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1. はじめに 
	 本研究は発表者の長期エスノグラフィー研究を、学習者のアイデンティティに

焦点を当て事例研究としてまとめたものである。長期エスノグラフィー研究では、

発表者が日本語初級・中級クラスで行ったジャンルに基づいた読み書き指導を記

述し、学習者がジャンル学習でどのような意味交渉をするかを考察している

(Kawamitsu, 2015; 川光, in press)。本発表では、まずジャンルに基づいた読み書き
指導の概要を紹介し、ポスト構造主義的視点：「想像の共同体」と「投資」(Norton 
Peirce, 1995)から、学習者のアイデンティティとテクスト生産の関係を考察する。 
 
2. 研究背景 
2.1. ジャンル理論を用いた読み書き指導「ジャンルアプローチ」とは 
	 ジャンルに基づいた読み書き指導では、テクストのタイプとコンテクストの関

係を文法を通して明確に示すアプローチが取られる。ジャンルによって変動する

文法を、読む活動を通して教師と学習者が一緒に分析し、そのジャンル内の言語

使用域を見つける。言語使用域とは、機能言語学者MAK Hallidayによって提唱さ
れた、意味が交換されている環境を解釈するのに役立つ概念的枠組みである。言

語使用域は「言語活動様式」「役割関係」「伝達様式」の三つの局面があり、そ

れぞれ異なった焦点をもった文法で意味が実現される。具体的には、「言語活動

様式」はテクストの中で起こっている事柄や行われている社会的活動の本質を指

し、他動性、つまり、動詞の種類(運動的、精神的、行動的、所有的等)、その過
程の関与者・関与物(名詞、名詞句、形容詞等)、それらと結びついた環境要素(時
間、原因、所作等)、が意味を実現させる。「役割関係」はその社会的活動に誰が
参加し、その関与者がどのように関係しているかの本質を指す。申し出、命令、

陳述、質問といった発話機能や、具現化される態度、判断、評価を形成する言語

局面に焦点が当てられる。最後の「伝達様式」は言語に与えられた役割の本質を

指す。主題、情報、テクストの結束関係が意味形成され、言語の役割によって生

まれる違いが具現化される局面である。これらの三つの局面はそれぞれ独立した

ものではなく、相互的に関係している(Halliday & Hasan, 1989)。 
	 ジャンル理論は一般的に、言語使用域の上位区分として、つまり言語使用域を

含んださらに抽象的なものとして理論づけられている。ジャンル理論提唱者の

James Martinの記述によると、ジャンルは「ステージで構成され、目標指向であり、
社会的過程である」と定義されている(Martin & Rose, 2008)。社会的過程とは、人
は他の人とジャンルに携わり、目標指向とは、人々はある目的を達成するのにジ

ャンルを使うという意味であり、ステージ構成とは、目的を達成するのに幾つか
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のステージを用いるという意味である。ステージ、目標、過程はジャンルによっ

て異なり、言語使用域を通して実現される(Martin & Rose, 2008)。 
	 本質的に、ジャンルアプローチ(以下GBA)では様々なジャンルを言語使用域の
三つの局面から比較し、似ている部分、異なっている部分を見つけ、その活動で

得られた言語使用に関する知識を自身のテクスト産出に結びつけることを目的と

している。具体的には、GBAの最初の段階である「脱構築」で、読み物活動を通
してターゲットとなるジャンルの言語使用域、ステージを分析する。そこでは一

般的なテクスト分析から具体的な言語学的分析までが行われる。次の「合同交渉」

の段階では、そのジャンルについての知識や経験が交換され、クラスで共有され

る。言語能力や知識量の差は足場かけとなり、教師の助けが必要な学習者は教師

の助けを受け、そうでない学習者はそのまま活動を続ける。最後の「独立構築」

では、特定された言語使用域・ステージと、クラスで共有された知識に基づいて、

学習者は目的にかなった、そして読み手を意識したテクストの産出を行う。過去

に学習したジャンルとどう違うか、どう似ているかも話し合い、他のジャンルと

の比較も行う。この段階で教師は、GBAを通してターゲットとなるジャンルに関
する知識が学習者に充分ついたかを観察する(Rose & Martin, 2012)。 
 
2.2. ジャンルアプローチへの批判 
	 主に英語教育で注目を集めているGBAであるが、テクストの言語学的特徴を明
確に示すという性質上、多分野から批判を浴びているのも事実である。例えば、

