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ツールを超えた思考プロセスとしての日本語へ：
コンテントベースにおける批判的・創造的思考活動の可能性
近松 暢子
ディポール大学
要

旨

「批判的・創造的思考力（Critical/Creative Thinking）」は、どんな専門
分野で活躍するに関わらず、個人が社会の一員として生きる過程の中で必
須なものであり、大学教養課程の目的の一つとして明示されている。では、
大学における日本語教育の中では、こういった思考活動がどのように実践
されているのだろうか。本稿では、近年上級レベルを中心に導入されてい
るコンテントベース授業（CBI）の枠組みの中で、先行研究（近松 2008,
2009）では成し得なかった言語思考活動を、言語・内容面から探り、その
具体例を挙げながら、大学教育における日本語教育の意義と役割と可能性
を再考する。

1.

はじめに
「日本語を学ぶ」から「日本語で学ぶ」へのアプローチの転換として、

近年コンテントベース授業（CBI）が盛んに導入されている。以下は、
Krueger & Ryan（1993）にある CBI の定義である。
（1）コースカリキュラムは学術内容（content）を基本に構成され、従来
の言語コースの言語的要素、つまり型・機能・場面を基にしない。
（2）主教材には生教材、つまり母語話者を対象に作成・出版されたもの
を使用する。
（3）学習者は対象言語を媒体に、その言語社会における新しい情報・知
識を学習・理解し、多角的文化の視点から考察する。
（4）コースは学習者の言語運用能力、及び認知的発達を元に組まれる。
（近松 2010）
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このように、CBIは言語と内容の習得という2層の目的を持ち、大学レ
ベルの学習者に対しては、その興味と知的レベルに合った学術内容（コン
テント）を基にした学習環境の中で批判的思考力を、対象言語で伸ばすこ
とを目的としている。日本語教育においては、学習者の言語運用能力の高
まりと共にCBIの需要も増え、文学、国際関係、歴史、言語学など様々な
分野の学術知識を日本語で習得、議論、考察するアプローチも報告されて
いる（牛田 2007、Chikamatsu & Matsugu 2009、Wei 2006）。しかしSnow
& Brinton（1997）やKrueger & Ryan（1993）を初めとする多くの報告にも
あるように、CBIは元来北米でのESLやヨーロッパの言語教育の実践が基
になっている故に、かなり高度な言語運用能力を持つ外国語学習者を対象
に進められたアプローチであり、content-driven CBIと呼ばれる（反対は
language-driven CBI、Met 1999）むしろ言語学習よりは内容学習により重
点をおいた上記のアプローチを、このまま北米のJFL（Japanese as Foreign
Language）日本語教育に当てはめることは不適当であると指摘する声も教
師、及び学習者からも上がっている（牛田 2007、近松 2008）。また、そ
の成果を実験検証や統計分析した研究報告もほとんど見当たらず、日本語
コンテントベースはまだ試行錯誤の段階なのである。
そういった状況の中で、筆者は 2006 年以来、上級学習者を対象に二つ
のコンテントベースコースを教えている（近松 2008、2009; Chikamatsu
2010）。それは従来の言語を伝達の手段として使う「コミュニカティブア
プローチ」を枠組みとする上級コースの中では実現できなかったことを
CBI が可能にすることができるという理念に支えられている。では、
content-driven CBI では、一体何ができるのか。本論文ではその具体例を中
心にその意義と可能性を再考したい。
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2.

CBI と大学教養課程の目的：批判的•創造的思考活動
大学教育の目的というと、まず専門分野の知識習得やスキル養成が思い

浮かぶだろう。専門知識はそれまでの初等・中等教育課程では習得できな
かったものであり、その分野に興味のある者や優れる者を対象にする専門
教育は大学教育の醍醐味であることは言うまでもない。しかし、その一方、
専門分野に関わらず必修となっている教養課程（Liberal Studies）の役割
も忘れてはならない。以下は筆者が教鞭を取るディポール大学の教養課程
プログラム（LSP）のミッション（目的）の引用である。
“(DePaul’s) LSP courses are characterized by an emphasis on reflectiveness
which encourages students to not just learn scholarly concepts and theories,
but be able to apply them to the real world. Value-consciousness further
stimulates a sense of personal responsibility for creating a more just and
humane world. A multicultural perspective demands that students grapple
with the plurality of world views, and enhance their awareness of the
experiences, contributions, and concerns of diverse communities, in both
contemporary and historical times.（中略）At the same time that the LSP
curriculum stresses reflectiveness, value-consciousness, and multicultural
perspective as foundations of intellectual inquiry, it fosters the development of
creative and critical thinking.”

