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多言語社会と言語問題シンポジウム 2018 開催趣旨 
 
 

 OECD による移民増加率の発表では日本は世界で第 4 位となり、実質的な移
民大国となっている実体が明らかになっている。多言語社会の到来が喧伝され
て久しい中で、個人、コミュニティ、政府などの多様なレベルにおける、多言語
社会の言語問題、そして言語問題に対する人々の営みについて、隣接諸領域の研
究者のあいだで共有していくこともまた喫緊の課題であろう。本シンポジウム
は、以上のような問題意識のもと、広く学際的交流を求める研究者たちの饗宴と
したい。 
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フルード・ムハンマド（東海⼤学） 

プロセス研究としての⾔語管理の視点：済州島在住外
国⼈花嫁の調査から 
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アキバリ・フーリエ（千葉⼤学） 

豪州在住の⽇本⼈の⾔語管理とアイデンティティ：
⽇英両⾔語の⾃⼰評価の語りを通してみえるもの 

倉⽥尚美（モナシュ⼤学） 
 移動する⼈々の習慣化された⾔語管理の語りはどの

ような多⾔語社会の⾔語問題を語っているか 
村岡英裕（千葉⼤学） 

15:25-15:40 コーヒーブレイク 

15:40-17:40 

＜セッション 5＞〔1203 教室〕 
司会：リサ・フェアブラザー（上智⼤学） 

＜セッション 6＞〔1204 教室〕 
司会：中⼭由佳（早稲⽥⼤学） 

Language problems faced by Japanese working 
in the multilingual society of Singapore: A 
Language Management Theory Approach 

 
Jason Fan (Sophia University) 

Self, Other and In-between: Narratives from a 
Multicultural Classroom Community of an 
Intercultural Communication Course in a 
Japanese University 

Albert R. Zhou (Musashino University) 
国フェスの⾔語使⽤：象徴・伝達・媒介機能の混淆 

 
猿橋順⼦（⻘⼭学院⼤学） 

外国⼈⽣徒のポジショニングからみる多⾔語話者と
してのアイデンティティ 

孫美那（千葉⼤学） 
演劇にみる接触場⾯のモデル：ドイツ・ポーランド国
境地域の多⾔語劇の事例から 

 
⽊村護郎クリストフ（上智⼤学） 

「やさしい⽇本語」から「わかりあえる⽇本語」へ：
クルド⼈住⺠の接触場⾯形成の可能性と⽇本語教育
が果たす役割 

⽚⼭奈緒美（筑波⼤学） 
遂⾏的アイデンティティ構築の原則：ディスコースに
おけるアイデンティティからの発展を⽬指して 

ミラー成三（千葉⼤学） 

EPA 介護福祉⼠候補者にとって必要な⾔葉とは：⾔
葉遊び（language play）を通して⾒えること 

藤原京佳（摂南⼤学） 

17:40-17:55 全体討議〔1203 教室〕（⽊村護郎クリストフ・上智⼤学/⾼⺠定・千葉⼤学） 

17:55-18:00 閉会の辞〔1203 教室〕（村岡英裕・⾔語管理研究会代表） 
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ラジオニセコの言語管理：外国人定住者・期間雇用労働者・外国人観光客の増加を背景に 
Language Management of RADIO NISEKO : Under the influence of increase of 

foreign residents, foreign seasonal workers and foreign tourists 
加藤好崇 (東海大学) 

Kato, Yoshitaka (Tokai University) 
1. はじめに 
本研究の対象である「ラジオニセコ（以下RN）」はニセコ町民向けのコミュニティラジオであるが，隣町

の倶知安町の一部でも受信できるため，ここでは倶知安町を含めたニセコエリアを対象として議論する.この
エリアの地価は近年の外国人によるリゾート需要の影響により高い上昇率を示している．ニセコエリアの外
国人には，旅行者（宿泊延べ数：354,303 人（倶知安町 2016）， 218,498 人（ニセコ町：2017)）の他，定
住者，スキーシーズンのみの期間雇用労働者の3タイプが存在する．ニセコ町の2017 年 9月の総人口4,945
人中,外国人は 214 人であるが，2018 年 1 月は 5,227 人中,440 人と 8.4％の割合となっている.また倶知安
町は 2017 年 9月の総人口15,343人中，外国人は 630人であるが，2018 年 1月は 16,492 人中，1,515 人
の 9.2％の割合である.こういった状況がエリア内の英語化を深化させているとの報告もある（山川2018）． 
筆者は，ニセコエリアの居住者に占める外国人の割合が増加するなか，現地のコミュニティラジオが多文

化共生のコミュニティ作りの一端を担えるのではないかとの考えのもと，現在の RN にそういったコミュニ
ティに向けた積極的な言語管理がみられるのか，また今後の課題についても考察を行う. 
	

2. 研究方法と研究対象 
RNはニセコ町の援助により公設民営方式で2012年に開局し，株式会社ニセコリゾート観光協会の一事業

部として運営されているコミュニティ放送局である. 筆者はニセコ町，倶知安町に 2018 年 3 月と 8 月の 2
回訪問し，RN放送局長M氏，ニセコひらふエリアマネジメント代表理事W氏，ニセコプロモーションボー
ド代表理事 R 氏，飲食店取締役 D氏，倶知安町小学校校長 S 氏，後志総合振興局 T氏の 6 名に聞き取り調
査を行った．その他，メールにより得られた情報やラジオ番組の一部（2018 年 9 月～12 月放送）もデータ
とする．本稿では特にRN放送局長M氏から得られたデータを中心に分析を行う．なお，R氏（オーストラ
リア出身），D氏（ポーランド出身）以外はすべて日本語母語話者である． 
	

3.考察と分析 
RNは①ニセコで何が起きているかを伝える，②ニセコの絆を深める，③ニセコライフを楽しくする，の三

つの指針<RNホームページ:http://radioniseko.jp/profile/>に沿って放送を行っている．この三指針に基づく
番組や情報を取り出し，それぞれを「言語バラエティ」「参加者」「話題」に分けて分析する. 
①の指針は「情報伝達規範」と言い換えられよう.この規範に基づいた内容としては，日本語（バラエティ）

により，日本人局員がニセコエリアの日本人住民か日本語を解する外国人住民（参加者）に向けて，「お悔や
み」「災害情報」「蜂の発生」など（話題）について放送されたものが挙げられる.北海道胆振東部地震の際は
24 時間災害臨時放送を日本人局員が担当したが，ニセコ町の指示で日本語のみの放送であったという.放送
後，英語での対応が課題として挙げられたというが，これらのことから「情報伝達規範」に基づく内容は，
基本的に地域の日本人住民に向けられているものと言えよう．また，この現在の放送内容は概ね規範に沿っ
たものとして認識されているようである． 
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②は「コミュニティ生成規範」と言い換えられよう.この規範に基づいた内容としては，日本語（バラエテ
ィ）により，日本人局員（地域住民が発信者になることもある）から日本人住民と日本語を解する一部の外
国人住民（参加者）に向けて，「役場からのお知らせ」「音楽」「文学」など（話題）について放送されたもの
が挙げられる．この発信者側に外国人がゲストとして招かれ，「音楽」「文学」に関して話すケースも見られ
たが日本語が使われていた.このことから現時点での「コミュニティ生成規範」も，基本的に日本人住民に向
けられたものと言える．これらも概ね規範に沿ったものとして捉えられている． 
③については，放送局長M氏によると海外の人も楽しく聴き，参加してもらうことや多言語番組の放送

という目的も含まれることから「異文化交流規範」と呼ぶことにする.この規範に沿った英語など（バラエ
ティ）を使用する番組は二種類ある．一つはニセコ在住の国際交流員（CIR）４名による月 4回の番組，も
う一つは一般の外国人住民による月1回の番組である．前者は月毎に決まったテーマに沿って話をしたり，
それぞれが選曲した音楽を流す．うち１回目はM氏とCIR4 名が日本語で話し，その後2回分はCIR によ
る英語放送，最後はCIR2名による日英併用放送となっている．もともとこの番組は，以前一人のCIR の要
望から開始されたもので，NR主導により英語選択が行われたわけではない．後者はM氏の知り合いの外国
人に偶然話を持ちかけて生まれている．この二つの番組は全番組中のわずかな割合であり，M氏も述べるよ
うに，「異文化交流規範」はこれまで強く意識化されているものではない.なお，上の日英併用放送はリスナ
ーからの，英語ばかりを聞いていると作業中に眠たくなる，という苦情への調整行動として成立している． 
M氏によれば，英語放送でもリスナーは基本的に日本人住民を想定していると言う．特にCIRの番組は

金曜午後 3時（再放送日曜 2時）から放送されているため，聴取できる層は，農作業などラジオを聴きなが
ら仕事ができる住民か，すでに引退している人であり，外国人との関わりが比較的薄い層だと言える． 
従って，この「異文化交流規範」に基づく番組は，主に英語 (バラエティ)により，外国人が基本的に日本

人 (参加者)に対して，異文化紹介(内容)を行うものであると言える．そして，こういった番組は金曜午後3
時にラジオ聴取が可能であり，外国人との関わりが比較的少ない日本人に対して，これからますます増加す
ると思われるエリア内の外国人の存在や異文化を，より意識化してもらう役割を担っていると言える．  
「山と町」と呼ばれるエリア内の外国人と日本人間の壁は小さくなっているようである．しかし,日本人

には外国人との関わりをすでに多く持つ住民，関わりを持とうと意識している住民の他，関わりを持つこと
に消極的な住民がいる．そういったタイプの住民が，外国人をコミュニティの一員として受け入れるかどう
かが多文化共生のコミュニティ作りの鍵となろう．この「気付き」を促す可能性をRNは持っている． 
	

4．おわりに 
コミュニティラジオだけでできることは多くないが，多文化共生社会を促進させることを念頭に置くなら

ば，三つの規範に基づくそれぞれの番組において「バラエティ」「参加者」「内容」などをより精査し，また
「異文化交流規範」のより強い意識化が今後は必要になるだろう． 
 

参考文献 
倶知安町ホームページ< http://www.town.kutchan.hokkaido.jp> 2018 年 11月アクセス 
ニセコ町ホームページ<https://www.town.niseko.lg.jp> 2018 年 9月アクセス 
山川和彦（2018）ニセコ圏の発展と英語化の進展が引き起こす課題．日本言語政策学会第 20 回記念旧大会