GBAはしばしば言語使用者より言語使用に価値を置いた教授法と言われており、
GBAに関する研究では主に学習者の言語使用が研究データとして扱われる。言い
換えれば、言語使用者より言語使用に焦点を当てることで、学習者が書きたかっ

たけど諸事情でできなかった、敢えて書かなかったなどの意味交渉を探索するこ

とができない。従ってGBAに関する研究では、言語という形でデータが出なけれ
ば意味を捉えることができず、テクスト内で具現化されなかった意味については

十分に考察がされていないと批判がされている(Coffin & Donohue, 2012)。 
	 また、GBAは一般的に「規範的な考えを伸ばす」「養成」という概念を掲げて
いるため、教師の役割は規範を教える言語エキスパートと位置付けられている

(Christie, 2004)。その位置付けは他分野から問題視されており、例えば学習者主体
の環境に重きを置き、学習者の経験や多様性を尊重する批判言語文化教育の領域

からは「教師中心の指導」「知識注入型教育の再来」などと批判されている。 
 
3. 本発表 
	 これらの背景を受け、発表者はジャンル学習に関する研究の中ではあまり開拓

されていない、内部的視点から見た学習者のテクスト生産を考察している。本発

表はその一部をまとめ、ジャンル学習の中で学習者はどのような目的を持ってテ

クストを構成し、その過程の中で自身のアイデンティティとどのように交渉し、

それをどのような形で実践しているかを記述する。具体的には、それらを「想像

の共同体」「想像のアイデンティティ」「投資」というポスト構造主義的視点を

用いて考察し、今後のジャンル学習への示唆を試みる。 
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3.1. 理論的枠組み：「想像の共同体」「想像のアイデンティティ」「投資」 
	 「想像の共同体」とは元々、社会学者Benedict Andersonによって作られた概念
である。彼の記述にあるように、国家は一つの共同体であるが、どんなに小さな

国家でも全ての国民に会うことは不可能である。それにも関わらず、国民は自分

が属する共同体を想像し、その一部であることを認識することができる。つまり

想像の共同体とは、すぐ目の前にある、形がありアクセスのある共同体ではなく、

我々が想像という力を通して繋がることのできるものであると言われている

(Norton, 2013, p. 8)。 
	 本発表で言う想像の共同体は、カナダの応用言語学者Norton Peirce (1995)によっ
て第二言語・外国語学習に再概念化されたものである。Nortonは、学習者のその
想像が第二言語・外国語言語学習の強い方向付けになると注目し、実際の世界で

学習者が所属している共同体に影響を与えるものと考えている(Norton, 2013, p. 8)。 
	 学習者が時間と場所を超えて自身を拡充し、世界と自分の理想像を作り出すこ

とができる想像の過程は、未来の自身の可能性を拡充するもの、つまり「想像の

アイデンティティ」を作り出すとされている。言い換えれば、Nortonの言うアイ
デンティティとは画一的で固定されたものではなく、時間と場所を超えて常に流

動的にシフトしているものとし、時に矛盾し、もがきの場所であると考えられて

いる(Norton Peirce, 1995)。 
	 「投資」とは、学習者が想像する共同体・想像するアイデンティティに必要不

可欠な要素のために、熟考し、葛藤し、時には矛盾しながら、実行するものであ

る。学習者はその投資が、自身の持つ知識、地位、文化、教育等の象徴的資産を

増幅させるものと理解した上で投資していく。つまり、現時点ではアクセスので

きない資源にアクセスができるようになるという見返りを理解した上で学習に投

資する。本質的に、「投資」とは学習と目的とを繋ぐ意味のある実践であり、モ

チベーションと補足的に関係しているものであるとされている。 
 
3.2. データ 
	 本研究は2014年の秋学期から一年間、アメリカ北東部にある私立女子大学の日
本語初級・中級クラスで行った。クラス履修者は二学期を通して十名から十五名