(DePaul University Liberal Studies-Purpose)

ここではただ専門学術知識や理論を構築するだけに留まらず、それを実
社会でどう生かすべきなのか、そのためには多文化共存社会の中で様々な
価値観を理解し、自分個人がどう他と関わり貢献するのか、そのための批
判・創造的思考力の養成の重要性が明記されている。これは北米だけに限
らず、岡崎（2009）も日本の大学における教養課程の本来の役割を以下の
ように述べている。
中学、高校、大学進学まで、進学という１つの枠の中の価値尺度に沿
って効率を図ってきた。その時代が終わって、広く自分の適性や希望
を見極め、進学一辺倒以外の人生のあり方、点数をあげることと関わ
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りのない価値に触れ、自分とそれらの価値をつき合わせては進んでい
くという場、それが教養期間だった。（p. 126）
上記の岡崎の引用が過去形になっているのは、現時点での教養課程の存
在の危機感を表している。岡崎は近年、専門分野のカリキュラムがより早
い段階から始められるため、非専門分野にわたって広く学ぶ教養課程が軽
視され短くなり、社会的・職業的・政治的行動様式の準備もできずに大学
を卒業する学生が増えていることを指摘している。
このように卒業後どんな専門分野で活躍するにしても、この教養課程で
学ぶ理念や信念や知識の構築を超えた批判・創造的思考力は必須であるこ
とは明確なのだが、では実際、教養課程、またはリベラルアーツの一部と
して履修される日本語コースでは、これらのミッションは遂行されている
のだろうか。
2007 年の Modern Language Association（MLA, 2007）の報告書 “Foreign
Languages and Higher Education” は、高等教育機関の言語教育における言
語の二つの重要な「機能」を定義している。一つ目は（1）Communication
instrument「コミュニケーションのツール・手段」、つまり自分の意志を
伝えたり相手や他を理解したり、対話をするための道具であること、もう
一つの機能は（2）Essential element for human thought processes「考える過
程」、つまり言語を使用することその
もの自体が考える行為であるというこ

Evaluate | Create

とだ。ここでも言語が「批判・創造的

Analyze

思考活動」のためのものであることは

Apply

明確で、そのためには「ツールとして

Understand

の言語教育」ではなく、「内容重視の
Remember

言語教育」が必要となってくる。

図 1 認知•思考の 6 段階モデル
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考えるという行為は、かつて教育心理学者ブルーム（Bloom, 1956; Bloom,
Hastings & Madaus, 1971）が定義したように段階がある。図 1 は、ブルー
ム の元来の認知思考モデルを修正した 六段階の分類 図（Krathwohl &
Anderson 2001） (1) で、下から上に行くに連れて高度な思考活動となる。
その中でも上位三つのレベル、analysis（分析）、evaluation（評価・批
判）、creating（創造）、つまり知識や理論の分析・評価・批判力、そし
てその分析評価に基づいて自分の新しい考えや理論を作り出せる考察創造
力は、暗記・理解・応用を超えたより高度で重要な人間の思考活動として
いる。ではこういった「批判・創造的思考力」を、大学教育の一端である
日本語コースでどう実践したらいいのだろうか。
前述の言語定義の（1）を超えた（2）の機能も踏まえた高度な思考過程
としての日本語の学習活動の可能性を求めて、ここで日本語 CBI の枠組
みが提案されることになる。

3.

CBI：2 つのコース例
岡崎（2009）は、中・上級日本語教育の切り札として「ツールとしての

言語教育」を超えた「内容重視の日本語教育」（CBI）の必要性を唱えて
いる。言語教育が「生き方を考える方法論」を見い出す場であり、四つの
問い、①世界はどうなっているのか、②その中でどちらに向かって歩んで
いくのか、③他の人とどんな関係を作っていくのか、④自分とは何か、を
探求し、それを雇用、福祉、食糧、金融、環境、医療、教育、等の様々な
テーマの中で議論する実践例が、著書の『言語生態学と言語教育』の中で
細かく報告されている。就職氷河期を生きる留学生や大学生にとって「就
職」という難問に対処するためのテーマ（内容）の選択例である。
一方、筆者は 2006 年以降、二つの CBI コース、「戦争と日本人」（近
松 2008）「米国シカゴ日系人史」（近松 2009, Chikamatsu 2010）を日本
語 5 年生（大学レベルの 4 年間、またはそれに相当するコースを履修した
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者）対象に教えている。コースの詳細に関しては、それぞれの論文を参照
いただきたいが、以下二つのコースの特徴を簡単に述べる。
「戦争と日本」（秋学期 11 週間）：アジア太平洋戦争が現在の日本社会
や教育制度の中でどのように受け止められ学習されているのかを、主に小
中高向けの生教材（国語・社会・歴史教科書、映画、アニメ、マンガなど）
を使って探る。学習者が「戦争」というトピックで他と対話するためには、
自分をどう表現するかを考え、平和への提言・具体案を考察する。
「米国シカゴ日系人史」（冬学期 11 週間）：日本とアメリカの接点の一
つである「日系人社会：Japanese Americans」に焦点を当て、学習者のバ
イリンガリズムを利用し日英両語の教材や地域社会の人材や資料を教材と
し、戦前から戦後そして現在に至るまでの米国、特にシカゴ日系人社会を
探る。移民大国と言われる米国社会に生きる学習者がグローバル化する世
界の中で自己を見つめ、人権や差別偏見問題へ提言し、自分の生き方や将
来について考察する。
表 1、2 はコースシラバスにあるスケジュールを基にまとめたコース概
要である（原文からの引用も含めて日本語と英語で表示）。
コースを一貫するテーマの中で、日本語での内容学習を通して、言語力
を伸ばすことが目的である content-driven CBI コースである。そこでは、
明示的な言語指導や説明の講義（単語・漢字小テスト等も含めて）は通常
行われず、言語指導は主にクラス外の個別指導（ワークシート・宿題への
フィードバックや個別ミーティング）に限られている。
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表1

