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１．研究の背景・目的

　近年，日本国内の地域社会に定住する外国人が増加
し，2016年６月末現在で約231万人を数える。かれら
に対する日本語支援の必要性は，特に90年代以降急速
に高まり，2000年前後には「地域日本語教育」という
概念を誕生させるに至った（野山2013）。地域日本語
教育は，「『日本語を教える／学ぶための教室』の範囲
を超え，全ての人がよりよく生きる社会の実現のため
に，それを妨げる問題を問い，日本語コミュニケーショ
ンの側面からの働きかけによって多文化共生の地域社
会形成を目指す活動や制度，ネットワークなどの総体
として捉える必要がある」（日本語教育学会編2009：
25）とされる。また，地域日本語教育は，「日本で暮
らし，働く外国人の日本語学習を支援する活動は，大
学や日本語学校で行われる学校型の日本語教育と区
別」されるものであり，「地域社会と密着し生活を基
盤として日本語学習を位置づける社会型日本語教育」
であるとの指摘もある（日本語教育政策マスタープラ
ン研究会2010：21）。他方，地域日本語教育の志向する
ものが理念の側面に偏り，そこに具体的な教育内容が
欠如していること，結果として日本語能力の育成を期
待する国の施策や定住外国人との間にズレが生じてい

ることへの問題提起もみられる（ヤン2012）。
　このような地域日本語教育の理念と実際のギャップ
を埋める試みの一つとして，本稿では，地域日本語教
室における「地域」のリソースを活用した実践事例を
示す。これまで，地域日本語教室では，人的，時間的
制約，特に時間的制約（多くは１週間に１回２時間程
度）があることから，日本語学校で行われている学校
型の日本語教育活動は困難であるとされてきた。その
一方で，後述するように，現在も福島県内の多くの地
域日本語教室では教科書を用いた文型積み上げ式によ
る学校型の日本語教育活動が行われているという現状
もある。社会型の日本語教育を志向し，相互学習型の
取り組み，たとえばおしゃべり型の活動を取り入れた
教室もあるものの，実際には何をどうしたらいいのか
分からないという日本人支援者側の声がしばしば聞か
れる。
　おしゃべり型の活動は，日本人が外国人に日本語を
教えるといった一方向的な活動と異なり，参加者同士
が「相互理解のために言語をどう使うかを学ぶ実践的
関心に基づく言語学習」（野々口2016：48）活動にあた
る。つまり，おしゃべりによって，外国人が実践的な
日本語を学ぶだけでなく，日本人支援者もまた，外国
人参加者の考え方や価値観を理解するために日本語を
どう使うかを学ぶのである。
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　小川（2015）では，「社会的に周縁化された人々」
との学び合いのおしゃべり（対話）活動として，写真
と声で綴られた映像「デジタル・ストーリー」の制作
を提案している。小川ほか（2009）では，外国人の子
どもを対象に，対話による子どもたち自身の「物語」
の意識化と，聞き手との相互理解をめざしたワーク
ショップの実践報告を行っている。樋口ほか（2016）
では，地域日本語教室でこの「デジタル・ストーリー」
の制作を実践し，その成果を検証している。そして，
学習者が「主体的に取り組む」という点で「『内なる
力の育成』の活動として適切な学習」であり，「地域
日本語教育において，学習者の自己表現活動になりう
る」と結論づけている。
　舘岡編（2015：13）は「日本語教育という学問分野
は日本語ということばの学習や教育をテーマとした学
問であり，その研究は最終的には『実践研究』を志向
すると筆者はとらえています。日本語教育学は，日本
語教育実践を行うフィールド（伝統的には教師が日本語
を教える教室をさしますが，近年は日本語教育の射程は広がり，
地域住民の日本語や子どもたちの日本語を支援する現場や教室
外の日本語使用の場も含まれます）そのものとそこで行わ
れている実践および実践にかかわる人（日本語学習者，
日本語教師，住民，子どもなど）を対象とし，そのフィー
ルドや実践，人々をより深く理解し，最終的にはフィー
ルドの変革をめざす学問分野であると考えます」と述
べるが，筆者らが志向するものもこれに沿うものであ
る。筆者らは，福島県をフィールドに研究活動を行う
研究者であり，同時にまた，それぞれ県内の地域日本
語教室の支援者としても活動している。研究者が，地
域日本語教室の支援者の一人として内在的に活動に関
与し，ほかの支援者と協働して新たな活動やフィール
ドを構築することは，佐藤ほか（2006）が述べる「現
場生成型研究」にあたる。
　本稿では，地域日本語教室における日本語学習活動
として，スマートフォンの動画作成アプリを用い，『私
の福島』と題した動画の作成を行う。地域日本語教室
の参加者同士は「地域」をキーワードに，自然と「お
しゃべり」を通じた相互学習型活動へと展開していく。
これは，従前の学校型，教科書型を乗りこえ，主体的・
自律的な学びを目指す試みでもある。そして，筆者ら
も自ら関わる地域日本語教室で新たな相互学習型活動
の試みを実施し，得られた課題の解決策を検証する。
また，地域日本語教室の外国人参加者，日本人支援者，
大学生，筆者ら研究者，地域日本語コーディネーター
といった地域のリソースの連携モデルを示し，今後の

新たな教室活動の構築につなげる。

２．実践の場の概要

２－１　在留外国人の動態
　福島県の人口は平成28年10月１日現在，約190万人
である（福島県統計課 2016。以下のデータも同じ）。
全国３位の面積を有することから，浜通り，中通り，
会津と３つの地域に区分され，それぞれの地域に主要
都市が置かれている。面積や人口が同規模の他県と比
べ，これら３地域の人口の分布は偏りが少ないものの，
地域ごとにみると，それぞれの主要都市部に集中して
いることが分かる。また，経済に関しても他県に比べ分
布の偏りが少ない。福島県は，特定の都市に人口と機
能が一極集中しない，「多極分散型」の地域構造である。
　福島県内の在留外国人の総数は2015年末現在で，
11,052人である（法務省2016。以下のデータも同じ）。
外国人人口の分布も各地域の主要都市部に集中してい
る傾向がみられるが，地域レベルでは分布に「多極分
散型」の傾向がみられる。
　国籍別に見ると中国国籍が最も多く，在留外国人数
の約33％を占める。中国に次いで多いのはフィリピン
国籍で，全体の21.2％を占め，中国国籍とフィリピン
国籍で全体の半数を超える。在留資格別にみると，全
在留外国人数の約54％にあたる5,942人が「永住者」「日
本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」いず
れかの在留資格を持つ，長期滞在予定者である。特別
永住者1,097人を含むと，全在留外国人の約64％となる。
　在留外国人数を男女別にみると，女性が6,940人
と男性4,112人を上回っているが，男性については，
2012年の2,938人から千人以上の増加がみられる。特
に20代の男性が増加し，20代の女性の数を上回る。20

代の女性も増加傾向がみられるが，いずれも「技能実
習」「留学」の在留資格者の増加が要因として考えら
れる。
　在留外国人数の女性の推移を年代別にみると，30代
は減少傾向にあり，40代，50代に増加傾向がみられる。
全女性の２人に１人は40歳以上である。福島県内の国
際結婚総数は2014年で175組と，ピーク時と比較して
減少傾向にある。国際結婚により福島県へ移住する外
国人女性が減る一方，10～20年前に，30～40代で来日
した女性が中高年層へ移行していることが考えられ，
在留期間が長期化し，在留外国人の定住化が進んでい
ることがうかがえる。
　福島県内の外国人労働者数は，2015年10月末現在
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4,323人で，全在留外国人の40％が就労していること
になる（福島労働局2016）。在留資格別にみると，「身
分に基づく在留資格」（「永住者」「日本人の配偶者等」

