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東北地方の外国人住民向け方言教材の開発
DEVELOPMENT OF LEARNING MATERIALS OF LOCAL SPEECH FOR
FOREIGN RESIDENTS IN TOHOKU REGION
斎藤敬太, 首都大学東京大学院
Keita SAITO, Tokyo Metropolitan University
1. はじめに
	
  日本国内には、2014 年 12 月現在で 2,121,831 人の外国人が居住している（総
務省 2015）が、少子高齢化社会が進む中、今後ますます外国人住民が増加する
と見られる。特に、経済連携協定（EPA）により、2008 年からインドネシア、
2009 年からフィリピン、2014 年にはベトナムから介護福祉士や看護師を目指し
て日本にやって来るようになり、今後は 1990 年代以降日系人が多く移住したよ
うな大きな工場のある都市だけでなく、介護福祉士や看護師を必要とする老年層
の多い地方での外国人が増えていくと考えられる。
そのような地域の一つとして挙げられるのが東北地方である。2011 年の東日
本大震災により、一時約 6 千人の外国人住民が東北地方を去ったが、2013 年以
降は増加を続けている。（総務省 2015）
2.

方言理解問題
東北地方で話される方言は、標準語と異なる特徴を多く持ち、かつ年代を問わ
ず話者が多く存在するため、方言問題は外国人住民にとって顕著なものとなる。
このような地域で日本人と会話をする際、標準語の知識だけでは不十分なのであ
る。一見、標準語を学習していれば日本のどこでも問題なく暮らせると思われる
かもしれないが、なかなかそうはいかない。その具体例については後述する。
方言問題といっても、そこには方言の使用までを目的とする考え方と、方言の
使用までは求めず、あくまでも理解にとどめる考え方がある。介護福祉士や看護
師、その他就労などを目的としてやって来る外国人住民と、勉学を目的としてや
って来る外国人留学生とでは、ことばの学習に使える時間的余裕が大きく異なる。
そのため、本研究で考える外国人住民にとっては生活するために最低限必要な方
言理解というものが重要であると考える。
方言理解問題と一口に言っても、そこには「方言語彙の問題」、「方言音声の
問題」、そして「方言文法の問題」が存在する。以下、それら諸問題について東
北方言の一つである福島県会津方言を例にすると、図 1 のようになる。

	
  

261	
  

2015	
  CAJLE	
  Annual	
  Conference	
  Proceedings	
  

図1.方言理解に潜む諸問題
a の「ナゲル（捨てる）」のように標準語と同じ語形で意味が異なるものや、
b の「ウルガス（水に浸けてふやかす）」のような標準語に相当する語形が存在
しないものがある。これらは方言語彙の問題であり、方言話者がこれらを用いた
時に外国人住民は標準語の語彙の知識では適切な解釈が出来ない。
図 2 は、福島県会津地方にある芦ノ牧温泉の外国人観光客向けパンフレット
で、現地で使える日本語会話を示したものである。	
  

	
  
図2.標準語形の中に混じる方言形	
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「気持ち良かったです」「おはようございます」といった標準語形の中に、
「おばんです」が並べられている。標準語で統一するならば「こんばんは」とす
るべきところだが、「おばんです」を他の標準語形の表現同様に並べ、わざわざ
外国人観光客が発音可能なように各言語で読み方まで記されている。また、この
パンフレットの作成者は、日本語教室や翻訳事業等を請け負う会津若松国際交流
協会であることから、温泉の旅館組合が独自で作成した物ではないことが分かる。
つまり、この地では晩の挨拶として「おばんです」がより自然に広く使用されて
いるという判断から、この方言形を掲載したものと考えられる。このように、方
言の中でも普段の会話でよく使用されているものこそ外国人住民が覚えると役立
つものである。	
  
c は中舌母音、d はカ行有声化、e はイとエの無区別といった方言音声の問題
である。この特徴的な方言音声を理解出来ないと、方言話者は標準語の際でも方
言音声の特徴を残したままで話すことがあり、このような場合は外国人住民にと
ってそれらが標準語の何に相当するかも想像がつかなくなってしまう。
f は標準語なら区別の無い尊敬と受身が別の活用をするということ、g は標準
語であれば単純変化でも可能でも否定は未然形に「～ナイ」を付ければよいとこ
ろ「～ネ」「～ンニ」と別の形式になること、h は標準語にはない助詞「サ」を
用いることといった方言文法の問題である。これらのような問題に関しても、標
準語の文法規則の知識のみでは到底理解することは容易ではない。
このように、東北地方の中の一地域の方言を取り上げただけでも標準語の知識
のみではカバーできない問題が数多く存在することは明らかである。外国人がそ
の地域で暮らすということは、老若男女問わず様々な層の方言話者と接する機会
が生まれるということになり、介護関係者であればなおのこと老年層の方言話者
との接触がある。外国人住民が方言を使用するかではなく、相手から言われた方
言をうまく理解出来るかどうかが、その地域での暮らしにおいて役立つ知識なの
である。
3.

