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II. はじめに
毎日､学習者に日本語の授業をしながら､私たち教師自身はいったいどんな言語活勢を

しているのだろうか｡その言語活動は何に条件づけられるものなのか｡ここでは､海外で
日本語を教える立場にある教師が日常行っている言語活動を見直してみる｡次に､この教
師の言語活動を､二言語使用者 (いわゆるバイリンガル)の言語活動と比較して､どんな
韓徴があるかを探る｡最後に､学習者が日本語を習得していく過程で､私たちほどのよう
な言語態度によって学習者の鞄酎こなることができるかを考えるO

且｡ (外国人講師としての)日本語教師をとりまく環境
ここで言う ｢日本語教師｣とは､現地採用であれ､冒本からの派遣であれ､基本的をこ海

外に滞在して､母語である日本語を非母語話者に敢えても･､る者を指しているo (しかし､
これから述べることは非母語話者教師に当てはまる部分も多く,その協力も示唆してい
るO)Lfdとくちに日本語教師と言っても､その置かれてをヽる環境は千差万別であるO教師
をとりまく環境､つまり､職場における言語環境の条件は(a)戦場のスタッフ､_桝 カ?_3
キ汲ラムと授業分担､桓)スタッフや学習者S)言語態度8-三つ喜こ分を予て考えることが
できる｡
くま) 戦場のスタッフ

海外で日本語を敢えてを､篭る者のなか喜封ま､未きな tEj本学科うで､現地語を母語としな

がら日本語の知識もあるとtJ､うスタアフをこ固まれ､さらをこ自分のほかをこも日本語を母語と
する転句際もいる､とhLl､う者がある一方､所属学科のなむ､ よその鞄の外国語'の一つとして
の 日本語講座を､E3本丸や日本語の知識のある搾蘭を--戊 も持たずをこ細身真二教えtfrm!ヽる者
もある｡
前者の 仁恵まれたう環境をこな､る教師は､田本語の授業を行う教室内だけではなく､授業

を終えて教室を出ても､学科のスタッフ達と日本語を話す換金があるO学習者たちは､そ
んな教師の言語活勢を脇から見るだけでも何か学ぶものがあるだろうし､学科内の雰掃気
からも､日本語学習の意欲をさらに増すであろう｡しかし､後者の練に親等奮尚している
教師の場合は､一歩教室を由でしまえば､現地の言語しか使用できないか､現地語を知ら
ない場合は英語などを使って糟を足しているわけで､前者の教師とは日常の言語活動がか
なり違うことになる｡
鞘 日本語教育カリキュラムと授業分担

海外の日本語学習者は､普通､日常生活ではほとんど日本語を使ってみる機会がないQ
私たちはそんな学習者のために､特に授業中には､なるべく日本語だけの空間を作ろうと
している｡授業中の教師自身の発話も､なるべく日本語だけで行うのが望ましいが､これ
はそれぞれの教育機関で教師が受け持たされる授業の種類に左右される｡
初級の学習者に対しては､字形､正書法､文法事項､文化背景の説明などは､学習者の

母語､または良く知っている共通語で行うのが最も経済的である｡現地語を母語とするス
タッフと組んで､まず現地語で導入し､そのあとで日本語を母語とする教師が会話などの
演習をするチーム ｡ティーチングが理想だろうが､その場合はスタッフ間の連絡を常にス
ム-ズに行うことが不可決だ｡スタッフが少ない学科､または全く一人で教えるところで
は､とくに初級の学習者に対して､現地語も使って教えて行かなければならない｡授業の
時間数も限られているため､説明の部分は手際良くしなければノルマをこなせないという
事情もある｡ここでの危険性は､教師の使う現地語を聞いて､学習者が初級段階を抜け出
しても､自分の母語で教師に話しかけることを慣習化してしまうことである｡
また､語学演習や作文､講読だけでなく､ ｢漢字｣や ｢翻訳｣の授業も受け持たされる