「永住者の配偶者等」「定住者」）を持つ労働者が1,753
人と最も多い。これら長期滞在予定者だけでみると，
全体の約30%が就労していることになる。
　「身分に基づく在留資格」を持つ労働者1,753人の国
籍別内訳をみると，最も多いフィリピン国籍と中国国
籍で７割を超える。産業別では，最も多い製造業が
39.6%を占め，次いで卸売業・小売業が17.2％を占め
る。「身分に基づく在留資格」を持つ労働者は，2012

年には，全外国人労働者のほぼ半数を占めており，
2013年以降も増加し続けているものの，2015年には外
国人労働者数全体の４割程度にとどまっている。これ
は，主に「技能実習」，留学生等の「資格外活動」の
増加によるものと考えられる。
　2012年から外国人労働者数は増加傾向がみられ，外
国人雇用事業所数も増加傾向にあるが，長期滞在予定
者に限っていえば，就業の機会が増えているといえる
ほどの変化はみられない。
　以上のように，ここ数年で福島県内の在留外国人の
在留目的や年齢など多様化が認められる。こうした傾
向は今後も進むことが予想される。

２－２．日本語学習環境
　中川ほか（2015）によれば，福島県は，在留外国人
数の全人口に占める割合が0.6%未満の外国人散在地
域である。永島（2013）では，「外国人が，日本人と
関わらずには暮らせない環境にある，団地，町・字規
模の地域」を外国人散在地域であるとしており，福島
県はこれにあてはまるとしている。
　図１に示したように，福島県には，成人を対象とし
た地域日本語教室が25箇所ある。さらに子どもを対象
とした教室を加えると30箇所を数える。成人対象の教
室のうち18箇所は中通りで開催されている。中通りで
も，福島市のように６教室開催されている市もあれば，
全く開催されていない市町村もある。また，冬季は開
催されないなど，自然環境により開催が制限されてい
る地域もある。外国人住民にとって近くに地域日本語
教室があることの方がまれであり，バスなどの公共交
通機関や自家用車での移動が通うための条件となる。
こうした制限された学習環境の中では，自律的な日本
語学習が必要であり，地域日本語教室においても自律
的な学び手を育てることが求められる。
　地域日本語教室は，概ね月２～８回程度の開催とな

る（１回につき90～120分程度）。主催は任意団体や国
際交流協会であるが，直接日本語支援にあたるのは主
に地元の市民ボランティアである。筆者らが知る地域
日本語教室の日本人支援者は，50代以上の中高年層が
ほとんどである一方，外国人参加者は属性，年齢，ニー
ズ，レディネスが多様である。
　永島（2015）では，限られた時間の中での効率的な
日本語指導として，特定の目的を伴わない「世間話」
つまり「おしゃべり」で用いられる日本語の習得が，「人
的ネットワーク構築」に有効であるとした。さらに永
島は，この「世間話の日本語」習得のために，地域日
本語教室で外国人住民の社会活動参加を支援すること
を提案している。
　県内の成人対象の地域日本語教室のうち，10箇所以
上で市販のテキスト（『みんなの日本語』などの総合
日本語教科書）を用いた指導を行っている２。近年の

「生活者としての外国人」のための日本語教育事業の
高まりから，従来の教科書型からの脱却，移行を図る
動きはみられるものの，現状では，積極的に相互学習
型の活動を取り入れている教室はみられない。このう
ち，「おしゃべり」に代表される会話，対話の活動に
着目して教室運営をみると，いわゆる学校型と会話型
とを別の日時に設定し，分離，独立して開催している
教室と，同じ時間の中で混在，並存して行っている教
室とがある。ここでは，前者を分離・独立型，後者を
混在・並存型と呼んでおく。ただ実際には，福島県で
は混在・並存型の教室がほとんどで，分離・独立型の

会津 中通り 浜通り

在留外国人数（平成27年12月末日現在）

～５ ６～ 25～ 50～ 100～ 150～ 300～ （人）

○：地域日本語教室

図１．福島県の在留外国人および成人対象の地域
日本語教室の分布１



福島大学地域創造　第28巻　第２号　2017.2（8388）

―　　―6

教室は，管見の限り，会津若松市といわき市で開かれ
ている２箇所に限られる。

３．活動の概要

　混在・並存型４教室において，『私の福島』と題し
た動画の作成の活動を行った。作成した動画は，無料
動画サイトなどに投稿し，外国人の目から見た「福島」
を紹介することで，外国人住民の社会参画につなげる。
　この活動を始めるにあたり，永島が大学で担当して
いる日本語補講クラスで，留学生の受講生を対象にプ
レ活動を行った。プレ活動では，留学生５名と日本人
学生（以下，学生サポーター）４名が２，３人でひと
組になり，活動を行った。
　活動は，90分授業で２週にわたって行った。１週
目の活動では，写真の選択と写真にもとづくおしゃ
べりの動画作成を行った。具体的には，活動①とし
て，まず留学生に「私が好きな」「私のお気に入り
の」「私の生活の中の」といった「私」に関わりのあ
る「福島」の画像を，各自のスマートフォンに入って
いるものから５枚程度選んでもらった。そして②で，
iPhoneを持っている学生は，動画作成アプリiMovie
に，Android型を持っている学生は各自の動画アプリ
に写真を取り込み，写真にもとづきおしゃべりをして
もらった。学生サポーターにはおしゃべり中，留学生
の日本語の誤りなどを指摘するよう指示した。おしゃ
べりの内容は，写真とともに動画アプリに録音し，活
動の最後に全員で共有した。
　２週目では，③ナレーション用原稿の作成，④ナレー
ション入り動画の作成を行った。③では，各留学生が，
②で作成した「おしゃべり動画」を見ながらナレーショ
ン用原稿を作成した。学生サポーターには文の添削と
読み方のアドバイスなどのサポートを指示した。④で
は，②と同様に動画作成アプリで動画を作成した。時
間内で⑤試写会まで行いたかったが，動画を完成させ
るに至らず，各自データを持ち帰り，それぞれ完成さ
せたものを後日，送付してもらった。
　プレ活動後，学生サポーターとのふり返りを行った。
ふり返りで語られた内容を整理すると，概ね，以下の

「学生サポーターの役割」「学生サポーターの学び」「留
学生の学び」「今後の課題」の４つに分けることがで
きる。

学生サポーターの役割
　プレ活動内のおしゃべりや原稿作成の際，特に中国

語を母語とする留学生は，辞書で調べた漢字二字以上
で未習得の熟語を使おうとする傾向がみられた。プレ
活動では，まずこうした未習得の熟語を，留学生でも
知っている和語に言い換えることができ，むしろ言い
換えた語のほうが分かりやすくなるという「気づき」
を与える役割を果たした。
　しかし，この日本語支援的役割より大きかったのは

「話をふくらませる」役割の方であった。留学生自身
は自分で気に入った写真を選んだとはいえ，その場で
写真にもとづくおしゃべりをするように言われても，
すぐに話がふくらむものではない。そこで，おしゃべ
りの際に，留学生が選んだ写真１枚に対し，学生サポー
ターからいくつかの質問をした。その回答をつなぎ合
わせることで，ナレーション用原稿作成につなげた。

