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Abstract  
 
 
 

本研究は、実践研究の立場から韓国語文化教育の実践を試み、今後の韓国語文

化教育の在り方を提示することを目的とした。まず、外国語としての韓国語文

化教育に関する先行研究の分析を行った上、実際的な韓国語文化教育の現状を

把握するため、日本における韓国語文化教育の研究と教材の分析を行った。ま

た、実践研究と内容重視の批判的言語教育という外国語としての日本語教育に

ついてまとめ、総合活動型日本語教育の実践について考察した。次に、イタリ

アのヴェネツィアカ・フォスカリ大学のアジア・北アフリカ研究科の韓国学科

の学部の二年生を対象に、｢考えるための韓国語｣という実践を試み、学習者、

教師の立場から分析を行った。その結果、学習者の立場からは、外国語である

韓国語で自分の考えを表現し、他者とのやりとりを通して自分の考えを発展さ

せる変化が見られた。教師の立場からは、実践の内容とプロセスを振り返る省

察により、今後の韓国語文化教育に関する意味と課題を認識するようになった。

このことで、総合活動型韓国語教育という実践が、今後の外国語としての韓国

語の新たな試みの一歩になる可能性が示された。  
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１ 序論 

1.1 研究目的 

グローバル時代といわれる21世紀に入り、外国語教育においても世界化の

現状が深化されている。この流れと同時に、韓国は経済的な成長を遂げ、こ

れをもとに韓流のブームが起こり、韓国語は世界的な関心を浴びるようにな

った。中国をはじめ日本などの東アジアを中心として使用されている「韓流」

ということばは、このような韓国語への飛躍的な関心をよく表す代表的なこ

とばとして意味を持つと言えるだろう。 

日本で「韓流」が注目を浴びるようになったのは、‘冬のソナタ’という

韓国のドラマがきっかけである。「韓流」は、はじめは韓国のテレビドラマ、

映画、歌などの韓国芸能人と大衆文化に熱狂することから始まったが、その

後には韓国の食べ物、ファッションなどの全般的な韓国の文化への関心に拡

大されたと言える。また、韓国の東亜日報1の記事にも述べられたように、

日本では韓国語を学ぼうとする人が急激に増えた。日本における「韓流」の

始まりであると言える‘冬のソナタ’を見て韓国語を学習しよう、また、韓

国文化を理解しようとする動きが見えたのである。NHKのハングル(韓国語)

講座と韓流の関係を分析した山(2007)は、2004年以来、すなわち、「韓流」

の流行後にNHKのハングル講座の教材が約2倍が売れたことを指摘した(再引

用、纓坂英子、2008 p34)。このように日本における韓国語と韓国文化への

ニーズの増加は、韓流の発達とともに活性化され、現在の世界的な韓国語の

普及に発火点であったと言えるだろう。 

日本と韓国は、地理的に近接しており歴史的に多様な交流をしながら緊密

な関係を維持してきた。近代に入り、日本の植民地支配と韓国戦争の影響で

韓国と日本の交流が遮断された時期もあったが、韓国と日本の国交正常化、

韓国の飛躍的な経済成長、ソウルでのオリンピックの成功的な開催などの韓

国の発展に伴い、両国の間に多方面での交流も活発になりはじめた。1998年

                                                                 
1
 ｢東亜日報｣2004年9月10日、『韓国語で冬ソナタが見たいです、韓流熱風で日本受講生急増』 



 
 
 
 

2 
 

には、ソウル大学と東京大学が各大学に日本学と韓国学の過程を正式に開設

されたし、同年の6月、金大中大統領の訪日の時に発表された韓国における

日本文化の開放政策により、映画、演劇、音楽などの分野で正式な交流が始

まった。この以来、韓国と日本は、2002年のワルドカップの韓日共同開催を

きっかけに韓日文化交流がより盛んになりはじめ、前述でも言及したように

2003年放送された‘冬のソナタ’という韓国のドラマの大人気により、日本

において韓国と韓国語に対するイメージは、転換期を迎えるようになった。

「韓流」が日本で韓国を体表することばになったと言っても過言ではないだ

ろう。次第に、韓国文化と韓国語を学習しようとするニーズが増え、日本で

の韓国語の環境も大きく変わるようになった。 

日本における韓国語と文化に対するニーズが増えるにつれ、教育的な交流

も活発に行われるようになった。国際文化フォーラム(TJF)は、日本の国内

で行われている韓国語教育の調査を行い、基礎データを収集した。2005年発

表された3回目で最終報告‘日本の学校における韓国朝鮮語教育－大学等と

高等学校の現状と課題－’によると、2003年から韓国語の講座が急激に増加

したことがわかる。このような状況の中、韓国語を学習を始めた学習者は、

韓国語だけではなく韓国文化にも高い興味を示しているものの、このような

興味と関心は十分に満たすことができない現状であった。このような現状を

踏まえ、この時期から日本における韓国語教育あるいは韓国文化教育に注目

した研究が多数く行われるようになった。 

一方、外国語としての日本語教育への研究は、大きな変容を歩んできた。

細川・三代編(2014)は、外国語としての日本語教育におけることばと文化の

教育の変容を全体的にまとめるいる。彼によると、外国語としての日本語教

育は、コミュニケーション能力育成に重点をおいた、すなわち、ことばだけ

を考えていた1980年代の初期を経て、1990年までは文化を外側のものとして

捉えて考えて学習し、1990年代の半ばまでは文化を日常の事柄に即して捉え

直そうとしていた時期に移った。その以来1990年代の後半からは、ことばも
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文化も個人の内側にあると考えるようになり、自ら内在することばと文化を

結ぶ教育としての総合活動型日本語教育を実施する時期へ進んだと言ってい

る(ｐ13)。その後は、ことばの活動の実践からその実践を社会にひらく実践

研究への展開に研究の力を注いている現状であると言及している。言い換え

れば、外国語としての日本語教育は、実践と理論を統合しようとする著しい

傾向の変化と共に新しい言語教育のパラダイムを課題として取り上げている

段階に至っていると言えるだろう。 

 このように外国語教育が持つ限界を超え、新たら転換を追求している外国

語としての日本語教育は、今後の外国語としての韓国語文化教育を考える際、

新たな手がかりとして示唆する点が多いと思われる。 

 従って本研究では、外国語としての日本語教育、主に、ことばの実践を社

会にひらこうとする実践研究を分析し、その分析を基に直接実践を行い、今

後の外国語としての韓国語文化教育の方向性を考察することを目的にする。 

 

1.2 研究方法と内容 

本研究では、今後の外国語として韓国語文化教育を行う際、どのようにこ

とばと文化を教えていくべきであろうかという根本的な疑問をもつことから

始まった。この問題意識を明瞭化させるために、まず、外国語としての韓国

語文化教育に関する先行研究を分析した後、韓国と日本で行われている韓国

語文化教育の現状を明らかにする。特に日本における韓国語文化教育に注目

した理由は、日本で行われている実践研究から手がかりを得て韓国語文化教

育の実践に試みたいからである。韓国語文化教育の実践について述べる前、

日本で注目を浴びている実践研究と内容重視の批判的言語教育の理論につい

てまとめ分析する。また、イタリアで行われた｢総合活動型日本語教育｣の事

例を紹介する。これらを踏まえ、外国語としての韓国語文化教育の実践を試

み、今後の新たな韓国語文化教育の在り方を提示することを目的とし、次の

ように各章を構成する。 
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第1章では、この論文の目的と必要性を明らかにした上、外国語としての

韓国語文化教育に関する研究の中、外国語としての韓国語文化教育に関する

研究、特にことばと文化に焦点をあわせた研究と、日本で行われている韓国

語文化教育に関する研究にわけて分析を行う。この分析を踏まえ、この研究

の必要性を主張する。 

第2章では、実際的な韓国語文化教育の現状を把握するため、韓国と日本

で行われてい韓国語文化教育について調査した研究らをまとめる。また、教

材を分析する。教材の分析の方法は、批判的に読むことである。分析の対象

の教材は、日本でもっとも使用頻度が高い韓国語教材である。 

 第3章では、外国語としての日本語教育について考察する。まず、実践研

究と内容重視の批判的言語教育について概念と理論に関して分析した後、総

合活動型日本語教育について考察する。また、イタリアにおける総合活動型

日本語教育の事例を紹介し、これらを今後の韓国語教育における手がかりと

して活用することを考察する。 

第4章では、今後の韓国語文化教育の在り方と方向性を提示する目的で、

韓国語教育の実践を試み、その結果をまとめ分析する。分析は、実践に参加

した学習者の変化、教師が行う活動後の省察、アンケートの結果の三つの側

面から行う。 

第5章では、このような実践の結果を総合的に考察し、今後の外国語とし

ての韓国語文化教育のあり方と課題について論する。 

 

1.3 先行研究 

 これからは外国語としての韓国語文化教育に関する先行研究を検討する。

この論文の目的は、実践研究の立場から今後の韓国語文化教育の新たな在り

方を提示することであるため、大きく一般的な外国語としての韓国語文化教

育に関する研究と、海外、特に日本で行われている韓国語文化教育に関する

研究にわけて分析する。また、一般的な外国語としての韓国語文化教育に関
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する先行研究は、韓国語教育と韓国文化教育にわけて察する。そのため、韓

国語教育は、外国語としての韓国語の教材に関する研究に、韓国文化教育は

その内容に関する研究に絞ってまとめる。 

 まず、韓国語の教材に関する研究としては、キムチョンウン(2007)、パク

ヨンミ(2013)、オジヘ(2013)、ベヒョンデ他(2014)などを挙げられる。 

キムチョンウン(2007)は、異なる文化間のコミュニケーションが重要であ

るという観点から、韓国語の教材を対話、読み、文化の三つ部分にわけ、分

析を行った。彼によると、対話と読みに反映されている文化の内容が目標語

の文化である韓国の言語文化だけを扱っているため、異なる文化の差異を認

知しにくいことと、文化教育で提示されている文化が内容の理解を問う質問

が多数であるため、文化間の相互作用が可能ではない限界があると言ってい

る。パクヨンミ(2013)は、韓国の文化専用教材を分析し、導入が提示されて

ないこと、表現及び文法の提示が不足し学習者の対象が明確でなないこと、

文化の実践の課題が少ないことなどを問題点として挙げながら、文化教育の

教材の改善の方向性を提示した。オジヘ(2013)は、文化能力2ということば

をその概念から再検討した上、文化教育の内容の領域を設定し、教育活動を

構成することを目的にして教材を分析した。その結果、文化の理解力の向上

のための活動が多数を示し、文化の批判力に関する活動は少ない、また文化

の適応力はほぼ提示されてないことを問題点として指摘している。ベヒョン

テ他(2014)は、韓国語の初級学習者向けの文化教材の開発を目的とし、教材

を分析した。その結果、各教材が構成が統一されてないこと、学習の目標が

明らかではない教材があること、新しい語彙を明示してないこと、学習の対

象が不明瞭であることなどを限界点として挙げている。また、韓国語の学習

者のための文化教育の目的と目次を明らかにした上、教材の構成の実際を提

示することを今後の課題としてあげている。 

                                                                 
2
 オジヘ(2013)は、文化能力を、大きく認知的、批判的、情意的、行為的に分け、文化理解力、

 文化批判力、文化適応力、文化適用力をその下位要素としてに設定している。 
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 次に、韓国文化教育の内容に関する先行研究として、チャンキョンウン(2

001)、パクヨンスン(2003)、キムスヒョン(2006)、ミンヒョンシク(2006)、

アンジンシュク(2010)とチャンジンキョン(2014)などを挙げられる。 

チャンキョンウン(2001)は、外国語の学習は、新しい思考方式を習うこと

であるため、文化教育が必要であると主張しながら、文化教育の目標と内容

を段階別にわけ提示した。初級段階は、基本的なコミュニケーションに必要

な韓国文化の内容を提示し、自然に目標の文化に慣れるようにすることが重

要であると言っている。中級段階では、学習者の言語の文化と目標語の文化

の比較を通して文化の差異を理解し、偏見なしで受け入れることが重要であ

ると言及し、社会制度と文学などを文化内容を示している。高級の段階では、

目標語の文化に完璧に理解し、高い水準の文化への適応を目標とするといい、

精神文化に関することを文化内容として挙げている。また、このような段階

別の文化教育が、韓国語の能力を向上させることにつながると言っている。

パクヨンスン(2003)は、文化教育の内容を精神文化、言語文化、生活文化、

芸術文化、制度文化、科学技術文化と分類した上、各内容に合わせ項目を細

分化し、韓国の文化の特徴、韓国の文化のアイデンティティー、韓国の生活

的な特徴、韓国の風俗などに分け示している。ミンヒョンシク(2006)は、韓

国語の文化教育の基本的な内容として、韓国の文化教育の精神文化史的なこ

と、韓国の概観、生活の文化、衣食住の文化、映画、ドラマ、言論、通信な

どのマスメディアの文化、芸術と科学などの韓国の創造の文化、文学、歴史、

思考方式、人物、言語文化などの11個に細分化し提示している。キムスヒョ

ン(2006)は、韓国語の教材に提示されている文化教育の内容の範囲を伝統文

化、生活文化、言語文化、芸術文化、制度文化に分類しその結果をもとに、

段階別の文化の項目と文化教育のための教材の構成の方向を提案した。また、

高級段階の教材を中心に文化の内容をまとめたアンジンシュク(2010)は、文

化を伝統文化と現代文化に区別し、その下位カテゴリーを言語文化、生活文

化、歴史文化、精神文化、情報文化の5つに分類した。また、各教材により
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扱っている文化教育の内容に、相当な差異があることと特定の文化の内容に

偏っている傾向があると指摘している。チャンジンキョン(2014)は、韓国語

の初級学習者のための文化項目を言語文化、生活文化、精神文化、芸術文化

に分類し、各項目を提示しながら、学習者のニーズに応じた文化教育が何よ

りも重要であると主張している。 

 このように韓国語文化教育を教材と内容に焦点をあわせた先行研究をまと

めてみた。これらは、現在までの外国語教育を含む言語教育の主な流れに沿

った研究であると言えるだろう。ここでいう言語教育の流れということは、

長年に渡って検証され多くの人々が使用すべき、いわゆる標準化されたこと

ばと文化を教授するべきであると考えである。多数の教授者が、この通りに

外国語教育を含む言語教育を行ってきたことは、否定できない。 

 しかしながら、言語教育におけることばと文化の標準化は、何を意味する

のであろう。佐藤・ドーア編(2008)は、これに関して以下のように言及して

いる。ことはの標準化は、標準語という規定された言語形式、社会的な行動

を規定する社会的なカテゴリ－、その言語自体の特殊性を規定することであ

る。また、文化の標準化ということも、その文化の特異性を強調し、本質主

義的な文化観の構築に寄与することであると言っている。従って、このよう

なことばと文化の標準化は、固定化され本質主義化された知識を構築し、そ

の知識は人々を束縛していくという問題点があると指摘している。この指摘

から考えると、ことばと文化の標準化は、学習者にことばと文化に対して自

由に考え問題意識を引き出す機会を奪うことになる。 

 しかし、外国語としての韓国語文化教育は、未だにこの標準化に焦点を合

わせていると言っても過言ではないだろう。特に韓国文化教育に関する先行

研究は、その傾向がさらに明らかであることがわかる。 

 次に、外国で行われている韓国語文化教育、主に日本で行われている韓国

語文化教育に関する先行研究をまとめてみよう。この論文の目的は、外国語

としての日本語教育、特に実践研究からその手がかりを得て、今後の外国語
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としての韓国語文化教育を在り方を考えることに焦点を合わせているので、

日本で行われている韓国語教育の研究を考察することは必要であろう。日本

で行われている韓国語教育に関する先行研究は、日本人を対象にしている韓

国語教育と日本で使用されている韓国文化教育の教材に関する研究に分けら

れる。取り上げられる先行研究としては、カンノヒロミ(1991)、ミゾグチガ

ッブスン(2000)、桂正淑(2005)、ビョンヨンヒ(2007)、サカワヤスヒロ(201

1)、パクソヒョン(2011)、タニザキミツコ(2012)、カマハラアイ(2014)、イ

ウンヒ(2014)、キムミレ(2015)、サトイユウ(2015)などがある。 

まず、日本人のための韓国語教材開発と教授方法を論じたカンノヒロミ(1

991)は、韓国語の言語的な分析を踏まえ、日本人のための韓国語教材が取り

そろえるべき条件と内容を分析し、教材を構成している。ミゾグチガッブス

ン(2000)は、日本の大学で解説されている入門あるいは初級段階の韓国語講

座の効果的な指導方法を提案するため、学習環境に関する調査と教材の分析

をし、語彙のリスト、歌を指導法を提示している。桂正淑(2005)は、韓国語

テキストの比較を通して日本における韓国語学習と教育について分析してい

る。その結果として韓国語テキストは、機能別、目的別の分離教材の開発が

進められているとともに、文化と伝統まで取り入れた総合教材の開発へ向か

う傾向があると主張しているが、文化と伝統に関する具体的な言及はなかっ

た。 

次に日本における韓国語の文化教育に焦点を当てている研究を察してみる。

ビョンヨンヒ(2006)は、日本人の韓国語学習者のための文化教育の教材の開

発を目的に文化項目を選定した。しかし、韓国文化の項目の選定の基準が明

らかではないことと、文化の内容が具体的ではない限界がみられる。パクソ

ヒョン(2011)は、日本の大学で使用している韓国語教材の中から使用の頻度

率が高い教材を分析した。各ユニットの構成、内容、主題と機能の関係など

を分析し得られた問題点をもとに、ユニット構成の方案を提示しているが、

ユニット構成の方案が既存の教材と差別性がないものであった。サカワヤス
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ヒロ(2011)は、日本の大学生を対象に、韓国文化の教育方案を提示すること

を目的に韓国の文化を分析した。ところが、文化教育の模範を提示している

内容が、衣食住に限られているので、韓国語の文化教育の方案であるという

ことには無理があると思われる。タニザキミツコ(2012)は、第2外国語とし

ての韓国語教育における適切な韓国の文化教育について調査した。韓国語の

文化教育は、コミュニケーションに中心をおいた教育をすべきであると主張

しているが、具体的な文化教育の内容については、今後の課題として残して

いる限界がある。カマハラアイ(2014)は、日本人の学習者のための韓国語中

級教材を分析した。その結果として韓国語教材の開発方案を提示しているが、

文化教育に関して扱っている部分が少ない問題点がある。イウンヒ(2014)は、

韓国と日本の初級段階の韓国語教材の比較した。両国の教材が全部文法中心

であり、教授者の主導する形態で行われていることを指摘しているが、この

研究は、データだけに依存し分析した結果であるという限界がある。キムミ

レ(2015)は、学問的な目的ではなく、一般的な目的で韓国語を学習する日本

の成人のための初級の教材を分析し、文法の項目の配列の基準が異なること、

内容においては文法と関連性のない対話の構成、語彙の提示の基準の曖昧さ

などを問題点として挙げている。改善策として学習の対象と目標などの教授

要目の明視、韓国と日本の文化の差異から生じる異質的なものを排除した内

容の構成、文法の量を減らすと同時に文法用語の統一、語彙の体系的な提示、

統一的な発音の説明、多様な文化の教育を提案した。サトイユウ(2015)は、

教養を目的に韓国語を学ぶ日本人の学習者を対象にする文化の教材の開発を

試みた。そのため、教材の分析、設問調査、インタビュ－を実施し、日本人

の学習者のための韓国の文化の項目を選定した上、実際の教材を構成を提示

した。 

これらの先行研究は、文化が、思考、習慣、産物という3つの要素で構成

され、思考から習慣と産物がどのような関連を持っているものであるかを理

解することが、言語教育の目的であるというアメリカのナショナルスタンダ
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－ズ3の目標を前提にしていると言えるだろう。ところが、このアメリカの

