
ファンクショナル 専アプロ-チ

-文法の取り扱い方をめぐって -

メルボルン大学 阪本 ･ヒ-リー順子

U はじ衿に

ウ-i-JjT-l'卜fF一徳かに口本譜コミュニカテ fブ ･アプロ-子が語学教育界に登場して久しいV ー/Ai.V う(-r,Iし/)ミ′Fll

教育にも取り入れられるようになったが､日本ではそのアプローチに対して賛同する人ばかり

ではなく､かなり強い反発もうかがえるO(注1) コミェニカテイブ8アブ｡7-チはその名前が

示すように 『アプロ-チ』であり､オーディオ bリンガル .メソッドのようにある特定の言語

学､心理学理論を背景に持っていない故に､その意味するところは人によって違ってくる｡

特にーコミュニカテイブ ｡アプローチは文法を 『無視』bあるいは 『軽視』す7Jという見方

をする傾向が往々にして見受けられるo輝かに 監rashen(1L)82)のいう､文法はF=Fらの発話が間

違っていないかをチェックすることはできるが､第二善譜獲得 描rasheriのacquiS血うilという用

語の使い方を他のそれと区別するために､ 『獲得』と訳しているので､それに倣う.｣ には寄与

しないという説は､当時､文法を中心に教えていた教師にシヨツ/,Yを与えた｡筆者もその--人

であるCこの Krashenの説を信奉する余り､全く文法を教えないか､或いはクラスでは教えな

いという人がいる｡ しかし､初期のレベルで fF言語形式』を教えるべきだとする意見もある｡

t注23

現在の世界の第二言語習得理論の主流は Krashe王1説を支持しない傾向にあるが,文､単軌

文法が習得に寄与するという結果が出ている訳でさまないoむしろ､ ドイツ語の言語習得の過程

を研究した結果など娃依然として､いわゆる"forma一teaching"の役割を否定する傾向にある｡

しかし､ヨーロ ､ソバ語中心の言語教育の中から生まれた理論やアプローチなどをEj泰語のよ

うな言語教育に応用するときは､理論のみだけでなく啓論を実践に移す必要がある｡実践なく

して理論だけが一人歩きしてしまうと､現場の日本語教育からは､そっぽを向かれてしまう｡

l コミュニカティプ ･アプローチの導入の背景

ここではオーストラリアの中等､高等教育レベルの日本語教育を簡単に述べ､コミュニカ

テイブ ･アプローチを導入した諸事情についてふれる｡

ii. 中等教育と高等教育の日本語教育

オーストラリアでは中等教育レベルの日本語教育が非常に盛んであることは周知の事実であ

る｡オーストラリアでは､日本と違い､それぞれの州の教育省がその州の教育方針を立て実施

するので､国全体のことを一概には言えない｡しかし､コミュニケーション能力習得を目的と

して､コミュニカテイブ ･アプローチを採用しているところは多いO筆者が住んでいたクイー

ンズランド州ではファンクショナル ･アプローチを中等教育の外国語の教授法として採用して

いる｡
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このようなアプローチで外国語を学習した学生が大学に入ってきたとき,そこでの教授法か

