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日本語學研究　第19輯（2007．9．20．　pp．1～12）

一真の発信力を育てるために一

因　京子（ちなみきょうこ）

0．はじめに

　本稿は、日本語学習者が真に闊達な運用力を獲得するのをi援助するためには、断片的で一般

化された「場面」でなく個々の場面を包括する「世界」を提示する文化的素材を用いて、発話が

文脈の中でどのような意味を持つかを観察することが必要であることを主張するものである。まず、上

級以上の学習者が発話解釈において呈する問題点を指摘し、そうした問題点についての意識化を

促す方法の一つとして、筆者が行なっているストーリーマンガ読解コースの実践を報告する。

　語学教育における社会文化的技能の重要性は、70年代以降、実用的コミュニケーション能力

の獲得への関心が高まるともに広く認識されるようになった。発話は、文法的に正しい構造を持って

いても場の諸条件や目標言語の慣習に合わなければ、話者について芳しくない印象を与えたり意図

しない対立的含意を伝えたりする恐れがある。言語教育は、目標言語の構造や語彙についての知

識だけでなく、語用論的特徴についての知識を提供し、社会文化的技能を酒養しなければならない。

　日本語には、丁寧体・普通体の区別、自称と他称の区別、尊敬・謙譲の形式など発話場の

要素についての認識を反映する形式が存在するため、日本語教育の中では伝統的に状況や立場

に応じた形式を選択することの重要性が認識されてきた。70年代以降、学習者の実用的ニーズに

応える教授法や教材の研究開発が盛んになり、コミュニカティブ・アプローチの教授法を理論的根

拠とする教材が数多く発表された。その中では、日本語の背景にある社会や文化の特徴に合わせ

て「失礼のない」言語運用を行うことには少なからぬ注意が払われており、敬語をはじめとする丁寧

表現についての参考書や教材の提案も多く行われている。日本語教育の中では社会文化的技能

に対して一定以上の配慮がなされてきたと言える。

　しかしながら、外国人留学生と日本人とのコミュニケーションを扱った研究は、日本語が流暢な学

習者も日本人とのコミュニケーションに様々な問題を抱えていることを報告している（田中・藤原199

2、梶原2003）。学習者の側からは「日本人は何を考えているかわからない」　「嫌なことをちゃんと

嫌と言わない」　「突然怒り出す」など、反対に日本人の側からは「留学生は意見がはっきりし過ぎ

ていて怖い」　「自己主張が強過ぎる」などの訴えが聞かれるという。筆者自身も「日本人は急に

一　165　一



2　日本語學研究　第19輯

怒る」という学習者の述懐を一再ならず耳にしたことがある。これについては、文字どおり「突然」

である場合もあるだろうが、感情爆発に先立って何らかの意志表示がなされているのを学習者が察

知していない場合もあるかと推測される。即ち、日本語母語話者は微妙な形式上の操作や文化的

コードに依拠して、直接的ではないが十分に明瞭だと信じられる表現で意志を表明しているのだ

が、学習都それに気付かず・従って・そうし燗爾的な意志表明の方法に糊せず・形赴

の操作や文化的コードについての学習が生じない。そのため、自分が意志表明を行うとき日本語

母語話者から見ると過度に直裁的で威圧的に感じられる発話を行ってしまう一・という悪循環が

起こっているのではないだろうか。

　筆者は、数年来ストーリーマンガ読解のコースを提供してきたが、その中で、上級者であっても

発話の解釈に決定的に失敗する例を数多く観察し、日本語の語用論的特徴についての理解を進

める機会を提供する必要を感じるようになった。多様な場面で適切に自己表現を行う闊達な運用力

を身に着けるためには、発話がどう解釈されるかについて十分な理解を持つことが前提となる。中級

以上の日本語学習では私的な交流における発話の解釈に焦点が合わせられることは殆どないが、

より深くより微妙なコミュニケーションを行う力を酒養するに1ヰ、「話す」より先に「わかる」ための訓

練が必要である。受信力が向上すれば、学習者は自分の発話の受け取ちれ方について正しい予