ほどであり、多様な言語・文化背景を持った学生が集まるクラスで、発表者はそ

のクラスのティーチングアシスタントとして週二回から三回、日本語を教えた。

発表者がそのクラスでGBAを行うに当たって、メインインストラクターの先生と
学生から許可をもらい、その私立女子大学と発表者が所属する州立大学の両方の

IRBを通した。本発表は参加者の一人、ブリタニーに焦点を当て述べる。本研究
で使用するデータは、学習者が産出したテクスト、インタビュースクリプト、教

室観察ノート、フィールドノート、メール交換等を含む一年間の質的データであ

る。また、本発表ではパーソナルナラティブのジャンルを用いた活動を報告する。

GBAにそれを取り入れた主な理由としては、パーソナルナラティブが文化を投影
させる力があること(Rothery & Stenglin, 1997)、学習者の言語レベルにあった読み
書き活動ができると予想された事(Kawamitsu, 2015)、日本語クラスのカリキュラ
ムに言語活動が即していた事、などがあった。 
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3.3. 分析方法 
	 学習者の投資、想像の共同体、アイデンティティ、そしてそれらのジャンル学

習との関係を探索するべく、エスノグラフィーという研究アプローチを取った。

エスノグラフィーは見えないものを見えるように記述する質的研究アプローチで

あり(Horvat, 2013)「文化を書き物として表現したもの」(Van, 1988, p. 1)としばし
ば表現される。具体的には、Emerson, Fretz, and Shaw (2011)とHorvat (2013)の質的
データの集め方、フィールドノートの書き方の描写に従い、グランドセオリーを

用いてデータをコード分析した。このコード分析では、まずフィールドノート、

インタビュースクリプトにある全ての出来事をコード化した。それらは共通性を

元にカテゴリー化され、細分化されたカテゴリーは分析対象のテーマとしてさら

に焦点を当て分析した(Emerson, Fretz, & Shaw, 2011)。本発表ではこの焦点コード
化の際、投資と想像の共同体の枠組みを視野に入れ、特定されたテーマがそれら

とどのような関係があるか分析した。 
 
4. 考察 
4.1. ブリタニーの想像の共同体と投資 
	 ブリタニーは日本人の父親と白人系アメリカ人の母親を持つ日本語二年生の学

生である。京都で生まれ五歳までそこに住んでいたが、その後は家族でシアトル

に戻り、ブリタニーはそこで新しい生活を始めた。しかし、英語が話せず、通っ

ていた小学校では言語に苦しみ、なかなか友達もできなかった。さらに父親が日

本に戻ってしまい、ブリタニーは日本語で意思疎通できる人が周りにいなくなっ

てしまった。時が経ち、彼女は日本語を忘れ、英語が日常言語になった。 
	 彼女が日本文化に抱く想いや感情を探索するため、あるインタビューで発表者

は彼女に日本文化の好きな所、苦手な所を聞いた。ブリタニーは日本は親切で丁

寧な人が多く、誰に対しても敬意を表す日本の文化が大好きだと答え、苦手な所

は特にないと答えた。しかしインタビューを進めていくと、彼女は以下のような

話をした。 
And sometimes this is not really rude, but it’s difficult when I went to Japan in 
2011年 they thought, on the plane, they thought I was Japanese, like 
completely. They didn’t give me American, they didn’t give me forms in 
English, so I couldn’t read them. I had to ask them, which is kind of 
embarrassing, cus I was like, I cannot, I cannot read Japanese, I need English 
one. 

