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学習者の「自律性」と「学習ストラテジー」に着目した日本語教育
――東洋大学「言語と言語技術」のコースデザインを中心に――

斎藤

里美


本稿は、学習者の自律性を高めることを目指した日本語教育の実践例を提示すること
によって、大学における言語教育の目標やコースデザインのあり方を再検討することを
目的としている。これまで、日本の大学における言語教育とりわけ外国語教育は、その
目標を４技能（読む・書く・聞く・話す）の習熟においてきた。しかし、高等教育進学
率が50％を超えるいわゆる「ユニバーサル段階」に近づきつつある今、大学における外
国語学習者はかつてのような「自律的学習者」ばかりではなくなってきている。また一
方で、ヒト・モノ・カネ・サービスが地球規模で移動することが日常化し、外国語学習
の必要性は過去にないほど増している。そこで本稿では、目標のひとつに「自律性」お
よび「学習ストラテジー」の獲得を掲げた実践を紹介し、その成果と課題を報告するも
のである。
キーワード：日本語教育、外国語教授法、教授能力開発、自律性、学習ストラテジー

はじめに
本稿のねらいは、学習者の自律性を高めることを目指した日本語教育の実践例を検討し、それに
よって大学における言語教育の目標・コースデザイン研究に資することである。
ちなみに本稿は、東洋大学人間科学総合研究所主催のシンポジウム「大学における外国語教育改
革

−学習者に視点をおいた言語教育−」
（



年

月

日開催）の草稿に加筆修正を加えたものであ

る。このシンポジウムは、東洋大学において外国語教育を担当する教員が日常の教育成果や課題を報
告しあうことで、カリキュラムや教授法、教授能力等の開発をめざすことを目的としたものであった。
日本の高等教育機関における「ファカルティ・ディヴェロプメント（以下 と略す）」の活動は、




年代に入ってようやく本格化した。教員自身による「自己点検・評価活動」もその一つである。
――――――――――――――――――
＊人間科学総合研究所研究員・東洋大学文学部
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しかし、授業評価アンケート等に代表される「自己点検・評価活動」は、カリキュラムの改善や教員
の教授能力の開発に必ずしも直結せず、そうした点検・評価のフィードバックは、教員の自助努力に
任されているのが一般的である。
つまり、授業評価アンケート等を通してカリキュラムや教授法・教授能力に改善の必要性があると
認められても、改善に向けたサポートシステムが整っていないために、結局教員個人の努力に期待す
るほかないというのが日本の高等教育の現状であった。
そこで、外国語教育を担当する研究員の有志が東洋大学人間科学総合研究所に集い、



年度から
「大学における外国語教育の現状と未来像」を研究課題とする外国語教育研究チームを組織し、これか
らの高等教育機関における外国語教育の役割、目標、カリキュラム等について議論する場としての
研究を立ち上げたのである。
もとより、をはじめとする諸外国では、高等教育機関の間で多くの学生・教員が国境を越えて
相互に学び、交流するシステムの構築が進んでいる。たとえば、欧州大学間単位互換制度（）
にみるように、圏内の大学における単位の互換や卒業認定のシステムは、この
年で目を見張る
進展を見せており、それに伴って外国語教育は、こうした留学生の受け入れ、送り出しのためのイン
フラストラクチャーとして不可欠の教育プログラムとなっている。
したがって、今後日本の大学が世界の高等教育機関とネットワークを結び、地球社会の発展に寄与
しうる人材の育成を目標の一つに掲げるのであれば、外国語教育の改革とそのためのカリキュラム・
教材・教授法の開発は急務であり、そのためのサポート体制を組織的に整備することが緊要であろう。
その意味で本稿は、東洋大学が受け入れた留学生を対象とする日本語教育の現状をここに報告する
と同時に、外国語教育の質的向上に対するサポートシステムの課題を明らかにするものである。本稿
が、言語教育のカリキュラム・教材・教授法の資料を提供することで、大学における外国語教育の目
的や目標、評価はどうあるべきかを議論する一助となれば幸いである。

１．大学における日本語教育の目的と目標
１−１

目的および目標としての学習者の自律性

一般に日本語教育における「学習者」とは、日本語を母語とせず、外国語（
）もしくは第二言
語（
）として日本語を学習する者を指すが、ここでは、日本語が母語であっても改めて意図的、
計画的に日本語を学習する者も含め、広く「日本語学習者」と呼ぶことにする。それは、大学におけ
る言語教育は基本的に 





