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中国人大学生の日本語教育に役立つ 

クラブ活動のあり方について 

A Practical Study on How to Execute Club Activities Beneficial to Japanese 

Learning of Chinese University Students 
王 尤 

 

 

 

 

要約 

为了让外语专业的学生在国家规定的教学时数以外能够系统有效的全面获取所学外语国家的文

化知识，中国很多高校利用外语社团活动，把外国文化教育与社团活动相结合，给外语学生提供实

践机会，加强学生对外国文化的了解。同时，力求解决零起点外语专业教学时数不充足的问题。 

笔者所在的吉林华桥外国语学院是有着十个语种专业的省级重点大学。笔者作为该校日语专业

教师任职十年以来，通过对学生的观察和对社团指导工作的体会，发现外语专业社团在取得一定效

果的同时，也存在着学生勉强参加和教师指导困惑的现象。参加社团活动的学生的收获与学校、教

师的努力不能成正比的原因究竟在哪里? 

为此，笔者在吉林华桥外国语学院日语专业教师和学生中展开调查，把收集的调查数据用 KJ 法和

KH Coder 软件进行科学的分类和分析，依据美国芝加哥大学的心理学家米哈里・契克森米哈

（M.Csikszentmihalyi）的涌流(flow)理论和美国心理学家德西和瑞安（Deci＆Ryan）的自我决定理

论（SDT：self-determination theory），找到问题的关键所在，对中国日语专业大学生如何行之有效

的开展日语专业社团活动应该注意的事项进行了提案。 

【キーワード】中国の大学、日本語教育、日本語関連クラブ活動、モチベーション、調査  

 

1. 研究の背景 

 

1-1 中国の高等教育における正課外日本語関連クラブ活動 

中国の大学において、日本語が専攻として設けられてから 65 年が経ち（2014 年の時点）、

日本語の教育システムが規範化しており、急速に変化する時代にマッチする有効的な教育

方法が求められている。そうした中、外国語を学ぶ学生に必要な文化の指導に与えられる

正課時間数が少しずつクラブ活動に委ねられるようになってきている。 

2011 年中国東北部日本語コンテストに参加した大学 28 校に対する筆者の調査結果では、

28 校すべてが日本語関連課外クラブ活動を行っている。筆者の勤務する吉林華橋外国語大

学 1 (以下「J 大学」と称す)の場合は、日本語教師に呼びかけて、茶道、会話、アニメ、
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文学作品鑑賞など 12 の日本語関連クラブを教師指導のもとで設け、日本語を主専攻とす

る学部生に参加を義務付けた。 

ところが、日本語関連クラブに参加する学生によく見られる現象として、「発言がすくな

い」、「無表情」、「出席回数が大学の単位認定の最小限の 8 回に満たすと出席しなくなる」

などが上がっている。 

1-2 日本語の勉強に役立つ日本語関連クラブ活動の有効性の検証 

筆者は本研究の前準備として、2013 年より J 大学において既存のカリキュラム内の日

本語クラブ活動以外に、日本人による空手道指導クラブを企画・実施した。 

該当活動は、大学のカリキュラム以外の活動であり、カリキュラム内の活動とは幾つか

の違いがある。1）指導者は日本人で外部の者である，2）参加者はほかの学生が学習して

いる時間を利用して参加することにより、勉強を妨げるリスクを負っている，3）指導者と

参加者の間は、新鮮感を互いに持っている，4）指導者も参加者も、自発的な行為であるた

め、活動参加の意欲が高い。 

活動後の 2 年間にわたり、参加者にもたらす影響を 2 回に分けて追跡調査した。その

結果を次のように発表した。 

「単位も評価点も得られない自由参加の活動であるにもかかわらず、学生達が最

後まで積極的に参加した。分析の結果から、次の 2 点が明らかになった。 

1.調査対象者の日本語学習のモチベーションが向上した。 

2.調査対象者の日本語科目試験の成績が上がった。          

活動の成功が学生に日本語学習のモチベーションの向上につながった。モチ

ベーションの向上を活動終了後も保ちつつ、参加者の日本語学習の姿勢に現

れ、成績の向上を促した。」（王 2014） 

カリキュラム外（空手道）活動は、参加者の日本語勉強に積極的な働きを果たしたと

証明できた。成功に終わった要因は、6 点あった。 

「1）大学の方針に合致した活動であったこと，2）指導者が日本人かつ外部の

者であったこと，3）いかなる報酬もなく自由に参加ができたこと，4）学生通

訳を設けていたこと，5）運動系の活動により心身が活性化したこと，6）活動

の目標設定（演武）があったこと」（王 2014） 

このように、日本語関連クラブ活動は、うまく実施されると、参加者の日本語学習意

欲を高め、学習効果をよくすることができることが明らかになった。 

 

1-4 本研究の理論的枠組み 
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心理学では、「フロー現象(flow)」という理論がある。フローという状態に置かれた人

間の行動は、喜びを味わうことに集中して、積極的に行動していくという。フロー現象

を提出したチクセントミハイ（1996）は次のように述べている。 

「意識の中に入り続ける情報が目標と一致しているとき、心理的エネルギーは労せず

に流れる。(中略)『なかなかいいじゃないか』。肯定的なフィードバックが自己を強化

し、より多くの注意が内外環境を処理するために解放される。」（チクセントミハイ

1996） 

チクセントミハイ（1996）は、図１でフローに達成する条件を示した。図１は、ある

特定の活動を表しているという。図の横軸は「能力」、縦軸は「挑戦」を表している。A

は特定の活動をする人物を表す。 A1～

A4 は、A の異なる時点を表している。A

は初めて活動をする時、その活動の難

度は彼の未熟な能力とちょうど合致し

ているので、A はその活動を楽しむこと

ができるため、フローの中にいると考

えられるという（A1）。 

しかし A はこの段階に長くは留まる

と、能力が進歩し、退屈し始める

（A2）。そこで、活動の難度を高める

ことができれば、A は自分の能力に不安を感じる（A3）。退屈と不安は A にとっては望ま

しい経験ではないので、A はフローの状態に戻るよう動機づけられる。そこで、A には二

つの可能性が与えられる。一つは、この図から消えること、つまりこの活動を放棄する

ことである。もう一つは、挑戦の水準を上げることである。挑戦の水準を上げる時に必

要なのは、その時の A の能力よりも困難な目標を課せられることである。 

つまり、人間はある特定の活動をする時、最初にフローを感じられるとしても、常に

フロー状態が保っていられるわけではないのである。常にフロー状態にいるためには、

自らか、外力によって、その時の能力よりも上回る新たな目標を与えられることが大切

である。 

また、Deci と Ryan,Flaste による自己決定理論（Deci & Ryan,1985）（Deci & 

Flaste,1996）は無動機づけ、外発的動機づけ、内発的動機づけをつながりのある一連の

段階として捉えることにした。自己決定の段階性については、桜井（2009）で分かりや

すく図にまとめてあるので、ここで引用して参考にする。（図 2） 

図１ フロー体験の結果、意識の複雑さが増大する

理由（チクセントミハイ 1996） 
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図 2 自己決定の段階性（（桜井 2009）より） 

全く動機付けられていない無動機づけの人も、何らかの制約に屈服してある行動をと

るとすると、その時から、外発的動機付けへ転じ、外的調整段階に相当する。その行動

が進んでいく中で、「自分にとって重要だから」、「やりたいと思うから」など同一化調整

から統合的調整の段階へと進んでいく。やがて内発的動機付け、つまり内発的調整の段

階へと転じる。これは J 大学の日本語関連クラブ活動が期待する理想的なパターンであ

ろう。 

 

2. 研究の目的 

 

日本語教育に役立つための日本文化を指導するカリキュラム内のクラブ活動の問題点

を明らかにすることが重要であると考える。そこで本研究においては、J 大学の日本語関

連のクラブ活動の事象観察と分析から着目し、日本語を専攻として学ぶ中国の現代大学

生にとって、日本語の勉強に役に立つために行われた日本語関連のクラブ活動を、どの

ように運営するべきかを明らかにすることを目的とする。本研究の結果は、J 大学のみな

らず、中国の大学で日本語を専攻するすべての学生にとっても有益であると思われる。 

 

3. 研究対象と方法 

 

3-1 調査の対象 

2014 年 9 月に、日本語関連のクラブ活動を指導している日本語教育歴がそれぞれ 9 年
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と 4 年の中国人教師 2 名を対象にインタビュー調査、12 の日本語関連のクラブ活動に参

加した 167 名の学生を対象に調査票調査を実施した。表１は、調査対象となった学生の

内訳である。 

表 1 調査対象学生の内訳 

一人っ子の占める割合が、集団活動に影響を与えることが侯（2002）と陳・李・王

（2011）の研究により明らかになっている。また、羅・餅原・久留（2001）と侯

（2002）の研究では、中国の一人っ子である現代の大学生は、いろいろな面で高能力が

見られるが、自立性が弱く（特に女子の場合に）、非協調性が高く、親に対する服従が特

徴的になっていることが明らかになった。 

本稿では、一人っ子でなくても、最も年齢の近い兄弟との年齢差が 6 歳以上ある調査対

象者の場合も、一人っ子と似た成長環境に育てられたと判断し、一人っ子として計算し

た。 

3-2 研究の方法 

3-2-1 データの収集方法 

教師に対するインタビューでは、「1）日本語関連クラブ活動を行う目的について,2）決

まった教師が常時指導することの必要性について,3）指導時に使用する言語について,4）

学生の参加状況について,5）教師のクラブ活動指導の捉え方について,6）その他地球村 2

で行った授業の取り組み全般について」を基本項目として予め用意し、インタビュー対象

者と自然な会話を１人 30 分行った。 

学生対象の調査票は中国語によるもので、主に記述式であった。今回の研究はどこまで

の展開が必要になるか把握できなかったため、質問調査票は本来 A 票と B 票合わせて 28

問あったが、今回の研究はそのうちの 16 問の回答結果のみを使うことにした。その詳細

は第 4 章「結果と考察」で述べるが、16 問の内容を日本語に訳し、本稿の最後に添付する。 

3-2-2 データの分析方法 

 教師に対するインタビューはすべて IC レコーダーに録音したあと、逐次文字化した。

文字化した内容を KJ 法 3によってデータ分類した。学生から回収した調査紙を、項目の

内容に合わせて KJ 法と KH Coder ソフト 4を用いて分析した。 

 

 

男 女 一人っ子＊ 非一人っ子 2年 3年 4年 華北 東北 華東 中南 西南 西北

調査人数 30 137 129 36 63 60 43 16 92 31 13 3 9

％ 18.0% 82.0% 78.2% 21.8% 38.0% 36.1% 25.9% 9.8% 56.1% 18.9% 7.9% 1.8% 5.5%

性別 兄弟構成 学年 出身地
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4. 結果と考察 

 

4-1 教師に対するインタビュー調査の結果 

調査協力者の日本語関連のクラブ指導教師 2 名の意見を表 2 にまとめた。 

教師がクラブ活動を指導する目的は、日本文化に対する理解を深めることによって、学

生の日本語を学習するモチベーションを高め、日本語学習の効果を向上させることである。

指導教師 2 名とも教師の役割が重要だと認識しているが、活動の現場に行く必要があまり

ないと感じている。場合によって、指導教師が行くことによって、監視されているように

学生に見られると捉えられた。指導用語に関しては、教師 2 名の意見が分かれた。たとえ

学生の日本語力が低くてもなるべく日本語で指導したほうがいいという意見と、日本語に

こだわるよりも学生に分かってもらえたほうがいいという意見である。そして、1 名の教

師は、授業の延長としてのクラブ活動も効果的だといった。その原因は、授業の教材より

も自由度が高いからであるという。 

教師 2 名とも、自分自身の指導力不足を感じている。原因の一つは、クラブ活動指導以

外の仕事や研究に追われていることを挙げている。もう一つは、どんな言葉が必要になる

か予想できないクラブ活動での日本語能力の不足を挙げている。そのほか、クラブ活動の

必須参加を考え直すべきという同じ意見があった。 

表 2 日本語関連クラブ指導教師（A と B）2 名の意見 

目
的 

 参加者の日本語に対する興味を引き出す。（A） 

 参加者の日本語能力を高める。（A） 

 日本文化に対する理解を深める。（AB） 

 文化と関係あるクラブの場合は、日本文化を知ることによって日本語に対する理解を深める、そ

れによって語学力を高める。（A） 

 視聴クラブ、教授法研究クラブの場合は、正課の授業と同じようなやり方で語学力を高める。（A）

 参加者のニーズに合わせた内容の活動を行い、日本語学習のモチベーションを高める。（B）   

指
導
教
師
の
役
割 

 日本語クラブに指導教師の存在は非常に大切である。（AB） 

 指導教師があまり活動の現場にいると、監督しているようにみられる恐れがあるので、あまり活動

現場に現れる必要がない。（AB） 

 たまに活動現場へ行ってあげると、参加者の励みになる。（B） 

指
導
用
語 

 日本語で活動することに拘らないほうがいいと思う。（A） 

 参加者は低学年生ばかりなので、日本語で指導すると、参加者との交流も困難である。（AB） 

 外国語大学で、外国語クラブだから、なるべく外国語で指導したほうがいいと思う。（B）     
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参
加
者
の
状
況 

 まじめに参加したいが、会議や宿題が終わらないなどで欠席する場合が多い。（A） 

 1 年生の場合は、大学の生活にもまたなじんでいない。あれもこれも掴めないように思う。日本語

クラブ活動の参加を負担に感じる学生が多い。（AB） 

 3 年生、4 年生は日本語力がついているし、比較的自由な時間も多い。彼らにとって日本語クラブは

非常に意味のある存在だが、すでに必要なクラブ参加の単位が取れているため参加しなくなって残念

に思う。（B） 

 学期ごとに参加者が総入れ替わりするので、いつも一から始まる。（B） 

指
導
者
と
し
て
の
自
分
自
身
の
状
況 

 自分自身は教師の経歴が短く、普段の授業以外は日本語教育学の研究に時間を費やしたいが、クラ

ブ活動に与える時間がないと感じる。（AB） 

 日本語クラブの参加者が期待しているような指導ができない無力感を感じる。(主に教科書以外に

ある生活に密接な内容) （AB） 

 日本語クラブ活動の現場へ行っても、学生の中に入り込めなくて、行きづらい。（A） 

 指導している日本語クラブは自分の得意分野ではない。以前の指導教師から受け継がされた。新た

な自分の指導できるクラブを作ってもいいが、時間と精神的余裕がなくこのまま維持している。（A）

そ
の
他 

 日本語クラブ活動は授業と同じ内容（やり方）でもいいと思う。なぜなら、授業で使う規定の教材

は古い。その点クラブでは制限がなく、授業よりも面白い教材を使うので、歓迎される。（A） 

 日本語クラブの参加は必須にしないほうがいいと思う。学生が反感に思っている。（B） 

 学生は早くクラブの単位を取ろうとして、いつも新入生が一斉にクラブの参加を希望する。日本語

クラブが 12 あるが、茶道・会話クラブなど人気クラブは定員制なのでそれに外れた人は興味のない

ところに入るしかないため、活動に熱心ではない。（B） 

 

4-2 学生に対する調査票による調査の結果 

質問「今の専攻を選んだ経緯は以下のどれか」に対する回答では、調査対象者 167 名の

うち、自分の意志で日本語を主専攻にしたのは 70 人、41.9％で、「親の意見に従った,選

んだ専攻に合格できなかったため配属された,原因がよく分からない」などの学生は 97人、

58.1％いた。 

質問「参加したクラブ活動の状況はどうだったか」に対する回答は、「よかったと思う」

のは 53.3％を占めた。「イマイチよくなかった」、「活動をしただけで、あまり効果がなか

った」、「活動が途中で終わってしまった」などを答えたのは 46.7％いた。 

「よかったと思う」学生の表 3 で示した質問項目に対する答えは調査対象者全体の答

えより肯定的な答えが大きな割合を占めた。  
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表 3 調査者全体(167 人)の答えと 