彼女は自身を“Only half Japanese”と表現し、アメリカにも日本にも属していないと
続けた。 

Here ever since I was a kid people always just think of me as Asian. Like, I 
don’t fit in completely here, I don’t completely fit in Japan, because I’m only 
half Japanese.  (Interview with Brittany, December 4th, 2014) 

 
	 これらの背景を受け、ブリタニーは再度日本語に流暢になるために、そして父

親と父親側の家族と意思疎通ができるようになるために、日本語を履修している

と答えた。「ハーフ」であることは自分のアイデンティティの一部で、それが大



 

 2015	  CAJLE	  Annual	  Conference	  Proceedings 

128 

切なのだと彼女は言う。「日本語学習」は彼女にとって「完璧な日本人」「完璧

でない日本人」「Only half Japanese」というような複雑なものが渦巻く葛藤の場
であり、彼女は日本語学習を通してそれらと交渉している。彼女の想像の共同体

に住む人々は日本にいる家族を含むものであり、彼女の想像のアイデンティティ

は父親と流暢に日本語で話している自身だと発表者は解釈した。 
	 出来事のカテゴリー化と再帰的なデータ分析から、ブリタニーは過去の京都で

の、そして父親との経験をクラス内容に結びつける傾向が明らかになった。本研

究はそれらが彼女の人種アイデンティティを拡充させ、彼女が持つ文化的資産を

増幅させる必要な投資とし、想像の共同体に住むには必要不可欠な、実現に向け

た行為であると解釈した。 
 
4.2. ブリタニーのジャンル学習 
	 この章では人種アイデンティティの拡充のための投資がジャンル学習において

どう形作られ理解されたかを、彼女のパフォーマンスと彼女が産出したパーソナ

ルナラティブを参照にしながら考察していく。 
4.2.1. 脱構築 
	 GBAの最初の段階である脱構築では、まずモデルとなるパーソナルナラティブ
を読んだ。発表者がモデルとして書いたテクストを読み物の宿題として出し、そ

の後のクラス活動では「このテクストは実社会で何をしているか」のような抽象

的なテクスト分析から具体的な言語学的分析までを行った。この具体的な言語学

的分析では、文法とコンテクストの関係を明確にすることを目的とし、モデルの

テクストを「目標を達成するためのステージ」と「言語使用域の三つの局面」の

二つの角度から分析する宿題を出した。具体的に前者の分析では、発表者が作成

したモデルの中にある「位置付け」「複雑化」「評価・判断」「決断・解決」「終

結」のステージをそれぞれ見つける宿題を出した。また、後者の言語使用域の分

析では、言語活動様式、伝達様式、役割関係をそれぞれ「どのような動詞や名詞

が使われ、接続されているか」「話し言葉か書き言葉か、情報の流れはどうか」

「感情、時制、発話機能はどうか」と問いかけ、次のクラスまでに考えてくるテ

クスト分析の宿題を出した。下の例1はブリタニーのテクスト分析の一部である。 

 
例1	 テクスト分析の一部 
	 その後のクラス活動では学生が各々の分析結果を共有し、傾向的にどのステー

ジに、どの領域で、どの文法がよく見られるか、などを話し合った。また、分か

りにくい文法やその意味の確認をし、間違えやすい部分や勘違いがトピックとし
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て挙げられ、話し合われた。ブリタニーは積極的にこれらの活動に参加し、ジャ