場合がある｡特に翻訳の練習は､日本語と同レベルの現地語の正確さも要求されるため､
教師が現地語も使って授業をするのは当然であろう｡
(C) スタッフや学習者の言語態度

ここで言う言語態度(1anguageattitude)とは､社会言語学､特に二言語使用の分野で言わ
れる 価̀値評価を含む'態度のことで､個人が ｢用いる言語について､自分自身がどのよ
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うに評価しているか､あるいは他の人によってどのように評価されているかという側面｣

(芳賀1㈱ )を指す｡教師の職場での言語活動は､教師をとりまくスタッフにどのぐらい
日本語を日常的に使おうという意欲があるか､また､学習者たちが､教室を出てもどれだ
け食欲に日本語を使う機会を増やそうとしているかにも左右される｡大きい学科では､ス
タッフ同士のやり取りに日本語が多ければ多いほど､すぐ近くにいる学習者に､授業以外
でも日本語を話す場を提供していることになる｡
また､学習者から日本語で話しかけられれば (それが下手であっても)教師は当然日本

語で答えるだろう｡反対に､学習者から現地語で話しかけられて日本語で答えた場合､教
師は会話の言語コードを途中で切り換えたわけで､教師自身の言語態度を切り換えという
行為によって相手に示すわけである｡そして､教師が日本語で返しても､学習者がさらに
現地語を使って会話を続けるか､それとも日本語に切り換えるか､学習者もコー ド選択に
よって自分の言語態度を示していることになる｡

2. 言語環境づくりと コ̀ード切り換え'
言語使用の場として私たちが職場を見た場合､そこで一番優先されるのは日本語学習者

だろうO学習者を中心に考えるなら､教室内はもちろん､教室を出ても､私たち教師はな
るべく日本語を使う時間を多く持ちたい｡上に挙げた言語環境を作り出す条件の中には､
教師一人だけの力では変えることのできない部分も多い｡私たち教師が個人としてできる
ことは､常に自分の言語括劫を省み､教室の中でも外でも､会話の相手が誰であるかによっ
て自分の言語の切り換えが正しくできているかを絶えずチェックすることだろう｡しかも､
教師が行う切り換えは､ただの二言語間の切り換えではない｡学習者のレベルによって､
文法や語嚢の難易度も考慮に入れ､さらに学習者ひとりひとりに対して､その習得状況や
性格も把握しながらの微妙な切り換えが理想である｡

3. 二言語使用と コ̀ード切り換え'
コード切り換え(code-switching)という用語は今まで主に二言語使用(bilinguahsm)の分野

で使われてきた｡二言語使用とは､一般に ｢個人が環境や場面に応じて二つの異なる言語
を使い分けること｣で､二言語 ･多言語国家内の社会活動､政治 ･外交 ･通商場面､国際
結婚､移民､帰国子女などの場合にみられる現象である｡そしてコード切り換えは､二言
語使用者が ｢相手に応じて二言語を切り換えながら使用すること｣を指す｡ (芳賀1餅X))

ここでは今までの文献から､二言語使用のルールとコード切り換えの具体的な種類を概
観した後､上記に見た日本語教師の行う言語活動と比較する｡
3.1二言語使用のルール
二つまたは二つ以上の言語体系を身につけている者は､言語活動が行われる場所 (家庭

内､公的場所などの区別)と人 (話し相手)を見て､その時その時の使用言語を決定する｡

tf:'p憲 謡 鎧 ipin鮭 妄語 譜 三豊 箆 品 濃 讐 競 IEkka,A:賀 arT,b_
ド切り換え(仙 gualcode-Switching)の場合は､通常､相手が一言語使用者の場合には相
手の言語だけを用い､相手も二言語使用者の場合には二言語を切り換えながら使用する｡
(Oksaar1975,1989,芳賀1950)
二言語使用は､もともと社会的背景が要因になっており､個人としての言語使用者の社

会における位置付けと密接した関係がある｡二言語使用者が二つのうちどちらの言語を使
用するかという選択も､その個人をとりまく社会における価値評価に左右されることが多
く､両言語の使用がまったく同等に評価されることは少ない｡移民労働者と受け入れ側の
役所や職場､少数民族と多数民族､などの対立が良い例である｡

