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はじめに

｢日本事情Jと呼ばれる `̀授業科目"が､少なくとも日本国内における日本語教育の現場においては､か

なりの広い範囲にわたって存在している｡もともと､大学における外国人留学生のための特別科目として設

置されたという事情もあって､主として大学 ･短大 ･高専などで開設されているO実態調査 (1992･3
年度科研費による)を踏まえて言えば､この r日本事情とその教育｣の現場の実態には､日本語教育との緊

密な関係性を指摘できることは当然としても､同時に､日本語教育の単なる補完的位置づけや､日本学 ｡日

本研究の専門教育に対する単なる入門的位置づけや､あるいは外国人学習者に対する単なる日本紹介的位置

づけなどには留まらない独自の性格的特質- それは未だ即日的傾向性に留まるとは言え､しかし明確な傾
向的特質- を見出すことができる,,

この小論においては､とりあえずそれらの `̀特質''を､ ｢汎領域性｣､ ｢対話的協働性｣～ ｢複合的機能

性｣の二つの視軸に沿って､ rE3本事情論j的な観点から論点を提出するとともに､ rE!本草情とその教育J

を `̀第三の領域"として､つまりは､日本語運用能力を育成 ･強化することを目的とした ｢日本語教育j と

いう "第一の領域''とも､また､日本文学や日本思想史などの専門教育を念頭に置いた ｢日本学 ･日本研究

に関する教育｣という "第二の領域''とも異なるところの "第三の領域"としてその輪郭を縁取ることで､
関係者の協働を模索する縁としたいと思うO- 筆者の考えでは､それは近代的な知の在り方に対する即日

的なアンチ 申テーゼを成しており､日本国内 ･外における日本語 ･日本文化教育に対して一定の示唆を与え

得るのみならず､我々自身の日常的通念の自己吟味を促すものともなり得るはずである｡

1 r汎領域性j :4'額域的広表の特質坤に印して

｢日本事情とその教育｣が対象とする領域 .項削ま､他の個別分野のそれと比較して極めて多岐にわたる｡

ここではその多様な対象性を､(1)個別的専門的対象性の位相､(2)常識的通念的対象性の位相､(3)日常的教養
的対象性の位相の三つの位相に暫定的に配分し､その "広表"と "特質"の全体的な布置を概観することに
したい｡

まず第(i)の 個 別的専門的対象性の位机 であるが､これはその対象性について人々が最も自覚的であり､
学問的な整序が体系的に進捗していると目される位相であるCここには(丑日本学･日本研究における個別的専

門領域､つまり日本の歴史や日本の政治などのような日本という地域に関する個別的研究諸蘭域､②日本の

商慣習や経営手法や法律的手続きなどの専門実務的な内容､③日本の伝統技術や古典芸能などについての専

門技術的内容などが含まれ､｢高度の専門的知識と経験的蓄積や技術的鍛練を必要とする個別的諸対象性を､

その `̀学術的 ･技芸的専門性に徴して"概括する位相Jである｡

あるいはまた､ ｢日本事情Jが留学生のための授業科目であるという観点から多少見方をシフ トさせて考

えれば､以下のようなタイプ分けも可能である｡(a)留学生の専門分野に関する背景的 基̀礎的知識をを供す

ることを主として念頭に置いているもの､(b)大学の授業科目における"教養科目''に対応する内容を留学生
用に (と言うことは日本語能力や入門的基礎知識の欠如 ･アンバランスを考慮して)アレンジしたものを念

頭に置いているもの､(C)企業関係者や外交官などが日常的な業務をこなしていくために必要な専門実務的知
識を念頭に置いているもの､(d)日本の政治､経済､歴史､文学､思想といった個々の個別的諸学問 ･諸商域

に即して.日本の文化･社会の諸側面を多面的に対象としようとするタイプ､(e)日本人の行動様式 ｡思考様

式｡感性様式や日本の文化 ｡社会を包括的に把握し､その "エー-トス''を扱おうとするタイプ､などである｡

いずれのタイプも､専門的個別諸学問 ら諸領域に蓄積されている膨大な知的ストックに依拠しつつ､その知

的ストックのなにがしかを選択的に学習者に提供しようとする性格特性を有している0

第(2)に､その対象性について人々が最も無自覚的であり､意識的 ･体系的な把握が乏しいと目される位相
として ｢常識的通念的対象性の位相｣を挙げることができるQここには①中国帰国者や定住難民や帰国子女

