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１．序論

　韓国では第７次教育課程（1999年実施）から目標言語は
目標言語をもって教えることが求められ、国公立の教員
採用試験でも外国語科目は該当の外国語のみで実演する
ことが命じられている。しかし、教育現場からは学習者
の母語を混用した授業が絶えないこと、目標言語のみで
授業を行うことは教師は無論、学習者のモチベーション
低下や非効率に繋がるなどの指摘（최2008、김2008）を受
け、目標言語のみで授業を行う直説法中心の外国語教育
制度は見直されつつある。英語教育を例にあげれば、韓
国では国の英語教育活性化方案として1999年から2007
年まではTETE（Teaching English Through English）が、
2008年からはTEE（Teaching English in English）が施行
されているが、これらは当時の英語教育が抱えていた問
題点に対する反発を背景に作られたものである。

・ 現在のように英語の授業のほとんどが母語（韓国語）で
行われるのには問題があり、英語能力育成のためには
英語の授業だけでも英語で行われる必要がある。

・ 短時間で英語の能力を育成するためには誘引策として
TEEが必要である。

（김2009より筆者まとめ）

　しかし、英語教育の現場では学習者の母語を取り入れ

た母語混用授業が絶えず、その理由について김（2011）は
教師の英語コミュニケーション能力、教室の大きさ、学習
者の理解能力の差などによって100％目標言語で授業を行
うには限界があるからだと述べている。そこで、学習者の
理解度と教師の英語コミュニケーション能力などを考慮し、
母語混用授業が行われるべきだと主張している。教師の英
語コミュニケーション能力については、천（2005）の報告か
らも同様のことが見られ、천（2005）によれば目標言語のみ
で授業が可能な教師は全体の4.9％に過ぎず、現状のまま
でTEEを強行するには無理があると主張している。結局、
TETEあるいはTEEの導入をめぐっては国の理想と教育現
場における現実とのギャップが大きいとのことであろう。
　韓国の他、日本でも同様のことが報告され、日本の
英語教育について調査を行ったYamada&Hristoskova

（2011）によれば、学習者の理解度を高めるために90％
以上のJTEs（Japanese Teachers of English）が、学習者
の母語を混じえて授業の内容を説明していると報告して
いる。特に外国語能力が基礎段階にとどまっている学習
者には学習者の母語を交えることを勧め、目標言語の英
語を習得するにおいて学習者の母語の日本語の効果的な
導入は有効に働くと述べている。
　一方、目標言語のみで行われる外国語授業の限界を克
服するための提案として、目標言語と学習者の母語を入
れ混ぜたCode-switching（以下、CSと略す）を応用した
外国語教育の例がある。〈表１〉を参照されたい。
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〈表１〉CS を応用した英語授業の例

（Charles1977、Poon2000、Hamers&Blanc1988 より筆者まとめ）

Charles A.Curran の CLL

（Community Language 
Leaming,1977）

Poon,A.Y.K.

（Medium of instruction in 
Hongkong,2000）

Hamers,J.F and Blanc,M.

（Bilinguality and 
bilingualism,1989）

・学習者は言いたいことを
母語で言い、それを教師
が目標言語に翻訳して教
える。

・Within sentence switch
・Simultaneous sentence 

switch
・Simultaneous idea switch
・Phase switch

・Instruction is given in 
both languages 
simultaneously
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　まず、Curran（1977）のCLLとはカウンセリングの原
則を応用して開発された教授法で、教師はカウンセラー
として授業に臨み、学習者はクライアントになる。そし

てクラスを一種のコミュニティとみなし、クライアント
がカウンセラーの協力を得て、課題を解決しながら学習
を進めていく。〈表２〉を参照されたい。

　このCurran（1977）のCLLに見られる学習者の母語導
入の特徴は、理解できない語に対して学習者が感じる心
理的不安を取り除き、教師と学習者とのコミュニケー
ションをスムーズに持ち運ぶ働きをする。

　そしてPoon（2000）とHamers&Blanc（1989）は、学
習内容の理解度をアップさせるためにCurran（1977）よ
り学習者の母語を積極的に取り入れることを主張し、次
の〈表３〉と〈表４〉のとおりに提案している。

〈表２〉Curran（1977）の CLL

（高見澤 2004 より筆者まとめ）

教師は「話し合い」には参加しないが、学習者から援助を
求められれば、すぐ援助できるよう学習者の円形の席の外
側に待機する。

学習者は目標言語の語彙や表現が分からないため発言でき
ない場合には、手をあげて教師を呼び、それを教えてもら
う。その際学習者は言いたいことを母語で言い、それを教
師が目標言語に翻訳して教える場合がある。

教師はその翻訳を学習者の耳元で小声で話し、学習者は
その援助を受けて、自分の意見を述べる。

〈表３〉外国語教育における二言語間 CS の導入例Ⅰ

Poon（2000：209）

1. Within sentence switch

・a chaotic mix of English and Chinese within a sentence.

2. Simultaneous sentence switch

・one sentence in English, followed by immediate Chinese translation.

3. Simultaneous idea switch

・teach an idea in English first (which probably lasts for a couple of 
minutes) and then switch to teach the idea.

4. Phase switch

・use English to begin a lesson, then use Chinese to develop a lesson 
and then revert back to English to conclude a lesson.
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　〈表３〉のPoon（2000）は香港の言語教師によって考
案された四つのCS方法を紹介し、翻訳の機能や学習内
容の理解を助けるために目標言語と母語が入れ混ぜた
二言語間CS文の応用方法を提示している。〈表４〉の

Hamers&Blanc（1989）も目標言語を教えるための手段
として学習者の目標言語を積極的に導入しており、これ
らの方法から二言語間CSの教育的な応用面での可能性
がかがえるだろう。

　そして、日本語を母語とする韓国語学習者を対象に行
われる韓国語授業でも学習者の母語である日本語と目標
言語である韓国語をたびたびスイッチしながら授業を進
めていく。以下（１）～（３）を参照されたい。

（１）KT1：자기가　어디를 自分がどこを 틀렸는지 間
違っているのか　확인しながら 確認しながら 答え
合わせしてみてください。

【訳：自分がどこを間違っているのかを確認しなが
ら答え合わせしてみてください。】

（２）KT2：자동차번호가　뭐예요?（２回繰り返す）
【訳：車のナンバーはなんですか？】
学習者：（反応なし）
KT2：自動車の　번호番号、自動車、あのー自分
のあれですね。

