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-外国人 と外国人の 日本音削こ対する接 し方について--

小沼 喜好

i.はじめに

国際交流では英語を周いるのが当然だと考える人たちがいる｡また､その際には太閤とLで対等の

付き合いをするのではなく､外同人を動物園の動物のように扱 う面が見られるこ

FFi本訴で自己紹介すると､英語でやり匠してくれと言われる一､友人のコロンビア人は怒りまし

たぬ ｡ 『皆きん.,僕の日本語わかりませんか』と言って., Lr中略]こう粛-3ちゃ惑いけど､いつ

もパンダや 3アラみたいです､僕たち,ij

:'_立場 ･森言･_il'7こ､二一㌧ 二､､I:I

ま た､日本語を掩いたとしても､通じればいい_qつ漠りサパイバ,2Yv-の日東語が出来ればい叛 とい

う 理由で､外国Aが間違った叢現を用いたとして葺き､そCIjままにしておく武たちが雷譜研究者 ｡ヾ薫語

教 育者の率に机 ､る,配慮という観点から考えると､間違いを直すUjlが配慮なのだろうか㌔それと車.,

直 きないおが配慮なU.)だろうかu筆者が日本語を癒した外同人は､後で句渡してもらってよかっ資と

感謝 したのである(,それは,.㌢頂本丸が鞘いるのと間じき1本誰を習得Lたいと思っているからと673こと

であった｡間違いを招鞠 Lr.かつ正しい言い方､そして揖来るならばその背後にある原理を教えて導さ

ら わなE･tも汚転野もいっ恵で阜jサバイパJレLJP〕日本語を膜ってしまうことになる､ソ
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撰際化には勺外向きと翻 Eijきの､二つfjj国際化があるが (雷管 豊里尊べ･--ジ)､現在､主に､uE3本の

社会システム等を､グロ-パルIhスタンダい ドに合わせようとする努力を指 Lでいるように思われるO

そこでは､ ｢国際人｣は所謂世界共通語の英語が能動的に出来なければならないと考えるOさらに進

むと､英語萎え出来ればいいという考えに至る｡言論を単なる技術､道具としでのみしか捉えていず､

外国語は､当たり前と思っている､母語でのものの見方を壊 し､さらに自由なものの見方を据供して

くれるのだという観点がそこには欠けているので､外国語さま英語だけで十分であるという状況へと至

るのであるO

大石 獅 90)､浮田 (量99鋸 993)は､国際語という名の下での英語支配に対 して強い異議を唱えて

いる｡日本の国際化は言語の面で言えば､日本人はもっと英語が話せるようになるペきだということ

にすぎずL.ある特定の人たちを除いて､日本語がもっと国際的に通用するよう努力することだとは思

っていない｡だから､外国人､主に西欧人が日本で日本人になにかを英語で尋ねたときに､相手が何

故 日本語で尋ねないのか考えるのではなく､逆に英語が出来ないことを後悔したり､反省 したりする

のであるo外国語は英語で十分であるという考えを裏返して言えば､日本語はコミェニケ-ションの

言語 として､外国人は学ぶ必要がないということになるだろう｡,外国人に国際語の英語を使うのは､

r日本人の配慮 寺やさしさjだと考えている人たちがいるが､それならば､英語が出来ない人たちが

世界中にはいるということを考える ｢配慮 さやさしさ｣が､何故ないのであろうかC

沼野 (呈2呈ページ)は､ ｢ある外国語を話すこと (あるいは話さないこと)を選択するのは､単に

能力や知識の問題ではなくて､文化やイデオロギ-に深く関わることだという認識は最低限忘れない
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ようにしたいと思う｣と述べているC.世界には意識的に､ある外国語を用いることを拒絶する人々が