参加したクラブ活動が「よかったと思う」学生（87 人）の答えの対比 

 
調査対象者全体

（167 人） 

参加したクラブが 

「よかったと思う」（87

人） 

第一希望で日本語関連クラブに入れた 
114 65 

68.7％ 74.7％ 

あなたが参加したそのクラブの指導教師はネイティ

ブの先生だった 

91 55 

52.9％ 63.2％ 

あなたが参加したそのクラブの指導先生は毎回、あ

るいは 2 回に一度活動現場に来てくれた 

107 63 

64.1％ 72.4％ 

クラブ指導教師の存在が大切だと思う 
124 73 

81.6% 83.9% 

参加したクラブがよかったと思う学生は、第一希望の参加者が多かった。また、日本

人ネイティブ教師による指導を受けた者が多かった。そして、クラブの指導教師が毎回

或いは２回に 1 度活動現場に来ていた。つまり、第一希望の参加で、日本人ネイティブ

による指導で、指導教師が頻繁に活動現場に来るクラブ活動のほうが、活動による効果

がよかったとの傾向がある。クラブの指導教師の存在価値については、調査対象者全員

が高い割合で大切だと考えている。 

図 3 クラブを選ぶとき最も重視するもの 
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「クラブを選ぶとき最も重視する点は何か」に対し、いろいろな意見が上がった。1 度

しか出されなかった意見を個別意見として取り除き、残りの意見を KH Coder ソフトで分

析した。図 3 のように示すが、調査者の回答に出てくる言葉は頻度が高いほど円が大き

く表れている。 

図 3 よりみられる傾向としては、学生はクラブ活動の参加に関し最も重視する点は活動

の内容である。その活動は自分にとって実用的であるかどうか、自分が興味を持っている

かどうかである。次に重視する点は、日本語の勉強に役立つかどうか、雰囲気・指導教師

から楽しく感じられるかどうかである。また、クラブの参加によって豊富な知識が得られ

ること、日本文化について多く知ること、会話力が高まることも多くの意見があった。ク

ラブのメンバーについては、ネイティブと交流の機会が多いこと、メンバーがきちんと決

めたルールを守ることが挙げられた。 

「大学は必ず語学クラブに入るようにと規定している。そして単位も与えている。そ

の目的はなんだと思うか」に対し、194 件の意見が回収できた。KJ 法で分類したとこ

ろ、クラブ活動の指導教師と同じ目的意識を持って活動に参加する学生は 33.5％に留ま

った。教師の考えと一致していないが肯定的な意見（例えば「学生の人間力を高めるた

め」「学生の視野を広めるため」など）と否定的な意見（例えば「授業後の時間も日本語

の勉強を強制
．．

的にさせるため」「学生を監視
．．

して見張る
．．．

ため」など）に分かれた。肯定的

な意見は 54.1％で、否定的な意見は 12.4％であった。否定的な意見を持つ学生は、大学

が行っているクラブ活動に対して無理解の上、自分たちに対する「監視」、「見張る」、

「強制」ということまで考えている。 

質問「語学関連クラブに参加して、あなたの日本語の学習意欲にどんな影響を与えた

か。その原因は何か」の前半部分に、「意欲が向上した」と答えた学生は 102 人

（61.8％）いた。「意欲が変わらなかった」と答えた学生が 62 人（37.6％）いた。「意欲

が低下した」と答えた学生が 1 人（0.6％）いた。 

「意欲が向上した」と答えた学生からは理由について 95 件の回答があった。KJ 法で分

類すると、「必要と感じた」、「喜びを感じた」、「気づいた」といった桜井（2009）の図 1 で

示した統一化的調整、統合的調整、内発的調整の 3 つの要素が見られた。（表 4）「意欲が

変わらなかった」と答えた学生はその理由について 44 件の回答があった。分類すると、

「内容の問題と参加者の問題」に分けられた。（表 5）「意欲が低下した」と答えた学生は
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その理由についての記述はなかった。 

表 4 クラブ活動の参加で日本語学習のモチベーションが「上がった」理由 

必要と感じた 

〈25 件〉 

 日本人の指導教師と通じたい〈9〉 

 日本についてもっと知りたくなった〈8〉 

 日本語を使う機会が増えたから上手になりたい〈7〉 

 日本へ行ってみたくなった〈1〉 

喜びを感じた 

〈59 件〉 

 日本語に興味を持つようになった〈32〉 

 日本に対する理解が深まった〈9〉 

 日本人の指導教師と接する機会が増えて嬉しい〈5〉 

 日本語学習に大変役立った〈4〉 

 自信が湧いた〈4〉 

 参加の仲間たちが好き〈2〉 

 指導の先生がいい〈2〉 

 いい日本語勉強法を見つけた〈1〉 

気づいた 

〈11 件〉 

 分からないことが多いのに気付いた〈10〉 

 参加者の仲間に比べて差が大きいことに気づいた〈1〉 

 

表 5 クラブ活動の参加で日本語学習のモチベーションが「変わらなかった」理由 

内容の問題 

〈41 件〉 

 

 日本語授業の内容とあまり関係なかった〈16〉 

 活動内容に興味が湧かなかった〈16〉 

 何も新しい知識を得られなかった〈4〉 

 授業の形と変わらなく、自主学習がなかった〈4〉 

 アニメ鑑賞ぐらいなら自分でもどこででもできる〈1〉 

参加者の問題 

〈3 件〉 

 やることがいっぱいで、参加したが心身とも余裕がなかった〈1〉 

 参加者は情熱がなく、雰囲気が悪かった〈2〉 

さらに、日本語学習意欲が上がった 102 人の質問「日本語関連クラブに参加して、日本

語学習効果にどんな影響を与えたか。原因も教えてください」に対する答えを抽出した。

すると、日本語勉強の効果に結びついた人は 45.1％に留まった。「効果が現れなかった」

53.9％が書いた原因（43 件）を抽出して、表 6 にまとめた。 

表 6 モチベーションの向上が学習効果に結びつかなかった原因 

活動内容の問題 

〈36 件〉 

 クラブで勉強した知識は授業の内容と関係ないから〈15〉 

 クラブで勉強した内容はテストに出ないから〈10〉 

 活動の回数が少ないから〈7〉 

 クラブで勉強した内容はすぐ忘れてしまうから〈2〉 

 変化が感じ取れないから〈2〉 

学生自身の 

問題（7 件） 

 日本語を勉強する意欲が湧いてきたが、行動に移らなかったから〈6〉 

 クラブの活動のために多くの時間を費やして、勉強できなかった〈1〉 
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質問「必ず参加という規定がなかったら、あなたは日本語関連クラブに参加するか」、

「日本語関連クラブに参加する時間的余裕があるか」、「語学関連クラブに参加した後、

参加証明書のようなものがもらいたいか」に対する答えを表 7 にまとめた。 

質問「何語で日本語関連クラブを

指導してもらいたいか」に対し、日

本語による指導を希望する学生が最

も多く、68.3％（114 人）いた。次に日本語と中国語が混ざった指導で、28.1％（47

人）いた。中国語による指導を希望する者は 3.6％（6 人）いた。つまり、多くの学生が

たとえ理解しにくくても日本語による指導を希望している。 

第 3章に述べた地球村の日本館は主に文化の授業や外国語関連のクラブ活動に使われて

いる。日本語専攻の学生は日本館を中心に活動する。そこで、質問「もし可能ならば、地

球村でどんな内容の講義を受けたいか」

に対し、答えが 138 件あった。「日本文

化」、「日本語で学ぶ中国文化」、「日本語

の勉強」、「日中文化比較」関連はそれぞ

れ 87 件、17 件、27 件、7 件になってい

た。本来の授業科目になっている「日本

語の勉強」の分野を除いた詳細は図 4 で

示す。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 地球村日本館で受けたい講義 

義務付けがなくても参加する 129人（77.7%）

クラブ活動に参加する心身的余裕がある 100人（63.5%）

参加証明書発行を希望する 127人（77.0%）

表 7 ３つの質問に対する答え 
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5.  まとめと課題 

 

5-1 カリキュラム外クラブ活動とカリキュラム内クラブ活動の違い 

 本稿は J 大学の日本語関連のクラブ活動をカリキュラム内活動とカリキュラム外活動

に分けて観察した。観察の結果を表 8 に表示する。 

5-2 カリキュラム内日本語関連クラブ活動の問題点 

J 大学のカリキュラム内日本語関連のクラブ活動に参加する学生は、自分の意志によっ

て日本語を習っている者が 41.9％に留まったので、全体的にモチベーションが元々低い

のは言うまでもない。また、一人っ子あるいは最も年齢の近い兄弟との年齢差が 6 歳以

上の学生は 78.2％もいた。そして、女子学生の比率が高い（82％）。先行研究にも示した

ように、これらの学生は自立性が弱く、非協調性が高い傾向がある。 

カリキュラム内クラブ活動に対する調査の結果をフロー理論に基づいて分析すると、

日本語で指導するクラブ活動の場合は、日本語能力が低い低学年参加者に不安を感じさ

せた。一方、指導教師不在の活動の場合は、日本語指導の言葉がやさしくなり、参加者

に退屈を感じさせた。このような状態には目標設定が必要であると思われるが、目標設

定もないため、いつまでもフローチャンネル(図 1)に到達できないのである。 

また、自己決定理論に基づいて観察すると、「単位取得」という報酬は活動効果を下げ

る要因になった。そして、義務付けで参加した学生は、図 1 の自己決定の外発的動機付

けの最も低い段階（無動機付け寄りの外的調整段階）におかれた。指導教師が頻繁に活

カリキュラム外活動 カリキュラム内活動

空手道
茶道、日本企業研究、日本語スピーチ、日本語会話、

日本語教授法、日本文化、日本語聴解、日本文学作品鑑賞、
日本のアニメーション、日本語新聞、日本語演劇、日中通訳

ある（演武、全員参加） スピーチクラブのみ（選ばれた1，2名）

初対面、新鮮味を互いに持っている 授業で互いに常時会っている

所属 J大学と関係のない日系企業の社員 J大学の日本語教師（日本人或は中国人）

モチベーション 内発的動機づけ、積極的 外発的動機づけ、自信不足

報酬 ない ある（金銭・奨励）

出席率 毎回出席している（2014王） 毎回、或いは2回に1度の出席を合わせて64％

モチベーション 内発的動機づけ 無動機づけか、外発的動機づけ

報酬 ない ある(単位の認定）

活動内容 運動系、通訳を通した日本語の使用 運動系以外、通訳なしの日本語使用

課業との衝突 晩自習の時間と衝突している 勉強時間との衝突がなく、グラブ専用の時間を利用する

出席率 全20回の100％参加（2014王） 15回のうち8回

日本語学習意欲の変化 上がった(93.3％）（2014王） 上がった（61.8％）

日本語試験の
成績の変化

口頭試験、平常試験で有意差が見られ、
成績の向上が検証された。（2014王）

45.1％の参加者が上がったと感じた
（成績表による分析は実施していない）

全面的な支援が得られている

指導者と学生の関係

参
加
者

指
導
者

クラブ名（2013年現在）

大学の支援

クラブの目標設定

表 8 カリキュラム外クラブ活動とカリキュラム内クラブ活動の違い 
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動現場に来るクラブの参加者、あるいは活動内容が妥当であるクラブの参加者は、順調

に内発的動機付け寄りの段階に進んでいけるが、そうでないクラブの参加者は、いつま

でも内発的動機付けの段階に進めず、モチベーションが上がらないのである。 

したがって、カリキュラム内活動の問題を大きく分類すると、以下の 3 点が考えられ

る。 

1） 中国人指導教師の不安をめぐる問題 

中国人指導教師は日本語教育の経験あるいは日本文化について学んだ経歴が短く、ま

た大学教師としての自身の業績不足に対して、不安を抱えていることが明らかになっ

た。教師の不安あるいは自信不足ということによって、クラブ活動の現場に行っても実

在的存在価値が低く、事情の分からない学生から見れば「監視」的に思われがちであ

る。 

2）参加学生の心理的不満をめぐる問題 

教師と同じ目的意識を持って活動に参加した学生は 33.5％しかいなかった。活動の目

的を学生の自己理解に任せているため、認識の錯誤が生じ、「監視」、「見張る」、「強

制」、「大学の宣伝」との否定な考えに陥ることになったと思われる。 

3）活動運営システムの不足をめぐる問題 

教師と学生の両者の調査データから見られたが、クラブ活動の義務付け参加は 2 つの弊

害を招いた。 

（1）単位を早く取りたいために入学して間もなく殺到したクラブ活動の参加によって、

無興味の参加、受講困難、形だけの活動などの問題が生じた。 

（2）単位を取得すればよいと思われているため、高学年が活動に参加しない現象が生じ

た。本来のクラブ活動の意義と本末転倒した結果になった。 

5-3 日本語学習に役立つクラブ活動の提案 

これまでの考察を踏まえて、J 大学のような中国での日本語学習に役立つ外国語関連ク

ラブ活動のやり方について、次の 5 点が提案できると思われる。 

1） 日本語関連のクラブ活動への参加を自由にすること。 

調査対象になった 167 名の学生のうち、77.7％がたとえ大学からの義務付け参加がな

くても、参加すると表明した。実際、残りの 22.8％も、友人の参加などに影響される集

団心理による参加もあると考えられる。 

2）日本語関連のクラブ活動を指導する教師の資質を配慮すること。 
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 日本語母語話者ではない中国人日本語教師の場合は、日本語の会話力が高く、得意分

野を持つ教師なら、モチベーションが高いことによって、クラブ活動の内容や雰囲気も

よくすることができると考えられる。 

3）クラブ活動に目標を設定すること。 

 空手道何段、書道何級といった公認の資格試験のある活動内容であれば非常に有利で

あるが、それがない場合は、公演やコンテストなどのような活動成果を披露する機会を

設定することで、参加者に一体感を与える。活動効果を高めることにつながるであろ

う。 

4）クラブ活動に協力する学生通訳を設けること。 

 クラブ活動の参加者は、指導教師と意思疎通の問題がある。しかし、先輩の通訳によ

って意思の疎通ができるようになり、通訳者に対する感謝と憧れが生じ、クラブ活動の

参加に情熱を注ぐであろう。 

5）クラブ活動と授業内容の関連付けを設定すること。 

 日本語関連のクラブ活動は、日本文化の理解を深める活動内容によって日本語の勉強

意欲を高めることが目的の一つである。そのため、成績を評価する際、日本語関連のク

ラブ活動で学んだ知識との関連付けを考慮したほうが、学生に見える参加効果を与える

ことができ、モチベーションの向上につながりやすいと思われる。 

6）クラブ活動の内容に一定の随意性を持たせるようにすること。 

教師と学生の認識の差はクラブ活動の効果に影響を与えると思われる。学生が求めてい

る内容は既存のクラブ活動以外にも多くあった。現代社会の急速な発展に伴い、学生の心

理的特徴も変わっていくのである。一定の随意性を持たす活動内容は活動参加の学生の動

機づけにつながる。 

 

5-4 今後の課題 

今後、本論の調査研究結果を用いて、J 大学の日本語教育現場でクラブ活動の見直しに

繋がる試み、定期的に新たな調査を行い、データを集計・分析することによって本論の

研究を発展させていきたい。 
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注 

(1) 吉林華橋外国語大学は、中国吉林省長春市にある外国語大学である。 

(2) 吉林華橋外国語大学が留学や外国人・外国文化に接する機会が少ない学生のために建てられ

た地球状の建物。建築面積は 3991ｍ。中に英語村、日本館等 13 の外国語村が設けてある。 

(3) KJ 法は、収集した多量の情報を効率よく整理するための手法で、収集した情報をカード化

し、同じ系統のものでグループ化することで情報の整理と分析を行う。 

(4) KH Coder は、テキスト型（文章型）データを統計的に分析するためのソフトウェアで、アン

ケートの自由記述・インタビュー記録・新聞記事など、様々な社会調査データを分析に適応さ

れる。「計量テキスト分析」または「テキストマイニング」と呼ばれる方法に対応としてい

る。 
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付質問票　　　　　　　　　　　　学生に対する調査票の一部(本論に関係のある16問）

１(調査票A-問1)今の専攻を選んだ経緯は以下のどれか。

 　 (1)自分の考えで選んだ　　　　　　　　　　　　    (2)親の意見に従った

 　 (3)選んだ専攻に合格できなかったため配属された   (4)原因がよく分からない

 　 (5)その他の原因(                         ）

2(調査票A-問4）参加したクラブ活動の効果はどうだったか。

  　(1)よかったと思う        　　　　　　　　　　　　(2) イマイチよくなかったと思う

　　(3)活動をしただけで、あまり効果がなかったと思う (4)活動が途中で終わってしまった

3(調査票B-1)あなたが日本語関連クラブ活動に参加した最も大きな原因は何か。

4(調査票B-2)日本語関連クラブを選ぶとき、最も重視する点は何か。

5(調査票B-3)あなたは第一希望の日本語関連クラブに入れたか。

6(調査票B-5)大学は必ず日本語関連クラブに入るようにと規定している。そして単位も与えている。大学の目的はなんだと思うか。

7(調査票B-6) 必ず参加という規定がなかったら、あなたは日本語関連クラブに参加するか。原因も教えてください。

8(調査票B-8)あなたが参加したそのクラブの指導教師はネイティブの先生であるか、それとも中国人の先生であるか。

9(調査票B-10)あなたが参加したそのクラブの指導先生はおよそ何回に一度活動現場に来てくれたか。

10(調査票B-12)何語で日本語関連クラブを指導してもらいたいか。

11(調査票B-13)クラブ指導教師の存在が大切だと思うか。語学関連クラブの指導教師は固定したほうがいいと思うか。

12(調査票B-16)日本語関連クラブに参加して、あなたの日本語学習意欲にどんな影響を与えたか。原因も教えてください。

　　(1）意欲が向上した     (2）意欲が降下した      (3）意欲が変わらなかった

13(調査票B-17) 日本語関連クラブに参加して、あなたの日本語学習効果にどんな影響を与えたか。原因も教えてください。

　　(1）効果が上がった 　　(2）効果が下がった　　　(3）変わらなかった

14(調査票B-18)あなたは日本語関連クラブに参加する時間的余裕があるか。それはなぜなのか。

15(調査票B-20)もし可能ならば、地球村でどんな授業を受けたいと思うか。

16(調査票B-22) 日本語関連クラブに参加した後、参加証明書のようなものを希望するか。原因も教えてください。
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要旨  

The purpose of this  paper  is ,  by  analyzing native conversat ion,  to reveal  that  a  speaker and a  

l is tener share  certain information when the speaker uses Japanese subsidiary  verb teshimatta .  Since 

teshimatta  implies that  the si tuat ion is  different  from what the speaker or  l istener expected,  the 

expected si tuat ion needs to be shared.   