学生サポーターの学び
　日本語支援者としての立場で，接触場面における言
語調整行動がとられた。具体的には，おしゃべりを通
して，相手の日本語の理解度がある程度はかれるよう
になり，自然と自分が話す日本語が，やさしいものに
移行されていくようになった。
　また，おしゃべりのなかで「誰が」「何が」など，
普段は省いてしまう主語にあたる部分も，留学生には
言わなければ，伝わらないということに気づき，留学
生とのおしゃべりの際には，「誰が」「何が」を述べる
という言語調整行動もとるようになった。
　先述した，おしゃべり中の「話をふくらませる」こ
とについては，「話をふくらませなければ…」と質問
すること自体に意識を強く向けてしまうと，学生サ
ポーター側がおしゃべりを楽しむことができなくなる
し，話をふくらませることもできないという「気づき」
を得た。話をふくらませるための質問に意識を向ける
より，自由なおしゃべりの方に意識を向けたほうが楽
しい活動となり，結果的に話がふくらむことにつなが
ることが分かった。

留学生の学び
　先述の通り，留学生はプレ活動を通して，辞書で調
べた未習得の熟語を用いなくても，既習得のやさしい
和語でインタビュー原稿が作成できるという「気づき」
を得た。
　今回のプレ活動は，さらに留学生の自然な話し言葉
の習得にも結びついた。日本語が上級レベルであって
も，特にインプット中心の授業で日本語を学んできた
留学生にとって，自由に話すというアウトプット活動
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には慣れが必要となる。プレ活動でも，おしゃべりの
際に書き言葉で話し始めた留学生がいたが，２回の活
動を通して，かなり自然な話し言葉でおしゃべりを楽
しめるようになった。
　地域日本語教室では，外国人参加者に「何のために
日本語を学びたいか」といった具体的な学習目標を示
されることはめったになく，それが学習意欲を持続す
ることを難しくさせている。今回のプレ活動では，留
学生自身が話したいことを自由に話してもらうこと
で，留学生の「もっと話したい」という学習意欲を引
き出すことができた。地域日本語教室でも，今回のよう
な活動が学習意欲の持続につながることが期待できる。

今後の課題
　今回，参加した留学生は，日本語能力試験N1取得
者と中級レベルの学生が混在したクラスであった。上
級レベルだと，さほど誤りの言い直しを意識せず，楽
しみながらおしゃべりができる。しかし，中級レベル
程度だと誤りが気になり，つい教えなければならない
という意識が強まってしまう。しかし，おしゃべり中
に誤りを直してばかりいたのでは，おしゃべりがつま
らないものになりかねない。おしゃべりの中は，誤り
など気にせず，まずは留学生と学生サポーターが自由
におしゃべりを楽しめばよかったものと考えられる。

　以上のプレ活動で得られた成果，課題をふまえ，実
際の地域日本語教室では，日本語母語話者の参加者（以
下，NS）と日本語非母語話者の参加者（以下，NNS）
がペア，またはグループに分かれ下記の手順で活動を
行うこととした。１回の活動は２時間程度とした。

１回目

活動①：福島で撮影した写真の選定
写真は５枚程度とする。選定したら，筆者ら
に送る。

活動②：写真についてのおしゃべり
i-Movieがある場合はi-Movieに写真を取り
込み録音。ない場合は，ボイスレコーダーで
録音し，筆者らに送付。おしゃべりは，誤り
などを気にせず，自由にしてもらう。⇒

２回目

活動③：おしゃべりをふまえたナレーション用原稿の
作成
NSはNNSが書いた原稿を添削する。

活動④：ナレーションの録音
NSは，読み方などのアドバイスをする。
i-Movieがある場合はi-Movieに写真を取り
込み録音。ない場合は，ボイスレコーダーで
録音し，筆者らに送付。筆者らが，上映会ま
でに動画にまとめる。⇒

３回目

活動⑤：上映会
活動⑥：ふり返り

NNSにはふり返りシートに記入してもらう。

⇒

活動後

動画サイトでの公開
公開の許可を得た動画を筆者らが公開する。

４．結　　　果

　活動は，2016年２月から10月にかけて，中通りの地
域日本語教室４教室で実施した。各教室における活動
の参加者は表１の通りである。中高年層のNSは，ス
マホなど機器に不慣れであることが予想されたことか
ら，活動を円滑に進められるよう，プレ活動に参加し

　表１　活動参加者数内訳

教室Ａ 教室Ｂ
NS：１人

NNS：４人
学生サポーター：４人

NS：10人
NNS：７人

学生サポーター：２人
教室Ｃ 教室Ｄ

NS：９人
NNS：９人

学生サポーター：４人

NS：２人
NNS：１人

学生サポーター：１人

NNSの国籍 ベトナム11名，アメリカ３名，中国
２名，カナダ１名，ネパール１名，
カンボジア１名，フィリピン１名，
インド１名

NNSの在留資格 労働４名，研究１名，婚姻４名，技
能実習10名，家族滞在２名
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た日本人学生を含む学生サポーターにも協力を仰い
だ。毎回，学生サポーターと筆者らで，コーディネー
ターを務めた。

４－１．活動①（写真の選定）
　NNSが各自のスマートフォンやフィーチャーフォ
ン，デジタルカメラに保存されている写真から，「私
が好きな」「私のお気に入りの」「私の生活の中の」と
いった「私」に関わりのある「福島」の画像を，５枚
程度選んでもらった。写真が手元にないNNSについ
ては，デジタルカメラやiPadを貸与し，NSの付き添
いのもと，教室内外で好きな写真を撮影してもらい，
活動②以降の活動をしてもらった。中には数千枚の画
像を保存しているNNSもおり，参加者全員が５枚の
写真を選定するまでに時間を要したケースもあった。
　写真は，「福島で撮影したもの」という条件以外は
自由に選んでもらったことから，写真①のような風景
写真，②のような職場での写真，③のような趣味の写
真，④のような身の回りでふと興味を持ったものの写
真や自撮り写真など，NNSそれぞれの福島での日常
が思い浮かぶ，個性豊かな写真がそろった。

４－２．活動②（おしゃべり）
　NNSとNSが２～５名でひと組となり，選定した写
真を見ながら自由におしゃべりをした。プレ活動のふ
り返りから，NSに対し，NNSの誤りの指摘などは特
に指示しなかった。限られた時間で活動を終わらなけ
ればならないという事情もあったが，「話をふくらま
せる」までにはなかなか至らず，１枚の写真につきお
しゃべりは軒並み２分から３分程度のものとなった。
　おしゃべりは，参加者のスマートフォン，コーディネー
ターのボイスレコーダー等ですべて録音し，活動後に
コーディネーターが回収し，音声データとして保存した。
　以下に，録音したおしゃべりの内容の一部を文字化
し，会話データとして示す。文字化に用いた記号は，
宇佐美（2011）の記号凡例３をもとにした。

写真①

写真②

写真③

写真④

おしゃべりデータ①
（グループの内訳：NNS２名，NS２名）

001 NNS１ あ，次ですね，うーん，うんどうばしょ
にとった。

002 NS１ うんどうばしょ?。
003 NNS１ あー，まちのうんどうばしょがありま

すね。
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004 NS１ 『常葉』の中にありますか?。
005 NNS１ 『常葉』?。
006 NS１ あ，ここ『常葉』っていう名前…です。
007 NNS１ 『常葉』のうんどうばしょと思いまし