測を持つことができ、意図しない不快な含意を発することなく、モデルの模倣から脱して、自己を過

不足なく表現する発信の方法を考案していけるであろう。

1．上級学習者の発話理解の問題点

　ストーリーマンガ読解において観察された学習者による発話解釈失敗の背後には、1）日本語の

文体的区別を示す形式の機能の理解に関わる要因、2）発話の背後にある価値観の解釈に関

わる要因がある。殆どの失敗は1）2）が複合的に作用して生じている。以下、実例の一部を示

して論ずるが、解釈の例には韓国語母語話者によるものが多く含まれている。

1－1　文体的区別を示す形式の解釈

　日本語には丁寧体（です・ます）と普通体（だ・る）の区別があることは初級で提示され、

「丁寧体は目上の相手に話す場合や公的な場で話す場合に用いられ、普通体は同等かそれ以

下の相手、或いは、家族などウチに属する相手に私的な場で話すのに用いられる」のような解説が

示されるのが一般的であろう。しかし、この区別は発話場の初期条件を固定的に反映するわけでは

なく、同じ相手との一続きの会話場面の中でも交替が度々見られ、話者の認識や意図を表示する

（松村・因　2001）。しかし、多くの学習者はこれらの形式の効果が文脈的要素との作用によっ
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て異なったものになり得ることを認識していず、解釈に失敗する。

　例1は、夫婦の会話であるが、　「夫」は少年院の院長で、非行少年たちに寛容な運営をした

結果脱走事件が起こり、その責任をとって左遷されることが予想されている。　「妻」の発話に丁寧

体と普通体とが混在している。

例1　夫：なあ…

　　妻：なんですか

　　夫：来年、どこかへ飛ばされるかもしれん　．

　　妻：まあ、だったら、辛子蓮根が死ぬほど食べちれるわね

　　夫：佐世保か・

　　妻：それなら柿右衛門の窯を見にいげるわ　（『家栽の人』　「ヒトリシズカ」）

　太字で示した普通体の使用は、蜂に刺されて「痛い！」というような生理的反応を示す用法を

修辞的に用いたもので、転勤が苦になるどころか楽しみだという気持を生理的反応の如くに自発的

で偽りのないものとして表そうという意図に基づいている。それによって夫への心からの支持を表明して

いるのである。学習者にこれらの発話が普通体である理由を訊ねると、「話題が所長という立派な

仕事でなく普段の生活のことだから」、　「妻がこの部分で自己を強く主張したいから」、「妻の気

が緩んだから」、さらには、　「仕事で失敗した夫に対して、敬意が薄れたから」などと述べる。こ

の解釈失敗の背後には、二つの要因があると考えられる。一つは、普通体使用の効果について

「丁寧体→丁寧さや敬意の表現、普通体→その欠如の表現」という固定的な理解をしていること

である。生理的反応の表現が常に普通体になると知っている学習者も、その用法が例1のように修

辞的に用いられる可能性には気づいていない。もう一つは、・励ましや誉めなど相手の立場を補強す

る行為が相手がそれを必要とする状況に置かれていることを含意し、相手の脆弱さや欠陥を示唆す

る恐れがあるため、善意の発話であっても娩曲に行われるという、日本の文化的価値観に基づいた

言語行動の傾向を知らないことである。　「何故妻はもっと強い言い方で夫への支持を示さないの

か？」という疑問を呈する学習者は少なくない。日本的価値観では、「私は平気です。あなたの

味方よ。がんばって」のような直接的な励ましは、夫の状況に補強が必要であることを顕わにしてしま

い（山路2・・6）澗顧表現の方が夫の無諜への揺るぎない信頼を感じさせる．

　例2では、消防士訓練の場で教官に対し女子学生が反抗しているのであるが、ここでも丁寧体と

普通体の使用が発話者の意図を推し量る上で重要な意味を持つ。

例2．　教官：現実にそんなことやらかしたら、卒業後は一生事務、死ぬまで現場には出られんぞ。

　　　夏子：それって、教官が古いだけじゃないっすか、い一と思うよ、今時は。
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　（中略）

