
日本事情教育について

- ｢目的｣に関するメモランダー(1,

群馬大学教養部 砂川裕一

｢日本語とその教育｣については様々な角度から研究が進捗 しているが､ ｢日本事情 と

その教育｣については､主題的な言及はまだまだ少ないように思われる｡この小論では日

本事情の ｢教育目的｣に関していくつかの論点を指摘 し｡議論のための素材を提供するこ

とにしたいと思う(2)0

1｡教育目的の諸類型と基調的イメージ

M可のために､何を目指して当該教育内容を教授するのか｣という "目的"については､

とりわけ教育の現場においては明瞭に自覚されていてしかるべきであるが､しかし､一般

的に言って､厳密には､現実には必ずしもそうは言えないように観ぜられる｡｢日本事情｣

についても､それが学問領域 ･研究領域として自然発生的に生まれ確立したものではなく､

外国人留学生のための ｢教育科目｣として文部省主導で設定されたものであるという特殊

事情も手伝って､日本事情の "目的"は多岐にわたり､担当者や教育現場の実情に応 じて

多様を極めるが､そこには一定の基調的イメージを抽出することもできるように思われる｡

註 (2)に触れた調査結果を踏まえつつ､また多少の視野の拡大を図りつつ､ "目的"の

広がりをいくつかのタイプに分けて一瞥しておこう｡

第 1のタイプは､ ｢日本文化 ･日本社会理解塾｣と呼べるもので､このグループには､

a.芸術や宗教や社会制度などの日本文化 ･日本社会の個別的具体的な形態や､また登校

拒否や老齢化社会やコメの自由化間蓮など現代社会の当面する諸閉塞を布介し､その実態

や背景などを理解してもらおうとするもの､b.日本人が暗黙のうちに身につけてしまっ

ている行動様式 ･思考様式 ･感性様式､価値観や世界観や自然観といった文化的 ･社会的 ｡

歴史的な特質や常識知について紹介し理解を求めようとするもの､C.日本や日本人を比

較の鏡としつつ留学生の母国の文化や社会についての理解を触発することで相互の自他理

解のてがかりとしようとするもの､などが含まれる｡

第2の類型は､ ｢文化的 ･社会的視野拡大型｣とでも呼び得るもので､第 1の理解型の

一種とも言えるが､単なる日本理解や相互理解の枠を適えて､いい意味での文化相対主義

的な柔軟な感性や思考能力を育み､ "国際人"としでの素養を身につけさせることを ｢日

本事情｣の大きな目的と考えているものである｡

上記の2類型を概括すれば､ "日本文化 ･日本社会 ･日本人の功罪合わせもつ諸特徴 を

理解してもらうべく､具体的事例に即して紹介し､その根底にある文化的価値や様式の理

解を目指し､よってもって2国間関係や国際社会における相互理解に資すること" とでも

その "目的的性格"をまとめることができるように思われる｡

第3類型は､ ｢日本語教育補完型｣と呼び得るもので､語嚢や語法についての背景的知
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識､語用論的な慣習的知識､日本語を用いようとするときの話蓮としての日本にまつわる