   
 
と呼ぶ能力の育成であり、母語として獲得し
たからといって必ずしもそうした能力が自然に習得されるものではないからである。このことは、た
とえ母語話者であっても、意図的・計画的な教育プログラムとそれによる学習が必要であることを意
味している。
実際、



年度の「言語と言語技術」
（斎藤里美担当）の履修者は、半数が日本語を母語とする日本
人学生であり、以下の日本語教育実践もそれを前提として計画している。
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したがってここでは、上記のように学習者を想定し、大学における日本語教育（１年間）の目的と
目標を以下のように定めた。

目的

Ａ．大学教育（専門教育に限定しない）を受けるのに必要な日本語能力を習得する
Ｂ．大学卒業後に必要となる日本語能力の獲得にあたって、必要不可欠な「自律的学習能力」
を身につける

目標

ａ．論文を読んで理解するだけでなく、論点を見つけて議論し、論文についての批評が書け
るようになる。
ｂ．教材の読解にあたって、教えあうなど学習のためのネットワークを作る。
ｃ．学生自身が書いたレポートを相互に読み合い、批評する。

つまり、ここでは日本語学習をコースの中で完結するものとはとらえない。むしろ、コース（授業
あるいは大学）修了後、学習者が学習を継続し、自己の力で発展させることができるよう、学習者の
「自律性」を高めることがコースの重要なねらいである。上記目標のｂおよびｃは、学習者の自律性を
高めるための目標である。

１−２

第二言語習得論における学習ストラテジー研究とその応用

ここでまず「学習者の自律性」とは何かという問いに答えておかなければならない。この点につい
ては、すでに第二言語習得論におけるいくつかの先行研究が、学習ストラテジーという観点から自律
的学習者の特徴を明らかにしている。
たとえば、








（



）や



 （



）は、自律的学習者（言語習得の早

い優秀な学習者）の多くが、学習を促進するために特有の「学習ストラテジー」を用いていることを
観察から明らかにした。これらは、ストラテジーシステムとして分類整理されており、



年代には


（



）の紹介するストラテジー
日本でも翻訳・紹介され、今日に至っている。資料１は、
システムである。
もちろん、斎藤里美・田中望（



）が指摘しているように、学習ストラテジー論はもともと優秀
な学習者（




 ）の研究から出発したものであるから、これを適用するには、限界
もある。たとえば、学習経験が未熟あるいは学習適性が低い学習者の場合である。
しかし、ここでの対象は大学生であり、すでに多くの言語学習経験をもっている。しかも、学習者
としてより一層の向上を望む学習者であること、また今後もより高いレベルの言語習得が求められる
ことを考慮し、こうした学習ストラテジーの獲得を到達目標に加えることにしたものである。
そこで、これまでの言語学習で意識化されてこなかった間接ストラテジーの「社会的ストラテジー」
（質問をする、他の人々と協力をする、他の人々へ感情移入をする等）の獲得・向上を中心に１年間の
コースデザインを行った。以下がその概要である。
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資料１

言語学習のストラテジーシステム

出典：レベッカ・オックスフォード著，穴戸通庸・伴紀子訳





，『言語学習ストラテジー』凡人社．
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東洋大学における日本語教育のカリキュラムと科目「言語と言語技術」のねらい

東洋大学における



年度の日本語教育関連科目は、次のように開講された。
１．「日本語ⅠＡ」：外国人留学生１年次必修科目・通年２単位
２．「日本語ⅠＢ」：外国人留学生１年次必修科目・通年２単位
３．「言語と言語技術」：留学生および日本人学生２年次選択必修科目・通年４単位
４．「日本語と日本社会」：留学生および日本人学生２年次選択必修科目・通年４単位
ただし、「言語と言語技術」「日本語と日本社会」の２科目は、文学部副専攻「日本語教育コース」
の選択必修科目にもなっている。そのため、この２科目では、日本語教育に関心をもつ日本人学生と
外国人留学生とが同じ教室に混じることになる。
上記のことから斎藤の担当する



