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1．研究目的  

人は自分が持っている言語をどのように捉えるかによって自分

の評価基準を上げると考えられる。それは理想とする自己を思い浮

かべ、こうありたい自己像を確立していくことであり、日本語を通

じた「能力」への可能性の発見でもあろう。しかし、多くの言語能

力を持っているにもかかわらず、そのどれも自分のものではないと

感じている日本語学習者がいる。  

本研究では、越境と移動の時代を生きる個人の言語使用の意味、

日本語教育において、言語能力と自己評価を考える必要性とその可

能性を試みた。特に、「越境」を手がかりに、中国朝鮮族として生

育し、日本と韓国を越境する二人の日本語学習者の言語意識をライ

フヒストリーインタビュー調査により、言語意識と言語運用能力、

さらにそこで見られた自己評価と能力の関係を明らかにした。  

 

2. 研究背景  

単一言語・単一社会であった日本は移動と越境の時代であるとい
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っても過言ではない。今日、移動の経験をする子どもや片親が日本

人のハイブリット家庭で育つ子ども、または親の日本定住によりニ

ューカマーとなった子どもなど多様な言語背景をもつ子どもとそ

の家族が日本の社会で生きている。したがって、多様な  言語背景

を持つ子どもたちへの言語教育とその支援を考えざるを得ない。  

このような時代背景と伴い、近年、日本語教育においても複言

語・複文化主義への議論が行われている (細川 ,西山編 2010 他 )。

CEFR(Common European Framework  of  Reference  for  Language )と呼

ばれる複言語・複文化主義は主にヨーロッパの文脈で語られている。

そこでは、一人の人間が複数の言語を使えるようになることを目標

とし、その言語の到達目標や能力を国と言語を超え、共通の尺度で

見ていくことができるようにしたいと述べられている (Counci l  of  

Europe ,2001 )。しかし、このような複言語・複文化主義がもはやヨ

ーロッパの問題ではなく、日本語教育においても重要な課題になっ

てきている。本研究で取り上げるように「中国朝鮮族」として括ら

れている日本語学習者も複数の言語環境で生育した人であり (鄭

2011 )  、また移動と越境の時代と言われる現代において日本語を学

ぶ学習者の中にはすでに複数の言語を持っている学習者が多くい

ることに日本語教育が目を向ける必要性を物語ってもいると言え

るからだ。  

だが CEFRは、ある言語について学習者がいつどのような学習を

し、どのようなレベルにあるかを記録していくことによって、学習

者が生涯にわたってさまざまな場所で言語の学習を続けていくこ

とを助ける教育ツールの一つとして言語意識教育を考案したため、

そこでは個人の言語能力は重視されているは言えない。何より、ヨ
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ーロッパの文脈での CEFRをそのまま日本の文脈にすり替えること

に無理がある。   

本研究ではどのように複数の言語環境で生育した中国朝鮮族日

本語学習者の語りから、どのように学習を進めてきて、どのように

自己評価をし、自らの言語能力に向き合っているかに注目し、イン

タビュー調査を行った。  

 

3.  本研究の視点  

3.1. 中国朝鮮族日本語学習者  

本研究は、「中国朝鮮族」という括りで、中国朝鮮族のエスニシテ

ィ (カン 1992，韓 1993)や，中国朝鮮族のアイデンティティを民族

語に対する言語意識を通して考察し (藤井 1993)，ましては中国朝

鮮族の実態などを描き出したものでもない。「中国朝鮮族」ではあ

るは、その個人の言語生活、言語意識に注目したものである。  

 

3.2.  言語意識  

言語意識は ,Hal l iday によってイギリスで初めて提唱され、それに

よって言語意識教育の議論が始まったとされている

(Hawkins ,1999 )。しかし ,その言語意識という用語は曖昧な概念であ

ることから ,言語意識学会では「言語に関する明示的な知識、言語

学習、言語教育と言語使用の意識的知覚と感受性として定義するこ

とができる」 (ALA,2011 )と示されているが、本研究では個人が言

語をどのように使用し、学習し、認知しているかという「個人の感

受性と気づき」を言語意識であると捉え、語りの分析概念も以上の

視点に行うこととする。  
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3.3.  自己評価  

榎本 (1998)によると、自己への評価において重要な側面を持つ自

尊感情 (se l f -es teem)と自己評価 (se l f -evaluat ion)はほとんど同義で用

いられることが多いという。自己に対して記述的な「自己概念」さ

えもしばしばこれらと区別されず説明されているという。したがっ

て本研究では、榎本に習ってこの二つをはっきりと区別せず、全体

的な自己価値 (Global  se l f -worth)  を含めた自己評価 (se l f - evaluat ion)