た。
008 NNS２ 野球しました。
009 NS１ あ，野球とかするところ，あ，グラウ

ンドみたいな。
010 NS２ 運動場，グラ…あ…や…あそこ，町営

のグラウンドじゃないの?。
011 NS１ おー。
012 NS２ わからないけど。
013 NS１ 何をしに行ったの?あそびに?。
014 NNS１ んふっ，あそびに，はい。
015 NS１ おさんぽ?。
016 NNS１ みんな，みんなに，いっしょに，いー，

遊びに行った時。
017 NS２ いつごろ，いつごろ?。
018 NS１ 朝，朝?。
019 NNS１ 朝，んーとったもらいました…とって

もらいました。
020 NS１ 朝?。
021 NNS１ んー，午後，午後ですね。
022 NS１ 午後??いつとったの?。
023 NNS１ ３時ごろ…。
024 NS２ いつとったの?。
025 NNS１ あ…。
026 NS１ 最近とった?。
027 NNS１ 最近です，最近です。
028 NS２ １週間前，１ヶ月前。
029 NNS２ ２週間前。
030 NS２ ２週間前。
031 NS１ おー，ごく最近ですね。
032 NNS１ その時，桜があった。
033 NNS２ さいた。
034 NS１ あーそっか，まだ２週間前だと，は，ね，

４月だから。
035 NNS１ 桜…桜咲いたとき…みんな…。
036 NS１ 桜，いっぱいありましたか?。
037 NNS１ はい，いっぱいありました，はい。
038 NS２ なんでこれとったの，桜じゃなくて?。
039 NS１ うん，あ，でも少しだけ桜がうつって

ます。
040 NNS１ あ，これ，ないです。
041 NS１ ん?あ，これ桜じゃない?それ，ちょっ

と桜じゃないの＜笑い＞。
042 NS２ これ桜じゃない。
043 NS１ 桜だよね＜笑い＞。
044 NNS１ ちょっとだけです＜笑い＞。
045 NS１ ちょっとだけ桜＜笑い＞。
046 NS２ これちょっと桜だろ?これ。

047 NS１ うん，そうですよね。
048 NNS１ え，あの日は，ちょっと雨だから。
049 NS１ あ，雨だったんだ。
050 NNS１ 空はちょっと暗いです，え，桜が咲い

て場所は，ちょっと暗いだから（うー
ん）あっちは，ちょっと晴れるですか
ら（あー）。

おしゃべりデータ②
（グループの内訳：NNS１名，NS３名）

051 NNS いつも，いつも外国人は，この日本の
…なん，これはなんですか?。

052 NS１ マンホール。
053 NNS マンホールを見て，とても素敵と思い

ます＜笑い＞。
054 NS１ ね，（何を見て?）マンホール，マンホー

ルのふた（あー，マンホールね）。
055 NNS ほかの国は，デザインがない，あまり

…あまりない，（へえ）あまりない，
でも日本はどこでもマンホール見て，
いつもデザインがあります（へえ）違
うデザイン，あの…仙台は違うデザイ
ン，（へえ）それぞれのデザインでしょ

（へえ）。
056 NS２ これ，福島ですか?。
057 NNS 福島と思う…。
058 NS２ どこ，どこだろう。
059 NNS たぶん＜笑い＞###。
060 NS３ あの，日本にはね，あの，マンホール

だけのその…そういうの全国まわって
ね，あの，写真に撮って，（あー）で，
写真集もあります。

061 NS１ 私も「NNS」さんに聞いて，それで
見るようにしたら，本当にいろんなマ
ンホールの模様ありますね。

062 NS３ こういうの一種のね，学問の名前がつ
いてね（あー），考現学って聞いたこ
とないですか（コウゲン?）コウゲ…
考現，考現学（コウゲンガク?）うん（コ
ウゲン）考える現れるという…。

063 NS１ あーあー，そういう考現，あー，そう
なんですか，考現学，へえ。

064 NS２ 「NNS」さん，これはどこが好きです
か。

065 NNS あー，日本はいつも違う，違うデザイ
ン，あの，もし九州に行けば九州のデ
ザインがあります（ほー）だから，す
ばらしい，外国人…外国人は素晴らし
いと思います（ほー）あの…あの，な
に，わかんない，おしゃれ?。

066 NS１ あー，おしゃれね，クールってところ?
そうですか。
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　それぞれのおしゃべりデータからは，自分の写真の
話に夢中になるNNSの様子や，そのNNSの話に対し
て「教えること」を意識せず，自然とおしゃべりを楽
しむNSの様子がうかがえる。
　おしゃべりデータ①では，無秩序なおしゃべりの中
に，非意図的な支援や言語調整行動がみられ，NNS
の日本語の学びにもつながっていることが分かる。
　例えば，001と002において，NNSは「うんどうじょ
う」のことを「うんどうばしょ」と言っているが，
NS２は，おしゃべりの中でそれが町内の「運動場」
であることに気づき，010で指摘している。また，004

～007からは，NNSが自分の住んでいる地域の名前を，
NS１の指摘によって初めて知ったことが分かる。ま
た，写真をとった時期についてNS２は，024で「いつ
とったの」と聞いたが，NNS１が理解していないこ
とに気づき，NS１が「最近とった」（026），NS２が

「１週間前，１ヶ月前」（028）と，それぞれ質問し直
し，NNS１の理解につなげている。また，036～047

では，NNSとNS間でおしゃべりの内容に解釈のズレ
が認められる。具体的には，NNSが写真を見せなが
ら，桜が「いっぱいありました」（037）と言ったあと，

「ないです」（040），「ちょっとだけです」（044）と言
い，NSは写真に写っているのが「桜じゃない」（041，
042），「ちょっとだけ桜」（045）と解釈する。ここか
らは，会話の流れが混乱し，NSが困惑している様子
が認められるが，NNSもNSもそのズレを会話の楽し
さとして受け入れ，ズレを修復しないまま会話を続け
ている。
　以上のような，NNSの学びにもつながる行動が自
然にでき，おしゃべりを楽しみながら話をふくらませ
ることができているのは，NNSとNSが普段から地域
日本語教室で，日本語学習だけでなく料理教室やパー
ティなど様々な活動を共に行い，関係性が構築されて
いることによるものと考えられる。
　おしゃべりデータ②では，NNSがふと興味を持って
撮影した「マンホール」の写真についてのおしゃべり
が次のようなNSの学びにつながっていることが分かる。
　まず，055では，NNSのマンホールの話で，NSにとっ
ては当たり前だった日常から「気づき」を得た様子が
分かる。また，064では，NS１とNS３のおしゃべりを，
NS２が意図的にNNSとのおしゃべりに引き戻す様子
がみられる。NS２は，日頃の地域日本語教室活動に
おいても日本語支援に意識が向いている。つまり，３
名のNSの中でも，NS１とNS３が自由なおしゃべり
で話をふくらませ，NS２が日本語支援を意識したお