ナショナルスタンダ－ズは、多くの批判を受けている。この批判は、佐藤・

ドーア編(2008)が主張することばと文化の標準化の問題点、すなわち、その

社会により固定化され本質主義化された知識が人間の能動的かつ主体的な思

考を妨げる可能性があることと関連があると言えるだろう。佐藤らがいう問

題点を詳しくみると、文化の中に存在する多様性を見過ごす可能性があるこ

と、学習者に文化を正しい知識と間違った知識の二項対立的なとらえさせる

危険性があること、正しい文化的な情報が存在するという規範的なアプロー

チにつながる危険性があること、文化の静的、固定的イメ－ジを強める可能

性があること、文化が政治的に構築されたものであるということを見過ごし、

文化本質主義にまつわる問題を扱ってないことなどである。 

 外国語としての韓国語文化教育は、アメリカの英語教育または外国語教育

の影響を大きく受けてきた。したがって、アメリカのナショナルスタンダ－

ズで取り上げている教育の範囲や教育方法などが、韓国語文化教育にも適用

されたことは当然であろう。言い換えれば、韓国語文化教育は、佐藤らが言

うこのように学習者が受動的な姿勢でことばと文化を実体化したものとして

受け入れる、批判的な視点が排除されたまま行われている現状であると言え

るだろう。 

 以上のように外国語としての韓国語文化教育の関連の先行研究をまとめる

と、韓国あるいは日本で行われている韓国語文化教育に関する研究は、標準

化されたことばと文化に、焦点をあわせた研究が未だに活発に行われている

ことがわかる。また、このようなことばと文化に関する教育は、コミュニカ

ティブ・ランゲ－ジ・ティ－チング(CLT)あるいは内容重視の教育の立場か

ら扱っている限界があると言えるだろう。今後の外国語としての韓国語文化

                                                                 
3
 アメリカのナショナルスタンダーズ(Standards for Foreign Language Learning for the 

 21)は、1999年に発行されたもので、５つの学習目標と11つのスタンダード(学習基準)からな

 りたっている。 
 
 



 
 
 
 

11 
 

教育が進むべき方向性を模索するためには、外国語能力の育成と目的に留ま

らない、現在の外国語教育の目標を越える新たな試みが必要であると思われ

る。 

従って、本研究では、このような韓国語文化教育の限界を踏まえ、今後の

外国語としての韓国語文化教育の在り方を、実践研究の立場から試みること

を目的にし、論文を進める。 
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2  韓国と日本における韓国語文化教育 

2.1 外国語としての韓国語文化教育 

外国語としての韓国語文化教育に関する研究の歴史は、他の言語教育に比

べると歴史が長くない。前述したように1990年代の後半の韓流のブムの時期

になり韓国語文化教育に関する研究の量的な面と成果的な面において本格的

になったと言える。カンスンヘ(2003、2017)は、外国語としての韓国語文化

教育に関する研究を、韓国語文化教育の初期から2000年代の初まで、2000年

代以後に二つに分け、外国語としての韓国語文化教育の研究の傾向をまとめ

ている。 

初期から2000年代の初半まで書かれた外国語教育としての韓国語文化教育

に関する231論文を分析した研究では、韓国語文化教育で行われた研究を主

題別に分け分析した。分析の結果をみると、第一に多かった研究が文法に関

する論文であり、その次が語彙、文化、発音と抑揚の順であったと言う。こ

のことから、初期の外国語教育において重視された文法教育が、韓国語文化

教育においても同様であったことが確認できると言えるものの、その次に多

かった研究が、語彙と文化教育であった傾向も注目すべきであろう。特に19

90年代後半から、韓国文化に対する教育の研究が数多く増えたことから、近

年に入り外国語教育においてミュニケーションを重要しするようになり、文

化の理解がコミュニケーション能力の向上に関わるという認識が高まってい

ることがカンの研究を通しても確認することができる。 

ところが、初期から2000年代のはじめまで外国語としての韓国語文化教育

は、主に何を教えるかという教育の内容だけに焦点を合わせていったという

限界があると言える。 
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 文法 語彙 語用 発音/

抑揚 

文学 漢字 文化 

70年代      1  

80年代 5 1  1  1 3 

90年代 27 12 8 14 5 4 11 

2000年代 35 32 19 18 7 2 23 

総計 67 45 27 33 12 8 39 

韓国語教育の内容の研究(年度別の研究動向) 

 

 その後、カンスンヘ(2017)は、最新の外国語としての韓国語文化教育の研

究の傾向を考察する目的で、2000年代から15年間発表された韓国語文化教育

に関する学位論文と学術誌の論文などの総7681編を研究類型別、年度別、テ

－マ別に分析している。その結果をみると、半分を超える59.1%の論文が修

士と博士の学位論文であるものの、このような研究の量的な増加が、学問的

な位置づけに役に立つということは別の問題であると指摘している。年度別

には、2000年から条々に増加し、20015年からは前年に比べ2.7倍急激に増加

したと言っている。また、韓国語教育の一般、韓国語教育の内容、教授と学

習に関する研究のようにこの三つのテ－マに分け研究の傾向をまとめている。

韓国語教育の一般的な分野には、文献研究、二重言語の研究、教育機関、韓

国の言語の政策などが属し、韓国語教育の内容は、主に教育の内容に関する

ことで、文法、語彙、談話、発音とイントネ－ション、文学、漢字、対照と

分析、翻訳などが含まれる。教授と学習に関する研究には、教育課程、教授

法、言語機能別の教育、習得、評価、教材、学習者辞書、マルチメディア韓

国語教育、教師と学習者の要因などがその下位の分野であると言う。このよ

うなテーマの中で、教育内容に関する研究が第一多く行われている、その次

が教授と学習に関する研究であると言っている。総合してみると、2000年代

以後の外国語としての韓国語教育の研究は、初期の韓国語教育の研究と比べ
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ると、研究が量的な増加が著しく目立つと言えるだろう。また、量的な成長

とともに、幅広いテ－マで研究が行われるようになった研究の多様化も特徴

として挙げられる。しかしながら、教育の現場を離れて考えられない学問で

ある外国語としての韓国語文化教育は、応用言語学、第2言語の研究、ティ

チングアプロチなどの分野の理論を活用し、教育の現場で試す新たな試みが

実施されるべきであると考察している。 

 

2.2 日本における韓国語教育 

 この論文は、外国語教育における韓国語文化教育の新たな試みを提案する

することが目的である。その手がかりとして日本で行われている実践研究を

検討しているため、日本における韓国語文化教育の現状を把握することは意

義があるだろう。 

 日本にある学校における外国語教育、文化理解、国際理解教育に関する事

業を実施している国際文化フォ－ラム(2005)は、その研究一環として日本に

おける韓国語教育の状況を把握するため、高等学校と大学における韓国語教

育に関するデ－タを収集し報告している。この報告書によると、1995年度か

ら2003年度にかけて韓国語教育を実施している学校数が、急激に増加してい

ることがわかる。詳しくみると、韓国語教育の課程を開設した日本の４年制

大学は1995年に147校であったが、2003年には335校に増加し、４年制大学の

全体的な割合では25.3％から47.7％へ、22.4ポイントが伸びたことが確認で

きる。高等学校における韓国語教育の実施も1999年に131校から2003年には2

19校に増加し、高校学校の全体的な割合としては1999年に1.63％から2003年

に4.03％へ増加したことがわかる。 
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＜国際文化フォ－ラ(2005)の日本の学校における韓国朝鮮語教育：大学等と高等学校

の現状と課題＞ 

 

 また、文部科学省は日本の大学における教育内容の改善に関する取り組み

を促すため、大学における教育内容と方法等の改革状況について定期的に調

査を実施している。その調査によると、日本の大学における外国語教育の実

施状況の中に、教養の外国語としての韓国語は、中国語、フランス語、ドイ

ツ語に続き4番目であり、韓国語教育を実施している大学校の数が、2001年

には285校であったが2015年には474校まで増加したという。このような日本

における韓国語教育の量的な成長は、著しいことであるといえるものの、質

的な変化についても考察する必要があるだろう。 

 

 

＜文部科学省高等教育局大学振興課大学改革推進室の大学における教育内容などの改

革状況についての2000年から2015年までの資料結果＞ 
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 このような公的な機関による日本における韓国語教育の量的な変化に関す

る調査以外に、研究の質的な変化に焦点をあわせまとめた、松崎・中川(200

8)、生越(2015)の研究がある。 

 松崎・中川(2008)は、日本人の学習者のための韓国語教育の研究の動向を

把握し、問題点と今後の課題を提示することを目的に、日本人の学習者を対

象に行った研究をまとめている。2000年以前の第一期、2000年から2003年ま

での第ニ期、2004年から2007年までの第三期の時期に分けた上、実態の把握、

言語の機能、言語の構造、全般的な教育課程、文化教育などのテ－マ別に分

け分析している。まず、第一期は、実態の把握に関する研究がもっとも多く、

次に言語の構造に関する論文が多かったと言う。第二期には、研究の数が著

しく増加し、研究のテ－マも多様になり、特に語用論と発音の分野に関する

研究、すなわち、口語の能力に関する研究が多く行われたと言う。第三期に

は、研究の対象の拡大と特殊的な目的で実施した外国語教育としての韓国語

教育の登場という特徴が見られると言う。また、話す能力に関する研究と書

く能力に関する研究など、多様な言語の機能に関する研究が、もっとも高い

割合で行われ、他のテ－マに関する研究も行われはじめたてと言っている。

そして今後の課題として、聞く能力と読む能力の教育に関する研究、語彙の

教育に関する研究を促進を挙げながら、新しい研究方法、体系的な教育過程、

教師教育と文化教育の必要性について指摘している。 

一方、生越(2016)は、松崎・中川(2008)の研究以来、日本人の学習者を対

象にした韓国語教育に関する研究が数多く蓄積されたにもかかわらず、最新

の研究の動向に関する分析がないことを指摘し、2008年から2014年までの日

本人の学習者を対象にした研究、総258編を分析し、今後の研究の課題を提

示している。生越は、松崎・中川が用いた分析の基準に、対照分析、その他

というテ－マを追加し、三つの時期別に分け行った分析を年度別に変え、分

析を行った。その結果、画期的な量的な変化とともに、研究の主題に関する

著しい変化について言及している。詳しくみると、2008年に34編であった研
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究論文の数が2012年には53編に増加し、平均37編の研究論文が発表されたと

言う。松崎・中川(2008)の分析、すなわち、2000年から2007年まで行われた

研究が平均13編であった結果と比べると大きな変化であると言える。これは、

韓国語を学ぶ日本人の学習者が増加したことが原因であると考えられる。テ

－マ別には、下位分類として、発音、語彙、文法、語用、統合に分けられた

言語の機能に関する研究が全体の42.8％を示し、第一活発に研究が行われて

いると言う。その次が対照分析であり、韓国語と日本語を対照する研究が未

だに重要視されていることがわかる。続いて、全般的な教育課程、その他、

実態の把握、文化教育、言語の機能の順で研究が行われたと報告している。

また、松崎・中川(2008)の研究で今後の課題として提示されたことが、どの

ぐらい改選したが検証した。その結果、書く能力の戦略に関する研究の不在、

言語の構造と機能を連係した研究の不足なとを神速に解決すべき課題である

と主張している。新しい今後の課題としては、言語の機能に重点をおいた研

究の必要性、深度ある研究を通して専門性を上げることなどを挙げている。

このような生越の研究からもわかるよう、韓国語を学ぶ日本人の学習者を対

象にした研究が長い歳月に渡り、量的に成長したにもかかわらず、質的には

未だに限界があることを言えるだろう。 

また、生越(2016)は、日本における韓国語教育に関する最近の研究の動向

を把握する目的で、日本の大学における韓国語教育の変化、その中でも教育

内容の変化について調査し報告している。その変化を詳しくみると、文語体

に関する項目がなくなり、対話中心の内容へ変化したこと、不規則用言の減

少など全体的に文法の項目の数が減少したこと、教えている文末体の変化な

どがその変化であると言う。このような教育内容の変化の原因は、時代的な

要求の影響で教える文法の項目が変わってきたことを取り上げている。 

しかしながら、この研究は、韓国語教育の変化を文法項目に限って焦点を

合わせ分析している限界があるため、このような研究が日本における外国語

としての韓国語教育の全体的な現状であると言いきれないものの、まだ文法
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教育を重視することに留まっている外国語としての韓国語教育の問題点を明

らかに見せていると言えるだろう。 

これらの日本における、あるいは、日本人の学習者を対照にした研究の結

果からみると、今後の外国語としての韓国語文化教育は、教育的な多いニ－

ズと蓄積された研究をもとに、新たな方向性を提示する必要性が求めれてい

ると言えるだろう。 

 

2.3 韓国語文化教材の分析 

日本における韓国語文化教育の現状を正確に把握するためには、日本で使

用されている教材の分析することは意義があると思われる。日本で行われて

いる外国語としての日本語の教育を言及する前に、日本で使用されている韓

国語の教材の種類と言語文化教育の内容について察してみよう。 

前述したように日本における韓国語のニーズが増える現状に伴い、多様な

韓国語の教材が出版されるようになった。効率的なコミュニケーション能力

を育つための外国語の教育を目指している韓国語の教育における教材は、重

要な割合を示しているため、教育的なニーズが増加するにつれて教育を行う

ための教材の出版が増加することは必然的な結果であると言えるだろう。外

国語の教材がその言語を学ぶ学習者に及ぶ影響が、大きいことを予想できる。

なぜなら、外国語をの学習が行われる学習の環境が目標言語とその社会に接

する機会が限られているからである。 

熊谷4(2008)は、外国としての日本語の教科書作成の背景にある政治的、

社会的、あるいは文化的な世界観、価値観、道徳観といったもの、すなわち

イデオローギというものが、ある時には意図的に、またある時には無意識的

に、教科書の内容に影響を与えるということを言及しながら、このことは、

学習という形で情報、知識の標準化の過程にたどる可能性があると指摘しな

                                                                 
4
「文化、ことば、教育｣(2008)、第6章 ｢日本語を学ぶ｣ということ－日本語の教科書を批判的

 に読む－ 
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がら、日本語の教材を批判的に分析した。 

この節では、熊谷の日本語の教材の分析を参考にし、韓国語の教材のイデ

オローギ的な側面を批判的に読む分析を行う。分析する教材は、国際文化フ

ォーラム(2005)と鎌原愛(2014)の調査をまとめて選定した。 

国際文化フォーラムは、2002年度と2003年の間に、大学と高校で使用され

た教材を調査し明らかにしている。その中から4年制大学で使用されている

教材の中から使用者数が多かった教材を10個の目録を作成した。整理した表

は、以下のように表す。 

 

 教材 著者 出版社 使用者数 大学数 

1 ことばの架け橋 生越直樹 外 白帝社 3442 19 

2 書いて覚える初級朝鮮語 高橋淑郎 白水社 2943 18 

3 制作教材と教科書   2809 6 

4 これならわかる 白川豊 外 白帝社 2698 5 

5 韓国語1 ソウル大学校言

語教育院 

ソウル大

学校 

1609 16 

6 コミュニケーション韓国

語 会話編1 

長谷川由紀子 白水社 1590 12 

7 韓国語初級 李ちゃんギュウ 白帝社 1123 11 

8 韓国語レッスン 初級1 金東漢 外 3Aネット

ワーク 

1114 9 

9 すぐ話せる韓国語入門編 木内明 ブックス 953 2 

10 朝鮮語入門1 油谷幸利 ひつじ書

房書房 

940 4 

国際文化フォーラムで発表した日本内で使用されている韓国語教材(2002－2003年) 

 

鎌原愛も日本の大学で使用されている韓国語の教材を分析している。使用の

頻度から以下のように教材をまとめた。 

 



 
 
 
 

20 
 

 教材 著者 出版社 使用者数 大学数 

1 ことばの架け橋 生越直樹 外 白帝社 3442 19 

2 書いて覚える初級朝鮮語 高橋淑郎 白水社 2943 18 

3 韓国語1 ソウル大学校言

語教育院 

ソウル大

学校 

1609 16 

4 コミュニケーション韓国

語 会話編1 

長谷川由紀子 白水社 1590 12 

5 韓国語初級 李チャンギュウ 白帝社 1123 11 

6 韓国語レッスン 初級1 金東漢 外 3Aネット

ワーク 

1114 9 

7 総合韓国語１ 油谷幸利 外 白帝社 750 9 

8 韓国語中級 李チャンギュウ 白帝社 609 12 

9 プリント教材   520 22 

10 新 至福の韓国語 野間秀樹 朝日出版

社 

370 8 

日本の大学校で使用されている韓国語教材(2014) 

 

２つの調査と研究で示された韓国語教材をまとめてみると、二つとも1位

と2位が‘ことばの架け橋’と‘書いて覚える初級朝鮮語’であることがわ

かる。しかし、国際文化フォーラムが行った調査は、2002年から2003年まで

であり、鎌原愛の研究は2014年で発表されたものである。このことから、韓

国語のニースが増え、韓国語の教材の出版も増加したとはいえ、韓国語の教

育の現場において使用されている教材には、大きな変化がないことを示して

いると言えるだろう。また、自体的に制作したプリントや教科書を使用して

いる割合が少なくないということは、出版されている韓国語の教材が教師と

学習者のニュースに適切ではないことの表しであると考えられる。 

ここでは、日本でもっとも多く使用されている教材である‘ことばの架け

橋’を批判的に読む分析を行い、日本における韓国語教育の現状を一層明ら

かにする。分析を行うためには、分析を行う項目を選定しなければならない
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だろう。韓国語の教材の分析を行った先行研究をまとめたキムミレ5(2015)

の教材分析の評価の基準を参考にし、教材の構成と教材の内容にわけ、批判

的に読む分析を行うことにする。教材の構成は、教材の全体的な構成を、教

材の内容は、各課の最初に提示されている会話と例文の中に構築されている

韓国語、韓国文化、韓国社会に関するイデオロギー的な面を考察する。 

 

分析の項目 内容 

教材 

構成 

学習の目標 学習の対象者が表記されているか、学習目標が明確であるか 

全体の構成 全体の構成の原理 

教育の目標 

目次及び内容の教授要目の類型 

単元の構成の特徴 

教材 

内容 

主題 主題の内容 

主題が学習者と合うか 

主題の対話の内容の構成 

主題と文化の差異 

文法 説明の方法 

共通的に表れる文化項目 

説明の詳しさと日本語との差異点を提示したか 

文法の説明の統一さ 

例文の量 

説明の難しさ 

語彙 語彙の意味の提示 

基本文型と例文の提示 

新しい語彙と例文の語彙量 

会話の解釈の提示 

語彙学習の提示 

                                                                 
5
 キムミレ(2015)日本人初級学習者のための韓国語教材分析及ひ改善方案－日本現地出版一般目

 的の韓国語教材を中心に－ 
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全体的な語彙量 

発音 文字と発音の提示の方法 

発音の説明の統一さ 

カタカナの発音の表記の有無 

音韻規則の提示 

実際の発音の練習の提示 

文化 文化の提示の方法 

主題と文化の関連性 

 

2.3.1 韓国語教材「ことばの架け橋」の教材の構成 

 韓国朝鮮語6初級テキスト「ことばの架け橋」は、生越直樹と曹喜澈によ

る共著である。生越直樹は日本人であり、曹喜澈は韓国人である。二人とも

日本に住みながら韓国語の教育に関わっていることから、日本で韓国語と文

化を学習をしている学習者の理解とニーズを理解していると考えられる。 

 「ことばの架け橋」は、全２０課と５つの総合練習で構成されている。著

者は周２コマの授業で使用して１年で終えることを想定しこの教材を書いた。

発音の練習を除いた第５課からは、多くの外国語の教材と同様に、手紙と説

明書で始まる課を除いて大体会話から始まる。この会話は、主に日本人と韓

国人の二人で会話は、最初は場面や話者をあまり特定せずに示し、途中から

場面や話者を明確にして物語性を持たせ、状況設定はできるだけ学習者が経

験するような状況で構成されている。また、店員、バス運転手、通行人など

の幾つかの人物が登場させ会話を適切に構成している。この会話は、新しい

単語と文法を紹介することを目的に提示されている。その次に、単語リスト、

各目標の文法の説明と練習問題、全体的なまとめと練習の順で構成されてい
                                                                 
6
 日本における韓国語は、様々な表記で書かれている。斉藤優(2015)は日本内大学校の教養課程

 の韓国文化教材の開発方案という修士論文の中で韓国語の表記について言及している。一番多

 く表記させているのは韓国語で、その次が朝鮮語であり、韓国朝鮮語という表記もあると言う。

 この表記に関しては、1982年ＮＨＫが｢朝鮮語講座｣を始めた時をきっかけで、在日本朝鮮人 

 総連合会は｢朝鮮語｣を、在日本大韓民国民団は｢韓国語｣を使うように主張し、その妥協案とし

 て生まれたのが｢ハングル」と言う。その以来1999年代からは、｢韓国語｣、｢ハングル語｣とい

 う表記が多く使われているが、正式な呼称はない状況である。 
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る。 