などの日本社会への "適応''を促す教育を念頭に置くもの､②大学レベルの留学生や技術研修生などに欠け

ている常識的な知識や日常生活に関わる一般的な知識､また必要な知識を検索する方法についての知識など

を補おうとするもの､③異言語 ･異社会 ･異文化の中でややもすると孤立しがちな "外国人"の心理的負担

感を和らげることを念頭に置いた､一種のカウンセリング効果を期待するもの､などが含まれるO

この性格特性は､日本社会で日常生活を営んでいくための具体的な知識 ･慣習の習得 ｡体得が目的になる

が､言い換えればそれは "常識を教える"ことでもあって､具体的細目は極めて細かく広範瑳削こ及ぶO "常

識"とか "通念"というものは､その常識や通念を身につけてしまっている人々にとっては､通常は意識の
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表層から脱落してしまっているものであり､ほとんど無意識のうちにその常識に則った言動を行っているわ

けであるが､その L̀無自覚的常識の細目"を意識的 9自覚的に扱うというのが､こ,D第二の位確におけるE3

本事情の眼削こなる｡言い換えれば､この位相の狙いとするところは､ "F!本人学生や一般の日素人なら当

然有しているにもかかわらず,学習者には欠けていると思われる知乱 とりわけ暗黙貯タであり,E3本とい

う地域に特徴的とおぼしき感性様式 ･思考様式 申行動様式などを含むところの ｢"脱意譲化された対象性'
を概括する位相｣である｡

第(3)に,上述した二つの位相のいわば "中間''に位置する位相として ｢日常的教養的対象性の位軌 を措

定することができる｡この位相は､上記二つの位相と言わば境界を接し連続的に移行していくもののL.特殊

専門的というほどには高度の知識や訓練を要せず､また個別額域的というほどには分化 ｡独立してはいない

対象性であり､他方､常識というほどには一般化されてはおらずL.また通念というほどには脱意識化されて
はいない対象性であるt, ｢俗に言う "教養"としてストッ}/'されている対象性､あるいはいわゆる "全国紙