いるし､ある外国語を用いることは､その言語に内在する文化やイデオロギーーを選択することになる

のである｡

本稿では､国際化とは ｢お互いがお互いを人間として認め合うこと｣と捉えるOしたがって､人間

的に対等であること､お互いの言語､文化を尊重し合うことが必要になるC日本語で話しているとき

には､出来る限り日本の文化規準 (小沼 1998)に従い､ ドイツ語で話している時には出来る限 りド

イツの文化規準に従おうとすることを意味する｡また､日本にいて､相手が､日本語を用いたいと思

っている時には､日本語を使うことを意味するO国際化とは一方的に一方が歩み寄ることではない.,

さらに､日本人と外国人との接触の場面では､一方が一方的に話すのではなく､相手の話に耳を傾

けるということばのや りとり (インタラクション)が大切であり､異なる文化背景を持つ人間同士で

の誤解をさけるためにも､そこには配慮が生じる｡相手が日本語を用いたいと思っているときに日本

語を使い､相手の話に誠実に対応するのは配慮であると思う｡また自分にとって理解できないことが

あったときには､その真意を確認したり､自分の言ったことが正確に伝わるように説明した りするこ

とも配慮であるO

では､日本語ですべてを片付けようと努力する外国人が､実際日本で出会う日本人のタイプにはど

のようなものがあるのだろうかO現実に外国人が出会う日本人のタイプとしては次のようになるだろ

う｡

タイプ l:純日本型

外国人が日本語を話す場合には､日本語で応対する｡相手の日本語能力に応 じて､通常の速度で

通常の語桑を用いて応対したり､ゆっくりした速度で易しい語嚢を用いたりする{,相手が日本語

が分からない時でも､すべて日本語で説明する｡

タイプ 2:自意識過剰純日本型

タイプ 1と同じようにすべて日本語で済まそうとするが､相手が外国人だということを意識 しす

ぎて､大変ゆっくりと話したり､メタ表現を多用したりするo

タイプ 3;用心型

まず接触の始めに英語を用い､相手の反んtIを窺うO柏手が日本語を用いたいという意志があれば､

相手の日本語能力にかかわらず､日本語に切り替える.,このあとは､タイプ 1と同じ反応をする｡

タイプ 4:チャンボン型

接触の始めに日本語または英語を川いるが､その後は､相手の日本語能力の如何に関わらず､日

本語を用いるが､時折英語を主に単語で挿入する｡この英単語を使う際には､英語では存在 しな

いような単語を用いたりする場合もあるo

タイプ 5;自己中心型

相手が日本語を用いる意志があるにも関わらず､英語を用いる｡

タイプ 6:鎖国後遺症型

外国人を見ると英語分かりませんと言いながら逃げる,,

次に述べる言語の特質のために､外国人が母語での発想を日本語-持ち込むと誤解が生じる恐れが

あるuLたがって､間違ったら､少しずつ覚えていくようにしなければならないO
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3.言語の特質について