教官：水圧を甘くみるな。女子は3キロだ。

夏子：そんな！差寵しないでぐださい。男子と同じにやftます！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（『火消し屋小町』　「放水訓練」）

　前半の「夏子」の普通体による発話は独り言を装ったもので、　「教官」から矛先がずらされてい

る。即ち夏子は、不平を鳴らしながちも正面からの対立を回避しようとしており、教官もその意図を酌

んでそれ以上取り合わないという対応をしている。一方後半の発話は真っ向から教官に挑戦してい

る。どちらに本気で教官と対立する意志があるかという問いに対し殆どの学習者は前半と答える。

「教官が何も言わなかったのは夏子が強い言葉で怒りを示したのに怖気づいたのだ」という解釈も

あった。双方が正面衝突を回避しようとしていることに気付く学習者は極めて少ない。

　例3は、普通体と丁寧体、さらに、ジェンダー標示表現が関わっている。正義感の強い「課

長」は他の社員を庇ったために陰険な上司の不興を買い、その上司に呼び出されているため課員

たちとの飲み会への誘いにすぐには応じず後で合流すると言った。上司との経緯を他の課員は知らな

いが「きすみ」だけは知っていて、課長が誠首されて飲み会に来られなくなるのではないかと気をも

んでいる。しかし、課長は無事に上司との話し合いを終え、行きつけの店にやってきた。

例2　課長　あれ、ますみ君だけ？他の人達は？

　　ますみ　とっくに次の店に行っちゃいましたっ。おい、ハド課長、心配して待ってたん

　　　　　だぞ一つ。
　　　課長　なんだ、知ってたのかあ。　　（『怪傑トド課長』　「静かなる決闘」）

　斜体で示したますみの発話には、普段課長に対して使わない普通体が使用され、その上、

「ぞ」という男性ジェンダー標示形式が使われている。これは、ますみが照れ隠しのために一時的

に本来の自分とは全く違う人格の「役割語」　（金水、2005）を用いて他者を装ったもので、筆者

はこのような技巧を「他人格モード」と呼んでいる（因　2003、2004、2006）。しかし、この発話

の内容は無難であって照れる必要はないのである。必要がないのに照れ隠しをしたことによって、部

下としての立場を超えた強い気持ちがあることが伝わり、ますみの意図には反して殆ど愛の告白とも

なっている。学習者は、「待たされたので怒った」「酔っ払ったので行儀が悪くなった」「会社で

はない場所だから、友人として話している」などと、やはり、「普通体→敬意の欠如」という固定

観念に基づいた解釈をする。

　例1－3のような発話は、　「力強く励ましたいが、相手の立場を侵害したくない」　「文句は言いた

いが、決定的な対立は回避したい」　「相手への好意を示したいが、自分の面目は守りたい」な

ど、背馳する要求がある局面でなされていることに留意したい。成人の言語生活ではこうした矛盾し

た要求に応えなければならないことが多い。難しい要求を満たすために、丁寧体、普通体、ジェンダー

標示表現など、認知的な意味を持たず特定の性質を指標するだけの形式が有効に用いられている。
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　指標的表現の実際の文脈における「意味」あるいは「効果」は、固定したものではなく・その