誌"に掲載されるような水準の雑多な内容を概括する位相｣と言えばよいであろうか(,

具体的には､①田本の気候 台風_i二申自然環暗 S触韓的諸条件..楓裕 申習慣や伝統芸能 也伝統芸術､伝承的

な神話 巾民話や技術 qI-私 大生観 世価値観 o自然観 -粒界観､などの特徴 ｡特質をいわば枚挙的に故おう

とするタイプ､②現代日本社会の時事的な諸間額を具体的な手掛かりとして扱いっつ､また､その前軽諸条

件や関連諸問題に関説しつつ､日本の社会や文他の特徴 4特質を抽出していこうとするタイプ,③E3本の文

学､日本の歴私 日本の技軌 関本の地場産業､など ｢Ei春の - やjという限定詞をつけた個別諸領域を

言わば窓として､そこから 魚用 本的わとおぼしき特徴 や特質を ･般化して顔おうとするタイプが含まれるC

そして､これら三つの位相によって包摂される対象 e 項削ま､つまるところ､ 摘 泰 ｣という広義の地域

社会ないしは文化共同体を構成する対象 魯項目の 胡総体"に裏なるというのが実態であるcLかも､授業に

おいて学習者達の母乳 母文化 .母社会との比較対照を多くの場合念頭に置いていることを考えれば､そし

てrまた現実の国際関係のただなかにおいて r日東 ｣や 用 本山 が隔離され孤立Lた存在であり得ないこと

を考えれば､田本事情的対象性は理念上はま飢こ"世界t,r}総体ppを- それ宅)概念的抽象的にと言うよりは

日常的個別的具体性において-- 級おうとすることにもなるのであるcJ草}ちろん実際には様々な教育的配慮

や制約条件によって.教育の現場で扱われる対象親戚 宅項鋸 は極めて狭く限定されることが-一般的であり､1

また現実的でもある｡とは言え､i～-j塞事情教育で旗うべき u酢声を個別的な "事物"や 宅̀出来事"の相で素

鶴 -ハJ'' 易ilLもEI儀 丁 払韻でトスLJ-芝-六⊥ibllh r日動 や rE吉本_揖 あるいはE3寒の 伐 化や社会j

は､結局は個別的な諸項目の 砧単なる集列9㌧＼と解体していかざるを得ないfJそして､解体され集鞘 摘 れ

た額別的諸項目の多様性 3接線鰹に幻惑され圧倒されるとき､｢円本事情j6r3対象が限定できないとか､ rそ

の教軌 で何を教えればよいのかわからないと紙 用 本事情とその教軌 の専門性など成立しないとか考
えることにもなる｡

確かに､近代的な知はファウス ト的な知を諸個別に解体することでその専門稜を純化させてきた｡その立

場からすれば､ ｢日東事情とその教軌 が好むと好意ざるとに関わらず体現している a総体性 ｡統合性"～

その意味での 偶 領域性jなどは所詮は時代錯誤的であり､単なる俗人的雑事の集積に止まるか､諸個別 e

諸領域へと解体されていかざるを得ないかのどちらかであろう｡近代的個別知の僻別姓故の視野狭窄､個別

性故の知的限界が指摘されて既に久しいが､我々は近代的知の限界を超脱する新たな地平を未だ十分に切り

開き得てはいないOその意味では､ ｢汎領域性｣は ｢日本車悼とその教育｣が体現する困難の別名でしかな

いかも知れないoLかし言い得るならば､この `̀困難"を積極的な "手掛かり"として捉え返すことが.,と

りもなおさず r日本事情とその教育j の日本事情論的 ･学的展開のための橋頭壁を確保することに繋がるは

ずである｡それは､ ほ 本事情とその敦育｣が近代的知の手法では扱いきれない対象性を即日的に背負って

いるからであり,その ｢汎領域的対象性｣をいわば所与として､近代知の宿痢となっているところの個別的

諸領域への解体 ｡分解を防過しつつかつ専門主義的視野狭窄を克服しつつ､固有の対象性を確定していくこ

とで､r日本事情とその教育｣の積極的な可能性を切り開くことに繋がると考えるからであるOこうして ｢汎

商域性jなる "視角''は､学知の新たな視界を切り開く可能性を見据えようとする "深度"をも有すること

になるのである｡

2. ｢対話的協働性j :∬知的活動性の特質"に即して

さて､近代知批判の視座から見れば､ r日本事情とその教育jが即日的に試行しつつある知的 ｡教育的活

動形態にも留意すべき点が存在する｡本節では､その即日的形態に萌芽的に孝まれている傾向的特質を ｢対

話的協働性｣として､以下の三つの側面- すなわち､(I)"対話的交渉-交渉的対話"という学習者と教員

との固定的役割関係の変質可能性という側面､(2)"脱領域的共演的対話''という個別的専門諸顔域間の相互

批判的相互理解の可能仕という側面､(3)"専門的逸脱-領域的侵犯"という日本事情教育担当者個々人の視
野の拡大要請という側面- から論点を摘t出しておきたいと思うC

まず､第(1)の学習者と教員との関係の在り方に即して見ておこう｡日本語 ･日本事情教育の現場でよく耳

にする言葉に "学習者中心の授業"とか "学生のニーズにあった授業''というものがある｡もちろんこの発
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想自休は日本語 ｡日本事情教育の現場に限られたものではないし､また取りなてて新しい考え方でもない｡

