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はじめに

教師の判断や行動を支えるものの 1つに､｢教師とは､学習者 とはこうあるべきものだ｡｣

｢外国語の学習 とはこうあるべきものだ｡｣とい う､その教師 自身が持つビリーフスがある｡

あるカテゴリー内 (例えばハンガ リーでの日本語教育界)における教師集団や学習者集 団

のビリーフス傾向を調べ両者を比較検討すれば､そのカテゴリー レベルでの問題点な ども

見えてくるだろ うし､個々の教師が自身のビリーフスを知 り､他者 との比較などを通 じて

それを客観的に見ることができれば､自身の気付きや成長にもつながる｡

日本語教育の分野では､これまでビリーフスの調査方法 として Horwitz(1987)が開発 し

た BALLIが広く利用 されてきた (岡崎 2001など)｡先行研究の結果を見る限 り､同調査法

は､ある集団におけるビリーフスの傾向を調べる装置 としては十分に機能 していると思わ

れる｡ しか し同時に､回答の不安定性や不確実性 も指摘 され (小池 2002など)､個々の ビ

リーフスを計る装置 としては不安も残るO-方､szivak(2002)はビリーフスを調べる方

法として ｢認知マ ップ｣｢レパー トリー･グリッド｣｢メタファー｣の利用を挙げているが､

特にこの中でも ｢メタファー｣の分析を個々のビリーフス調査に適 している方法 として重

要視 している｡

私達が言葉を使 う時､何気ない表現の中にその人の感情や理論を含んだ無意識のメッセ

ージが入 り込んでいることがよくある｡これを分析するのがメタファー分析である(Vamos

2001a)が､ビリーフス調査 としてのメタファー分析の有効性は ｢ビリーフスは感情的､認

識的､そ して挿話的 とい う性格を持つが､言葉ではっきりと表わす ことが難 しく､それ ゆ

えメタファーとい う形で現れやすい｡｣とい う考えに支えられている｡(Szivaketal)

ハンガ リーでは､ 日本語学習者 ･日本語教師を対象に 2002年 4月に BALLIを使用 して

のどリ-ブス調査が行われたが､これまでメタファ-分析を通 じてのビリーフス調査は行

われてこなかった｡そこで 2003年 6月に､ハンガ リ-の中等教育機関で 日本語を教 える教

師を対象に､同分析を用いたビリーフス調査を行った｡

1｡調査概要

今回の調査では質問紙法を用いてメタファーを収集 したD質問紙法を用いてのメタファ

ー収集手段 としては､｢学習 とは ( )のようなものだO｣ とい う文の括弧の中に好 き

な言葉を入れてもらい､その理由について記述 してもらう方法がよく使われる｡ しか し､
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今回は Vamos(20Oib)に従い表 iのような質問表を作成 して､空欄に思い付いた語を書き

入れてもらい､その理由も添えてもらうとい う方法を採った｡

表 1) メタファ-調査表

森

メタファ-ゝ調査の特徴も欠点)として､回答率 の 少 な さ が あ るCそ の ため調査表では Ety,T畠mGS

タファ叫としてまず置いた()そ して了 ~学 ん だ り､道具として使用 した りする｣点で､外質

語 と関連がつけやす い ｢垂 ｣ と , 関連が つ けにくい ｢森｣を ｢外国語｣のメタファー とし

て置き､それぞれでのメタファ､一一一一の現れ 寿の差 も見ることに したO尚､｢堂 鱒 日 外 翼 語 ｣J i,_′ヽLL ｣

両質問表 とも自由記述欄 も 3つ設けたく)

この調査表はハンガ リ-の高校 で常勤あるいは非常勤教員 として Ej本語を教えている全

摘 名の うち.,稿者を除いた 号3名 巨＼ ン ガリ＼L-1 某も 7名､ Ei本人 6名)に送村 したが､この

うち 目 名 (ハンガ リ-人5名､ 日本人 5土呂)から回答を回収することが で き たO

2.調査結果

｢学校-劇場｣｢外国語-車 ⑳森｣に関しては ま1名が､自由記述欄に関 しては (｢学校l

｢外国語｣のいずれ も) 7名が回答 した｡

表 2で示 した ｢教師｣と ｢学習者｣のメタファーを眺めるだけでも､目 名のビリーフスに

はそれぞれ差異があることが認められるが､ここに ｢学習｣や ｢教師の役割｣のメタファ

ーが加わると､このバ リエ-ションは更に細分化 されるOこれは自由記述でも同じであり､

ビリーフスの多様性は､教師観や学習者観だけではなく､それに常連する形で学習観や言

語観などでも見 られる｡

例 1)｢教師｣ と ｢学習者｣のメタファーから見える ｢学習者 自律支援志向性｣

･学1好でl)i卓彦が=+黍で あ ク､草野g)慶 らのための 邑のでダTo東二才である教膠ぼ歯牙恵停

/=腰好̀/T道男をj労L,登産を助ノブまiTo

･卓がljyGpffだtするt､卓■を好っTG薗腰までたどク着 こうどすaのが遷素:手 ｢草野#)

だt孝ままL,71-0逆の クの遜中で.音顔や髪膚 邑必要な膚があ クまFo それが三軌野の倉賓

F'=な aI/Efいます0
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表 2 r学校-劇場｣｢外国語-車 e森｣における ｢教師｣｢学習者｣のメタファー