ンルの脱構築に取り組んだ。特に、対人的な意味に焦点を当てる役割関係でのク

ラス参加度が高く、感情、時制、発話機能がどのように構築されているか等の質

問は頻繁にブリタニーが答え、クラスを引っ張っていく存在であった。 
 
4.2.2. 共同交渉 
	 この段階の具体的な活動として、まず各々パーソナルナラティブで書きたい、

そしてクラスで共有したいトピックを選び、それに必要なステージを考えてくる

宿題を出した。その後のクラス活動では発表者と一対一で二分から三分のミーテ

ィングをし、トピックとステージ構成について話し合った。 
	 日本での過去の経験に結びつけるブリタニーの投資はこのトピック選びでも顕

著に現れたと言える。トピックを決めるミーティングでは、彼女は日本からアメ

リカに引越しをして言語の違いで苦しんだこと、家族が離ればなれになってしま

ったことを説明し、彼女の父親との生活、京都での経験をトピックに選んだ。彼

女のこの実践は「外国語としての日本語」が普通である教室に「継承後・第二言

語としての日本語」の使用者として自身を描く機会を作り出し、彼女の持つ文化

的資産を増幅させるものであるのと同時に、自身が経験した葛藤を描き、その出

来事が与えた影響を表現するブリタニーの社会的実践であると発表者は考えた。 
 
4.2.3. 独立構築 
	 ミーティング後、パーソナルナラティブのドラフトを書いてくる宿題を出した。

ブリタニーが持ってきたパーソナルナラティブは「導入」「複雑化」「解決」「さ

らなる複雑化」「決断・集結」のステージで構成されており、“What makes me, me”
とタイトルがつけられた。以下はブリタニーが書いたテクストである。1 
“What makes me, me.”   “	 	 	 ”は日本語でわかりません 

 
京都でうまれました。でも五年だけ日本に 
すんでいました。私の母はアメリカ人で父は日本人です。 
日本が大好きでした。ほいくえんに行ったり 
日本の家族に会ったりしました。そして、たくさん友達が 
いました。私はいつもうれしかったですけど、母は 
ホームシックでした。だから、二千年の夏に 
ウァシングトンしゅうのシャトルにひっこしをしました。 

例 2: タイトル・導入のステージ 
	 最初の導入のステージは京都での幸せな生活とシアトルへの引越しで構成され

ている。登場する人物は、ブリタニー、アメリカ人の母親、日本人の父親と、日

本にいる家族、友達である。時制は両親の紹介以外は過去形で構成されており、

「大好き」「嬉しかった」などのポジティブな感情を表現するものと「ホームシ

ック」とネガティブな感情を表現するものが用いられている。ブリタニーのポジ

ティブな感情と母親のネガティブな感情を含む複合節は逆接の接続詞「けど」で

                                                             
1 ここではブリタニー綴りの間違いなどもそのまま書き写している。 
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接続されており、その後の因果を表す接続詞「だから」でブリタニー家族のシア

トルへの引っ越しが構成されている。環境要素は京都からシアトルへ移り、それ

が次の複雑化のステージへの移行として描かれている。 
 
日本よりアメリカは本当にちがうでした。ちいさい 
子供でしたがおぼいてます。二千年の秋に 
ようちえんをはじめました。その寺英語が上手に 
話せませんでした。よく分かっていましたが 
話す事はむずかしいでした。 

例 3: 複雑化のステージ 
	 複雑化のステージでは彼女が経験した苦痛が描かれている。二千年の夏にシア

トルに来て、秋には幼稚園へ通い始めた彼女は、言語で苦しみ、幼いながらも日

本とアメリカが大きく違うということに気がつく。英語が上手に話せず、理解す

ることは出来たが話すことは難しかったと当時の言語学習の葛藤を描いている。

登場人物は彼女一人で、「覚えている」「はじめる」「話せる」「分かる」など

の彼女自身が動作主になる動詞(主に行動的過程2)や「むずかしい」と事象を評価
する形容詞で葛藤が意味形成されている。 

 
しょう学の二年生のとき、あたらしいがっこう 
に行きました。こくさいがっこうでした。その 
学校は私に、もっと “suited”。たくさん友だちを 
会いました。日本人の友だちも会いました。 