しかし､日本語 ･日本事情教育の現場において "学習者のニーズの重視"が指摘されるとき､その背景には､

日本語 ･日本事情教育の量的拡大に伴う学習者の多様化という事態が介在している｡

学習者数の量的拡大は学習者の出身地域の多様化を伴い､自ずと学習者の母語 ･母文化 ･母社会の多様化

をもたらし､また言うまでもなく学習者個々人の学習動機 中日的､学習意欲､学習歴､基礎学力なども種々

様々に分かれる結果をもたらした｡教育現場としては､学習者個々人のニ-ズや欲求 ･要求にできるだけ的

確に応ずる授業 ･学習機会を提供することが､とりもなおさす学習動機を触発し､積極的な授業参加を促し､

学習内容の効率的な定着と更なる学習意欲の増進につながり､かつ､ニーーズに応じたクラス編成をすること

で教授法上の困難の軽減にもつながることを期待している｡他方で､ `̀学習者のニ-ズ"はそれとして了解

しつつも､ "教育上の要請 ･配慮"から学習者の納得を得つつ学習項目･内容を選定 ･配分する必要も生ず

るo更には､ `̀学習者中心の授業"と言われるとき､ "教師中心の授業"即ちいわゆる一方通行的な講義や

教師の独断的な授業 ･演習など､従来から一般に指摘されてきている教育の在り方の問題性をも念頭に置い

て､その反省に立って主張されてもいる(,翻って言えば "学習者の立場に立った授業"とは､教員や教育機

関が一方的に学習者の必要 ･要望 ･要求に迎合することでは勿論なく､"学ぼうとする学習者の立場''と "戟

えようとする教員の立場"との相互の理解と連携の可能性を標揺するものに他ならないO

ここに､教育内容､教育目的､授業方法など授業の具体的構成に関して､学習者相互間の "調整的対話と

相互の理解"を織り込みつつ､学習者と教員との閏に "対話的交渉"の余地が開ける｡教員と学習者とは､

この .'̀対話的交渉-交渉的対話'l'U)当事者として共に教育の場に参画し現場的協働連関を構成せ しめること

になるのであるが､それは教員と学習者との固定的役割関係 (周知のごとく､それは､往々にして機能的権

ノJ関係として顕在化し得る)の流動化の可能性を孝むものとして､積極的に捉え返しておくべきものと言え

るように思われる｡

がしかし､ ｢対話的協働性｣という横向的特質については､近代知批判の視座から見て､別の側面にも言

及しておかねばならない.,それが第(2)の "教員相互の対話的協働"の可能性である.,

日本語｡日本車情教育わけても r日本事情とその教育｣においては､先に見たように､その扱うべき内容 ･

項目が極めて多岐に渡る｡旧来の個別諸学問 ･諸領域を専門とする知的態度に馴染んできた教員達にとって､

である｡現場において模索されている対は:策の一つは､専門の異なる複数の教員が協力して複数領域に渡る

内容 ･項目をカバ-して教えるという方法 (授業形態)である｡俗に `̀総合科目形式'' "オムニバス方式"

などと呼ばれている方法であるが､この方式においては､異なる専門を組み合わせることで "一つのまとま

った講義''を構成しようとする｡ (日本語教育の担当者が直接関S･する場合は､学習者の日本語力を考慮 し

て､授業を担当する個々の専門領域の教員に語条リストやハンドアウトの作成を依頼したり､内容について

の理解を補うための予習 ･復習の機会を設けたりして､言語教育や適応教育の観点から配慮が為 されること

も多い｡)