【訳：自動車の番号、自動車、あのー自分のあれで
すね。】

（３）KT1：실은　今日は　제가 私が　とても 매우　機
嫌がいい　기분이 좋다機嫌がいいですね、あのー
なぜかといと　왜냐하면　風邪にもかかわらず임에

도 불구하고　今日ですね、韓国で　한국에서 드라

마 みなさん、あのー장희빈（チャンヒビン）知って
いますか?　たぶん 동이 （ドンイ）のドラマで悪い
役、その人のほんめい（本名）は장옥정（チャンオッ
ゾン）ですね、この人が主役になって、またドラマ

が、もう終わったんですけど韓国では、日本で放送
しているのかどうか分からないんですけど、タイト
ルが「장옥정 사랑에 살다」「チャンオッゾン愛に生
き」というドラマが今年始めて、もう終わったんで
すけど、私の家には　저희 집에는 텔레비전이 없어

요 テレビがないです。なので　일본에서 하고 있는

지 日本でやっているかどうか　分からないんです
よね。で、これを　노트북ノートパソコン　しょく
やく（省略）したら노트북ですね、ダウンロードし
てこれを見つけたんですよ。

【訳：実は、今日私はとても機嫌がいいです、あのー
なぜかというと風邪にもかかわらず今日ですね、
韓国のドラマ、皆さんあのー장희빈（チャンヒビ
ン）知っていますか?たぶんドンイのドラマで悪い
役（として出ていた人のこと）、その人の本名が장

옥정（チャンオッゾン）ですね。この人が主役になっ
てまたドラマが（ありますが）、もう（放送は）終わっ
たんですけど韓国では、日本で放送しているのか
どうか分からないんですけど、タイトルが「チャン
オッゾン愛に生き」というドラマが今年始めて（始
まって）、（放送は）もう終わったんですけど。私の
家にはテレビがないです。なので日本でやってい
るかどうか分からないんですよね。で、これをノー
トパソコン、省略したらノートパソコンですね、
ダウンロードしてこれ（ドラマの動画ファイル）を

〈表４〉外国語教育における二言語間 CS の導入例Ⅱ

（Hamers&Blanc1989 より筆者まとめ）

・The largest part of instruction is given through L2, and L1 
is introduced at a later stage, first as a subject and later as 
a medium of instruction.

・Instruction is given first in L1 and the pupil is taught until 
such time when he is able to use L2 as a means of learning.

・Instruction is given in both languages simultaneously.
（１）

（２）

（３）
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見つけたんですよ。】
※KT（韓国語を母語とする韓国語教師）

　例（１）から例（３）までのように日本語で実施されてい
る韓国語教育においても目標言語の韓国語と学習者の母
語を入れ混ぜた日韓CSが行われている。ところがこのよ
うな日韓CSの機能性については英語教育におけるそれよ
りは研究されておらず、その実態の究明が求められてい
る。すなわち、韓国語教育においてCSの導入実態がた
びたび観察される中、その活用法及び有効性などについ
ての研究はあまり報告されておらず、日韓CSをどのよう
な方法で、どの程度用いればいいかに関する情報や活用
法は不在のまま、教師の裁量に委ねられていることが多
い。したがって同じレベルの学習者を対象に授業を行う
にしても教師によってバラつきがあり、時には例（３）の
ように学習の邪魔になるような使い方をすることもある。
そこで、まず他の外国語教育において既に紹介されてい
る様々な二言語間CSの機能調査と、日本での韓国語教
育における日韓CSの実態についてを調べる。効果的な日

韓CSの応用法の提示に向け、日本での韓国語教育が抱
えている問題点とその原因の究明を本研究の目的とする。

２．理論的枠組み及び先行研究

２．１　二言語間CSの概念
　二言語間CSとは二言語使用者（バイリンガル）が文章の
中、あるいは談話の中で、二つの言語を使用することを
言い、Gumperz（1982）は「The juxtaposition within the 
same speech exchange of passage of speech belonging 
to two different grammatical systems or subsystems.」

（1982：59）と定義している。また郭（2012）は二言語ま
たは多言語が使用されている言語集団の中で、二つ以上
の言語を状況や場面に応じて使い分けしたり、一つの発
話の中でも二つの言語を混ぜて使うことだと述べている。
このような二言語間CSは社会言語学分野で盛んに研究
されているが、第二言語習得研究分野においても以下の

〈表５〉のように使用する用語は異なるもののコミュニケー
ションストラテジーの一つとして紹介されている。

〈表５〉第二言語習得研究における二言語間 CS

相互行為的アプローチ
Tarone,E.（1983）

達成ストラテジー
（Achievement strategies,

Language switch）

心理言語学的アプローチ
Faerch,C.＆Kasper,G（1983）

達成ストラテジー、代償ストラテジー
（Compensatory strategies,

Codeswitch）

CSCS
コミュニケーションストラテジーコミュニケーションストラテジー

　第二言語習得研究は相互行為的アプローチと心理言語
学的アプローチに分けられるが、両方とも二言語間CS
をコミュニケーションストラテジーの一つとしてみな
す。まず、相互行為的アプローチのTarone（1983）は、
達成ストラテジーの「Language switch」と定義し、話
のやり取りの中で話し手と聞き手が言語知識や社会文
化的知識の不足を埋めながら、互いの理解を図るため
に行う相互行動の一つとしている。これに対し、心理
言語学的アプローチのFaerch&Kasper（1983）は、同じ
く達成ストラテジーの代償ストラテジーとして分類し

「Codeswitch」と呼んでいる。この「Codeswitch」に対し

てFaerch&Kasper（1983）はコミュニケーションの過程
を計画と実行の二段階に分けた際、それぞれの段階で直
面する問題に対応するための一つの方策として定義して
いる。「Language switch」と「Codeswitch」のように使
用する名称は異なっているものの、どちらもコミュニ
ケーション上、何か問題が発生した際（あるいは問題が
発生しそうになっている際）、その問題を解決するため
に用いる方策であるには通じている。
　なお、二言語間CSはその範囲をどこまでにするかに
よって二言語間CSの他に「Borrowing （借用）」「Mixing 

（混用）」と区別することもできる。「Borrowing」とはモ
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ノリンガルが無意識のうちにベース言語となる言語の中
に、ゲスト言語を組み込む現象を言い、外来語の使用に
あたる。そして「Mixing」は一方の言語にはあってもう
一方の言語にはない場合、代用の意識で他の言語に交替

することを言い、「Mixing」は二言語間CSの一つとして
認めることが多いが、「Borrowing」はモノリンガルに多
く見られることから二言語間CSとは区別することが多
い。これらを図にすれば以下の〈図１〉のとおりある。

〈図１〉CS と Borrowing、Mixing との区別

A B

CS Borrowing
（借用）

Mixing
（混用）

CS

〈表６〉二言語間 CS のパターン

（Sankoff ＆ Poplack1981；Nishimura1995；東 2011；김 2009 より筆者まとめ）

付加の CS
（Tag-switching,
extra-sentential 
code-switching）

二言語間 CS のパターン

文間の CS

（inter-sentential 
code-switching）

We bought two pounds 
gurai kattekita no.