年度の「言語と言語技術」では、学習者の自律性を高め、
「社会
的ストラテジー」
（質問をする、他の人々と協力をする、他の人々へ感情移入をする等）を獲得させ
るため、前述の日本語教育の目標を下記の４つの活動として具体化することとした。

Ａ．論文を読む際には、読書の４段階「初級読書」
「点検読書」
「分析読書」
「シントピカル読書」
に沿って読解能力の向上をめざす。
Ｂ．具体的な事実や根拠に基づいて議論を展開し、レポートにまとめる
Ｃ．留学生と日本人学生とで各教材の読解のための小グループを構成し、教えあう。
Ｄ．各学生が書いたレポートをグループ内で相互に読みあい、短い批評を書く。

ＡとＢは 






  

 


、すなわち大学教育を受ける上で必要不可欠な言語活動の
一つであり、ＣとＤは前述の「社会的ストラテジー」を獲得・向上させための活動である。
ここで、


アドラーと 

ドーレンの分類による４つの読解レベル「初級読書」
「点検読書」
「分
析読書」
「シントピカル読書」について若干触れておきたい。


アドラー・

ドーレン著、外山滋
比古・槇未知子訳（



）によれば読書の技術は次の４段階に分けられるという。
第１のレベル「初級読書」とは、
「それぞれの文が何を述べているか」を正確に見分ける段階である。
たとえば、われわれが不慣れな外国語の本を読むときに、まず単語の意味を確認し、文を理解し、そ
の後はじめて文章全体をつかむ作業に入るが、文章全体をつかむ作業の前段階がこれである。
第２のレベル「点検読書」の目的は、限られた時間内に、内容を把握することにある。「初級読書」
の段階が「一つ一つの文が何を述べているか」を見分けることであったのに対し、この「点検読書」
は、「その本全体が何について書いているか」を理解する段階である。つまり、「本はどのように構成
されているか」や「この本はどういう種類の本か、たとえば小説か、ノンフィクションか、論文か」
を知るために、重要な部分を探しながら読むことである。
第３のレベル「分析読書」とは、内容を分析しながら徹底的に読むことであり、読み手は、「分析
読書」を通じて「著者が問題としているのは何か」
「著者はどのように結論を導いているか」そして
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「自分は著者に賛同するか、反論するか」を明らかにすることである。
これに対し第４のレベル「シントピカル読書」とは共通の主題について何冊もの本を相互に関連づ
けて読むことである。「シントピカル」とは英語で「よく似た主題の」「同じようなテーマの」という
意味であり、それぞれの本にはっきりとは書かれていない主題を見つけ出し、比較し、論点を明確に
する読み方である。その上で、それぞれの著者の論点や論考がどのような意味をもっているのかを読
み手自身が判断するのである。
大学教育、とりわけ専門教育のなかではこの第４のレベルの読解能力まで必要とされている。そこ
でこの「言語と言語技術」では、言語的スキルとして「シントピカル読書」の習得を目標に掲げた。

２．「言語と言語技術」のコースデザイン
２−１ 「言語と言語技術」のシラバス
「言語と言語技術」では、年間を通して下記のようなシラバスで授業を行った。
前期
４／

４／

５／６

／


／

６／３
６／

６／

６／

７／１
７／８

テーマ
オリエンテーションおよび自己紹介
大岡信「言葉の力」を読む（１）
大岡信「言葉の力」を読む（２）
大岡信「言葉の力」を読む（３）
田中克彦『ことばの差別』を読む（１）
田中克彦『ことばの差別』を読む（２）
田中克彦『ことばの差別』を読む（３）
金田一春彦『日本語』を読む（１）
金田一春彦『日本語』を読む（２）
金田一春彦『日本語』を読む（３）
レポート提出および相互批評

後期

９／



／７


／



／



／



／４


／



／



／２


／９


／

１／


テーマ
前期レポート返却・コメント
南博『日本的自我』を読む（１）
南博『日本的自我』を読む（２）
南博『日本的自我』を読む（３）
南博『日本的自我』を読む（４）
加藤周一『学ぶこと 思うこと』（１）
加藤周一『学ぶこと 思うこと』（２）
加藤周一『学ぶこと 思うこと』（３）
加藤周一『学ぶこと 思うこと』（４）
加藤周一『学ぶこと 思うこと』（５）
加藤周一『学ぶこと 思うこと』（６）
レポート提出および相互批評
レポート返却およびコメント