その際考慮されるべきは､ "一つの講義としての纏まりの内実"であるO換言すればそれは､個別的諸学

問 ･諸領域のいくつかの単なる寄せ集めに止まらず､あるテーマについて､複数個別領域が問題意識や詩論

の視角などを相互に共有しつつ､相互批判的かつ相互理解的に協働する可能性一歴史､地理､社会､政治､

経済､文学､思想､宗教､教育､言語､民俗､風俗 ･習慣､科学や技術などの個別的諸領域の専門家達が､

とりあえずは r日本事情とその教育｣ (そしてそれは､学習者の母語 ･母文化 ･母社会との比較対照を念頭

に置くことで ｢日本｣を越えてグロ-パルな視界を有する)を舞台として "間領域的な対話"を押 し進め得

ることの可能性-である｡

この種の可能性の模索は､近代的個別知のパラダイムを相対化しつつ､学知の複合的 ･多焦点的な､ない

しは統合的 ･融合的な再編成の可能性を模索しようとする従来からの試みと通底しており､取り立てて新規

なアイデアではないはずであるDそして r日本事情とその教育｣は､その汎蘭域的特質の故に､諸個別 ･諸

領域に対してそれぞれの固有のヒュポダイムの自己劇扶 ･自己吟味を促しつつ､同時にまた､諸個別 ･諸領

域間の相互批判的 ･相互理解的な協働を促しつつ､新たな学知的パラダイムの地平を切り開く上でユニーク

な地歩を占めていることまでは主張できるように思われるo r日本事情とその教育｣にとっての問題は､い

わば自然発生的な,その意味で即日的な現在の状況を､ "脱領域的かつ共演的な対話関係の萌芽"として対

日化し得るかどうか､であるoそ して､この対白化の可能性を支える軸が､日本事情教育担当者に要請され

る `̀視野の拡ガ'という第(3)の側面であるO

学習者と教員との対話的協働と言い､また教員相互間の対話的協働と言っても､協働的対話を当事者とし

て媒介する者は円本事情教育の担当者諸個人に他ならないo先に､汎坂城性の故に日本事情担当者 と言えど

もその広範囲に渡る内容 ･項目を一人でカバ-し切ることはほぼ不可能だと述べたのであるが､そ してまた､

その対応策の一つとして総合科目形式ないしはオムニバス形式と俗に呼ばれている方式が採られる傾向があ

るとも指摘したのであるが､しかし､日本事情教育の現場の実億は､日本事情教育担当教員が一人で､多額

域に渡る内容 せ項目の某かをカバ如しつつ授業を構成するという場合がほとんどであるoLかも､日本事情
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教育の担当者の多くは日本語教育の担当者であり､彼らの固有の専門領域は､円本語学､日本語教育学､言

語学などを中心とLLつつも,歴史､文学､哲学､社会学､心理学､物理学､数学､動物学､などなど多様で

ある,,日本事情教育を担当する際担当者は_,_先に述べた,i:うな汎市域的な内容 i項目を漠然とではあっても

念頭に置きつつ､自らの固有専門領域から-一歩二歩と踏み拭すことを強いられる｡それは､とりもなおさず

他者の冠者領域の侵犯でもあるハ

日本事情教育担当者の多くにとって､この "専門的逸脱-領域的侵犯"vL)必要性は `̀重荷"である古がし

かし､日本事情教育に携わる者の立場から言えば､教員自らの固有の専門顧域についてならともかくも､指

摘されるごとく専門的知識にも素案にもかける幾多,33個別的諸領域に属する内容 ;項削こついて､授業にお

いて現実に言及せざるを得ない以上- もとよりそれは `̀必然的義務"ではないが､しかし､現場の実情が

強いる 占L現実的要請勺苛ではある… ､日本事情教育担当者は自らの弼有領域を逸脱する傾勤を抑止すること

は困難であるO

そして､彼らは､教育の現場- それほとりもなおさず対話的協働の現場に他ならないが--における実

践的要請に従いつつ.個別的諸領域の壁を越えた視野C')拡大を摸索せざるを得ない｡F対話的協働軌 の "堤

介的当事者-当事的媒介都'としてのほ本草情教育担当者は､個別的渚領域間の単なる媒介者 (オ-ガナイ

ザ一一一)でないことはもとより､単なる当事者でもなく､由らが汎領域的対話の可能性を体現L得る者として､

その意味において汎領域的な "対話的協働-協働的寿3謂"の具現者として自己規定されぞしかるべき者であ
るように思われるO

筆者の観るところでは､ `̀学習者と教員と,i)従来の役割関係/Jj同定控を超えた対語的協働p'と "教員相互

の個別的諸頗域の壁を越えた対話的協鰍'､そして くら僻滋の担当教員の視野U)拡ガ'という三つ瑚則面がも､

わば三位一体となってはじめても r対話的銘働性jが十全に起動し得る､}それ緩また､近代的額lq撒 ,3_摘 己

充足的傾向を蓋える専門主義的 L.禁欲主義的な排他柁#j殻に亀裂密生ぜしめ得る ろ古動転チタでもある｡こうし

て､ ｢対話的協働軌 なる "硯鮮'専)洩たち汎機械性なる視角と内的連関を保ち･つり,u近代如ajパラダIJlJ'ム

転換の可能性を見据えようとするも(J738こ勉ならないく.

3¶｢複合的機能性j …hJ教育的機能の特質胎毒三滴写して

｢日本事情とその教育｣の .r教育jに焦点を合わせつつ､その ｢複合的機能軌 に言及する段であるeu

本草情教育の複合的 t多重的な機能には､授業担当者の機能統御約役割季)含めて言及するべき多くの論点が

存するが､ここでは､官主ラ音語的運風力の強化という機能について､艶領域性と語頗論的な言語ljj運涌力の構

造的連接の可能性を含めて 優 し､その上で､(2)社会的順応力の強化という機能についてJ 1本事情教育の

"適応教育的性格''とその構造約諾契機を含めて言及し､さらに榊 封 ヒ的理解力の強化という機能について､
近代的知の在り方の変化の方向性をも探りつつ､最小限の論点を確認することにしたい｡

まず第(i)の機能であるが､-般論として､ r言語｣は､具体的な言語的コミ温ニケ-ションの場面におい
訂､ ｢表現者と理解者との "典範的行為"｣として機能しなければ､ r言語｣として存立しない=､しかや)､