しゃべりになるよう気を配るという役割を自然に分担
しているものと考えられる。
　このように，おしゃべりデータ②では「話をふくら
ませる」「日本語支援を意識したおしゃべりにする」
という２つの役割をそれぞれのNSらが無意識に分担
していた。地域日本語教室に携わるNSは，年齢，職業，
学歴，日本語教師経験の有無など背景が多様で，それ
ぞれ教室活動で活かせる資質や能力も異なる。こうし
た多様性が，教室での日本語支援における自然な役割
分担につながり，結果として相乗的な効果を生み出し
ているのである。

４－３．活動③（ナレーション用原稿の作成）
　おしゃべりの内容をもとに，おしゃべりの時と同様，
NSとNNSが２～５人でひと組になり，ナレーション
用原稿を作成した。
　「書くこと」の練習は，本活動の本来の目的ではない。
自由なおしゃべりはできても，「書くこと」は苦手と
いうNNSもいる。NNSの日本語のレベルに応じ，「書
くこと」の練習としてナレーション用原稿作成をとり
入れている教室もあったが，本活動での原稿作成は，
あくまで読むためのメモとして取り扱うこととした。
　原稿は原稿①～④にみられるようなローマ字，ひら
がなだけの手書きの原稿のほか，ナレーション内容を
箇条書きにした原稿，紙に書かずに自分のスマート
フォンに打ち込んだ原稿など，NNSがそれぞれ思い
思いの方法で作成した多種多様な原稿がそろった。原
稿は，NSが添削したが，原稿①～④には添削によっ
て訂正した跡がみられる。
　原稿が完成したNNSは，NSの支援のもとナレーショ
ンの練習を行った。原稿作成を次回までの課題とし，
ナレーションの練習のみとした教室や，NNSがナレー
ションの内容を口頭で語り，それをNSが書き取り原
稿を作成するという教室もあった。

原稿①
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４－４．活動④（ナレーション入れ）
　各自で完成した原稿をもとに動画へのナレーション
入れを行った。ナレーションの一部をおしゃべりデー
タ同様に文字化し，ナレーション①～④として以下に
示す。それぞれのナレーションをみると，言いよどん
でいたり，日本語に誤りがみられたりすることが分か
る。ナレーション入れは，あくまでNNS本人の言葉
で語ってもらうことで，それまでの活動の成果を可視
化し，NNS自身の達成感に結びつけることを狙いと
している。そのため，内容の濃さや完成度の高さには
こだわらないこととした。

４－５．活動⑤（上映会）
　それぞれの完成した動画を，参加者全員で見る上映
会を行った。動画作成に参加していないNNSが上映
会に参加した教室もあった。その場合は，その場で
NNSに写真を選んでもらい，その写真のことでNSら
とおしゃべりをしてもらうなどの対応をとった。また，
動画完成に至ったものの，上映会では欠席したNNS
もいた。その場合は，欠席したNNSの動画上映後，
ペアまたはグループで一緒に活動したNSが，代わり
に質問に答えるという対応をとった。
　ナレーションの内容が，明らかに実際の日本語のレ
ベルを超えており，NNSの家族やNSにより大幅に手
が加えられた原稿でナレーション入れをしたのではな
いかと推測できる動画もみられた。その場合は，コー
ディネーターらのとっさの判断で，その場で写真の説
明をすることを提案した。NNS数名が，実際に写真
を１枚１枚見せながら，動画完成に至るまでのおしゃ
べりやナレーションの内容をもとに発表を行った。
　 時間の関係で全員の動画が見られなかった教室で
は，自分の動画を優先的に上映してほしいと申し出る

原稿②

原稿③

原稿④

これは，去年の秋，裏磐梯の中津川渓谷に行った時
の写真です，中津川橋から紅葉を見たら，いろんな
色の葉っぱが，とってもきれいでした，夫と一緒に
行けて，すごく幸せでした。

ナレーション①

それは，病院の写真です，私が日本に来て，はじめ
て仕事をした場所です，壁と天井をはりました，今は，
ちゃんと病院…と…ん…して…使われし…つわ…使
われています。

ナレーション②

日本で一番好きなことはカラオケです，いつもアメ
リカ人と日本人の友だちと行きます，上手じゃない
けどいろいろな曲を歌います，ふつうは，アメリカの
曲を歌いますが，２，３曲の日本の歌も歌ってみます，
今の練習中の日本の曲は，ラルクの『ready steady 
go』です，カラオケは，ほんとにほんとに大好きです。

ナレーション③

この写真は，遊びに行く途中でとりました，あの日は，
あいにく…あいにく寮から駅まで，電車…自転車で
行きました，でも，風が強いので，にじかい電車に
間にあわな…ませんでした，だから私たちは，８時
から15時まで電車に乗れませんでした，電車に長い時
間を待つんで，退屈しないために，みんないろいろ
なと…ことをやって，散歩とか，絵を描くとか，写
真をとりました，本当に疲れた日でした，この写真
は『磐城常葉駅』で待っているときです。

ナレーション④
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NNSもいた。上映会のあと，活動時に同じグループ，
ペアではなかったNNS，NSらと，上映された動画に
ついての新たなおしゃべりが始まる教室もあった。上
映会は，NNSの「自分をもっと知ってほしい」とい
う欲求と，NSの「NNSをもっと知りたい」という相
互の欲求を満たし，新たなおしゃべりの場を創出する
という効果をもたらした。

４－６．活動⑥（ふり返り）
　NSのふり返りについては，主に事後の聞きとりに
より行った。メールや報告書の記入によるふり返りも
あり，多面的なふり返りが得られた。NNSには「ふ
り返りシート」４の記入を依頼した。上映会後，自由
な語りによって活動をふり返ってもらった教室もあっ
た。なお，ふり返りの詳細については次章で述べるこ
ととする。
　NNSの自由な語りによるふり返りでは，NNSがお
互いの動画の内容を評価し合ったり，動画に出てきた
食べ物や場所について質問をし始めたりと，新たなお
しゃべりの場が展開された。
　例えば，教室Ａでは，普段の教室活動で会話練習以
外のおしゃべりの機会がないNNS同士が，動画で紹
介された丸ごと１頭分の豚肉の購入方法のことでお
しゃべりを始めた。ふり返りの最中ではあったが，コー
ディネーターらは，おしゃべりを遮るようなことはせ
ず，NNSは，そのままおしゃべりを続けた。
　上映会同様，ふり返りの場においても，NNSの話
したいという欲求が自然発生的に起こったことは，当
初，意図していなかった大きな成果であった。新たな
おしゃべりを遮らず，むしろ，より話をふくらませる
ようにNSが支援するといった姿こそ，学校型にはな
い地域日本語教室のもつ利点であるといえよう。

４－７．活動後（動画サイトからの公開）
　活動後，NNSの許可を得て，無料動画サイトにそ
れぞれの『私の福島』動画を投稿した５。動画が世界
中に配信されることで，教室内にとどまっていた活動
の社会的可視化を実現させている。NNSらの「自分
をもっと知ってほしい」という欲求の実現に加え，外
国出身者の目から見た今の「福島」を世界に知っても
らうという社会参画活動にもつながっている。

５．ふり返り

５－１．NNSのふり返り
　先述のとおり，NNSへのふり返りは，主に「ふり
返りシート」により得られた。得られた回答をもとに，
今回の活動がNNSにどのような成果をもたらしたか
について，以下の点から考察を加える。