「戦争と日本」コース概要（近松 2008）
トピック

学習活動例

教材•資料例

Overview of
1 Asia-Pacific
war

Film 火垂るの墓 /Web movie
review/Discussion with a film
director ラストカミカゼ

The Pacific War『太平洋戦争』
（ Ienaga） /『 学習マ ンガ 歴史
#20 アジアと太平洋の戦い』/国
語（小 3）ちいちゃんのかげお
くり

2 A-bombs

Film は だしのゲン /Lectures
by a survivor and a faculty
member
(Ethics)/Attending
local events

国語（小 6）/広島原爆記念館ウ
ェ ブ /Chicago International Film
Festival, Humanities Festival

Film report presentation

夕凪の街,美しい夏, 父と暮せば,
海と毒薬 , 母べえ , 明日への遺言
等

Lectures by faculty members
(History, Lit)/Organizing film
screening & poetry recitation

Articles（in English）/『新しい
歴史教科書』（扶桑社）/国語
教科書（小中高）/中国・韓国
歴史教科書

Student survey presentation

日米意識アンケート調査

Midterm film
report
Peace
education
3
textbook
issues
4 Final Project

表2
1

2

3

4

5

&

「シカゴ日系人史」コース概要（Chikamatsu 2010）
トピック
学習活動例
教材•資料例
Pre-war
Encyclopedia
of
Japanese
Film 愛と悲しみの旅路
Descendants (2002),
『海を渡った日本人』（2002）
WartimeLectures by a former internee, 月 の う さ ぎ , ミ リ キ タ ニ の 猫 ,
Internment
MIS/war veteran, literature Unfinished Business, Time of Fear,
scholar
etc.
Resettlement
JASC Workshop, Day of 『 シ カ ゴ 日 系 人 史 』 （ 1968 ） ,
Chicago
Remembrance, lecture by a Japanese Americans in Chicago
History
faculty members (History/Lit) （2002）
JPN AMs in Film ブラジルから来たおじ 『 マ ン ガ ク ラ ス メ ー ト は 外 国
Japan
いちゃん
人 』（2009）
(Hanna’s
Lecture by Director of Tokyo 『ハンナのかばん』（英語/日本
Suitcase)
Holocaust Center
語）Film: Inside Hanna’s Suitcase
Final Project
Interview of local Japanese 現在シカゴで活躍する日系人・日
Americans/Japanese
本人の個別インタビュー

もちろん「内容学習」は、従来のコミュニカティブアプローチの言語コ
ースでも既に実行されている。言語のあるフォーム（型）は意味や機能な
しでは存在せず、そのためにはそのフォームが使用されるコンテキスト
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（場面）やコンテント（内容）が必要だ。しかし、こういった従来のアプ
ローチではあくまで主役は依然「言語（フォーム）」であり、内容はそれ
を生かすための背景にすぎない。つまり、白井（2008）が定義するように、
コミュニカティブアプローチは「伝達中心の教授法」であり「言語の形式
にではなく言語の意味に焦点をあてる、すなわち言語を使ってメッセージ
を伝える」ことに学習の重点を置いている。それは上記の「コミュニケー
ションのためのツール」としての一つ目の言語機能の枠を超えず、思考活
動も理解や比較や応用のレベルに留まりがちだ。しかし、言語が批判・創
造的思考活動としての機能を持つことは、「個人が既存の様々な理論や概
念を理解した上でそれに疑問をいだき、自分や他の考えに基づいて評価し
ながら、新しい別のものを生み出して行く」過程を設定しなければならな
い。こういった対話以前またはそれ以上の個人の思考活動は、一つのテー
マの中に存在するコンテントを熟考しながら進めていく Content-driven
CBI の内容学習の中で効果的に実現できるわけだ。では、一体どんな批判
・創造的思考活動ができるのか。以下では言語的アプローチ、内容からの
アプローチ、それぞれの具体例を挙げる。
4.