Title:*斎藤里美 Page:18 Date: 2005/03/08 Tue 16:11:54




東洋大学人間科学総合研究所紀要

第３号

２−２ 「言語と言語技術」の教材
「言語と言語技術」で取り上げた教材は、下記の５種類である。

Ａ．大岡信（



）「言葉の力」『「世界」主要論文選』岩波書店、







．
Ｂ．田中克彦（



）『言葉の差別』農山漁村文化協会、





．
Ｃ．金田一春彦（



）『日本語』岩波書店、






 
 
Ｄ．南博（



）『日本的自我』岩波書店、





Ｅ．加藤周一（



）『学ぶこと

思うこと』岩波書店、






教材を選んだ基準は、グローバルな論点や比較文化的視点を含み、留学生と日本人学生との間で活
発な議論がおこりそうな文章であること、日常的な概念を再吟味しパラダイムの転換を迫る文章であ
ることの二点である。以下とりあげた教材について、簡単に紹介しておきたい。
大岡信「言葉の力」は、人類の文化にとって言葉とは何か、言葉の可能性とその広がりを追求する
上で何が求められるかを論じていて、この授業の導入にふさわしい論文である。
また田中克彦『言葉の差別』は、論文として最も難易度が高いが、言語に潜む階層性、社会性を鋭
く分析しており、言語を駆使することが他者への抑圧となる危険性があることを指摘している。この
「言語と言語技術」を日本語教育の副専攻科目として学ぶ日本人学生には、次の金田一の文章を読む前
に是非この論文の批判的思考スタイルを紹介しておきたいと考えた。
金田一春彦『日本語』は、比較文化的視点が含まれていて楽しく読めるが、田中克彦の文章を読ん
だ後にこの論文を読むと、その意義と課題がよく見える。そこで、金田一春彦『日本語』に対する批
評が容易にできるよう、あえてこの順序で展開することとした。
さらに後期は、前期で学んだ読解や討論の力を生かし、言語の問題からさらに発展させ、現代社会
が抱えるアイデンティティの問題、平和の問題へとつなげた文章をとりあげた。
南博『日本的自我』は日本人のアイデンティティのありようを心理学の概念を用いて分析している。
最後の加藤周一『学ぶこと

思うこと』は、問題意識をもつとはどういうことか、また学ぶことと平

和や安全保障の問題はどうつながっているかを論じていて、大学教育の目標そのものに直結している。
なお、テキストだけでは留学生に言語上のハンディがあること、またどこが論点なのかを学生が授
業時間内にわかりにくいことなどの理由から、教材にはそのつど斎藤作成のワークシートを配布し、
授業進行のための副教材とした。副教材の一例を資料２に掲げる。

２−３ 「言語と言語技術」におけるアクティビティ
「言語と言語技術」における授業形態としては、一斉教授法（いわゆるピボットスタイル）をとる
時間をなるべく少なくすることを心がけた。具体的には、一回の授業の中にかならず以下のセッショ
ンを設けるようにした。
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資料２





年度「言語と言語技術」の教材の一例

言語と言語技術

2003. 6. 24
金田一春彦 1988 『日本語』を読む（２）
担当：斎藤里美

１．まず pp.17 〜 27 の中で、分かりにくい表現がないか、確認してみよう。
□

意表（いひょう）をつく

□

間延びがする

□

どよめく

□

エキゾチックな

□

変わり果てる

□

はなはだしい（甚だしい）

□

無為無策（むいむさく）

２．性別、年齢、職業等による言語表現、とくに文体の差を、金田一は「日本語なればこその
表現」「日本語の特技」ととらえているが、あなたはどう思うか。このような言語の多様性
が社会のなかで果たしてきた機能には、どのようなものがあると考えられるか。

２．金田一は「日本人はこのような方言のちがいに対して、無為無策ではない」「この（標準
語の）普及は日本では実に見事である」といっている。民衆にとって標準語普及は、どのよ
うな意味をもっていたか。功罪両方挙げてみてほしい。また、国家にとってはどのような意
味をもっていたか。
功（長所）