 この教材が想定している学習者は、大学の１、２年対象の外国語科目で学

習する学生たちであり、この教材を用いてコミュニケーションできることを

目指すことになる。 

 

2.3.2  韓国語教材「ことばの架け橋」の教材の内容 

 教材の内容の中に、韓国に関して正常で標準的なことと扱われていること

は何だろか。教材の中の会話と例文の中に構築されているイデオロギー的、

すなわち、韓国語、韓国文化、韓国社会について正常で標準的なこととして

書かれていることについて考察する。 

 まず、教材の中に登場する韓国人は、会話がはじめて登場する第5課から

丁寧な表現である｢－입니다」を使い会話を交わす。そして各課の進度が進

むにつれ「-아요/어요」を使うようになる。教材に登場する韓国人はすべて

丁寧で親切な人、理想的な韓国人話者として描かれている。また、会話の交

わす韓国人と日本人は、初級であるにも関わらず、お互いに完璧に理解でき

る会話をしている。通常の会話は、言い直し、言い間違え曖昧な表現が起こ

る。しかし、この教材の会話を交わす韓国人は、過ちは一つも起こらず、完

璧に礼儀正しく初級の日本人話者と会話ができる理想的な人である。 

 また、教材に書かれているすべての会話と例文は、標準語である韓国語で

ある。一般的に外国語の教材は、標準語で書かれることが当然であるとされ

ている。しかし、教材の中でここで使用されている韓国語は、標準語である

ことと、韓国語における標準語はどういうことばなのか、また、韓国の国内

なは様々な方言が存在することは一切言及されてない。 

 次に、韓国文化に関してはどのように紹介しているかについて察してみよ

う。まず、会話に話題として扱っている韓国文化は、ハングルと創製した世

宗大王、韓国の伝統的な音楽であるパンソリとテーマにした「ソピョンゼ」
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という韓国の映画、韓国の伝統的な茶である｢人参茶」など、韓国の特別で

特有なものを重視し話題にしていることがわかる。これらが韓国の自慢する

文化遺産あるいは伝統的な物産であることは否定できないが、故意的にこれ

らの重要さと価値を強調している傾向がある。これとは逆に、K-pop、韓国

ドラマ、韓国映画などの韓国のポップカルチャーに関する一切触れてない。

最近の韓国を学ぼうとする多くの学習者が、これらのポップカルチャーに興

味を持ったことがきっかけになっていることを考えると、不思議なことであ

る。特に日本の韓国語文化教育の多くのニーズが韓国ドラマと音楽のブムが

きっかけであったことを考えると、韓国ポップカルチャーに関する言及がな

いことは、伝統的で独自的な文化ではないと評価しない側面を表していると

言えるだろう。 

 韓国社会については、教材を通してどのようなことを学ぶようになるだろ

う。まず、教材に書かれている男女の社気的な役割は、バス運転手がお父さ

んであること、先生のお宅を訪ねた時、奥さんが迎えに出てきたことなど、

伝統的な男女の社会的な役割をそのまま表している。この教材を通して韓国

社会に対してどのようなイメージを抱くだろう。また、この教材の登場する

人物はすべて、丁寧に会話を交わし、対人関係も円満で、協力的な相互作用

が行われない場合はない。すべてお互いに完璧に理解できるし、礼儀正しい

理想的な社会として描写されている。これは一般的な社会に存在する力の優

位の問題は存在しない、調和的かつ平等的な社会として韓国社会が描かれて

いる。 

 このように韓国語の教材を批判的に分析することにより、日本における韓

国語文化教育のイデオローギ的な側面が明らかになったと思う。教材の通し

て韓国語と文化に対して構築される様々な制限が、各学習者に及ぼす影響の

見当をつけることは難しいが、学習者にこのような正常で標準化されたもの

を教え続けることが、韓国文化教育の目的であるとは言えないだろう。外国

語を学習するということは、標準を超え、自ら言語活動を他者と協働に行い、
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自分はどうやって社会と関わっていくかを考えることにつながることの可能

性もあるということに目を向ける必要があると思う。 
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3 外国語としての日本語教育 

3.1 実践研究 

この章では、日本で注目を浴びている実践研究と内容重視の批判的言語教

育に関して考察し、これからの外国語としての韓国語教育の新たな試みのた

めの理論的な根拠を明らかに定めておこう。  

 

3.1.1 実践研究に至るまでの経過 

 第2章の外国語としての韓国語文化教育の流れからもわかるように、初期

の外国語教育は、文法と単語の理解が目的で行われた。いわゆる、文法訳読

教授法が中心であったことはよく知られている。その後、文法訳読教授法は、

話せない外国語教育であるという批判が高まり、母語の習得の過程に着目し

たナチュラル・メソッド、聴覚的音声を重視したフォネティック・メソッド、

話ことばと聴きことばに焦点を合わすオーラル・メソッド、外部からの刺激

に対する反応のように外国語を学習するというオーディオリンガル・メソッ

ドなどの多様な教授法が現れた。次代に、アメリカとヨロッパでコミュニケ

－ション能力の重要性が訴えられ、コミュニカティブ・アプロ－チ(CA)、あ

るいは、コミュカティブ・ランゲ－ジ・ティ－チング(CLT)という教授法が

広がるようになった。このコミュニカティブ・アプロ－チ(CA)は、言語の形

式だけではなく意味と機能にも注目し、言語の伝達の過程を重視した上で、

実際のコミュニケ－ションの場面で言語が使用できるようになることを目標

とする。そのため、現在に至るまで外国語教育の現場でこの教授法が多く用

いられている。しかしながら、このコミュニカティブ・アプロ－チ(CA)は、

読み書きが従属的になるということと、ある特定のパ－タンまたは予測した

とおりの段階を踏むという設定のもと、教室活動が設計されているなどの限

界があると言われている(佐藤・熊谷、2017)。このようなコミュニケ－ショ

ンの限界を克服できる代案的な方法として、佐藤・熊谷(2017)は、ポスト・

メゾット(Kumaravadivelu、2006)、マルチリテラシ－ズ(New London Group、
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2000)、トランスリンガリズム(Canagarajah、2007、2013)を取り上げている。 

 Kumaravadiveluがいうポスト・メゾットは、メゾットを越えた言語教育で

あり、この教育を行うためには、一般化できない特定の文脈の中で活動を行

うという特定性(particularity)、理論と実践の相互作用が重要であるとい

う実際性(practicality)、置かれている社会文化的な現状を教師と学習者と

もによりよく変えることが可能であるという可能性(possibility)の3つが必

要であると唱えている。また、New London Groupがいうマルチリテラシ－ズ

を実施するためには、状況に埋め込まれた実践(situated practice)、明示

的指導(over instruction)、批判的認識(critical framing)、変革実践(tra

nsformed practicd)の4つが重要であると言う。最後に、Canagarajahがいう

トランスリンガリズムは、コミュニッケ－ションストラテジ－に焦点を当て、

メタ言語認識を育たせることを提案している。トランスリンガル話者は、ネ

イティブスピ－カのように話せることを外国語の目標にしない、多様な規範

と記号体系(code)が存在する中で、ある特定の文脈と目的に合わせ言語を使

用できる話者をいう。この話者は、いくつかのコミュニケ－ションの間を行

き来できるようになり、多数のコミュニティに移動ができることを目的にす

るという。 

 佐藤と熊谷(2017)は、このような3つのアプロ－チが、今後の外国語教育

で活用されるコミュニケ－ションストラテジ－と批判的メタ言語・文化・コ

ミュニケ－ション認識に役に立つと言っている。同時に、教師と学習者が自

分たちがおかれている社会文化的環境を批判的に認識することが、外国語の

教育において重要な役割を果たすと指摘している 

 教師と学習者が置かれている社会文化的環境を批判的に認識するというこ

とは、実践と理論を統合し、言語教育としての問題を社会に問う実践研究へ

つながると言えるだろう。 

 これからは、近年に入り、日本語教育において注目を浴びている実践研究

に関して述べてみよう。細川・三代編(2014、p41－44)は、現在の実践研究
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に至るまでの外国語としての日本語教育における実践研究の流れについて整

理している。日本語教育における実践研究は、教師が自分の実践を紹介する

形態で1970年代から使用されるようになったと言う。この際の実践研究は、

理論として定着したわけではなかった現状であったと言える。その後、1980

年代に入り、実践研究は、コミュニカィブ・アプロ－チなどの教授法ととも

に、内容重視あるいは学習者中心の日本語教育が主張されるようになった背

景で実践教育が行われるようになったと言う。すなわち、学習者の学習を促

進するための外国語教育の研究の必要性が注目し、実践をデ－タとして用い

た研究が行われるようになったという。1990年代には、コミュニカィブ・ア

プロ－チとともに、内容重視・学習者中心の教育が本格的に主張され、実践

をデ－タとした調査や研究が数多く行われた。これは学習者を対象にした研

究を伴いながら、教師の研修につながる形で議論されるような形であったと

言える。この時点で言う実践研究は、教師が教授行動を捉えなおすこと、あ

るいは、優れた教師の学習行動の定式化として扱われたことであったと言う。

1990年代の終わりには、学習者と教育環境の多様化により、教師の自律的な

成長へというパラダイムへ変わり、ここからアクションリサ－チ(Action Re

search)、すなわち、実践研究が外国語としての日本語教育に本格的に導入

されたようになったと言える。2000年代前半までは、実践研究は、教師が教

室を描く行為または自分の実践を改善するための方法として認識されるよう

になっていた段階を踏まえ7、自己、他者、社会という概念を視野に入れて

学習者主体の活動型の教育として行われようになったといえる実践研究は、

徐々に普及され、現在に至っていると言える。 

 

3.1.2 実践研究の概念(定義) 

                                                                 
7
 2001年に財団法人日本語教育振興協会の実践研究プロジェクトチームによって｢経験の社会的

 蓄積、実践の評価、改善、向上｣目的とし、｢実践研究の手引き｣が発表され、教師による実践

 研究の方法論の確立がめざされた。細川英雄・三代純平編（2014）『実践研究は何をめざす

 か‐日本語教育における実践研究の意味と可能性』ココ出版 



 
 
 
 

29 
 

上述した流れを踏まえた外国語としての日本語教育における実践研究は、

2000年以来、注目されるようになったにもかかわらず、その概念と方法につ

いて、未だ議論がなされているし、完全な合意が得られているとは言えない

状況である。細川・三代編(2014、p40)は、実践研究が、日本語教育研究の

中で周縁化していることを、問題として指摘している。同時に、外国語とし

ての日本語教育を、人とことばの関係および個人と社会の関係に影響を与え

る実践研究分野であると、その位置づけをしている。そして、教師自身がど

のような教室をめざすのかということに、その理念の設計としての実践を捉

え、それを振りかえ、また再設計するという研究と一体のものとして、実践

研究を提唱している。言い換えれば、この実践研究は、よりよい実践を目指

す実践研究者の自己表現として表れるものであり、実践と研究の往還による

内省と、他者とのインタ－アクションによって実現されるものであるという。 

また、細川・三代編(2014、p51)は、アクションリサ－チ(Action Researc

h)の解釈から実践研究に関して述べている。彼によると、アクションリサ－

チは、教育現場の実践を研究し、カリキュラムの改善から社会への働きかけ

を目的とするアクションリサ－チ(Action Research : AR)と、社会変革を考

慮してない、ただ教育実践の改善のための研究あるいは、実践を研究するた

めの方法であるアクションリサ－チ(Action Research : A・R)に分けられる。

ここで言及する日本語教育おける実践研究は、実践が研究であるということ

を一つの社会実践として捉える後者のアクションリサ－チ(Action Research

 : AR)である。このようなアクションリサ－チ(Action Research : AR)は、

批判的な省察を協働で行うことが重要であると主張している。しかしながら、

日本語教育におけるアクションリサ－チは、ARとA・Rを区別せず使用されて

いる特徴があると及している。 

 細川･三代編(2014、p78－80)が言う批判的な省察を協働で行うことは、実

践研究における重要な概念であるため、正確な定義が言及しておく必要があ

るだろう。批判的(critical)であるということは、自ら実践が置かれている
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社会的状況、実践を形付けている枠組みを検証し、よりよいものへと再構成

しようとする態度であり、省察(reflection)は、批判的に実践について考察

することであり、協働(collaboration)は、実践への参加者を実践研究に巻

き込み、共に実践の改善へと向かうことであると定義することが可能である。

このような概念と前述したアクションリサ－チ(AR)の定義を踏まえて、外国

語としての日本語教育における実践研究を定義すると、実践への参加者たち

が協動で批判的な省察を行い、その実践を社会的によりよいものにしていく

ための実践であり、研究であると言えるだろう。 

 

3.1.3 実践研究の記述 

どのような分野の研究であろう、研究として認めてもらうためには、その

研究の結果を論文という形式で記述すべきである。実践研究も研究として認

めてもらうためには、記述の仕方に関して整理する必要があるだろう。実践

研究は新しい研究観と教育観の方向性を開いていると評価されている。その

ため、まず、研実践研究の記述の意味に関して述べることは意味があると思

われる。細川・三代編(2014)は、教育学においてARを推進している佐藤(199

9)と、質的研究の一つであるライフストーリー研究の記述の問題について言

及している石川(2012)の議論に基づいて、実践研究の記述の意味をまとめて

いる。実践研究の記述する意味は、実践研究者、実践研究を読む読者、実践

研究共同体という三つの立場から各意味を持つと言っている。実践研究を直

接行う実践研究者の立場からは、実践研究をスト－リ－化することで協働に

よる批判的省察がより深いものになる意味があり、記述された実践研究を読

む読者の立場からは、実践改善のストーリーとして参照できるリソースとな

る意味があるという。また、実践研究という問題意識を共有する実践研究共

同体の立場からは、実践研究の共同体を構築することができる意味があると

言っている(p93)。このような意味を持つ実践研究を今後の発展の可能性に

つながる研究にするためには、正しく記述し、批判的省察による検証を行う
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必要があろう。 

外国語としての日本語教育における実践研究の記述の方法に関して詳しく

述べよう。細川・三代編(2014)は、横溝と池田の実践研究の記述をまとめ、

日本語教育における実践研究の記述の在り方を考察した。横溝(2000)は、プ

ロセス・シラバスをを導入し、プロセスの改善の過程を、自分の授業の実践

の文脈を含めた内容、教師側・学習側に生じたこと、実践者の期待や心情な

どの教師が考えたこと・感じたこと、実践の向上のために参考にした文献や

アドバイス、上手にいかなかったこと・失敗・落ち込みなどの内容で記述し

ている。彼の実践研究の記述のポイントとしては、スト－リ－テラ－として

書くこと、その語りは時系列に沿うこと、正直に分かりやすい語りであるこ

と、自分を「私」で、学習者を固有名で呼ぶことを挙げられる。 

一方、大学コミュニティを多文化共生のコミュニティとすることをめざし

た池田(2008)は、日本語クラスの実践を報告している。池田の実践研究の特

徴は、実践が行われた社会的文脈を詳細に書いたことである。すなわち、日

本社会の留学生受け入れの状況、自らのめざす日本語教育実践の背景にある

理論的状況、大学内において実践が計画された状況などの社会的状況をを批

判的に考察していると言っている。しかし、大学コミュニティの多文化共生

をめざす実践という題目とは異なる、教室内で起こった現象が大学コミュニ

ティどのような影響を与えたかに関しては書いてないことと、一人称の価値

観とその変化に関する記述がないことを問題として指摘している(細川・三

大編 p107‐112)。 

 このような二つの研究をまとめた考察を考えると、実践を行う教室がおか

れた社会的文脈と、実践を対象とする実践の社会的意味を、批判的に省察し

丁寧に記述することが実践研究の記述の仕方であると言えるだろう。また、

一人称を用いて、実践研究者の社会的立場や価値観を明確にすると同時にそ

れを批判的に省察し、その変遷を丁寧に記述することが、実践研究の記述に

おいて重要であると言えるだろう。 
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3.1.4 今後の実践研究 

 実践研究で学習者中心ではなく学習者主体という概念が重要視されるよう

なった背景には、コミュニカティブ・アプロ－チが見逃した個人のアイデン

ティティの問題がある。文法、語彙、発音という項目、すなわち言語の形式

と構造をうまく運用する能力を高めることを目指すコミュニケ－ションアプ

ロ－チでは、教師が活動を指揮する人で、学習者は教師の指揮に沿って目標

のコミュニケ－ションの能力を身につけるため、学習者が中心になって活動

を行うという一連のプロセスの中に行為者として学習者の位置と役割を言及

しているため、コミュニケ－ションの能力を見につける本人である個人のア

イデンティティの問題に関する考慮はしてないと言える。これに対して細川

(1995)は、学習者中心ではなく学習者主体という概念を用いて言語教育で行

われる活動の在り方について言及している。学習者主体という概念は一つの

正解を目指さない言語活動を行うことにより教育の質的が変化が起きるとい

うことから提案された。 

 しかし、その概念の模索から一段階発展した概念として生まれた概念が

「ことばの市民」(細川、2012)である。この概念は、それぞれの一人の個人

が社会的行為主体として他者とかかわりながら、そのことに対して日常生活

の中に自分の位置づけを考えることによって、個人と社会を結ぶことが可能

になるということ、すなわち社会の中で市民として生きることになると細川

は言っている。また、この市民性形成の教育(細川他、2016)は、自律的な個

人が価値観が異なる他者との協働において、それらの他者を理解するととも

に、自己を表現し、ともに住みよい社会を作っていこうという意識の形成の

教育であるという。この市民性形成の概念は、ヨーロッパの近代化の中で台

頭され発展させてきたもので、最初は国家のための公民化教育を指すものか

ら20世紀後半から市民教育という変化の段階を経ち、今日にはグロバール市

民性教育という概念として用いられている。ユネスコはこの概念をグロバル

市民性教育(Global Citizenship Education)といいながら、グローバル・エ
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デュケ－ション・ファ－スト・イニシアチブ(GEFI,Golbal Education First

 Initiative)を開始した際、グロ－バル市民教育を三大の目標の一つとして

あげている(Unesco、2015)。この概念と言語教育の関連に関する言及は、欧

州評議会が取り上げている言語教育政策から見られる。その５つの目的は、

社会的結束(social cohesion)、民主的市民(democratic citizenship)、相

互理解(mutual understanding)、言語の多様性(linguistic diversity)、複

言語主義(plurilingualism)である(Council of Europe 2014)。この言語教

育の目的をみると、一人の個人の中に複数の言語が存在することを含め、言

語世界の多様性を認めると同時に、他者を理解することで世界的な民主市民

になることに繋がる、またこれはある地域に留まらない世界的な社会の束縛

でもあるということを目的にしていることがわかる。最近の多言語世界のた

めのザルツブルグ声明(2017)にもこの多言語主義(Multilingualism)と複言

語主義(Plurilingualism)を原理として取り上げられている。このような原

理から作られた多言語政策によって、自己のアイデンティティが維持され、

経済的、社会的、政治的に有益な変化をもたらすことが可能であると言って

いる(Salzburg Global Seminar 2017)。 

  このように世界的な言語教育の動向は、複言語主義を認めながら民主的

な市民への育成に焦点を合わせていることがわかる。これは、細川(2012)が

言う「ことばの市民」の概念とも一脈相通ずると言えるだろう。したがって、

自律に考え、他者との対話を通じて、社会を形成していく「ことばの市民」

を形成することが、今後の実践研究のあり方として捉えて異論はないだろう。 

 