「活動を通して何を学んだか」
　この問いに対して，最も多かった回答（以下の文は
原文ママ）は，下記のような，日常生活に根ざした語
彙の習得に関するものであった。

•セルフのことばをおしえてくれました。
•このかたりクラスでたくさんあたらしたんごをま

なびました。
•たとえば「心があらわれます」とゆうあたらしい

ことばおぼえました。
　また，語彙の習得だけでなく「ケーキ」の発音を覚
えた，という回答もあった。日本在住約20年のNNS
の回答だったが，「ケーキ」の「キ」を高く発音して
いたことを，ナレーション入れの際にNSの指摘を受
けたことで，大きな気づきを得たことがうかがえる。
　そのほか，下記のような，活動に満足したことがう
かがえる回答もみられた。

•ぜひまた作かいたいです
•楽しくてたいへんでした
•じしんになりました
•ふくしまのしゃしんをはなしておもしろかった 

です

「学んだ日本語はどんな時に使えると思うか」
　この問いへの回答で最も多かったのは，「仕事」「友
人」「その他の日本人」との会話の時というものであっ
た。仕事については，将来の仕事で役立てたいという
回答も複数みられた。NNSが，日本語の習得を期待
し地域日本語教室に参加していることが再認識できた
とともに，今回の活動が，その期待にある程度応えら
れる活動であったことが分かる。

•Communication with friends, students, and co-
workers.

•I have to speak Japanese every day, so the 
class helps me with that ability ‒ speaking more 
smoothly and confidently.

•日本人と話す時，日本企業で働く時
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•しごととき，日本人におしゃべるとき
•ベトナムに帰って，日本の会社に入りたいです。
•しごととか，会社の人とおしゃべりします。
•ひとびととはなすとき。たぶんみらいで（カナダ

に）しごとにつかいます。
•べんきょうしたにほんごはにほんじんにあって

いっぱいしゃべて，しごともかんたんにならいま
す。

•なかまとしゃべる

「今までと違うところは何か」
　下記の回答では，普段の教室活動についての記述が
みられたが，ここからは，NSらが普段からNNSの学
習目標にあわせ，工夫しながら活動を行っている様子
がうかがえる。

•In class, I use textbooks. I study for the test. 
This was different.

•昨年は，日本のうたとか，あいさつなど勉強した。
•歌を歌えるように学ぶ，料理を学ぶ
•わたしは５かげつにほんへきた，ここクラスのに

ほんごをべんきょうしています。ちがうところは
ありません。

　下記の記述からは，今回の活動をNSとNNSが楽し
い学習活動として取り組んでいたことが推察できる。

•These past two classes there was a lot of one-
on-one interaction with teachers.

•おもしろい，日本語がいっぱいはなせる
•おもしろい，日本ゴ上手になります。
•たくさんことばをつかうことができます。
•ボラティア先生はねっしんだししんせつです。

　一方で，「初めてだからよく分かりません」「それは
はじめてのクラスです」といった回答もみられた。地
域日本語教室では，NNSの入れ替わりが日常的にあ
り，今回，動画作成を行った４教室にも例外なくその
傾向があることが分かる。

「動画を誰に見せたいか」
　この問いに対して最も多かったのは「友だち」「家族」
であった。

•My family and friends in America.
•友達に見せたいです。
•おとうさんとおかあさん（かぞく）。きょうだい

にみせたい。
•はい，見せたいんで，父に見せたいです。
•りょうしんとおにいちゃんとおねえちゃんにみせ

たいです。
　そのほか，下記のような相手を特定しない回答も
見られた。
•とくにだれもいないですが，だれも見てもいいで

す。
•誰にみせてもいい
•誰にも見せます。

　相手を特定しない回答は，YouTubeなど無料動画
サイトやSNSの普及により，インターネットが自己
表現の場として利用され，投稿者も不特定多数の閲覧
者に自分のことを発信することに対して抵抗がなくな
りつつある，この時代ならではの回答であるといえる。

「ほかにどんな動画を作ってみたいか」
　今回の動画作成活動が，「○○に動画を見せたい」
という欲求から，「もっと伝えたい」という新たな動
機づけを生んだ。下記の回答からは，活動を通して主
体的・自律的な学びへとつながるような，多岐にわた
る動画作成のアイディアを引き出していったことが分
かる。

•Talking about our countries （Vietnam, USA, 
…）

•I think we can make anything！ I think it would 
be fun to write and make a drama in groups 
and perform them.

•今度ベトナムの料理などについての動画を作りた
い。

•りょうこうバージョンの動画を作りたい。
•ベトナム人について
•日本の生活の動画を作くりたいんです。
•私のしごとのどうがをつくりたいです。
•わたしはともたちにふくしまのとうげをみせた

い。それからわたしはくるまのビデオがつくりた
い。

•ふくしましゃないばしょのどうが作りたいです。
たぶんおもしろいです。

•わたしはにほんで３ねんすんでいるとか，もっと
しゃしんをとりたいです。ベトナムのともだちに
しょうかいします。

•いばらきととうきょうです。

「今後の日本語教室で何を学びたいか」
　この問いは，今回の活動をふまえNNSが，今後，
地域日本語教室に対してどのような教室活動を期待す
るようになったか，コーディネーターがNSと共有す
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るべく回答を求めたものであった。
　下記のような回答が得られ，NNSも地域日本語教
室の活動の意義を理解しており，必ずしも「学校型」
の日本語学習を期待しているわけではないことが分
かった。

•I want to keep speaking a lot and learn more 
grammar.

•日本の料理の作り方を学びたい。日本のゲームを
したい。

•日本のおもしろいこととか，日本の文化を勉強し
たい。

•もっとおしゃべることをべんきょうしたいんで
す。

•日本ごと日本のぶんかをべんきょうしたいです。
•わたしはたんごとかいわをべんきょうしたい。
•おしごとの日本語をべんきょうしたいです。

　教室Ａでは，NNSに対して，ふり返りシートによ
るふり返りのほか，ふり返りシートをもとにした聞き
とりも行った。聞きとりでは「今後の日本語教室で何
を学びたいか」という質問に対し，「実はよく分から
ない」という意見が聞かれた。特に今の日本語のレベ
ルで生活できているNNSにとっては，試験対策のほ
かに明確な目標を明示するのは難しいと考えられ，今
回の動画作成が，新たな動機づけに結びついた成果は
大きいと考える。

５－２．NSのふり返り
　NSのふり返りは，主に聞きとりによって行われた。
ここでは学生サポーターへの聞きとり，及び報告書に
よるふり返りもNSのふり返りとして加え，NS側から
みた，動画作成活動の成果と気づき，そして今後の
活動への課題を提示する。なお，記述にあたっては，
NSの言葉を最大限に尊重し，できる限り，語られた
言葉をもとに記述を行う。

Ａ教室
　今回の活動を通じ，普段の教室で，あまり話そうと
しないNNSが「あんなにできる人とは思わなかった」
という気づきを得た。テキストに書いてあるような
テーマの作文では，自分の能力では書けないとなかな
か取り組もうとしないNNSがいる。しかし，そういっ
たNNSでも，自分に興味があることになると雄弁に
なる。つまり今回の活動を通じ，NNSが話したいも
のがあれば，話すのだということを知った。
　また，宿題にしたわけでもないのに，次の回まで

に原稿の準備をしてきたNNSもいた。時間の関係で，
ナレーション入れができない写真があることを知らさ
れると，そのNNSは，ひどく残念がり，もっと作り
たいという意欲が伝わってきた。NSがテーマを与え
るのではなく，NNS本人が話すテーマを選ぶことで，