伝統的な文法中心の教授法であったりすると､少なからず､教師と学′壬三双13-に不満や問題か起

きる｡

又､オーストラリアの英語教育は長い間､伝統的な文法教育をして来なかった為.学′暮二通の

文法知識はすこぶる貧弱であり､母語の文法もよく知らないのが多いOこのような学′Lに日本

語の文法を教えるというのは､時には非効率なことである｡

中等教育で教えている教師の多くは､最新の言語教育理論を教師養成課程で学び､教授法の

知識という点では､ときには大学で語学教育に携わっている人間より進んでいる者が多い｡特

に､オーストラリア人教師はコミュニカティプ ･アプロ-チに賛同する者が多い｡

高等教育機関の日本語教育の内容は大学によって､異なるので､これも一概にはいえない

が､コミュニケーション能力習得に重点を置いた教え方をしている所は増えている｡筆者が教

えたクイーンズランド州のグリフィス大学ではファンクションを中心にした教え方で日本語を

教えていたが､そこから移ったメルボルン大学でも､新しい日本語コ-スの誕生にあたり､特

に､学生のニーズに応えるため 『ファンクション中心の教え方』で日本語を教えることにし

た｡

i2.学生のニーズとコミュニケーション能力の習得

1991年にメルボルン大学の日本語学習者の動機､目的､ニーズなどを調査したが､日本語学

習の動機で一番多かったのは､ 『日本語で日本人とコミュニケ-ションができるようになりた

い｡』ということであった｡

1970年代の日本語学習者は今の十分の-ぐらいで､学習の目的も日本文化や文学に関心ある

ので､日本語を勉強しているというのが結構いたが､最近の学生の動機の中で 『就職に有利だ

から』というのが目立つようになった.更に四つのマクロスキルの中で､特に､どのスキルの

習得が目的かと言ういう問いには､ 『話すスキル』と答えた者が一番多く(『話す』と答えた者

の中には､同時に､ 『読み､書きのスキルAの習得を希望している者も含まれる.)『役に立つ

日本語』というのは 『話せる』ということらしいD要は､学習動機､目的は異なっても､80年

代後半から90年代の学習者の殆ど全部が日本語を勉強すれば､日本語でコミュニケーションで

きるようになるということを､当然のように期待していることである0

ここで問題になるのは､従来からの 『文法中心の教え方』でコミュニケーション能力習得が

できるかどうかということである｡それまでは日本に行かなければ､そのような能力は身につ

かないと言って逃げてきたが､もうそういった弁解は通用しなくなった｡所謂､ 『外国語とし

ての日本語教育』の環境下でも､教え方次第で､ある程度までコミュニケーション能力の習得

が可能であると考え､その能力の開発を焦点にした教え方を模索することにしたO次の 2.1.と

2.2.で文法中心とファンクションを中心にした教え方について論じる｡この論点の詳細につい

ては､筆者のグリフィス大学の元同僚である加藤英司氏の論文を参考にされたい｡

2. 文法を中心としたアプローチvsファンクションを中心にしたアプローチ

ここではなぜ従来の文法中心としたアプローチからファンクション中心の教え方に移行した

のか､各々のアプローチの是非についてのべる｡
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2.1 文法を中心にしたアプローチの是非