また､特に幼児期の二言誇教育(bilingualeducation)においでは､話し相手一人につき一
つの言語(【oneperson,onelanguageM)という原則で子供に疲していくのがバランスのとれ
た二言語使用者(balancedbilingual)を育てる為の処方等となっている｡例えば､家庭内で
は家族一人一人 (父親､母親､祖父､祖母など)との使用言語を初めから決めて区別を一
貫させ､幼稚園や学校においては､教育者が二言語使用者であっても教育の場では子供に
対して一つの言語だけを使用する､などであるO(oksaar1975,1989,Saunders19fB)
3.2 コード切り換えの種類と ス̀トラテジJ
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二言語使用者のコ-ド切り換えは.文構成要素､文の途中､文と文の間､談話と談話の
間などの各レベルに観察されるoその切り換え方は､二言語使用者の各言語における習熟
度によって違うが､どの切り換えの場合も両言語 (LiとL2)の文法ル-ルを犯さずにす
む形で行われるOつまり､L互とL2Lの表層構造が共通の部分で･Lのヨード男i/n換えが最も行t ーヽ亡=士■ _I_L IPt壬ヾ一一ILa三上EJ,AI.一1､I..4tTPl､ヽナt一･･rl中 軸こき′r一一も′ノす･､._こ｢亡二二=ユニコニ_
われ易く.主た､コー ド切り換えvr)レベルが小判1'.i_になればなるほど､発話首のitlhi言語-
･53i習熟度が高いことを証明しているo(Popia･cki980)

また､コー ド切り換えの要因は大きく二つに分けて考えられるOひとつは社会学的要尚
で､切り換えによって会話の場を一つの社会的場(sociaiarena)からもう一つの場に移すこ
とによって社会的に再定義すると考えられる｡また､もう一つの切り換えの要因として､

隠橡 くメ考プア-)e)一種としての褒詞を目的とする要因が挙げられているOヲ-ド切り
換えをずることで､今話題をこなっていること-開き手の注意を促し､会話のなかでの強訴
の役目を果たす｡(scotton&ury1977)

二言語併用教育においてほ､二つの言語体系を同時に習得していく子供の観察から､そ
;;,ヽT･Tt.}L.I_{_LILJlヽJ'-こ_'･.Tt511的fIi_卜一寸=トキ71と_1:J､吉;~tTrTJ,I7しこ.3ここ.JT___7㌦ふて｢__∴し､招盲h_tA～.+f一..lヽI,山i･7卜Y/⊂トノ̀⊂LJlI/ヽ>/_ILl▲tコ王1LtL.Iー<＼Jlノ●B)▲1tU'rL_.空六二̀d､′ヽ!′ノモ/ JJ~~~■ 1-7JL/17くJ'L.LLLY-′rIIAl-I
もあるC切り換えによってまわり (社会)と自分の関係を見直しながら､二言語を区別す
る托術も習得していくのである.(Oksa.vl975)

4▲ 日本語教師の活勢と言語使摺
埠｡旦 二言語教育と外国語教育

私たちが携わっている日本語教育は､海外各地の外国語教育､しかも第-､第二外国語
のようをこ大規模には行われても･J､な態ヽ言語教育の山部だから､二言語数膏と同じようをこ捻論
じられない部分が大きを㌔ 二言語教育は幼児期や少年期の子供が対象だが､喜本譜教育は
高校生放生の太夫が対象であるOそして､二言語教育の場合闘ま学習者の環境の一部とし
てついてくる社会背景 を家族､親戚､民族共同体など)が､外国語学習の日本語の場倉は
極端を乙少なを､のが普通で､葱hvの一部を教室外活勢として提供するのも､教師､または学科
の仕事であるO を日本留学､日本語の使えるアルバイ ト､日本人留学生との交歓など)
乳2 二言語使用と日本語教師の言語使用