言語面からの批判的思考活動の一例：原爆投下「落ちる」「落とす」
「落とされる」の表現の選択
上記の二つのコースに共通するテーマは「戦争」である。一般的に、戦

争は「敵と味方」「加害者と被害者」「支配者と被支配者」「勝者と敗者」
といった二項対立の立場から描かれやすいトピックである。もちろん実際
はそんな単純なものではないはずだし、それぞれの定義は場所や時間や話
し手によって常に変動する。ただ、古今の政治・経済・外交的な対話では
この縮図がよく使われているのも事実だ。この二項対立で描かれやすいテ
ーマの中で既習の言語規則や型（文法・語彙）を、日本語における「視点：
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viewpoint」や「言葉の含蓄」という点から見直す言語活動は大変意義があ
る。
表 1 にあるように、「戦争と日本人」コースでは日中・日米間の戦争の
概要を学習した後に、原爆についてのユニットが来る。そこでは原爆被害
の概要や戦後の平和・原爆教育をアニメ映画やマンガ、ウェブサイト、国
語教科書、その他の読み物を通して学習し、その後ゲストスピーカー二人
を招いて日本語で講義していただく。一人はシカゴ在住の被爆者の女性
（18 歳で被爆）、もう一人は原爆を研究している当大学の宗教倫理学の
専門家である。ここでは内容学習が中心となるのだが、同時に「原爆投下」
の表現である「落ちる」「落とす」「落とされる」の三つの言語表現を取
り上げ、これらが「だれにどこでどう使われているのか」を学習者に観察
・考察してもらう。
これら三つの表現の文法、自動詞・他動詞・受身については日本語の 2
年目のコースで学習している。自動詞と他動詞は『なかま 2』（畑佐 2010）
の 3 章において「ドアが開いた」「ドアを開ける」といったペアの動詞と
それに付随する助詞の規則が紹介されているが、他動詞は行動の動作主に
焦点が置かれ、自動詞は行動や事象そのものに焦点がおかれると説明され
ている。つまり、他動詞は動作主が主語になり、そこに「だれがしたのか」
という情報が明示・暗示されており、自動詞はそれがない故に事象があた
かも自然に起こったかという含みあるとされている。Morita （2004）(2) に
よると、自動詞と他動詞はその語幹が同じであることから区別が難しいこ
と、また二つの間の変換のパターンの規則が 16 もありそれを習得するこ
とが難しいこと等の理由のため、これらの動詞の習得は英語母語話者の学
習者にとって最難関の文法の一つとされている。受身に関しては『なかま
2』（Hatasa, Hatasa & Makino, 2010）の 8 課で直接受身、間接受身が紹介
され、間接受身は被害・迷惑感（adversity）を表すものと説明されている
(3)

。また視点の一般規則として、Makino（1986）が説明するように「事象
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は話し手の視点から描かれ話し手は主語になることが多い」ため、間接受
身の主語は被害を被った者がその視点から被害意識を描くことになる。こ
ういった既習の文法によると原爆投下を表す三つの表現を以下のように解
釈できる。


「落とす」（他動詞）：だれが落としたかの明示・暗示



「落ちる」（自動詞）：自然に起こった現象



「落とされる」（間接受身） (4)：受身の主語が被害者であるという含
意
石子（1975）は「はだしのゲン」3 巻のあとがきに「“落ちた”と“落

とされた”のちがい」と題して以下を述べている。上記の法則が意識的に
使われている一例と言えるだろう。
いまは「原爆が落ちた」といったいいかたがあたりまえになっている。
落ちた―これは雨が空からおちてきたような表現である。自然現象的
である。（中略）落とされた―この表現にはまだ不満があるし、正確
に本質をつかんだとはいえないが―ここには原爆を落としたものの手
を見極めていく姿勢がある。その相手を知っている。（p. 260）
二人のゲスト講義の前に、学習者はこれらの既習の文法知識を復習し、
以下の質問について予測を立てた。
Q1：A さん（被爆者）、B 先生（学者）は「落ちる」「落とす」「落と
される」のどれを一番よく使いましたか。
Q2：あなたならどれを使いますか。それはどうしてですか。
学習者の予測（クラスで討論）