言語は文比と密接に結びついている｡言語教育と文化との関係は､小沼 (3998)で述べたが､文化

は､我々の実存を規定する｡ある文化圏に生まれた入間は,その文化の持つものの見方に左右される

のである.,換言すれば､その文化の発想に従わないと､誤解を受ける恐れがある｡したがって,,膏語

教育の初歩の段階から､この意味での文化を教えなければならない｡

文化規準は､排他的に作用する場合があるCそれゆえ､例えば､日本語にはない発想での雷諸行動

は誤解を受ける恐れがある3̀つまî)､相手の母語での発想を､日本人はE3本籍での規準で理解してし

奮うのであるo

｢むしろ日本人ではない彼らには､彼らの封 ヒの範囲で､E3本譜を使ってもらうべきではないか

ご恩'joでLらP林AU)用いカビ輿71i馴 ｣不論の使用が巨頚木語を轟かにすることにもなるである

[従来の円本語の規範を規範としてきちんと教えること､さらに規範をほずれた場合の効果-そ

のプラスと,マイナスを教えることは尭切であるが､それに則るかどうかはE!轟の社会{JjA閣関係

の外にある学習者の立場での判断と選択に意かせられ 外国人のより自由な日東語の硬い方を受

太れる幅をFj奉語は嘗3つているはずだと思 う O ｣

中堅はb規範をはずれた場倉GP:)プラスと-マノ招 -Ir-･;を教え､そG.機 範uJ'選択は､学習者招身の立場に

まかせるべきだと述べているO地方､ (弘法し竃に3本Aではない彼らにはも彼らの文化の範囲で句日本

語を使ってもらうべきではないかと思うjとも述べているが､その異なる発想での日本語をE3本丸は

実際受けÅれるだろうかsまた｡そのような日本語でAiFd,表現をゝ発案Åさま絶対に使わ な い が､熱涙太

だからかまわないという理由で認めでもいいのだろうかO母語で,i-)発想を当該lvJ･jj外揮語で表現した場

合には､当然､当該の音譜では受けAれられない表現が出現し､時に看護誤解が生じる｡

母語にない表現はどう母語話者に受けAれられるのだろうかO

例 !｡日本語仰,ドイツ語 手紙の前置き

｢日本人の草紙は､受取人が無事に過ごしているかどうかを尋ねる前になお､自然や季節を簡

単に叙することから始まること､そのうえ,この叙述を受散人と関係づけである場合が多いこ

とであるくさ 〔中略]手紙をこのように､自然や季節の叙述で始めることは､とても素晴らしい

ことであるoi

(ライジ/ライブ !ココペ-ジ)

例 2.日本語-フランス語 手紙の前置き

決まりきった挨拶-→笑ってしまう

相手の庭の草花-草花の好きなフランス人ならば使 うので､認められる｡

例 3.日本語-米語 (話の運び方)

Am erican:Wh atisthemajordisciplineproblem inyourschool?

Japamese二OurschooHsano王dschool,ftwasestablishedaboutf的 yyearsago-

アメリカ人の期待する発話の流れ

Ameriean:What主sthemajordiscip王ineprobltem inyoursehOOl?

JaDaneSe:Wedon-Ihaveanymajordisciplineproblemsatourschool.

Am erican:Whatisthebiggestproblem?
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Japanese:Oh,thingslikecomingtoschoollate,ornotdohghomework

(sakamotoandNaotsukaI982:72･6)(佐野 ･水落 ｡鈴木 87-88ページ)

例 4｣米語､ ドイツ語-日本語

日本人 ｢手伝いましょうか｣-アメリカ人､ドイツ人 ｢手伝いたいですか｣

例 5.日本語-米語 非言語行動としてのお辞儀

Savi11e-Troike･･･ ÌknowAm ericansdontbow',shesaid,but t̀hat'smvculttJre.andifI

don榊 '

(Kramsch44ペ-ジ) (下線は小沼)

例 6.日本語-米語 (単語レベル)

JORDEN Ⅰagree,butwithoutforcingthepersontochangeherways,lthinkit'Sextremely

importanttoexplaintoherhowtheaverageAm ericanreadsthatparticularsignal.Theperson

can thenmakeherovm decision.h oneESLclass,Japanesestudentswereaskedtoin廿Oduce

themselvesbytheirfirstname.Sotheysaid'."MynameisTaro"andsoon,butthensuddenly

oneman,theoldestin仇eclass,Said."1willbecalledMr,Tanaka."Theteacherwasvery

upsetandasked mewhattodoaboutit,And日oldher,ofcourseit'saurightforhim tobe

calledMr.Tanaka,buthemustknowhowAmericansaregoingtoreacttosomeoneinthis

culturewhosays:"Donlcall柳 .叫

(Km handMcConnelトGinet280ページ) (下線は小治)

外国人なのだから､日本人と違う発想､言語行動をしてもかまわないという意見があるが､現実を

見るとそうではなく､往々にして､背後で､ちょっと変だとか､非難中傷したり､笑った りしている

のが観察されるのである｡

どのような表現が受け入れられ､受け入れられないかは､対照研究､談話分析等に基づくべきであ

る0

4.まとめ

日本語教師ができる貢献､配慮は､大学の他の科目の教師と学習者との間に立ち､外国人の相談役

となれることである｡信頼を得るために､上から見下すように揺するのではなく､同じ高さから相談

にのり,発想等の相違は､文化の違いによるために気付かないのが当然であり､自分の能力に落胆 し

たり､相手の日本人を馬鹿だと思ったりしないように説明し､その後その外国人がどのように行動す

るかを観察し､もしまだ十分に説明を理解していないと感 じたならば､補足説明をする必要がある｡
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