前節で見た二言語僚欄と私たち教師の言語括聾を比べてみると､ ｢二つ狩異なる言語を
使い分け は 本譜と現地語/媒介語巨 相手に応じて二言語を切り換えながら使用する｣

とLi/､う定義をこおいては､私たちもバイリンガルと同じ様な言語活劫を行っていると言える
しかし､細かいところでは､実は私たちの言語活動はバイリンガルの言語使用とはかなり
違 うのである｡

場所と人の原則(piaceandpeTSOn)を考えると-,まず場所の場合､教室､学科札 学科の
外というように､ある程度の段階付けがあって､その場所による日本語の使用量が違って
いるだろうから､これはバイリンガルの場合と似ている0-万､人 (話し相手)による言
語の使い分けに関しては､二言語使用者とはかなり違っているo日本語を教えているのだ
から､初級の学習者 仁一言語使用者)に対しても日本語を使う.また､相手が現地語も日
本語も分かる二言語使用者の場合は､それが学習者であってもなくても日本語で接するこ
とがほとんどだろう｡また､一人の話し相手､または-グル-プに対して､その学習過程
を迫って日本語の量を増やし､また同じ日本語でも語嚢や文法事項を時間を迫って増やし
ていくので､二言語使用者のように簡単に､人の顔を見て使用言語を決める､(oneperson,

?neianguage)と言う訳には行かないoその人の顔を見ながら､その人がどのクラスに所属
し､今の時点でどのぐらい日本語を習得できているかを頭の中で思い起こしながら､どん
な言葉を使えばいいかを決めていくのである｡そして､バイリンガルと最も違っているの
は､私たち教師が 合̀理性ヲを無祝した言語活動を行っていることである｡柏手の知って
いる言語を使えば､内容はすぐ伝わる｡しかし､私たちは教師であろうとすればするほど
時間をかけても何とか日本語で伝えようとする｡
43 日本語教師の コ̀ー ド切り換え'

日本語を教えている私たちは､二言語使用者同士の会話で行われるコード切り換えと同
じことは基本的にやりたくないと思う｡特に､小さい単位 (文の途中など)におけるコー
ド切 り換えは､語学教育にとってはマイナスになるだけだ｡また､現地での滞在が長くな
るほど､教師もその社会に慣れてくるが､学習者と教師の共通知識としての現地の生活に
特有な事柄を指す言葉も､なるべく日本語で言い換えたり､説明してみたりという訓練を
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忘れてはいけない｡
人間の言葉には､必ずその背景となる文化がついている｡私たちは､日本語を教えなが

ら､日本の文化的要素も教えている｡反対に､初級の授業の説明など､現地語または媒介
語を使うときは､その言語の社会的背景に引きずられないように気をつけなければなるま
い｡その点では､現地語にもよく通じて､どの言葉がどんな連想を呼ぶものなのかまで分
かっていると､不必要な誤解を招かずにすむだろう｡
二言語使用におけるコード切り換えの要因の一つとして､強調を目的とする切 り換えが

あった｡この様なバイリンガルの言語使用のテクニックを､私たち教師が利用することも
可能なのではないか｡特に初級の学習者には､やはり現地語のほうが耳に入りやすい｡例
えば文法事項の説明の場面で､最も重要なことは現地語の単語なども使って言い直す と､
日本語だけで言われていてもピンと来なかったことが記憶に残り易いということもあるか
もしれない｡もちろん､この場合､現地語の使用が多くならないよう､上手な切 り換えが
必要だ｡

どちらにしても､私たち教師が行っている コ̀ー ド切り換え'は､二語 使用の分野で
研究されているコード切り換えとは違う.二言語使用では､第三者が観察できる､外に現
われる (例えば録音することのできる)語 使用の現象であるが､語学教師の 切̀ り換え
は､教師の口から言葉が出る前の､教師の意のなかで起こっている現象が中心になると考
えられないだろうか｡二言語使用者たちは､場面と会話の相手という条件がそろえばほと
んど無意識に行っている切り換えだが､教師の場合は､言語活動としては不自然に見えて
も､学習者を中心に置いて､その学習の助桝 こなるよう､自分の言語活動を省み､熟慮し
た上で発話する､そのための 東̀の切り換え'だと言える｡
4.4 日本語教師に求められるもの

