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0.は じめ に

19卯年 l月か ら 6月 まで､筆者 は心理劇 を応用 した言語教育 (Psychcdm tl汀官ie;以 下

PDLと略す )の教 師養成 セ ミナーを PDLの創始者 fbrT迫rd rhfeu及 び ぬrieDユfeuの

下で受 け る機会 を得 た｡ そのセ ミナーで はPDLのテクニ ックや手順 を学ぶ過程 で常 にそ

の基盤 とな る人 間観､教育観､ コ ミュニケーシ ョン観 につ いて考 えー意見交換す る場 を持

つだけでな く､PDLの教 師 と して期待 され る心構えを持つ ための活動 な ど も行 った｡ 筆

者 にとってー教 師の知性 だけで な く精神的な部分に も具体的 なや り方 で働 きか け るセ ミナ

ーは これが初 めてであ り､頭 と体 同様心 もウォ-ムア ップと トレーニ ングによ って あ る程

度動 きが 自由にな るものだ と気付か され た｡

外国語 の教授法 を- 定期 間に覚えた単語や文i去規則 の数 で判定す る場合 には､ PDLの

評価 は必ず しもよ くないか も しれ ないが､言語 さらには コ ミュニ ケーシ ョンに対 す る意 識

または感情 的側面 を も考慮す るな らば､PDLは貴重 な可能性 を秘 めてい ると思 わ れ る｡

ndeuによれ ば､ まだ 日本語で PDLにつ いて書かれ た ものは知 らない との ことで あ る

ので､以下 に簡単 に紹介 してみたい と患 う｡

Ⅰ｡成 り立 ち

Psyck血 b∬苫ieは､ この命名か ら分か る通 りPsychh す なわ ち心理劇 を柱 と し

てお り､他 の演劇 論 (b7m turgie)か らもいろいろな要素が と りこまれて い る.

心理劇 は ウィー ンの精神科 医 トbrenoが1920年代か ら徐 々に発展 させて い った集 団心 玉里

療法 であ る｡ その特徴 と して､多 くの他 の療法 のよ うに言語 によ って精神分析 を行 うので

はな く実 際 に体験 と して演劇的 に表現す る点､医師 と患者が 1対 1で向か い合 うの で は な

く複数の患者 で体験 を共有す る点､ そ して演劇的に表現す る中で役割交代が行わ れ る点 な

どが挙げ られ る｡ また､子供 のよ うな自発性す なわ ちいろいろな ことを考 えず にそ の場 そ

の瞬間の心 のお もむ くままを表現す ることが非常に重視 され､ 目指 されて いる｡

1g77年 に M euが この心理劇 と出会 った ことが彼 の教育的 アプ ローチの転換点 とな り､

幾多の書式行錯 誤 を経 て PDLが生 まれ､1992年 の著作 Slq Les C九eWTL7tSd'lme Padagcgie

deL'Etreに一応 の完成 を見 るに至 る.

Ⅱ｡位置づ け

hfeu(1993)は､言語 の教え方 と人 間観 ここでは学習者 のどの部分 を考慮 に入 れ て い る

かの二つ を基 準 と して各外 国語教授法 に考察 を加え た上 で PDLを次 のよ うに位 置づ けて

いるO
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｣｢もう-- の｣教- ｢ 学習- ､=TPR,サイ レン ト ウエイ,サ ジエス ト【 ぺディア
三
｣ 参加者 中心 :CLL,PDL