Second group ul cevil 
cwohahay.Different yo ne.

文中の CS
（intra-sentential 
code-switching）

　このような二言語間CSは以下の三つのパターンで表
れ、まずタグ挿入に近く一方の言語構造には統合され
ず、文の小さな単位が付け加えられただけの「付加のCS

（extra-sentential code-switching）」がある。次は、二つ
の節、または文の境で起きる切り替えで、場合によって
は一人の話し手が節、文ごとに言語を切り替えること

や話し手が交替した際に使用言語が変わる文間のコー
ドスウィッチング（inter-sentential code-switching）があ
る。最後に、一つの節、または一つの文内で言語が交替
する文内のコードスウィッチン（intra-sentential　code-
switching）があり、以上を図にすると〈表６〉のとおり
である。

２．２　先行研究
　これまでの二言語CSに関する研究は言語学的アプ
ローチと社会言語学的アプローチに分類することができ
る。まずはパターン分類と同様にCSを現象学的な側面
から接近して、その仕組みを解明しようとしたものが等

価制約仮説、自由形態素制約仮説、フレーム／コンテン
ト仮説による言語学的アプローチがある。そして二言語
間CSが起きる社会的・心理的要因などに基づきコミュニ
ケーションが起きるCSの機能及び原因を明らかにする社
会言語学的アプローチがある。〈表７〉を参照されたい。
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　言語学的アプローチから見てみよう。二言語間CSの
統語的規則を研究対象とした等価制約仮説は、二つの言
語で語順が一致している部分のみにおいてスイッチが発

生し、語順が異なる部分ではスイッチが起きないとされ
ている。次の例（４）を参照されたい。

　次の自由形態素制約仮説は形態素に基づいた仮説で、
形態素を独立的に使用可能な自由形態素と常に他の形態
素に付属して使わなければならない拘束形態素に分け、

　フレーム／コンテント仮説は、人は語を機能語（時制、
態などを示し、接辞、冠詞、助動詞、前置詞、後置詞な
ど主に文法的な働きをするもの）と内容語（名詞、動詞、
形容詞、副詞、接続詞などある程度の意味内容を持つも

自由形態素と拘束形態素間でスイッチは起きず、自由形
態素間のみでスイッチが発生する。次の例（５）を参照
されたい。

の）に分け、機能語をもって文の枠組みを作り、その次
に内容語を挿入することで、文を完成させるが、二言語
間CSは文の枠組みを作る段階のみならず、内容語を挿
入する段階でも起こりうる。次の例（６）を参照されたい。

〈表７〉

言語学的
アプローチ

社会言語学的
アプローチ

・等価制約仮説（Equivalence Constraint）
・自由形態素制約仮説（Free Morpheme Constraint）
・フレーム／コンテント仮説（Frame-Content Hypothesis）

・コミュニケーションが成り立たない場合
　（Referential Function, Directive Function）
・コミュニケーションが成り立つ場合
　（内容転換、デゥアル・アイデンティティ、利害関係の交渉、言語選択）

（東 2011 より筆者まとめ）

（東 2011：44）

例（５）

韓国語： dubeonjjae  geurup  ul  ceyil  cwohahay.

英語： Second  group  object  best  like.

CS： Second  group  ul  ceyil  cwohahay.

（東 2011：37）

例（４）

英語： The student brought the homework for the professor.
↓ 　↓ 　↓ ↓ 　↓ ↓ ↓ 　　↓

スペイン語：El estudiante trajo la tarea para la profesora.

CS： The student brought the homework para la profesora.
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　一方で、コミュニケーションの際に起きるCSの原因
及び機能について明らかにしようとする社会的言語学

は、二言語間CSの発生原因について以下のようにまと
められる。〈表８〉を参照されたい。

（東 2011：44）

例（６）

フレーム段階： The  student  brought  the  homework  para  is  profesora.

内容語段階： Second  group  ul  ceyil  cwohahay.

　例えば、日韓CSについて研究を行った郭（2012）は、
日韓CSの原因について「渡日時期、渡日期間、日本語の
習得環境、日本語の習得度、言語使用の環境」を紹介し
ており、これらの六つの要因によって日韓CSのパターン

や、発生頻度などが異なってくると報告している。
　なお、会話内の二言語間CSの機能についてGumperz

（1982）は次のように提示している。〈表９〉を参照され
たい。

（田崎 2006、郭 2012、東 2011 より筆者まとめ）

〈表８〉二言語間 CS の発生原因

提唱者 二言語間 CS の発生原因

Myers-Scotton
（1993）

「有標モデル（The 
marked choice）」

① 無標 CS
② 有標 CS
③ 探索的 CS

Hoffman
（1991）

① 強調
③ 語彙力の不足　　
⑤ 表現の簡潔さ及び効率性
⑦ 特定の聞き手を排除する
⑨ 意味の明確化のための繰り返し

② 引用
④ 会話の雰囲気を和らげる
⑥ 会話の途中で言葉を挟む
⑧ 社会的、民族的境界を越える
⑩ 集団へのアイデンティティーと地位

ロメイン
（1977）

① 聞き手の社会的立場
③ 場面の雰囲気

② 聞き手との親密度
④ 聞き手の言語能力の捉え方

Wei（2000） ① 会話の場所やセッティング ② 聞き手との関係

東照二
（2011）

コミュニケーションが成り立たない場合 コミュニケーションが成り立つ場合

① Referential Function
② Directive Function

① 場面、状況、話題の変化による CS
② メンバーシップの確立のための CS
③ 聞き手と話し手の間で、お互いの権利や義

務に対する交渉手段としての CS
④ 二言語のうち、どちらの言語を選択するか

による選択の猶予による CS

郭銀心
（2012）

① 滞在時期  ② 滞在期間  ③ 習得環境
④ 誤用の訂正  ⑤ 習熟度  ⑥ 言語使用の環境
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２．３　本研究の位置づけ
　２．２では、二言語間CSについてのこれまでの先行
研究について調べてみたが、音声言語を中心にとした現