【キーワード】「てしまった」、使用場面、聞き手、共有  

 

1. はじめに  

日本語教育において、補助動詞「てしまう」は初級で扱われる。その意味は (1)の下

線部に示されるように、「完了」(もしくは「完了の強調」、以下両者を合わせて「完了

(の強調 )」と記す )と「遺憾」だと説明される。  

 

(1) ～てしまいました emphasises that an action has been completed. (中略 )④  

シュミットさんが持ってきたワインはみんなで飲んでしまいました。 (中略 )～  

てしまいました may also indicate a feeling of regret or disappointment on the part  

of the speaker, as in examples⑦ and ⑧ :⑦パスポートをなくしてしまいました。

(『みんなの日本語初級Ⅱ第 2 版  翻訳・文法解説英語版』Lesson29、 p.30、下

線は筆者による ) 

 

 この説明を受けた学習者の「てしまう」の使用例として次のようなものがある。  

 

(2) (日本語学校で ) 

日本語教師：今日の宿題は何をするか自分で決めるんでしたね。  

何をしましたか。  

学習者  ：標準問題集をやってしまいました。   (実際の使用例から ) 
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 (2)の学習者は習った通りに「てしまう」で「完了 (の強調 )」を表現しようとしてい

ると考えられる。しかし、 (2)の教師の問いには、母語話者であれば「やりました」と

答えると考えられ、ここでの「てしまう」の使用には違和感がある 1。本稿は、この

違和感の理由を「てしまう」の使用場面に着目し、説明する。  

 なお、本稿では「てしまう」のうち、現実の世界で既に実現した事態に接続する「て

しまう」を「てしまった」とし、「てしまった」のみを対象とする。その理由は、次の

二点である。第一の理由は、話し手の事態のとらえ方が、現実の世界で既に実現した

事態と、将来の未だ実現していない事態や仮定の事態とでは大きく異なり 2、それが

使用場面に影響を与えている可能性があるからである。第二の理由は、初級学習者の

「てしまう」の使用は「てしまった」に大きく傾いているからである 3。  

 また、現実の世界で既に実現した事態であれば、すべての活用形を考察の対象とし、

短縮形「ちゃった」も「てしまった」と同じものとして扱う。本稿が対象とする「て

しまった」とそれ以外の「てしまう」の関係を表 1 に示し、それぞれの例文を付す。  

  

表 1 テシマッタとそれ以外の「てしまう」の関係 

 現実の世界  仮定の世界  
既実現  「てしまった」 (3)a  「てしまった」以外の「てしまう」 (3)b  
未実現  「てしまった」以外の「てしまう」 (3)c 「てしまった」以外の「てしまう」 (3)d  

(3) a.  昨日、手を切っちゃって、すごく痛かった。  

     b.  もしバスがもう出発しちゃってたら、どうする？  

     c.  そんな強火だと、焦げちゃうよ。  

     d.  マラソン大会なんてなくなっちゃえばいいのに。 (全て作例 ) 

 

 (3)a のみが、本稿が対象とする実際の世界に既に実現した事態である。(3)b、d は仮

定の事態であり、 c は未だ実現していない事態であるため、本稿の対象ではない。  

 

2 . 先行研究と問題の所在  

日本語教育における「てしまう」の意味は「完了 (の強調 )」と「遺憾」であるとい

う説明は、先行研究の伝統的な主張を受けたものである。この立場は、「てしまう」の

本質はアスペクト的な意味にあるが、モダリティ的な意味を持つ場合もあるとする (金

田一  1955、高橋  1969、吉川  1973、日本語記述文法研究会  2007・2009、田村 2015)。

しかし、この立場が主張するように、モダリティ的な意味を含まない純粋にアスペク

ト的な用法が存在するのであれば、 (2)の学生の返答における「てしまった」は「完了
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(の強調 )」の表現として自然であるはずである。  

この立場に対して「てしまう」の本質はモダリティ的な意味にあり、純粋なアスペ

クト的な用法は存在しないとする立場がある (藤井  1992、鈴木  1998、倉持  2000)。こ

の立場であれば、(2)にはモダリティ的な意味が存在しないから不自然なのだと説明で

きる可能性がある。そこでモダリティ的な意味の内容をみると、鈴木 (1998:50)は  「「～

てしまう」の内在的意味」として「 b 話者が事態を望ましくないととらえているか、

または実現しにくいととらえていることを前提とする。 (下線原文 )」とし、倉持

(2000:299)は「「シマウ」のムードは、予想・予定されることの推移が断ち切られるこ

と、つまり一種の心理的「断絶」を本質とする」としている。この両者の説明は矛盾

するものではない。鈴木の「望ましくない」とは期待していた結果への推移が断ち切

られること、「実現しにくい」とは通常予想される推移が断ち切られることと、どちら

も倉持の「推移が断ち切られること」として説明することができるからである。  

本稿も「てしまう」のムードは予想・予定される推移が断ち切られたことであると

いう主張には同意する。しかし、この説明は (2)が不自然な理由としては十分なもので

はない。なぜならば、鈴木や倉持が「てしまう」の要件とする話し手の事態のとらえ

方や心理は外から知りえないからである。文が自然か不自然かを判断するのは話し手

本人ではないのだから、文が不自然だと判断される原因は、話し手の心内の情報では

なく、他者が把握できる外に存在する情報で説明する必要がある。そこで本稿は、「て

しまった」の使用場面にどのような情報が存在するかを明らかにすることを試みる。  

 

3 . 仮説の提示   

 本稿は、これまで「てしまった」の使用場面における聞き手の存在が考慮されてこ

なかった点に問題があると考える。文が自然か不自然かを判断するのは聞き手である

のだから、「てしまった」が用いられる場面で話し手が聞き手にどのような情報を与え

ているのか、聞き手がどのような情報を把握しているかに着目する必要がある。そし

て、「てしまった」の使用場面で聞き手が常にある情報を把握しているのなら、それが

ない場合には、「てしまった」の使用は不自然になると説明できると考える。  

 2.で示した「てしまった」は推移が断ち切られたことを表すという性質から、その

使用場面で聞き手が常に把握している情報とは、以下のものであると考える。  

 

(4) 自然な「てしまった」の使用場面では、断ち切られたことが「てしまった」  

によって表される推移が、前提として話し手と聞き手の間で共有されている  
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(5) 前提としての推移は、聞き手が提供することもありうる  

 

 まず、 (4)についてだが、何かが「断ち切られる」というためには、その前提として

断ち切られる何かが存在していることが必要となる。同様に、推移が断ち切られたこ

とが「てしまった」によって表されるのなら、その前提として話し手と聞き手の間で

推移が共有されていなければ、それが断ち切られたことを表すことはできないと考え

る。この前提としての推移とは、倉持 (2000:299)のいう「予想・予定されることの推

移」である。作例を挙げて説明すると、「宿題は文型練習帳だったのに、標準問題集を

やってしまいました。」であれば、「宿題は文型練習帳」によって話し手と聞き手の間

で「だから文型練習帳をやる」という推移が共有される。その後に、この推移が断ち

切られたことが、「標準問題集やってしまいました」によって表されるのである。  

次に (5)についてだが、断ち切られた推移とは、先行研究が「予想外」「期待外」と

呼ぶ用法 3 の「予想」「期待」にあたる。先行研究では、特に議論されることなしに、

この「予想」や「期待」は話し手のものであるとされてきた 4。しかし、本稿では、「予

想」や「期待」という推移は前提として話し手と聞き手の間で共有されていればよい

と考えるため、共有のためにそれを提供する者は、聞き手の場合もありうると考える。  

この仮説を検証するため、 4.で母語話者の「てしまった」の使用場面を分析する。  

 

4. 仮説の検証  

 仮説の検証のためには、「てしまった」の使用場面で、話し手と聞き手の間にどんな

情報がどのように存在しているかを明らかにする必要がある。そのためには、①母語

話者の、②話し手と聞き手が存在する、③両者の情報のやり取りが明らかなデータを

分析する必要がある。そこで、母語話者の約 100 時間の雑談データを文字化した名大

会話コーパスを分析対象とした。  

名大会話コーパスからは「てしまう」は 3247 例抽出されたが、本稿は研究対象を「て

しまった」に限定しているため、これらの文脈を一例ずつ読み、「てしまった」に該当

する 1621 例を取り出し、分析した。  

以下、4-1 では (4)の仮説を検証し、「てしまった」の使用場面では、断ち切られたこ

とが「てしまった」によって表される推移が、話し手と聞き手の間で共有されている

ことを示す。 4-2 では (5)の仮説を検証し、前提として話し手と聞き手の間で共有され

る推移は、聞き手が提供する場合もあることを示す。  
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4-1 推移は共有されているか  

4-1 では、「てしまった」の使用場面で、断ち切られたことが「てしまった」によっ

て表される推移が、話し手と聞き手の間で共有されていることを示す。  

母語話者の「てしまった」の使用場面を分析した結果、すべての使用場面で、話し

手と聞き手の間で推移が共有されていることが明らかになった。そして、両者は推移

の共有のために様々な文脈を用いていた。様々な文脈というのは、本稿における文脈

が、先行発話、発話状況、知識、推測など話し手と聞き手が発話の意味理解のために

利用しうる情報のすべてをいうからである。加藤 (2004)は文脈を、①言語的文脈、②

状況的文脈、③世界知識、④推論によって①②③から引き出した情報や考えの 4 つに

分類しているが、これを総合したものが本稿の文脈である。  

これら様々な文脈によって推移の共有がなされている用例を文脈の種類ごとに示す。 

 

4-1-1 言語的文脈を用いた推移の共有  

言語的文脈とは、「言語形式になっている文脈 (加藤  2004:11)」をいう。次の用例で

は、言語的文脈によって推移が共有されている。  

 

(6) (俳句を作るためには、季語等の語彙を覚える必要があるという話題 ) 

F025：まあ、でもそうは言うものの、語彙がなきゃなかなかねえ。難しいよ。  

F020：けどそうやってあの、俳句作る前にあの、あれを、本、ぜーんぶ私、読

んじゃった。決めといて。2 ページ、2 ページぐらいにしたかね。こんな

厚いような俳句ね、歳時記。あれを読み通したよ。  

(Date39、下線は筆者による ) 

 

話し手 (F020)は二重下線で示した情報を聞き手に与えることで、「だから本を読み通

すことは難しい」という推移を聞き手 (F025)と共有している。そして、その推移が断

ち切られたことが「読んじゃった」によって表されているのである。  

 

4-1-2 状況的文脈を用いた推移の共有  

状況的文脈とは、「現場に居合わせれば直接観察できる要素をすべて含んでい (加藤

2004:12)」る。言語化されていないという性質からコーパスデータで適切な用例を見

つけるのは困難であるが、次の用例では推移の共有に状況的文脈も利用されている。  
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(7) (M025 の家族写真を見ながらの友人の会話 )  

   M025①  ：俺と妹似てねえらー、顔。  

  F021①：でも微妙に似てるよね。  

  F015①：微妙に似てるよ、うん。  

  M025②：似てる？  

  F015②：似てる。鼻とか。＜笑い＞鼻とか。鼻とか言っちゃって。  

  M025③：鼻ね。あのー、ずんぐりむっくりの鼻してるからね。  

(Date25、下線は筆者による )    

  

これを解釈するには、まず M025③からわかる M025 の鼻の形が秀麗でないことがポ

イントとなる。M025 の秀麗とは言えない鼻の形、話し手 (F015)が M025 の鼻に言及し

た際に周囲から起きた笑いから、「普通は友人の容貌の欠点には言及しない」という推

移が、談話の場にいる 4 人で共有されていることがわかる。そして、その推移が断ち

切られたことが F015②「鼻とか言っちゃって」によって表されている。  

 

4-1-3 世界知識を用いた推移の共有  

世界知識は「自分の周囲を取り巻く世界のすべてにかかわる知識 (加藤  2004:15)」

である。次の用例では、共通の思い出という世界知識によって推移が共有されている。  

 

(8) F130①：あれ 1 年目だったのかー。  

F109①：そうなのよー  

F130②：＜笑い＞そんときに、Ｆし、Ｆちんが電話をしてきちゃって。  

 F109②：＜笑い＞そうそう。緊急事態。  

 F130③：間が悪いって。  

 F109③：そう、緊急事態発生とか言って。ほんとうにそうだったから、ま  

あしょうがないんだけど。     (Date112、下線は筆者による )  

 

(8)の会話内には、「 F ちんが電話をしてきちゃって」により断ち切られたことが表

される推移についての言及はない。しかし、話し手 F130 の発言②③を、聞き手 F109

が②③で「そうそう、緊急事態」「そう、緊急事態とか言って」と受けていることから、

聞き手も世界知識という文脈において「普通はそんな時に電話をかけてこない」とい

う推移を既に共有していることがわかる。そして、その推移が断ち切られたことが「電
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話をしてきちゃって」により表されているのである。  

 

4-1-4 推論によって引き出した情報や考えを用いた推移の共有  

推論によって引き出した情報や考えとは、「既に持ち合わせている知識をもとに推論

して得た考え (加藤  2004:15)」である。コーパス内のデータは、言語的文脈・状況的

文脈・世界知識を用いて推移を共有しており、推論によって引き出した情報や考えを

用いている用例は存在しなかった。そこで、推論によって推移を共有している例を調

査データから示す。 1.で示した例文 (2)を再掲する。  

 

(9) (日本語学校で ) 

日本語教師：今日の宿題は何をするか自分で決めるんでしたね。  

何をしましたか。  

学習者  ：標準問題集をやってしまいました。 (=(2)) 

 

 この会話の言語的文脈には、断ち切られたことが「標準問題集をやってしまいまし

た」によって表される推移は存在しない。また、例文であるため状況的文脈や発話者

についての世界知識を利用できず、日本語教師と学習者の間に推移が共有されている

と考えることは困難である。ここから、1.に示した通り、調査協力者の 8 割がこの「て

しまった」の使用は不自然だと判断したと考えられる。しかし、この「てしまった」

の使用は自然であると判断した調査協力者も存在したため、その理由を尋ねたところ、

次のような場面を想定して判断したという答えを得た。  

 

(10) (日本語学校で ) 

日本語教師①：今日の宿題は何をするか自分で決めるんでしたね。  

何をしましたか。  

学習者   ：標準問題集をやってしまいました。  

日本語教師②：え !あんな難しい問題集を !? 