先行研究
外国人の方言問題については伴（1985）をはじめ、ロング（1992）や国立国語
研究所編（1993）などに取り上げられている。ロング（1992）では、大阪で道尋
ねをしたところ、外国人であるロングに対して 37 人中 19 人が何らかの形で方言
を用いたとしている。方言を取り扱った日本語教材には方言のみを扱ったものと
して山形地域語研究会（2001）がある。JTM 研究会（1999）や全国語学教育学
会山口支部日本語教育部会（2002）などいくつかの日本語教材も方言を取り扱っ
ているが、その多くは標準語がメインで、方言はコラムで紹介するに留まるもの
である。高木・丸山（2007）によると、「方言は当初、留学生のために必要な生
活語として位置づけられた」（高木・丸山 2007:69）ものの、「地域の日本語教
育が盛んになり、「生活語としての方言」という認識も広まって」（高木・丸山
2007:69）きたとされ、留学生のみでなく日本語を自然習得する外国人住民に目
を向けられるようになったとあるが、その一方「これまでの日本語教師は共通語
を教えることは訓練されていても、方言を教えることは訓練されていなかった」
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（高木・丸山 2007:70）とし、そのために「視聴覚的にもアプローチできる教材
が必要」（高木・丸山 2007:70）であることも記している。
	
  社会福祉法人大阪ボランティア協会「多文化子育て支援ガイドブック」企画委
員会編（2013）では、外国人保護者が大阪の方言を標準語の似通った語句と誤解
した失敗談と併せて、外国人保護者と接する子育て支援関係者に「方言の使用は
なるべく避ける」ことをコミュニケーションのコツの一つとして提示している。
しかし、このようなことは外国人住民の近所に住む一般の日本人が行うわけでは
なく、前述のロング（1992）のように、方言を知らずのうちに使用することは避
け難いのである。
外国人のための方言に関する研究として後藤他（1998）が挙げられるが、これ
は対象が山形県山形市において介護福祉士を目指す外国人留学生に限られたもの
である。また、熊本県熊本市在住の外国人留学生を対象とした吉里他（2013）も
あるが、これは中上級レベルを想定しており、また、外国人の方言理解よりも方
言使用を主な目的としている。山下（2014）は、東北地方の外国人住民向けに、
災害時に用いる語彙や表現を、たたむと名刺サイズになる『災害時命綱カード』
にまとめ、そこに標準語や外国語訳以外に方言訳も記している。しかし、これは
このカードを用いた方言使用が主な目的とされており、また、使用場面も災害時
に限られたものである。
その他のものも含めて、方言に関する先行研究、及び本研究をまとめると以下
の表 1 のようになる。
表1.先行研究と本研究の位置付け
東北地方対象
後藤他
(1998)

外国人対象

△  

△  

（山形県山形市）

（留学生のみ）

岩城
(2008)
竹田
(2012)

本研究

	
  

日常場面

その場で
使える

○
○

△  
△  
（岩手・宮城・福
島）

○

（用例集）

○

（留学生のみ）

△  

○

○

（青森・岩手・宮
城・福島）

吉里他
(2013)
山下
(2014)

方言理解主体

○

○

（語彙集）

○

○
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4.

本研究が目指すもの
外国人住民が方言に触れる場面とはどこだろうか。介護福祉士や看護師の場合
では、施設の利用者や病院の患者など、職場で方言に触れるということは想像に
難くない。しかし、更に根本的なところ、つまり近所に住む日本人住民との会話
や買い物など、普段の生活場面で方言に触れることが十分あり得る。そのため、
そのような日常場面で触れる方言を知ることが大切である。
また、方言で分からないことが起きた時、すぐに見て使えるものがあると便利
である。これまで方言を知るツールとして竹田（2012）のような用例集や山下
（2014）の『災害時命綱カード』などが作られている。方言の教科書は、困った
時その場で使うことはあまり考慮されていない。
すなわち、表 1 における本研究の位置付けのように、東北地方の外国人住民を
対象とした、日常生活場面で方言理解に困った時にその場で使えるツールこそ、
本研究が目指すものである。
具体的には、外国人住民の生活に役立つ方言語彙、方言音声、方言文法を集め、
方言に触れた際にすぐ確認出来るような冊子にまとめることを目指す。そこには
かなによる発音、標準語訳、外国語訳などを付すことで、日本語教師が外国人住
民に使用する教材として用いるのみでなく、外国人住民自身の独学に使えるよう
にも配慮したい。また、方言音声は電子媒体などに収録することで、聴き取りの
練習が可能な形にする。それにより、地元のことばを外国人に教えたいが何を教
えればよいのか悩んでいる日本語教師への一つの答えを示し、現在東北地方に住
む外国人住民、そしてこれからやってくる外国人介護福祉士・看護師などの方言
理解問題の軽減に貢献することを最終的な目的とする。また、これらは外国人住
民だけでなく、他地方から東北地方へやって来る日本人にも利用可能であると考
える。
5.