象学的研究に集中しているのがわかる。そして日韓CS
を含め、発生原因や機能性については認めているもの
の、それを外国語教育（外国語教育現場への適用）にい

〈表９〉二言語間 CS の機能Ⅰ

◆ 会話内、二言語間 CS の機能例Ⅰ

（１）quotation（引用）：他人の話を引用し、引用内容との距離を保つ

（２）addressee specification（対象の特定化）：特定の参加者に注意を促す

（３）interjection（感嘆詞）：より感情を伝えやすい言語への切り替え

（４）reiteration（繰り返し）：情報の明確化や強調のための切り替え

（５）message qualification（メッセージの限定）：重要なメッセージの内容を限定

（６）personalization versus objectivization（個人的か客観的かの選択）：公私の区別

（Gumperz1982、田崎 2006 より筆者まとめ）

　Gumperz（1982） は 二 言 語 間 CS の 機 能 に つ い て
「quotation（引用）」「addressee specification（対象の
特定化）」「interjection（感嘆詞）」「reiteration（繰り
返し）」「message qualification（メッセージの限定）」

「personalization versus objectivization（個人的か客観
的かの選択）」の六つの機能を提示しており、Gumperz

（1982）の他 Appel&Muysken（1987）は次の「referential

（参考・参照）」「directive（指示）」「expressive（表現）」
「phatic（言語選択）」「metalinguistic（メタ言語）」「poetic
（詩的）」の六つの機能を提示している。Gumperz（1982）
と Appel&Muysken（1987）が提示した二言語間 CS の
機能は、使用している語は異なっているものの共通する
ところが多いのがわかる。

〈表 10〉Appel&Muysken（1987） による二言語間 CS の機能Ⅱ

◆ 会話内、二言語間 CS の機能例Ⅱ

（１）referential（参考・参照）：言語能力の不足から他の言語を使う

（２）directive（指示）：聞き手の限定、または聞き手が言語に合わせる

（３）expressive（表現）：話者が持っている多言語能力を示す

（４）phatic（言語選択）：話し手の立場を変えるための切り替え

（５）metalinguistic（メタ言語）：翻訳や二言語の対比するなどの切り替え

（６）poetic（詩的）：冗談や詩的な表現にCSを用いる

（Appel&Muysken1987、田崎 2006 より筆者まとめ）
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かせようとする動きは少ない。特に日韓CSは言語を習
得していく過程で経験する一種のエラーやミスとしてし

か認識しておらず、日韓CSを言語教育に応用しようと
する研究はこれまでほとんど報告されていない。

〈表 11〉先行研究からみた日韓 CS

日韓 CS

教育現場適用に向けての研究不足
（言語習得の過程で経験する Performance error であって、

skilled Performance ではない）

音声言語中心の現象学的研究に集中

　しかし、実際の外国語教育現場で二言語間CSが頻繁
に用いられているのも事実である。次の例をみてみよう。

例（７）KT1：また例外ではないんですけど 예외는 아닌

데 表記も 표기も 書くとき 쓸　때 書くときも`
ㄴ′が入る文字があります。

【訳：また例外ではないんですけど表記も書くと
きも`ㄴ′が入る文字があります。】

例（８）KT1：ついて言ってみましょう 따라　해　보세요

【訳：後について言ってみましょう】

　例（７）と例（８）のように、日本語母語話者を対象に
韓国語の授業を行う韓国語教師は学習者の母語である日
本語と目標言語である韓国語を入れ混ぜながら授業を
行っており、日韓CSのパターンも様々である。そこで

韓国語教育における日韓CSの教育的機能を検証してみ
る必要があると思われる。

３．研究方法

　これまでの英語教育の中で見られる二言語CSの応用
例を調査し、二言語間CSが外国語教育に応用される際
にはどのような働きをし、どのような役割が期待されて
いるかを調査する。なお、日本語母語話者を対象に実際
に行われた韓国語授業の録音データを基に韓国語教育
において日韓CSがどのように応用されているかを調べ、
その機能と問題点などを調査する。録音調査に協力して
くれた韓国語教師のプロフィールと音声録音に関する情
報は〈表12〉のとおりである。

〈表 12〉調査協力のプロフィール

※ KT（韓国語を母語とする韓国語教師）

区 分

対 象
性　別 年　齢 渡日年数 経　歴 担当クラス 場　所 調査日 録音時間

KT １ 女 26 ４ ２ 初　級 福祉会館 2013. ９.10 1′23

KT ２ 女 21 ４ ２ 中　級 福祉会館 2014. ８.26 1′27

KT ３ 女 32 15 10 中　級 福祉会館 2014. ８.26 1′02
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　授業中どの程度（使用量）CSを取り入れるべきかに対
してTurnbull（2000）は、教授者は学習者の反応を観察
して二言語間CSの導入を決めており、その使用量はそ
の都度異なると述べている。つまり、二言語間CSの導
入に対して賛成の教師は、学習者の母語を取り入れるも
のの、その頻度と量については学習者の反応をみて決め
ている訳だが、場合によってはCSの乱用や教授者によ

る習慣的な切り替えの恐れもある。
　一方で、読む技能を増進させる一環として授業中に実
施される「Reading aloud」や「Multiple Think aloud」に二
言語間CSを導入し、学習理解度を高めようとした例もあ
る。이（2013）はHamers&Blank（1989）が提示した二言
語間CSの導入法の一部を「Reading aloud」と一緒に授業
に適用した結果、語彙習得と興味誘導に肯定的な結果が

４．外国語教育における二言語間 CS

４．１　二言語間CSを応用した英語指導方法
　本研究では主に英語教育における二言語間CSの応用
例を見ていく。外国語の授業は目標言語のみで実施する
べきであるとの意見がある中（直説法）、実際の教育現
場における二言語間CSの応用事情はというと、外国語
教育に対する教授者の信念によって導入するか否かが分
かれる。例えば、白水（2013）は二言語間CSを応用した
英語教育には意味がないと主張する教授者は授業中、目
標言語のみで授業を行っていたものの、二言語間CSの
教育的価値を認める教授者は、目標言語と学習者の母語
を入れ混ぜて授業を行っていたと報告している。その
中で、이（2008）、Yamada&Hristoskova（2011）、Qian

（2009）などは二言語間CSを応用した授業の成功例を紹
介しており、中でもQian（2009）は1500名の学習者と
30名の教授者を対象に５年間にわたり英語教育におけ
る二言語間CSの効果を調べた結果、教授者による適切
なCSは学習者の言語習得に効果的に働き、授業中学習
者からより多くの反応を得ることができたと報告してい
る。そして、教授者による適切なCSには、三つのCSの