具体的な知識など､日本語の遅滞力を高める目的に日本事情を従属させて位置づけている

ものである｡日本事情の現場が日本語教育の現場と不可分である以上､日本事情教育が､

理念的にはともかく現実には､日本語の運用力を高始る横能の少なくとも一端を担ってい

ることは事実であり､百本事情の 壬書目好 手を日本語教育のそれに従属させ､それを補完す

るものとして積極的に位置づける考え方は､必ずしも不自然ではないOこの第3の類型に

日本や日本人の "理解"に言及するケレスが多く､日本語運用力の増強と日本文化や日本

社会cTj理解とが連動して捉えら君していること､つま盲,つは､ ｢言葉は文化 そ の もの ｣ と い う

ある回答者の表現に典型的に表れているような言語と文化の有磯的な関係が､言外に前提

されていることが伺えるO

第4の類型は､ ｢適応教育重視型｣と呼べるもので､E3本での生活-の適応を重視 し､

日常生活を営んで行く上で必要であるにもかかわらず欠落している---鮫的常識的知識を補

充しー日常的な行為棟式 b思考株式などを少なくとも知識として理解することを日本事情

の主要な目的と位置づけるものであるOここには､日本での研究 ぺ学習環境への適応を配

祝し､留学生の専門分蟹の基礎知識や背景となる知識を導Åしようとするものも含まれる｡,

重民や帰国者に射する教育ではきわめで豊要な要素を責める日登生活適応教育であるがゝ

大学 B短大 ¢高専という高等教育機関でも､いわゆるカルチャーショックを和らげ､日本

での生活にでき得る限りスム､一式に馴染んでもらえるように､そしてそうすることで勉学

に集中できるようにという嚢の配慮を等閑視できないのだということを蘭わ凝るO

上記の2類型は､言語の運用力の習得､常隷知の獲得､日常の生活様式の体得､専門教

育-の橋渡しなど､日本という異文化 -異社会における留学生活や日常生活､ないし広義

の環境-の "適応"を日本事情の教育目的とするものとまとめることができるように思わ

れる｡一要言すれば､日本事情教育の "目的"とは､ "適応のための理解"㌔ "理解する

ことによる適応"という視点が "基調的イメ-ジ"を成しているように観ぜられる｡

2.特異例による基調的イメージの裾対化と視界の深化

註 (2)で触れた調査における個々の回答の中には､積極的に解釈 しその可能性を補完

的に再構成するべく迫られる観のあるものが､いくつか存在 している｡ここでは､その中

から乗出している1つ一乗出しているとは言っても､他の諸回答に比較して "突出し特異

的"であるということであって､内容的には､むしろ "正論"であると筆者は考えるが､

ともあれ､諸回答の中では特徴的であったlつ-の河谷について､その特質を確認するこ

とで前節の "基調的イメージ"を相対化しておきたい｡

さて､この回答者は計7つの論点を箇条書のスタイルで挙げているのであるが､第 1点

として､｢『日本』の 『事情』に関する知識を 『伝達』するという思想は有効性をもたな

い｣ことを先ず主張する｡そしてこの主張は､第2の論点すなわち ｢『日本社会』の成負

性を獲得させるという異文化適応教育の 『トレーナー』としての役割を拒否する｣という

態度に帰結する｡言い換えれば､日本に関する知識の伝達を 王主目的"とはせず､また日本

社会の成員性の獲得による適応をも "目的"とはしないということになろう｡この一点に

おいて､前節で見た "基調的イメージ"は根底から揺らぐことになるO
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この回答者は上記2点を主張する理由として､次の第3の論点を挙げる｡すなわち ｢社