被爆者の A さんは被害者の立場から「落とされる」を使うだろう。



学者の B 先生は中立的な立場からから「落ちる」を使うだろう。



学者の B 先生は正確な史実の表現のために「落とす」を使うだろう。

10
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このように学習者によっても予測は割れたが、講義後 8 名の学生の回答
の結果は以下の通りであった。

表3

三つの表現の使用と選択
（N=8）
落ちる
6
A さん（被爆者）
Q1
2
B 先生 （学者）
Q2 自分（学生）
3

落とす
0
2
1

落とされる
1
2
3

分からない
1
2
1

同じ講義を聞いたにもかかわらず学生の回答はかなり割れており、また
予測とも随分違った。ただ、ここで大切なのは観察結果の一致や正当性で
はなく、それを議論することである。「なぜ」実際の使用が既習の文法や
その予測に沿っていないのかについて考え、既習の知識が正しいものなの
かに疑問を投げかける、これが批判的思考活動となるわけだ。議論では、
実際の言語使用というのは自分が聞き慣れたものや頻度に左右されること、
法則を破ることで自分の意見やスタンスが他と違うことを強調できること、
被爆者が「米国が加害者で自分は被害者」という立場を取っていないので
はないか、「はだしのゲン」が書かれた 70 年代と現在では原爆に対する
意識にずれがあるのではないか、等様々な意見や可能性が見られた。この
ようにコースのテーマである「戦争」「原爆」というコンテントを熟考し、
「被害者対加害者」という二項対立の限界等を議論する学習過程で、既習
の言語規則にも疑問をいだき、その理由・原因を考察するという「批判的
思考」がここで可能になるわけである。さらに、（2）の自身の表現選択
の理由としては、以下のような意見が出た（原文を使用）。


私は（アメリカ人として）自分が会話中「落とす」を使わなければ、
だれのせいかを隠すように感じてしまいます。



誰も責めないために「落ちる」を使ったほうがいいと思います。

11
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私は「落とされた」を使うと思います。A さんの「戦争だったから仕
方なかった」とも思いますが、それでもアメリカは他の選択できたは
ずです。
ここでは言語法則の批判的思考を超えて、自分を表現するためにはどう

したらいいかという一種の「創造的思考」の一片も見られ、それに準ずる
運用文法をもっと深く掘り下げていくことで更なる「創造的思考」が養わ
れる可能性もある。つまりそこに熟考される「コンテント」があるからこ
そ、言語を批判的・創造的に習得できる一例ではないだろうか。
5.

内容面からの批判的思考活動の一例：個人の思考活動を活性化する
「インタビュープロジェクト」
内容重視の日本語 CBI コースでは、「批判創造的思考力」を養成する

ためには、一体どんな期末プロジェクトを取り入れればいいのであろうか。
ここでまず、日本語 CBI の内容学習に関する先行文献からのデータを提
示したい。
表 4 は近松（2009）からの抜粋だが、2006 年から 2008 年度までに「日
系人」コースを履修した学生 18 名を対象にしたアンケート調査の結果で
ある。CBI に対する学習者の意識や達成感を調べるため、コース終了直後
に 22 の設問に 5 段階の Likert 評価で回答してもらい、各々の設問回答の
平均値（M:Means）をニュートラルと見なされる想定値 3.0 と比較し、そ
の有意性を T-test により分析した。*マークが有意性のあったものである。
有意性の見られた設問を見ると、コースはかなり難しかった（問 1）が、
学習意欲を挫かれることなく（問 2）、内容は面白く情報量も豊かであっ
た（問 3・4）と評価され、コースの内容や形式や CBI の理念などに対し
ておおよそポジティブな印象を持ったようだ。日系史について多くの知識
を学んだと学生自身が判断している（問 17）ことからもそれは分かる。
CBI 形式のコースをまた履修したいと考え（問 22）、また、将来にわた
12
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る日本語学習への意欲も高まったようで（問 20）、日本語での「生涯学
習」への自信や意欲が形成されたのではないかと結論づけられた。
表4

コース全体評価への回答 2006～2008 年度（近松 2009）
Questions
(1=strongly disagree, 5=strongly agree)
1
The course was challenging.
2
The course was discouraging. (=Not discouraging)
3
The course was informative.
4
The topic was interesting.
5
The content of the course was shallow. (=Not shallow)
6
The content met the college student’s intellectual level.
7
The materials (books, films, websites, etc.) were well selected.
8
English materials were useful as a learning aid.
9
All assigned materials should be in Japanese.
10 Japanese was used as a communication tool in class.
Japanese was used as a learning tool for readings and
11
assignments.
12 There was enough discussion in class.
13 I actively participated in class discussion.
14 The course website (created by previous students) was useful.
15 My Japanese proficiency was good enough for the course.
16 Homework was demanding.
I learned a lot of content knowledge (JPAM history) from this
17
course.
18 My Japanese improved in this course.
More focus should have been placed on the “language”
19
instruction.
20 The course encouraged me to learn Japanese more in the future.
21 The course encouraged me to learn the topic more in the future.
22 I would like to take this type of course again.
（*p 値<.05）

M

SD

s.g.