従来までの文法中心にした教え方は､言語形式､文型の定着という点からみれば､効果的な

教え方であるO先ず､言語形式変換のルールが捷示された後､パターン･ブラックテイスなど

で練習し､会話練習 も既習した文型､語桑に新しい課の語桑､文型を組み合わせて作ってあ

るO教える側にとってはどの課で､何を教えるべきか､はっきりしていて､完全に教師がコン

トロールできるので､教えやすいoこれが､コミュニケーション伝達に重きを置いたクラスだ

と､学生各々が吾いたいことを言うので色々な形式が飛び交い､教師はコントロ-ルするのに

大変であるO伝達能力習得に重きがあるので､形式が正しくなくても､訂正することは余りな

い｡どこまで訂正し､どこまでピジン柁現象を容認するかは議論のあるところであるが､ここ

ではそれに言及しないO

言語形式が同じだという理由で､ 『意味』を全く無視して幾つかの違った用法が導入される｡

或いは-意味がよく似ているという理由で幾つかの違った言語形式が提示されるD

これは学習者にとっては､文法事項はたくさん習ったが､それをどのようなコミュニケ--

ションの場で使えばいいのか分からないということになるOつまりt 『何のために､どのよう

な場で』既習した言語形式を使えばいいのか､明確に教えられていないということであるじも

し､:コミュニケーション能力発達が目的であれば､このような 『知識の詰め込み』は言語知識

の習得にはなるが､コミュニケーション能力の習得にはつながらないひ

又､どの文型がコミュニケ--ションに必要であり､所謂､文法の難易度で提示されている順

序も第二言語習得という観点からみて正しいのか､分かっていないO残念なことに､まだその

ような研究結果が出ていない現在､こうあるべきだということは言えない｡

22 ファンクションを中心にしたアプローチの是非

人は他の人とコミュニケー トしたいとき､目的があってするものであるOつまり､喜び､怒

り､感謝､依頼などの意を伝えたいためにするのであって､それを表すためには適当な言語形

式を使わなければならないO正しく意を伝えたいためには､相手が理解できる､正しい言語形

式を使わなければコミュニケ-シヨンは成立しない｡つまり文型はコミュニケ-ション能力習

得にはかかせないものの一つであることを再認識し､言語機能､即ちファンクションと文型の

関係を明確にすることによって､コミュニカティプ ･アプローチの中での文法の位置づけを

はっきりさせるO例えば､ 『依頼』を日本語でどのように表現するのかを初級の学生に教える

とする｡幾つか文型が考えられるが､初級の場合は 『て形+下さい』が妥当であろう｡ここで

は動詞の 『て形』の練習が必要になってくる｡その練習の仕方は色々あるだろうが､機械的な

練習でもなるべく学生中心でやらせたい為､クラス内ではペアでお互いにチェックさせたり､

クラス外ではコンピュータで自習させたりして形の定着を図る｡その後は､ロールプレー､シ

ミュレーションなどのアクティヴイティを取り入れて行く｡コミュニカテイブ ･アプローチの

中で､オーディオ ･7)ンガ11,I･メソッドで使われた文型練習は一切やって扱いE,ナないとする人

がいるが､何らかの形で､どこかで (クラス内かクラス外か)言語形式の定着の練習が必要に

なってくる｡

このようにファンクション中心の教え方をしていくと､従来の文法中心の教え方の教科書で
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カバーされる文法項目のすべてが､一年間のコースでできないことと､ある文法項目がファン