罪（短所）

民衆

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

国家

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３．人が母語以外の言語（いわゆる第二言語）を獲得するということはその人にとってどうい
うことか。また、逆に母語を失うということはどういうことか。
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Ａ．グループ・ディスカッション
３〜４人（留学生と日本人学生の混成）でグループを作り、テキストを読み合う。また、副教材
のワークシートを用いて文章の意味の確認、ワークシートで提示された論点に対する意見の交換を
行う。
Ｂ．ペア・ワーク
２人（留学生と日本人学生のペア）でテキストを読みあう。また副教材のワークシートを用いて
文章の意味の確認およびワークシートで提示された論点に対する意見の交換、各自がワークシート
に書いた文章を相互に点検しあう。
Ｃ．クラスワーク
教師主導で授業を進めるが、論点に対する回答の整理や新たな論点の提示を中心に行う。

なお、前期は毎回ＡもしくはＢの時間を十分に確保することができたが、後期はテキストの難易度
が高かったこともあり、Ｃの時間の配分が前期よりも多くなってしまった。

２−４ 「言語と言語技術」における学習の評価
学習成果に対する評価は、毎回のワークシートの解答の確認を通して行うほか、前期１回、後期１
回のレポートで総括的評価を行うこととした。レポート課題を提示する際には、テーマ設定の趣旨が
伝わるよう「レポート提出要領」を配布すると同時に、評価の観点を記した「レポート採点用紙」を
あらかじめ配布しておき、レポートの採点基準を明示することとした。資料３に掲げるのが「レポー
ト採点用紙」である。
また、提出されたレポートについては、採点前に教室の小グループ内で学生同士が読みあい、レ
ポート裏面に短い批評（コメント）を相互に書くものとした。そのことによってそれぞれの学生がよ
いレポートとはどのようなレポートか、また自分のレポートの長所短所は何かを知ることができる。
さらに、レポート採点後は採点用紙とともに学生に返却した。返却の際には、教員が高い評価をつ
けたレポートを複数紹介し、なぜそのレポートがすぐれているといえるかについても解説した。学生
のレポートおよび学生が書いたコメントの具体例については資料４と資料５に掲げた。
学生による前期・後期のレポートを採点し、評価した結果、以下のような学習成果と課題があるこ
とが明らかになった。

Ａ．言語的スキルの上での成果と課題
資料４にみるように「シントピカル読書」つまり共通のテーマの文章を比較しながら読むという
読み方を習得した学生もいた。しかし一方で、この読解スキルに関しては個人差が激しく、そうし
たスキルがレポートからほとんどうかがえない学生もいた。今後は、各学生がより円滑にこうした
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資料３





年度レポート採点用紙の例

レポート採点用紙
学科

科目名

レポートテーマ

学籍番号

氏名
努力した点・注目してほしい点

１．確かな根拠にもとづいて自分の意見を展開している
→

０

１

２

０

１

２

０

１

２

０

１

２

０

１

２

０

１

２

０

１

２

引用部分・参考文献（著者、出版年、書名、出版
社、頁）が明らかにされているか。

２．事実（客観的データや引用）と自分の意見を分けて
書いている
→

データや引用に自分なりの分析や解釈が加えられ
ているか。

３．論理の展開が明快である
→

目的・論証・結論が明示されているか。段落や接
続詞を使った関連づけがされているか。

４．文章としての正確さ・適切さ
→

主述の対応、文体の一致、活用・表記・表現が適
切か。

５．表現の豊かさ
→

語彙や文体が豊富で、独自の工夫をしているか。

６．独創性
→

テーマや論理展開、結論の導き方に独創的な点が
あるか。

７．レポートの形式
→

科目名、テーマ、提出日、学籍番号・名前など必
須事項がもれなく記載されているか。締め切りや字
数を守っているか。

総合コメント
／ 20

注意：レポートの最後にこの用紙をつけ、必ずホチキス止めして提出してください。
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スキルを習得できるよう、教材や指導法を改善する必要がある。
Ｂ．「社会的ストラテジー」についての成果と課題
書かれたレポートについての相互批評（資料５）も、前期より後期のほうが根拠をあげた具体的
で建設的な批評となっており、「社会的ストラテジー」の向上がみられる。また、授業でペアワー
ク・グループワーク等を実施しているようすを観察していると、学生間のピア・ラーニングは時間
を追って円滑になっており、学習のためのネットワークづくり、つまり社会的ストラテジーについ
てはほぼ目標を達成したと思われる。