パターン（文内のCS、文間のCS、付加のCS）の中で文
間のCS（inter-sentential code-switching）の使用率が最
も多く見られ、他のCSのパターンより文間のCSによる
CSが効果的であることを証明している。

　また、英語教育における二言語間CSの機能は教育的
な機能と社会的な機能に大別することができ、まず教
育的な機能においては難しい文法や語彙の説明、学習
内容の背景提供、翻訳、強調、能率（学習促進）、注意
などがある。そして、社会的な機能においては賞賛、
励まし、教授者と学習者の関係作りなどがあるが、学
者によっては教育的機能のみを認める場合もあり、例
えば Harbord（1992）は二言語間 CS の機能について

「教師と学習者間の意思疎通促進（facilitating teacher-
student communication）」「教師と学習者間の親密な関係 
作 り（facilitating teacher-student rapport）」「学 習 促 進

（facilitating learning）」があると述べながら、直接的に
学習者の言語学習に役に立つ「学習促進」のCSのみを応
用すべきであると主張している。Harbord（1992）の他、
英語教育に応用される二言語間CSの機能は〈表12〉のと
おりにまとめられる。

〈表 13〉英語教育における二言語間 CS の機能

（Harbord1992、Liu の他 2004、白水 2013 より筆者まとめ）
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得られたと報告している。また、옥（2006）も読む活動の
「Multiple Think aloud」に二言語間CSを導入し学習者の

英語授業に対する興味度と認知能力を活性化させること
ができたと述べている。次の〈表14〉を参照されたい。

　이（2013）と옥（2006）はどちらも理解できないもの
は言語習得に繋がらないと主張したKrashen（1983）の

「Input Hypothesis」に基づいており、二言語間のCSを応
用し授業の理解度と学習への興味を引き上げようとした。
　以上、外国語教育における二言語間CSの応用例を英
語教育を中心に調べてみたが、 Vygotsky（1978）の「ZPD

（Zone of Proximal Development）」に例えて説明すると、

外国語の習得において母語（第一言語）しか駆使できない
学習者が一人では到達することのできない目標言語（第
二言語あるいは外国語）の獲得を教師などからの助けを
受けて目標言語を達成することができる。この際、教師
は目標言語と学習者の母語を上手に切り替えながら言語
習得を手助けする。これらのことを図にすると、〈図２〉
である。

〈図２〉

Scaffolding

◆ Vygotsky

CS
Actual 

development 
level

ZPD（Zone of 
Proximal 

development）

Level of 
potential 

development

〈表 14〉二言語間 CS を応用した英語授業の例

（이미형 2013、옥미진 2006 より筆者まとめ）
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　例（９）は、二つの言語で語順の一致している部分で
スイッチが起きているのが確認できる。これによれば日
韓CSは、語順が「等価制約仮説」で証明できたように見
えるが、次の例を見てみよう。同じ「SOV」構造を持っ

た言語同士の日本語と韓国語だとしても、文中の副詞の
位置、複合動詞や複合形容詞の構成順序などにおいて
は、語順のズレが生じ、「等価制約仮説」が適用できな
い場合がある。

４．２　日韓CSを応用した韓国語指導方法
４．２．１　日韓CS
　これまでの日韓CSは、諸言語における二言語間CS研
究と同様にスイッチが起きた際の形態的特徴に注目した
ものが多く、主に文の構成要素の中でどのような構成成

分がスイッチしやすいのかについて報告されている。そ
してこれらの研究は日本語と韓国語は語順（SOV）が類似
しているため日韓CSが発生しやすいとの前提に基づいて
おり、逆に言えば、日韓CSの文法構造（言語規則）も語順
の一致性によって解明できるとのことになる。

〈表 14〉先行研究から見た日韓 CS

主にスウィッチが起きた際の形態的特徴に関する研究が
多く、混合形式の他、文の構成要素の中でどのような構成
成分がスウィッチしやすいのかに関する研究が多い。

日韓CSは日本語と韓国語との語順の類似性で説明可能

日韓CSの文法構造（言語規則）も語順の一致性で解明
できるのだろうか？？？

（高見澤 2004 より筆者まとめ）

　そこで、Poplack（1980）と東（2011）の「等価制約仮
説（Equivalence Constraint）」をもって日韓CSが語順で
証明できるのかについて調べる。「等価制約仮説」とは、
二つの言語で語順が一致している部分において自由にス

イッチが起き、語順の異なる部分においてはスイッチが
起きないと述べている。実際に発生した日韓CSをもと
に説明すると以下のとおりである。

例（10）

（李 2014：12）

韓国語： 그게 너무（副詞使用） 생각만 하는 것 입니다 .
日本語： それが 考えすぎ（複合語化）．

日・韓 CS： 그게 考えすぎ

例（９）

（李 2014：12）

韓国語： 기본적인 책이 　있어요 .

日本語： 基本的な 本が 　あります。
日・韓 CS： 基本的な 책이 　있어요 .
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　例（10）のように、日本語は「食べきる」の「∼きる」や「や
り終わる」の「∼終わる」のように、複合動詞や複合形容
詞にすることで、文法的意味を表すことが多いのに対し、
韓国語は、副詞をもって表すことが多く、動詞を修飾す
る副詞を動詞の前におくのがより自然な表現になる。他
にも、「お互いを抱き合った」の、「お互いを」を省略して
も非文ではないが、「*お互いを抱いた」と非文になる。つ
まり、 相互的な意味を持たない動詞（抱く）を相互動詞と
して使う場合、「マス形の語幹+合う（愛し合う、話し合
う）」の複合動詞形にするか、「お互いに、相互に」などの
副詞を用いたりするが、副詞のみでは相互的な動作が十
分表せないため「*お互いを抱いた」は非文になるのであ
る。一方で、韓国語の場合はむしろ「お互いに、相互に」
にあたる副詞「서로를」の役割に重点が置かれる。「しゃ
べり続ける／계속　소곤거린다」「食べ終わった／다　먹