4.38
1.89
4.44
4.61
1.72
4.61
4.17
4.00
3.28
4.78

0.78
1.02
0.62
0.61
0.89
0.50
0.79
0.97
1.02
0.55

*
*
*
*
*
*
*
*

4.50

0.92

*

4.06
3.89
3.72
3.69
4.08

1.00
1.23
0.89
0.89
0.69

*

4.44

0.78

*

3.89

0.96

3.50

1.04

4.06
3.67
4.17

1.00
1.08
1.04

*

*

*
*

しかし、ここでは有意性が見られなかった項目に注目したい。まず、学
習者の言語力やその向上についての自己評価の数項目に、有意性のある回
答が見られなかった。学習者がクラス内の討論に十分参加できず （問
13）、日本語力不足を感じていた傾向にあり（問 15）、またコース終了
後に自己の日本語力が向上したと感じでおらず（問 18）、つまり学生は
自分の言語運用能力、特に口頭での発言に自信を持てず、かなりフラスト
レーションを感じていたようだ。そして肝心のコンテントだが、コースか
ら知識を得ることができた、役に立った、面白かったとは言っているが
13
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（問 3 ・4・17）、問 21 のこのテーマについてもっと学びたいという項目
では有意性は見られなかった。内容重視教育と旗を掲げていながら、肝心
の内容の持続学習に繋がらないのであれば、決して「成功」とは言えない
のではないだろうか。
これらの結果の原因を考えた際に思い浮かんだ一つの深刻な問題は、
「コンテントベース」ということで筆者が「知識を習得すること」に重点
を置きすぎていたことである。コンテントということを「知識」と理解し、
文化・社会を学習することはその知識を構築することだと思い、歴史的事
実や事象などの情報や知識を収集し、理解することが言語の思考活動であ
ると考えられた。しかし、こういった活動は、前述のブルームの「理解」
Understanding のレベルであって、より高度な批判・創造思考が実践され
なかったのではないか。細川（2002）の著書『日本語は何をめざすか：言
語文化活動の理論と実践』では、「考える日本語教育」というのは「考え
る言語文化活動」をする場所であり、「考える言語文化活動」は「知識を
超えた考える行為」と定義されている。そして「知識を超えた考える行為」
とは「個人の表現・思考活動」であり、それは「自分の目で社会の表象を
観察し、日本語を学び、習得の過程で言語や社会問題について自分で考え
てみる」「典型的な社会現象や表象を自分の中で理解、観察し、それを言
葉で記述化して自分で理解し考えを深め、他に伝える」ことである。つま
り、学生は与えられたテーマやトピックを受け止めて、そこから自分の興
味やバックグラウンドやアイデンティティに繋げながら、コンテントを自
分で見つけ、広げ、あるいは作り出していくことが必要なわけだ。既成概
念や固定観念からもっと逸脱して、自分でコンテントを作り出しながら言
語活動をしていくこと、これこそコンテントベースの真髄であり、そこに
批判・創造的思考活動が実行されるのだ。ここでの教師の役目は、いかに
学生個人が様々な文化やコンテントの表象や情報に関して考えていること
を引き出せるか、その設定を作ってあげることになる。
14
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こう考えると、筆者は、2008 年までの日系人コースではその内容学習
が学習者個人と繋がっておらず「個人の自己表現思考活動」となっていな
い、だからこそ日本語がものになっていないのではないか、テーマに更な
る興味を抱くことができないのではないか、と疑問を持ち始めた。そこで、
2009 年度からクラスをもっと学生中心にし、学生に主導権を持たせ、自
分を表現できるコースにするように改善するために、期末プロジェクトを
修正し（表 5 参照）、「インタビュープロジェクト」を採用した。細川
（2002）は、インタビュープロジェクトは、自分自身がもつ「なぜ」とい
う問いに答えるために学習者が一度自己をつきはなし、他者とのインター
アクションによって事象関係や他者との相互関係を観察し自己変容できる
言語思考活動方法だとその有効性を述べている。
表 5 期末プロジェクトの変換（2006～2010 年度）
期末プロジェクト（2006～08）
改訂版期末プロジェクト（2009～10）
Tasks and Main Goals:
Tasks and Main Goals:
 Write a short essay in Japanese
 Interview a person active in Chicago’s
Japanese/Japanese American community
 Show your knowledge acquisition of
Japanese Americans
 Write a proposal for a better person,
society, world
Procedure:
Procedure:
 Student and teacher discussion
 Student and Student (peer review)
Sample work/topics:
 Library search
Sample work：See 表 7
 Compiling book/film lists
Schedule:
 Mapping Japanese American businesses  6th WK: discuss final project
now and then in Chicago
 7th WK: proposal, sample questions, list
 Summarizing trials/lawsuits of Japanese
of possible interviewees
Americans
 8th WK: peer evaluation, revision of Qs,
 Translation of comic books by Japanese  9th WK: (practice,) interview
American authors
 10th WK: Class presentation
 11th WK: Submission