使用文脈の中で一つ一つ解釈される必要がある。例1－3で示したような発話の意味を理解するに

は、文の命題的（認知的）意味を理解しただけでは不十分で、命題的意味には影響を与えない

これらの形式の効果や、更には、文化的前提にまで留意して解釈しなければならない。しかし、こ

のような解釈の練習をする機会は現在の日本語教育の中では殆ど提供されていないため、学習者

は指標形式の典型的な「意味」として初級で導入された「意味」が常に成り立つという前提と自

文化のコードに基づいて解釈を行っている。

1－2　日本的価値観を反映する発話の解釈

　学習者と日本語母語話者の解釈が大きくずれる発話には、日本的価値観の反映されたものが多

く含まれている。筆者が観察した中で特に理解が困難であると思われたのは、「実は親切であるの

に、攻撃性や利己性に偽装された発話」と、　「上位者が自分の欠陥を自ら進んで表出する発

話」である。どちらにもその背後に日本文化特有の、謙虚さと抑制的表現への志向があると考えら

れる

　例4は、親を亡くした狸の子に自分の食事の一部をこっそり与えている少年僧の芳春に和尚（指導

僧）が話している場面である。

例4 和尚：こ一ら、芳春！お前はこの頃わざと食事を残してはどこへ持っていくの

　　　じゃ？わしが知らんと思うとるのか。

芳春：あの・一一あの一一・それは一一・

和尚：ほれ。檀家でもろうた饅頭じゃ。お前のような年頃の者があまり腹をすかせてはいか

　　　ん。食べなさい。　（『雨柳堂面魂』　（「面影行灯」）

　見掛け上は叱責し強要しているようであるが、実は芳春に遠慮させないようにするためわざと荒々し

い言葉で饅頭を押し付けていることは日本語母語話者には明白である。学習者の解釈は「勝手な

ことをしたので叱っている」　「芳春が秘密を持っていたのが和尚は気に入らない」　「和尚の厳しい

言い方は、威張っているけれども一番偉い僧だから当然だ」など、荒々しい言葉の裏に親切な気

持が籠っていることを見落とす例が多い。

　日本は、発話における状況的要因の多くが参与者に共有されていることが前提となる

high－contextua1な社会であるため、善意を明白に表明することは自己誇示のように受け取られ

たり、相手に心理的負債を負わせたりする危険があり、抑制的表現が好まれる。この日本的価値

観については明示的説明が必要だと考えられる。

　見掛けと実際の感情が異なる発話全ての解釈が難しいわけではなく・「来るな」という禁止の代

わりに「来なくてもいい」と許可のように言うなど、対立的・攻撃的な意図を親和的意図に偽装する
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発話の解釈には失敗が少ない。また、例4のような偽装される善意についても、説明をすれば、