「たくさん言いたい」「何とかして言いたい」という欲
求が引き起こされ，より一生懸命話すようになること
が分かった。
　活動①の写真選定の際，職場の写真を選択した
NNSがいた。これは，ほかのNNSのような楽しい写
真がないという皮肉のつもりで選択したというわけで
はなく，初めての仕事をみんなに本当に知ってほし
かったようであった。写真の選定をNNSに任せるこ
とで，「知ってほしい」「話したい」ことというのは，
人それぞれであるということに気づかされた。
　以上のように，NSは，NNSの人柄，背景，関心事
など，普段の教室活動ではむしろ立ち入らないように
している個人的なことについても，今回の活動の中で，
垣間見ることができた。そしてNNSらの新たな一面
に対する驚きと発見により，NSとNNSとの距離が縮
まった。このように『私の福島』は，つい話したくな
る魅力あるテーマである。活動の手順もシンプルでよ
い。NNS，NSに限らず参加者全員が動画を見て楽しみ，
参加者全員が活動を楽しんでいた。
　普段の教室では，「教えなくてはいけない」という
意識で日本語支援にあたっているが，NNSが生活者
の場合，レディネスや既習内容を詳しく知ることは難
しく，NSの指導内容が既習得なのか未習得なのかを
確認できないまま指導にあたらざるを得ない。また，
地域日本語教室で，一人のNSが複数のNNSを担当す
る場合，担当するNNS間の日本語のレベル差は避け
られない。NNSによっては，ほかのNNSの日本語の
レベルが自分より高いと，「自分がいては迷惑ではな
いか」と萎縮してしまいかねず，それに対するケアが
不可欠になる。かといって，それぞれの日本語レベル
を考慮した日本語支援を行おうとすると，どっちつか
ずの中途半端な授業になってしまいかねない。今回の
活動は，それぞれのレベル，滞在日数等に関係なく同
じ時間内で同じ活動ができ，それぞれに自己表現がで
きるので，こうしたレベル差の問題を解消する有効な
手段になり得るといえる。特に地域日本語教室開始時
に今回のような活動をとり入れれば，お決まりの自己
紹介の練習よりも，より具体的にNNSのレディネス
や日本語のレベルを知ることを知ることができ，その
後のNSの日本語指導にも役に立つことが期待できる。
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また，無料動画サイトへの投稿は，拙い日本語でも自
己表現できる新たな場としても有効である。
　話の引き出し役として，学生サポーターの存在も大
きい。学生サポーターは辛抱強くNNSの話を聞いて
いた。おしゃべりの中でNNSが習得した語彙は，活
動の記憶とともに記憶できる。
　おしゃべり中に悩んだことは，訂正のタイミングで
ある。誤りを直そうと話をさえぎると，NNSの話し
たい気持ちまで「切って」しまうのではないかと考え，
どこで訂正するか悩んだ。録音前であれば，NNSに
は誤りなど気にせず自由にのびのび話してもらったほ
うがいい。しかし，NNSの誤りをそのままにしたの
では日本語学習に結びつかない。誤りは，録音する際
に，まとめて訂正するといいと思うが，その時間をと
れるとも限らない。
　今回のような活動を，コーディネーターを交えずに
実施する場合，活動を効率的に進めるためには，NNS
に対して，おしゃべりの前に，予めナレーション入れ
に共通して用いる表現などを導入し，練習しておくと
よい。そして，完成した動画をNNS自身が見直しを
行い，自ら誤りなどに気づくことにより，主体的，自
律的な日本語学習への意識づけにつながることが期待
できる。
　今回の活動を通して，上映後のふり返りはNNS同
士が情報を共有する新たなおしゃべり場となり得るこ
とが分かった。こうしたふり返りの時間を長めにとり，

「もっと話したい」という意欲につなげていきたい。
　ただし，コーディネーターなしで動画作成の機器を
扱うことは現実的ではなく，特に高齢のNSのみで実
施することは，考えにくい。

Ｂ教室
　これまでの教室活動では，グループに分かれて日本
語支援が行われ，最後に全体で活動報告するにとどま
り，担当するNNS以外のことを知る機会がなかった
が，今回の活動を通じて，ほかのNNSのことをより
深く知ることができた。また今回の活動は，教室が日
頃行っている，小中学校での文化紹介活動へのファー
ストステップとしていい練習にもなり得る。
　活動については，おしゃべりはできても書くことが
不得意なNNSがおり，原稿を書く時間が足りなくなっ
たことは反省しなければならない。書くことが不得意
なNNSのおしゃべり内容については，NSがおしゃべ
りを聞き取りながら書き取り，原稿を作成した。しか
し，そのNNSは読むことも苦手であったため，原稿

を読みながらのナレーション入れは，たどたどしいも
のになり，伝える力が弱くなってしまった。原稿やナ
レーションの長さなどは統一させず，あくまで一人ひ
とりが自分の言葉でナレーション入れを行うことを優
先させるべきであった。
　この教室では，今回の活動に限らず，普段から，活
動中または活動後などにおしゃべりをする機会が多
い。NNSの日本語のレベルや活動への取り組み方に
よって，今回の活動が勉強になったと思うNNSと，
おしゃべりは無駄な時間だったと思うNNSの両者が
いることが推測される。毎回，NNS全員が活動に参
加出席できるとは限らず，日本語のレベルも活動の進
み具合も，また取り組む姿勢も異なるNNS一人ひと
りが，同じ時間内でいかに無駄を省いた活動ができる
かについて，今後，さらなる検討が必要である。

Ｃ教室
　今回の活動ではNNSが，意欲的に原稿を考えたり
おしゃべりの内容を考えてきたりしていたため，支援
もしやすかった。NNS中心の活動となるよう，おしゃ
べり中には誤りの指摘などしなかったため，NNSは
積極的に話すことができた。NNSにとっては，いつ，
どこで，誰と，ということが話せる勉強になり，生き
生きとして活動に取り組んでいた。録音のときは，よ
い緊張感があり，動画という形にも残せるので，全員
で共有できるという点がよい。NSにとってもNNSの
行動範囲などが分かる機会を得たよい活動であったと
いえる。
　ただ，時間や質問の制限によって「自由なおしゃべ
り」というところまではいかなかった。NSは，話を「引
き出す」ための質問に時間の大半を費やした。動画の
再生時間を気にするNNSもいた。NNSへの配慮を優
先すべきであり，再生時間を設定すること自体に，見
直しが必要である。

Ｄ教室
　日本語支援活動として，語彙の言い方の矯正，原稿
の添削などを行った。おしゃべり中に気付いた誤りに
ついては，その場で訂正すると，場の和やかさに影響
が出かねず，原稿を書く時のみの指導程度にとどめる
べきであった。原稿については，添削するNSの文に
なってしまわない程度にNNSの文を直すという点が
難しかった。今後の活動では，NNS自身が日本語力，
作文力を身に付けるためにも，録音した内容を，あと
で聞かせながら原稿作成をするなど，原稿は自分で書



福島大学地域創造　第28巻　第２号　2017.2（8398）

―　　―16

かせる工夫を検討しなくてはならない。
　また，おしゃべりの際には，NNSの言おうとして
いることを，NSが先に言ってしまいNNSの発話の機
会を奪ってしまうということがあった。またNNSが
知っていることをNSも知っていることが分かると，
NNSは話すことをあきらめてしまった。NSが知って
いることでも，外国人から見た違う見方があることも
考えられる。NSは，自分が知っていることを語る場
にならないようにし，NNSに話してもらうことへの
配慮が必要である。