表 5 の右側にある改訂版「インタビュープロジェクト」では、学習者は
個々の興味、専攻、バックグラウンド等を踏まえてテーマを選択し、それ
に従ってシカゴ日系人社会で活躍貢献する人物（2 世、3 世、新 1 世、ミ
ュージシャン、ビジネスマン、外交官、等）を一人選び、日本語または英
語でインタビューし、論文にまとめた（論文は日本語で提出）。そして、
15
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目標を「日本語で小論文を書く」ということから、日系人史を通して学ん
だことから「自己の人間形成、将来、また社会のために何か提言すること」
とした。また、フォーマットも教師対学生という形から、学生同士が助け
合い批判し合う、peer review/collaboration を使った。11 週間のコース半ば
の中間プロジェクト（映画レポート）のすぐ後に取りかかり、6 週目にプ
ロポーザルとインタビューでの質問を考え始め、1 回目の教師とのミーテ
ィングでインタビューする人材を絞った。8 週目には、その質問事項を 2
人～3 人のペアかグループになって内容・表現についてコメントし修正し
合った。本コースには日本からの留学生や日本語教師養成講座の日本人学
生も参加していることから、なるべく学習者と母語話者、学習者と継承語
話者などの組み合わせにした。言語面のみでなく、観点や価値観の違い、
テーマと質問内容のずれ、インタビューの仕方等についても話し合い、様
々な教育を受けて来た学生がお互いに批判し合い、助け合う学習活動は、
教師からの一方的なアドバイスでは学ぶことのできない貴重なものとなっ
た。9 週目にはインタビューの練習をしてからインタビューを実行し、10
週目にクラスでの口頭発表、11 週目に小論文の提出となった。以下は、
期末プロジェクトのタイトルの数例である。
表6












「日系史」コース 期末プロジェクトのトピック／タイトル
Project Topics/Titles*:
Local Interviewees
一世の人生の比較―ジュン・フジタと野毛洋子：
Japanese blues singer
シカゴの日系アメリカ人と在米日本人の繋がり：
3sei business/community leader
次の世代―日系二世と四世の経験： 4sei/grandson of the renowned local 2sei activist
ハーフの日系人を中心に考える：
3sei Irish-Japanese American businessman
シカゴの日系人芸術社会への影響：
Japanese jazz bassist
収容所に行った日系人教育者：
Japanese American educator, war veteran, activist
シカゴは日系人にとって重要な街なのか： Japanese journalist of local JPAM newspaper
太鼓と音楽に体する情熱：
Japanese American taiko artist
同じ顔同じルーツ、違う歴史違う文化：
Japanese diplomat
The Unknown History: Japanese Americans in Chicago: Japanese American writer/historian
Business for Japanese Americans in Chicago：
3sei small business/art shop owner
* 英語のタイトルは日本人留学生によって英語で書かれたもの
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例えば、音楽専攻の学生は現在シカゴで活躍する日系ブルースシンガー
にインタビューし、80 年前にシカゴで活躍した芸術家ジュン・フジタと
の対比を通して、シカゴの日系社会の特色や変化、また芸術の社会への影
響力等の課題を考察した。アメリカ人と日本人を両親に持つ日本研究・経
済学専攻の学生は、日本企業で働くアイルランド系日系アメリカ人のビジ
ネスマンに「ハーフ」であることへの自己意識や民族意識が彼女の仕事に
どう影響しているかをインタビューし、学習者自身の将来や社会への展望
を考察した。学習者がこうした高いレベルの思考活動を日本語で実行する
ことは難しい一方、アメリカと日本の接点である日系人史の中で学習者が
自身との接点を求めて考察することは、単なる「日本・日本語」をスキル
として教えるだけのコースを超えて、日本語学習が「個人の表現活動／思
考活動」となり、持続可能な生涯学習の準備のための 1 ステップとなるの
ではないかと思われた。
6.