「その考え方はわかるが、こんな場合まであてはまると思わなかった」という反応を示す。即ち、考え

方が根本的に違うというより、同じような配慮の原則は学習者の出身社会にもなくはないが、適用範

囲と相対的重要性が違うのだと考えられる。

　学習者が理解に難を呈することが多い他の事例としては、上位者が自分の過去の失敗を披歴し

たり、自分の実力のなさを下位者に謝ったりする行動である。上位者の謙虚な人柄、または、それ

を志向する姿勢の表現とは受け取らず、卑屈さや自信のなさの表れと解釈する傾向が強い。日本

では、上位者と下位者が少なくとも表面的には融合し、差異が強調されないことをよしとする。これは

裏返せば、見掛け上の一体感の底にいつまでもある種の隔てが消えないことと表裏一体でもある

（「親しきなかにも軋儀あり」）。また、上位者が弱点を隠蔽しないばかりか進んで開示することさ

えあるには、それが謙虚で潔い態度と好意的に受け止められると期待しているからである。これは、

上位者と下位者に存在する身分の違いをストレートに認めることに逡巡せず、上位者にはそれらしく

振舞うことを期待する社会の価値観とはかなり異なっている。この違いは、日本語教育の中で明示

的に意識化することが必要であると思われる。

　以上に述べたように、言葉の形の細かい区別にこめられた意図の解釈や、言語行動の裏にある

見かけとは異なる意図の解釈などには、上級者であってもしばしば深刻な問題を呈する。認知的な

意味二を持たず文体的区別だけを示す形式の示す意味（効果）は文脈によって大きく異なるが、学

習者は常に初級教科書的な基本の意味を当てはめて解釈しており、その使用が有標的使用であっ

たり修辞的使用であったりするかもしれないことへの留意が欠如している。また、日本的価値観につ

いても基礎的な知識はあるが、発話解釈の作業においてそれを参照していない。実際の会話にお

いては音声や表情などに基づいて直観的に解釈しており、それで大きな誤解は生じないのであろう。

しかし、微妙な人間関係の調整や配慮が必要な場面ほど、感情の直接的な表出は抑制され、娩

曲で技巧的な表現が行われ、そのような場面における解釈の失敗はごく小さな失敗でも深刻な誤解

や対立の火種となりかねない。解釈における失敗は発話の失敗と異なり表面化しないため、他者か

ら訂正されたり自分で事実関係と照らして誤りを意識したりする可能性が低く、日本人との接触の増

加によって解釈の技能が自然に向上するとは期待しにくい。上級のレベルでの発話解釈の訓練が

必要であることが示唆される。

2．文化的要素を含む素材を用いる意i義

　日本語学習者の裾野が広がるにつれて、上級あるいはそれ以上の能力の獲得を目指す人々も

増えた。以前の日本語教育では、基本的構文や語彙の学習が終了した後は小説などの文学作

品の講読を行なうのが定番であり、多くの場合「名作中の名作」が用いられた。しかし70年代以

降、実用的技能養成の重要性が強調されるようになると、文学作品の解釈を行うような授業は役に
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立たないと批判され、　「日本語教育が取るべき将来の方向の一：つは『文学からの自由』である」