予稿集．pp.103-105.日本言語政策学会. 
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EPA 看護師候補生受け入れ病院の職場における問題点と今後の展望 
Problems in the workplace of EPA nurse candidates who works in a 

Japanese hospital and future prospects 
田村瑠美 (東海大学大学院生) 

Tamura, Rumi (Graduated student of Tokai University)	
1. はじめに 
東京都にある医療法人E会では，早期から外国人スタッフの受け入れを積極的に行っており，EPAの看護

師候補生の受け入れに関しても各国の初年度から行っている．EPAの看護師候補生の受け入れ制度はこれま
でも様々な問題点が指摘されている．しかし、無事国家資格を取得し，看護師として就労した後の外国人看
護師の職場における問題点についてはほとんど明らかにされていない．今回，以下の点を目的として，医療
法人E会の E病院にて看護部長 Sとフィリピン人看護師Bへの半構造化インタビューを行った． 
目的：外国人看護師が日本で看護業務に従事する場合にどのような文化的・言語的問題が生じるのか，そ

の原因を明らかにし，改善策を検討する． 
2. 先行研究 
これまでのEPA看護師候補生に関する日本語教育の研究は，国家試験合格に重点がおかれているもの

（嶋 2016）が多く，国家試験合格後の外国人看護師についての研究は寡聞にして聞かない．看護の視点
からは，日本とフィリピンの病院における看護業務の相違点について報告されている（田中，志賀，西垣
2009）． 
3. 研究方法 
今回インタビューを行った調査対象の看護部長 Sは，50代女性，628床 13病棟の看護単位をまとめる責

任者である．EPA看護師Bはフィリピン国籍の34歳，男性，母語はリサヤ語．EPAで来日するまで日本
語学習経験はなかった．2009年に来日し，2012 年に国家資格取得，現在看護師として6年半 E病院に勤
務している。 
4. 結果と分析 
 本稿では上記のインタビューデータの分析から明らかになった，看護部長 S の接触場面において顕在化し
た規範と看護師Bによるその規範からの逸脱と問題，さらに看護師Bの持つ規範について分析を行う． 
4-1. 看護部長 S の規範１：【看護師はアセスメント能力が必要である】 

S「私たちは普通に，1年生となったら，受け持つ患者さんの疾患を調べてきてね，とかプリセプターに
言われるじゃないですか．と，調べますよね」 

看護部長 Sは，以下のように，外国人看護師の規範からの逸脱に留意し，否定的評価をしている． 
S 「なぜこの注射をするのか電解質のバランスはどうなのかこれをやったら抑制が必要なのか，排泄は

どうかとかそこまで細かくは考えない．」 
そして，外国人看護師による逸脱に対して調整行動をとっていることが以下のコメントからわかる． 

S 「一緒に同行させるとかね，金魚のフンみたいに，ちょっとおいで，これ分かる．なんでなのか説明
できる．まあ一年生と一緒ですよ．」 

このような調整行動をとっていても，今現在も逸脱に留意し，否定的評価をしている．これは看護部長 S が
規範１を緩めることができないことを表している． 

S 「3年後に夜勤ができるようになればいいかなって伸ばしても，いまだにやれてないじゃないですか」 
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これに対し看護師Bのアセスメントに関する考え方が，看護部長Sとは異なっていることが以下からわかる． 
看護師Bの規範：【アセスメントは医師が，または医師と行うものである】 
B 「フィリピンであの，アセスメントするんですけど，先生が一番やるんですよね，アセスメント．（笑い）」 
4-2. 看護部長 S の規範１の下位規範【アセスメントに必要な情報収集ができなければならない】 
  S 「早めに来て，患者さんの情報収集をしてとかっていうのがあるんですけど」 
看護部長 Sはこの下位規範からの外国人看護師の逸脱に対して，否定的評価をしている． 
  S 「注射するためにこの患者さんの情報なんていらない．この注射の名前とルートがあって，血管があ

ればいいかっていう．そういう解釈」 
調整行動として、患者を全人的に理解しているか質問を通して確認するという調整行動が行われていること
が看護師Bのコメントからわかる． 
  B 「あの，薬，患者様はどんな薬を飲んでいるか，全部答えられないと，あの『あまり情報収集してな

いですね』という（笑い）」 
これに対し看護師Bの情報収集に関する考え方が以下のように異なっていることがわかる． 
看護師Bの規範：【細かい情報収集は必要な時に見ればよい】 
  B 「全部見なくてもいいんじゃないですか，もし困るときにミライを開いて見ていきましょうっていう

感じ（笑い）だったんですよ．」 
このことから，看護師Bが今もアセスメントのための情報収集の必要性を理解していないことが分かる． 
さらに、情報収集のために勤務開始時間より前に職場に来るという点においても両者の規範の違いが明らか 
になっている． 
これらのお互いの規範からの逸脱により，職場で問題が生じており，結果，外国人看護師は一人の自立し 

た看護師としての位置を確立できていない．そのため、看護部長 Sの持つ看護師としての基本的規範である
【安全で患者に安らぎを与える看護ができる】からの逸脱として否定的評価をし，重要な仕事を任せられな
いという調整行動がとられている．しかし，その結果，外国人看護師側にはプロとして認められず，フラス
トレーションがたまるという状況になっている． 
5. 改善に向けて 
 今回の調査によって，母国での看護師の経験を持ち，来日するEPA看護師候補生には，母国での看護師と
しての規範があり，日本で看護師業務を遂行するにあたって，お互いの規範からの逸脱に留意することによ
り問題が生じていることがわかった．この問題を解決するためには，外国人看護師に対して，病院に配属さ
れる前に，日本の看護を学ばせる機会を作ることが重要であると考える．また，職場環境として，業務に必
要なことである情報収集を業務の一環と捉えた勤務体制を作ることも必要であると考えた． 
6. おわりに 
 今後ますます必要とされる外国人看護師が，日本人看護師と同じように活躍できる医療現場であるために，
今後も，職場における接触場面の問題分析と改善に向けた研究が必要であろう． 
参考文献 
嶋ちはる（2016）看護・介護の職場における外国人とのコミュニケーション 地域ケアリング Vol.18 No7 

pp.90-94.北隆館． 
田中博子，志賀由美，西垣克（2009）日本とフィリピンにおける病院看護業務の比較：タイムスタディー法

を用いた主要業務の検討 日看管会誌 Vol.12,No.2 pp94-105 日本看護管理学会 
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多文化共生のための書き言葉使用の組織的管理 
Organized Management for Written Language Use in Multicultural Society 

金子信子（筑波大学） 
Kaneko, Nobuko（University of Tsukuba） 

	

1. はじめに 
多文化共生への取り組みが国や自治体，支援団体等によって進められているが，その中で重視されている

ものの一つにコミュニケーション支援がある．特に読み書きは外国人住民にとって困難が大きいことから，
本発表では書き言葉に関する取り組みに焦点を当てる． 
	

2. 理論的背景 
言語問題や政策を考察する上で，言語管理理論（Jernudd and Neustupný 1987; ネウストプニー 1997a; 

ネウストプニー 1997b）は様々なフレームワークを提供している．言語管理（language management）に
関わる多様な主体，組織や個人という管理のレベル，誰がどのような状況でどのような問題に気付き，どの
ように調整するかというプロセス，関係者のインタレスト等である． 
また，書き言葉に関しては，実践的リテラシー研究（Literacy practice studies）（Street 2000; Barton 2007）

が，読み書きを社会的実践として捉える姿勢を示している．そして，テキストの理解のみではなく，イデオ
ロギーや，読み書きができない人を支えるネットワークの存在も重視している． 
 

3. 書き言葉使用の組織的管理 
 本発表では，金子（2009）の一部を再考し，多文化共生の取り組みを示す省庁や自治体，支援団体等の資
料から，テキスト（公的文書や公共表示）の調整が現れている箇所に注目し，その経緯や関連する取り組み
を含めて考察する． 
多文化共生施策の経緯を見ると，テキストの調整はそれ自体が目的化されるのではなく，職業や教育など

の領域において，就職活動や子どもの就学などの実質行動（社会文化的行動）を促進する要素として扱われ
ている（総務省 2006; 外国人労働者問題関係省庁連絡会議 2006; 2017）．施策を実施する上での法や制度
的根拠と，実質行動上の問題が提示され，それらに対する対策（調整）の一部として，テキストを含むコミ
ュニケーションの調整が現れている．多言語版生活情報の提供や相談所・通訳の配置は，外国人住民の社会
文化・制度的知識，会話・読み書き能力が十分ではないことに起因する取り組みである．テキストの調整は，
そのようなコミュニケーション支援の一環として，ある文書が特定され，多言語訳の見本が提供されるケー
スが多い．その場合，調整の対象となるテキストは限定され，労働契約書など，ある実質行動において最も
重要と判断されたものとなる． 
ただし，学校からの連絡文書や医療問診票などは，テキストに焦点を当てた取り組みがあり，様々な団体

によって多くの種類のテキストが翻訳され，ウェブサイトで公開されている．言語の種類も増え，10種類以
上で対応しているものや，やさしい日本語の使用も見られる．この他に，多言語で情報を作成するためのマ
ニュアルや，翻訳ツールの開発もある．観光客のための案内標識のガイドラインや災害時多言語表示シート
は，利用者の行動に合わせた利便性が見られる． 
 また，近年ではやさしい日本語で公的文書を書き換えるプロジェクトも進められている（庵ほか 2011）．
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これは多言語ではなく簡易な日本語を共通言語とするという理念に基づいたもので，言語体系に働きかける
調整である． 
 多文化共生施策をプロセスから見ると，地域の協会や自治体，省庁，関係者の連絡会議など，多様な組織
的主体が関わり，問題の認識，施策の実施，その評価，再調整が重層的に続いている． 
 

4. おわりに 
 以上，本発表では，多文化共生のための書き言葉に関する調整を，言語管理や社会的実践の観点から見る
ことにより，多様な実態を捉えることを試みる． 
	

	

参考文献 
Barton, D. (2007) Literacy: An Introduction to the Ecology of Written Language.  Second edition. 