 

日本語教師②の発言は、調査協力者が想像で付け加えた情報である。ここから、こ

の調査協力者は、この会話以前に日本語教師と学習者の間で「標準問題集のような難

しい問題集を宿題としてやることはないだろう」という推移が共有されていると想像

で付け加えて、自然な用例だと判断したのだとわかる。  
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4-1-5 推移の共有に関するまとめ  

ここまで、母語話者の会話コーパスのデータを用いて「てしまった」の使用場面で

は、話し手と聞き手は様々な文脈を用いて推移を共有していることを示した。コーパ

ス内の「てしまった」1621 例の文脈すべてにおいて前提として推移が共有されていた

ことから、 (4)の仮説は立証されたと考える。次に (5)の仮説を検証する  

 

4-2 共有される推移は聞き手からも提供されるか  

4-2 では、前提として共有される推移は、聞き手が提供する場合もあることを示す。  

名大会話コーパスから抽出した「てしまった」1621 例のうち、推移が聞き手から提供

されているものは 5 例であった。そのうちの一つを次に示す。  

 

(11) F058①：なんかいやだね。コンブって片仮名で書いてあると。  

F095①：＜笑い＞うん。コンブ食べれるんだ。  

F058②：えっ、食べれないの？  

F095②：あんまり好きじゃない。  

F058③：うそ？ (うーん )昨日も食べちゃった。  

F095③：なんか、おでんに入ってるコンブ食べれる？  

F058④：え、もう余裕で。           (Date69、下線は筆者による ) 

 

話し手 (F058)の「昨日も食べちゃった」によって断ち切られたことが表される推移

とは、「コンブを食べないだろう」である。そしてその推移は、話し手ではなく、聞き

手 (F095)の①「コンブ食べれるんだ」②「あまり好きじゃない」によって提供されて

いる。この聞き手によって提供された推移が、話し手と共有された後に断ち切られた

ことが「昨日も食べちゃった」によって表されているのである。  

 この推移とは先行研究のいう「予想」や「期待」であり、それが話し手のものであ

ることは自明のものとされてきたのは 3.でも示した通りである。これは、先行研究の

分析対象が、作例や小説など聞き手が存在しないデータであったからであると考える。 

本稿は推移を聞き手が提供する場合もあるという事実を指摘したが、この事実を、

話し手が聞き手の推移を聞いて受け入れた時点で推移はすでに話し手のものになって

いるととらえることも可能ではある。しかし、聞き手が提供した推移が、話し手と共

有された前提となり、それが断ち切られたことが話し手の用いる「てしまった」によ

って表されるというプロセスは、「てしまった」を用いる話し手の意図を考える場合に
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軽視することはできないと考える。なぜならば、話し手は「てしまった」を用いるこ

とによって、断ち切られた推移は話し手と聞き手の間で共有されていたものであると

示すことができるからである。つまり、話し手は「てしまった」によって、聞き手が

提供した推移を自分が受け入れたことを示すことができるのである。この効果は、近

年若者が多用している「 (レストランで自分の料理が先に出された際に )お先にいただ

いちゃいますね」「 (大皿料理で揚げ物が出された際に )レモン絞っちゃいますね」とい

った表現を考察する際に重要なものだと考える。このような用法の考察は本稿の対象

ではないが、話し手と聞き手の間で共有される推移を聞き手が提供する場合もあると

いう事実は指摘に値すると考える。  

 

5. まとめと今後の課題  

 本稿では、母語話者の「てしまった」の使用場面を分析し、自然な「てしまった」

の使用場面にどのような情報がどのように存在するかを明らかにした。  

 

(12) 自然な「てしまった」の使用場面では、断ち切られたことが「てしまった」  

によって表される推移が前提として話し手と聞き手の間で共有されている  

(=(4)) 

(13) 前提としての推移は、聞き手が提供することもありうる (=(5)) 

 

 自然な「てしまった」の使用場面では、話し手と聞き手は様々な文脈によって予想・

予定される推移を共有し、その推移が断ち切られたことが「てしまった」によって表

されている。冒頭の学習者の返答に違和感を覚えるのは、断ち切られた推移が教師と

学習者の間で共有されていないと感じられるからである。したがって、教師と学習者

の間に推移が共有されていると判断できる文脈を補えば、違和感は消える。  

 

(14) (日本語学校で ) 

日本語教師：今日の宿題は何をするか自分で決めるんでしたね。  

何をしましたか。  

学習者  ：先生は標準問題集は難しすぎるって言ってましたよね。  

あれをやってしまいました。              

日本語教師：え !あんな難しい問題集を !?               (作例 ) 
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 (14)では、二重下線部から「標準問題集を宿題としてやることはないだろう」とい

う推移が教師と学習者の間に共有される。そのうえで、その推移が断ち切られたこと

が「あれをやってしまいました」によって表されているのである。 (14)の推移は話し

手 (学習者 )から提供されているが、次のように聞き手から提供される場合もある。  

 

(15) (日本語学校で ) 

日本語教師：早く問題集をやりなさい。  

学習者  ：もうやってしまいました。              (作例 ) 

 

 (15)では、二重下線部から、聞き手 (教師 )の「まだ問題集をやっていないだろう」と

いう推移が話し手 (学生 )と共有される。そのうえで、その推移が断ち切られたことが

「もうやってしまいました」で表されている。  

 本稿では、「てしまった」は推移が断ち切られたことを表すため、自然な「てしまっ

た」の使用場面では、断ち切られる推移が話し手と聞き手の間で共有されていること

を明らかにした。今後は、推移の共有がなければ「てしまった」は不自然だと判断さ

れることを、調査により立証したい。また、本稿の対象は現実の世界ですでに実現し

た事態につく「てしまった」に限定されている。「てしまう」全体の使用場面でも推移

の共有が存在するかを明らかにすることを今後の課題としたい。  

 

注   

(1)  筆者が任意に抽出した協力者 (母語話者の大学院生 )10 名を対象としてインフォーマルな調

査を実施した。 (2)の学習者の返答に「てしまう」が用いられている点を自然と感じるか、

不自然から自然まで 4 段階で回答するアンケート調査の結果、 8 名が不自然、 2 名が自然と

回答した。  

(2)  この点は藤井 (1992:34)でも次のように指摘されている。「「してしまう」がさしだす動作・

変化・状態が、これまでに既に起こったことであるか、それともこれから起こることである

か、ということは、「してしまう」のテンスによって表現されているわけであるが、このテ

ンスのちがいは、話し手の感情・評価の質とかかわって、重要な意味を持ってくるだろう。」 

(3)  タグ付き KY コーパスの分析結果による。 KY コーパスとは、中国語・英語・韓国語を母

語とする日本語学習者 30 人ずつ、計 90 人に対する約 30 分の OPI(外国語学習者の会話タス

ク達成能力をインタビュー方式で判定するテスト )データを文字化したものである。学習者

の発言に現れる「てしまう」の内訳を学習者のレベル別にみると、初級・中級学習者の「て
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しまう」の用例 (「ちゃう」を含む )は 17 例で、すべてが「てしまった」である。  

学習者のレベル  初級 中級 上級  超級  

「てしまう」用例数  4  13  55  40  

「てしまう」中の「てしまった」の用例数  4  13  28  14  

「てしまう」中の「てしまった」の用例の割合 100％ 100％ 51％  35％  

(4)  高橋 (1969)「期待外」、吉川 (1973)「不都合なこと、期待に反したこと」、杉本 (1992)「予想

外」など。  

(5)  石川 (1992:110)が「これは、自分にとって、予想外の変化、結果に対する驚きの情意表現」

と言及し、黄 (2012:59)が「〈予想外〉とは字面通りに話者の予想が外れること」と言及して

いる。 (下線はすべて筆者による )  

 

使用データベース  

タグ付き KY コーパス＜ http://jhlee.sakura.ne.jp/kyc/＞  

名大会話コーパス (茶漉  一般公開版 )＜ http://tell.cla.purdue.edu/chakoshi/public.html＞  
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要旨 

Entre los estudiantes de idioma japonés, se encuentran aquellos que utilizan la internet como medio para 

comunicarse con nativos del idioma. Sin embargo, en muchos casos la jerga utilizada en internet no es de 

conocimiento popular, lo que dificulta la comunicación entre nativos y estudiantes. En este artículo se ha 

hecho un análisis sobre las necesidades de dichos estudiantes, y en base a ese análisis se hace la propuesta 

de incorporar la jerga de la internet en materiales didácticos. 

【キーワード】日本語教育、バリエーション、ネットことば、ニーズ分析、教材化 

 

1. 研究背景 

日本語学習者の中には、ネット上のコミュニティに参加し、そこで同じ趣味を持った仲

間を求め、人間関係を築く者がいる。また、日本語の練習の場としてそのようなネット上

のコミュニティに参加する学習者もいる。ネット上のコミュニティではインターネット特

有の表現、いわゆる「ネットスラング」というものが使用されることが多い。このような

ネット上の特殊な表現は、学習者が知っている日本語とは異なるものであり、人間関係を

築く上で大きな壁となる場合がある。 

そのため、学習者は学習者同士で情報を収集し、共有し、理解しようと努力する。しか

し、多くの場合、入手できる情報に制限があったり、間違っていたり、さらに使用時の注

意事項が記載されていないことが、学習者がその表現を不適切な場で使用し、それが何ら

かの問題になることにつながる可能性がある。 

一方、日本語教育は誰にも通じて失礼にならないような日本語を中心に行われ、学習者

の要望に合わせて方言や若者ことばなどの口語表現が取り上げられることもあるが、ネッ
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ト上の言葉が取り上げられることはない。さらに、偏見を持った教育者がおり、このよう

なネット上の言葉を日本語として認めようとしないという否定的な立場もみられる。 

しかし、実際のコミュニケーションは「きれいな言葉」だけで成り立っているのではな

い。米川(1998:3)は「親しい者同士が集まっている時はホンネで話すことが多く、『良いこ

とば』よりも『悪いことば』を口にする方が多い」と述べ、「悪いことば」の研究の重要性

を主張している。また、小矢野(2007:38-39)によれば、そのような言葉は日本語母語話者

だけでなく、日常会話に参加している日本語学習者にとっても必要である。そのため、今

後の日本語教育でも参考にできるネット上の言葉の研究が必要であると考えられる。 

本稿では、ネット上の特殊な言葉を「ネットことば」と呼び、学習者のネットことばに

対する興味や遭遇経験など、学習者のニーズを調査し、ネットことばを日本語の教材に取

り入れる必要性や教育におけるネットことばの扱い方について考察を行う。 

 

2. 「ネットことば」とは何か 

本節では、具体的にネットことばとは何かについて説明する。ネット上の特殊な表現を

一般的には「ネット用語」や「ネットスラング」と呼ぶ傾向がみられる。まずはそれらの

用語について考えたい。 

「ネット用語」という言葉は、研究者の間でも「ネット上の特殊な言葉」という意味で

幅広く使用されているが、「用語」という言葉には、「インターネットに関する専門用語」

という意味があるのではないかと考える。具体的には次のようなものが考えられる。 

(1) Email, blog, SNS, html (パソコン用語、インターネット用語) 

(2) つぶやき, 足跡, シェアする (SNS 用語) 

(1)と(2)は筆者の考えるネット用語の例である。(1)のように、幅広く使用される用語も

あれば、(2)のように特定のウェブサイトで使用されるものもある。しかしこれらは特殊な

言葉でありながら、専門用語であり、本稿で問題にしているものではない。 

次に「ネットスラング」について考えたい。この用語はネット上のスラング、つまり俗

語のことをいうため、ネット用語とは異なったものであると考えられる。たとえば次のよ

うなものが挙げられる。 

(3) がいしゅつ, 漏れ, ggr, う p 主, わこつなど 

(3)では 2 ちゃんねる 1 とニコニコ動画 2 で使用されている言葉を挙げている。しかしこ

れらの言葉はそれぞれのサイト特有のものではなく、ネット上で幅広く使用されている。

これらの表現は専門用語ではなく、ネット上で使用される俗語である。 

では、ネットことばは「ネット用語」でも「ネットスラング」でもないとすれば、何を
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指すものなのか。本稿では、ネット用語とネットスラングの中間的なものであり、たとえ

ばネット用語から生まれたスラングやスラングの中でも特に幅広く使用されているもの

をネットことばと呼ぶこととする。たとえば、「つぶやき」という SNS 用語から生まれた

「つぶやく」という動作（短文の書き込みを投稿すること）や「アップロード」の短縮形

である「うｐ」（ウプ）などである。 

さらに、ネットことばには単語レベルのものや文レベルのものがある。従来の研究では

単語としてのネットことばしか取り上げられることがなかったが、本研究では文レベルの

ネットことばにも注目していきたい。以下はネットことばの例である。 

(4) 単語レベルのネットことば： つぶやく, ｲｲﾈ!する, リムる, うｐ主など 

(5) 文レベルのネットことば： 日本語でおｋ, ○○終了のお知らせなど 

また、ネットことばを以下のように定義したい。 

(6) ネットことばとは、 インターネット関連の用語から派生した俗語やネットスラン

グの中でもネットユーザーの間で広く使用され、単語や定型文として定着している

表現のことである。造語法にはキーボードの入力ミスや変換ミス、文字の置き換え、

省略、借用、新語造語、有名な台詞の引用などがある。 

そして、ネットことばをネット上の若者ことば(井上  2006)やネット上の集団語(松田 

2006)としてとらえることもでき、日本語のバリエーションに位置付けることができる。 

 

3. ネットことばに関する先行研究 

これまでのネットことばに関する研究は、ネットことばを若者ことばの延長線上にある

ものとしてとらえ、主に 2 ちゃんねるで使用されるものとしてとらえてきた。また、言葉

よりもネット上における行動と心理や、2 ちゃんねるのコミュニケーションの特徴などが

中心となっている。 

ジョインソン(2004)はインターネットにおける行動と心理を研究し、ネットことばには

仲間であることを確認する機能や部外者を判別できる機能などがあり、ネットことばはネ

ット社会にとって必要不可欠のコミュニケーション手段であると述べている。 

松田(2006)はネット社会における集団語を取り上げ、ネットことばを品詞別に分類する

とともに、ネットことばが生まれるためには一般的な集団語のような「仲良しグループ」

であること以上に、「気兼ねなくなんでも書き込める」気楽さが必要であると述べている。

また、その気楽さを与えるのは「匿名で書き込む」ことであると述べている。 

内山(2010)は 2 ちゃんねるやニコニコ動画で使用されるネットことばを研究し、それら

のウェブサイトで生まれる言葉を造語法により分類している。米川(1998)の若者ことばの
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造語法よりも多くの造語法が認められ、ネットことばには文字によるコミュニケーション

の特徴が表れていることがわかる。また、内山(2010)はネットことばが生まれる背景には

他人と自分の書き込みを何らかの形で区別したいという「差別化」や、効率よく早く書き

込む必要性による「省力化」、そして新しい言葉や打ち間違い、変換ミスなどを楽しむと

いう「新規思考」があると述べている。 

また、ネットことばは若者ことばと同じように仲間内で娯楽や会話促進などのために使

用される隠語のような言葉であり、特に匿名性や視覚情報の重要性が注目されている(米

川 1996、亀井 2003、松田 2006、早川・井出 2007、内山 2010、岡田 2010、松村他 2010)。 

以上の先行研究は主にネットことばの表記や役割に注目しており、教育を前提としてい

ない。そのため、日本語教育にネットことばを取り入れる必要性について論じていない。

本稿ではこの点に注目しながら、日本語教育においてネットことばをどう扱うべきなのか、

ネットことばを日本語教育に取り入れる必要性と可能性について考察していく。 

 

4. 本稿の目的 

本稿では、これまでの研究に見られなかった日本語教育の観点を加え、日本語学習者の

ニーズを調査し、分析することにより、ネットことばを日本語教育に取り入れる必要性に

ついて考察を行う。また、ネットことばを日本語教育のテーマとした際に、どのように扱

うべきなのか、ネットことばの教材化の可能性について論じる。今後の日本語教育に必要

なネットことばへの取り組みのヒントを見出すことにより、日本語教育に貢献できると考

えられる。以下に調査の方法と結果を述べる。 

 