この ｢典範的行為｣の十全な実現には､表現者と理解者とが当該言語圭体として共同主観化されていること

が前棟を戚すが､同時にかつて時枝が指摘した如き ｢場面の共有｣が可能でなければならない｡ ｢場面の共

有｣という事態は､しかし､言語的コミュニケか-ション場面におけるいわば "情況的意味"の共有の謂いで

あって､ただ単に物理的な空間的 ｡時間的場所における共存ではない｡従って､言うところの 占̀言語的交通

場融における情況的意味とその情況的意味に適合的な言語の運用形式との関係を捧系的に記述 申整序するこ

と"が､とりもなおさず "場面適合的な言語形式''すなわち "自然な言薬の使い方"を体系的に習得せしめ

る上での､言語理論的にも教育方法論的にも必要な作業となるはずである｡

言語的コミュニケーションの動態研究においては `̀学際的押な研究の進捗も見受けられるO日本語学や日

本語教育学もまた例外ではか ､oLかし､ r言語と場軌 の関係性における ｢場面｣それ自体の `̀社会的 〇

文化的な区分 ･整序"については､教育方法上の工夫に即してある程度の分類が試みられているとは言え､

体系的な分類 ･整理という意味では,事実上ほとんど手つかずの状態にあるというのが実態であろう｡ ･rE!

本事情｣は先に述べた `̀汎領域性''の故に､そしてまた日本語教育 (言語教育)との現場的一一体牡の故に､

上述したような ｢言語と場面｣の系統的な関係性について積極的な立言を行い得る有利な立場にある｡しか

も､ ｢言語と "場面"｣の相互関係は ｢言語と "文化''｣の相互規定的関係性に関わる諸問題をも見通しう

るものであり､従って ｢日本事情｣は､従来の言語論や言語文化論あるいは日本文化論やコミェニケ-ショ

ン論､さらには社会学や心穫学また哲学などと課題領域の一斑を共有しつつ､ ｢言語と文化｣に関わる伝統

的な間層群に対しても､独自の利点を生かしたアプローチが可能な立脚点を有していることまでは主張しう

るo ｢日本事情とその教育｣の学問的射程はこうして､単なる日本語教育の動機づけや特徴的言語表現の背

景説明に手がかりを与えるといった域をはるかに超えて､ "言語の社会的 ･文化的存立性''をもその圏内に

捉えることになるD- この種の `̀原理的問題"を背後にひかえつつ､｢日本事情とその教育｣は､ rある

特定の言語形式によって適合的に表現 ･理解され得るところの､表現主体と理解主体とによって共有された
場面に "宿る"ある特定の意味Jを体系的に整序しつつ系統的に提示するという点において､ `̀場面適合的
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な日本語形式の運用訓練''と密接に連動する実践的な機能を担うことになるu

そして､この "場面に合った自然な日本籍の運用力沖は､学習者の社会的 ･文化的 ･日常生活的な "lt:接

力ないしは適応ガ'に対して促進的 ･抑制的にも機能することで､すなわち第(2)の機能につながる｡- 日
常的な生活の場において "聴き取り巧､ "読み取り"､ "感じ取り''得る自覚的情報の多寡や密度は､多く

の場合､さしあたっては "言語的な能力''に依存すると言って大過ないとすれば､日本語能力がいわゆる初

級 ･中級レベ/レの､あるいは中上級レベ/レ以上の学生ですら､極めて限定された情報環境に置かれていると

言っても過言ではないO- 留学生教育に携わる者として､まずはこのような "彼らにとっての日常的生活

世界の実情"を踏まえつつ､社会的な "情報不足"やそれ故の "適応不全"の可能性を考慮する必要がある｡

｢日本事情とその教育｣が､この "限鮭された情報環境"を補うべき立場にあるかどうかは議論の余地があ

るが､現実には, r日本事情とその教育_Iが､言うところの "情報環境の限定性"を和らげるべく一定の機

能を果たさざるを得ないことも否定すべからざる実態であるO

そして､ "学生にとっての限定された情報環境-彼らにとっての日常的生活世界''を踏まえた授業を心が

けようとする限り､おのずと学生と教師との､そしてまた学生どうしの "対話" (交渉的対話 対̀話的交渉)

が求められることになる｡どのような具体的な授業形態を採用するかにもよるが､ ｢対話的協働｣を体現す
る授業空間においては､教師と学生そして学生相互の比較的自然な "対人関係の場''の成立を企図すること