Oxford: Blackwell.  
外国人労働者問題関係省庁連絡会議 (2006)「生活者としての外国人」に関する総合的対応策．内閣官房． 

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gaikokujin/honbun2.pdf（2018 年９月１日参照） 
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外国人居住者の言語環境とリテラシー問題： 
日本と韓国の外国人集住地地域の事例分析を中心に 

Language Environment of Foreign Residents and Problems of Literacy： 
A Case Study of Highly Concentrated area of Foreign Residents in Japan and Korea 

 
高民定（千葉大学） 

Ko, Minjeong（Chiba University） 
1. はじめに 
 近年定住と移動を繰り返しながら暮らす外国人が世界的に増えており，外国人居住者をとりまく社会的，
言語的環境も複雑化し多様化が加速化している．日本においても近年日本人の居住地域（e.g.団地等）に，
様々な背景をもつニューカマーの外国人の集住が進んでおり，生活者としてまた地域住民として地域での生
活や社会参加に関わっている．外国人集住地域をとりあげた研究はこれまで少なくないが，それは主に在日
コリアンや日系ブラジル人などの歴史的・経済的な背景から特定の移民コミュニティを形成している集住地
域を対象としたものが多い（都築1998，浅田2002）．近年になって新たな外国人集住地域として浮上し，ま
た多様な言語背景をもつ外国人が混在していることから，従来の集住地域のような特定の移民コミュニティ
の形成が弱い集住地域を対象とした研究はまだほとんどなされていない．こうした外国人集住地域の外国人
居住者は，来日の目的や時期も違えば，定住の形も様々であると考えられる．また家族構成や，母語として
の移民言語，移住先でのホスト言語能力も様々であり，それによって抱える日本での言語問題と調整行動も
様々であると考えられる．とくに，外国人居住者の生活や社会参加の制約となっていると言われている日本
語の書き言葉の使用は，主に文字情報をルーツに行われる行政と地域住民とのコミュニケーションにおいて
は欠かせないものであるだけに，外国人居住者の生活や社会参加において重要な言語問題となっている．ま
たその細部においては多様な個別の書き言葉使用の問題を抱えている人も多いと予想される． 
 上記の問題意識を基にした外国人集住地域の実態調査の第一歩として，本研究は近年新たに形成されつつ
ある団地を中心とする外国人集住地域における言語環境と外国人居住者のリテラシー問題を調査・分析する．
なお，本研究では日本の外国人集住地域を主な対象とするが，比較対象のため多文化政策により外国人集住
化が進んでいるとされる韓国の外国人集住地域の事例をも分析対象とする． 
 

2. 日本における外国人集住地域 
 2017 年現在，日本国内の外国人登録者数は 250 万人を超えており，そのうち定住の長期化が考えられる
資格を有する外国人登録者数は６割以上を占める．外国人の定住化が進むにつれて，公営住宅や都市再生機
構の賃貸住宅（以下，UR賃貸住宅）に住む人も増加している．例えば，群馬県伊勢崎市にある県営団地をは
じめ，神奈川県の「いちょう団地」，千葉市の「高州県営・市営団地」，UR賃貸住宅の埼玉県川口市の「芝園
団地」などにおける集住化がそうである．とくに，「公営団地」の場合，1992 年に他地域の外国人登録者に
ついても入居を認めたことによって外国人の公営住宅への入居が一気に増えたことや，団地の高齢化などが
増加の一つの要因となっている。地域によっては外国人世帯の比率が日本人世帯より高いところも出てきて
いる．こうした外国人集住地域や団地に注目した研究も少なくなく（江衛 2005，稲葉ら 2009 など），そこ
では，外国人の居住をめぐる問題がいろいろ指摘されている．しかし，これらの先行研究の指摘は集住地域
のホスト側からみた生活上のトラブルに関する内容が多く，外国人居住者側の視点から居住環境や地域住民
とのコミュニケーション問題に注目した研究はほとんどない（富谷ら2012）． 
	  

3. 外国人居住者のリテラシー問題 
 外国人居住者の集住する地域では外国人への言語的サポートの一つとして，国際交流協会が主催する日本
語教室や地域のボランティア団体による日本語学習支援が行われている.しかし，その支援の主な対象は技能
実習生や留学生であったり，母国での教育を十分に受けた識字者や，日本語のひらがなやローマ字の読み書
きを習得した人が前提になることが多い．定住者の中には日本語の読み書きを習得していない人も少なくな
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く，彼らは日本語や日本での生活に必要なリテラシー教育を受けることもなく，日本での定住を開始してい
る．とくに，日本では居住に関わる情報をはじめ，行政サービスや生活を支えるライフ等に関する重要な情
報は文字で示されることが多いことを考えると，読み書き能力の不足による諸問題は地域住民とのトラブル
や生活問題のみならず，彼らの新たなライフステージへの適応やホスト社会への参加にも大きく影響すると
考えられる．金子(2011)は外国人居住者の書き言葉使用というリテラシー問題は，生活や社会での文字を介
したインターアクションの実践と密接につながっていると述べている. リテラシー問題は単純に読み書き能
力だけではなく，社会参加の実践を見据えた広い意味のインターアクション能力として捉える必要があり，
それに対する実態調査と多様な事例分析からの考察が至急に求められる. 
	  

4. 韓国における外国人集住地域 
 一方，韓国は 2000 年代の後半より工業団地を中心に外国人集住地域が形成されており，近年においては
多様な言語・文化背景をもつ外国人集住地域が増えている. 本発表では中でも多文化特区1として指定されて
いる韓国安山市の外国人集住地域の言語環境と外国人居住者のリテラシー問題を取り上げる. とくに，韓国
の場合，政府の多文化政策により2007 年に「外国人待遇基本法」が定められ，また2008 年からは「在韓外
国人政策基本計画」や「多文化家族支援政策」の法制度に基づいた多文化支援が行われている．こうした社
会環境の中の外国人集住地域の言語環境とそれをめぐる外国人当事者の意識を比較考察することにより，国
を超えた問題意識の共有や日本への示唆を考えたい． 

 

5. 本研究の調査方法と分析結果 
 本発表では上記の問題意識を基に，ケース・スタディーとして千葉県千葉市のK公営団地における言語環
境や外国人居住者の日本語のリテラシー問題をとりあげる．具体的にはK団地の周りのフィールド調査に加
え，自治会への聞き取り調査，日本と韓国の合計４名の外国人居住者へのインタビュー調査を行っている. そ
れを基に，①外国人集住地域の住居環境と言語環境，②外国人居住者の日本語の読み書きの習得状況と会話
能力，③外国人居住者の書き言葉を介したコミュニケーション領域，④外国人居住者の書き言葉を介したコ
ミュニケーションの形態と目的，⑤外国人居住者のリテラシー問題と調整などについて分析を行った. 分析
の結果と考察については発表のところで詳しく述べることにする． 
 

参考文献 
浅田秀子(2002)  ブラジル人住民の増加に伴う地域の取り組み−自治会長の取り組みから見えるもの−. 異文

化コミュニケーション研究 5, pp.85-98. 
稲葉佳子・石井由香・五十嵐敦子・笠原秀樹・窪田亜矢・福本佳世・渡戸一郎(2009)	 公営住宅における外国

人居住に関する研究-外国人を受け入れたホスト社会側の対応と取り組みを中心に−. 住宅総合研究財
団論文集 35, pp.275-286.  

金子信子(2011) 外国人住民の書き言葉の受容問題 : 生活インタビューによる事例の考察. 社会言語科学 
13(2), pp.32-45. 

江衛・山下清海 (2005) 公共住宅団地における華人ニューカマーの集住化. 人文地理学 29, pp.33-58. 
都築くるみ（1998）日系ブラジル人の地域生活と自治会受け入れ. 名古屋大学社会学論集 19, pp.125-154. 
富谷 玲子・内海 由美子・仁科 浩美(2011) 子育て場面で外国人保護者が直面する書き言葉の課題: 保育園・

幼稚園児の保護者を対象とした調査から. 神奈川大学言語研究 34, pp.53-71. 
  

                                                        
1京畿道安山市の元谷洞は 2009年より「多文化特区」として指定されている.多文化特区では外国人に対し，様々な便宜

を与えるための規制緩和や待遇が与えられる. 
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Keynote: 
The National Census and Multilingualism in Ireland and Scotland 

 

Maher, John C. (International Christian University) 

 

Census and Language. A National Census can provide unique and primary source information ('big 
data') on language use in a population. A national census has two features: it is an empirical 
investigation and a symbolic speech act. Firstly, a census tries to provide objective, statistical, real-
time information.  Census-based sociolinguistic data map language diversity in a specified territory, 
e.g. a nation. Secondly, a census is a public statement about national identity, citizenship and language.  
A census containing questions about language use among citizens is a political and ideological 
instrument. It recognizes regional and minority language communities. It recognizes individual citizens 
who use different languages. A national census is important for language planning and policy-making 
(Maher 2017). This lecture highlights the role of ‘language-related questions’ in national censuses and 
compares the censuses in two Celtic nations, the Republic of Ireland and the semi-autonomous 
Scotland. 

 
Defining a Census. A census is an official, systematic description of a population. It contains 

statistical information on various features of a population. According to the United Nations Department 
of Economic and Social Affairs, the purpose of a census is to “analyze, publish and disseminate 
demographic, economic and social data pertaining, at a specific time, to all persons in a country” 
(United Nations 2008:7). A census must be conducted periodically "at least every 10 years" (ibid). A 
census is based upon personal residence (de facto, de jure, and permanent residence), A census is 
typically delivered to individual households to be completed by a responsible adult. Most countries 
conduct a 'one-shot' census except France which replaced the traditional census with an annual 'rolling 
census' in different regions. 

 
Ireland. In the Republic of Ireland, language proficiency questions appeared in the Irish census in 

1851 and evolved in 1926 (Q. Check “Irish” against the name of each person in your household who 
speaks Irish and does not speak English). The same question appeared in 1891 in the Scotland census 
(Q. Check “Scottish Gaelic” against the name of each person in your household who speaks Irish and 
does not speak English). Ireland’s post-independence census of 1926 introduced language questions 
that distinguished “native” and “non-native speakers” of Irish. There was one question on literacy (Q. 
For persons who can read but cannot speak Irish write, “Read but cannot speak Irish”). A question on 
“foreign languages spoken” appeared for the first time in the 2011 census. The results revealed that 
Dublin and other cities were places of significant linguistic diversity: over half a million (514,068) Irish 
residents spoke a foreign language at home, Polish was by far the most common, followed by French, 
Lithuanian and German. Based on the empirical results of recent censuses, Dublin is developing a 
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sophisticated language management approach to take account of four sociolinguistic changes: the 
increase in new citizen languages, the decline in the numbers of rural Irish and the increasing 
urbanization of the native Irish speaking population, the official recognition of ISL (Irish Sign Language). 