学校 教師 学習者 外国語 外国語教師 外国語学習者

劇場 監督 l 役者 li 森 雨 なえ木

裏方 日光

役者 観客 道具 (斧) 人間

ガイ ド ハイカー
外国語 外国語教師 外国語学習者 案内板

車 I 教習所教官 教習者 山林監視人 I 木

ナ ビゲーター 運転手 森林の生物交通標識 若手植物学者

整備士 動物の親 動物の子

運転手 乗客 Li

エンジン

ガ ソリン パーツ

修理工場長 修理工

例 2)｢教師｣ と ｢学習者｣のメタファーから見える ｢コン トロール志向性｣

e 学歴 z̀iitAy夢な ら､教節ばPZ監督lr恵クまダ㌔ 監 督 (#BE)接岸̀者 ｢草野者) を好摩■L,､密

着Aj瀞を虎き彦いようlrLます;

･運を手 (#BG)が い凌げj7,ぽこ卓接/艶碧L,ませ尤/o そL,T､.宕aためlri夢番手Ifノ､ン/i/I/i/

をこ揮ってタイヤ ｢字音7着ノ をコン トロール L,なげjL,ばを クませA/o

例 3) ｢教師 ･学習者｣のメタファーは同じだが､その位置づけに差が見 られる例

･ガイ F''｢教紡ノば戯＼行者 ｢草野者)が8分 で超■バ/で行けaよう磨虜 L,I/才府だげ題示 す

べきで腰屠安産 57っ窟 っていった クLでぼいけませんo

･/ガイ iI'(教G5)は尿行者 ｢草野者)を磨才乙て歩 (のが倉事 です1 ノ好行者/ゴノガイFtlの威 野

に庄1着Lなければ/jクませえ/o

例 4) 自由記述で見 られ る､ビリーフスのバ リエーシ ョン例

･学超tが病1好だ tすat､そこで姦 H薗いていBのが歴者 (量産) で､tt一事ぼ姦HのL,-静粛

と孝之ま L,た0度者 と一腰 にいて貞々サボ- jhするのが/看屠士 ｢#BD)の段Hと孝之 ま

::1;'rt

e 学歴◆が監二獄で､弓軌野ば看 守､草野者〆まノ野̂ ､草野/i腰 好 で､教師の倉者ぼ新顔 ･虜Gyで

す｡ こわば ちょっと･屠い付いただけです去 ,なんか こんな 畠のが浮 かん できま L,,7tro

また､このビリーフ スの多様性は教師間だけではなく､同一教師のメタファ-か らも読

み取ることができる｡Harmer(1991)は､メタファーを利用 して ｢コン トロール志向性 ｣ か

ら ｢支援志向性｣までの教師のタイプ分けを行っているが､これに本調査の結果を重ねて
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みると､個人差はあれ ど全ての教師のビリーフスに揺れがあることが うかがえるO

表 3 Hamer(199i)の教師タイプ と､メタファ-分析による個々のビリー-フス

(コン トロール)
伎 援 ) ぎ

B

独裁者 批判家 検査官 監督 70ロンでタ- ハローけ- アド八やイ軒一百科室飽

(コントp-lV) (修正) げ ス ト)(コザ ィヾネ-ト)(励ま し) (参加 ) (アドハナイス) 伊-E､､ス)
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尚､表 詔 を見ると､-一般的傾 向 と して日本人教師の方 が - ン ガ リ-ゝリ＼教師より支援志向

にあることが わ かるuしか し個人 レベ ル で見ると了､ンガリ-人教師は Ej本人教師 と比 べ ､

教師間でのピソ-ブスの差異が大きく､､必ず しもすべてのハ ンガ リ-入教師が 日本語教師

よりコン トロ-ル志向ではない とい う事実が浮かび上がって くる｡

3C今後の取 り組み

教師間でなぜ ピリーブスの多様性が起こるのかD表 3の結果､特に教師間でのピソ-フ

スの差が大きかったハンガリー人教師を対象に､①年代､教授年数②勤務先である学校 レ

ベルでの 日本語ニーズ (卒業試験など資格試験合格を目指 したカ リキュラムに縛 られてい

るのかそ うでないのか)､③ 日本での滞在経験や教員養成プログラム参加の有無などについ

て調べてみた｡プライバシーに関する問題もあり､各教師の①～③の情報をここで公表す

ることはできないが､結果 として､そのいずれも教師間のビリーフスの差異を生む決定的

要素 とは言えないことがわかった｡

Falus(2001)は､ビリーブスは経験か ら得 られる ｢実践的知識｣と強 く結びついているこ

とを指摘 している｡ とい うことは､個々の持つビリーフスについて知るためには､ メ タ フ

ァーなどを通 じて表に出てきた ビリーフスや個人を取 り巻 く環境 について分析するだけで

はなく､｢実践的知識｣を得ることとなった経験についても考える必要がある｡しか し､こ

れを調査するには質問紙法では限界がある｡今後は面接法を用いたライフ ･ヒス トリー研

究的な調査方法 も､視野に入れ る必要があろ う｡
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また､本調査の結果から､個人内レベルでのビリーフスにも揺れがあることがわかった

が､表 3で示 したビリーフスの揺れ幅は､あくまでも本調査での回答のみから導きだ され

たものにすぎない し､ビリーフスの多様性は ｢コン トロール志向の強弱｣ とい う1方向の

揺れだけで説明できるものでもない｡例えば､Bardos(2000)は､｢教師が立つ舞台では､教

師は監督にも､プロンプターにも､学習者と共に参加する役者にも､裏方にも､そ して､

自分の演技を見る観客にもな りえる｣と述べているが､この うち､自己観察者 としての教

師とい うものは､｢コン トロール志向の強弱｣とい うスケールの中に当てはめることはでき

ないO今後､個々のビリーフスについて更に考える際には､ 1つの調査手段や 1つのスケ

ールにこだわらない広い視野が必要 となろう｡
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