資料４

学生のレポート（前期の課題）
提出日

2003 年７月８日（火）

言語と言語技術
文学部

教育学科

２年

大友

理恵

言語の多様性が果たしてきた機能について
１．はじめに
ほかの言語に比べて日本語はどういう言語か、ということがこれまでにも多く論じられてきた。
日本語は特異だとする主張もあれば、平凡な言語であると言う主張もあった。
金田一春彦は著書『日本語』（1998）のなかで「日本語の多様性」として日本語における言語
表現の差を「言葉づかいの変異、言葉の違いというものは、日本語なればこそできる表現である」
「これは日本語の特技であろう。」と主張した。
しかし、言語の多様性という日本語の特徴を、日本語の「特技」とプラス面だけ捉えてよいの
だろうか。ここに隠された日本語の特徴があるのではないだろうか。
そこで本稿では、日本語の多様性がこれまでに社会のなかで果たしてきた機能について明らか
にする。そして日本語の特徴の裏を探る。以下ではまず言語の多様性の定義、筆者の仮説を述べ
る。次に資料をあげ、仮説の実証を行う。そして最後に実証の結果、筆者の考えをまとめ、日本
語の多様性に隠された特徴を明らかにする。
２．「言語の多様性」の定義と仮説
まず日本語における「言語の多様性」とは、性別、年齢、職業などによる言語表現の差のこと
をいう。日本語では同じ内容を言う場合にでも、いく通りかの表現ができる。これは、方言や敬
語といった言葉づかいの違いや、会話の発話者による言い回しの違いのためである。ここでは後
者の言い回しの違いについて取り上げていく。
このような言い回しの違いの指標は、金水敏（2003）『ヴァーチャル日本語

役割語の謎』に

よると「人称代名詞」「文末表現」「感動詞」や「笑い声」にあるという。人称代名詞とは例えば
「わたし、あたし、ぼく、おれ、わし」といったものである。文末表現は「行くぜ、行くぞ、行
くわ」などで、感動詞は「あら、まあ、おお、おい」、笑い声は「はっはっは、ほほほ」などと
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いったものである。また、話す速度や声の高低によっても違いを見出すことができる。
このように日本語では、言葉の言い回しによって、その発話者が男であるか女であるか、身分
や職業はどのようであるか、また年齢はいくつぐらいであるか、といったようなことをだいたい
検討付けることができるのである。
しかし逆にいえばこれらは、言語表現を一つの型にはめてしまい、差別をうんできたと捉える
ことはできないだろうか。
３．仮説と実証
たしかに日本語において言語表現が豊富なことは、文学上大きな利点であるかもしれない。金
田一の『日本語』のなかでも、それは例をあげて述べられている。言語の多様性のおかげで表現
の幅が広がり、間延びのしてしまう断り書きをつける必要もない。それはたしかに「日本語なら
ばこその表現」「日本語の特技」として称されることなのかもしれない。
しかしこのことの裏には、女とはこのように話すもの、男なのにそのような言葉遣いはおかし
いなどというような偏見や先入観といった固定観念をうえつけてきたとはいえないだろうか。例
えばある女の人が自分のことを「おれ」と言ったとする。すると周りの人からこの女性は、乱暴
な言葉遣いとしてたしなめられてしまうだろう。しかし加太こうじの『わたしの日本語』（1993）
によると、
「江戸時代後期には庶民の女性は一般的に『おれ』といったらしい。
」とある。また「奈
良朝時代や平安朝時代には、男言葉、女言葉の違いはなかったようである。自分の事は男も女も
『みずから』といった。」と述べられている。そしてこのように男言葉・女言葉の概念が広まった
のは「明治になって、女性差別が当り前の事と思われるようになったからである。」と加太は主
張する。やはりこのように言葉と差別には関わりがあるのである。
またこのように一つの型にはめてしまう概念を金水は「ステレオタイプ」という言葉を用いて
説明している。「我々は日常生活の中で人間を性別、職業、年齢、人種などで分類しがちである。
その分類に属する人間が共通して持つと信じられている特徴のこと」をステレオタイプというの
だという。そして「ステレオタイプに当てはめ、それに基づいて行動するときに、偏見や差別が
生じる。」と述べている。
このように、以上のことからまとめていえることは、たしかに日本語の言語の多様性は文学に
おいて表現の幅が広がり利点ではあるが、その反面、男女間や身分上の差別や偏見をうえつけて
きたのではないかということである。日本語の「特技」としてあげられている言語の多様性の裏
には、このような特徴が隠されていたのではないだろうか。
また、実際の話し言葉と文体とには差異が生じることがある。文学においては役割を特徴づけ
るために、特定の言葉の言い回しを用いてきた。このことが、より一つの型を作り上げることに
拍車をかけてきたということもおさえておく必要があるだろう。
４．おわりに
本稿では「日本語の言語の多様性という特徴を『特技』としてだけ捉えてよいのか」という問
題意識から出発し、まず言語の多様性の定義を示した。そしてみずからの考える仮説を述べ資料
を取り上げて実証を行った。このことにより、言語の多様性が社会の中で果たしてきた機能には、
差別や偏見をうえつける作用があったことを見出すことができた。よって日本語の特徴である言
語の多様性を「特技」としてよい方向からのみ捉えるのではなく、差別や偏見をうえつけてきた
ことも認識して捉えていくべきであるということが示唆された。
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今回本稿では、「言語の多様性」のごく一部についてしか論じることができなかった。資料不
足のため具体例を取り上げてわかりやすく説明する配慮に欠けた。そのため、次からはこれらの
反省をいかし、より多くの資料を集め取り組んでいきたい。また方言や敬語といった言葉遣いの
違いによる面からも言語の多様性について考えてみたい。よってこれらは今後の課題とする。
〈参考文献〉
・金田一春彦（1998 年）
『日本語』 岩波新書
・金水敏（2003 年）
『ヴァーチャル日本語