3.2 内容重視の批判的言語教育(Critical Content-Based Instruction) 

様々な外国語教育の教授法の中で、大きな反響を与えたものとして、コミ

ュニカィブ・アプロ－チとともに内容重視の言語教育を挙げられるだろう。

その理由は、この二つの教授法が学ぶ側である学習者立場に注目して考案さ

れたものであるという点にある。しかし、同時に、コミュニカィブ・アプロ
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－チと内容重視の言語教育が同様に、言語能力の運用に焦点を合わせ、言語

教育とは何かという本質的な議論には至ってないことは否認できない現状で

ある。この問題意識から生まれた外国語教育が、内容重視の批判的言語教育

と実践研究であると言えるだろう。この内容重視の批判的言語教育が実践研

究と共に今後の外国語として韓国語教育の在り方を考える際に示唆するとこ

ろが多いと思い、この章でまとめ、新たな外国語としての韓国語文化教育の

理論を裏付ける。まず、内容重視の批判的な言語教育を察する前に、内容重

視の言語教育から探ってみよう。 

 

3.2.1 内容重視の言語教育 

内容重視の批判的言語教育(Critical Content-Based Instruction、以下C

CBIと呼ぶ)を言及する前に、CCBIが登場した背景をわかるためには、内容重

視の言語教育(Content-Based Instruction、以下CBIと呼ぶ)に関する再考が

必要であると思われる。 

内容重視の言語教育のはじまりは、カナダやイギリスなどの国で学校教育

と言語教育を統合するためであったと言う(佐藤他、2015)。その後、前述し

た外国語教育の教授法の変遷を経て、外国語教育に分野に定着したといえる

だろう。CBIは、言語の授業と教科内容の授業を統合することであると定義

できる。このようにCBIの定義は簡単であるが、その内容が指すものは、プ

ログラムにより異なり、そのアプロ－チも異なってくると言えるだろう。大

別すると、内容の学習が中心で言語学習は、内容の理解をサポ－トするのみ

の「シェルタ－モデル」、母語話者とともに講義科目を履修し、さらに言語

面を補うために講義科目と直接関係するように設置された言語コ－スを同時

に履修し、内容と言語の両方を学習する形式とする｢アジャンクトモデル｣、

テ－マを扱いながら言語学習が中心となる「テ－マベースモデル」に分けら

れる(佐藤他、2015、再引用 p15－16)。これようなCBIを、外国語教育に関

連して考えると、カリキュラム横断型外国語教育、テ－マベ－スモデル、目
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的別言語教育・専門外国語教育に分けることが可能であるという。 

CBIは、言語とその言語が使用される内容や文脈を分離しないまま教育を

行う。これは、言語教育と教育を行う社会とのつながり、すなわち、その社

会で重要視することが言語教育に反映されているということであろう。言い

換えれば、CBIは、コミュニカィブ・アプロ－チのように時代の流れに合わ

せ、学習者のニ－ズの変化や教授法の変化などに対応してきたものの、より

大きな社会文化的な文脈や教育的な目標に焦点をあわせたとは言い切れない

限界があるといえるだろう。 

このようなCBIの限界を克服するためには、学習者が人と自分の意見や価

値観を多方面から捉えること、すなわち、クリティカルに分析する能力が要

求される。つまり、クリティカルな意識、視点、姿勢、態度の育成を目標と

する教育的なアプロ－チが必要であると佐藤他(2015)は主張し、このような

アプロ－チを「クリティカルアプロ－チ」と呼んでいる。このクリティカル

アプロ－チは、人によって異なり、学習の活動を通して洗練または拡大して

いくことが可能であると言う。このようなクリティカルアプロ－チにより、

ことばを学んで社会で生きていくことに関する問題、すなわち教育の本質的

な問いに答えらることが可能であるだろう。このような観点から生まれたの

がCCBIである。 

 

3.2.2 内容重視の批判的言語教育 

上述したCBIの限界を克服するために考案された言語教育がを内容重視の

批判的言語教育(Critical Content-Based Instruction：以下CCBIと呼ぶ)で

ある。このCCBIは、物事を理論的に分析する技能、知識などの習得をめざす

ことに留まらず、自分が置かれた現状や社会に内在する社会的・慣習的な前

提を問い直し、その維持や改革に能動的に関わっていこうとする意識、視点、

態度の育成に焦点をおく(佐藤他、2015)。しかし、このクリティカルな意識、

視点、姿勢、態度は、学習者によって個人差さあり、その個人差の中から洗
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練または拡大されていくものであると考えられる。 

CBIとCCBIの区別は、教材のトピックやテ－マによるものではなく、言語

教育を行う教師が、内容をどれ程度深く取り上げているかという教師の理念

とその理念に基づいた教材の扱い方、学習活動の構成の仕方により異なると

佐藤は言っている(p23)。すなわち、教師が言語教育と言語教育を行う社会

との関わりをクリティカルな視線からアプロ－チすることが、CBIとCCBIの

左右する違いであると言えるだろう。このような言語教育における教師の役

割の重要性はCCBIにおいても実践研究と同様に強調されている。 

一方、CCBIを行うにあたって現実的な問題が存在すると佐藤は言っている

(p24-25)。まず、外国語教育を学問的な分野ではなく、技術を提供すること

であるという見方、また、言語を教える教師を専門家として認められていな

いという制度と構造の力関係の不均等の課題があり、この不均衡と不平等を

解消するための努力が必要であると同時に、教師がこのような状況を改善さ

せるための働きかけに関わっていくこともクリティカルな意識の一つになる

と指摘している。次に、一般的に広がっている外国語の教育の定義、教師の

役割、授業の仕に関する社会的な信念と一般通念の改革が必要であると指言

及している。外国語教育の現場にいる教師が、言語学習が効率的に言語知識

を習得する場であるということを認めながら、言語教育の限界を含めてそれ

以上のことである社会的貢献まで考えていく必要があると考えられる。 

CCBIを目指すためには、学習目標と教材のようなカリキュラムとの重要で

あろう。CCBI活動の企画する際には、既存のカリキュラムのように各領域を

独立的に構成するのではなく、クリティカルな意識、視点、姿勢、態度の育

成を教育の目標に設定し、言語と内容の学習目標を設定することが大切であ

ると言いながら、短期的な計画でははく初級から上級にいたるまでの長期的

な学習過程として活動のデザインをする必要があると言っている(p26-28)。

これはCCBIの実践は簡単に行われ育成できることでなないことを意味するだ

ろう。自分が生きている社会の見直しのためにクリティカルな意識、視点、
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姿勢、態度を身につけるということは、長期間にわたる活動の企画が必須で

あると思われる。 

どうのうな教材を利用すべきであるかに関することも重要な部分であろう。

この論文の2章で日本で多く使われている韓国語の教材を分析をしたように、

既存の多くの外国語の教材は固定知識を定着させる可能性が多い。しかし、

このことを裏返して考えると、特定の知識を定着させることに焦点をおいて

いることを批判的に検討あるいは分析していくように教材を用いればCCBIの

ための教材になると言いながら、CCBIの育成を目標にした教材開発も必要で

あると主張している。多く紹介されているCCBIの実践は、実践を行う人によ

って考え方と内容も異なるが、ここで重要なことは、現在の外国語教育に対

して問題意識を持ちながら、未来に向けて現現状を変えて行こうという方向

性であると思われる。 

ここでその一つの実践としてCCBIの実践で取り上げても妥当であると思わ

れる「総合活動型日本語教育」について以下で述べてみよう。 

 

3.3 総合活動型日本語教育 

「総合活動型日本語教育」で言う活動は、学習者があるテ－マや問題と自

分自身の関係について考え、その関連性を外国語である日本語で表現し、他

者と対話し、自分の考えを開かせていくことである(細川、2004)。すなわち、

自分の個人的なことではなく、考えを表し、対話というやり取りの活動を通

し、テ－マと問題に対する自身の考えを広がせる活動であると言えるだろう。

このような活動を具体的に言えば、活動のテ－マを選んだ理由を説明する動

機文の作成し、動機文で表した自分の考えを教室内と外で他者との対話を通

して共有した上で、自分の考えの結論を書く一連のものである。この活動は、

「目的と成果の一貫性によって理論の整合性が問われる」ため、思考と表現

の間での筋道が通っていることで論理的であることを評価できると細川(200

4、p22)が述べている。 
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「総合活動型日本語教育」は、日本語に関する技術の獲得を目的とするの

ではなく、学習者が日本語による言語活動を行うことをとおして日本語を用

いる自身の思考と表現の総合を目的とする言語教育実践である(細川、2004)。

この実践を行うためには、三点が重要なポイントになるという。まず、書く、

話す、読む、聞くという言語の四つの活動が相互的に行われる必要がある。

実際のコミュニケーションはこの四つの言語領域が総合的に作用して行われ

る。したがって考える日本語では、この聞く、話す、読む、書くの活動が常

に関連を持って行われるように設計すべきであろう。次に、活動に参加する

学習者が一体感を感じられるような具体的な目標を全体が共有する必要があ

るという。全員が共有する具体的な目標がないと、円満に相互的な活動を行

う際に全体的な流れを失わせる限界があるからである。担当者は活動の全体

的な流れについて充分に理解した上で活動を行っていく必要がある。また、

具体的な目標を設定する際には、その目標が活動に参加する学習者全体がコ

ミュニケーションの主体として活動に参加し、コミュニケーション能力に寄

与することになるのが求められると言っている。これは学習者一人で行われ

る完成でき目標ではなく、他人と交流しながら行う目標を意味する。最後に

学習者の思考の言語化が行われる必要があると言っている。頭の中で考える

ということは実体がないものである。自分の考えをことばとして表せて他人

とやり取りしていく内に言語化されていくと言えるだろう。言い換えれば、

自らの思考の言語化するためには、他人とのやり取りが必須的なことである

という意味であろう。 

これらのことを考慮した活動が「総合活動型日本語教育」である。言い付

け加えば、この「総合活動型日本語教育」は、前述した実践研究の活動型と

して開発させたものである。 

また、「総合活動型日本語教育」は、前述したCCBIが目指している自分と

他者の意見や価値観に触れることにより生まれる多様性を確認し、他者との

対話から深くなった多様性を通して自分の考えを捉えなおすことと、この捉
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えなおした考えを持って社会に積極的に関わっていこうとする意識、視点、

姿勢、態度の育成と繋がっていると言えるだろう。張珍華(2015、p180)8は

このような実践は、個人の問題として留まるのではなく、社会そのものに働

きかけていく、ことばの行為者である「ことばの市民」での育成になると考

えていると述べている。 

したがって、CCBIと実践研究が追求している外国語としての日本語教育の

理念と活動の方向性は、類似していると言えるだろう。 

この論文で外国語としての韓国語の新たな試みを模索することが目的なの

で、このCCBIと実践研究が追求している外国語教育の理念に合わせ作られた

「総合活動型日本語教育」を用いて今後の新たな韓国語教育を試みる。 

 

3.3.1 イタリアにおける「総合活動型日本語教育」の2つの事例－「考え

るための日本語」海外版 

 以下では、イタリアで行われた「総合活動型日本語教育」の事例を紹介す

る。この2つの事例を選択した理由は、論文の著者である私が直接すべての

活動に参加し活動を行ったからである。また、「考えるための日本語」海外

版9に名づけた理由は、マルチェッラマリオッティが言及したように、クラ

スのほぼ全員がイタリア語母語話者であり、イタリア語を使用し活動を展開

させることが可能であったためである。 

 イタリアのヴェネツィア「カ・フォスカリ」大学(以下、CF大学)のアジ

ア・北アフリカ研究科の修士課程で行われた事例で、日本語・日本文化専門

の修士課程と日本語・経済・法律専門の修士課程で行われた2つの事例であ

る。ここでは活動の分析はせず、事例の紹介と特徴を述べることにする。  

 

                                                                 
8
 佐藤慎司・高見智子・神吉宇一・熊谷由理（2015）「未来を創ることばの教育をめざし  

 ‐内容重視の批判的言語教育」の第6章 ココ出版 
9
 マルチェッラマリオッティは、第二言語教育としての日本におけるコースと、外国語教育と

 しての海外における同じ総合活動型教育のコースは、設定された現場によってそれぞれに違

 う特徴があると言っている(市民性形成とことばの教育)。 
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 2013‐2014年度：言語·文化専攻の修士2年のコース 

 2013年の9月16日から12月22日まで15週にわたって、周1回の90分の従業で

活動が行われた。「日本と私」という大きなテーマの中で、各学習者が自分

のテーマを選び、動機文を書き、他者とやりとりを行い、最終レポートを書

く流れで、活動が展開された。教室とインライン上で活発に活動を行った。

この活動は、7人のゲストとチュータをいれて46名の学習者で始まったが、

最終レポートを書いて冊子の提出の最後まで活動に参加した学習者は22名で

あった。この活動に関する考察は、第4章の実践の分析のところであわせて

行うことにする。詳細な活動の流れは、以下の通りである。 

 

09/16- 

09/22 

活動の説明と話し合い 

 

自分の｢テーマの動機｣についてフォラムに書く。 

同僚の｢テーマの動機」を読んで、お互いにコメント

する。 

09/23- 

09/29 

話し合いグループを作

り、 

お互いにコメント 

｢動機レポート｣を書いて、フォーラムにアップロー

ドする。 

他者の｢動機レポート｣を読んで、お互いにコメント

する。 

09/30- 

10/06 

グループとクラスで話し

合い 

対話相手を考える 

動機レポートを完成する。 

10/07- 

10/13 
オンライン 

グループのメンバーの｢動機レポート｣を読んで、お

互いにコメントする。 

もらったコメントに沿って｢動機文２｣を完成する。 

｢動機文2｣に沿って対話して、WS4を記入する。 

10/14- 

10/20 

グループとクラスで対話

の発表 

対話をWS5に記入する。 

対話レポートを完成する。 

グループのメンバーの｢対話レポート｣を読んで、お

互いにコメントする。 

https://moodle.unive.it/mod/assign/view.php?id=7299
https://moodle.unive.it/mod/assign/view.php?id=7613
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10/21- 

10/27 
クラスで動機の話し合い 

もらったコメントに沿って、｢対話レポート｣を書き

直す。 

グループのメンバーの｢対話レポート｣を読んで、お

互いにコメントする。 

10/28- 

11/03 
オンライン 

もらったコメントに沿って、｢対話レポート｣を書き

直す。 

｢動機レポート｣と｢対話レポート｣を合体する。グル

ープのメンバーの｢対話レポート｣を読んで、WS6を記

入する。 

自分のレポートについてもらったWS6をプリントし

て、次の授業に持っていく。 

11/04- 

11/10 

グループの｢対話レポー

ト｣まで読んでクラスで

話し合い 

対話２が必要だったら、再び対話をする。 

11/11- 

11/17 

グループの[対話レポー

トまで]を読んでクラス

で話し合い 

レポートを完成する。 

コースの評価基準を提案して、他人のを読む。 

11/18- 

11/24 
オンライン ｢結論｣まで８０００字でレポートをまとめる。 

11/25- 

12/01 

評価の基準をクラスで話

し合って決定 
WS7を記入する。 

12/02- 

12/22 
発表と評価 

 

補充 オンライン 

WS8をフォーラムに流す。 

自分にとっての活動の意義をレポートの「終わり

に」まとめる。 

１２月３１日までに完成したレポートをフォーラム

にアップロードし、マリオッティ先生に送る。 

 

https://moodle.unive.it/mod/assign/view.php?id=7613
https://moodle.unive.it/mod/assign/view.php?id=7613
https://moodle.unive.it/mod/assign/view.php?id=7613
https://moodle.unive.it/mod/assign/view.php?id=7613
https://moodle.unive.it/mod/assign/view.php?id=7613
https://moodle.unive.it/mod/assign/view.php?id=7613
https://moodle.unive.it/mod/assign/view.php?id=7613
https://moodle.unive.it/mod/assign/view.php?id=7848
https://moodle.unive.it/mod/assign/view.php?id=7848
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 学習者としてこの活動に参加し、感じたことについて述べる。この活動

のはじめの日、教授が説明した活動の内容と説明は正確に覚えてないが、考

えたことは今も覚えている。つまらない文法の練習が減って何か新しいこと

をするからよかったと思った。しかも｢日本と私｣というテーマだから、日本

と関係がある自分が好きなことなら何でもよいというので、その当時、一番

興味があった日本の福島の問題を私のテーマに決めた。そして内心このよう

な授業なら、問題なくよい成績も得るだろうと思った。しかし、活動が始ま

って「動機文」を書いて対話をするなどの意連の活動しながら、ただ日本語

でうまく「書く」、「話す」だけでは済まない活動であることがわかり、途

中から考えることが難しく感じられるようになった。また、対話の相手が交

換留学生として来ている日本人のが学生だったけど、私も対話相手もテーマ

に関わる私の考えを深ませることにはあまり触れず、現象に集中して話した。

最終のレポートまで書いて冊子作りまで参加はしたが、私の考えをどのぐら

い深ませたのかについては疑問として残っていた。しかし、日本語学習法と

しては新鮮だったし、授業でこんなアプローチも可能なんだと思った。この

ような思いが、本研究の始発点で、外国語教育の問題意識を抱くようになっ

たきっかけであると言える。 

 

 2017－2018年度 : 言語·経済·法律専攻の修士1年のコース 

 2018年の2月7日から5月16日まで15週にわたって週3回の従業で活動が行わ

れた。「私の研究テーマをめざして」という大きなテーマの中で、私の興味

関心と日本学研究という副テーマに合わせ、各学習者が自分の研究テーマに

関して動機文を書き、他者とやりとりを行い、最終レポートを書く流れで活

動が展開された。対話のやりとりの後には、小グループを作り、またやりと

りをしながら対話の編集を行った。この活動が開かれたコースは、誰でも受

講できるものであるため、最初から参加した学習者を正確に把握することは

困難であるが、最終レポートを書いて評価活動まで参加した学習者は、41名
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であった。この活動に関する考察も、第4章の実践の分析のところであわせ

て行うことにする。詳細な活動の流れは、以下の通りである。 

 

02/07- 

02/13 
活動の説明と話し合い 第一回授業に関するコメントをフォラムに書く。 

02/14- 

02/20 

自分の興味と関心について

発表 

自分の興味と関心について教室で発表しコメントを

もらう。 

｢動機文｣を書きはじめる。 

02/21- 

02/27 

｢動機文｣をのタイトルと内

容について発表 

｢動機文｣をのタイトルと内容についてキワードを持

って教室で発表し、コメントをもらう。 

｢動機文｣を完成する。 

02/28- 

03/06 
｢動機文｣の発表とコメント 

完成した｢動機文｣の内容を教室で発表する。 

お互いにコメントする。 

｢動機文｣の書き直しをはじめる。 

03/07- 

03/13 
｢動機文｣の発表とコメント 

完成した｢動機文｣の内容を教室で発表し、お互いに

コメントする。 

フォラムにアップロードした｢動機文｣についてお互

いにコメントする。 

03/14- 

03/20 

｢動機文｣の発表とコメント

と対話相手の選定 

公開用 

完成した｢動機文｣の内容を教室で発表し、お互いに

コメントする。 

もらったコメントをもとに動機文の最終投稿と対話

人物の選定の計画について話し合う。 

03/21- 

03/27 

対話の方法の説明 (文字

化、編集)と話し合い 

対話の文字と編集について説明を聞き、教室のなけ

でこれに関して話し合いをする。 

対話活動を個人的に始める。 

03/28- 

04/03 

対話報告の方法とティーム

作り方の説明と話し合い 

対話の報告の説明と3人1組のティームの作り方に関

する話し合いを教室で行う。 

3人1組のティームを作り、ティーム名を考える。 
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引き続き対話活動を行う。 