 
Scotland. Census results can guide government policy on language. The Scottish government Census 

revealed a high degree of 'urbanization of Gaelic.' Large numbers of Gaelic speakers living in Aberdeen, 
Edinburgh, Greater Glasgow and Inverness. This prompted the Scottish government to formulate new 
policy to plan for the future. In 2010, they published their Gaelic Language Plan. There were 3,004 
pupils in Gaelic medium primary education nationally in session 2015-16, with 1,003 attending Gaelic 
medium nursery schools. In addition to Gaelic medium education, 11 City Councils provide 7,772 
pupils in English medium primary schools the opportunity to learn Gaelic through Gaelic Learners in 
the Primary School (GLPS). The new Scottish census of 2021 draws upon the successes and failures of 
the Scotland Census 2011. The English census introduced language-related questions only recently. 
What changes have been made for 2021? How have the data from 2011 assisted language planning 
regarding the three named Scottish languages (English, Scottish Gaelic, and Scots) and immigrant 
languages? The design for Scotland's Census 2021 draws on our experiences from previous censuses - 
particularly the last census in 2011 - as well as consideration of the opportunities and challenges 
presented by technological and societal changes. These have all shaped the scope, main objectives 
and design of the 2021 Census as well as help us consider what changes are required since 2011. 

 
Language and Ethnicity in the Census. Differential approaches and question types are used for the 

investigation of language and ethnicity around the world. There are methodological patterns but not 
global uniformity. For example, Vietnam (pop. 90.5 million) keeps meticulous records recording the 
existence of many ethnolinguistic communities (e.g. Mường, Cham, Khmer, Nùng, Chinese, H'Mông). 
However, there are no questions on language. By contrast, the Japan Census publishes the national 
census in 27 different languages ‒ a recognition of domestic language diversity - but there is no question 
on language.  

 
Conclusion. A national census provides rich data on multilingualism especially when connected to 

other social variables like by age, sex, region, city, etc. (Pádraig Ó Riagáin 2018. See Note 4). A 
language-sensitive National Census reflects interest and awareness about multilingualism.  Canada's 
census (developed over a span of 30 years) is a model of 'good practice' for the inclusion of language 
questions in a national census data. Language use is one stream of questions in a census. Language 
proficiency is another stream.  Measuring language proficiency is particularly important in language 
planning and policy-making. Immigration impacts upon education and language maintenance among 
new citizens and sojourners.  A census changes as attitudes to languages change. Italy has one 
national language. Before 2012, the Italian Census regarded regional languages (like Friulian) as 
'dialects' not languages. It defined community languages (e.g. German, French) as 'foreign languages' 
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though minority languages were officially recognized as 'historical language minorities' by Law 
482/1999. In 2012 the Italian census reorganized its questions to the use of the term 'mother tongues.' 
The Japanese census does not reflect national multilingualism: indigenous languages,  historic mother 
tongues and new mother tongues. A census is an opportunity for all citizens to share with each other 
knowledge about languages in the nation. 

 
 

References 
United Nations (2008) Principles and Recommendations for Population Censuses. Statistical Papers: 

Series M No. 67/Rev.2. p8. Geneva.. 
Maher, J. (2017) Multilingualism. Oxford University Press. 
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ア日接触場面における「依頼―断り」の発話行為に関する研究 
           ：「断り」の発話行為を中心に 

A Research on Linguistic Behavior upon Request and Disapproval in 
Contact Situations of Japanese Learners of Native Arabic and Japanese 

Native Speakers 
 フルード・ムハンマド (東海大学大学院生) 

KHOLOUD, MOHAMED (Graduated student of Tokai University) 
	

1. はじめに 
 本研究はアラブ人日本語学習者と日本語母語話者との異文化接触場面における「依頼―断り」の発話行為
を分析するものである．アラビア語を公用語とする多くの国々においては，近年，日本語学習への関心が高
まり，日本語学習者数は年々増えている．しかし，アラビア語圏の日本語学習者は日本語の断り場面に触れ
るチャンスが少なく， 誤解や摩擦が常に起こる可能性が高い．その「断り」表現は接触場面における日本語
母語話者に適切と感じられるものか，母語からの語用論的転移があるかどうか，学習者がどの場面でどのよ
うな誤りを犯すなどの研究はほとんどない． 
 本研究では，上記のような状況に鑑み，ア日接触場面における「依頼―断り」の発話行為の分析，特に本稿
ではアラブ人日本語学習者が犯す問題点の分析に焦点を絞って議論する． 
 
2. 先行研究 
 断りに関する研究は生駒・志村（1993），藤森(1994) ，尾崎 (2006)などが挙げられる。しかし，アラビ
ア語母語話者を対象としている研究は寡聞にして聞かない． 
 
3. 研究方法 
 ア日接触場面における日本語ロールプレイによりデータ収集を行った．本調査は 2017 年 6 月上旬から 6
月中旬にかけて行われた．ロールプレイは関東圏にある T大学の校舎内の静かなスペースを借りて行った．
被調査者の人数は14名(日本人は 7名，アラブ人日本語学習者は7名)である．ロールプレイを行った後，収
録したデータを文字起こしし，1～2週間で日本語母語話者は日本語で，アラブ人日本語学習者はアラビア語
で，それぞれにフォローアップ･インタビューを行った． 
 
４.1 調査内容 
 各ペアに次の 4つの状況のロールプレイをしてもらった． 

1. 東京国際ブックフェアで買った本を貸してほしいと頼まれる場面 
2. 500 円を貸してほしいと頼まれる場面 
3. 2 万円貸してほしいと頼まれる場面 
4. 来週の日曜日に引っ越しの手伝いを頼まれる場面  

 相手は親しい先輩／親しくない先輩・親しい後輩／親しくない後輩・親しい友人／親しくない友人の三つ
の関係を設定し，合計 6 種類の場合で行われた．なお，接触場面では日本語母語話者は依頼する側で，アラ
ブ人日本語学習者が断る側に固定された．  
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5. 結果と分析  
 ア日接触場面において観察されたアラブ人日本語学習者の「断り」の問題点 
A. 母語転移による問題                                                                          
○1 .敬語使用：アラブ人日本語母語話者は断りに際して，先輩に対しても敬語を使用しない傾向が見られた．
それに対して日本人はそういった言語行動に留意して，失礼な人だと否定的に評価している．       
○2 .「揶揄」の発話行為：アラブ人日本語学習者は，「断り」に際して親しい友人，親しい後輩，親しくない
友人に対して「揶揄」を頻繁に使用する傾向が見られた．しかし，親しくない友人に対しても「揶揄」を使
うことによって，日本語母語話者に否定的に評価されるケースがあった．                    
③.意味論的問題：アラブ人日本語学習者は言語的な誤りを犯して，日本語母語話者に理解されないケースが
見られた．例えば，下記のような言語的な誤りである． 
1.『できません』アラビア語では無理と同じ意味である． 
2.『来週からあげる』アラビア語では「あげる」という「動詞」が「貸す」と同じ意味もある． 
それに対して日本人はアラブ人日本語学習者の日本語はまだ完璧ではないという否定的な評価をした． 
 
B. 中間言語による問題  
○1 .「非難」と「無愛想な口調の表現」：アラブ人日本語学習者が日本人の断り行動にステレオタイプを持ち，
それを自らの中間言語に適用するために，各場面で親しくない後輩や親しくない友人に断る場合，「非難」
や「無愛想な口調の表現」を使用する傾向が見られた．それに対して日本人は態度が冷たく，怖い人だと感
じるという否定的な評価をしている． 
 
６.終わりに 
 本研究では，日本語母語話者とアラブ人日本語学習者の異文化接触場面における「依頼―断り」の発話行
為を分析した．その結果ア日接触場面におけるアラブ人日本語学習者が「断り」の際に犯す問題点としては
敬語の使い方，揶揄，言語的な誤りなどの母語転移による問題が見られた．異文化接触場面で生じる問題を
解決するために，アラビア語圏の日本語学習者は接触場面では自国の規範を弱めて，日本人の規範も学習し，
自国の母語規範との比較・考察をする作業も必要だと考えられる．またアラブ社会と日本社会の文化の相違
点や共通点を考慮しつつ，異文化コミュ二ケーション教育の指導もしていく必要があると考えられる． 
 
参考文献 
尾崎喜光（2006）依頼・勧めに対する断りにおける配慮の表現．国立国語研究所報告 123 言語行動に              

おける「配慮」の諸相．pp.89-114．くろしお出版． 
生駒知子・志村明彦 (1993)英語から日本語へのプラグマティック・トランスファー：『断り』という発話行

為について．日本語教育79号，pp. 41-52．日本語教育学会. 
藤森弘子 (1994)日本語学習者にみられるプラグマティック・トランスファー：『断り』行為 の場合．名古

屋学院大学日本語学日本語教育論集. 1 号，pp. 1-19． 
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日本語母語話者との接触場面で見られるペルシア語母語話者の儀礼的行動 

Persian Native Speakers Ritual Behavior From Contact Situation With 
Japanese Native Speakers 

 
アキバリ・フーリエ (千葉大学人文公共学府特別研究員) 

AKBARI, HOURIEH 
Chiba university, Graduate School of Humanities and Studies on Public Affairs, 

Special Researcher 
     

1．はじめに 
本発表では，約40年前から自国の政治状況の変化などにより来日人口が増加している，イラン人のペル

シア語母語話者に焦点を当てる．彼らはマイノリティーでありながらも，日本国内でコミュニティを形成
し，様々な場面で活躍しながら，生活をしている．しかし，異なる文化背景を持つ彼らが日本人と関わる中
では，習慣や文化的背景への理解の困難も生じがちである． 
既存の研究のうち，日本に滞在中のペルシア語母語話者と日本語母語話者の日本語での言語問題に関する