5. 調査の方法と結果 

本稿では日本語学習者のニーズを分析するために、アンケート調査を行った。対象者は

日本国内の日本語学校に通う日本語学習者 156 名と海外の日本語学校に通う日本語学習

者 131 名の合計 287 名で、年齢は 18 歳から 30 代の男女である。海外の学習者について

は、インターネットを介してアンケートに答えてもらった。 

調査した項目は、学習者のインターネット利用状況、SNS における日本語母語話者との

つながり、ネットことばとの遭遇経験、わからないネットことばと遭遇した場合の対処法、

ネットことばに対する興味などである。次に調査結果を述べる。 

5-1 学習者のインターネット利用状況 

日本語学習者が普段のネット上の活動でどのようなウェブサイトを利用しているのか

を調査し、学習者の興味やネット上のコミュニティに対する積極性を調べた。ここでいう

32



 

インターネット利用状況とは、メールの読み書きやニュースを読む、動画を見るなどの一

般的な利用ではなく、ネットことばが使用される環境に限定したネット上の活動であるた

め、あらかじめいくつかのウェブサイトを提示し、さらに学習者が自由に記述できる項目

も設定した。 

 
表 1 日本語学習者のインターネット利用状況 

ウェブサイト名 学習者数(人) 利用率 

Facebook 255 88.9% 
Twitter 195 67.9% 
Mixi 11 3.8% 
ニコニコ動画  154 53.7% 
2 ちゃんねる  39 13.6% 
チャットツール  61 21.3% 
ブログ  49 17.1% 
その他の SNS 68 23.7% 

 

表 1 は日本語学習者のインターネット利用状況を示したものである。最も利用者数が多

かったのは Facebook で、全体の 88.9％を占めている。次に Twitter が 67.9％となってお

り、3 位はニコニコ動画で 53.7％の学習者が利用していると答えた。この結果から、ネッ

トことばが使用されるウェブサイトを学習者が積極的に利用しているといえる。 

 

5-2 SNS における学習者と日本語母語話者とのつながり 

SNS において学習者が日本語母語話者とつながりを持っているかどうかを調査し、上

記のウェブサイトにおける活動の積極性を調べた。 

 
表 2 SNS における日本語母語話者とのつながり 

ウェブサイト名 利用者数(人) 日本語母語話者とつながりを

持っている学習者数(人) 

つながりを持っている学習

者の割合 

Facebook 255 214 83.6%
Twitter 195 163 83.9%
Mixi 11 11 100%
その他の SNS 68 63 92.6%

 

表 2 は SNS における学習者と日本語母語話者のつながりを示したものである。

Facebookを利用している学習者の 83.6％、そして Twitterを利用している学習者の 83.9％

がそれらのウェブサイトで日本語母語話者とつながりがあると答えた。その他の SNS で

は LINE や Instagram、pixiv などが挙げられ、すべて合わせて 92.6％である。SNS にお

いてはメッセージを送るなどのやり取りも考えられるが、つながっている人の書き込みが

自分のホームに表示されるため、常にそれを見ることができる。そのため、直接的なやり

取りがなくても、間接的なやり取りが行われていると言える。 
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5-3 日本語母語話者の書き込みとネットことば 

次に、日本語母語話者とのやり取りの中にわからないネットことばがあるかどうかを調

査した。79.1％の学習者がわからない表現が書き込みにあると答えている。学習者の多く

が、わからないネットことばに遭遇しているということを示唆している。 

 
表 3 日本語母語話者の書き込みにわからないネットことばがあるかどうか 

回答 学習者数(人) 回答の割合 

わからない表現がある  227 79.1%
わからない表現がない  37 12.9%
無回答  23 8.0%

合計  287  

 

5-4 わからないネットことばへの対処法 

次に、わからないネットことばと遭遇した場合、学習者はどのような対処法をとってい

るのかを調査した。表 4 で学習者の回答を示す。 

 
表 4 わからないネットことばへの対処法 
対処法 学習者数(人) 回答の割合 

インターネットで検索  211 93.0% 
日本人の友人に聞く  152 67.0% 
日本語の先生に聞く  141 62.1% 
辞書を引く  62 27.3% 
何もしない  7 3.1% 

 

わからないネットことばと遭遇した場合、93％の学習者はインターネットを用いて調べ

ると答えている。これは、インターネットを利用時にネットことばと遭遇することを考え

れば、最も効率の良い方法であろう。次に「友人に聞く」を選択している学習者が 67％い

た。友人とのやり取りの中でわからないネットことばが出現すれば、その人に直接その意

味を聞くことが効率の良い方法である。 

次に多かったのは、「日本語の先生に聞く」という回答で、学習者の 62.1％がこれを選

択している。即座に調べる学習者もいれば、それを記憶したり、メモしたりして次に担当

の日本語教師に会った際にその教師に質問する学習者もいるということである。また、辞

書を引く学習者もいたが、ネットことばが辞書に記載されていないことを考えれば、解決

につながる選択肢ではない。 

5-5 ネットことばに対する興味 

最後に、学習者のネットことばに対する興味を調査した。表 5 はその結果を示す。 

 

34



 

表 5 ネットことばに対する興味 
回答 学習者数(人) 回答の割合 

使えるようになりたい  106 36.9% 
理解できるようになりたい  112 39.0% 
使いたくはないが理解できるようになりたい  31 10.8% 
興味がない  24 8.4% 
無回答  14 4.9% 
合計  287  

 

36.9％の学習者が「使えるようになりたい」と答えている。これはネットことばもネッ

ト上のコミュニケーションにおいて必要であり、学習者が普段から利用しているウェブサ

イトでも使用されることに由来していると推測できる。次に 39％の学習者が選んだのは

「理解できるようになりたい」である。そして「使いたくはないが理解できるようにはな

りたい」と答えた学習者は 10.8％いた。これらの結果を合わせると、86.7％の学習者が「興

味がある」と答えていることになる。 

 

5-6 調査結果のまとめ 

今回の調査結果から次のことがいえる。まず、日本語学習者の多くがネットことばの使

用率が高いウェブサイトを利用し、ネット上のコミュニティに参加することがある。特に

Facebook や Twitter のような SNS の利用が目立つ。また、それらのウェブサイトで学習

者は日本語母語話者と交流し、ネット上の人間関係を築くことがある。SNS において学習

者はメールの送受信のような直接的なやり取りだけではなく、日本語母語話者の書き込み

を読むという間接的なやり取りもしていると考えられる。そして、学習者はその母語話者

とのネット上のやり取りや書き込みを読んでいる際、わからないネットことばと遭遇し、

通常の会話とは異なる理解の困難が生じる場合がある。 

それらのわからないネットことばと遭遇した場合、学習者は自身でその表現の意味を調

べたり、日本語母語話者の友人に聞いたりすることもあれば、日本語教師に助けを求める

場合もある。多くの場合、普段から参加しているネット上のコミュニケーションでネット

ことばが使用されるため、学習者はネットことばに興味を持ち、理解できるようになりた

い、あるいは使用できるようになりたいと考えている。学習者はネットことばに対して積

極的であるといえよう。 

 

6. ネットことばと日本語教育 

英語教育では、ネット上のスラングがディスカッションのテーマとして取り上げられ、

ネット上のコミュニティやツールを用いて学習が行われることがある。ネット上の言葉の
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習得を最終目的としているわけではないが、知識として提示することもあり、学習者の使

用語彙に見られるネット特有の表現が観察の対象となる場合もある。実際に会って話すよ

り、チャットやメールを通じて話すほうが気楽でスムーズであるという結果があり、語彙

の増加も確認され、学習者が積極的に取り組んでいる様子がうかがえる (Ozdener 

2008:166-167)。 

また、三國他(2011:160)によると、日本語学習者は学習年数が長くなるにつれてインタ

ーネットを通じた活動の種類が増加し、学習だけでなく、情報収集やコミュニケーション

のためにインターネットを利用するようになる。このような学習者がインターネットを通

じた活動に対して積極的であるなら、日本語教育でもインターネットを通じた活動に効果

が期待できると考えられる。 

日本語学習者がネットことばに興味を持ち、ネット上のコミュニケーションでそれらを

必要としている。そして、日本語教師の手助けを必要としている。そこで、一つの答えと

して、ネットことばやネット上のコミュニケーションをテーマとした日本語教材を提案し

たい。ただし、これまでの日本語教育を否定し新たな日本語教育を提案するのではなく、

また日本語学校のカリキュラムを変えるというのではなく、課外活動や学習者の興味のあ

るテーマなどの選択肢を増やすためのものである。 

ネットことばを取り入れた教材には次のような利点が考えられる。まず、これまでの日

本語教育で取り上げられてこなかった日本語のバリエーションを話題にして日本語のバ

リエーションを知ることができる。さらに、その他のバリエーションに比べれば、学習者

にとって非常に遭遇しやすいバリエーションである。例えば、若者ことばを耳にするには

日本人の若者との交流が必要である。また、地域方言であれば、特定の地域にいない限り

その言葉を知ることはできない。それに対し、ネットことばは文字として残り、世界中の

どこにいてもいつでも閲覧することができる。 

また、ネットことばの教材を通じて学習者のネット上における人間関係構築の手助けも

できると考えられる。教材を通して学習者だけでなく、日本語教師も知識を身につけるこ

とができ、学習者に相談された場合、指導することができる。そうすることにより、多様

化し続ける学習者のニーズに応えることができると考えられる。 

しかし、「きれいなことば」ではないことも考慮する必要がある。米川(1998:3)は実際の

コミュニケーションには「良いことば」だけでなく、時には「悪いことば」も必要である

と述べているが、「良いことば」よりも「悪いことば」のほうが扱いに注意が必要である。

それは、「悪いことば」には、下品な言葉や人を傷つける言葉も含まれているからである。

日本語教育から排除すべき表現もあり、用法に注意が必要な表現もある。意味を理解して
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も、ふさわしくない場面で使用してしまうと、人を傷つけたり、相手を怒らせたり、人間

関係に悪影響を及ぼす可能性のある言葉もある。そのため、指導する際には、注意事項も

十分に指導する必要がある。また、若い世代を中心に広がる日本語のバリエーションであ

り、すべての日本語母語話者がそれを受け入れ、理解できるとは限らないことにも注意す

る必要がある。 

さらに、学習者のレベルも十分に注意する必要がある。初級の学習者にはふさわしくな

い内容であろう。そして、積極的に日本語によるネット上のコミュニケーションに参加す

るには日本語の理解が必要であるため、中級以上のレベルが好ましい。また、インターネ

ットを利用しない学習者に強要すべきではない。 

では、実際に日本語教育にネットことばを取り入れる場合、どのように扱えばいいかに

ついて考えたい。ここでは小矢野(2007)を参考にしたい 3。小矢野は、指導する際に「悪

い言葉だ」や「間違った日本語だ」という価値観を持たないことが大切であり、教材化す

る場合は現実のコミュニケーションに基づいたものが望ましいと述べている (小矢野 

2007:39-40)。また、単語や文体、助詞、動詞の活用などの指摘では不十分であり、実際の

会話例を使用したり、漫画や携帯メールを使用したり、必ず話し手と聞き手(発信者と受信

者)がいることを意識し、コミュニケーションに注目する必要がある。 

ネットことばもネット上のコミュニケーションでは必要なものであり、教育者の価値観

を指導に加えてはならない。また、実際に指導する際には、単語帳ではなく、ネット上の

実際の例を収集し、コミュニケーションの中で使用を観察しながら指導することが好まし

い。小矢野(2007:43-44)が述べるように、漫画や携帯メール、さらに実際のネット上のや

り取りが教材として有効であろう。 

さらに、ネットことばは規範にとらわれない自由な言葉であるため、次々と新しい表現

が生まれ、激しく変化するものである。そのため、テキスト化は難しいが、パソコンや携

帯端末を用いて使用する教材であれば、編集も容易であり、学習者に最新の情報を提供す

ることもできると考えられる。そして、同じようにパソコンや携帯端末を用いてネットこ

とばを実際に使用することもできる。 

たとえば、最近では数えきれないほどの通話アプリがリリースされており、それらには

「グループチャット」という複数人数でメッセージのやり取りに参加できる機能がついて

いることが多い。また、SNS における投稿やブログなどをイメージした活動もできる。そ

れらを利用すれば、クラスのグループを作成し、授業以外の時間にも学習者に日本語を使

う機会を与えるとともに、ネットことばの習得または理解にも役立つと考えられる。 

一つの案に過ぎないが、今後の日本語教育にはこのような教材が必要であろう。 
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7. まとめ 

本稿では、日本語学習者のネットことばに対する興味や遭遇経験などを調査し、学習者

のニーズに基づいてネットことばの重要性を分析した。学習者はネット上のコミュニケー

ションに普段から参加しており、ネットことばに対しても積極的な態度を見せている。ま

た、学習者自身でネットことばを身につけようとする場合もあれば、日本語教師にも頼る

場合もあることが明らかになった。 

調査結果をもとに、ネットことばを日本語の教材に取り入れる可能性について考察を行

った。ネットことばの実際の扱い方について、小矢野(2007)に基づき、単語帳や文体の指

摘だけでは不十分であり、実際のコミュニケーションに基づく指導が必要であると述べた。

また、若者ことばや方言などに比べ、文字を媒体としているネットことばのほうが扱いや

すいという利点がある。 

ネットことば教材の実現に向けて今後の課題としては、ネット上のコミュニティにおけ

る行動や言葉の更なる研究、日本語以外の言語との比較、教材に取り入れる必要があるネ

ットことばの分類などが挙げられる。 
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注 

(1) 「2 ちゃんねる」とは、スレッドフロート型掲示板で複数の電子掲示板の集合体である。日本最

大の電子掲示板サイトである。 

(2) 「ニコニコ動画」とは、株式会社ニワンゴが提供している動画共有サイトである。  

(3) 小矢野の指摘は若者ことばについてであるが、ネットことばにも適用できると考えられる。 
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添付資料 1 (アンケート用紙) 

国籍：   年齢：   性別： 男・女    

日本語学習歴：    

① 以下のウェブページを利用していますか。該当するものに○を付けてください。 

Twitter     ニコニコ動画 

Mixi     2 ちゃんねる 

Facebook    ブログ（               ） 

チャットツール（オンラインゲーム含む）その他の SNS（        ） 

 

② SNS で日本人とのつながりはありますか。（例：Twitter のフォロワーなど） 

Twitter  ある  ない  

Mixi   ある  ない 

Facebook  ある  ない 

 その他の SNS  ある  ない (   ) 

 

③ 上記のウェブページを利用している際、日本人の書き込みで辞書に載っていなく

てわからない表現(インターネットだけの言葉)はありますか。（例：「wktk」、「うぽ

つ」など） 

ある  ない 

④ わからない表現があると答えた方、覚えている例があれば書いてください（例：

「www」、「乙」など）。 

 

 

⑤ ④の「わからない表現」のようなことばや言い回しに興味はありますか。 

1. 使えるようになりたい     3. 理解できるようになりたい 

2. 使いたくはないが、理解できるようになりたい   4. 興味がない 

 

⑥ ④のような「わからない表現」があったときはどうしますか。 

1. 日本語の先生に聞く  3.  日本人の友達に聞く  6. 何もしない 

2. インターネットで検索する 4．辞書を引く  
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要 旨  

针 对 什 么 因 素 会 对 就 业 （ 就 是 指 由 大 学 到 企 业 转 移 这 一 行 为 ） 起 关 键 性 作 用 进 行 了 调 查 ， 结 果

表 明 ， 自 身 大 学 的 偏 差 值 及 学 历 的 不 同 ， 会 一 定 程 度 上 影 响 就 业 分 配 机 会 的 不 同 。 具 体 来 说 ， 在 现

实 社 会 中 ， 就 职 于 大 型 企 业 的 工 作 人 员 大 多 具 有 高 学 历 或 是 在 高 水 准 大 学 就 读 过 的 毕 业 生 。  

     但 是 ， 只 有 大 学 偏 差 值 及 学 历 这 两 个 因 素 会 影 响 就 业 分 配 吗 ？ 其 实 不 然 ， 关 于 “ 由 大 学 到 企

业 转 移 ” 的 这 一 就 业 来 说 ， 具 有 文 化 因 素 的 大 学 教 育 力 （ Ｆ Ｄ ） 及 学 生 支 援 力 （ Ｓ Ｄ ） 也 会 对 就 业