会化エージェントとしての 『プロ意識』に徹するということに内在する 『保守性』の危険

性に対して自覚的でありたい｣ 0 ｢日本事情｣という ｢科目｣が "日本社会-の適応を促

すために､日本社会の現状を追認的に解介し理解せしめる科目''という性格が強いこと､

従って､日本社会や日本文化や日本人の在り方を批判的に吟味検討しつつその間藤性を自

覚化し共有化しようとする目的的性格が希薄であること､むしろ､現状を常識的通念的に

固定化して捉え､その "国定的通念"を "日本的特質"とやらにすり替えつつ､その "体

得"を促すという目的的性格が容易に基調となり得ること､このような傾向性に見 られる

｢保守性｣対して自覚的に距離を置こうとしていると理解することができる｡

第4の論点として､ ｢科目名を 『異文化理解』とか 『異文化コミュニケーション』のよ

うな名称に変更すべきこと｣を主張する｡この主張の根拠は必ずしも明らかではないが､

上記の論点を踏まえれば､ ｢日本事情とその教育｣がややもすると陥り易い ｢保守性｣ を

批判的に捉え､より包括的で根底的な学的内容を合意する科目名-の変更を提言 している

ということではないか｡

第5の論点として､ ｢本来多元的である 『社会』『文化』『共同体』と､同様に多元性

をもつ個人とが如何に関わり合うかという視点の重要性｣を指摘する｡これは上記第 4の

論点を念頭に置いて一般論として主張されているものと考えられるが､その大枠の中で日

本事情に議論を引き戻しつつ ｢『他者』あるいは 『規範逸脱者』としての外国人の存在は

貴重である｣ことをも併せて指摘する｡

そして､この第 5の論点を展開させる論脈においてこの回答者は､比較社会学的 ･比較

文化論的な領域-と視野を拡充していく｡すなわち､第6の論点として､｢『他者』は外

国人だけではない｡『社会』がかかえる様々な次元での 『逸脱者』との関わりを考える上

で､日本人学生に対しても新しい視点を捷供する可能性をはらむものでありたい｣旨の期

待が語られる｡

最後に上記6つの論点をまとめる形で次のように述べる｡｢留学生教育の中でも 『日本

事情』教育は､単なる 『日本理解』のような次元を越えた普遍的な 『他者理解』の次元ま

で射程を伸ばしうる可能性と､留学生に対する 『成貞性の刷 り込み』に終わる可能性を併

せ持つ｡｣この間趣性を踏まえた上で､｢『日本事情』のみならず 『日本語』教育全体が､

今重大な岐路に立っているという認識｣を表明するのである｡

これら7つの論点に凝縮されていることは､ ｢日本事情教育｣ないしは ｢日本事情の理

念的 ･実践的特性｣が社会哲学的に見て極めて困難な間蓮に絡めとられていること､そし

てまた､ ｢日本語 ･日本事情教育｣全体が極めてイデオローギッシュな問題性を学んでい

ること､日本事情の "目的"はもとより日本事情の ｢理念｣もまたこの問題論的な広が り

の中で論ぜ られるべきものであること､このことの指摘に他ならない0

3｡ "目的"についてのメモランダー結びにかえて--

さて､第 1節において日本事情教育の目的についての `̀基調的イメージ"を抽出した上

で､第2節においてその基調的イメージの相対化を試み､ ｢日本事情｣に関する間蓮論的

な視野の拡大を図ったつもりである｡
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確かに､ ｢日本事情の教育目的｣が "適応のための理解" "理解することによる適応"

に比重がかかることは､現実間置としては否定できない｡もとより､学習者の年令､日本

語力､基礎学力､学習-の動機づけなどによって ｢理解｣の質も ｢適応｣の水準も多様で

あり得る｡教える側の希望 も教わる側の必要性 も様々に変化 し得る｡,間違は､言うところ

の F理解｣や r適応｣の-現代社会論的批判性､比較文化詮的相互性の視座に立脚 した原

理的 t基礎的な-内実である｡

そもそも､異文化 一異社会 &異人を､そして一般的に他者を "理解する"とはいかなる

詣いであるのかo前節で引用 した r単なる 5'日本理解』のような次元を超えた普遍的な

『他者理解』の次元｣とはvlかなる "次元テ芦であるのかOまた異文化 止異社会 ¢異言語に

"適応 ･順応する"ということと "成員性の刷 り込み"と何が異なるのか｡個人の文化的 ･

社会的 ,言語的 =ァイデンティティJ'と "他者理解"午 "成層 としての適応"との関係

はいかなるものなのかo更に言えば､かつての欧米列強による帝国主義的植民地政策下に

おける言語 -文化教育や豊民化政策下の日本語 ｡日本文化教育とそれによる母語 ｡母文化

(/?破壊_nまた太平洋戦争後のアメリカ英語 8アメリカ文化の自発的 ¢横極的受容とそれに

対する屈折 した心情､それらの歴史的を出来事と､経済力を背景にした日本語 ･日本文化

の "進出"と日本語学習人口のアジア地域における激増という現在の出来事 と何が異なる

のか､等々rJ日本事情 ｢論｣の間親給的な射程は深いC,

臆言すれば､多民族 山多文化 .多言語の単なる "共存"を超えた ｢共生Jの可能性を歴

史的要請として模索 しつつ､個々の人々の日常的生活場面における "複文′化約 g複合的ア

｢守f本革情教育の目的｣も位置づけちれるべきであるように､筆者には思われる｡

註

日 )この小論は､第 6回日本語教育連絡会議 (1993年7月31削 土ト 8月1日(B)於スロベ

ニア共和国リュプリアナ市)における口頭での発言内容に加筆 し､再構成 したものであ

る.

(2) ｢日本事情｣研究会は､1992年に大学､短大､高専における ｢日本事情｣教育

の実態調査を行った (『外国人留学生のための ｢日本事情｣教育のあり方についての基

礎的調査 ･研究-大学 ･短大 ｡高専へのアンケー ト調査とその報告-過､1992年度 文

部省科学研究補助金研究成果中間報告書､研究代表者 :長谷川恒雄､1993年3月

31日)｡この小論では､その調査結果を踏まえつつ､筆者なりの観点からいくつかの

論点を付加する形で､多少ポレミカルに議論のための材料を碇出することにしたいと思
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ちなみに､上記の調査報告論文集の筆者担当部分においでは､日本事情の ｢理念｣に

関して､教育 目的､対象領域､授業形態の3つの契機に即 して諸回答の類型化を試みて

いる｡その後､本小論の元になったスロベニアでの発言と相前後 して､対象領域の間違

性に即して､言語の基礎的機能や日本語教育との関連において多少視野を拡大 して論ず

る機会があった (｢言語的コードの多重性一 『日本事情論』-の-視角｣『情況』､

情況出版､1993年11月号)｡本小論と相補うものとして一読願えれば幸いである｡
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