었다」（김2009：153）のような例もこれにあたると言え、
次の〈表15〉のように副詞の位置が異なる場合がある。

　なお、否定文の場合も韓国語は「안 먹다（食べない）」
のように動詞の前に否定語の「안」がくるのが一般的で
あるが、日本語の場合は「食べない」のように動詞を否
定する。以上のことで、日韓CSを「等価制約仮説」で証
明するには限界があると考えられる。
　Poplack（1980）と東（2011）は「等価制約仮説」の他
に文の形態素に注目した「自由形態素制約仮説（Free 
Morpheme Constraint）」も述べている。「自由形態素制
約仮説」とは、形態素に基づいた仮説で、独立的に使用
可能な自由形態素（Free Morpheme） と、常に他の形態
素に付属して使わなければならない拘束形態素（Bound 
Morpheme）に分け、自由形態素と拘束形態素間ではス
ウィッチすることなく、自由形態素間のみにおいてス
ウィッチが起きるという説である。しかし、日韓CSで
たびたび観察される韓国語の動詞や動作性名詞に日本
語の補助動詞の「する」を結合させたり、日本語の動詞

に韓国語の補助動詞の「하다【する】」を結合させたりす
る混合形式や次の例（11）のように拘束形態素間でもス
ウィッチが起きており、「自由形態素制約仮説」でも日
韓CSを説明するには限界があると考えられる。

例（11）쉐프가 직접 創作해서 하는 거라, 여러 가지 和
風도 있고．

【シェフ自らが創作して出しているから、いろい
ろな和風もあるし.】

（李2014：13）

例（12）나도 두부는 좋아하는데 반찬っぽくない．
【私も豆腐は好きだけどおかずっぽくない．】

（李2014：13）

　最後に「フレーム・コンテント仮説（Frame-Content 
Hypothesis）」とは、頭の中にインプットされている単
語の知識が、どう産出されるのかに注目したもので、「機
能語（時制、ヴォイスなどを示し、接辞、冠詞、助動詞、
前置詞、後置詞など主に文法的な働きをする）」をもっ
て文の枠組み（フレーム段階、マトリックス言語）を作
り、その次に「内容語（名詞、動詞、形容詞、副詞、接
続詞などある程度の意味内容を持つ）」を挿入（コンテン
ト段階、ゲスト言語）することで、文を完成させること
である。そしてこの仮説に基づくと、二言語間CSは文
の枠組み（フレーム）を作る段階のみならず、内容語を
挿入する段階でも起こり得る（東2011 :43）。これによれ
ば、例（11）の「創作해서【創作して】」は内容語における
スイッチであり内容語挿入段階にスイッチが起きたと
いえよう。そして例（12）の「반찬っぽくない【おかずっ
ぽくない】」は、機能語において日・韓CSが発生してい
ることから、枠組みが作られる段階で、スウィッチが起
きたと言える。「フレーム・コンテント仮説」は、語を機
能語と内容語に分け段階を追ってスイッチが起きること
で、これまで語順や形態素では証明できなかった日韓
CSが説明できたと考えられる。
　以上、日韓CSの言語学的な特徴について調べてみた
が、これらを基に日韓CSの教育的活用を考えると接辞、
冠詞、助動詞、前置詞、後置詞など、主に文法的な働き
をする「機能語」と名詞、動詞、形容詞、副詞、接続詞
などある程度の意味内容を持つ「内容語」間でのスイッ
チよりはどちらかに絞って提示することを提案する。こ
れらに関する詳しいことは５のまとめで述べる。

４．２．２　韓国語教育における日韓CS応用に対する意識調査

　まず、授業中に行われる日韓CSについて2015年1月28

〈表 15〉言語による副詞の位置
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日に下関市勤労福祉会館で行われた基礎韓国語講座（講座
名：ふれあい韓国語講座）に参加した受講者計38名を対象
にアンケート調査を行った。これは、二言語間CSを応用
した外国語教育（媒介語を導入した教育）の需要を確認す
るためであり、教える側と教わる側の要求、外国語教育に
おける二言語間CSの必要性を確認するためでもある。男
女差と年齢別に分けると〈図３〉と〈図４〉のとおりである。

　〈図３〉によれば、参加者の男女比は女性が76％で男
性より３倍程度を占めており、〈図４〉の年齢比によれ
ば、30代から50代までが全体の60％以上を占めてい
る。そして受講者の韓国語の学習経験は無経験が全体の
86 .84％で、六ヶ月未満が10 .53％、一年未満が5.26％
である。〈図５〉を参照されたい。

　そして、授業内容の説明の際、教師が使用言語につい
て学習者の母語（日本語）と目標言語の韓国語の割合を尋
ねた結果、「半分ずつ使用して欲しい」が52.63％で最も
多かった。興味深いことは学習者の母語のみで説明して
欲しいは全体の10％だったのに対し、目標言語である韓
国語のみで授業内容の説明を行って欲しいと応えた人は
一人もいなかった。調査結果の詳細は〈図６〉を参照され
たい。

〈図３〉参加者の男女比率

女
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男
24%

〈図４〉参加者の年齢比

0 5

70代

60代

50代

40代

30代

20代

10代

10 15 20 25
（%）

70代, 7.9

60代, 10.53

50代, 23.68

40代, 21.05

30代, 21.05

20代, 5.26

10代, 10.53

〈図６〉希望する使用言語の割合
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7.9%J:8/K:2

13.16%J:10/K:0

J: 日本語（学習者の母語）、K：韓国語（目標言語）

　アンケートの結果によると、受講者（韓国語学習者）は
直説法で授業を行うより、母語と目標言語を入れ混ぜた、
日韓CSを望んでいることがわかる。その理由として考
えられるのは直接法が持っている短所にあると考えられ
る。媒介語を介入せずに目標言語のみで授業を行う直説
法は、学習者が目標言語に慣れるのが早く、母語の異な
る複数の学習者を同時に教えられると言われている。し
かし、目標言語のみで授業を行うことで、語の意味説明
に時間がかかり、理解・習得まで長い期間を要する弱点
がる。また教授者にとっては負担が大きく、基礎言語教
育段階にいる学習者や目標言語の達成度の低い学習者に
とってはモチベーションの低下に繋がる恐れがある。調
査の対象となった韓国語講座の参加者は年齢層が多様で
あり、また性差や外国語の経験も様々である。しかし、
母語が日本語であるという共通点と韓国語の習得に長時
間を費やせない。そのため、目標言語のみで行われる授
業よりは、母語と目標言語が同時に持ち込まれる授業の
方を好むのではないかと考えられる。

４．２．３　日韓CSを応用した韓国語授業の実態
　それでは、実際に行われた韓国語教育の実例を通じて
日韓CSの実態について調べる。
　３名のKTによる韓国語授業では、いずれにおいても
授業中の日韓CS導入が観察できた。しかし、その導入法0
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〈図５〉参加者の韓国語学習経験

44



Code-switchingを応用した外国語教育方法論と韓国語教育における日韓Code-switchingに関する研究

はそれぞれ異なり、本研究ではこれらを二言語間CSの教
育的機能と社会的機能に基づいて分析を行う。初級の学
習者を相手に授業を行ったKT１は、学習者の母語（日本
語）の使用が目標言語（韓国語）の使用よりやや多く、教
育的機能としては「翻訳」が、機能社会的機能としては「褒
め」の使用が目立った。例（13）を参照されたい。

例（13） ａ．KT1：どうですか？어때요?　百点満点 백 

점 만점 いらっしゃいますか？おーすごい。　
【訳：どうですか？百点満点いらっしゃいます
か？おーすごい。】
ｂ．KT１：消しても大丈夫ですか　지워도 돼요?