研究は見られない.そこで，本発表では，ペルシア語母語話者と日本語母語話者の「儀礼的行為」に注目
し，以下の2点を明らかにすることを目的とする. 
(１) ペルシア語母語話者は日本語で儀礼的行為をする際，どのような言語調整をしているのか 
(２) 日本語母語話者との接触場面(Neustupný1985a)で言語問題の要因はどのように考えられるか 
特にペルシア語母語話者の儀礼的発話は，発話者の社会的なアイデンティティに基づいている点で特徴的

である.ペルシア語母語話者のインターアクションにおいて儀礼的行動が重要となる主な理由として，歴史
的な言語背景からの「ターロフ ) فراعت( 」の存在を挙げることができる．「ターロフ」とは，「待遇表現の一
種，敬語，謙譲表現や定型表現等の言語表現，随伴行動としての非言語表現までの幅広い範囲にわたる行動
様式」と定義される(吉枝1994)． 
発表者が行った予備調査(アキバリ 2015)では，ペルシア語母語話者と日本語母語話者との接触場面にお

いて，コミュニケーション上の摩擦を引き起こしている要因として，ターロフの影響がみられることがわか
った.本研究では，日本に中・長期(７～20年)滞在中の 17名のペルシア語母語話者を対象に36の会話場面
に焦点を当てる． 
 

2．分析の枠組み 
ペルシア語母語話者同士の儀礼的な言語行動の分析の結果から(アキバリ2016)，儀礼的なインターアク

ションとはおよそ，(1)「基本的儀礼発話機能(挨拶，感謝，依頼，謝罪，提供，誘い，申し出)」と，儀礼を
より強調する，(2)「追加的儀礼発話行為(配慮，謙遜，感情提示，応答)」の 2種類からなることが明らかと
なった．ターロフの影響でペルシア語母語話者は互いに長々と挨拶を交わし，褒め合い，感情を示す．相手
に対してより敬意を示したい際に，儀礼的行為の会話がより長くなることが期待され，自分と相手との関係
性や場面性によって様々な定形表現が用いられる．また，儀礼的なインターアクションの実用性が互いに認
識された場合，儀礼的フレーム(Goffman1974)が発話者の間で作られる．フレーム内でのインターアクショ
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ンで使われる発話機能は儀礼を示す役割を果たす．本発表においても，接触場面内での儀礼的な役割を果た
す，発話機能に注目する． 
また接触場面において，儀礼的発話が行われた前後のディスコースから相手側の「笑い」，「沈黙」，

「曖昧な返事」が見られた場合は逸脱として留意する.そして，逸脱が留意された箇所を似たような相互行
為が見られた母語場面の会話と照らし合わせ，母語規範の影響がペルシア語母語話者の会話に反映している
かどうかを判断する.最終的に会話場面によっては，会話の発話者からフォローアップ・インタビュー(ファ
ン 2002)を実施した. 
 

3. 分析と結果 
 分析の結果からは，ペルシア語母語話者が日本語母語話者との接触場面で，母語背景の言語規範を使用す
る傾向があることが明らかとなった．特に以下3つの箇所を中心に適用する可能性が高くなることが確認さ
れた. 
①会話終了部での挨拶 
②儀礼的な褒めに対する不適切な応答 
③感情提示の使用増加 
また，発話の機能によっては，日本語にもペルシア語にも存在しない，接触場面で独自に表れたストラテ

ジーが見られた.ようするに，中間言語的(Selinker1972)に近い言語行動パターンが確認されたものである.
そこでは，接触場面特有の規範による過剰な言語調整が行われる傾向が見出だされた．特にいくつかの事例
において，過剰な儀礼的依頼と感謝の使用が確認された.それに加え，日本語母語話者の儀礼的な応答達成
の期待から表れる逸脱も検討された. 
以上が，ペルシア語母語話者と日本語母語話者とのインターアクションにおける問題の要因になる可能性

があることを指摘する． 
 
参考文献 
アキバリ・フーリエ (2015) Taarof(ターロフ)場面における談話管理：ペルシア語母語話者と日本語母語話者

の接触場面と内的場面の比較から 千葉大学人文社会科学研究科研究プロジェクト報告書 292. pp.15-
30.  

アキバリ・フーリエ (2016) ペルシア語母語話者同士の儀礼場面における談話管理―ターロフ場面を中心に
―. 千葉大学人文社会科学研究32, pp.138-158. 

ファン,S.K. (2002) 対象者の内相を調査する(1)フォローアップ・インタビュー 言語研究のための方法－言
語学・日本語学・日本語教育学に携わる人のためにー. J.V．ネウストプニー ，宮崎恵司 (編)くろし
お出版. 

Goffman,Erving . (1974) Frame Analysis: an essay on the organization of experience , Harvard 
University Press. 

Neustupný, J.V. (1985a) Language norms in Australian-Japanese contact situations. In Clyne, M. 
(ed.) , meeting place of languages, pp.161-170, Australia: Pacific Linguistics. 

Selinker,L.(1972) Interlanguage. Reprinted in J.C. Richards (ed.) IRAL10 (3). pp.209-231. Error 
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プロセス研究としての言語管理の視点：済州島在住外国人花嫁の調査から 
Perspectives of language management as process study: Some thoughts 

gained from a survey with foreign wives in Jeju Island 
 

サウクエン・ファン (神田外語大学) 
Fan, Sau Kuen (Kanda University of International Studies) 

	

周知のように，1950 年代から盛んになった言語接触（languages-in-contact）と呼ばれる分野は，当時主
流であった構造言語学の影響が強く，言語体系論的なアプローチからゆがんだと見える多文化社会に特有な
言語現象の特定，記述，または解釈を中心に研究が展開されてきた．ネウストプニーは Weinreich（1953, 
1979），Haugen（1953）らの貢献を認める一方で，言語使用の結果（プロダクト，product）として浮上し，
客観的に観察できる話者の言語行為を追求するだけでは，多文化社会における複雑な言語問題を明らかにす
るのに不十分とし，言語の使用・不使用に至る一連のメタ言語行為の過程（プロセス，process）を視野に入
れる重要さを訴え（Neustupný 1985a, 1985b），やがてプロセス研究としての言語管理理論を成長させてき
た． 
以来，言語管理のプロセスの中で含まれるとされる「I.規範からの逸脱，II.逸脱の留意（違反），III.逸脱の

評価，IV.調整の計画,，V.調整の実施」の各メタ言語行為の段階で起こる言語問題やそれらの問題の研究法に
関する実証・理論研究が多くなされ，成果が確実に蓄積されてきた．最近では，木村（2015）はネウストプ
ニーの提唱する直線的な過程モデルについて，「政治学的な政策過程論や経営学のマネジメント・サイクルな
ど他領域において用いられてきた循環的な過程モデルとうまくかみあわない」と指摘し，「（事後）評価」と
いう段階を加えて，言語管理のサイクル性を提案したいとの動きも見られる． 
いうまでもなく，言語管理プロセスは直線的か，循環的か，各段階はどのように意味づけられるべきかな

どは研究者の視点による理念であり，言語使用者本人にとっては意識されるものではない．本発表では,プロ
セスの体系論ではなく，多言語社会への参加という角度から言語管理のさまざまなプロセスが言語使用者に
もたらす意義を探り，さらにそういったプロセスを特徴づける要因を分析し，プロセス研究としての言語管
理理論の更なる発展の方向性を考えたい．分析の際に,先行研究の成果を踏まえつつ，最近韓国済州島で外国
人花嫁に対して行った調査の結果に基づく予定である． 
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豪州在住の日本人の言語管理とアイデンティティ:日英両言語の自己評価の語りを通して
みえるもの 

Language management and identities of Japanese immigrants in Australia: 
An analysis of self-evaluation of their English and Japanese use 

 
倉田尚美 (モナシュ大学) 

Kurata, Naomi (Monash University) 
	

1. 研究の背景 
 1970 年代から多文化主義を国家理念の一つとして掲げているオーストラリアでは，人口の約４割が移民・
移民二世の出自をもち，約240の日常生活言語が話されていると言われている．在豪日本人については，「海
外在留邦人数調査統計」（外務省，2018）が示すように，永住者数（56,006 人）はここ 25 年の間に約 9 倍
に増加し，駐在員の家族を含む一時滞在の日本人数（41,217 人）を近年上回るようになってきた．本研究で
はこのような多言語・多文化主義が成熟しているオーストラリアの社会で移民として生活する日本人が，自
身の日英両言語の使用と能力をどのように評価するのかに焦点をあて，その評価とアイデンティティの関係
を探究する． 
 
2. 理論的枠組み 
 第二言語習得研究の分野において，90年代後半から台頭してきたポスト構造主義的アプローチでは，学習
者のアイデンティティや社会における権力関係に注目して，学習者と社会的文脈の関連から言語学習を概念
化する試みがなされてきた（Norton Pierce，1995;Pavlenko，2002）．その代表的な研究と言える
Norton(2000)では，カナダにおける移民の女性による言語学習への投資の分析を基に，学習者と社会的文脈
を結びつける包括的なアイデンティティ理論が提唱された．この理論では，アイデンティティを「一個人が
どのように自分自身と社会との関係を理解し，その関係が時空間を越えてどのように構築されるのか，また
自身の将来の可能性をどう理解するか」と定義している．本研究では，この定義を使用し，調査協力者の自
己評価が，以下の３つの基準（村岡，2017）のいずれから，どのように語られるかを分析する． 
現在の言語使用の結果が， 

1. 今までの言語学習そして自身のアイデンティティへの投資（Norton、2000)に見合っているか， 
2. 特定のインターアクションで期待された規範（Neustupný，1994）から逸脱していないか， 
3. 特定のインターアクションの目的を達成しているか， 

 さらに，その評価と移住後の言語管理の軌道，様々な側面をもつ彼らのアイデンティティの構築との関連
も考察する． 
 
3. 研究の方法 
 調査データは日本人移民 4 名を対象に，インターアクション・インタビュー（ネウストプニー・宮崎編，
2002）を含む半構造的インタビューによって収集した．このうち3名については，約2年後に追加調査を行
い，前回のデータとの比較をした． 
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4. 調査結果 
 調査の結果，全員が両言語について肯定的な評価と何らかの否定的な評価の両方を示し，その評価の基準
については，接触場面における規範からの逸脱には留意していても，その場のコミュニケーションの目的が
達成されていれば，その逸脱が彼らの英語・日本語能力や使用の否定的な評価にはつながらないことが判明
した．また，この評価の肯定・否定に関わらず，言語習得や言語使用の原則とストラテジーの語りが全員に
観察できた．さらに，ホスト社会でのネットワークにおけるアイデンティティについては，3 名はそれぞれ
自分の望ましいアイデンティティがあり，それを獲得している，あるいはそれを目標に言語学習に投資を続
けている様子が観察された．発表では，肯定的評価が優勢だった男性一名と 2 回目のインタビューで否定的
評価が比重を占めた女性一名の事例を中心に考察する． 
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移動する人々の習慣化された言語管理の語りは 
どのような多言語社会の言語問題を語っているか 

Narrations of accustomed language management by foreign residents： 
What kind of language problems in the multilingual society do they tell us? 