いう主張も現れた（加藤2000）。

　対人コミュニケーションのための練習としては、場面の条件を初級よりも細かく設定し相対的に困

難な目的を目指して行う「ロールプレイ」、あるいは、特定の役目を帯びて話す「インタビュー」な

どの方法が提案されている。そうした練習方法が流暢さを養うことは確かであるが、闊達な運用力を

育てるためにはそれだけでは十分ではない。　「ロールプレイ」にしろ「インタビュー」にしろ、産出

すべき談話は想定されていて、その目標に向かって手本を提供し模倣させるという手順によってい

る。即興性や自由な発案が許されているように見えても、本質的に「手本呈示一応用的模倣」で

しかなく、学習者に許されている表現の範囲は実に限られている。このことは、「相手に対して失書し

のないように話す」ことが大前提となっていて、皮肉やからかいや省て擦りなど緩やかにでも対立的

意図を含む発話が排除されていることを見ても明らかである。応用的模倣という方法では・スクリプ

トがある程度決まっている無記名的交渉の行い方や無難で一般的な発話のやり方は学習できる

が、持続する深い関係を築くことのできる運用力を身につけたいと考える学習者の希望を満たすこと

は難しい。

　話者が表現すべき自己とは、年齢・性別・社会的地位などの所与の条件によって十分に規定

されるわけではなく、発話への関与者全ての個別の事情についての個別の認識を反映する。上級

或いはそれ以上を目指す学習者が身につけたいのは、標準的な場面をそつなく乗り切る力ではな

く、母語において行なうと同じように、相手の領域に踏み込むことなく自分の好意を伝えたり、敵対感

情を顕わにしながらも喧嘩別れの一歩手前で踏みとどまったりするような、微妙で豊かな発話を行なう

力であろう。現実の多様性に主体的に対応していく力を育てるには、単純化されたモデルを模倣さ

せることから離れ、複雑な生の発話を的確に把握する訓練を提供しなければならない。発話と状況

と個人との関係を全的に示すには、文学作品などの文化的素材によるほかはない。学習者は、文

脈の中で発話を観察し、文脈的要素や解釈を支える原則を意識化することによって、闊達な発信を

行うための指針を手に入れるだろう。

　ただし、文化的素材を利用するといっても、従来のように有名な文学作品の文学的価値の争闘

に中心を置くのではなく、語学の学習にとっての有用性という観点から素材を選択し学習活動を考案

することが必要である。筆者は、上級学習者の社会文化的能力を酒養する素材として、短編小

説、エッセイ、書簡などと共に、ストーリーマンガに着目してきた。

　ストーリーマンガの教材としての利点は、1）全体性が提示できる、2）多様性が提示でき

る、3）大量の話し言葉が提示できる、4）音声情報を含まないため、形式的特徴に留意させ

やすい、5）静止媒体であるため、学習者のレベルや学習環境についての制約が相対的に緩い

という5つをあげることができる。

　ストーリーマンガは、役割でなく人物を、場面でなくその場面が含まれる状況全体を提示し、人

物の個性や個別の背後事情を表現する。また、対立的意図を持つ発話など多様な言語行動や含

まれ、世代・性別・地方・場面など様々な要因による変異も観察できる。この点は小説も同様で
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あるが、小説には話し言葉そのもののサンプルが非常に少量しか含まれていない。一方、テレビドラ

マや映画であれば話し言葉は大量に観察できるが、音声情報が与えられるため直観的解釈に流さ

れて形式の細かな特徴に留意しにくい。また、聞く力が弱い学習者には困難が大きく、設備や素材

の入手に費用がかかる点も障害となる。ストーリーマンガは素材が比較的安価で特別の設備を必

要とせず、また、学習者が自分の速度で読むことができるという点で、小説やテレビドラマなどにな

い利点を持っている。

3．ストーリーマンガの教材化　目標・素材選択・タスク作成

　ストーリーマンガの作品は、小説などに比べれば学習者にとってはずっと取り組みやすい印象を与

えるが、ただ楽しく読んでストリーを追うだけに終わってしまっては有用な学習体験とはなりにくい。

直観的理解では見落としがちな要素に着目するように促し、観察の範囲を広げなければならない。

ストーリーマンガであれ小説であれ、語学学習として文化的素材を読解する場合の目標は、「学

習者が自分の発話ための指針として利用できる会話の原則と、考慮すべき文脈要因の作用とを、

観察し理解し内在化させる」ことである。この目標を達成するためには、適切な作品とタスクとを提

供する必要がある。

　ストーリーマンガを教材化する上で最も重要なことは、適切なタスクを考案できる作品を選ぶことで

ある。発話の意味が文脈にどのように依存しているか、認知的意味を持たない形式が発話の意味

生成にどのように貢献するか、発話の意味解釈に社会的価値観がどのように影響するかを観察でき

る発話や内容を含む作品を厳選して提供しなければならない。

　教材化に適した作品の条件として、3つの点を挙げることができる。まず、人間関係の設定と言

葉遣いが現実的でなければならない。マンガは基本的には娯楽を提供するものであるから、主人公

が大金を拾うなど、現実にはあまり起こらない体験をすることがある。そうした御都合主義はある程度

容認せざるを得ないが、教材として決定的に不適切なのは、話し方の社会的コードについて誤解を

与える作品である。一例をあげると、会社員の女性が会社内の不届き者を次々に懲らしめ、社長

にすら「冗談じゃないよ。そんなことは私が許さないよ」などと叱りつける作品がある。彼女の主張が

正当であっても、このような社会の規範を侵す言葉遣いをすれば、現実社会では必ず社会的制裁

を受けるが、作品の中の主人公は無傷のヒーローであり続ける。こうした、状況と言葉遣いとの間

に現実とのずれがあまりにも大きい作品は、人気作品であっても教材としては不向きである。第2の

条件は、文体的多様性や焦点化できる言語行動を包含していることである。例えば、ドラえもんや

サザエさんなどは、成人の社会的場面が殆どなく、文体の微妙な機能や状況に影響された言語行

動の調整の様相を観察することができない。第3に、作品としての完成度が高いということである。

有名作品、人気作品である必要はないが、つまらない作品では学習者が興味を持って読み進むこ

とができない。
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　学習活動も、学習者の意識化を促すという目的に資する新たな方法を考案しなければならない。