【訳：消しても大丈夫ですか】
ｃ．KT１：もしかして 혹시 もっと 더 あるかもし
れないです。

【訳：もしかしてもっとあるかもしれないです。】

　例（13）のａにおける日韓CSは「翻訳」の機能と「おー
すごい」のような「褒め」の機能がみられる。そしてｂと
ｃでも「翻訳」の機能として日韓CSが用いられている。
ところで、KT１は日韓CSの導入の際、先に目標言語

（韓国語）で提示してから学習者の母語（日本語）になお
すより、学習者の母語（日本語）で先に提示した後、目
標言語（韓国語）になおす例が多く観察された。このよ
うに、学習者の母語が目標言語より先に提示されると、
学習興味度を落とす恐れがあると考えられる。Poon

（2009：209）も「Simultaneous sentence switch － One 
sentence in English, followed by immediate Chinese 
translation.」と述べ、目標言語を学習者の母語より先に
提示することを薦めている。

例（14）KT１：これ 一番最後の 제일 마지막 글자가 文
字が`ㅅ′자음으로 끝나는 경우에 子音で終わ
る場合、ここに入れるんです。

【訳：これ一番最後の文字が`ㅅ′子音で終わる
場合、ここに入れるんです。】

例（７）′KT１：また例外ではないんですけど 예외는 아

닌데 表記も 표기も 書くとき 쓸　때 書くとき
も`ㄴ′が入る文字があります。

【訳：また例外ではないんですけど表記も書くと
きも`ㄴ′が入る文字があります。】

例（８）′KT１：ついて言ってみましょう 따라　해　보세요

【訳：後について言ってみましょう】

　なお、二言語間CSの機能の中には「説明」の機能があ
り、確かに例（14）と例（７）′は韓国語の文法説明の際、

これは授業の内容に対する理解度を深めるための「説明」
ではなく、「これ 一番最後の→제일 마지막」「글자가→
文字が」のように「翻訳」に近い働きをしているように見
える。そして、日韓CSを用いた語の単位も語から句、
節、文まで様々である。これによって、日韓CSのパター
ンも多様に現れており、特に例（３）′のような長文にな
ると日韓CSのパターンは一つに収まらず、学習者の反
応を見るまもなく、次から次へと習慣的にCSを行って
いるのが分かる。

例（３）′KT１：실은　今日は　제가 私が　とても 매우

機嫌がいい　기분이 좋다機嫌がいいですね、あ
のーなぜかというと　왜냐하면　風邪にもかかわ
らず임에도 불구하고　今日ですね、韓国で　한

국에서 드라마 みなさん、あのー장희빈（チャン
ヒビン）知っていますか?　たぶん　동이 （ドン
イ）のドラマで悪い役、その人のほんめい（本名）
は장옥정（チャンオッゾン）ですね、この人が主
役になって、またドラマが、もう終わったんで
すけど韓国では、日本で放送しているのかどう
か分からないんですけど、タイトルが「장옥정 

사랑에 살다」「チャンオッゾン愛に生き」という
ドラマが今年始めて、もう終わったんですけど、
私の家には　저희 집에는 텔레비전이 없어요 テ
レビがないです。なので　일본에서 하고 있는

지 日本でやっているかどうか　分からないんで
すよね。で、これを　노트북ノートパソコン　
しょくやく（省略）したら노트북ですね、ダウン
ロードしてこれを見つけたんですよ。

【訳：実は、今日私はとても機嫌がいいです、あ
のーなぜかというと風邪にもかかわらず今日で
すね、韓国のドラマ、皆さんあのー장희빈（チャ
ンヒビン）知っていますか?たぶんドンイのドラ
マで悪い役（として出ていた人のこと）、その人
の本名が장옥정（チャンオッゾン）ですね。この
人が主役になってまたドラマが（ありますが）、
もう（放送は）終わったんですけど韓国では、日
本で放送しているのかどうか分からないんです
けど、タイトルが「チャンオッゾン愛に生き」と
いうドラマが今年始めて（始まって）、（放送は）
もう終わったんですけど。私の家にはテレビが
ないです。なので日本でやっているかどうか分
からないんですよね。で、これをノートパソコ
ン、省略したらノートパソコンですね、ダウン
ロードしてこれ（ドラマの動画ファイル）を見つ
けたんですよ。】
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　先行研究の調査結果、日韓CSはフレーム・コンテン
ト仮説によって最も説明可能であると述べ、教育的応用
においては内容語と機能語に分けて提示することを薦め
ていた。そしてQian（2009）は、他の二言語間CSのパ
ターンよりも文間のCSが意味伝達には最も効果的であ
ると述べたが、これらが同時に出されると例（３）′とお
りに内容理解の妨げになる恐れがあると言えよう。
　中級学習者を相手に授業を行うKT２は、文法説明
時は無論、授業の全般にわたり学習者の母語を用いて
いるのが確認できた。特に、導入段階ではKT1と同様
に、学習者の母語と目標言語を頻繁に入れ替えていた
が、KT１とは異なり主に文単位においてスウィッチ（文
間のコードスイッチング）を行っていた。しかし、日韓
CSの機能においてはKT１と同様に「翻訳」としての使
用が多く、スウイッチの方向も目標言語から学習者の母
語へ、あるいは学習者の母語から目標言語へ移る両方が
観察できた。

例（15）KT２：여러분 안녕하세요 . 二週間ぶりですね 이
주일 만이네요、元気でした잘 있었어요 ? 저번 

주는 저희 엄마가 대신해서 수업을 했었죠? 私
のお母さんが代わりにやりましたね。

【訳：こんばんは。二週間ぶりですね、元気でした? 
先週は私のお母さんが代わりにやりましたね。】

例（２）́KT２：자동차번호가　뭐예요?（２回繰り返す）
【訳：車のナンバーはなんですか？】
学習者：（反応なし）
KT２：自動車の　번호番号、自動車、あのー自
分のあれですね。