宙訳 ･訳読法では､翻訳 によ って言語 その ものよ りも言語 について学習 L､分析づコの訓

凄轟を行 う_i,学習者 は主 と LJて知的存在 と LLJてCJ-3み鮭え られ るe

実践的教授妻妾では､言語その もの も学習 し使確す るが､反復 と積み重ねによる機械的な

学習が主でー学習者独 自の発話 は殆 どない¢学習者 は刺激 に対 して反応す る知的メカニズ

ムであ り､専 ら物を享苗写 した りタスクを こな した りす るばか りで 自分の感情を表現 した り

は LないC,

では,b授菜 において教師でな く学習者 も しくは参加者を中心に纏えてお り､J学習者の賛新盤

だ けでな JiTPiE3(ul)よ うに藩 を凍 った活動をIl芸とす るを)荏)､ あるいはサ ジェス トペディ了

の よ うに感情的側面 を重視す るものなどがあ る石膏旦Lhその呼び勇一けが示すよ うにb学習

者 垂心 の教授妻妾では教師対学習者 とい う園式 は健在で､教師は相変 わ らず権威的存在であ

るのに対 し､参加者中心 の教授法では教師は学習者の立場 に立 って支緩 し,学習者が持 っ

て いるものを活性化 し引 き出す存在で もあ る (下琵盲において教師に対 して r活性者 j とい

う名称を便周)岱 またー前者で は､実践的教授法において輿型的な導入---一練習-1芯長講とい

う手傾がやや形を変えてはいるものの鍵承 されているが Ll後者では言語 を使 ったヰ本験か ら

出発す る｡ しか も､ その体験 はシ ミュレ-シ ョンではな (学習者 にとって リアルな もので

あ るため､意識的言語学習 とは異なる言語獲寺等が起 こり得 る､つま り知識 としてでな く､

言語 を体得で きるOそ Lて､言語教育全体が これに携わ る人 々の人 間関係の車に取 り込 ま

れ､ ひいては人相･成長 の一環をなす もの とみなされているo rhjfeu はこれ らの教授妻妾の傾

向の速 いを ｢持つ｣教育 ない しは所有の教育および ｢あ る｣教育 ない しは存在の教育 とも

名付 け､前者 は後者 に含 まれ るもの と して以下のよ うに図示 しているO

L教師 ‥知識の伝達

† †

｢持っ ｣教育 (所有の教育) = = = = = ｢

→学習者 ‥自由意思 による意識 的学習-知識｣
† † †

(充当三)(教授活動) (学生) (学習過程) (結果)

l I I I l

活性者 :場面 と言語表現の提供--参加者 :意識的 ･無意識的獲得過程-体得

｢ある｣教育 (存在の教育 )

Ⅲ .言語へのアプローチ

PDLにおいて学習者が たどる過程 は二つの側面か ら母語獲得過程 と比べ られ る｡
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その一つはー最初に言語の リズム､メロディー､響 きに身を浸す ことか ら入 ることであ