	

村岡英裕（千葉大学） 
Muraoka, Hidehiro (Chiba University) 

	

 多言語社会ということばは，スローガンとしての多言語社会という意味と現状としての多言語社会の意味
を併せ持っているが，本発表では現状として日本社会が多言語社会になっていることを出発点としたい．そ
うした多言語社会となった日本の言語問題はさまざまな領域に見られるが，ここでは移動する人々と呼ばれ
る外国人居住者の言語問題に焦点を当てる． 
 言語管理理論（Neustupný 1994, Jernudd and Neustupný 1987）がディスコースを重視し，そこに言語
問題が胚胎していることを指摘したことは言語政策研究の大きな方向転換であった．つまり，言語問題は，
専門家が考案するものではなく，ディスコースに参加する人々の間にあるという主張である． 
 一方で，Neustupný (1985)ではディスコースを離れた個人レベルの言語管理があることを指摘して
private correction と名付けている．石田（2003）は伝統的多言語社会である東南アジアをフィールドにし
ながら，同様の視点から，個人がその社会の言語政策に影響を受けながら構築している管理を個人言語管理
と呼んでいる． 
 さらに，Neustupný (1985, 1994)ではディスコースに入る前から開始される事前調整があることが指摘さ
れていたが，キム（2016）では，超上級日本語話者がディスコースに入る以前から自分なりのストラテジー
を蓄積している事前管理のモデル化を試みている．村岡（2016）では，ディスコース上の特徴のなかに含ま
れるそうした事前管理が人々のどのような接触経験と言語管理から生じているかを言語バイオグラフィー・
インタビュー（Denzin 1989, Nekvapil 2003）を利用することで跡づけようとした． 
 以上のような，そのときその場でのディスコースの言語管理に含まれる，それ以前の接触経験のなかで形
成されてきた言語管理の原則やストラテジーは，接触場面に向かう言語管理，または習慣化された言語管理
（村岡2010）と呼ばれ，研究が蓄積されてきている． 
 本発表では，移動する人々の言語レパートリーの変容に関する調査研究（cf. 村岡 2017)のデータから 14
名の調査協力者のインタビュー・データをもとにして，彼らの習慣化された言語管理の語りから多言語社会
の言語問題の概要を探っていく．接触経験の中で持続性の高かった問題や，解決はしたが強く記憶に残って
いる問題などを取り出し，多言語社会の言語問題への架橋を試みる． 
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Language problems faced by Japanese working in the multilingual society of 
Singapore: A Language Management Theory Approach 

	

Fan, Jason (Graduate Student of Sophia University) 

	

 Japanese people learn English so that they will be able to communicate with either foreigners 

in Japan or with the people of another country when they go overseas for work, study or leisure. Often 

despite passing numerous English tests or being perceived as ‘good at English’ in Japan, many Japanese 

go overseas to countries where people speak ‘English’, but they still encounter problems with 

communication and understanding the English used in that country. Singapore is a multiracial and 

multilingual country that consists of people of Chinese, Malay and Indian backgrounds who speak 

many different languages such as English, Mandarin, Hokkien, Cantonese, Teochew and Hakka 

(Chinese), Malay and Tamil (Leimgruber, 2013). English is commonly used as a shared language 

between the different ethnicities (Harada, 2009; Wee, 2013).  

The aim of this study was to investigate the perceived problems faced by Japanese when they are 

communicating in English with Singaporeans in Singapore. What problems did they face and what they 

felt was most challenging when it came to communicating with Singaporeans in English. To achieve 

this aim, interviews were conducted in Singapore with Japanese who were working in Singapore and 

who use English often in communication at work or socially with Singaporeans. Participants were 

interviewed twice over a period of 6 months using interaction interviews (Muraoka, 2002, 2006; 

Neustupný, 2003) supplemented with semi-structured interviews (Heigham & Robert, 2009). 

 Using Language Management Theory, which was originally developed by Björn H. Jernudd 

and Jiří V. Neustupný (1987), the researcher analysed the interactions between Japanese and 

Singaporeans and noted deviations were coded according to different types of communicative 

competences; such as grammatical competence, sociolinguistic competence or sociocultural 

competence, as described by Neustupný (1997). This study identifies the features of Singaporean 

English which Japanese people find most problematic and challenging based on interviews with 

Japanese living in Singapore, detailing their lives in Singapore and their interactions with locals in the 

workplace, in social situations and through everyday contact situations (Neustupný, 2005). 

Grammatical issues were the most frequently noted problem, but participants also noted sociolinguistic 

and sociocultural issues. Furthermore, many participants encountered a variety of miscommunication 

situations and were not well-equipped to manage these situations. This study not only sheds light on 

the problems Japanese English speakers face, but also the strategies they use when interacting with 
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Singaporeans in English. Finally, this study also provides further insight into the issues and challenges 

Japanese people face when they are working in a different country with newer varieties of English, 

such as Singapore Standard English (SSE) and Singapore Colloquial English (SCE or Singlish) and offers 

suggestions and strategies that Japanese people can use to aid their communication in Singapore.  
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国フェスの言語使用：象徴・伝達・媒介機能の混淆 
Language Use of Nation-Specific Festivals: Hybridity of Symbolic, Practical, 

and Mediating Functions 
 

猿橋順子 青山学院大学 
Saruhashi, Junko (Aoyama Gakuin University) 

	

1. はじめに 
大都市の公園，広場などでは国名を冠したイベント，フェスティバルが週末ごとに開催されている．東京，

千代田区の代々木公園を例にすると，アイ・ラブ・アイルランドフェスティバル，カンボジアフェスティバ
ル，ナマステ・インディア，ブラジルフェスティバル，ベトナムフェスティバル，ラオスフェスティバルな
どがある．これらはイベントの主題とされる国だけでなく，開催時期や運営組織が異なる．それにもかかわ
らず，互いに似通った催しという印象を受ける． 
 国フェスには，その国の出身者だけでなく，その国に愛着や関係を持つあらゆる国籍と文化背景を持つ人々
が集まる（猿橋 2016）．同時に，参加者の言語背景も多彩となる．そのため，そこでの言語コミュニケーシ
ョンがどのように成り立っているのか，どのような言語問題が見出しうるのかを明らかにすることは，グロ
ーバル化時代の言語コミュニケーション，言語政策，言語管理を探求していく上で示唆に富むと予見される
(猿橋 2017, 猿橋・岡部 2017, 猿橋 2018)． 
 
2. 国フェスにおける言語使用 
筆者は，2015 年から 2017 年にかけて，首都圏の16の国フェスでエスノグラフィックなフィールドワー

クを実施した．国フェスでの実地調査を通して，共通する言語使用上の特徴として以下の点が見出された．
第一に，主題となる国を象徴する言語は，その国らしさを演出する機能を期待されている．そして，その国
らしさを表象する言語ないし表記は，象徴機能を高めるために，収斂されていることが志向されるため，国
内にあるその他の言語や表記のレパートリーは差し控えられる傾向にある． 
第二に，国フェスには，その国の出身者が，自分たちの出身地・出身国を祝祭する側面もあるが，その国

についてあまり知らない人々に対して理解を促す側面が強調される．その場合，文化的な内容は当該国の言
語によってではなく，開催地の言語，すなわち日本語が使用されがちとなる．同一の文化事象について，様々
な日本語への置き換えや，カナカナを用いての埋め込みなどが行われる．さらに，この点は，第一に見た機
能，当該国の言語が文化的象徴としての役割を担うという面と拮抗すると考えられる．すなわち，実演に伴
う言語表現を日本語に翻訳してしまうことで，実演に付随するその国らしさの演出が減退してしまう．かと
いって，原語のままで実演をしたら，その意味が多くの聴衆に届かない，といったジレンマである． 
第三に，先述のようなジレンマとも付随して，英語使用が選択されることがある．特に，フェスティバル

の舞台演出においては，即興的なライブ感が重視される．野外音楽フェスなどの文化的営為とも連続性を持
つ国フェスの舞台演出は，聴衆との相互行為も重要である．日本語では冗長的になったり，その国らしさの
演出が削がれる．しかし，原語を使い続けたのでは意味の伝達がままならない，という状況において，折衷
策として英語が選択される場面が認められる． 
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3. おわりに 
実際のフェス場では，場面に応じて，上記のような特徴が見出されたり，方略が試されたりする．本発表

では具体的な事例を紹介しながら，各種の方略の長所・短所，相互補完関係などを見ていくこととする． 
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演劇にみる接触場面のモデル：ドイツ・ポーランド国境地域の多言語劇の事例から 
Model contact situations in multilingual drama at the German-Polish border 

 
木村護郎クリストフ(上智大学) 

Kimura, Goro C. (Sophia University) 
 

言語管理研究は，実際のコミュニケーションやインターアクションの現場に迫ることを目指してきた．そ
の目的を共有しつつ，本報告では，言語管理の分析枠組みを，演劇において現れる接触場面に応用して，言
語管理研究の新たな可能性を提示したい． 
本報告でとりあげるのは，ドイツ・ポーランド国境地域で，ドイツ語とポーランド語を用いて上演された

演劇である．同地域では，近年，ヨーロッパ統合の流れのなかで，相互の交流が盛んになっている．しかし，
若い世代では相手の言語を学ぶ教育が進んできたとはいえ，地域の多くのドイツ人とポーランド人は，未だ
相手の言語が十分に話せるわけではない．1945 年に新しく決められたこの国境は，ヨーロッパでももっとも
言語的な隔てが大きい国境と言われることもある（木村2017）． 
そのなかで，ドイツ人とポーランド人の市民，とりわけ学校の生徒が参加したさまざまな演劇プロジェク