分 配 起 关 键 性 作 用 。 本 篇 针 对 此 类 因 素 对 就 业 的 影 响 进 行 了 实 践 调 查 及 研 究 分 析 。  

经 过 实 践 调 查 ， 分 析 结 果 表 明 ， 第 一 个 影 响 因 素 ， 大 学 教 育 力 （ Ｆ Ｄ ） ， 对 提 高 就 业 率 有 明 显

作 用 。  

     如 果 增 加 了 专 业 地 就 业 培 训 老 师 的 数 量 ， 必 然 就 会 增 多 此 类 公 共 课 目 的 课 时 安 排 ， 同 时 实 也

会 实 现 授 课 课 目 种 类 多 样 化 。例 如 PBL 及 职 业 生 涯 规 划 等 等 课 目 也 会 逐 渐 增 多 。类 似 于 这 样 的 大 学

教 育 力 （ Ｆ Ｄ ） 有 助 于 提 高 就 业 率 。  

第 二 个 影 响 因 素 ， 学 生 支 援 力 （ Ｓ Ｄ ） 对 就 业 率 的 提 高 也 有 一 定 的 影 响 力 。  

如 果 学 校 增 加 就 业 指 导 人 员 的 数 量 ，就 会 使 就 业 指 导 中 心 的 工 作 人 员 对 就 业 指 导 工 作 更 加 地 详

细 及 耐 心 。 与 此 同 时 会 增 多 与 企 业 互 动 交 流 及 支 援 辅 导 等 等 此 类 活 动 。 这 样 的 （ Ｓ Ｄ ） 也 会 对 提 高

就 业 率 有 一 定 的 影 响 。  

【 キ ー ワ ー ド 】 大 学 キ ャ リ ア 支 援 、 就 職 率 、 大 学 教 育 力 （ Ｆ Ｄ ） 、 学 生 支 援 力 （ Ｓ Ｄ ）  

 

は じ めに  

本研究は、大学キャリア支援の有効性に関して、とりわけ大学の環境的要因である大学

教育（ＦＤ）、学生（キャリア）支援（ＳＤ）に焦点をあてて実証研究をするものである。

本研究の課題は、大学生の就職率に対して、どのような要因が影響を与えているかを検証
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することにある。  

問題の所在は２点あり、１つは景気変動によって学生の就職率が下がった場合に、偏差

値の低い大学の学生ほど、就職が難しくなることである。もう１つは、大学は高等教育機

関として質的な向上が求められているが、何が質的な向上に寄与するのか明らかにされて

いないことである。  

この課題を明らかにするうえで、有益な分析の枠組みを提示してくれるのは、「大学か

ら企業への移行」に関する多くの先行研究である。こうした多くの先行研究において、就

職内定への機会は、大学偏差値と学歴によって異なることが明らかにされている。具体的

にいえば、大学偏差値と学歴の高い学生ほど、大企業へ就職していることが実証的に検証

されている。はたして、就職内定、大企業内定に影響を与える要因は、偏差値と学歴だけ

であるのだろうか。大学の環境的要因である、大学教育（ＦＤ）や学生（キャリア）支 援

（ＳＤ）が与える影響を考察することこそが、課題解決に繋がると考えられる。し か し 、

大学の環境に着目した研究はあまり見られない。この現状をふまえて、大学キャリア支援

の有効性について、大学教育（ＦＤ）、学生（キャリア）支援（ＳＤ）といった要因に 焦

点を絞っての実証研究を行なう。  

 

第 １ 章  先 行 研究  

 先行研究としては、大きく個人の学力に起因する偏差値に関する研究と、大学の環境に

関するキャリア支援や教育力に関する研究が存在している。まず、偏差値と就職に関する

研究をレビューした後、キャリア支援と就職に関する研究を概観する。そして、大学の教

育力に関する研究が不十分であることを確認する。  

 

1-1 偏差値  

初期キャリアとして初職に就くまでの過程に焦点を置いた「大学から企業への移行」の

研究において、どのような要因が影響を及ぼしているかについては、社会教育学の分野に

おいて多くの先行研究がある。そこでは大企業・企業への就職機会は、大学偏差値と学歴

によって異なることが明らかにされている。具体的にみてみると、選抜度の高い大学、大

学偏差値（学歴）の高い学生ほど大企業へ就職することを実証的に検証している天野（ 1978、

1984）、竹内（ 1989a、1989b、1995）などの研究がある。たとえば、天野によると、1970

年代は、まだ企業が特定の大学へ学生の推薦を依頼する「依頼校制」や、応募資格を制限

する「指定校制」が機能していた。しかし、それらへの社会的な批判が高まり、 1980 年

代には文系を中心に自由応募が浸透していった。それにもかかわらず先の連携が失われな
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いのは、大学入試の難易度が入社後の訓練可能性の代理指標とみなされ、雇用主に利用さ

れているからだと天野は指摘している 1。  

また、偏差値の高い学生は大企業へ就職するのに対して、偏差値の低い学生は大企業へ

就職できないことを竹内は示している。竹内は、バブル経済期突入時の 1987 年度におけ

る企業の採用行動について、文系民間企業就職者を集計した結果において、偏差値 70～

75 の学部学生は、民間企業に就職したもののうち 71.4 パーセントが従業員数 5,000 人以

上の大企業に就職しているのに対して、偏差値 37～ 39 の学部学生は 5.7 パーセントしか

このような大企業に就職していないこと、そして大企業就職者の占有率が最も大きいのは、

偏差値 58～ 63 の大学であることを明らかにしている 2。  

それ以外には、先輩・後輩関係（ OB・OG）のネットワークという就職経路に着眼した分

析が実施されている [苅谷他（ 1993）、平沢（ 1995）、浦坂（ 1999）]。それらの研究にお

いては、大企業には当然であるが、大学偏差値・学歴の高い先輩（ OB・ OG）が多いため、

そうした人的ネットワークやリクルーター制度を利用して就職活動を行なった場合 に は 、

後輩となる大学偏差値・学歴の高い学生が有利になるということである。たとえば、苅谷

他によると、 OB・ OG は就職協定のもとで表立っては面会できない早い時期に、おもに出

身大学の後輩と水面下で接触し得る。その際、解禁後の筆記試験や公式面接などでは測り

に く い 学 生 の 志 向 や 能 力 を 把 握 す る 機 能 を 果 た し て い る と 考 え ら れ た こ と を 指 摘 し て い

る 3。 ま た 、 平 沢 に よ る と 、 偏 差 値 の 高 い 大 学 は 、 大 企 業 へ の 就 職 が 有 利 で あ る 理 由 に つ

いて、「指定校制がなくなり自由応募になっても、表向きにはどの大学の学生でも大企業

へアプローチできるはずだが、現実には雇用主は OB・OG というフィルターを通して大学

名によって学生をスクリーニングしていると考えられ、内的企業規模を決めるのが大学偏

差値であって大学時代の成績ではない」と指摘している 4。  

このようにこれまでの先行研究において明らかにされているように、大学新卒者の就職

活動における内定獲得への影響を及ぼす要因を探るうえでは、大学偏差値・学歴の高さと

先輩・後輩関係（ OB・OG）のネットワークが主流となっており、その他の大学環境の影響

に焦点が当てられて検討されることは少なかったのである。  

 

1-2 キャリア支援  

大学環境の影響に研究の関心を移したものとしては、内定企業獲得に至るまでの学生自

身の就職活動のプロセスでの行動（就職活動の時期や活動内容、活動量）に着目したもの

[濱中（ 2007）]、大学キャリアセンターの就職支援が正社員内定の確率を上昇させるとし

たもの [堀（ 2007）]、大学のキャリア支援（大学の就職斡旋）の有効性を実証したもの [大
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島（ 2010） ]等が挙げられる。  

堀は、就職部・キャリ アセンターの利用について、予定進路別での差がみられるとして

いる。「無活動・就職希望」と「無活動・未定・迷っている」の者に対して、「正社員内

定」と「内定なし・就活中」の者は、調査の結果より大学のキャリア支援が役に立ってい

る と 推 測 し て い る 5。 小 杉 に よ れ ば 、 大 学 は 教 員 を 通 し て 、 採 用 側 の 求 め る コ ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ ン 能 力 や 課 題 解 決 能 力 を 育 成 す る こ と が 重 要 で あ る と し て い る 6。 ま た 加 藤 は 、 キ ャ

リ ア 教 育 の パ ラ ダ イ ム シ フ ト を 唱 え て お り 、 大 学 職 員 に 期 待 を 寄 せ て い る 7。 以 上 の よ う

にキャリアセンター、大学教育、職員が重要な要素、要因として認識されていることが明

らかである。  

こうした状況をふまえて、従属変数を「就職率」に設定し、キャリアセンター、大学教

育（教員）、大学キャリア支援（職員）等を説明変数とした先行研究に小杉（ 2012）が挙

げられる。  

小杉は、2005 年から 2010 年の間に起こった未就職率の変化に各大学のキャリア支援の

あり方がどの程度影響を持つのか、重回帰分析を用いて検討している。その分析の結果と

して、キャリア支援の変数では、就職支援の自己評価と就職・キャリア支援の専任職員数

とが統計的に正で有意な係数が得られており、充実した支援を行なうことが未就職卒業者

を減らすうえで効果があるとしている。また、入学偏差値中位以下（偏差値 46～ 56） の

私立大学に限って、同じ分析を し て お り 、こ ち ら も 同 様 に 、就 職 支 援 の 自 己 評 価 と 就 職 ・

キ ャ リ ア 支 援 の 専 任 職 員 数 と が 有 意 に 未 就 職 卒 業 者 を 減 少 さ せ る 効 果 が あ る と 結 論 を 導

いている。  

ただし、分析は、私立大学の偏差値を３段階でしか統制していない。また、自己評価で

有意になっているにとどまり、本当にキャリア支援が有意に効いているかには疑問が残る。

また、職員数は変数に入っているが、教員数が考慮されていない。つまり、因果関係に影

響 を 与 え る 操 作 変 数 を 排 除 し て し ま う こ と か ら 生 じ る 変 数 無 視 の バ イ ア ス の 可 能 性 も 考

えらえる。  

 これらの研究は、個々の学生の基礎学力である偏差値以外の要因、すなわち就職活動プ

ロセス、キャリアセンターの就職支援、キャリア支援、キャリア支援専門職員に着目した

ものであり、大学の環境的な要因を明らかにしたものである。しかし、大学の環境的要因

である教育力、教育支援については検証されていないことに課題があるといえる。特に小

杉を除いては定性的な研究が中心であり、因果的効果が検証されていない。  

 大学は高等教育機関として、キャリアパスを考える上で重要な位置を占めている。学生

にとっては就職できるかどうかは重要な課題であり、高等学校で十分に養うことが出来な
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かった能力を高める機会でもある。  

以上をふまえて、本研究では大学の環境的要因である大学教育及びキャリア支援の効果

を検証する。  

 

第 ２ 章  仮 説 の提示 と データ セ ット  

2-1 仮説の提示  

第１章では、初期キャリアとして初職に就くまでの過程に焦点を置いた研究である「大

学から企業への移行」において、どのような要因が影響を及ぼしているかについての先行

研究を概観し、多くの研究において、大企業・企業への就職機会は、大学偏差値と学歴に

よって異なることを確認した。また、大学偏差値と学歴以外の文化的要因としては、就職

支援の自己評価と就職支援・キャリア支援の専任職員数とが有意に未就職卒業者率を減少

させる効果があることを確認した。そこで、大学教育（ＦＤ論）と学生支援（ＳＤ論）よ

り、次の２つの仮説を導入する。  

１つ目に、ＦＤ論として大学教育が就職率を向上させている。「大学教育支援力仮説」

を検証するために、変数として「学生 100 人あたりの教員数」を用いる。学生 100 人あた

りの教員数をみることで、どれだけ教育が充実しているかを把握することが出来る。  

２つ目に、ＳＤ論として大学の学生（キャリア）支援が就職率を向上させている。「学

生支援力仮説」を検証するために、変数として「学生 100 人あたりの職員数」を用いる。

これは、小杉（ 2012）の追検証となる。学生 100 人あたりの職員数では、学生に対する職

員の支援の充実度を把握することが出来る。  

本稿では、この２つの仮説を検証することとし、「大学から企業への移行」における就

職率向上には、大学の環境的要因である２つの支援が影響していることを検証する。  

 

2-2 データと研究の方法  

 本研究の調査対象校は、日本の大学を網羅する「就職に強い大学ランキング（週刊ダイ

ヤモンド・ダイヤモンド社） 8」の 584 大学のデータを使用する。これには、 584 大学そ

れぞれの、「 2010 年度卒業生の就職・進学状況」「学生・教員」「 2011 年度入学者の試

験別内訳」に関する詳細情報が記載されている。週刊ダイヤモンドには、 2009 年 度 の 就

職率が掲載されており、独立変数の時間的先行を考慮し、「就職に強い大学 2014 年度版

（読売新聞社） 9」に掲載されている 546 大学の 2011 年、 2012 年、 2013 年の就職率を用

いることとする。2011 年から 2013 年の就職率の平均値を用いることで、経済的な変動を

和らげて、推計することが可能となる。  
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2-3 従属変数及び独立変数の定義  
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ββββ　　

ββββββββββ
 

従属変数 Y ：就職率  

独立変数
1X ：β 1 学生 100 人あたりの専任教員数  

    
2X ：β 2 学生 100 人あたりの専任職員数  

対抗仮説
3X ：β 3 偏差 値  

制御変数
4X ：β 4６年 制学部の有無、

5X ：β 5 私立ダ ミー、
6X ：β 6 留学生 比率  

7X ：β 7 北海 道ダミー、
8X ：β 8 東 北ダミー、

9X ：β 9 中 部ダミー  

10X ：β 10 北陸ダミー、
11X ：β 11 関西ダミー、

12X ：β 12 中国ダミー  

13X ：β 13 四国ダミー、
14X ：β 14 九州・沖縄ダミー  

 

 本研究で従属変数となる就職率とは、ダイヤモンド社および読売新聞社ともに同様の方

法であり、就職決定者÷（卒業者総数引く進学決定者数）×100 で算出している。  

 次に、独立変数に関しては、①学生 100 人あたりの専任教員数、②学生 100 人あたりの

専任職員数、③偏差値（対抗仮説）を用いる。  

制御変数（コントロール変数）として、③偏差値（対抗仮説）は、 2012 年河合 塾 の 偏

差値データを基に、個別大学の学部ごとの偏差値と定員数を乗じ、総定員数で除すること

で数値を算出している。データの制約上から 2012 年の偏差値でデータを用いるものとす

る。④６年制学部の有無、⑤国立・公立、私立ダミー、⑥留学生比率、⑦地域ダミーを用

い る 。 添 え 字 i は 各 大 学 を 、 0a は 定 数 項 を 、  は 誤 差 項 を 示 し 、 ),0( 2 Ni～ を 満 た す も

のとする。  

 

2-4 仮説に関する変数およびコントロール変数の検討  

まず、従属変数として、就職率を取り上げる理由を３つ述べる。第１に大学全入時代と

指摘されるように、高等学校卒業者のほとんどが大学・短期大学へ進学する状況に あ る 。

第２に、大学への進学が大衆化したことにより、大学生の質低下、学力低下が指摘されて

いることである。そのため、キャリアパスを考える上で、大学の位置づけが重要と な る 。

第３に、偏差値の高い学生にとっては重要ではないが、淘汰される可能性があるマージナ

ル大学の学生には、大学から就職に移る過程は極めて深刻な問題であるといえる。そうし

た学生に対してこそ、大学の教育支援やキャリア支援が必要とされる。  
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第１の理由として、まず大学・短大への進学の実態を把握する。 2013（平成 25） 年 の