04/04- 

04/10 
対話報告に関して話し合い 

対話報告に関する質問とコメントを教室で話し合

う。 

04/11- 

04/17 

対話の全記録の完成と対話

の編集 

対話の全記録をフォラムにアップロードし、3人1組

のティームで編集することについて話し合う。 

04/18- 

04/24 
対話の編集 

3人1組のティームで行った編集に自分の考えを加

え、対話の報告を完成する。 

04/25- 

05/01 
完成レポートについて説明 

全体的な活動に関するコメントする。 

完成レポートに関する説明と話し合い。 

05/02- 

05/08 

完成レポートの提出と評価

活動に関する説明 

お互いの評価活動に関する説明をし、話し合って評

価基準を決める。 

05/09- 

05/16 

相互自己評価活動と公開用

原稿の説明 

活動の終り 

自己評価と総合評価を終わらせ、成績を出す。 

あとがきをつけ公開用の原稿の投稿について説明を

する。 

活動を終わらせる。 

 

今回の活動は、学習者でもあり、教師かつ観察者でもある立場から参加し

た。まず、学習者として活動に参加しながら感じたことについて述べる。

「私の研究テーマをめざして」－私の興味関心と日本学研究－というテーマ

であったので、私は「外国語学習の意味」というテーマでを決め「動機文」

を書いた。「動機文」を書く時、私のテーマと関係あるいろいろなことが頭

に浮かんだが一目瞭然に私の考えを表現できなかった気がする。その後、外

国語の勉強をし続けている知り合いの人と対話をしそれを全部記録し、それ

をもって他の学生とまたやりとりをし、編集した上、私の考えの変化を書き、

最終レポートを完成した。最後には自己評価もつけて活動を終わらせた。2
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回目の活動であったけど、自分の考えをよくまとめ表現し、それを他人と共

有し、やりとりをしながら考えを深ませていくことは容易ではなかった。そ

の原因としては、対話を2回したにも関わらず、対話の通して私の考えを深

ませることに限界があったことと、私の論理的な思考能力を考えられる。 

次は、実践を行った教師かつ観察者としてこの活動に関して述べよう。こ

の活動は私の韓国語教育の実践を行った後、参加したので、同様に実践を行

う教師の立場からこの活動を観察することができた。 まず、活動をよく理

解できなかったり戸惑ったりする学習者を配慮し、「動機文」の完成まで時

間を十分与えた。そして活動の途中に、多くの話し合う機会、質問する時間

を設け、学習者に段々理解させていた。このように学習者に合わせた流動的

かつ余裕がある活動の進め方こそ、実践研究でいう教育の本質に近い方法で

あると思った。 

また、学習者に自律性を育つような活動を展開していたことが印象的であ

った。ここで言う自律性は、自ら活動の展開を行っていくことを意味である。

15週に渡る活動で週間ごとに決められた計画はあったけど、その中で学習者

自ら活動を運営していくようにしていた。「動機文」書くことと「対話」行

ってまとめることなど、活動のすべてが自律的な展開によって出来上がるよ

うにしていた。また、学習者が書いた「動機文」とから「最終レポート」ま

で言語の修正を自らするようにしたり、自己相互評価を行うにしたりして、

自己責任を感じさせる活動をしていた。この自律性と自己責任は、実践研究

で言う「ことばの市民」になるために必須的なことなので、単純に活動の展

開だけではなく、その後の社会への参加まで考慮した活動だったと言えるだ

ろう。 

このように今回の活動に参加し感じて学んだことは、これから私が実践研

究を続ける際に、行っていくべき課題であると思う。 
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4 実践研究の試み 

4.1 実践概要－考えるための韓国語 

本実践は、前述した内容重視の批判的言語教育(CCBI)と実践研究の教育活

動、すなわち、日本語教育の一つの実践として取り上げられる「総合活動型

言日本語教育」を外国語としての韓国語教育に試みることが目的である。そ

のため、「総合活動型言日本語教育」の一つの実践である「考えるための日

本語」の中で、「私の将来」というテ－マを選び、韓国語に訳したものを実

践のための活動に使用した。そのものを仮称で「考えるための韓国語」と名

付けた。このテ－マを選んだ理由は、実践の対象者である学習者が、大学の

学部二年生であるため、このテ－マを自分の問題として捉えやすいと思った

からである。「総合活動型言語活動」のコンセプトは、言語や文型などの一

定の知識を教授するのではなく、興味・関心のあるテーマを自分の問題とし

て捉えることから出発すると前述した。問題意識を持って自分の考えを他の

人に伝えるためには、活動が始まる段階で学習者の興味をひくテーマでなけ

ればならない。大学卒業後のことを考えている学部二年に在学している学習

者にとって、このテーマはまさに自分の問題であると思ったから、このテー

マを選ぶようになった。 

「私の将来」というテーマで、｢動機文｣というはじめてのレポートを書き、

クラス中でやりとりをしながらコメントを交わすと同時に、対話の相手と対

話をした上で、自分の考えをまとめ結論を加えて、800字以上の最終レポー

トを完成することがこの活動の流れである。 

対象者は、CF大学のアジア・北アフリカ研究科の韓国学科の学部の二年生

である。本活動は、はじめは学生30名でスタートしたが、活動のはじめから

辞退したり、すべての活動に参加しなかったりする学生がいて、全活動に参

加した学生は10名であった。10名の学生は、大学での成績と習得の単位数と

は関係なく、自分の意志ですべての活動に参加した。 

「総合活動型日本語教育」の「考えるための日本語」で言及している「私
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の将来」というテーマの活動の目的は、以下の通りである。 

 

 1)自分の将来の夢や目標について、クラス内やクラス外で対話を行いなが

  ら、｢私の将来｣というテ－マでレポ－トを完成させる。 

 2)クラス内外で繰り返し行われる対話を通して、自分の考えを形成し深め 

  ていく力や、自分の考えを他者に向けて表現し伝えていく力の育成を目

  指す。 

 

 しかしながら、本活動は学部の2年生の韓国語の練習授業の中で設計させ

たものであるため、活動に参加する対象者に上の目標に加え、韓国語の練習

と関連があると思われるような追加の目標を設定し、活動の始める際に説明

を行った。追加の目標は、以下である。 

 

1)「私の将来」ということについて考え、韓国語で表現し伝える。 

2)同様の活動に参加する他の学生を含む他者とのやり取りを通してテーマ

  への考えを深めると同時に韓国語の学習への動機を高める。 

3)韓国語の表現の機会を増やし、韓国語の能力の向上を図る。 

 

活動の実施期間は、2017年12月4日から12月20日まで一回に一時間半の総7

回の授業に渡る。通常の総合活動型言日本語教育の考えるための日本語は、

15週の一学期の活動で計画されているが、この実践は、韓国語の練習の授業

の中の一部分として企画させたものなので、短期間の試みとして行われた。 

対話活動を除いたすべての活動は、4－5名の小グループに分け、クラスの

中で実施されたため、学生同士のやりとりや教師と学生のやりとりも対面式

で行われた。しかし、MLを作成し、活動の補充的な説明とレポートの提出に

用いた。本実践の流れと活動内容は、以下の通りである。 
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第1回：授業で学習者たちに活動について説明し、「私の将来」と「対話

     相手」について考え、クラスで話し合い、ワークシーとにその内

     容と自分の考えを書く。 

第2回：「私の将来」に関する「はじめのレポート：動機文」をもとにク

     ラスの中で話し合いを行い、お互いにコメントをもらう。 

第3回：引き続き「動機文」をもとに学習者同士にクラスの中でコメント

     をした上、「クラス外対話」について説明し、「対話活動」計画

     を立てる。 

第4回：｢動機文｣に関するコメントと「対話」を行う計画についてクラス

     で話し合いを行う。引き続き「動機文」書き直しは自由に行う。 

第5回：「クラス外対話」の内容についてクラスで報告し、話し合いをし、 

    コメントをもらう。結論についても話し合う。次回まで「最  

     終レポート」を書くように進める。 

第6回：「最終のレポート」についてコメントをする。 

第7回：｢最終レポート｣を提出し、相互・自己評価についてコメント  

    をする。アンケートを作成する。 

 

4.2 分析 

分析は、「考えるための韓国語: 私の将来」を用いて行った活動に参加

した学習者が提出した｢動機文｣と｢最終レポート｣とアンケートを用いて行う。

まず、｢動機文｣と｢最終レポート｣に書かれた学習者の考えの変化に追いなが

ら学習者の実践を分析する。また、実践研究における教師の省察を追いなが

教師役割について考える。また、アンケートの結果から学習者のこの活動に

関する意識の変化と評価について考察する。 

 

4.2.1 学習者の実践の分析 

分析の対象者は、すべての活動に参加した10人の一人である学習者Aであ
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る。Aを分析対象者に選んだ理由は、まず、最初には自分の話をしたくない

と理由でこの活動に関して消極的で否定的な態度を示したが、活動が展開さ

れて行く途中からは、Aから直接私に対話の相手のお願いをしてくるなど態

度に変化が見えたことを挙げられる。また、対話をしながら直接関わり近く

から詳しく観察できたことと、｢動機文｣から｢最終レポート｣への変化が著し

く見えたことなどもその理由である。 

Aの｢動機文｣、｢対話｣、｢最終レポート｣を追いながら、学習者の考えの変

化を考察する。｢動機文｣、｢対話後のレポート｣、｢最終レポート｣は、可能な

かぎり韓国語で書いたものは日本語に直訳した。韓国語の記述における文法

的な誤用は一部修正をし記載した。｢動機文｣は、以下の通りである。 

 

 

動機文 

 

私はどんな仕事がしたいのかわかりません。幼い時は、先生になりたか

ったし、踊ることがすきでした。今は子供たちがすきですが、うるさくて

子供たちを教えられないと思います。たぶん大人にイタリア語か英語を教

えられるかもしれません。実はどんな仕事をすることが大事ではありませ

ん。ダンスは勉強できないからダンサーはなれません。そして勉強するこ

とがすきでなないため、先生になれないと思います。私の本当の夢は韓国

に住みながら結婚することです。そしてメイクアップがとっても好きでメ

イクアップアーティストにもなりたいです。これが私の夢です。そして誰

にも話したくないです。私の夢について話すことがたくさん嫌いで話した

くないです。 

 

Aは、動機文で将来に何をしたいのかわからないので、自分が好きなこと

と関連があると思ういろいろなことについて書き始めたが、本当の考えは韓



 
 
 
 

50 
 

国に行って住みながら結婚し、メイクアップアーティストになりたいと最後

のところに書かれていた。しかし、これに関して誰とも話したくないと強く

表現している。自分の考えを他の人に向け話すこと、すなわちやりとりする

ことを拒否することは、自分はもちろん他者そして社会について考えること

また、それを表現すること自体に反感があると考えられる。実践研究でいう

活動は、「考えること」と「表現すること」によって成り立つと言える。他

者との対話を通して自分を表現し、他者を受け止め、社会に参加していくと

いう過程を経験しないと、実践研究で言う外国語の学習の意味を探すことは

困難であると思われる。Aは、このことに対して否定的な態度を示したが、

クラスの中の小グループの他の学習者たちとやりとりをするうちに少し態度

が変わり、私から対話の意味に関する再説明を聞した後、対話をすることを

決めた。 

 

 

対話後のレポート 

 

 私は先生が聞く前には私の夢のことについて考えてなかったです。(先生

と話した後)たぶん、韓国人にイタリア語を教える先生になれると思いまし

たが、資格証が必要で今から勉強しなければなりません。先生が先生にな

ることは難しいとおしゃったので、私は先生になりたくないです。今家で

個人的に教える先生になれるかもしれません。しかし、教えることが少し

難しいから勉強だけできると思います。韓国の学生たちはもうどんなこと

が好きなのかわかります。そしてその人の家族がたくさん手伝ってくれる

からその学生はもっとしやすいと思います。私は両親に助けを求めたくな

いですので。一人で考えたいです。そして先生と話した後、少し考えまし

た。卒業した後に、一年間お金を儲けるために仕事をするつもりです。そ
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して韓国に行き、新しい人生を作るつもりです。高い期待がないから簡単

な仕事探し、韓国での生活が好きになると、韓国に住むつもりです。韓国

での人生が好きじゃないとイタリアに帰る予定です。 

 

クラス中のやりとりと対話を通してAの考えに変化が見えた。活動の最初

は消極的でほぼ話さなかったが、小グループの人たちとコメントを交わすう

ちに、徐々に話せるようになり、自分のことについても語るようになった。

また、対話の相手の選定に問題があると言いながら、教師である私に対話の

相手を申し込んできた。このこと自体がAにとっては、他人と社会に対する

大きな一歩であると言えるだろう。対話は、動機文の文章から読み取った内

容と意味について学習者と話し合い、将来のことへの考えを拡大させるよう

なやりとりとフィードバッグを中心に行った。その一部分の例を以下に記す。 

 

T：動機文を読んで質問したかったことは、何で他の人にこれに関して 

  話したくないと思うのかなの。話すことが恥ずかしいからなの？あ  

  るいは今自分が考えていることを他の人が聞いておかしいと思うかもし

  れないからなの？ 

A：両方です。他の人が私を馬鹿だと思うかも知れませんし、こんなこと

  について話したこともないから恥ずかしいです。家族も友たちとも話 

  したくないです。 

T：そんなことない。みんな考えは違うし、人の考えを聞いていいかどう

  か判断しないと思うから心配しないでね。私はAの動機文を読んでい 

  ろんなことを考えているだなと思った。 

A：本当ですか？将来に考えることは難しいです。考えたことないから。 

T：大学に入る前に未来に何をしたいとか、韓国語を勉強した後はどうし

  たいとか考えたことないの？ 

A：ないです。 



 
 
 
 

52 
 

T：学校の先生、家族と話し合ったことないの？ないんだ。これから考え

  ていかないと。 

（省略) 

A：韓国で暮らすのはどうですか？ 

T：韓国で暮らすのは、イタリアの生活とけっこう違うと思う。文化も 

   違うし、いろんなことが違うからね。一人で韓国に住みたいと思っ 

   てるよね？ 

A：はい、違っても大丈夫です。家族とよく会えなくても大丈夫です。 

T：家族と離れて住んでも問題ないの？ご両親はどう考えるか話し合った

  ことあるの？ 

A：一人でも大丈夫です。母と父は悲しがると思いますが、電話もあるし、

  問題ないです。一人で新しいところで新しいことをしながら新しい人生

  を生きてみたいです。韓国ならできると思います。 

T：韓国での新しい人生っていうことは、仕事と結婚も考えたことでしょ

  う？ 

A：はい、私は韓国語も韓国文化も好きだから韓国人と結婚しても大丈夫

  だと思います。 

T：それがAにとってどんな意味を持つのかよく考えなければならない。

  また、そのためには今からどうすればいいよく考えてみて。 

 

 対話後には、もっと積極的に活動に参加するようになり、対話後のレポー

トにも考えの変化が見られた。韓国に行くために卒業後に何をすべきか考え、

能動的で具体的な姿勢にとるようになった。また、この活動を通して現在の

自分について考えはしめ、未来への肯定的な働きかけを設けている。これは

クラスの中のやり取りと対話を通して形成させた学習者の考えの変化である

と言えるだろう。 

 



 
 
 
 

53 
 

 

最終レポート 

タイトル：変わっても大丈夫です 

 

はじめは私の将来について混乱していました。先生になれると思いましたが、

教えることが難しいから確信できませんでした。はじめはだれにも話したくな

かったです。しかし、レポートをするためには話さなければならなかったで

す。それでせんせいと話して質問をしました。情報をたくさんもらいました

し、もっと考えました。先生が先生になるためには(先生)資格証が必要である

とおっしゃいましたし、大学院に行きたければ(韓国語の)資格証が必要である

とおっしゃいました。私は先生に韓国での生活はどうか聞きました。先生は韓

国の生活はたくさん異なるとおっしゃいましたが、私は韓国での生活がよさそ

うです。それで先生と話した後、私の将来について考えました。今は卒業して

なにをしたいのかわかります。一年間仕事をするつもりです。そして私が十分

なお金を持っている時、韓国に行きます。韓国に行けば、新しい友達も作れる

し、違う所にも行けるし、違う人生を作れます。イタリアの生活がつまらない

と思います。私は好きではありません。韓国で一人でも面白そうだと思いま

す。イタリアと韓国は遠くて家族がよく会えないかもしれません。しかし、私

は心配してません。なぜなら、幸せになりたいからです。だから私が好きで、

やりたいことをします。はじめは本当に混乱でした。どんなことが好きなのか

わからなかったし、私の将来について心配したくなかったです。今も心配はし

たくありません。それで計画はあるが、未来について変えます。 

 

 最終レポートの結論の部分には、自分の幸せのために自分が好きなことに

挑戦してみたいという学習者の将来への考えがもっと明らかになっている。

これは、他者とのやりとりを通して、徐々に自分のことを話しはじめ、考え

を深めた結果であると言えるだろう。言い換えれば、最初は興味がなかった

テーマであったが、他者とのやりとりを通してテーマと向き合い、テーマと
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自分をつなぐことができたようにみえる。また、Aは、｢動機文｣で見られる

ように、将来について心配したくないから全然考えていなかった過去に比べ、

｢最終レポート｣では、現在も心配はしているが、流動的かつ肯定的に将来に

ついて考えているという考えの変化がみられる。このことから、この活動を

通して自分への自信を見つけ出すこと、すなわち、自分のアイデンティティ

を形成することができたと言えるだろう。 

 

(韓国語の原本)    

             제목: 바뀌어도 괜찮아요 

 

 처음에 제 장래에 대해서 혼란스러웠어요. 선생님이 될 수 있을 

거라고 생각했지만 가르치기가 어려워서 확신하지 못했어요. 처음에 

아무에게도 말하고 싶지 않았어요. 하지만 리포트를 하면 말해야 

했어요. 그래서 선생님께 말했고 질문을 했어요. 정보를 많이 받았고

더 생각했어요. 선생님께서 선생님이 되려면 자격증이 필요한다고 

말씀하셨고 대학원에 가고 싶으면 (한국어)자격증이 필요한다고 말씀

하셨어요. 저는 선생님에게 한국의 삶이 어떤지 물어봤어요. 선생님께

서 한국생활이 많이 다르다고 말씀하셨지만 저는 한국생활이 좋을 

것 같아요. 그래서 선생님하고 말한 다음에 제 장래에 대해서 생각

했어요. 지금 졸업한 다음에 뭐하고 싶은 거 알아요. 일년 동안 일

을 할 거예요. 그리고 제가 충분한 돈을 가지고 있을 때 한국에 

갈거예요. 한국에 가면 새로운 친구를 만들 수 있을 거고 다른 곳

에 갈 수 있을 거고 다른 삶을 만들 수 있을 거예요. 이탈리아 

생활이 심심하다고 생각해요. 저는 안 좋아요. 한국에 혼자 있지만 

재미있을 거라고 생각해요. 이탈리아와 한국은 멀고 가족이 자주 못

만날수 있을 거예요. 그런데 저는 걱정하지 않아요. 왜냐하면 행복하

고 싶어요. 그래서 제가 좋아하고 하고 싶은 것을 할 거예요. 처음

에 진짜 혼란스러웠어요. 어떤 일을 좋아하는지 몰랐고 제 장래에 

대해서 걱정하고 싶지 않았어요. 지금도 걱정하고 싶지 않아요. 그래

서 계획 있지만 미래에 대해 바꿀 수 있어요. 
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4.2.2 教師の省察からの実践の分析 

 日本語教育における実践研究は、教師が実践を計画し、実践を行った後、

その実践を省察した結果をもとにまた新しい実践研究を計画し行うというサ

イクルの反復で成り立つという(金他、2010)。実践を見直し、新しい実践を

計画するためには、実践の省察が重要な役割を果たす。この節では、教師が

行う実践後の省察に焦点を当て、実践における教師の役割について考察する。 

実践の省察は、主に四つの質問に基づき行われので、この四つの質問に沿

って省察を行う。質問は、以下の通りである。 

 

o 何を目的に、どのような状況でどのような実践をどのように行って

いたか。 

o 行っていた実践には、どのようないい点、足りない点があるか。 

o 行っていた実践のいい点、足りない点はどのようなプロセスで発生

し、変容したか。 

o 実践をしながら、また実践を省察しながら、自分の実践に対する考

えは、どのように変容したか。 

 