一般的な小説読解の授業では「ストーリー展開を追い、字句の意味を確認し、教師の直観的印

象に基づく解説を提供し、内容についての批評や感想を述べ合う」という活動が行われてきたが、

作品を読むように指示し学習者の理解の不十分な点に関して教師の直観に基づく解説を行うだけで

は、学習者の観察力の深化にはつながらない。学習者が自らの直観的観察から一歩踏み出し、

それまで意識していなかった要素に目を向け、自文化のコードとは別のコードの存在を想定してみるよ

うに促すためには、観察と分析の手がかりとなるタスクを提供することが必須である。学習者は多くの

場合、自分の観察力が不十分であるとか自文化に基づいた価値判断を行っているという自覚は持

たず、十分に発話の意味を理解していると信じている。学習者の信念に揺さぶりをかけるには、特

定の言語表現について具体的な問いを投げかけて「違和感」を認識させることから始めなければな

らない。そして、　「熟視・分析・考察」をするように仕向けなければならない。

　上のようなタスクを考案するには、教師の側に語用論的意味の産成機序について教駈麩働に十

分な知識と分析力があることが求められる。教師が直観的説明しか提供できなければ、母語話者

と同等の直観を持たない学習者は語用論的技能獲得への希望を失い、学習意欲を低下させてしま

うだろう。

　筆者は、通常一つの作品にA4で4ページ程度のタスクを提供している。その中には、口語的

形式や音声変化、語彙などの解説を求める比較的単純な課題と共に、文体的特徴を示す形式の

用法や言語行動についての分析を求める課題を盛り込んでいる。また、比較文化的視点を取り入

れているが、文化による差異だけでなく共通性が認識されるよう促すことを重視している。また、一つ

の作品によって与えられる信念を過度に一般化することがないように、一学期で扱う作品の基本的

テーマを決め、様々な作品な作品によって同じ事柄について様々な局面や様相が提示されるように

している。

4．ストーリーマンガを用いた授業の実際

　これまでに、以下のような教材シリーズを作成した。一つのシリーズを一学期のコースで使用する

ことを想定している。

★シり一ズ1：0しはつらいよ（11作品）

「気配りの人」　「あんばんとOL」

上の2作品『無印OL物語』所収、群ようこ原作、和田育子他、角川書店

「10月の新入社員」「プロフェッショナル」　「うるわしの局」

上の3作品『9時から5時半まで』逢坂みえこ、Young　You特別企画文庫、集英社

「マラトンの戦い」　「赤壁の戦い」　「インカの黄金」　「アマテラスの戦い」
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上の4作品『4階のミズ桜子』上・下、里中満智子、双葉文庫