として捉え使用することとする。  

 

4．研究の方法と分析  

インタビューは、非構造化インタビューとナラティブインタビュ

ーを援用した (桜井 2002，桜井，小林 2005)。インタビュー後はテ

ープ起こししたものと内容を語り手に確認してもらい、分析には、

IC レコーダーで録音したインタビューを書き起こし記述したもの、

及びフィールドノーツを使用した。分析方法は、「何を語るのか」

ではなく、「いかに語るのか」である (Riessman,1993 )ナラティブ分

析 (Narra t ive  Analys is )を用いた。それによって、語り手が出来事を

どのように意味づけているかというその意味の発見が可能になる

ナラティブ分析が適切であると考えた。一連の分析の作業は、まず、

「語りの基本特徴である時系列」(Brunner,1990/1999 )を重視し、一

人ひとりの物語を時間的 (「 t emporal」 )順位に即し、出来事を抽出

した。そして出来事に対する語り手の評価の側面も重視し、出来事

と出来事の因題的 (causal )な結びがあったとされる語りを取り出し、

「小見出し」をつけ、検討すべきトピックを抽出した。  
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表 1 インタビュイー  

名前 (仮名 )  ヒョヌさん  未来さん  

性別  男性  女性  

年齢  20 代前半  20 代前半  

職業・専門  大学生・日本語学  大学生・日本語学  

インタビュー日  2012 .8 .25 /2013 .2 .12  2012 .8 .25 /2012 .8 .29  

2012 .9 .25 /2013 .2 .10  

 

なお、職業や専門はインタビュー当時のものである。  

 

5．考察  

ヒョヌさんは、多くの言語能力を持っているのにもかかわらず、

そのどれもできないと述べている。特に〈三不通・四不通〉をあげ、

自分の言語能力を〈中途半端〉であると説明する。彼の語りからは、

自分は何者でもないという価値評価によってアイデンティティク

ライシスにもつながる姿があった。しかし、自分が持っている言語

をどのように捉えるかによって、自分に対して「肯定的な評価」が

でき、さらに、「前向き」に考えていく姿も見られた。未来さんの

場合は、越境の経験を通じて自身の言語能力への気づきにつながり、

肯定的な自己評価を行っていた。中国の〈朝鮮族の枠〉で暮らして

いたときには、自分は〈ただの朝鮮族〉で、何をしても漢族に負け

る。だから努力しなければならない少数民族の一つとしての「朝鮮

族」であったのだ。だが、日本語を学び、そして日本に来て、初め

て韓国語も中国語も日本語もできることを周りから「すごい」と言
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われ、それがどれだけすごいのかはわからないが、自分の言語能力

について初めて驚き、自分は「これもできる」、「あれもできる」と

いう思いが芽生えていく。そして、「これもできる」、「あれもでき

る」という意識は自分がもっと自分らしく生きていられるような気

にさせてくれる。未来さんは、それ以来、何でもできそうな気がし、

韓国語、日本語、中国語以外にも英語をもさらに勉強し自分を〈プ

ラスアップ〉していきたいと語るのである。  

 

6．結論  

二人のインタビューからは、自分がある言語をどのように意識し、

考えるか、または自分の言語能力に対しての気づきによってそれぞ

れが自分のことばを育んでいくことが重要であることが示唆され

た。また、本研究で明らかになった言語能力とは、記述、規定され

た客観的なものではない。自分の言語に対して気づくこと、そして

意識していくことで育っていくものであった。その上、そのような

意識、自分の言語能力に対する気づきは、肯定的な自己評価につな

がり、自身の可能性になるのである。自身の可能性とは、自分らし

い自分を見つけることであり、それは自己アイデンティティの更新

につながる。つまり、アイデンティティに葛藤し、悩む人たちをも

取り巻く言語教育につながると考える。つまり、言語能力とは、言

語ができるかできないかといった領域を超え、自分の可能性であり

人と人をつなぐ能力であったのだ。  

言語能力に対する認識は個々の言語意識による。言語意識とは、

個人の感受性と気づきのことであり、言語使用には個々の言語意識

が反映されていた。したがって、日本語を「外国語」ではなく、「自
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分のことば」として機能していく教育が必要である。自分にとって

「意味のあることば」の意味を見出し、そしてそれを自分の可能性

へつなげていくこと、それがことばの教育において必要である。  

そのようなことばの教育は、自分をエンパワーメントしていく力

を得ることとなり、自分自身の現実を構築しながら人生を生き、そ

れを自分に対する評価につなげ、自分の評価基準を上げ、ありたい

自分を確立していくことにつながると考える。今後の課題として続

けて模索していきたい。  
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