大学・短期大学の進学率は、 55.1 パーセントであり、大学・短期大学の収容力（入学者

数 /志願者数）は入学者数 67 万 9 千人÷受験者数 74 万人の 91.7 パーセントとなり、志願

者の９割以上が入学可能な状況となっている 10。  

第２に、日本の高等教育はマーチン・トロウが提唱したユニバーサルアクセスの時代を

迎えたこととなる。トロウは、エリート（進学率 15％）、マス（進学率 15～ 50％）、ユ

ニバーサル（進学率 50％以上）へと変化するに従って、｢高等教育の機会」は特権（エリ

ート）から義務（ユニバーサル）へと変化すること、 ｢高等教育機関の特色」は高 い 水 準

をもった同質性から極度の多様性へと変化することなどを示している 11。こうした大学全

入時代とも風刺される大学大衆化において、大学生の質低下、学力低下が社会的に問題視

されている。そして、大学数や学部数が急増したことによる多様化する大学教育と学生に

関しても学力低下論とあいまって多くの研究がなされている。本稿は、高等教育と大学大

衆化問題を掘り下げて研究を行なうものではないが、就職問題と関連して考慮されるべき

領域であると考えている。以上のような点を踏まえて、大学進学予定者が大学を選択する

時に、重要視する項目を確認する。  

リクルート進学総研は、 2013 年「高校生の進路選択に関する調査（進学センサス） 12」

において、「志望校検討時に最も重視する項目」の設問（複数回答）で、男女共１位「学

びたい学部・学科があること」74.8 パーセント、男子２位「就職に有利であること」40.9

パーセント、女子２位「校風や雰囲気が良いこと」 54.6 パーセントの回答であった。そ

して、「就職に有利と感じるポイント」の設問（複数回答）で、男女共１位「企業への就

職率が良いこと」 52.7 パーセントの回答であった。大学選択時において、大学進 学 予 定

者は、「大学就職率」を重要な項目として考慮していることがうかがえる。  

第３に、居神は、一般に大学を卒業した後の社会への移行の形としては、就職か進学か

ということになるが、マージナル大学 13の学生にとって就職も進学もきわめて大きなハー

ドルとなって立ちふさがっている。進学は学力点で限界があり、就職はそもそもスタート

の段階からつまずくことが多い。その結果、「就職も進学もしない」あるいは「一時的な

仕事に就く（いわゆるフリーター）」という形でしか社会への移行ができない卒業生がか

なりの割合を占めることになると指摘している 14。つまり就職活動が簡単ではなく、とり

わけマージナル大学においては、大きなハードルとなっており、就職活動が上手くいかな

い大学生の実態がある。以上のような理由により、従属変数として「就職率」を用 い る 。 

次に独立変数であるが、第１に「大学教育力仮説」を検証するための変数として、「学

生 100 人あたりの教員数」を取り上げる。これは教員数が増えれば、正課授業として開講
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される科目が量的に多くなること、質的にも少人数制などが可能になることが考えらえる。

ま た 、 開 講 科 目 の 多 様 化 に 伴 う 、 Ｐ Ｂ Ｌ 15や サ ー ビ ス ラ ー ニ ン グ 16、 ア ク テ ィ ブ ラ ー ニ ン

グ 17、さらにはキャリア形成支援関連科目も増える可能性が考えられる。こうした教育力

の底上げのため、就職率には正の効果が期待される。  

第２に「学生支援力仮説」を検証するための数として、「学生 100 人あたりの職員数」

を取り上げる。職員数が増えることで、きめ細やかな学生への対応が可能となる。つまり

学生支援の力の底上げのため、就職率には正の効果が期待される。ここでの学生支援力と

は、単にキャリアセンターのキャリア支援だけではなく、入り口である入試センター、カ

リキュラムや教育支援をする教務部、学生の課外活動を支援する学生部、学びの環境を整

える図書館やラーニングコモンズ等を含む全ての学生支援を考慮している。  

コントロール変数として、「 偏差値、６年制学部、国立・公立と私立ダミー、留学生比

率、地域ダミー」を考慮している。  

偏差値は、第１節にて述べたように、就職率にとってとりわけ大きな要因となっている

ことが先行研究等で検証されており、本稿の対抗仮説と考えらえる。難関大学、一般大学、

マージナル大学等の学歴・社会的評価の度合いをコントロールするために、また本稿の仮

説の頑健性を主張するために用いるものである。地域ダミーは、地域性の違いや特性をコ

ントロールするためである 18。また国立・公立と私立ダミーは、国公立大学と私立大学の

違いをコントロールするためである。また、留学生比率は、留学生の割合があたえる度合

いをコントロールするためである。最後に６年制学部は、医学部、歯学部、薬学部、獣医

学 部 な ど 学 部 教 育 が ６ 年 制 で あ る 大 学 と 通 常 の ４ 年 制 大 学 の 違 い を コ ン ト ロ ー ル す る た

めである。  

 

第 ３ 章  分 析 結果と 考 察  

本章では、就職率に対して、1.ＦＤ論として、「学 生 100 人あたりの教員数」、2.ＳＤ

論として、「学生 100 人あたりの職員数」が与える影響の検証を行う。まず、データの概

要を把握し、その後、各独立変数間の相関関係を確認する。その後で、就職率に与える要

因を解釈したうえでの考察を行なう。  

表１ .記述統計量  

  度数  最小値 最大値  平均値  標準偏差

2011-2013 年就職率  434 29.500 98.967 79.104 11.699  

学生 100 人あたりの専任教員数  475 1.510 150.998 7.023  9.865  
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学生 100 人あたりの職員数  391 0.331 551.247 10.582 40.493  

偏差値  462 34.198 70.000 45.791 8.280  

留学生比率  463 0.000 72.000 3.064  6.899  

 

ま ず 、 デ ー タ の 特 性 を 把 握 す る た め に 記 述 統 計 量 を 確 認 す る (表 １ )。 従 属 変 数 で あ る

2011 年から 2013 年の就職率の平均値は 79.1%であり、最小値の 29.5%と最大値の 98.9%

と大きく開きがあることがうかがえる。また、学生 100 人あたりの教員数の平均値は 7.0

であり、おおよそ学生 100 人に 7 人の割合で教員が充てられていることが分かる。最小値

は 1.5 であるのに対して、最大値は 151.0 となっており、こちらも大きな差が開いている。

そして、学生 100 人あたりの職員数についても、最小値が 0.3 に対して、最大値が 551

であり、標準偏差も 40.5 と散らばりが大きい。  

 

表２ .各独立変数の相関関係  

  学生 100 人あたりの

教員数 

学生 100 人あたりの

職員数 

偏差値 留 学 生 比

率 

学生 100 人あたりの

教員数 

 .953** .321** -.047 

 n=391 n=408 n=410 

学生 100 人あたりの

職員数 

  .295** -.059 

  n=343 n=341 

偏差値    -.258** 

   n=398 

次に、各独立変数間の相関関係を確認しておく (表２ )。各独立変数間の相関関係を確認

するのは、多重共線性が発生しているかどうかを確かめるためである。表 2 より、教員数

と職員数において、R=.953(n=391, p<.01)という正の高い相関関係が見られることが分か

った。また教員数と偏差値、職員数と偏差値の間に緩やかな正の相関関係があり、偏差値

と留学生比率の間には緩やかな負の相関関係があるといえる。  

教員数と職員数が高い相関関係を示したことから、多重共線性の影響があると考えられ

る。そのため、本稿では教員数と職員数を分けて、最小二乗法により推計を行うこととす

る。  

 

3-1 それぞれの変数が与える影響  
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就職率を従属変数とした重回帰分析の結果を表３に表わしている。  

モデル１は、独立変数として、学生 100 人あたりの専任教員数、偏差値、６年制学部の

有無、私立ダミー、留学生比率、地域ダミーを入れたものである。モデル２は、独立変数

として、学生 100 人あたりの専任職員数、偏差値、６年制学部の有無、私立ダミー、留学

生比率、地域ダミーを入れたものである。  

独立変数として、学生 100 人あたりの専任教員数、学生 100 人あたりの専任職員数の双

方を入れるモデルは、互いに相関関係にあるため、両方の変数を同時に入れると誤った推

計がなされるため設定していない。  

 

（表３）就職率を従属変数とした重回帰分析の結果 

 2011-2013 年就職率平均値 

モデル 1 モデル 2 

B S.E. t-value B S.E. t-value

1β学生 100 人あたりの専任教員数 .588*** .130 4.515 ― ― ― 

2β 学生 100 人あたりの専任職員数 ― ―  ―  .117** .052 2.241 

3β 偏差値 .345*** .071 4.850 .335*** .079 4.223 

4β ６年制学部ダミー -3.811** 1.554 -2.452 -3.021* 1.727 -1.750 

5β 私立ダミー -2.487* 1.394 -1.784 -4.724*** 1.450 -3.257 

6β 留学生比率 -.460*** .099 -4.651 -.730*** .225 -3.245 

7β 北海道ダミー 1.354 2.272 .596 .826*** 2.736 .302 

8β 東北ダミー 3.369*** 2.241 1.503 3.420*** 2.397 1.427 

9β 中部ダミー 6.543*** 1.494 4.380 6.686 1.701 3.930 

10β 北陸ダミー 8.996*** 2.422 3.714 10.794*** 2.576 4.190 

11β 関西ダミー -.380 1.328 -.286 .116 1.463 .079 

12β 中国ダミー 5.397** 2.160 2.499 5.186** 2.476 2.094 

13β 四国ダミー 2.452 3.746 .655 2.435 3.871 .629 

14β 九州・沖縄ダミー 1.788 1.678 1.065 2.171 1.843 1.178 

定数 61.014*** 4.159 14.669 65.355*** 4.660 14.026 

n 302 261 

F 15.090*** 11.381*** 

R2 .404 .374 
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Adj-R2 .378 .341 

(注)***: p<.01, **: p<.05, *: p<.10, VIF は 2 以下であり、多重共線性は発生していないこ

とを確認している。 

 

結果の解釈として、２つの仮説は採択されたのであろうか。１つ目は、ＦＤ論と し て 、

大学の教育が就職率を向上させている。「大学教育力仮説」を検証するために、変数とし

て「学生 100 人あたりの教員数」を用いた。こちらについて、仮説は採択されたと言えよ

う。教員数が増えれば、正課授業として開講される科目が量的に多くなること、質的にも

少人数制などが可能になることが考えらえる。また、開講科目の多様化に伴うＰＢＬやサ

ービスラーニング、アクティブラーニング、さらにはキャリア形成支援関連科目も増える

可能性が考えられる。こうした教育力の底上げのため、就職率には正の効果が期待される

と考えられる。  

このような大学教育力仮説を裏付ける事例も定性的研究として指摘されている。濱田 ・

高田によれば、金沢工業大学は、学内的な教員組織である進路部委員会（学長諮問機関）

に、学科ごとに進路主事を置き、学科の学生数に合わせて数名の進路アドバイザーを設置

している。トータルでは 60 名ほどの教員がアドバイザーとしての役割を担っている。学

校の方針として教員の職務は、教育、研究、進路指導という位置付けで、熱心に就職支援

に取り組んでいる。教員の５割以上が企業出身者ということもあり、企業の事業内容や人

材ニーズに適切なアドバイス、サポートが行えることも同校の強みであると指摘している

19。  

このように、とりわけ教員が主体的に就職支援やキャリア支援に取り組んでいる大学も

存在しており、各大学によって支援の姿勢や取組内容にかなりの差があると考えられるも

のの、教育力仮説は、就職率を向上させている結果となった。  

２つ目にＳＤ論として、大学の学生支援が就職率を向上させているとする「学生支援力

仮説」を検証するために、変数として「学生 100 人あたりの職員数」を用いる。これにつ

いては、モデル 2 の結果より、係数はプラスに有意の値を示している。教員数や偏差値と

比較して大きな係数の値にはならなかったものの、 5％有意であり、支持できる結 果 で あ

る。つまり、大学の学生支援は就職率を向上させている結果となった。  

職員数が増えれば、キャリアセンター等が一般的に実施しているような、就職指導、就

職相談・就職斡旋・履歴書やエントリーシート（自己分析・志望動機の書き方を含む）の

添削・模擬面接に関して、きめ細やかで丁寧な対応が可能となる、また、企業ガイダンス

（説明会）、業界説明会、業界・企業分析説明会、 OB・ OG 懇談会、内定者による支援、
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筆記試験 対 策 、履 歴 書 書 き 方 対 策 、マ ナ ー 対 策 、服 装 と メ イ ク 対 策 、面接 対 策 、公務 員 ・

教員対策、エアライン対策講座等も数多く実施が可能にもなる。また、個別大学独自のイ

ンターンシップ制度も充実することが可能となる。  

 

おわりに  

本稿では、就職・キャリア支援における、大学の教育力、大学の学生支援力が就職率に

与える影響についての検証を行なった。分析の結果、大学の教育力「学生 100 人あたりの

教員数」、大学の学生支援力「学生 100 人あたりの職員数」の大学環境の要因が影響を及

ぼしていた。  

以上、これら本研究の知見を踏まえて、本研究の含意について述べる。これまでの「大

学から企業への移行」研究において、大企業・企業内定に偏差値（学歴）の要因が強く影

響を及ぼしていることが明らかにされてきた。大企業や上場企業から内定を獲得すること、

就職することは、どの大学に入学したかという大学入学時点によりほぼ決定していたと言

及することが可能である。  

 このような偏差値（学歴）要因が支配的である中で、本研究で着眼した教員（ＦＤ）の

教育力（学生 100 人あたりの教員数）、職員（ＳＤ）の学生支援力（学生 100 人あたりの

職員数）などの大学の環境的要因の影響を明らかにしたことは、重要な意味を持つといえ

る。  

 教員（ＦＤ）と職員（ＳＤ）は、大学でどれだけ学んだかを決定づける全ての要因に影

響を与える最も有力な存在である。大学教育の付加価値を示すものとなる全ての指標、項

目、計画に携わっているのである。教員と職員がそれぞれの役割を確りと認識したうえで

互いに連携し、協働していくことで大学の価値を高めていくことが大切である。例 え ば 、

早稲田大学では、「教員と職員の役割の明確化と諸制度改革 20」を明文化することを中長

期計画で明らかにしている。  

そ れ で は 偏 差 値 以 外 の 影 響 で 有 意 な 結 果 と な っ た 大 学 教 育 力 と 大 学 の 学 生 支 援 力 に つ

いて考察する。大企業や上場企業から内定を獲得すること、就職することは、どの大学に

入 学 し た か と い う 大 学 入 学 時 点 に よ り ほ ぼ 決 定 し て い た と い う 偏 差 値 (学 歴 )要 因 に 対 抗

することは可能であろうか。  

 通常で考えれば、偏差値が高い大学、誰もが認知する一流大学やブランド大学に入学す

ることが大企業や上場企業への内定・就職の可能性を限りなく高める結果となる。しかし、

低偏差値大学、世間一般から普通と認知される大学、またノン・エリート大学、マージナ

ル大学、Ｆランク大学のような入学の難易度が低く、誰でもが入学可能であろうと考えら
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えている大学の中に、偏差値の高い大学と比較して遜色ない就職率や就職内定先を実現し