『日本語教育事典』には､ r日本語教員に期待される能力｣として､(1)一般的共通的
な能力と(2)日本語教育の多様性に応じて必要と考えられる応用的能力に分け､前者の項
目の中に､日本語､日本文化などの知識にならんで トd.言語学に関する一般的な知識 と学

トe.外国語に歯する知識 ･能力､2d.学習心理を理解 して据導
の場面を購成し､機会に応じた措導を行う能力とあり､後者には､学習者
的､学習環境などの多様性に適切に対応し｣効果的な据導を行う必要があると記されてい
る｡

これは盛りだくさんの期待だが､確かに､日本語､または日本の社会や文化についての
知識のほかにも､いろいろな知識や能力を身につけていれば､私たちはそれだけ良い授業
ができることになる｡本稿では特に､教師自身の言語使用における柔軟な 切̀ り換え'能
力と､教師からその職場の環境にむけての働きかけを通して実現する言語環境ということ
を考えた｡

5. 共同体 (weommunity")づくり
職場 (日本語学習の場に隣り合う学科などのスペース)の言語環境づくりは､その教育

機関の規模やスタッフの構成､一人一人の語 態度に左右されることは前に述べた｡現在､
いろいろな語学教育の世界で r学習者の共同体｣(ncommunityofleamers")という概念が重
視されている｡学習の過程とは､多様化され､極端に異なる背景や価値観を持った人達が
一つの場に集まり､共通のゴールに向けて教え､学び､分けあうことなのである｡
(Horowitz1997)日本語教育においても､教師と学習者がお互いを認めつつ､共通事項を持
つことで､学習の場という共同体を形成している｡教師の現地語の知識､教師の日本語や
現地語に対する言語態度も､この共同体を作る部分として､日本語学習の場に何 らかの形
で影響しているのだと思う｡この意味で､日本語教育の職場において､学習者がなじみ易
い環境づくりを図るのも､私たちの大事な仕事であろう｡

6｡ おわりにかえて
今回の会議では､この発表に関連してアンケート用紙を配り､ 8名 (7機関､ 5か国､ 4
言語圏)の参加者から回収することができた｡アンケートの結果は､スペースが限られて
いることもあり､ここに全部記すことができなくて残念なのだが､アンケー トの回答をみ
て気付いたこと､考えたことを次に述べる｡
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i. 日本語教育機関の規模睦さまざまで､アンケ--ト回答者の中には､全く一人で日本語
を教えている人もいた｡しかし､海外での孤軍奮闘は難しく､やはり援軍が必要だろう｡
芝 ｡ 反対をこ､スタッフの多t･-､学科で教えている人は､チーム ･ティ-テンダによって授業
での自分の使摺言語を日本語だ断己できている夫がいて羨ましも/､8スタッフが多を-､学期 こ
いても､ ｢漢字｣のクラスを受け持たされ､その授業で全面的に現地語を使っている人も
いる｡こういう教師は､教室外で学習者をこ接するときの言語便,用により多くのエネ尭ギ-
を使わなければならないのではないか｡
3｡ スタッフの多を､学科で､現地語を母語とするスタッフが､学科内で学生をこ対して日本
語 も使用する機関が3機関あったC反対払 日本語母語話者のスタッフが一貫して現地語
で学習者をこ接している機関､スタッフは複数なのに学習者と接するときにE3本譜を使,鞘す
るgT}毒ま回答著書身のみという機関は､河が環境づくりお妨げになっているのだろうかO
4g 全体に､それぞれの回答者が日本語教師として日々努力し､頻繁をこ反省をし､学習者
への対応に工夫を重ねている姿がかいま見られ､嬉しく恩ったO

鍛練になりましたが.アンケ-i-寸 に協力していただいたJj々 ､どうもありがと::,ございま
した､,
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