pp.16 〜 21.

役割語の謎』 岩波書店

・加太こうじ（1993 年）
『わたしの日本語』 立風書房

資料５
・１．はじめに

から

pp.205 〜 207.

p.18.

学生のレポートに対する相互批評の一例

４．おわりに

まで、仮説・実証・まとめの過程がわかりやすかった。

文献と自分の意見がはっきり分かれていたので、筆者自身の意思が伝わってきやすかった。
・文章の書き方がとても上手だなあと思いました！
一般的に「おれ」が女性に使われる時代があったんですね。
同じことばでも時代によって捉え方が違うんだなあと改めて思いました。
・昔中国もあったと思うが、言葉を聞くと男女、年齢、職業がわかるというような文末表現はも
う消えてしまった。（留学生）
・言語の「多様性」について、私は疑問がある。現代社会では、日本語のような複雑な言語がよ
いのか？（留学生）
・言葉の使い方がとても上手です。いい勉強になりました。
文章とてもまじめに書いたと思う。とくに、仮説と実証の部分がよく伝わる。（留学生）
・いまの時代になると、あんまり男言葉と女言葉は分かれていないですね。男女平等だから。（留
学生）
・様々な言葉の使い方について学びたいと思いました。
文章や主張がきちんとまとまっていて読みやすかったです。
・まとまっていて良いレポートでした。
言葉と差別の問題は根が非常に深いですが、言葉が差別の源流ではなく、人の意識が差別を生
むのだと思いたいですね。
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３．コースの評価と今後の課題
以上、学習者の自律性を高めるというねらいで「言語と言語技術」のコースデザインを行い、実施
したが、最後にコース全体の評価と今後の課題を示しておきたい。
この「言語と言語技術」では、Ａ．論文を読む際には、読書の４段階「初級読書」「点検読書」「分
析読書」「シントピカル読書」に沿って読解能力の向上をめざすこと、Ｂ．具体的な事実や根拠に基
づいて議論を展開し、レポートにまとめること、Ｃ．留学生と日本人学生とで各教材の読解のための
小グループを構成し、教えあうこと、Ｄ．各学生が書いたレポートをグループ内で相互に読みあい、
短い批評を書くこと、の４つを具体的目標に掲げて、学習者の「自律性」の向上を目指した。
コース全体を振り返り、その成果と課題を上記４つの目標に沿ってそれぞれ考察しておきたい。