一つ目、この実践の目的、状況、どのように行ったかに関しては、実験の

概要の節に詳しく書かれているので省略する。 

二つ目、行っていた実践には、どのようないい点、足りない点があるかに 

ついて省察する。まず、実践のよかったところについて述べる。この実践の

よかった点として挙げられる第一は、「書く」、「聞く」、「話す」、「読

む」という言語の四つの領域を統合した教育の活動を行ったことである。現

在まで行ってきた韓国語文化教育は、文法と語彙を習い、その文法と語彙を

活用して、「書く」、「聞く」、「話す」、「読む」能力を身に着けること

を目標に設計され、その目標に沿って授業が行われてきた。実際の授業にお

いては、この言語の四つの領域の能力を身につけることを目標にして、授業
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を行っているが、これらを総合的に考慮したプログラムではなく、各領域を

分離し練習するプログラムを持って授業が行われている現状である。しかし、

今回の実践を通して、自分の考えを動機文、対話報告、最終レポートという

形で「書く」、クラスの中でコメントを交わしたり、対話相手と対話をする

ことによる「聞く」と「話す」、他の人が書いたレポートを「読む」、この

ように自然に言語の四つの領域を統合して活動を行うことができた。  

また、今回の実践をとおして、新たな韓国語文化教育の見本を提示するこ

とにより、学習者が韓国語と文化を学習する際、学習の主体は教師ではなく、

学習者であることに気づかせ、自ら自発的な学習法を図ることが可能である

ということを自覚させた。このような機会を設けたことがよかったところで

あると思う。伝統的であると言える教師中心あるいは教師主体の教育では、

学習者が学習活動において学習活動自体に主体を発揮することは容易ではな

いが、テーマに関する自分の考えを表現し、他者とやりとりをするためには、

学習者が自ら他者に働きかけなければならない、言い換えれば、主体的かつ

能動的に表現し相互作用をしていく必要がある。今回の実践を通して韓国語

の学習における学習者自ら働きかける主体的な学習法を紹介し、学習者に異

なる学習法へのアプローチも可能であるという、韓国語文化学習への視野を

広がせたことができてよかったと思う。 

さらによかったところとして、学習者が自己自身のことを考えて、それを

他人に表現できるような場を設け、そこで活動をすることで自分のアイデン

ティティが形成される、という韓国語教育の方向性を提示したことを挙げら

れる。この活動に参加した学習者が、韓国語の学習が、韓国語が上手になる、

コミュニケーション能力が向上することが最終的なところではなく、そこを

超える向こうにある外国語学習の意味について気づくことが実践研究の第一

歩であると思う。 

次に、実践の足りなかった点について活動の流れに沿って述べる。まず、

活動を始める際、活動の目的と内容に関して学習者が十分に理解していたか
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について確認していなかったところを挙げられる。学習者にとってこのよう

な韓国語教育の活動は、はじめてだったので、難しがる学習者が大勢いた。

必要であれば何度も説明し、この活動の目的と意味をよく理解させたら、も

っと実践がうまく展開できたと思う。 

また、テーマについてじっくり考える時間と動機文を書き直す時間が短っ

たことでを挙げられる。短期間の活動であったため、活動を終わらせるには、

時間をこのように分配するしかなかった。テーマに関してもっと考える時間

を儲け、｢動機文｣を書き直す十分な時間的な余裕を与えたら、その｢動機文｣

を持って他者とやりとりをする際に自分の考えをもっと深ませることができ

たと思う。その上、教師である私の方からも全活動中に、学習者に向け十分

なフィードバックを与えられなかったことも時間的な制約であったと思う。 

対話の全記録を書き、編集しなかったこともこの実践の足りなかったとこ

ろである。全員の学習者がイタリア語で対話をし、場合によっては対面式で

はない対話を行った例もあったので、対話の全記録を書くことを義務化しな

いまま対話後の自分の考えの変化をレポートに書くことに代替した。対話の

全記録を韓国語で書き、編集する活動をしていたら、韓国語の練習にも効果

的であっただろうし、その活動を通して、それを持ってまた他者とのやりと

りをしながらテーマに関する考えを発展させることが可能であったと思う。 

さらに、最終レポートの提出後に自己相互評価に関する活動をまともに行

われなかったことも足りなかったところである。最後の授業である七回目の

際に評価を行う予定であった。時間的に全員のレポートを読むことは無理で

であると判断し、小グループで評価をする予定であったが、参加した学習者

が少なかったため、自己と相互評価の意味だけを語り、学習者による評価が

行われなかった。実践活動における自己相互評価の意義について市嶋10(201

                                                                 
10
 市嶋典子(2014)は、日本語教育における評価と｢実践研究｣で、学習者の相互自己評価活動

に対する認識としては、①相互自己評価活動に関する｢心理的負担｣、②｢関係性｣の構築による

｢心理的負担｣の解消と③｢相互行為による自己把握｣の促進、④｢相互行為による自己把握｣の促

進による｢評価の意味付け｣、これらのプロセスを経て認識された｢日本語学習への影響｣が明ら
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4)は、評価活動に関する心理的な負担からはじめ、評価の意味付けを認識す

るプロセスを経て、最後には外国語の学習へ影響を及ぼすようになると述べ

ている。今回の実践でこのような評価活動が行われなかったため、評価活動

のプロセスから認識される韓国語の学習への肯定的な影響を明らかにできな

かった。このことは今後の課題として残しておきたい。 

 最後に、MLを用いて活動の説明とレポートの提出に活用したが、ウェブ上

での活動の設計が不足であったことを実践の足りなかった点としで挙げられ

る。活動のやりとりを促進し、場所と時間的な制限性を超える活動を展開す

るためには、ウェブ上での活動を展開するのが必須的であると思う。 

三つ目に、行っていた実践のいい点、足りない点は、どのようなプロセス

で発生し、変容したかについて述べる。授業中における活動は、私は計画し

や通りに進んだと思う。したがって実践のいい点の発生と変容は、授業に参

加し活動を行う際に発生し、活動を通して学習者が積極的に自分の考えを内

面化させていく形で変容したと言える。実践の足りない点の発生と変容は、

まず、考えられることは、短期間でこの実践を行おうとした活動の準備段階

から発生したと言える。この活動は自分の考えをじっくり発展させることか

ら成り立つものなのに、この圧縮して行う計画した時から多くの問題が発生

したと考えられる。また、学習者に対して教師である私の期待が大きく、活

動の最初から学習者の活動に関する理解度を正確に確認できなかったので、

活動の途中から学習者の活動の意味に関する理解の不足をわかるようになり、

この活動の完成に影響を与えている可能性がある。 

 四つ目に、実践をしながら、また実践を省察しながら、自分の実践に対す

る考えは、どのように変容したかについて述べる。今回の実践を行う前まで

は、実践研究を外国語学習に関する新しい方法の一であると思っていた。コ

ミュニカィブ・アプロ－チが、はじめて外国語学習に導入された際に画期的

                                                                                                                                                                                            

かになったと述べている。また、このプロセスを通して、「動態的学びのプロセスを作り出す

言葉の力｣の萌しが生まれていたことが見て取れりと言っている。 
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であると思われたように、私にとって実践は、学習者にとって、新しくても

っと効果的である外国語学習の方法の一つであるように思われた。しかし、

実際に実践を行ってみて考えたことは、教師が活動を企画し、学習者はその

計画に沿って活動を参加するだけでは、教師にとっても学習者にとっても評

価されないことである。教師と学習者が主体になってこの活動に参加し、活

動に関する自己責任と自律性を感じられることまで繋ぐ際こそ、教師と学習

者両方に意味があることになると思うようになった。つまり、教師と学習者

が実践を通して、共に考え成長し成熟していくことになることがわかった。 

 また、韓国語の学習に役に立つ機会を設けると、学習者が実践に自発的に

参加するだろうと私は考えていたが、役にたつということだけでは、学習者

の参させる力にはならなかった。実践は、学習者が自発的な参加から成り立

つが、自発的に実践に参加させるためには、動機づけを考慮した実践を企画

する必要があると思った。 

 このように本実践に対して教師の立場から省察の行った。この省察から考

えられる教師の役割は何だろうか。 

 実践が行われる場には、教師と学習者、学習者と学習者の間に相互作用が

生じる。そしてこの相互作用によって、学習者は自分のアイデンティティを

形成し社会で成長していくということに、教師は気づくべきであろう。その

ためには、教師はこのようなことが生じる場を綿密に観察しながら記述し、

次回の実践にへつなげる必要がある。また、個人的な実践だけに留まらず、

他者の実践、すなわち社会へにも影響を与えられるように働きかけをしてい

くべきではないかと考えられる。 

 

4.2.3 アンケートの分析 

 この活動に関する学習者の意見を聞く目的で、最後の授業で簡単なアンケ

ートの調査を行った。アンケートに答えた学習者は16名であった。ここでは

応答してもらったアンケートを分析する。 
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 まず、この活動と大学における韓国語授業との差異を、学習者はどう受け

止めているかを比較するためには、大学での韓国語授業に関する学習者の意

見を聞くべきであると思い、「今まで受けてきた大学での韓国語の授業に関

してどう思いますか」という項目に設けた。この項目ついて自由にコメント

を書いてもらった。例をまとめてみると、以下の通りである。 

 

o 韓国語の文法を理解することと練習に役に立つ。 

o 聞く、書く、話す練習の場として有用である。 

o 単語の勉強がもっとしたい。 

 

 重複するコメントが多かったが、これらのコメントをみると、学習者にと

って既存の韓国語の授業は、｢文法｣、｢書く｣、｢話す｣、｢読む｣、｢聞く｣とい

う四つの言語領域を練習するための場として受け止められていることがわか

る。また、文法と語彙の学習と練習を主な活動として理解していることがわ

かる。実際のコミュニケーションは、書く、話す、読む、聞くという言語の

四つの領域が相互的に行われることであると考えると、現在の韓国語の授業

は、このようなことを考慮していない構成であるといえる。したがってこの

四つの言語領域が総合的に作用して行われるような活動を授業に設計する必

要があると言えるだろう。 

 

 また、既存の韓国語授業とは異なるこの活動に参加し、学習者は活動を通

して何を学習したと思うのかを把握するために「この活動を通して何を学び

ましたか」という自由記述の質問を設定した。その答えの例は以下の通りで

ある。 

 

o 書くことの重要性と文法を学んだ。 

o 韓国語で考えることを学んで未来について考えた。 
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o 新しい文法と単語を勉強した。そして自分がしたいことについて考え

る機会をくれた。 

o 自分が未来に混乱を感じていることをわかった。 

o 新しい表現と書くことと読むことを学んだ。 

o 未来に対する自分の考えをたくさん話して、よく話す方法を学んだ。 

o 自分が未来に対する考えが確実ではないことがわかった。 

 

 多くの学習者がこの活動を通して、未来について考えること、あるいは自

分の未来について確実ではないこと、または混乱していることをわかったと

答えている。また、新しい文法と単語も学習したと答えた。さらに、書くこ

と、話すことの重要性も学んだという学習者もいた。これらのコメントから

みると、この活動を通して、テーマと自分を繋いで考えることができたとい

う意識の変化に加え、韓国語学習にも有効であったと考えられる。 

 

 次に、活動に関する学習者の個人的な評価が聞きたくて「活動が好きでし

たか。好きでしたらその理由を書いて下さい」という質問をし、その理由も

応答してもらった。一人を除いた多くの学習者がこの活動が好きだったと答

えたが、この理由は多様であり、否定的なことも共に書いた場合もあった。

否定的なコメントと好きな理由についてのコメントは、以下の通りである。 

 

o 考えて書いて話すことが私を助けた。 

o 将来に対する考えは明らかになった。 

o 考えることと書くことが好きだった。 

o 私が発展するのに役にたった。 

o 韓国語の練習をたくさんした。 

o 話すことにたくさん役に立った。 

o 書くことが好きだった。 
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o 活動は好きだったが、「私の将来」というテーマはあまり好きではな

かった。 

o 好きだったが、書くことと単語が難しかった。 

o 好きだったが、他の手テーマもやりたかった。 

 

 多くの学習者が活動が好きだったという肯定的な答えをし、その理由とし

て多くが、韓国語学習に役にたったからであると答えた。しかし、好きな理

由として、｢将来に対する考えが明らかになった｣、｢私が発展するのに役に

たった｣という答えもあり、この活動を通して自分のアイデンティティを形

成していくことまで繋ぐようにみえる学習者もいたと言えるだろう。 

 

 これらのアンケートの答えから、この活動を通して、学習者が韓国語学習

はもちろん自分の将来について考えるようになったことがわかる。言い換え

れば、この活動は韓国語学習に有効であり、テーマに対する自分の考えを深

めることにも効果的であると言えるだろう。 
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5 結論 

 グローバル時代と国際関係の変化から韓国語と文化に対するニーズが増え、

韓国語と韓国文化に対する研究が増えるようになった。しかし、これらの先

行研究は、標準化されたことばと文化に焦点をあわせたものであり、コミュ

ニカティブ・ランゲ－ジ・ティ－チング(CLT)あるいは内容重視の教育の立

場から韓国語文化教育を扱っている限界がある。未だにコミュニカィブ・ア

プロ－チを重視している外国語としての韓国語教育に問題意識を抱くように

なり、この問題意識から、今後どのようにことばと文化を教えていくべきで

あろうかという根本的な疑問を持つようになった。 

これにより本研究では、今後の外国語としての韓国語文化教育が進むべき

方向性を模索するために、外国語能力の育成と目的に留まらない、現在の韓

国語文化教育を越える新たな研究が必要であると考えた。そのため、外国語

としての日本語教育で注目を浴びている実践研究と内容重視の批判的言語教

育を検討し、言語教育の実践である｢総合活動型の日本語教育」を分析した

上、イタリアにおける総合活動型日本語教育の事例を紹介した。この事例か

らもわかるように、日本語に関する言語技術の獲得を目的とするのではなく、

学習者が日本語による言語活動を行うことを通して、日本語を用いる自身の

思考と表現の総合を目的とするこの実践が、今後の外国語としての韓国語文

化教育を考える際に重要な手がかりとして適用される可能性を念頭に置き、

｢考えるための韓国語｣という実践を試みた。 

 実践後には、｢動機文｣と｢最終レポート｣に書かれた学習者の考えの変化、

実践研究における教師の省察、アンケートの結果という三つの側面から分析

を行った。実践に参加した学習者からは、テーマの関する自分の考えを他者

とのやりとりを通して深め、自分のアイデンティティを形成していく変化を

みられた。実践を振り返る教師の省察からは、教師の役割について考察し、 

実践が行われる場で生じる相互作用によって、学習者は自分のアイデンティ

ティを形成し社会で成長していくので、教師はその実践の場を提供し、その
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場を綿密に観察しながら記述し、次回の実践にへつなげる必要があることを

明らかにした。また、個人的な実践だけに留まらず、社会へにも影響を与え

られるように実践を図る必要があると語った。また、実践に関する学習者の

意見を聞く目的で設けたアンケートの調査からは、学習者が、この実践を韓

国語学習に効果的であり、自分の考えも深めることができたと評価している

ことがわかった。 

 これらの実践の結果を踏まえ、実践研究の立場からの実践が、今後の外国

語としての韓国語教育の新たな可能性として提示されたことは意義があると

考えられる。 

しかし、本研究は、実践を計画する段階から指摘された制限性、実践の記

述と分析の未熟さなどの限界を持っている。したがって今後実践研究の立場

から今後の外国語としての韓国語教育の在り方を提示するためには、実践の

場とそこでの活動をどのように行っていくかという、実践の計画から展開ま

で徹底的に想定して行った上、語るべきであろう。また、実践研究における

評価の方法について論議していくことと多様な実践へ挑戦する必要であるの

で、これを今後の課題として残し、実践研究を続けて行いたいと思う。 
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＜付録１：2013‐2014年度の言語·文化専攻の修士2年のコースの実践に参加

し作成した最終レポート＞ 

 

 

原発と放射線の問題を通して考えてみたい情報公開とエネルギー問題 
 

 

Min Jeong A(ミン チョンア) 
 

 

2011年3月に日本で発生した東日本大震災によって、東京電力の福島第一原子力発電

所で炉心溶融など一連の放射性物質が放出された原子力事故がありました。この事故

で大量の放射性物質が放出されはじめ、現在も飛散されています。このことにより、

日本は広範囲に渡って大気、土壌及び海洋に放射能の汚染が発生し、大きな被害を受

けました。福島第一原発から20 km圏内は、今日に至るまで一般市民の住まいはもちろ

ん立入りが原則的に禁止されている状況です。また、放射線に汚染された冷却水を定

期的に太平洋に流しているのが知られ、世界の人々を驚かさせたのは最近のできこと

です。 

この事故のため土壌、海水、大気はもちろん水道水までが放射性物質に汚染されまし

た。福島が属している東北地方や近隣している関東地方と、遠くは静岡県の農作物ま

で放射線が検出されました。また、海洋汚染と河川の汚染による魚介類・川魚にも被

害が出ています。それで日本国内でも福島産の取り扱いや購入は控えています。日本

国内ではなく、韓国や中国をはじめアジアの多くの国も、日本産の福島産だけではな

く、多くの日本産の農水産物に対して収入禁止をしています。しかし、日本の政府は

すべての福島産に対して放射線の検査をしており、安全なものに限って取り扱いをし

ているから信じてくださいと続けて言っていますし、収入禁止を制限をしたアジアの

国々に抗議をしている状態です。でも、日本政府が言っている検査というのは全体も

の中のごく一部分であり、おおざっぱな検査方法にも疑問をもたずにはいられません。 

もっと気になることは人間に対する被害です。 これから現れる人体への悪影響を考

えると恐ろしくなるぐらいです。福島原発の事故現場の作業員の数人が被爆され治療

を受けたことはよく知られていますが、日本は大した被爆ではないという態度です。

また、福島県内の子供たちを対象に甲状腺の被曝調査したが、すべて基準値の以下だ

ったと報告をしていますが、どのぐらい正確な検査が行われたか疑問です。ほんの少

しの放射線でも人体にはよくない影響を及ぼすし、またそれが食べ物を通して体の中

に入ってきて蓄積されると将来どのような被害が出てくるかわからないと多くの科学

者は言っています。もちろん、反対の意見を持っている科学者もいますが、ここで私

が言いたいのは、我々一般の人々は原子力や放射線に対する知識は限られていること

です。適当にこのぐらいだったら、‘危なくないです’、‘大丈夫です’ということ

ばだけではなく、もっと客観的なデータに基づいた説明が必要であると考えています。

ただ今現在、基準値以下の数値だから安全だという説明は、旧ソーレンのチェルノブ

イリ事故の時と何もかわらないです。その後27年が経った今日も事故後遺症で苦しく

生きている人々は多いです。この明らかな証拠を見て、私はもっと各個人は知る権利

を強く言うべきであると考えています。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%8C%97%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E6%B4%8B%E6%B2%96%E5%9C%B0%E9%9C%87
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%8C%97%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E6%B4%8B%E6%B2%96%E5%9C%B0%E9%9C%87
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BE%E5%B0%84%E6%80%A7%E7%89%A9%E8%B3%AA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9B%E4%BA%8B%E6%95%85
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以上で述べた日本の福島原発の事故による問題は、根本的に原子力のようなアネルギ

ーの開発の問題と繋がっているでしょう。実際、世界の各地で原子力の使用に対する

否定的な意見が増えています。多くの原発を持っているフランスは原発に反対する運

動が起きていますし、ドイツは2022年まで原発を全部閉鎖する予定で、原子力エネル

ギーの代わりに再生エネルギーを使用するため新エネルギー開発に力を注いでいます。

イタリアでも約2年前に原子力の使用に関する国民投票を実施し、反対の結果が出たと

聞きました。イタリアの2年前の国民投票は、将来のエネルギ使用に関する選択を国民

が選べられるようにしたよい例として挙げられると思います。今の時代はエネルギー

に対するニーズも変わり、危険性が高いものを使わざるを得なくなったのは否定でき

ません。しかし、国民や人々にこれに対する正確な情報、例えば、選択に有無により、

どのような結果が生しるなどを正確に知らせた上、意見を聞くのはもっとも重要なこ

とであると思います。そして私たちはこのような正確な情報と危険性を知った上、慎

重に各自の意見を出すべきではないのかと思います。 

日本には私の家族や多くの友人が住んでしまして、家族と知人の健康も心配でありま

すが、これは単純に私の家族と知人にかぎる問題ではありません。私を含めた家族と

知人、広く言えば自然を巡る全人類の問題だと思ったため、私はこのことをテーマと

して選びました。放射線の影響や問題点に対する情報をみんなに正確に知らせ、選べ

るようにし、危険な環境から各自分を守るようにする必要があると思います。 

 