方法
手順として、まず、方言語彙、方言音声、方言文法の選定を行う。そして、東
北地方で暮らす外国人住民が、暮らしている地域の方言に対し、現段階でどれほ
ど理解出来ているのか、何が理解しやすく何が理解しにくいかを調査する必要が
ある。東北地方で暮らす外国人住民に対し選定した方言の理解度を測り、その上
で、理解度の低いものを中心に「覚えると役立つ方言」を決定していく。
方言語彙の選定方法としては、東北地方に居住する他地方出身者、あるいは関
東地方などの東北地方外に居住する東北出身者に「東北地方で言われて通じなか
ったことば」「他地方で言ったら通じなかったことば」について聞き取り調査を
実施し、他地方出身者との接触場面においても方言話者が用いるものを収集して
いく。
どのような方言が使用されやすいのだろうか。方言の中でも、標準語だと思っ
て話す「擬似標準語」（ロング 1993）や、方言と分かっていても残存する伝統
方言形（半沢 2003）といったものは、日本人が標準語を意識して話した際でも
現れやすいものであると考えられる。日本人が外国人住民と話す際に、現れやす
い方言語彙というものは従来の伝統方言全般というよりもこれらのほうではない
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か。本研究で方言語彙を収集・選定する際には、このようなものに特に注意を払
って実施していくことが望ましい。	
  
方言音声と方言文法に関しては、主に文献を参考に標準語と異なるものを収
集・選定していくが、方言語彙と同時に聞き取り調査も行っていく。
方言語彙、方言音声、方言文法を選定後、外国人住民に聞いてもらうための刺
激音を作成する。項目によって、買い物、路上、病院内などのような様々な場面
を設定した方言文の刺激音を用意する。刺激音の作成に当たっては、実験を実施
する地域の方言話者の協力を得る。各刺激音に様々な生活場面を設定した上に、
話者を方言ネイティブにすることで、現地で遭遇する方言の会話場面により近い
状態で理解度を測ることが可能になるからである。また、例えば方言音声の項目
の刺激音では、標準語の文を方言音声で発音したものを聞かせて方言語彙や方言
文法の問題を含まないようにするといったように、一つの刺激音で複数の項目が
複雑に絡まないよう配慮する。
その後、国際交流協会等を通して、東北地方に居住する外国人に対しそれらの
聴解実験を実施する。理解度を測る方法としては方言による指示通りに行動して
もらう、標準語に訳してもらう、内容について答えてもらうなど複数のパターン
を考える。
聴解実験の結果や、頻出度等を考慮したうえで「覚えると役立つ方言語彙」
「覚えると役立つ方言音声」「覚えると役立つ方言文法」をそれぞれ決定する。
6.

予備的調査
予備的調査として、2015 年 6 月に、言語形成期を山形県置賜地方で過ごした
関東地方在住の五十代男性 1 名に対し、彼の母方言である置賜方言に関する聞き
取り調査を実施した。
その結果、「降りる」を意味す
る「オヂル」、「疲れた」を意味
する「コワイ」、「捨てる」を意
味する「ナゲル」、そして「しあ
さって」を意味する「ヤナサッテ」
など、標準語と同じ形式の語であ
ってもその示す意味が異なる語彙
が置賜方言にも存在することが分
置賜地方
かった。
さらに言えば、今回の予備的調
査で聞いた置賜方言の語彙の多く
会津地方
は、置賜地方と地理的に隣接する
福島県会津地方（図 3）で話される
会津方言のものと同一、あるいは
非常に近い形式と意味を持つこと
も明らかとなった。
図3.山形県置賜地方と福島県会津地方の
このようなことも踏まえると、
位置関係	
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県を跨いで共通する方言語彙、方言音声、方言文法が複数存在しており、本研究
では方言を県・地域に分けるよりも、語彙ごと、音声ごと、文法ごとの共通項で
分けることに有用性があると考える。
しかし、本来「他地方で言ったら通じなかったことば」を中心に聞き取りをす
る予定であったが、実際に聞いてみると彼はそのような体験があまりなかったと
いう結果であった。
次回、今回とは逆のパターン、つまり、他地方出身の東北地方移住者、具体的
には関東地方出身の福島県中通り地方移住経験者に聞き取り調査を実施予定であ
る。東北出身の他地方移住者と、他地方出身の東北移住者では東北方言の理解問
題に対する意識が異なると考えられ、本研究での方言語彙等の選定を目的とした
調査の被調査者としては後者のほうが趣旨に沿っていると予想される。
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