が可能である｡もちろん､ "授業における対人関係''という意味で､また "時間的に制約された協働関係''

であるという意味でも､言うところの "対人関係の場"は-定の方向性や特質の枠内に納まるように "コン

トロ-/レされた場ガではあるGしかし､この種の授葉形憶において形成され得る `̀対人関係の場''は､いわ

ゆる発見学習的な "刺激のソ-ス"として機能し得るし､r日本事情｣の学習契機や動機づけを触発する "坐

の情報源"としても､ r日本語｣の運用力強化のための "生の機会"としても機能し得るOまた､それらの
諸機能が複合することで､留学生の限定された情報環境を補い､人間関係の狭さや適応不全を補 う u一種の

プレ由カウンセリングの場"としても機能し得るというように, "日常生活-のスムー-ズな順応 ･適応"杏

助けるための様々な機能が体現され得る0

第(3)に､ ｢日本事情jの授業においては､日本の事柄をそれ自体として教えるのではなく､目的としてで
あれ手段としてであれ､留学生の母国の実情との `̀相互比較"が重視される傾向が強いC珍しい話が材料を

豊富にし､学生の興味を引き､授業に活気をもたらすというだけではないく, `̀比較"が留学生の持っている

先入観や固定観念を相対化し､日本や日本人､あるいは日本の文化や社会についての理解を促し､同時に彼

ら自身の母語 ･母社会 ･母文化についての対象化をも促す｡
そして､この "相互比較" "自己相対化" "自他理解''の可能作を支える重要な契機として､先に述べた

"｢視野の拡大｣-の志向性"をあげることができるo筆者としては ｢視野の拡大｣を ｢空間的 ･地理的視

野の拡大j｢時間的 ･歴史的視野の拡大｣｢領域的 ･学問的視野の拡大｣という三つの視軸に即 して考えよ

うとしているが､ともあれ､この ｢視野の拡大｣を自覚的に試みることが､大量の生情報の中から自らの問

題を課題として設定できる ｢問題発見能力｣､発見した問題を批判的に吟味 ･検討できる ｢問題考察能力｣､

そして未知の問題情況に対して柔軟かつ積極的に対応できる r問題対処能力｣を演義する立脚点を与え得る

ように思われる｡- 異社会で大過なく過ごしていくための単なる "順応 ･適応''ではなく､また異文化の

単なる知的な理解に止まらず､具体的 ･実践的な場面に於いて, "相手の立場に身を置きつつ､相手にとっ

ての情況 ･世界を追体験し得る想像力-創造力と､それが相手にとっては紛れもない ｢現実j であることを

許容できる柔軟性"を獲得するという機能- この機能はまた､ ｢日本事情とその教育Jの捉え方､ひいて

は教育そのものの在り方を､従来の "知の伝達を専ら旨とするあり方"から "複合的な日常的生活世界のそ

の都度の関係の場を自らの関心に応じて言説化できる能力の養成を目指すあり方"へと押し進める重要な契
機をも卒んでいるはずであり､さらには､この `̀知の伝達から場の言説化能力-''という "知の在 り方の変

化の方向''は､近代知の個別性､個別性故の視野狭窄､視野狭窄故の知的な限界性を超え出る重要な手掛か
りの一つを示唆しているようにも思われる｡

能を含みつつも決してそれにつきるものではなく､他方において､近代的個別諸領域 ｡諸学問に分解せ しめ

てその入門的 ･初歩的内容を扱う機能を有しつつも､これまた､決してそれにつきるものではない｡この即

日的な "過剰性"が､自然発生的とは言え如何なる前捉諸条件に因るものであるのか､さらに､その `̀過剰

牲"それ自体が如何なる内実を有しているのか,そしてこの "従来の発想に対して過剰であること"が如何

なる学問的地平を拓きうるのか,といった問題については機会を改めて論点を提出することにせ ざるを得な
いが､ここでは､とりあえず､この "過剰性"- すなわち､日本語教育という第一の額域に対 しての過剰

性､並びに､近代的個別諸学問 ｡諸領域という第二の領域に対しての過剰性､この二重の "過剰性"- に

徴して､ ｢日本事情とその教育｣の "第三街城性"を点描し､よってもって ｢日本事情論-の挽角｣を提起

得たことにして､稀を閉じることにしたいと思うQ
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