『うちのママの言うことには』第一話、岩館真理子、Young　You特別企画文庫、集英社

「毎日が夏休み」　『つるばらつるばら』所収、大島弓子、白泉社文庫

★シリーズ2：日本の名作（9作品）

「霧笛」　『ウは宇宙船のウ』所収、レイ・ブラッドベリ原作、萩尾望都、小学館漫画文庫

「銀杏の実」　『ロングロングケーキ』所収、宮沢賢治原作、大島弓子、白泉社文庫

「夏の夜の摸」　『つるばらつるばら』所収、大島弓子、白泉社文庫

「おもかげ行灯」　「雨柳堂夢咄　3」波津彬子、朝日ソノラマ文庫

「私の人形はよい人形」　『私の人形はよい人形s所収、山岸涼子、文春文庫

「名人二代」　『寄席芸人伝　1』古谷三敏、小学館

「イグアナの娘」　『イグアナの娘』萩尾望都、小学館文庫

「半神」　『半神』萩尾望都、小学館文庫

「吸虫・未草」　『ダリアの帯』大島弓子、白泉社

★シリーズ3：働く女性たち（10作品）

「はじめての手術」「なな子の涙」「医者と看護婦」

上の3作品『研修医なな子』①と④、森本母子、集英社漫画文庫

「太モモに注射針」　「無邪気な彼女は何処へ」

　上の2作品『おたんこナース』佐々木倫子、ビッグスピリッツコミックス、小学館

『MAMA』第一話、池谷理香子、　Young　Youコミックス、集英社

「消化訓練」　「放水訓練：」

上の2作品『火消し屋小町』1と3、ビッグコミックスペシャル、小学館

『雲の上のキスケさん』Part　lとPart7、鴨居まさね、集英社

★シリーズ4：市井のヒーローたち（10作品）

「Dr．コトー島に着く」「Dr．コトーまた船に乗る」

以上2作品『Dr．コトー診療所　1a山田孝敏、ヤングサンデーコミックズ、小学館

「大日イズム」　「じいちゃんのブー」　『山口六平太』②と③、林律雄・高井研一郎、小学館

「ヒトリシズカ」「スミレ」『家栽の人』②と⑤、毛利甚八・魚戸おさむ、小学館文庫

「眠れるトド起つ」　「静かなる決闘」　『怪傑トド課長』①と④、角橋靖人、講談社文庫

「特製極厚カツどんぶり」　『ミスター味っ子』①、寺沢大介、講談社文庫

「毎日が夏休み」　『つるばらつるばら』所収、大島弓子、白泉社文庫
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　学習の具体的な手順を述べると、一つのコースは週に一回、14　一　15回の授業を行なう。その中

で、短編、連作の一回分など、15－30ページ程度の作品を10－12本程度読む。作品読解とタ

スクシートの記入は授業に先立つ自習（宿題）として課し、授業時間には音読実演・質疑応

答・意見発表を行なう。音読実演は、ラジオドラマのように配役を決めて学習者が発話を読み上げ

る活動と、教師の模範演技をリピートする活動とがある。タスクシートは全て教師が綿密なチェックを

行い、訂正や質問への回答だけでなく、意見や感想を交換することもある。この作業は教師にとっ

ては多大な時間と労力を要する。評価は、タスクシートの完成度、クラス参加の積極性、作品ごと

に行なう語彙表現クイズ、期末レポートによって行なっている。

　これまでに行なったストーリーマンガ読解コースの成果をタスクシートの回答の量、考慮している要

素の多様性、解釈の妥省性という3点から評価すると、回答の量、要素の多様性には、どの学期

も明らかに向上が見られた。コースが始まった頃には単純な設問にしか答えなかった学習者、或い

は、・「社会的地位の上下、ウチソト、親疎」の3つのキーワードしか使わなかった学習者が、読

解の経験を積むにつれていろいろな解釈を提出し始める。その全てが的を射ているわけではなく失敗

をし続けることもあるが、観察の範囲や姿勢に変化が見られることは大きな成果である。

5．おわりに

　日本と韓国は世界でも有数の「マンガ大国」であり、両国の作品がそれぞれの言語に翻訳され

る機会も増えてきた。また、テレビドラマや映画などの交流も最近ますます盛んになっている。こうした

文化的素材は伝統的に日本語教育の中で用いられてきたものではないが、言語学習の最終課題

ともいえる「異文化問リテラシー」、　「語用論的技能」の向上のための教材として、潜在的価値

が非常に大きいと期待される。ある程度共通性の感じられる異文化を理解することは、差異の大き

いことが明白な異文化を理解することよりもずっと難しいかもしれない。韓国語母語話者の日本理解と

日本語学習、また、日本人母語話者の韓国理解と韓国語学習のために、ストーリーマンガを含む

文化的素材の利用価値は非常に大きいと考えられる。今後、この方面の努力が蓄積されることが

望まれる。
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