クションで網羅されないので､困るという意見が出てくる｡これは考え方の違いから出てくる

ものである｡先ず､何を根拠にして､そのような文法項目が全部教えるべきだとするのか不明

である0-年間でこれだけ教えるべきだという､何時の間にか､できあがった既成概念をその

まま信じている故に､又､他の機関でカバーしているのにうちでできないのは､擦準を下げる

ことになるという理由だったりする｡これは､全く､ある文法項目を教えること即､その文法

項目習得 とみなしているからである｡長い夏休みの後､習った (習得した?)はずの文法を

又､もう一度やり直さなければならない纏験を語学教師であればしているはずであるO根本的

な問題は､一年生の教科書に出てくる全ての文法項目が初級のコミュニケーション能力習得に

必要なのかどうか､検証されていない今､このような考え方に固執するのはおかしい｡コミュ

ニカテイブ ･アプローチで教える以上は､文法中心の教え方からの面の切り替えが必要であ

る｡実際の話､この 『問題』は､各々の機関内で､調整できるものである｡要は､カバーでき

なかった文法は､別の時期に導入していけばいいという柔軟な考え方をしなければ､この教え

方で教えられないということである｡

3 実践復の反省

ここでは､実践後に出てきた具体的な問題点を取り上げる｡

31.教師のもつ教育観

あるやりかたで教えようとするとき､たとえ教師一人一人全部がそれに賛同していても､ア

プローチに対する各々の理解の程度､各自の持つ､過去における外国語習得潅験などが微妙に

からみあい､時にして､かなりアウトプットは違ったものとして出てくる｡特にグループが10

もあるようなコースだと､一人の人間が仝グループを教えられないのでチーム ･ティ-チング

の形をとる.そのような場合､コース責任者がアプローチに対する明確な理解をもって指導し

なければ､全体がうまくまとまらない｡事実､･日本人教師は自分が受けた外国語 (大抵の場

合､英語)教育､国語教育の纏験から抜け出せず､新しいやり方のつ もりでも 『古いや り方』

の枠組にセらわれてしまう傾向にあったDそれに反して､最近の教授法の知識があり､新 しい

やり方で教えたいと意気込んでいる若手の教師が大変批判的になるという事態がおこった｡こ

れに対処する為に､全教師を集めてワーク･ショップを行い､意見の調整をして､アプロ-チ

の徹底化をすすめた｡

これと似たことはグリフィス大学でも経験したが､オーストラリア人教師のほうが新しいも

のを受け入れることに対して､柔軟な態度で挑んだが､日本人教師は意識的､無意識的にも

『古い殻』から脱出して､違った目で見ることが困難なようであった0

32. コミュニカテイブ ･アプローチ評価方法の問題点

コミュニカテイブ ･アプローチである以上､学習者のオーラ/レ･パーフォマンスを測定 しな

ければならない｡オーラル ･テス トの比重は 『文法の知識』を重点とした筆記試験よりも当嫉

大きくなければならない.しかし､現実の問題として､オーラル ｡テストは筆記よりも時間と

手間がかかるものである｡200人も学習者がいる場合､筆記であれば200人収容可能な部屋に学

生を入れて一度で実施可能だが､オーラル ･テストとなると､一回のテス トに一人当たり10分
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費やすとしても､2000分､33時間もかかってしまうoこのような大人数のコースの場合､オー

ラル ･テストは教師の負担が重くなるO教育的にみて､頻繁に行いたくても現実的には大きな

時間の制約があってできない｡ペアやグループでやったりして時間の壁に挑戦しだが､大幅な

時間の削減は難しい｡

4.今後の課題

ファンクショナル ･アプローチで日本語を教えてみて､問題はあったが.コミュニケーショ

ン能力習得には､特に初級のレベルでは有効なや り方であると思う｡ただ､今後､コミュニカ

テイブ ｡アプローチの中で文法の取り扱い方をどうするかを研究していかなければならない0

4.呈 文法の取り扱い方

Tohsaku(i991)の実験でも､コミュニカティプ ･アプロ-チの中での文法の扱いを初期の段

階から再検討する必要性を指摘している｡それによれば､ 『外国語学習の初期においては､文

法に集中することが コミュニケ-シヨン能力の向上に必ずしもつながらない』 としなが ら､

軒読む能九 番(能力を芦転 させるためには､文法が重要な働きをしているU 』 lllP.fu19)

ファンクショナル ･アブローヰ をE3本語教育に取り入れた暗に､従来までの文法の提示を見

直し､ファンクションとの関係で新しい位置づけを試みた0

実､ま99i年の7月に開かれた英国応用音譜学会の会議で嫁､ ど-Grai,A甘言1ar藍)どtheSS00ndiATiiguELge

Classroomifというテ-マで 第二言語教育の璃場での文法のあり方について､活発に議論が交

わされたモ『文法の働き』を重視する人の中で､韓EIこ_McLa喝hlirl(1987)やSchmidt日99())な

どはKrashe皇1の説に真っ向から挑戦している凸

このような情況下を鑑み､コミュニカティプ 可アプロ-チを採用した日本語教育に於でも､

文法のあり方について､もっと活発な議論が両わせな狩ればいけないと考えるC

ただ､これは大きなテーマであり､ここではこれ以上言及できないので､別の礁会に語るこ

とにするO

注

(注目『日本語教育』73号 (且99i) の特集の中に掲載されている､吉川武時氏の 『コミュニカ

テイブ ･アプローチについて』と松岡弘氏の 『コミュニカテrプ ｡アプローチを駁す-

ソフト化社会の理念なき教授法』を読まれたし｡

(注2)コミュニカティプ ･アプローチを提唱している人の一人である Bmnfit(1984)は初級レベ

/レでは､言語形式に重点を置いて教えるべきだといっている｡
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