Ａ．ほとんどの学生が「分析読書」の段階までを大学入学前にすでに経験しており、指導に困難は
感じなかったが、
「シントピカル読書」の段階は大学教育で初めて経験する学生が多く、自ら論点
を見出すことに指導上の困難があった。しかし、翻ってみればこれこそが大学における言語教育
の主要な目標であるから、今後「シントピカル読書」の技術を指導する上でのシラバスや教材・
指導法を開発する必要がある。
Ｂ．具体的な事実や根拠に基づいて議論を展開し、レポートにまとめるという目標についても、当
初は指導に困難を感じた。それは「事実とは何か」
「事実にもとづいて意見を述べるとはどういう
ことか」について、学生はほとんど意識化しておらず、
「感想文」や「エッセイ」と「批評」と
の区別がついていなかったからである。そこで随時「事実」と「意見」の違い、「事実にもとづ
いた意見」と「事実にもとづかない意見」の違い、「事実から意見への論理展開」等を指導した。
しかし、これについても、このような学生の実態が最初から予想されていれば、より体系的・計
画的な指導が可能になったと思われる。こうした基本的事項を１年次のシラバスに入れておくこ
とが今後の課題である。
Ｃ．留学生か日本人学生かにかかわらず学生同士の学習ネットワーク形成という点では、まずまず
の成果だったように思う。これには、履修者数が約

人と少なかったことが幸いしている。


人
規模の授業ではこの方法は容易ではない。また、日常のクラス活動と相互批評を通して協同学習
（ピア・ラーニング）に抵抗はなくなったようだが、コース外での学習に生かされるかどうかは未
知数である。今後は、少人数授業でなくとも可能なアクティビティを工夫すること、学生たちが
コース終了後も継続できるような学習活動を開発することが必要である。
Ｄ．学習者間の相互批評の意義について学生たちに事前に説明をしたためか、学生たちが大変協力
的であったし、またよいコメントが多かった。しかし、実際には、短い時間でレポートの趣旨を
読み取り、建設的で忌憚のないコメントを書くことは母語であっても容易ではない。また、コメ
ントする側とされる側に信頼関係が必要である。その意味でこれを大人数授業で実施することに
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は大きな困難が予想される。

おわりに
本稿では、



年度の「言語と言語技術」のコースから得られた成果と課題を整理してみた。
いまや日本の大学は、大学進学率が

％を超えるユニバーサル段階に入っており、世界的にも大学
の「高等普通教育化」ともいうべき状況が誕生している。こうした状況にあっては、自律的学習能力
をもたない層が学習者として登場することが予想され、これまで以上に大学における教授法研究の必
要性が増している。
本稿は、学習者の「自律性」と「学習ストラテジー」を重視した日本語教育の実践報告であるが、
外国語教育にとどまらず大学における教授法研究の資料として活用していただければ望外の喜びであ
る。

注


学習ストラテジーを観察から明らかにした研究には次のようなものがある。





 



 















 






 



  



























 



 




























 
 



















年代に日本で言語学習ストラテジーを紹介したものとして、下記の文献が挙げられる。

・田中望・斎藤里美





，『日本語教育の理論と実際』大修館書店．

・レベッカ・オックスフォード著、宍戸通庸・伴紀子訳
・宮崎里司・


ネウストプニー共編


斎藤里美・田中望





，『言語学習ストラテジー』凡人社．





，『日本語教育と日本語学習』くろしお出版．





，
「「学習ストラテジー」は学習者を幸福にするか」
（宮崎里司・


ネウストプニー共

編『日本語教育と日本語学習』）は、学習経験が未熟もしくは学習適性が低い学習者の場合は「学習ストラテ
ジー」を言語学習の目標の一部とすることがかえって学習の進行を妨げる危険性があることを指摘した。


ここで言及した読書の技術の４段階については、以下の本を参照した。



アドラー・

ドーレン著、外山滋比古・槇未知子訳





，『本を読む本』講談社．

＊なお、提出レポートの掲載を快く了解して下さった大友理恵さん（教育学科３年生）に、この場を借りてお礼申
し上げたい。
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斎藤：学習者の「自律性」と「学習ストラテジー」に着目した日本語教育――東洋大学「言語と言語技術」のコースデザインを中心に――
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