例 4: 解決のステージ 
解決のステージでは小学二年生の時に転校した国際学校での経験が描かれている。

「しょう学の二年生のとき」と主題を明確にし、「あたらしいがっこう」に環境

要素をシフトさせている。その新しい学校では日本人を含めたくさんの友達を作

ることができ、自身に「もっと“suited”」と評価し、うまく学校環境に馴染めたこ
とが描かれている。新しくできた友達も登場人物に加わり、一見このまま順調に

物語が進行するように見えるが、次の二度目の複雑化のステージでは、最初の複

雑化のステージで描かれた言語学習の葛藤と似た葛藤が描かれる。 
 
そのがっこうはすばらしいでしたけど、私の 
日本語はげんしょうしていました。このときまで、 
りょうしんはりこんをしました。父は日本にかえりました。 
だれか日本語で話すがないでした。とても 
たいへんでした。つぎの父に会ったときは 
二千八年でした。 

例 5: さらなる複雑化のステージ 
このステージでは自身の日本語能力の減少、そして同時に経験した両親の離婚が

描かれている。新しい学校の評価「すばらしい」と対比して、彼女の言語能力が

                                                             
2 行動的過程: 精神的動詞と活動的動詞の間に位置する過程 (Halliday & Matthiessen, 2004) 
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減少したことが描かれている。それと同時に「りょうしん」「父」が再度登場し、

彼らが動作主を取る「りこん」「かえる」の活動的過程3に加え、「げんしょう」

「ない」などの、ブリタニーを動作主・行動主として取ることのできない自動詞

で構成されている。このステージは、時間を表す「〜時」で名詞化された名詞句

「次に父にあった時」を主題とし「二千八年」と新しい環境要素を扱う単節で終

り、次の決断・集結のステージへとコンテクストを移行させている。 
 
まだ父によく会わないけどたまには 
でんわに話します。そして、す年ごとに、日本で、 
父にほうもんします。大学の日本語のじゅぎょうの 
おかげで、今、父に話せます。まだじょうずじゃないが 
私をりかいすることができます。とてもうれしいです。 
父が大好きので、ペラペラに話したいから、 
まい日日本語のべんきょうをしています。“If 
you live with both of your parents  
or they are near you, you are very lucky.” 
そのことをわすれてないください。 

例 6: 決断・集結のステージ 
	 最後の決断・集結のステージでは時制が過去形から現在形にシフトされ、現在

の日本語のクラスを履修している自分が描かれている。このステージでは「〜の

おかげで」「うれしい」などの直接的に感情を表すものから、可能形「話せます」

「りかいすることができます」を連続的に繰り返し、間接的に感情を表現する言

語を使用していることが分かる。感情を表す「大好き」「ペラペラに話したい」

と、それらの感情を「ので」「から」で構成した因果関係を含む複合節で、現在

大学で日本語を勉強している背景・目的を構成している。「“	 	 ”は日本語で分
かりません」と最初に注釈があった通り、英語での文章も見られるが、最後は読

者に指示をする動詞を用いて、読者へのメッセージで終わっている4。 
 
5. ディスカッション 
	 これらの考察から、ブリタニーのパーソナルナラティブは、自身の人種アイデ

ンティティの構築に影響を与えたイベントや感情を時空列に従い表現するために

構成されていることが分かる。後のインタビューで彼女は自分のアイデンティテ

ィが確立されたものではなく、進行形のいちプロセス“Still on-going”であることを
表現するのに時制や感情の使用に焦点を当てることは役立ったと答え、ステージ