終わりに
日本の学校教育の「規範」や「標準」の枠組みの中で受験のために知識

を暗記・理解することが学習だと体験してきた筆者にとって、米国の大学
教育のミッションである「批判的・創造的思考力」とは何なのか、それを
どう日本語教育に取り込むことができるのか、その答えは未だ模索中であ
る。しかし、日本語 CBI コースに取り組み、戦争や日系人史というテー
マを米国の学生と共に考える作業の中で、言語や文化や歴史の中での当た
り前だと受け止められていた既成事実や概念は、時間、場所、人によって
常に変動・流動しているという現実を日々痛感している。日本文学、日本
史、宗教学等の日本研究（Japanese Studies）のリベラルアーツの諸分野で
は批判され続けている本質主義（日本人論）・対一形象化・二項対立性等
は、日本語教育の分野では現在も根強く残っているように見える（Kubota
2003、佐藤・ドーア 2008）。しかし、だからこそ、日本語学習のなかで、
17
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言語と内容を批判・創造的に考える機会は山のようにあり、その意義も深
い。
フィールド（2010）は、「小林多喜二と文学―格差社会とリベラル・ア
ーツを考えるために」という論文の中で小説の「効率の悪さ」を教養教育
に結びつけて論じている。多喜二を初めとするプロレタリア文学者が当時
の国粋・軍国主義の蔓延する社会の中で「人の心を説得する」という目的
のために、スローガンの羅列を避けあえて小説という「手間のかかる手段」
を選んだことは、「効率の悪さ」という過程の中に、その当時直面してい
た問題だけではなく、将来の予期できない課題にも向き合う可能性があっ
たからであり、これが非専門性の高いリベラルアーツの一見「無意味」に
も見えるような教育の、実は真髄ではないのかと問いかけている。このこ
とは以下の引用からも読み取れる。
アメリカにおけるリベラル・アーツ、教養教育がイラク戦争を阻止す
ることができなかったように、プロレタリア文学運動も日本の植民地
主義と戦争を阻止することができませんでした。だからといって、ど
ちらも無意味、とは決していえないでしょう。（中略）多喜二は多い
に教養教育に学び、身につけた共感能力、真に受けた啓蒙思想が打ち
出した人間の尊厳などを運動のために活用しました。同時に文学とい
う、目的に直結しない道具を使いつづけたことにより、道具も、目的
自体も、目前にはない可能性に開かれていたと思います。（中略）
人ひとりの生涯も、世界史も、ほとんどそのための準備かもしれませ
ん。すると陳腐な喩えですが、旅の行き先以上に、その道程が大事な
のではないでしょうか。（p. 27）
コミュニカティブアプローチの言語教育が、メッセージの伝達だけを重
視し、ツールとしての日本語を求め続け、その言語運用能力を測ることだ
けを目的とするなら、「流暢に話せない」「新聞が読めない」「仕事で使
えるレベルの日本語力がない」学習者の日本語学習は「無意味」になって
18
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しまうのだろうか。大学教育における日本語学習が思考活動の一部となり、
この科学的にも文化的にも人道的にも果てしない多様性と可能性を持つ言
語学習を、「旅の行き先」だけでなくその「道程」を探り当てる学習にす
ることを我々教師は再考しなければならない。CBI が、学習者だけでなく
教師にそれを気づかせてくれるということに、このアプローチのもう一つ
の意義があるのではないかと感じて止まない。

注
1.

2.

3.

4.

Bloom（1956）は、knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis,
evaluation という順で定義したが、Anderson & Krathwohl（2001）のモデルは
その名称を修正し、最上レベル２つの位置を逆にすることを提案している。
同時に、実証研究の結果等によりこの２つのレベルの位置づけに疑問も示
されていることから、ここでは create と evaluate を共に一番上に位置づけた。
Morita の研究では中級（1.5～2 年履修）から上級レベル（能力試験 1～2 級）
にいくに従って自動詞他動詞間の意味や区別が習得されるという結果を出
している。しかし、単語、及び独立した文レベルで調査された実験結果で
あり、実際に自・他動詞が「文章」の中で正しく理解され、機能が有効に
使われているかという問いには答えていない。
受身の研究において「間接受身＝被害・迷惑感」「直接受身＝中立の意味」
と定義することは、とくに他動詞の所有受身に関する議論においては見解
が一致していない（今井 2010, Shibatani 1990）が、学習者が利用する文法書
や教科書等で使われる主流の説明となっている。
「アメリカが原爆を日本に落とす」の受動態としては以下の二つがある。
a.日本はアメリカに（よって）原爆を落とされた。
b. 原爆が日本にアメリカに（よって）落とされた。
今井（2010）は「直接受身＝中立の意味」「間接受身＝迷惑の意味」と結
論づけており、それに准ずれば、a は間接受身、b は直接受身と見なされ、
迷惑受身は a のみとなる。ただし、2 文の意味の類似からか、b にも迷惑感
が感じられる可能性も否めないが、文法上は b 迷惑受身とは見なされないこ
とになる。
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