６．結　　　び

　各教室において参加者は，NNSが選択した写真に
関するおしゃべりを通して，異なる視点から捉えた「福
島」を知るとともに，それまでの教室活動では知り得
なかったNNSの一面について知ることができた。ま
たNSは，NNSの日本語能力を知り，どのような「や
さしい日本語」なら理解できるのかを知ったことで，
調整行動をとるようになった。複数のNNSとNSでグ
ループが構成された場合，NSの中で，教室活動で活
かせる資質や能力に応じて，無意識に役割を分担して
いることも分かった。NNSが日本語を学ぶだけでな
く，NNSとNS双方の，さらにはNNS同士の「教え合
い／学び合い」の機会にもなり得たといえる。
　参加者には，長期在住者で，普段から地域住民と

「おしゃべり」を交わす機会のあるNNSもいた。その
NNSも，NSとの写真についてのおしゃべり，ナレー
ション作成から，自分の誤りの傾向を認識し，その認
識が学習を継続させる動機づけへとつながった。
　以上のことから，地域日本語教室で動画作成活動を
とり入れるのは，コースの初回からとするのが有効で
あると考える。NSは，自分が担当するNNSの背景や
日本語のレベルを把握し，教室における自分の役割を
認識し，NNSには，動画作成を通した「もっと話し
たい」「もっと伝えたい」という欲求が生成され，そ
れが学習動機にもつながり，その後の教室活動をより
効果的に進められることが期待できる。
　また，NNSからは，『私の福島』以外のテーマでも
動画を作成したいという声が聞かれた。「もっと伝え
たい」という動機は，今後，地域の，あるいは地域を
越えた社会参画に結びつくことも期待できる。
　一方，NSからは，のびのびとおしゃべりを楽しむ
NNSの誤りをどのタイミングで指摘すればいいのか
という悩みが寄せられた。より容易に活動が進められ

るよう，ナレーションで用いられる表現などを教材と
してまとめてほしいとの要望も寄せられた。そもそも
おしゃべりが「日本語学習」と言えるのか，無駄な活
動だという指摘もあった。
　おしゃべりそのものは，普段の教室活動でも行われ
てきたことである。今回，NSらが無意識で調整行動
をとったり，話をふくらませたりしていたのは，実際
は，これまでの教室活動で無意識的に身に付けた能力
であると考えられる。ただ，これまでのおしゃべりと
いうのは，「日本語学習」を意識したものではなく，
その点で今回の活動のねらいとは異なっており，今回，
日本語学習につながるおしゃべり活動への意識化を促
すという点で，一定の成果がみられた。
　また，今回の動画作成活動を通して「おしゃべり」
が教室活動の一部として取り入れられたことで，「教
える」ことに捉われ，「正しさ」にこだわるNSには，
おしゃべりを楽しむことと，日本語学習を両立させる
ことに対して困惑する様子が見てとれた。今回の動画
作成活動は，「教える」ことに捉われない，楽しい相
互学習型活動となったものの，筆者らとNSとの間の
学習観や，「伝える／伝える力」の認識のズレにより，
NSを困惑させる結果になってしまったとも考えられ
る。その点で，筆者らにとっては，地域日本語教室で
求められる「学習」への問い直しの機会となった。
　地域日本語教室は，ほとんどの場合，週１回２時間
程度の学習機会であり，いわゆる学校型，文型積み上
げ式の「日本語学習」が困難であるといわれている。
しかし，福島県の大半の地域日本語教室では，総合日
本語教科書を使った教室型の日本語支援が行われてい
る現実がある。総合日本語教科書による「日本語指導」
は，いわば同じ山の頂に向けて一直線に駆け上がって
いくような，日本語専門家による短期集中の日本語指
導に適している。他方，週１回の学習の機会しかなく，
支援者も被支援者も毎回参加するとは限らない，不確
定要素の多い地域日本語教室での日本語支援には不向
きである。地域日本語教室における支援は，週１回の
教室における「日本語学習」で完結できるものではな
く，教室外における被支援者の自律的な学びにつなげ
る機会を提供する場として機能させる必要がある。す
なわち，山頂に向けて一直線に駆け上がっていくよう
な「学習」ではなく，それぞれの山の頂に向けて自ら
行きつ戻りつを繰り返しながら，ジグザグに進んでい
くような「ジグザグ型学習」につなげていかなければ
ならない。これはまた，被支援者に限定されるもので
はなく，同様に支援者側も学びを得ながら，被支援者
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と共に歩みを進めていける，伴走者としての存在でな
ければならないことを意味する。
　今回の活動で，おしゃべりやナレーション用原稿作
成がNNSの学びにつながっているという成果が得ら
れた。今後は，NSが動画作成活動の学習成果を理解
した上で，話をふくらませる力など，それぞれが活動
で活かせる資質・能力を意識化し，それをもとに活動
に取り組めるようにコーディネーターが働きかける必
要がある。
　また，今回の動画作成活動には，日本語教育を学ぶ
大学生も学生サポーターとして参加した。単なる地域
の人的リソースの一つとしてだけではなく，機器の扱
いに慣れた若手支援者，また将来の地域日本語教室の
担い手として期待される貴重な人材であることが改め
て認識された。
　今回の活動は，日頃から地域日本語教室に参画して
いる筆者らの問題意識を出発点とし，筆者ら研究者が
デザインし，大学生を巻き込み，共に地域日本語教
室に入り込み活動を行った。実際の活動の中では，N
ＮSはおしゃべりの素材を提供し，NSは地域の情報
に詳しいという特性を活かしておしゃべりをふくらま
せ，結果として相互学習型活動を展開することができ
た。これらの連携モデルは，先述した佐藤らのいう「現
場生成型研究」というべきものであり，従来の福島県
の地域日本語教室にはみられなかった日本語学習支援
活動の新たな姿である。今回の試みは，今日，全国各
地で日本人ボランティアの減少や高齢化が課題となる
中，それを解決する新たな支援活動モデルへとなり得
る可能性を秘めている。
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。 １発話文の終わりにつける

『　　』 固有名詞や，発話者がその発話の中で漢
字の読み方を説明したような部分

? 疑問の機能を持つ発話

?? 確認などのために語尾を上げる，いわゆ
る「半疑問文」

… 文中，文末に関係なく，音声的に言いよ
どんだように聞こえるもの

（　　） 発話中の相手の短く，特別な意味を持た
ない「あいづち」

<　　> 笑いながら発話したものや笑い等は，<
　　>の中に，<笑いながら>，<２人で
笑い>などのように説明を記す

# 聞き取り不能であった部分

「　　」 固有名詞等，被験者のプライバシーの保
護のために明記できない単語

４　「ふり返りシート」では下記の質問に対する回答

を依頼した。
Ｑ１．活動を通して何を学んだか
Ｑ２．学んだ日本語はどんな時に使えると思うか
Ｑ３．今までと違うところは何か
Ｑ４．動画を誰に見せたいか
Ｑ５．ほかにどんな動画を作ってみたいか
Ｑ６．今後の日本語教室で何を学びたいか

５　『私の福島』動画サイトは下記のとおり；
URL:https://www.youtube.com/channel/
UCaUfdGIj5h7JNJ-qD4xb-_g
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