を構成する際は、特に時制に気を付け、物事が複雑になる「複雑化」のステージ

では過去形を使用し、その後の「決断・集結」のステージでは現在形の使用に目

的を持ってシフトさせたことを明らかにした。また、態度や感情を表現する言語

も、明確に記すものから(「大好き」「嬉しかった」「難しい」等)、間接的に表

                                                             
3 活動的過程: 目に見える、体を動かす活動的な過程 (Halliday & Matthiessen, 2004) 
4 スペースの都合上割愛したが、独立構築では最後にクラスのペアでそれぞれのドラフトを読み、
内容、ステージ、言語使用域、文法、のレベルでフィードバックをする活動を行っている。 
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現するもの(可能型を連続的に用いること等)まで幅広い感情をテクスト内でコン
トロールしている。つまりブリタニーは時制と感情を幅広く用いることで、感情

や態度の変化を上手く表現したと解釈できる。 
	 これらのことから、ブリタニーは目的に沿って使用する文法を選択し、コンテ

クストに即したテクスト生産ができたと解釈できる。特に、言語使用域の一つの

役割関係は、テクストを人種化させる投資に役立ったと理解できるのではないだ

ろうか。時制や感情の意味を実現する役割関係はブリタニーにとって人種アイデ

ンティティを表現し拡充するために必要不可欠な領域なのかもしれない。言い換

えれば、GBAを通して学習した言語使用域は彼女の投資の資源になり得るもので
あり、ブリタニーの場合はそれが役割関係だったと考えられる。また、役割関係

だけでなく、社会的行動を構成させる言語活動様式での文法使用も彼女の投資の

一部になったと言える。上の考察でもある通り、直接的ではなく間接的に感情を

描く文法を上手く使用しており、彼女の人種アイデンティティと彼女の経験(出来
事、活動内容、環境要素)を意味付け、「何が起こったのか」と「当時のそして現
在の自身」の関係性を表現していると言える。 
 
6. 研究からの示唆 
	 これらのことから、想像の共同体、想像のアイデンティティ、投資を内部的視

点から探索し、エスノグラフィーを用いて学習者のテクスト生産を考察すること

で、学習者がテクストに書いたことだけでなく、どうしてその文法を使用してい

るのか等のテクスト内では具現化されていないものを考察することができた。言

語使用と言語使用者の両方に焦点を当て学習者の意味交渉を考察することで、言

語使用のみに重きを置いていると言われている GBAに新たな観点を与え、本発
表はその有用性を示唆する研究だったと発表者は考える。スペースの都合上、本

発表では記述しなかったが、「語り」等の他のジャンルとの関係性やそこでシフ

トするアイデンティティに焦点を向けるのもまた有益なアプローチだと考える。 
	 また、「規範的な考えを伸ばす」「養成」といった概念を含むGBAでは、学習
者の経験的知識、アイデンティティ、テクスト内での意味選択に注目することで、

教師の役割にも多様性が生まれるのではないかと発表者は考える。規範を教える

言語エキスパートのみではなく、合同交渉の段階では話し相手として、独立構築

の段階ではファシリテーターとして機能し、教師の役割もまた流動的にシフトし

ているものだと考える。そう概念付けることで、規範を持ちながらも学習者が行

う意味選択を尊重し、社会参加をめざす一種のリテラシー・エンパワメントにな

るのではないだろうか。 
	 最後にひとつ注意しておきたいのが、GBAにおけるモデルテクストの役割とそ
の時の教師の立場である。本研究ではパーソナルナラティブのモデルを発表者が

作成したが、それを脱構築の段階で使用する際、「このように書く」ではなく「一

つの典型例」と強調し導入した。最初に挙げた通り、GBAはしばしば、「読んだ
ものを学生に再生産させる知識注入型教育の再来」「学習者の創造性の軽視」な

どと批判されており、GBAを行う教師は脱構築の段階で自分の知識を強制してい
ないか注意を払う必要がある。言い換えれば、読み物、書き物の関係を明確に、
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体系的に示す GBAの性質は、創造的に書きたい学習者にプレッシャーを与える
可能性が高い。学生には意味を構成する選択肢があるということを指導の際に強

調し、合同交渉の段階では学生と教師が共同で評価基準などを設定する必要があ

ると考える。 
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