トが行われており，交流の一つのジャンルを形成しているといっても過言ではない．具体的にとりあげる主
な上演は，ドイツとポーランドの国境線の中央部に位置し，オーダー川をはさんで，ポーランド側の町スウ
ビツェと向きあっているフランクフルト・アン・デア・オーダーという町での例である．同市出身の作家ハ
インリヒ・フォン・クライストの戯曲『シュロフェンシュタイン家』にもとづく公演では，親戚関係にあり
ながら敵対する両家の息子と娘が愛し合うという，いわばロメオとジュリエットのような話が，両家をドイ
ツとポーランドの家族の関係になぞらえて上演された（言語の観点からの同上演の紹介は木村 2018 参照）． 
本報告では，演出を「組織管理」，舞台での俳優の創意工夫を「単純管理」としてとらえて，演劇の中の接

触場面における言語管理のあり方を考察する．調査方法は，練習・本番の観察，またインタビューである． 
公演では，劇の中で誰が何語を話すかということ自体が演出の一部になっており，とりわけ，両家の人々

の相互の関係が言語使用のあり方において反映されていた．組織管理では，それぞれが母語を使う受容的二
言語使用や字幕が活用された．演出によって規定された枠組みのなかで，単純管理では，俳優が互いの言語
を使いあうなどの工夫がみられた．とりわけ最後の部分で，悲劇のあとの和解の急進展が，自言語から共通
語，さらに相手言語といった三段階の使用言語の変化によって実践，そして同時に象徴されている． 
演劇でみられた組織管理及び単純管理には，地域の言語使用のあり方を反映する意味とともに，異言語間

コミュニケーションのモデルを提示する機能も認められる． 
最後に，言語管理研究において演劇に注目する意義にふれたい．日常的な場面では潜在化している接触場

面の特徴が，仕組んだ場面を見せる演劇によってかえって鮮明にうかびあがることが，演劇を考察する一つ
の意義と考えられる．日本でも多言語劇がみられるので，日本の文脈での応用の可能性は十分にあるだろう． 
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遂行的アイデンティティ構築の原則： 
ディスコースにおけるアイデンティティからの発展を目指して 

 
Construction Principal of Identity Brought About: 

A Challenge for Expansion from Identity Constructed Trough Discourse 
 

ミラー成三 (千葉大学大学院人文社会科学研究科)  
Miller, Seizo 

 (Chiba University, Graduate School of Humanities and Social Sciences) 
 

グローバル化の進展に伴い，日本に住む外国にルーツのある者は今後もますます増加していくことが予想
される．異文化接触がアイデンティティに影響を与えることは従来から指摘されているものの，多様化する
彼らの文化的アイデンティティを捉えきれてはいない．本研究は，日本に居住する外国にルーツをもつ者を
対象に収集した自然会話データとインタビュー・データから，ディスコースで構築されるアイデンティティ
と遂行的アイデンティティ構築の原則を明らかにすることを目的とする． 
近年，アイデンティティはディスコース上で「する」ものだという，構築主義的な立場から捉えられるよ

うになってきている(中河2010)．一方で，自分のことを内省的に語るアイデンティティと，実際の行動で示
されるようなアイデンティティの両者を単一のデータで捉えることは難しく，両者の関係性を捉えるために
は様々なデータを組み合わせた研究が必要である．本研究では Baynham(2015)の定義に従いアイデンティ
ティを，ディスコースで構築される遂行的アイデンティティ(identity brought about)と，それが様々な場面
で繰り返されることによって個人の中に蓄積したものである蓄積アイデンティティ(identity brought along)
に区分する．さらに蓄積アイデンティティを，個々人がディスコース上で自分をどのように見せようとして
いるかという遂行的アイデンティティ構築の原則の一部として捉え，この原則も分析の対象とした．本発表
では調査協力者の中の数名の自然会話データとインタビュー・データに焦点を当てて分析，考察を行った事
例について述べる． 
自然会話データは，ディスコースを通して構築される遂行的アイデンティティのうち，特にカテゴリーに

焦点をあてて分析を行った．遂行的アイデンティティは互いに表示，交渉することで複雑に交差し構築され
ていることを指摘した．一方，遂行的アイデンティティは自身の主張を他の参加者に納得させるためや，カ
テゴリーとの距離を示すことによって他の参加者に自分がどういう人間かを示していることが明らかとなっ
た．インタビュー・データは，ポジショニング分析(Bamberg, 1997; 2004)を援用して分析し，遂行的アイデ
ンティティ構築の原則を類型論的アプローチ(ネウストプニー1989; 村岡 2010)によってまとめた．そして，
遂行的アイデンティティ構築の原則を，蓄積アイデンティティを頂点としてマクシム，ストラテジーなどの
いくつかのレベルに分類した． 
本発表では，これらの原則は実際にディスコースを通して構築される遂行的アイデンティティの表示や交

渉の指針となっている，すなわち，ディスコースにおいてなぜそのアイデンティティが構築されたのかに関
わってくることを論じる．そしてディスコース上で構築されるアイデンティティを，個々人の「アイデンテ
ィティ」として正確にとらえるためには，当該ディスコースのみに注目するのではなく，そこに参加する個
人の歴史や意識にも目を向ける必要があることを主張する． 
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Self, Other and In-between: Narratives from a Multicultural Classroom 
Community 

of an Intercultural Communication Course in a Japanese University 
 

Zhou, Albert R. (Musashino University) 
 

   One significant educational response of many tertiary institutions around the globe to accelerating 
globalization is ‘Internationalization at Home’ (IaH), which refers to ‘the embedding of 
international/intercultural perspectives into local educational settings’ (Turner and Robson, 2008:15) 
with the aim to raise the global awareness, cultural understanding and intercultural competence of 
faculty, staff and students. Specific steps taken include, but not limited to, drawing international 
students to home campuses (e.g. Jenkins 2013; Rumbley et al. 2012), designing a range of innovative 
activities and events to encourage intercultural interactions on campus, and in tertiary institutions in 
non-English speaking countries, offering courses and even degrees in English as an international 
language to both domestic and international students (e.g. Wachter & Maiworm 2008). The collective 
goal of implementing these programs and activities is to prepare students well to be both responsible 
and responsive in an increasingly competitive globalized world. 
   This presentation discusses some of the findings of a case study on students’ learning experiences 
in a 16-week undergraduate course on intercultural communication in a Japanese university. While 
the purpose of the study is to observe and assess the effect of a multicultural classroom learning 
experience with English as a medium of instruction/communication on students’ personal growth, this 
presentation focuses on the impact of the multicultural interactive classroom experience on students’ 
intercultural competency and formation of language/cultural identity. Methodological considerations 
include critical reflection, defined as ‘the process of analyzing, reconsidering and questioning 
intercultural experiences with the aim of developing a better understanding of internal and external 
factors that influenced the outcome’ (Jackson 2014:313), and narratives, employed as a model of 
writing/rewriting in understanding the meanings of lived experiences in intercultural interactions.  
   Some of the questions students were encouraged to address throughout the course are 

1. What experiences have you had that have impacted on your sense of belonging to a 
particular group?  

2. What is it to say “I am a Japanese/Vietnamese/etc.”? 
3. How has your own background influenced the way you express yourself, the way you 

think about and relate to people from other linguistic and cultural backgrounds?  
4. If you are bi/multilingual, do you experience yourself differently in different languages? 
5. How do you struggle while experiencing self-positioning and re-positioning in a second 

language/culture (e.g. Japan) as well as in a multilingual/multicultural setting (e.g. 
classroom)? 

6. How has this classroom experience helped you understand intercultural communication and 
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enhance your intercultural competence/global competency? 
   Throughout the course, 40 students from about 8 countries/regions wrote intercultural reflection 
journals which documented how their conceptualization of language/cultural Self and Other shifted 
along with their intercultural experiences including the classroom learning during the course. They 
were encouraged to share among themselves and with their instructor their intercultural experiences, 
their understandings of the course topics and their perceptions of the classroom setting. A final 
presentation session was held for students to summarize their experiences of the 16-week classes.  
   Students’ intercultural narratives indicate a rewarding language learning/using experience. Students 
reported that they become more positive about their multiple linguistic/cultural identities, as well as 
more confident and competent in intercultural/international relationship building. Moreover, students 
demonstrated a high interest in other languages and cultures as well as a positive attitude towards 
learning and using English and Japanese. Furthermore, students enhanced their awareness and 
developed a better understanding of the Japanese society constituted in and shaped by 
linguistic/cultural multiplicity. 
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外国人生徒のポジショニングからみる多言語話者としてのアイデンティティ 
The Identity of Children with Foreign Backgrounds as a Multi-language 

speaker by the Analysis of Positioning 
	

孫 美那(千葉大学大学院生) 
Son, Mina (Graduate School of Chiba University) 

	

従来の日本語教育では，日本語教室における日本語以外の言語を「媒介語」として位置づけ，媒介語を使
用した指導法の効果や問題点等が議論されてきた．しかし，日本語教室では，教師だけではなく学習者も他
の言語を活用しながら教室に参加している．Norton(2000)が，コミュニティに参加する当事者である第二言
語学習者に第二言語学習がどのような意味を持つかということに注目してから，学習者の視点やアイデンテ
ィティを考慮に入れた様々な研究が行われた．その中でも，日本語教室における多言語使用と学習者のアイ
デンティティに関しては，まだ研究が不十分だと思われる． 
そこで，本研究では，日本語教室における生徒の多言語使用が相互行為の中で自分と他の参加者をどのよ

うにポジショニング(Davies＆Harré,1990)しており，外国人生徒の多言語話者としてのアイデンティティが
どのように表れているか考察する．本研究でのアイデンティティはKayi-Aydar(2014)の「Positional Identity」
を参考に，日本語教室で繰り返し現れるポジショニングを通して生徒が現している位置的アイデンティティ
と定義する．調査では，地域日本語教室で母語や背景が異なる生徒3名が参加するクラスを対象に，2017 年
9 月から 2018 年 1 月までの間，参与観察，録画・録音を行い，後日生徒や教師に個別インタビューを行っ
た． 
分析結果，母語や使用できる言語の能力を表すポジショニングや，日本語以外の言葉を他の生徒と共有し