る｡初 日に行われ る ｢ダブル｣ と呼ばれ る練習では､ 目と口を覆 う仮面 をつけた学習者 の

後ろに教師が座 り､学習者の呼吸の リズムに合わせて学習者の心境 に沿 っていると思われ

る-まとま りの外国語の文章を聴かせ ることか ら始 まる｡表現の繰 り返 しや言 い換え をた

くさん含むそのよ うな 1分ほどの文章を 2度聴 いた後､学習者 は今度は目だけを覆 う仮面

をつけ､教師が問をおいて話すその文章を 1文または 1フレーズ毎 に後 について発話 して

い く｡その際､教師は学習者の様子を見て､発話のス ピー ドや区切 り方 を調整す る｡そ う

や ってその文章を 2度繰 り返 した後､今度は学習者 は目の見え る仮面をつけ､ 同 じよ うに

2度文章を繰 り返す. こうして学習者は頭でいろいろ考え る以前 に体で外国語の リズ ム と

メロディーを身 につけていくo

母語獲寺等過程 と重 なるもう一つの点は､言糞を使 う場面の発展の仕方 にあるO上 に説明

した ｢ダブル｣の練習は教師と学習者だけで行われー他の学習者 は-緒 に聴 いて い るだけ

であるo発話はモノロ-グであ り､-方的に自己表 出す るだけである｡ ところが次の段階

では､やはりモノローグで始まるものの教師と学習者 は同 じ方 向を向いているので はな く

向き合 って座 り､ rダブル｣ではいわば学習者の代弁者の役を担 っていた教師が (それが

｢ダブル｣ とい う命名の由来である)､学習者を相手 に自分の側か らモノ ローグの形 で語

りかけ､学習者 は聞 き手の役苦りを受け持ち､時には反応 もす るO この練習 は学習者が 聞 き

手の立場か ら教師の発話を鏡が映像を反射す るように言葉をお うむ返 しす ることか ら ｢ミ

ラー｣ と呼ばれ るoそれに続 く ｢三者対面｣ではー ｢ミラ-｣において学習者 と教 師二人

の場面であったのが､学習者 と学習者を言語的に補助す る教師および学習者の対話 の相手

をす る教師の三人の場面 に発展す る (PDLでは教師 2名が一つのグループを担 当)｡ さ

らに次の ｢出会 い｣の段階では二人の学習者がそれぞれを助 ける教師に伴われて対話 を行

う｡ とい うよ うに､ 自己中心的な言語使用か ら社交的な言語使用- と､幼児が母親 と 土対

1の関係か ら母親を通 じて第三者 とも交わ りーやがて他者 と直接的に交わ ってい く過程 を

象徴的にたどっている｡ これを図で示す と次のようになる (○は学習者､●は教 師､ --は

教師か らの言語的援助があることー矢印は発話の向け られ る方 向を表す)｡

段階 : ｢ダブル｣ ｢ミラー｣ ｢三者対面｣ ｢出会 い｣

場面構成:
モノローグ 1対 1 1対 1 1対 1

●が○を代弁 ○は専 ら聞き手 援助者を伴 う対話 援助者を伴 う対話

対話の相手 も援助

Ⅳ｡ コースの-流れ

PDLは基本的に集中 コ…スとして行われ､参加者 8名か ら12名 までを 2名 の教 師で

担当す るO次の蓑 は､典型的なコ--ス進行の例 として､ iEj5時間の初心者 クラス-週 間
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のプログラムを簡略化 して示 したものであるeぅ

メタファーを使 ったPDLの括介

リラ ックス

ウオ-ムア ップ【- ｢ダブルj

l-てデ ーj't ｢ノアーブー1i′Tヽbヾ-ll-r一･=ノM.､ノ'ノ司~血JLゝノブノー~フ Lプ ノ′VJVJ/ILJJ- /ゴ､,;

雄合

空包5-,.i二コ‡M--7､､g/7-11rJ_√/.-′~ヽ

′'ー~｢ ∴ソ牙-ムア Ijプ- [ミラー-｣

ウオ-ムア ップ--･･>｢ミラ-rEのバ リエーション

統合

第 3日 日IBラ ックス

蔓ウ;g･-ムア ップ-かぎ一三着対敵l
巨 J:i-----Jl/I,･･L-プ チ工二詰ま他 言_巨 三I,:-LE∴て_-.-∴.-:I,:.

L二一･:

･ゝ/-,+･.-ノ､-~1■-･L,-･'･′Pで.:i_言を'1/･rご

養監合

第 5巨Huラ ックス

岳ウオWムア ップ_サ 鳩 接的な出会い｣

上図の通 り､- E3の授業 は ｢リラックス｣で始ま り､ ｢競合Jで しめ くくられるO ｢リ

ラ ックス｣で､学習者 は床 に寝て､教師が学習言語 と媒介言語で語 る文章を聞きなが ら心

身 の緊張を取 り除 き､新 しいものを受 け入れ る態勢を整え るO ｢鍍金 ｣で も学習者 はE3を

閉 じて床 に横 にな り一頭 に浮かんで くる学習言語の言葉や文を もう一度味わ う0

1日の主 となる練習であ る ｢ダブル｣や ｢ミラー｣には全てウオームア ップの毒療習があ

り､第 3日までの本練習 にはそれぞれ少 し発展 した形のバ リュ-ションもあるo ウオーム

ア ップはグループ全体で行われるが､本練習はその都度参加者 1名か 2名が中心 とな り､

他 の参加者 は-3緒に聴 いていたり中心 となっている参加者の言葉を繰 り返 した りす る一個

人練習である｡ このよ うな個人練習の合間にグループ全体で行われ る活動が挟 まれ る｡そ

れは､体の動 きを伴 う詩の唱和だ ったり､小会話の伝言だ った り､カー ドを持 って文を言

う活動だ った り､ いろいろであるO但 しー レベルが進むにつれて､本練習 自体 グループ全

体が積極的 に参加す る形態 になり､初心者 コースに見 られ るような個人練習はなくなる｡
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V｡おわ りに

当然の ことではあ るが､一つvnJ教授法を言葉で説明 しきることはで きないo言語 につ い

てではな く言語その ものを体験す ることを柱 とするPDLのよ うな教育では尚更で あ るo

pDLとの出会 いは､筆者 にとって コ ミュニケーション､人間と言語､言語教育 につ いて

の意識を快 く揺 さぶ って くれ るものであった｡外国人 のための 日本語教育の方法 と して ど

の程度有効であるかは､今後試行錯誤 して見ていくつ もりである｡
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