【訳：自動車の番号、自動車、あのー自分のあれ
ですね。】

 例（16）KT２：핸드폰번호가　뭐예요?（２回繰り返す）
【訳：携帯の番号は何ですか】
学習者：（反応なし）
KT２：핸드폰　携帯電話は何番ですか？

【訳：携帯電話は何番ですか？】

　一方で、学習者の理解を助けるための教育的機能の
「翻訳」以外に、次の例（17）の「はい。」ように問題に対
する「成否」は学習者の母語をもって表し、「褒め」のよ
うな社会的な機能を果たすものに対しては目標言語を
もって行っていた。これまでの研究調査の結果、「褒め」
や「励まし」のような社会的機能を果たす二言語間CS 

（日韓CSを含め）に対しては、特に学習者の母語をもっ
てその意を伝えることが多く、目標言語で表すことはほ

とんどなかった。どうしてKT２が例（17）のような使い
方をしたのかを解釈するのは重要な意味を持つと考えら
れるが、おそらく二言語間CS （日韓CSを含め）に対す
る理解不足から生じたものではないかと考えられる。

例（17）学習者：７월 19일이에요

【訳：７月19日です。】
KT２：はい。잘하셨습니다 .

【訳：よくできました。】

　KT２と同じ中級段階の学習者を相手に授業を行った
KT３は、最も直接法に近く、学習者の理解不足で誘発
された日韓CSに対してのみ、学習者の母語になおし（語
の意味説明のためのCSであり「翻訳」の機能に近い）、
能率向上のための称賛や文化に対する論評、確認などは
殆ど目標言語で行っていた。

例（18）KT3：그런데　그거　입을　따줘야　해요?
【訳：ところで、それって葉っぱを採らなければ
ならないですか】
学習者：はな？
KT３：입을 葉っぱ　따야　돼요? 

【訳：葉っぱを採るんですか？】
学習者：따？

【訳：採る？】
KT３：따다採らなければならないですか？

【訳：葉っぱを採らなければならないですか】
例（19）KT３：（教室の壁の方を指しながら）특히 이게 

뭐예요? 
【訳：特にこれは何と言うんでしょう？】
学習者：（反応なし）
KT３：벽지 壁紙　한국에는 벽지가 진짜 화려

하거든요

【訳：韓国では壁紙が本当に派手です。】
KT３：커텐은요? 

【訳：カーテンは？】
学習者：커텐?

【訳：カーテン？】
KT３：カーテン、이거

【訳：カーテン、これ。】
例（20） 学習者：조선통신사、行列って何でしたっけ？

【訳：朝鮮通信使の行列って何でしたっけ】
KT３：행렬

【訳：行列】

　KT３も主に「翻訳」機能として日韓CSを行っていた
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が、特徴と言えるのはポイントとなる語（主に内容語）
のみをスウイッチし、なるべく目標言語に触れる機会を
増やそうとしているのが見て取れる。

５． まとめ

　二言語間CSの教育的応用について調べた結果、二言
語間CSは難しい文法と語彙についての説明、重要情報
の強調、そして教師と学習者間で生じる意思疎通上の問
題解決などに用いられており、大きく分けて教育的機能
と社会的機能に二分類することもできる。白水（2013）
は具体的な機能を提示しており、外国語教育における二
言語間CSの可能性を覗かせるが、一方で日韓CSは実際
の教育現場ではたびたび観察されるものの、具体的な応
用法は無論、教育的な価値に対する検証も行われていな
いのが現状である。そこで、まずは英語教育を中心に、
二言語間CSの教育的機能を調査した。そして諸外国間
で起きる二言語間CSと異なる日韓CSならでは特徴を調
べた上で、現韓国語教育における日韓CSの応用実態に
ついて音声録音調査を行った。
　少ない対象者（３名の教師）と限られた時間での調査
だったため、韓国語教育に応用されている日韓CSの多
様な機能を確認することはできなかったものの、３名
の対象者からは「翻訳」の機能としての日韓CSを最も好
み、英語教育における二言語間CSとは対照的に提示す
る言語の方向（学習者の母語から目標言語へ、あるいは
目標言語から学習者の母語へ）が決まってないこと、多
様なパターンが見られること、「褒め」や「励まし」のよ
うな社会的機能におけるスウイッチにおける相違などが
確認できた。そしてその原因として考えられるのは日韓
CSに対する理解不足と教育に応用できるほど日韓CSが
体系化されていないことが考えられる。２．３で述べた
とおり日韓CSをエラーやミスであるとの見解を持って
いる研究者がいる中で、実際の韓国語教育現場では日韓
CSを応用した授業例がたびたび観察される。そこで本
研究では、日韓CSを韓国語教育に生かせるために、英
語教育における二言語間CSの応用例と日韓CSの言語学
的特徴及び社会言語学的特徴について調査した上で、現
韓国語教育における日韓CSの問題点とその原因につい
て調査を行った。これらの調査結果を基に日韓CSの具
体的な応用法について研究することを課題とする。
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Code-switchingを応用した外国語教育方法論と韓国語教育における日韓Code-switchingに関する研究

Japanese-Korean code-switching in the context of Korean language 
education and applying the concept of code-switching

in second language teaching methodology

LEE， Yujeong
Kyushu University, doctoral course eujung0916@yahoo.co.jp

　Although some researchers treat Japanese-Korean （JK） code-switching （CS） merely as a mistake, 
there are also examples of CS being applied in Korean language education in the classroom. This study 
attempts to understand how the concept of CS in Korean language education can be utilized. To this 
end, examples where bilingual CS has been applied in English education have been analyzed and the 
linguistic, as well as sociological characteristics of JKCS considered. Furthermore, some problematic 
issues related to JKCS and their underlying causes have been investigated. Due to limited time and 
number of participants （three teachers）, it proved difficult to formulate a comprehensive description 
of the various functions of JKCS. Nonetheless, the following can be concluded from the results: 1） the 
three participants’ preferred function of JKCS was “translation,” 2） unlike in English language education 
CS, the direction of code-switching （from native language to target language, or vice versa） varied, 3） a 
wide array of usage patterns existed, 4） there were some differences concerning the social function of 
switching, such as “praise” or “encouragement.” Possible causes of the current situation include a lack of 
understanding about JKCS and insufficient development of a systematized form of JKCS to a level that 
would enable the application of the concept in education.

Keywords: Japanese-Korean code-switching, Korean language education, 
educational functions of bilingual CS, social functions of bilingual CS
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