 

＜対話＞ 

話題 1：放射線の影響 

ユウリさん 今、人間や環境の異常があっても原発の放射生物との関連性を

認めてないでしょうね？ 

私 当然、認められないでしょう。そうなると、問題が 

もっと大きくなるから。 

ユウリさん それは、賠償の問題のため？それともまだ科学的に証明できな

いめ？ 

私 両方ではないですかね。賠償の問題も大きいだろうし、科学者

たちも人によってこの部分に意見が異なるから。でも、多数の

科学者たちは今の日本の状態は絶対安全なはずはないと言って

ますよ。 

ユウリさん でも、私は何を信じたらいいかわからなくて、、、私の知り合

いに原子力に研究している人がいるんですが、その人はマスコ

ミの影響でこのように騒ぐようになったが、絶対安全だから心

配する必要はないですよ言っています。しかし、私は絶対の安

全ではないと思うし、混乱しています。 

私 放射線に対する色々なドキュメンタリーや研究をみたら、いつ

も対立する意見が出ますね。でも私それらをみながら感じたこ

とは基準値というのはどうような評価基準によるものなのかと
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いう、、、基準値が 10ですがこれは９だから安全ですといっ

ても困るというか信頼できないというか。 

意見をもらって考え

たこと 

放射線の影響で異常が発生したということを証明することは難

しいし、どのぐらいまで安全であるといえるのか、また安全の

基準は誰が決められるのか、今すぐ答えを出せない問題である

と考えました。 

 

  

話題2：これからの日本 

 

ユウリさん 今回の事故の後、私、食べ物に関して日本産控えています。選 

ぶとしたら、九州産かな。これからの日本はどうなるんでしょ 

うかね。 

私 日本の周辺国、主に韓国と中国を例としてあげれば、日本のも 

のの中で農水産物だけは収入禁止にしていますね。これが日本 

の経済に大きな影響を及ぼすとは思わないが、私、10,20年後 

に日本にどんなことが起きるか少し心配です。日本がもっと未 

来を考えて今の対応をしなければならないと思います。特に子 

供と関連がある部分は、 

ユウリさん そうですね。子供たちを考えるともっと怖くなります。日本は

どうなるんでしょう？ 

私 今の対応も重要であるし、日本にはまだ原発が多くあるからこ

れからまた同じことが起きないとはいえないから徹底的な対策

を立てなければならないと思います。 

意見をもらって考え

たこと 

今回の事故の影響でこれから日本がどのように変わって行くの

か誰もはっきり言えないだろう。でも、今現在できるベストを

尽くしたら悪影響は少しでも減らせると考えました。 

 

 

話題３：公開された情報の問題 

 

ユウリさん 日本が出している情報は絶対間違ってるとか信じないとかいう

フィルタを通してみている部分も少なからずあるのかなと思い

ましたが、、、 

私 ユリさんが言ったとおりに私の中では‘日本の政府が提示しい 

る情報は嘘である’という偏見があるかもしれませんが、この 

ような偏見はただ感情的なことだけではなくいつくかの事実を 

基づいています。地震の直後、原発には問題がないといった日 

本政府が数日後、実は原発に深刻な問題がありますと言い返し 

たことなど。でも、言っていること全部が嘘だということじゃ 

なくて危険性に関する部分に少し嘘をついているような気がし 

たからもうちょっと正確に言うべきではないかという考えがユ 



 
 
 
 

74 
 

ウリさんにはそうみえたかもしれません。 

ユウリさん 私も日本にいる時、政府が言っていることは絶対嘘だと考えま 

したが、なせ何でしょうね？ 

私 でも、それは日本政府だけでななく、韓国を含め多くの国が国 

民を安心させるためにある程度の嘘は言ってると思う。長い政 

界の歴史を見ると国は真実を全部は言わないという認識が私た 

ちの中に在るからじゃないですかね。 

意見をもらって考え

たこと 

日本政府の原発の事故に関する態度に関して私は最初から偏見 

を持って見たかも知れないと思いました。いくつかの嘘をつい 

た例もありましたが、安全性に対して日本政府が言っている部 

分にもうちょっと客観的な視線でみる必要があるのではないか 

と、 

 

 

 話題４：原発の必要性 

 

イさん ミンさんは基本的に原発に反対する立場ですよね？でも、原発

に賛成する意見に対してはどう思いますか？ 

私 はい、今回の日本の原発の問題をきっかけに、私は原発の開発 

に反対するように変わりました。前は賛成も反対でもありませ 

んでした。でも、まだ原発は必要であるといい続ける人々は多 

いのも知ってます。原発の開発を主張するのは、確実な代替エ 

ネルギがまだ開発されてないからだと思います。もっと人間の 

生活のニーズを満たすエネルギが開発されたら、原発の賛成し 

た意見も変わってくるでしょうね。 

意見をもらって考え

たこと 

原発を今すぐ全部無くすのも不可能なので、もっと安全に使用

するための努力もしなければならないと考えました。 

 

 

話題５：情報公開の範囲 

 

イさん 放射線の影響に対する情報が少ないのことを指摘しましたが、

ありのままの事実を全部公開したら大混乱が起こるのではない

ですか？ 

私      確かにありのままの放射線の悪影響とかすべての事実を全部公 

開したら大混乱が起こるかもしれませんが、それにもかかわら 

ずこれは命と関わる問題ですので、私たちには知る権利がある 

のではないですかね。真実を知らせた上、食べるか、住むか、 

使用するか、選択するのは、各個人の責任に任せる必用がある 

と思っています。 

意見をもらって考え

たこと 

情報の公開の範囲が広くなると混乱が起きる可能性もあるし、

社会的な大問題になるかも知れないと考えましたが、それにも
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かかわらず、各個人の生命と関連があることですので、もっと

正確に知らせる必要があると思います。 

 

 

話題６：安全なエネリギーに関して 

 

ミリアムさん 原発力よりもっと安全なエネルギーは何ですか？ 

私 私が知ってる限り、原子力も最初はエコエネルギーとして注目 

を浴びていましたが、廃棄物の処理がまた問題になったので今 

は安全だとはいえませんね。ドイツでは原子力の代わりに使え 

るエネルギーを本格的に開発しているようです。原子力より安 

全なものは自然エルギーでしょうね。太陽や風力など。 

意見をもらって考え

たこと 

環境にやさしいエネルギーに関する興味か高くなっています。 

私も環境にやさしいエコエネルギーについては詳しくわからな 

いため、今回のきっかけにもっと詳しく調べたいと思います。 

また、各国別にエネルギー使用の状況も調べたいと思いまた。 

 

 

＜結論＞ 

‘日本と私’という大きなテーマから自分と関連があることをテーマとして選びまし

ょうという話を聞いて最初頭の中に浮かんだことが日本の放射線の問題でした。 東日

本大震災からもう２年半も経ちますが、日本の事故後の対応に少し腹が立っていたか

らです。動機レポートを書きはじめ、日本の現在の状況をもっと正確に調べながら、

原発の問題と放射線の危険性についてもっと深刻に考えるようになり、適当な情報だ

けを知らせていることについても問題あるのではないかと考え込みました。日本人で

あるユリさんとの対話を通して、少ない量でも悪いと思い込んでいた放射線が、実は

安全な量とか適切な基準とかなどは簡単に判断できない問題であるということに気付

きました。しかし、今回の日本でのできことがこれからの日本にどのような影響を及

ぼすのかはっきり言い切れないが、子供たちの未来を考えて最善の努力を尽すべきで

あると思いました。そのためには日本の政府が言っていることに偏見を持たずに客観

的な態度で見守る態度も必要であると思いました。韓国人であるイさんとは原発を全

部無くすことは不可能であることと情報公開の範囲について話しました。現実的に今

のエネルギー使用のことを考えたら、原発を使用を無条件的に反対できません。代わ

りに安全に使用するための努力が要ると考えました。また、情報の公開により社会的

に混乱が起きる、あるいは問題化される恐れがあっても、人間の生命と関わることで

すから正確に情報を知らせる必要があると思いました。イタリア人であるミリアムさ

んとの対話を通しては、安全で原子力に代わるエネルギーと、環境にやさしいエコロ

ジーの重要性に関してもっと興味を持つようになりました。 

このような対話を通して、日本の事故後の対応に問題があるし、間違っていると思い

込んでいた立場から離れて、客観的に状況を見つめ、少しはそうするしかなかったか

もと理解するようになりました。しかし、このような自然環境と関わる大事な問題は、

日本の未来もちろん広くは地球の未来と関わることであるため、はじめは真実を全部

公開すべきであると思いましたが、対話を通して、少なくとも多くの人々が納得でき
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る程度の正確な情報は知らせる必要があると考えるようになりました。また、未来の

地球の環境のために環境に優しいエコロジーに対しても私たちは一緒に考えるべきで

はないと考えました。エコロジーという用語は広い範囲にわたって使われております。

しかし、よく耳にする時は、温室効果ガスの主犯である二酸化炭素によって生じる地

球温暖化の問題を指摘する時です。地球温暖化の問題からみると、原子力発展所は、

発電時の温室効果ガス排出が相対的に少ないから新環境であるみられるかもしれませ

んが、放射線廃棄物の処理という大問題が生じ、反エコロジーであると言えるのはな

いかと思います。それで私がテーマとして選んだ福島原発の問題も最終的にはこの環

境にやさしいエコロジーの問題と繋がると考えます。皆がもっと関心を持つように働

きかけたいと考え変わりました。 

＜終わりに＞ 

難しいし、やることがたくさんあって大変だと思った時もありましたが、今になって

考えてみたら、活動に参加して楽しくいろいろなことを学びました。まず、日本語で

私の考えを表現することの難しさを予めわかってもっと日本語の勉強に努力したいと

思いました。また、助け合うことのどれだけ重要であるかわかりました。対話の相手

のユウリさんをはじめ、協力してくださった皆さんに感謝します。そしてこのような

素晴らしい授業をやってくださったマリオッティ先生にも感謝します。 

 

 

＜自己紹介＞ 

こんにちは。閔 亭兒（ミン チョンア）と申します。ヴェネツィアのカ・フォスカ

リ大学の大学院二年生です。私の人生の中で日本と日本語は欠かせない存在です。こ

れから楽しく日本と日本語に関わりながら生きて行きたいと思います。 
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＜付録2：2017－2018年度の言語·経済·法律専攻の1年のコースに参加した最

終レポート＞ 

 

外国語の学習は自分との向き合い 

－私の研究テーマをめざして－ 
ミンチョンア 

 

 

動機文：日本語から得られた外国語学習の意味 

－私の興味関心と日本学研究－ 
 

 

はじめに 

現在の私の興味と関心は、外国語の学習である。この興味と関心を日本学研究とど

うように繋いでいくかを考えた時に、頭の中に浮かんだことは、外国語としての日本

語の勉強の経験から外国語学習の意味のヒントを得られるのではないかということで

あった。そのためには、個人的な外国語の学習の経験から話した方がいいだろう。 

 

日本語に至るまで 

私にとって外国語の勉強は、中学校の一年生の時にはじめた英語からである。しか

し、振り返ってみると、その時は、英語は他の科目と同様に、勉強すべき一つの科目

であり、外国語を勉強しているという自覚は全然なかったと言える。高校で勉強した

フランス語も、変な言語というイメージしか残っていない。このように学生時代には、

外国語の学習に対する学習の態度も自覚もなかった。大学への進学を決めなければな

らない時期に、日本語という外国語が好きだから勉強したい、あるいは日本という国

が知りたいからという動機でなはく、日本のバレーボール選手が好きだったから彼に

関して書かれたインタビューの記事が読みたいという単純なことで、日本語と日本文

学を専攻をして選ぶようになった。 ずいぶん歳月が流れてから考えたけど、その時、

大学で日本語と日本文学を専門として選ぶということが、私の人生においてどれ程重

要な影響を及ぶようになるのか認識してなかったからこのような選択をしただろう。

大学に入ってからは勉強よりその時までできなかった多様な経験をすることに夢中に

なって専門の勉強は適当にしたが、不思議なことに、いい加減に勉強した割には、日

本語が好きだったし、日本語を流暢に話したいという考えはいつも持っていた。大学

を卒業した後は、日本で修士課程に進学することを決めたが、日本語より他のことに

興味を持つようになり、日本学ではないことを勉強した。 

 

イタリア語との闘いから考えたこと 

その後、個人的な事情でイタリアに渡り、生きていくためにイタリア語を勉強する

ようになった。ここから私にとって本当の外国語の学習が始まったと言っても過言で

はないような気がする。イタリア語が好きだからという動機がなかったせいか、イタ

リア語が本当に難しかったし、勉強してもわからないことが多かったから、イタリア

語が嫌になったことも何回かある。長年イタリアに住んでいるが、未だにイタリア語
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は越えなければならない壁である。壁を感じる度に、日本語を勉強する時はこうでは

なかったのにとか、これを日本語なら簡単で表現しやすいのにとか、日本語を勉強し

ていた時のことを振り向かう習慣が付いてしまった。イタリア語の学習に戸惑う時期

になってこそ、はじめて外国語の学習という視線から日本語に焦点を合わせるように

なったと思う。なぜ私は日本語を勉強したか、日本語をどのように勉強してきたか、

勉強する時は何を考えていたが、私にとって日本と日本語はどんな意味があって今ま

でそれはどうやって続いているのかなど,たくさんのことが頭の中に浮かんだ。今さら

という気もしたが、むしろ今の私にもっとも意味があることかもしれないと思った。

なせなら、今私はイタリア人に韓国語を教えているからである。 

 

外国語の学習の意味 

長い間外国語を勉強してきたにもかかわらず、外国語の学習の意味についてあまり

考えたことがなかったが、イタリア語の学習の苦難の時期と、外国語を教える仕事を

はじめた時が重なってから、外国語の学習の意味に対して深く考えるようになった。

この考えには外国語の学習の意味だけではなく、効果的に教授する方法に関する悩み

も含まれてある。言い換えると、効果的に何をどうやって教えるべきかということで

ある。その時、マリオッティ先生から、外国語を学習する時、効果的であることはだ

れがどうやって判断することなのか、また言語と文化の教授の内容を正確に定義し、

どこまで教えるか決める必要があるなのかについて問われた。その時、私の頭の中は

真っ白になり何も答えられなかった。 

実は、前にマリオッティ先生の授業、考えるための日本語、日本と私という授業に

出たことがある。今やっている授業と同じような授業で、自由にテーマを決めて日本

と私について考える活動だった。私は原子力と放射線の問題というタイトルで動機文

を書き、対話をし、結論まで書いた。その一連の活動を通して今考えていることの手

がかりが得られたはずだったけど、自分が決めたテーマだけに集中し活動を終わらせ

ることに夢中になっていたような気がする。活動が終わった後、私に残ったのは日本

語で考えて何かが変わったより、私が選んだテーマに詳しくなったということだけだ

った。もっと結果物として得られるものがあったはずなのになぜこうなったのか考え

てみた。それはその活動を通して何か他のことを繋ぎたいまたは遂げたいものがなか

ったからではないかなと思う。 

 

結論 

今まで私の外国語の学習を振りかえてみると、日本語という外国語は長い間ずっと

私のそばにいた。日本語が学習べき外国語である自覚がなかったまま自然に私の一部

分のようになってのは、日本語を用いてやりたいと思うことがあったからこれが可能

であったかもしれない。ここに私が悩んでいることに対するヒットがあると思う。外

国語の勉強する動機と過程は人いよって違うが、外国語の学習を通してやり遂げたい

目標はみんなもっていると思う。まだその目標を探している人もいるどろうが、最終

的にはその目標のため、今の外国語の学習が存在すると思う。言い換えれば、外国語

の学習が、成熟な人間として未来へ進める踏み台になる時こそ、その真の意味がある

と思う。 

 

対話の相手 

知り合いであるアンドレアモリスさんと対話をする予定である。彼は学部と修士課程

で日本学を勉強し、日本語はもちろん日本文化にも詳しい。また、外国語の学習の経

験も豊富だから最高の対話の相手になると思う。 
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対話報告：外国語の学習に関する多角的観点 

－私の動機文をアンドレアさんと読む－ 
 

言語に対する親密感と距離感 

ア：フラン語を勉強したことが変だったということは？ 

私：あまり面白くなかったということ。勉強したくなかったけど、勉強しなければな

らない科目だったから仕様がなく勉強したということ。だから面白くなかった。勉

強するしかなかったから。しかもフラン語ってその時考えたことは、フランス語の

発音が変じゃない？難しい。だから変だと思ったの。でも、今考えてみると、この

ようにイタリアの住むことをわかったらフランス語もっとがんばって勉強してたの

に。イタリア語とフランス語って似てるじゃん。似てるでしょう？だから、もしフ

ランス語一生懸命に勉強してたら、イタリア語がもっと勉強しやすかったんじゃな

いかな？よくわからないけど。 

ア：たぶん、そうかも。 

私：アントレアはフランス語わかる？読むのはできるでしょう？聞くことと話すこと

はまた別だとおもうけど。 

ア：大体、話すことも文法が楽しくないけど、話せる。例えば、フランス人のお客さ

んがいたらフラン語で話してみます。まあまあできます。そして踊るためにフラン

スに行ったら、踊りの授業みたいなものがあってフランス語で教えてくれます。は

じめは本当に難しかったが、なんかわかるようになりました。でもね、その分野に

よって他の分野はわからない時もあります。 

私：でも、なんとなく会話はできる？わかる？ 

ア：うん。でもね、話すのが早いと何もわかりません。そしてどうして日本語よりイ

タリア語が難しいと思うのか聞きたかったですが、 

私：イタリア語が難しいでしよう？ 

ア：日本語も難しいですよ。 

私：それはアントレアはイタリア人だからアルパベット圏にいるから日本語が難しい、

アシアの言語が難しいの。私はアシアから来たからヨロッパの言語が難しいという

こと。だから、この前私の友達とも話してたけど、日本語を勉強する時に、私が日

本語を勉強するということが思ったよりそんなに難しいことではないということが

わからなかった。だからここ動機文にも書いてあるんだけど、日本語がなんとなく

うまくなったのは、日本語と韓国語が似てるところも多いし、他の国から、例えば、

ヨロッパとかアメリカから来た学生よりは習いやすかったから何となく自然にうま

くなったと思う。だから、日本語を勉強する時はそれをわからなかった。でも、こ

っちに来てイタリア語勉強しながらイタリア語は十年勉強しても難しいと思う。文

法も発音も文化も私にとってはまだまだ難しい。それは、韓国語と韓国文化、ある

いは日本語と日本文化とイタリア語とイタリア文化が全然違うから私にとっては難

しい。それともう一つ原因は私が勉強したい、知りたいという気持ちがなかったか

らと思う。動機がなかったから、イタリア語とイタリア文がもっと知りたいという

気持ちがなかったの。だからずっと難しい。 

ア：それも動機文からわかりました。 

私：そうなの。私が選んで来たわけじゃないから、そうなの。 

ア：でも、日本語と韓国語も違う所があります。前に話した通り、漢字とか書き方も。 

私：もちろんね。違うよ。違うけど、一緒じゃない。例えば、イタリア人がドイツ語
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とか英語を習う時は似てるところもあるけど違う時もあるじゃない。韓国語と日本

語も同じではないかな、そのような関係。もちろん違うよ。ひらがな、カタカナ、

漢字全然違うし、文化もアジアだから似てるところあるけど、違うところがあるの

が当然。 

ア：でも、漢字はもっと難しかったと思いました。 

私：私も難しかったよ。習う時は。漢字習うことに苦労してたけど、全然最初からは

じめたわけではないから。はじめアンドレアは全然習ったことないでしょう？大学

に入る前まで漢字見たこともないんじゃない？ 

ア：はい。 

私：でも、私は違う漢字は見てたからある程度出発しやすいところはあったと思いま

す。 

 