ようとするポジショニング等が見られ，生徒は教室を多言語使用の場として認識しているとわかった．しか
し，主に，授業では生徒の「英語使用者」としてのアイデンティティが顕在化していると考えられた．他方，
ペルシャ語，ベンガル語，タガログ語のように教室でマイノリティとなる言語の使用者としてのアイデンテ
ィティは，教室の外では現れていたが，授業では現れなかった．英語使用が出来ない生徒の場合には，ある
言語の母語話者としてのアイデンティティが承認されていた．また，「英語ができない人」というアイデンテ
ィティの顕在化が日本語の使用を促すリソースとなっていた． 
本研究では，日本語教室における外国人生徒の日本語以外の言語の使用から，多言語話者としてのアイデ

ンティティを考察した．今後は生徒の学習言語である日本語と他の言語の両方を同時に考慮した考察を進め
たい． 
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「やさしい日本語」から「わかりあえる日本語」へ 
：クルド人住民の接触場面形成の可能性と日本語教育が果たす役割 

From Easy Japanese to Communicable Japanese 
:Possibility of increasing contact situations with Kurdish people and the role 

of Japanese language education 
	

片山奈緒美 (筑波大学人文社会科学研究科) 
Katayama, Naomi (PhD Student, University of Tsukuba) 

	

 現在，日本国内に約 2,000人のクルド人が在留し，そのうち1,200人程度が埼玉県川口市・蕨市にまたが
る通称“ワラビスタン”に居住しているとされる．1990年代から来日し，母国での迫害などを理由に難民申請
しているが，いまだ難民認定数はゼロである．その結果，滞在期間を超過した不法滞在者となって，入国管
理局施設への収容と仮放免措置が繰り返され，就労と居住地域外への移動を禁じられる不自由な生活を強い
られている（中川2001，ロイター2016）． 
 これらのクルド人の多くは日本語の習得が進んでいない．その理由としては以下のようなことが考えられ
る． 
 
(1)母国で迫害を受けていたため満足に学校に通っておらず，言語を勉強することに対する動機付けが弱い． 
(2)クルド人は集団で行動する傾向があるため，日本人との接触場面が少ない． 
(3)経済的に困窮しており，日本語教室への参加費や，教室までの電車賃の余裕がない． 
 

 クルド人の困窮生活に直接影響しているのは法律というハード面だと言える．一方，生活実態がある以上，
彼らが日本語を習得し，日本人と接触場面を形成して相互理解をはかるというソフト面の変化が起これば，
彼らの生きにくさは改善されるだろう．ただし，学校での学習経験が乏しい彼らが日本語習得に意識を向け
るには，「日本語を学びたい」という強い動機付けが必要である．同時に地域の日本人住民との接触場面の形
成がクルド人の日本語習得と相互理解に欠かせないと言える． 
 本研究は，こうしたクルド人と日本人の接触場面におけるコミュニケーション言語として「わかりあえる
日本語」という概念を提示したい．近年，さまざまな場面で「やさしい日本語」が使用されているが，日本
語学習者が自らの意志で日本語を学んだり，日本語母語話者と交流したいと考える動機付けの点では限界が
ある．そこで，接触場面において学習者と母語話者双方が「この話をしたい」「この日本語なら伝えられる」
「この日本語なら理解できる」といった，互いに理解しあえる日本語の学習と運用が必要であると考えられ
る．本研究は川口市民を対象にしたアンケート調査などから，とくに日本語習得率が低いと思われるクルド
人女性が日本人との接触場面に使える「わかりあえる日本語」の概念を示し，日本語教育の視点からの支援
として何ができるかを検討する端緒としたい． 
 
参考文献 
川口市人口の統計 （2018 年 6月 1日現在） 

https://www.city.kawaguchi.lg.jp/shiseijoho/tokeijoho/20559.html 
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EPA 介護福祉士候補者にとって必要な言葉とは：言葉遊び（language play）を通し
て見えること 

Which words are necessary for an EPA care-worker candidate: Through the 
perspective of language play 

藤原京佳（摂南大学） 
Fujiwara, Kyoka (Setsunan University) 

1. はじめに 
EPA介護福祉士候補者（以下，候補者）の就労現場における日本語学習に関しては，専門用語などを取り

上げ，「言葉の壁」という切り口から行われることが多い（上野 2013 など）．一方で，藤原（2017）では，
ある候補者にとって「不穏」という言葉が特定の利用者を理解するための言葉として，介護の専門用語以上
のものになっていたことが示されている．このような言葉に対する理解は主体が世界や他者をどのように見
ているかということと密接にかかわるものであり（ヴィゴツキー2001），候補者独自の創造的な言葉の学習
として捉えることができるであろう．本発表では，こうした創造的な言葉の学習として「言葉遊び（language 
play）」を取り上げ，そこから何が見えてくるのかを考察する． 
 

2. 言語学習における「遊び」の意義 
Cook（2000）は言語学習では「本物の言語使用」が重視されるが，例えばビジネスの場面であれば，業務

上の談話だけでなく，時にナンセンスで架空の事柄を表すような言葉遊びも本物の言語使用であるとしてい
る．言葉を操作し，それによって異なる現実を創り出すことは創造的思考を反映したものであり，こうした
能力は業務を行う上でも必要なものであるというのである．その上で，Cook（2000）は「遊び」を学習に影
響を与えるものとして広く定義づけ，「学習の遊びの要素」の重要性を指摘している．さらに，言葉遊びの形
態についてCook（1997）は，音に注目したものと，意味に注目したものがあるとしている．  
 
3. データ収集と分析方法 
本研究では候補者の主観的世界に迫ることから，インタビューによってデータ収集を行った． 

表 1 インタビューの実施概要 
回 日 時間 形態 回 日 時間 形態 

1 1 月 22 日 1 時間 58分 スカイプ 8 8 月 29 日 32 分 スカイプ 
2 2 月 25 日 1 時間 42分 スカイプ 9 9 月 9日 1 時間 53分 対面 
3 4 月 1日 2 時間 10分 スカイプ 10 9 月 30 日 2 時間 23分 スカイプ 
4 4 月 22 日 2 時間 3分 スカイプ 11 10 月 28 日 2 時間 16分 スカイプ 
5 5 月 27 日 1 時間 52分 スカイプ 12 11 月 25日 2 時間 11分 スカイプ 
6 6 月 24 日 2 時間 4分 スカイプ 13 12 月 25日 2 時間 15分 スカイプ 
7 ８月 10日 1 時間 32分 スカイプ 14  2 年後 10月 7日 14 分 対面 

合計 14回  25時間 5分 
 
協力者はインドネシア出身の男性候補者アルファティさんで，インタビューは就労開始直後から 1 年間，

主にスカイプによって行った．分析はまず，データに現れた出来事や話題を各月ごとにまとめ，次に12か月
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を通して共通する出来事や話題に注目し，それらがどのように関連・変化しているのかがわかるようストー
リーを作成していった．本発表では，このうち言葉遊びにかかわる部分を取り上げる．以下の分析と考察に
おける「 」は協力者の語りからの引用であり，アルファティさんを含め固有名詞はすべて仮名である． 
 
4.分析と考察 
 アルファティさんは特別養護老人ホーム「やすらぎ苑」で3月までは 1 階のデイサービス，４月以降は居
室が設けられた2階の入所者のフロアで働いていた． 
 1 月，アルファティさんは利用者と「コミュニケーションとるとか，えとー，職員を手伝う」ことをしてい
たが，「実な仕事」，「本当の介助の仕事」は「まだしません」と感じていた．2月になると，利用者について
当初は「漢字」がわからず「日本人の名前覚えるのが難し」かったが，「今はもう，なにかな，しゃべるする
時はもう家族みたい，近い」感じがするようになっていた． 
 3 月，アルファティさんはある利用者に「男前」とよく言われていた．初めは意味がわからなかったが，
「職員に聞いてみたら，あ，あれはハンサムという意味」だとわかった．そして再度，男前と言われた際，
アルファティさんは「いえいえ、わたしは男後ろ」と答えた．その答えに利用者と，そのやりとりを聞いて
いた周りの利用者も笑っていた．同じく 3 月，アルファティさんは利用者の川中さんに「川の中で生まれま
したか」と言い，川中さんは「笑って」「日本人の名前はおもしろいですねー」と言ってくれた．アルファテ
ィさんは自らを「comedian」、「humorist」だとし，「利用者と近くなるように」「冗談のことは必要」だと考
えていた．また，この頃「デイサービスで働く，もくて，目的は，たぶん，利用者さんとコミュニケーション
ができるように」なることであり，「人間関係をつくる」ことが大切だと考えるようになっていた．  
2 階に移った 4 月には野村ぎんさんに「野村ぎんこうさん」と言っていた．野村さんには「怒られて」し

まったが，野村さんは「冗談がわかると思う、わかる」人だとアルファティさんは思っていた． 
 3 月と 4月に語られた「男後ろ」や利用者の名前を使った冗談は，言葉の意味（男後ろ，川の中）と音（ぎ
んこう）を巧みに使った言葉遊びだといえるが，これらは自らを「comedian」，「humorist」だとするアルフ
ァティさんにとって「利用者と近くなる」ための手段であった．同時に，こうした言葉遊びはアルファティ
さんの仕事観を反映したものでもあるといえる。利用者とのコミュニケーションは当初「実な仕事」ではな
かったが，3 月にはデイサービスで働く目的として位置づけられるようになっていた．フロアを異動した 4
月にも言葉遊びは見られ，「人間関係をつくる」ことを実践していた．つまり，こうした言葉遊びは自らの仕
事を行うのに必要なものであり，アルファティさん独自の創造的な言葉の学習として捉えられるのではない
か． 
 
参考文献 
Cook, G. (2000) Language play, language learning. Oxford: Oxford University Press.  
Cook, G. (1997) Language play, language learning. ELT Journal, 51(3), pp.224-231. 
藤原京佳（2017）就労現場における EPA 介護福祉士候補者の専門用語の学習：「専有」という学習観から．

専門日本語教育研究19, pp.33-40． 
上野美香（2013）介護施設におけるインドネシア人候補者の日本語をめぐる諸問題．日本語教育156, pp.1-

15． 
ヴィゴツキー, L. S.（2001）思考と言語，柴田義松（訳）．新売書社． 
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