私の考え：外国語を勉強する時に母国語と似ているから学びやすい、あるいは全然違

う言語だから難しいということは、外国語の学習においてそんなに重要な影響を及ぼ

すことではないと思った。例えば、難しくて苦労をした経験、うまく勉強できた経験、

両方のことを通して学習者が感じることも、もたらす結果もあると思う。言語の種類

とか難しさは外国語の学習に影響を及ぼす大事な要因ではないと思える。 

 

 

外国語の経験後について 

私：私が質問してもいい？アンドレアは日本語を勉強する時、勉強しながら日本語、

だから外国語を勉強するとこに対しての意味、日本語を勉強することの意味につい

て考えたことがある？ 

ア：考えたことがないと思います。 

私：でも、卒業してからも日本語の勉強も韓国語の勉強もしてるでしょう？何で？ 

ア：まあ、多分、考えましたが、実は、他の言語をわかることが面白いと思います。 

私：面白い？何が面白い？ 

ア：なんか、もともとは違った言語を話す人が、他の言語なら全然わかりません。で

も、そのわかる力が出せばいいと思います。 

私：他の言語をわかる力？ 

ア：はい、例えば、ぼはある時は音楽を聴く時は、その歌詞とか言語とかの意味をわ

かりたかったです。それは他の言語でもそう感じてます。だからはっきりとはわから

ないけど。 

私：音楽を聴いたり、初めては他の言語が知りたかったので生活の中で音楽を聴く時

とか映画を見る時とかそれの意味が知りたいから外国語を勉強を続けるというこ

と？ 

ア：はい。 

私：日本語を勉強してからはアンドレアの生活が変わったの？変わってない？何かか

わった？ 

ア：えとね、はっきりとわかりません。 

私：実はわからないんだよね。 

ア：なんか、僕の生活の大切な部分になりましたが。 

私：大切な部分になったの？どういうこと？ 

ア：外国語、日本語も他の外国語も。 

私：他の外国語は何？英語？ 

ア：例えば、英語も韓国語も今は中国語も。なんか、本当に興味があって、ほとんど
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毎日なにか外国語のこと勉強します。 

私：何を？新しいこと？ 

ア：はい、例えば、記事を読んだり文法を勉強したりすることです。 

私：だから今はアンドレアの生活で重要な部分になっている、外国語の勉強が。 

ア：はい。それに仕事でも友達の場合でも他の国からきた人を知って、なんかこの人

の言語をわかれば話せばいいと思います。 

私：いいことだよね。それはいいこと。私もそう思う。外国人の人とコミュニケーシ

ョンするといことはすごくいいことだと思う。私も。 

ア：例えば、スペインからの友達もいて知り合った時はちょっとスペイン語が習いた

かったです。 

私：それで習った？ 

ア：ちょっとだけ。その中に何か本当に大切なことがわかりません。 

私：アントレアは外国語を勉強しつづけるんだけど、別に意味、外国語を勉強する意

味に対して考えたことはないということ？ 

ア：そうですね。 

私：ただすきだから？今は好きになったから勉強しているということ？ 

ア：はい。 

 

私の考え：外国語の勉強したこと、あるいは勉強していることで自分の生活と人生が

変わったこと、すなわち経験後の感じた共感について話した。この会話を通して考え

たことは、外国語を勉強する前には予想できなかったが、勉強をしていく間に自分に

必要なものになったり、勉強する理由を見つけたり、外国語を使って達成できる何か

がわかるようになる可能性もあるということである。これは言語を習ってみた人だけ

味わえる共感だと思う。結局、経験をもとに考えたこと、得られたものが、将来のた

めの一歩を踏み出すことに繋がると考える。経験なしでは進歩と発展もないので、外

国語を勉強するすることは、各個人にとって価値があることではないかと思うように

なった。 

 

 

立場を変えてから見える共感 

私：私の動機文読んでからは何を感じたの？あるいは質問したいことは？私が言いた

いことはわかった？ 

ア：はい。 

私：本当に？ 私はよくわからないんだけど、 

ア：なんか、日本語ならそれより自然に習って、それはよかった機会でした。でもね、

イタリア語ならそれより本当に難しくて困難だと思うそうです。だからその言語の

違いについて話しました。それにイタリアでその難しさを感じたことを前にはわか

りませんでした。 

私：そう。それと私今韓国語を教えてるから、教える立場になったから前は日本語勉

強したり、イタリア語勉強したりしてたけど、今は韓国語を教えてるから私が教え

てる学生だちにあの子達は韓国語を勉強してるわけだから、外国語を勉強する動機

あるいは意味を与えたかったと思う。最初はね。だから、言い換えれば、学生達が

韓国語を勉強する時に難しいでしょう？イタリア人が韓国語を勉強するのは？私が

イタリア語勉強することが難しいと思ったように。難しいからあの子達は何で韓国

語を勉強するのと思った。最初はね。その後は学生達が韓国語を勉強する時になん

か動機をを与えたかったの。難しいから。だから、例えば、韓国語が難しいけど、
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本当に韓国語が好き、あるいは韓国に行きたい気持ちがあれば難しさを克服できる

んじゃないかなと思ったの。あるいは韓国語が面白い、難しいじゃなくて面白いと。

おもったら、勉強しやすいでしょう？だから、いろんなことを考えたからこれ動機

文を書いたの。私が勉強する時には考えたことがないの。何で私が日本語を勉強す

るの？イタリア語を勉強するの？でも、今教えてるから勉強してる学生達がもうち

ょっと楽にあるいは面白く勉強ができたらいいなと思ったの。だから、外国語を勉

強することの意味を考えはじめたということ。 

ア：それは先生として本当に大切なことだと思います。多分、例えば、韓国の人が外

国人のための先生になりましたが、他の言語を全然勉強したことがないなら、その

難しさをわかりにくいと思います。 

私：まあ、経験がないからそうかも。 

ア：だからね、生徒たちの気持ちもわかりにくいし、どう教えるかまったく難しくな

ります。 

私：でも、考えるたけでは、私、まだ、答えを得てない、答えをわからないから考え

るだけではあまり意味がないと思う。考えて私なりの最終的な結論というか、ある

いははっきりした考えを、それは先にいった外国語学習の意味が私なりに明らかに

なったら、もうちょっといいかなと思う。でも、なかなか難しい。今考えたのは、

人によって学習の意味、外国語を勉強する意味は違うと思う。でしょう？だから、

最後のとろろにも書いたけど、外国語を踏み台にして何かもうちょっと未来のため

の、将来のための何か役に立つ、あるいは外国語が手段になるのが意味があるのか

なとおもったけど、わからない。アンドレアはどう思う？ 

ア：言った通り先生ならそれより意味があると思います。 

私：何の意味？ 

ア：外国人の学習は先生だったらそれより大切になります。例えば、言語の美しさを

わかるし、生徒 

の思い方もわかるし、そのために’意味があると思います。 

私：そのために意味がある？え、わからない。もう一回言ってください。 

ア：なんか、例えば、ミンさんは先生ですが学習もしたことがあるので、他の学生達

の観点もわかる 

ようになります。 

私：そう、私も言語を勉強したことがあるから学習者の時があったから、勉強する立

場だったから、学生の立場もわかるよ。 

ア：だから、例えば、書いた通りなんか学生達がある目標があったら、それより簡単

になります。ある学生がそんな目標がなければそれを見つけることを手伝うことが

できると思います。 

私：目標がない学生にはその目標を探すあるいはそれをみつけるのに私が役に立つの

もいいかもね。 

ア：同じ立場ににいたことがありますので。 

私：そうね。結局、外国語は何で勉強するかということになるのかな？なぜ勉強する

のか？ 

ア：僕か？ 

私：アンドレアも私も他の学生もみんな外国語を勉強している人はなせ勉強している

のかということになると思う。結局、それは人によって違くなる。だけど、目標が

ある人もいるし目標がない人もいるから、難しいね。 

ア：そうですね。 

私：この問題意識の出発は、よく教えたかったということ、すなわち、私が韓国語を
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教えてるから学生に韓国語をわかりやすく、あるいは上達するために私がよく教え

たかったということ。だからこんな考えをしたわけ。意味がない、なぜ外国語を勉

強するのかわからない人、学生にはどうやって私が役に立てるのかな？考えてくだ

さいとは言えないじゃん。 

ア：なんか、人によって違うので、別々の観点から考えればできると思います。 

私：外国語を勉強することに意味がまだ探してない、見つけてない人もいるでしょう

から、その人にはどうやって私が役に立つかをかんがえることが難しいと思う。 

ア：例えば、授業のために別々の手段を使って、例えば、音楽とかドラマとか記事と

か、、、 

私：でも、私考えたのは、韓国語あるいは日本語を勉強する学生達が努力して、がん

ばって勉強して本当に韓国語とか日本語がうまくなった。それが終わりではないで

しょう？ 

ア：え？ 

私：それが終わりではないんじゃない？ 

ア：うまくなったという結果が？ 

私：そこからまたもう一歩踏み出すところがあるんじゃない？私の場合には日本語を

勉強して大学院に入る時に他の専門を選択したの。日本語を続けて勉強したんじゃ

なくて他のことを勉強したの。そのために日本語が役に立った。日本語がうまくな

ったんだけど、それが終わりじゃなくて、日本語がうまくなったからそれを利用し

て他のことをやったの。 

ア：それを使って別のことを。 

私：そう。だから、私と同じように他の学生達も三年間勉強して日本語、韓国語、あ

るいは英語がうまくなった。ぺらぺらしゃべるようになった。それて終わり？では

ないでしょう？どうなるの？その後は？だから私はそこに外国語を勉強する意味が

あると思う。日本語よくしゃべります。私は日本語が上手です。それで終わり？じ

ゃないでしょう？ 

ア：それを使って目標があったら終わりではありません。 

私：でも、その目標がない人もいるじゃん。 

ア：いますが、なんか、この人達もそんな学習の意味を見つければいいと思います。 

私：だから、見つければならないということを人達がわかる必要があるんじゃない？

見つけてない人だったら。見つけてる人だったら別にいいんだけど、まだなんで私

が勉強しているのかわからない、将来何をすればいいのかわからないと思ってる人

には、まずここから考えければならないよということを認識させる必要があるんじ

ゃないかなと思う。 難しい？アンドレアも長い間、日本語を勉強してきたでしょ

う？ 

ア：はい。  

私：今アントレアにとって日本語の勉強、韓国語の勉強は何かのための手段なの？他

の目標があってやることなの？ 

ア：なんか、僕の場合は、仕事で使いますが、それは本当の目標ではありません。で

すが、なんか、 

私：今のアントレアにとって外国語の勉強の意味を聞いてるの。考えたことある？ 

ア：僕の場合は目標も目的もあるかも知りません。 

私：何なの？ 

ア：意味は別の言語の違いところとか、似てる所とかが面白いと思います。そし

て、、、 

私：それは言語に対する興味？いろんな言語に対する興味よいうこと？ 
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ア：うん。例えば、僕の場合はその面白さを見つけたので外国語を勉強し続けました。

ちゃんとわかりませんが、その中に意味があります。ちゃんと説明できませんが。 

私：面白いと思ったことに意味があるということ？ 

ア：はい、例えば、他の言語を勉強した時に他の学生はそんなおもろしさとか、他の

目標を見つけることができなくてその場合には日本語を全部忘れました。 

私：そんな人達は全部忘れちゃったんだ。 

ア：はい。それは残念だと思います。 

 

私の考え：この部分に対話を通して外国語を勉強する学生の立場ではなく、言語を教

える立場と学生ではない立場になってから、外国語の学習に関するアプローチの仕方

が変わるようになったことに気づいた。言語を教えながらあるいは学生ではない立場

になってからも外国語の勉強をし続ける立場になったから見えてくることがある。こ

の新しく見えてきたことによってもっと深く自分に合うことを探していったり、未来

のために進め方を考えるようになるのではないかと考えた。 

 

外国語学習の意味 

私：アントレアに外国語を勉強する意味は何なの？ 

ア：ちょっとそれについて考えてみましたが、前言ったとおりはっきりと説明せきま

せんが、でも、僕にとっては意味が二つがあると思います。一つ目は、言語は他の

表現の方法の一つだとおもいます。音楽みたいに他の外国語が違う表現ができるよ

うになります。 

私：自分の意見とか考えの表現の手段であるということ？ 

ア：はい、それに他の人と話せるようになったり本とか読んだり、映画をみたりする

ことです。だから、その面白さがあると思います。 

私：外国語を勉強して、習ってその外国語で本を読んだり映画を見たりすることが面

白いということ？ 

ア：はい。実は、現在は外国語がそんなに必要がないかもしれません翻。翻訳がある

ので。でも、直接わかるようになったらそれより面白いとおもいます。二つ目の意

味は、全部の外国語が自分の中にある美しさがあると思います。 

私：どういうこと？自分の中にある美しさ？ 

ア：言語の美しさです。 

私：あ、各言語に美しさがあるという意味？ 

ア：はい。 

私：それを知りたいの？ 

ア：はい。さっき言ったとおり、音楽みたいに利益が 

私：音楽に利益があるの？ 

ア：その場合には、芸術だから本当の利益がないかもしれません。美しさのためだけ。 

私：芸術だから意味があるということかな？言語は？外国語は？ 

ア：僕にとって同じような美しさがあります。 

私：あ、その存在だけでも意味があるということ？芸術はそうでしょう？美術とか音

楽とかは、結果を出す科学と技術は違ってそれが存在するだけで意味があるという

こと？言語も芸術と同じであるということ？ 

ア：ま、そう思いますが、具体的な利益もある場合があります。例えば、仕事のため

に。 

私：だからアントレアにとっては外国語を勉強することに二つの意味がある。一つ目

は、表現をする手段である。二つ目は？ 
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ア：芸術的なこと。 

私：存在だけでも意味がある。だから、結局、人によって外国語を勉強する意味はは

違うと思うの。でも、ただ外国語を勉強する、そしてうまくなる、それで終わりで

はないということでしょうね。私は話しながらそう思った。韓国語を教えている時、

文法と単語を教えたら一緒に練習をしたりするんだけど、そんな授業をして韓国語

がうまくなる、そこで終わりではないと思ったの。でも、みんな学生はそれを目指

してるが、私はそれが終わりではない、うまくなってその次の段階があるというこ

とまで学生達に教えると言うか、話し合いたいんだけど、まだそこまで学生達が考

えてないからそこまで言い続けるのも無理があるのではないかなと思ってる。だか

ら今悩んでいることは二つなの。外国語を勉強してる人達に私にとっての意味、学

生達にとっての意味を探しあっていくということと、その意味をどうやって伝える

か、話し合うか、その二つのことが私の宿題。でも、私が学生達に何で韓国語とか

他の外国語を勉強してるの？勉強してどうするつもりなの？とか言い続けるのも無

理があると思った。なぜかというと、私が勉強する時、私も考えたことがなかった

から学生達に問い続けるのがいいかどうかわからない。 

ア：むずかしいです。 

私：はい、難しいよ。また考えましょうね。ここまでありがとうございました。 

 

私の考え：あまり考えたことがない外国語の学習の意味について 直接に話してみたが、

結局、この意味ということは個人によって定義することが違うし、意味があるかどう

かを決めるのも自分自身であると思う。私にとっては重要ではないかもしれない、あ

るいは私はこれが意味があると思うが、相手はそうではないと思う場合もあり得るし、

意味を探すことにもいろいろなパータンがあると思う。その意味を探していく旅程自

体が外国語の学習の意味かもしれない。 

 

 

結論：外国語の学習の旅程 
私の研究テーマをめざしてとい大きなテーマの持って、私の興味と関心を日本学研

究とつないて考え、動機文を書いた。その後、選んだ相手と対話をして私の考えを深

め、この結論に至った。私は個人的な日本語とイタリア語の学習の経験から、外国語

の意味を探そうとした。その時に考えたことは、 外国語の学習が成熟な人間になるた

めの踏み台になる時に意味があると思った。しかし、対話を通して考える観点を広が

してもっと深く考えられるようになった。 

まず、私の経験のように外国語を勉強する時に母国語と似ているから学びやすい、

あるいは全然違う言語だから難しいということは、外国語の学習においてそんなに重

要な影響を及ぼすことではないと対話をした後、考えるようになった。人によって難

しくて大変苦労をした経験、あるいはうまく学習できた経験、両方のことを通して学

習者が感じることもあるし、学習の結果として得られたこともあると思う。そして言

語の種類とか難しさは外国語の学習に大きな影響を及ぼす要因ではないと思われる。 

また、外国語の学習したこと、あるいは学習していることで自分の生活と人生が変

わったこと、すなわち外国語の学習の経験後の感じた共感について話した。この対話

を通して考えたことは、外国語を勉強する前には予想できなかったが、学習をしてい

く間に自分に必要なものになったり、勉強する理由を見つけたり、外国語を使って達

成できる何かがわかるようになる可能性があることである。これは言語を習ってみた

人だけ味わえる共感だと思う。結局、経験をもとに考えたこと、得られたものが、将

来のための一歩を踏み出すことに繋がると考える。経験なしでは進歩と発展もないの



 
 
 
 

86 
 

で、外国語を学習することは、各個人の人生において未来のために価値があることで

はないかとように考えられるようになった。 

次に、対話を通して外国語を学習する学生の立場ではなく、言語を教える立場、ま

た、学生ではないのに外国語を学習している立場になってから、外国語の学習に関す

るアプローチの仕方が変わるようになったことに気づいた。言語を教えながら、ある

いは学生ではない立場なのに外国語の勉強をし続ける立場になったから見えてくるこ

とがある。それは、新しい立場になって違う観点から考えることがてきたことによっ

て、もっと深く自分に向き合うことを探していったり、未来のために進め方を考える

ようになるのではないかと思った。 

最後に、外国語の学習の意味について、直接に話してみた。結局、その意味という

ことは、各個人によって定義することが違うし、意味があるかどうかを決めるのも自

分自身であると思う。自分にとってはそんなに重要な意味があるのかまだわからない、

あるいは私にはこれに重要な意味があると思うが、他人はそうではないかもしれない

と思う場合もあり得るし、意味を探していく過程にも人によっていろいろなパータン

がありえると思った。そしてその意味を探していこうよすることが、外国語の学習の

意味への旅程であると表現できのではないかなと思った。その旅程自体が各個人にと

って外国語の学習の意味、そのものかもしれないと思った。 

このような対話を踏まえて、私の興味と関心である外国語の学習が、私が最初考え

たように、必ず皆に成熟な人間として未来へ進める踏み台になる時、意味があるでは

ないかもしれないと思った。人によっては、まだその外国語の学習の過程にその意味

があるかもしれないし、学習を通して自分に向き合う機会から自分だけの意味を探す

かもしれない。結局、外国語の学習を通して、自分に向き合う機会が生まれ、個人的

にその意味を探し出していくことが可能になる、これ自体が学習の意味かもしれない

と思った。 

 

 

自己評価 

 

[目的を達成できた点とその理由] 

まず、動機文を書くことで、現在の私の興味と関心から研究テーマを繋ぐことができたと

思う。すなわち、私の研究テーマから問題意識が芽生えたことは評価できると思う。また、

対話を通して対話相手に私の考えを表し、やりとりを続けることで、他者とお互いの考え

を分かち合うことの意味をわかった。結局これが問題意識の明確化に繋がる道であると思

う。さらに、明確ではないが、動機文と対話の活動を行った後、結論まで書いて考えを発

展させたことできた点であると思う。 

 

[目標を達成できなかった点とその理由または原因] 

対話をしたが、対話の質というか、満足できるような対話ができなかった。対話相手がこ

の活動の目的をよくわからなかったかもしれないし、私が書いた動機文への理解に問題が

あったかもしれない。十分な対話なしではテーマへの問題意識を明確に出せないと思うの

で、対話をする前に対話相手にこれに関してよく説明し、じっくり時間をかけて対話をす

るべきであったと思う。また、表現の問題であるというか、私が考えたことをうまく書け

なかった。論理的に考えを表す機会がなかったから、できなかったと思う。 

 