ている大学が存在している。  

本研究で示した定量的な分析結果と整合的な事例も多く存在している。大学教育力であ

る大学の教育が就職率を向上させている大学は、「金沢工業大学」である。そして、大学

の学生支援力が就職率を向上させている大学は、「金沢星稜大学」である。石川によれば、

金沢工業大学は、入学時偏差値が低くとも卒業時の能力を日本一広げる。目標は、教育付

加価値日本一の大学であると言及している 21。同大学は、 2009 年３月の就職率 99.5 パー

セント、就職者の内、上場企業・大企業・公務員は、68.9 パーセントである 22。金沢工業

大学の偏差値は、本稿で採用した 2012 年データによれば 40 である。  

次に大学の学生支援力を実証する大学として金沢星稜大学がある。堀口によれば、2003

年の就職率は 66 パーセントで、そのうち上場企業の内定率は、 0.9 パーセントだった。

だが 2009 年の就職率は 81 パ ーセントで、上場企業の内定率は、 39 パーセントであり、

就職の質は劇的に向上していると指摘する 23。金沢星稜大学の偏差値は、本稿で採用した

2012 年データによれば 36 である。この２つの大学の取り組みについては、本稿では取り

上げるものではないが、学生（キャリア）支援におけるＦＤとＳＤの影響を検討するため

の今後の研究対象として有益となるものである。  

今後の研究課題としては３点ある。１点目は、就職率を従属変数としたが、就職率の算

出方法自体に問題がある可能性がある。算出に対して非協力的な学生に対して大学がどれ

ほど調査しているかは不明であり、意図的に高く算出している可能性がある。２点目にキ

ャリア支援は生涯に関わるものであり、学卒時の就職率だけでは測定できないものがある。

３点目に大学を分析の単位としたが、個人レベルでしか分からない要因を考慮できていな

い。例えば、個人の人的ネットワークや、コミュニケーション能力などが就職率に影響を

与えていると考えられる。  

今後の大学においては、大学職員としての学生支援のあり方、大学教員としての教育支

援のあり方が厳しく問われる時代である。教員と職員それぞれが自らの役割を確りと認識

して、相互の連携により教育支援と学生支援を充実することで、入学してきた学生は、卒

業するまでの４年間で可能な限り社会人基礎力等を向上させて、教育付加価値を身につけ

ることが可能となる。学生一人一人が前向きに自立（自律）できるように育成したうえで、

大学卒業後の 40 年 間以上にもおよぶ厳しい社会へ送り出すことが、大学の価値そのもの

を高めるのではなかろうか。  
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要旨 

我々の服装やファッションはまさに我々自身の表象である。この命題は真であるかのように感じやすいが、土

肥(1998)の研究を通して見られるように、ファッションなどの被服行動は我々自身のみならず、誰が何をどの

ように着るかなど、属する社会の文化形態そのものの表象でもある。いわゆる「変わったファッション」―す

なわち社会的な暗黙の了解から外れた行動、例えば異性の服装をするなど―の場合ではなぜそのような行動を

するのかといった問いが挙げられるが、この論文では特に異性装を対象に、その行動を考察する。また、考察

を踏まえ、近年山梨県の高校で学生が主体となって行われた「セクスチェンジ・デー」と呼ばれる取り組みを

紹介し、異性装に対する社会の受容性、容認性に変化が現れていることを提起することを試みる。そして、男

女のいずれかしか存在しない「ジェンダー二項対立」の脱構築を試み、より可塑的で流動的な性別という選択

肢が社会に浸透する可能性を探る。  

【キーワード】ジェンダー, 異性装, セクスチェンジ・デー, ジェンダー・スキーマ, 心理的両性具有性 

 

Introduction 

It is not an unusual sight to see Japanese high school students wearing school uniforms. Most 

high schools in Japan require their students to wear specific uniforms, but on November 11, 2014, 

nearly 300 students at a high school in Japan’s Yamanashi prefecture approached this policy in an un-

orthodox way; they participated in a student-initiated event entitled “Sexchange Day”. This high 

school, like many, also had a uniform policy. However, for a whole day, students dressed in the school 

uniforms of the opposite sex, to “take a second look at oneself and the world,” for a fresh perspective 

on everyday school life. The experimental event was brought to life through the presentation competi-

tion held at Tohoku University of Art and Design, the “Deza-sen (Design Competition)”, at which high 

school students present their ideas to “make everyone happy”. Sexchange day was the top-prize-win-
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ning idea of 2013, its name being a combination of the words “sex” and “exchange” (from the Japa-

nese word 交換 or koukan, not the orthodox English phrase sex change meaning gender reassignment 

surgery). In all, 117 boys and 182 girls, around 40 percent of the high school’s students, participated 

in the school event (Mainichi News, 2014). 

It is easy to assume that fashion is a representation of who someone is, and how they see them-

selves. However, as the study by Dohi (1998) shows, fashion not only represents oneself, it also delin-

eates one’s cultural boundaries — who can wear what, when, where, why, and how (Dohi, 1998; Mit-

suhashi, 2006). Because fashion is so culturally bound, hardly anyone even notices how it functions. 

Nearly the only time anybody does notice is when there is a perceivable anomaly, and interestingly, 

there has been gender inequality in the degree of nonacceptance of those anomalies (Dohi, 1998).  

Men who dress in women's clothing have long been called transvestites and were treated as if 

they had a severe mental disability, even by the medical community, being labeled “transvestic fetish-

ism” in the Diagnostic and Statistical Manual (DSM) by the American Psychiatric Association. By 

contrast, women who refuse to wear skirts and high-heels have gained acceptance as well as the per-

sona of being sharp or even cool (Dohi, 1998) through the Modernism movement dating back 100 

years. But this begs the question: How can a mere shape or detail of something covering part of one’s 

body determine one’s masculinity or femininity? Fashion is a representation of gender, not necessarily 

for oneself, but also for signifying to others one’s gender through what is known as the gender schema 

(Dohi, 1998). Because there is the gender schema, many individuals frame themselves into the favored 

way of dressing so as not to be treated as outcastes.  

 Despite advancements in cultural and gender diversity, there still exists great hegemony of the 

gender binary, especially reinforced by older generations in power. Societies tended to view those tak-

ing part in the act of cross-dressing as seeking sexual pleasure from it (Dohi, 1998) as if cross dress-

ing were a fetish to all who take part, and the DSM did not help changing general opinion with its de-

scription. This brings the focus back, however, to “Sexchange Day”, an event in which the student par-

ticipants were evidently not seeking any erotic gratification from wearing clothes normally associated 

with the opposite sex. Nor were they considered to be peculiar in any way. If they were special, it was 

in their desire to question the status quo. Indeed, the long-lived hegemony of the gender binary is in-

creasingly questioned by members of society; a spectrum of gender identities is emerging that is 

broader and more nuanced than the restrictive binary. This paper briefly explains the relation between 

fashion and gender, what kind of inequality exists, and predicts how cross dressing will possibly be 

regarded in the future.  
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Fashion, the Embodiment of Gender 

According to Dohi, on understanding the relation between fashion and gender, a concept 

known as the gender schema explains how people choose to dress in the manner that they do. The gen-

der schema, introduced by Sandra Bem in 1981, draws an individual’s attention towards gender-related 

phenomena and encourages us to categorize them into one of the two genders, or sex-types them, as 

“masculine” or “feminine”, and enforces the memorization and reenactment of the phenomena based 

on gender (Kashio & Dohi, 2000). Bem explains that one’s individuality is stipulated in respect to the 

gender schema. If one’s gender schema is clearly defined, that individual is highly conscious of their 

gender and inflicts the idea of how one’s behavior will differ depending on the gender of others. In 

other words, if a male individual has a clearly defined male gender schema he will think that one 

should be ‘manly’, both in fashion and behavior, in order to be a man, and anything else is not ac-

ceptable in the gender spectrum. It is also shown in Bem’s and Dohi’s research that every individual 

has different tendencies of masculine and feminine gender schema, and if one’s gender schema is not 

clearly defined, the individuality is minimally affected by sex-typing and the individual being both 

masculine and feminine simultaneously (Kashio & Dohi, 2000). 

 One’s gender identity, however, as shown in Kashio & Dohi’s research, is not subject to a sin-

gle factor such as the gender schema, but multiple factors, particularly in personality traits and modes 

of dress. This is due to one’s identity, which after all is not limited to gender, being constructed on the 

basis of maximizing one’s potential and maintaining social relations (Kashio & Dohi, 2000). From an-

other perspective, Judith Butler argues, “gender identity is a performative accomplishment compelled 

by social sanction and taboo” (Butler, 1988, p.520).  Individuals are compelled to “perform” gender in 

the polarity known as the gender binary, and society is the agency sanctioning adherence to or devi-

ance from the binary gender system. At the same time, Butler brings up an interesting point: if gender 

is not the starting point but the result of an accretion of performative acts, then the possibility exists 

that a different repetition of acts over time would produce a different gender (Butler, 1988). Every in-

dividual is to some extent biologically different, yet it can be argued that every individual is essen-

tially forced into one of two categories, male or female, to be accepted as a member of society. In 

other words, one’s gender identity is constructed based on what is acceptable in society. Only recently 

has society become more accepting, albeit to a certain degree, towards those who struggle to gain ac-

ceptance. The exact limits of what an individual is allowed is not within the scope of this paper and 

59



thus is not explored here except to note that in terms of fashion and the gender spectrum, as long as 

one stays within the boundaries of the gender schema, one can express oneself freely.  

 This raises the question: what are the boundaries of the gender schema? According to Dohi 

(1998), one’s orientation to the gender schema seen in fashion can be explained through the balance of 

masculinity and femininity. The gender schema tries to push one towards either gender, however every 

individual’s gender identity is a mixture of both sets of qualities associated with each gender. Depend-

ing on which is more pronounced, the result of fashion leans towards being perceived as either mascu-

line or feminine. At the same time, there can be 

two additional possibilities of fashion; unisex, 

and cross-sex (see figure 1). 

 Unisex fashion is defined as the style 

that occurs when one dresses without a specific 

gender in mind, let alone the opposite’s. On a 

scale of masculinity and femininity, unisex fash-

ion would be near zero on both ends. Unisex en-

courages both genders to dress in this fashion, 

but simply because it can be worn by both gen-

ders. Cross-sex fashion, on the other hand, depends on the individual being aware of certain clothing’s 

association with the opposite gender. On a scale of masculine and feminine, cross-sex fashion would 

be both clearly masculine and clearly feminine at the same time. This is mainly recognized by the 

cross dresser and by others close enough to understand the individual’s state of mind. Because cross 

dressing is based on one’s realization that he or she is dressing in a fashion that is generally associated 

with the opposite gender, most cases are that the individual possesses a hermaphroditic gender iden-

tity, which enables the individual to switch between male and female fashion with little to no discom-

fort caused by the gender schema (Dohi, 1998). 

 Dohi’s observation states that the aforementioned hermaphroditic gender identity exists in real 

life not only as an extension of individuality; she explains that it also has the effect of social appeal. 

According to Murstein’s SVR theory, introduced in 1976, the appeal that people find in others begins 

in the stimulus from appearance, and deepens through realizing similarities in value, and eventually 

realizing his or her role. Dohi argues that similarities among individuals stem from shared values and 

actions, and as more people appeal to individuals that have a hermaphroditic gender identity, there is 
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the possibility that more people would explore their gender concept in the direction opposite to their 

gender (Dohi, 1998).  

  She also predicts that, because people have such varying gender identities, as unisex and 

cross-sex fashions become widely accepted among society, more variations will appear. Interestingly, 

Dohi’s predictions are based on strong social trends toward equality for men and women. Because men 

and women are increasingly equal at work and at home, and the difference in spoken and body lan-

guage has shrunk, the social differences between men and women are, albeit to a certain degree, be-

coming more and more unclear. She also states that an individual with a hermaphroditic gender iden-

tity will be preferred in society, as that individual will not be constrained by the gender schema and 

thus can switch between masculine and feminine according to each social situation (Dohi, 1998). 

 

“Sexchange Day” 

The concept of gender identity consists of many aspects. The performative aspect, explored by 

Butler, presented the possibility of a gender emerging through repetition of a different set of acts over 

time. From the aspect of self-concept, Dohi presented the possibility of individuals appealing to a her-

maphroditic gender identity which incorporates qualities and similarities exceeding the existing gender 

construct. The key concept which bridges these aspects is the gender schema, because it is what shapes 

the form and limitations gender which each member of society shares as a general understanding of 

reality. The relevance of “Sexchange Day” lies in how the event came to be: the key point is that it 

was an event which was conceptualized by, executed by, and consisted of high school students.  

 It is hard to determine what had motivated them to create and partake in the event, however 

clearly the current young generation, including these students, is experiencing gender representations 

in ways that previous generations often have not. This statement is backed up by statistics from 

YouGov, which show one in three Americans over age 65 regard transgender as morally wrong, where 

only one in five Americans share the same view under age 30 (Beinart, 2016). More and more of them 

are recognizing that gender regarded as a basic binary is one of society’s fundamental yet outdated 

ideologies. They see so many exceptions, whether in people producing media content, or wielding 

power in government posts—in short, people in various walks of life, as well as neighbors and family 

members, colleagues and friends whose gender identities are diverse, some in obvious and others in 

nuanced ways. Rather, they regard gender as a spectrum, a continuum, with every individual inheriting 

and developing both masculine and feminine aspects at different rates. 
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 As previously stated, the idea of gender is based on performance, and through the performance 

of gender, it can be understood that the gender schema is reinforced. The purpose of “Sexchange Day” 

was to gain a fresh perspective on everyday life, but was that the only result? Could not “Sexchange 

Day” be proof that the hypotheses are becoming reality, and might we not see more events wherein 

men and women experience qualities of another gender? In the abovementioned school event, around 

40 percent of the high school’s students (117 boys and 182 girls) participated. Despite the exact num-

bers of male or female students not being clear, it is noteworthy that far fewer boys than girls chose to 

take part in pure numbers. It cannot be determined whether this directly links to the gender schema 

without the total number of students of each gender, however men are generally more susceptible to 

the restrictions triggered by the gender schema. Since its effects are stronger on men, the male stu-

dents may have subconsciously been prevented from participating due to the fear of being thought of 

as “not being manly”. Forty percent of students were willing to take part, on the other hand, which 

could be a sign of the gender schema shifting into something different from that of older generations, 

something which is more accepting towards diverse and nuanced gender identities, even if it is within 

40% of the students.  

 Another indication can be found in the fact that “Sexchange Day” was introduced, planned and 

conducted by the high school students themselves. The fact that it was an original project initiated by 

students could be additional proof of a new trend: Gender not as a constraint on individuals, but rather 

as a means of expression. It is possible that the school was somehow unique and unconventional in 

certain ways compared to the average of Japanese high schools, but at the same time the event’s rela-

tive success suggests the potential willingness of high school students in Japan (or at least forty per-

cent) to partake in a similar event. 

 It is further worth observing that high school students tend to be in the midst of identity con-

struction, including gender identity, and among the 40 percent of students some may have been only 

experimenting in cross dressing as a one-time experience. Nonetheless, it is also important to note that 

the students were willing to participate, regardless of what they may have felt or how they would be 

perceived by their peers after the event, which suggests they had less defined gender schema tenden-

cies. If this is indeed true, we may see more explorations and experiments with converged gender iden-

tities in coming generations. 
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Conclusion 

If “Sexchange Day” is indeed evidence of a newly emerging gender spectrum among younger 

generations, what can be expected as a social trend? To reiterate Dohi’s research, cross-sex fashion 

requires a hermaphroditic gender identity due to its nature of defining the idea of how one can express 

as well as differentiate oneself from others. A hermaphroditic gender identity enables an individual to 

switch between masculine and feminine fashion with very little influence of the gender schema; indi-

viduals with such a gender identity would be ideal in a truly equal society. This is because not only 

would they be affected by a gender schema strictly following a gender binary, enabling them to shift 

their fashion according to social situations, but also because they can appeal to a broader group of 

people without being predetermined by their sex. If “Sexchange Day” or similar events are held and 

more and more people experience or interact with cross-sex gender identities, then the gender schema 

as we know will change in favor of diversity and inconclusiveness.  

 The gender schema is what keeps most people within separated boundaries of male and female 

in current society. However, the current gender schema may in the future be regarded as a representa-

tion of extreme sexism. Fashion would be a bricolage of bits of both gender fashions, freeing individu-

als from the limits of expression created by the current gender schema.  

 It is difficult to assume that the concept of gender itself will perish, as it is the basis of many 

social systems and much of social life. The gender schema will continue to exist in the future as well 

because it is the basis of one’s gender identity, as well as the basis for social categorization of fellow 

members of society. However, if cross-sex fashion became more apparent in society, then the greatest 

change to every individual would be how we perceive each other. Individuals who are not as strongly 

affected by a binary-based gender schema would no longer be considered to have a mental disorder, 

which is a big step for equality among all members of society, properly reflecting the diversity of 

mankind. With “Sexchange Day”, perhaps Japanese society has made the beginning steps in the shift 

towards a more inclusive gender concept. 
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要旨 
In this study, analysis of the interview surveys given to advanced Japanese learners shows how the use of models to make compositions is 

counterproductive. The written tasks given to the students and their interview answers were used to understand when they recognized the models and 

how they used them to produce their own sentences. For instance, one student made an incorrect assumption on the usage of conjunctions. One 

learner put too much confidence in the models that teachers had distributed. Therefore, the learner was torn between her natural form of 

self-expression and the form dictated by the model. Then, another learner who wrote in a different style from the models that were given decided on 

his own whether or not to use the models on the basis of past experiences with other writing classes. Lastly, this paper presents the way sentence 

models will be used to examine their effectiveness in composition classes, based on the results of the survey. 

【キーワード】  作文指導、  教材、  モデル文、  逆効果、  学習者側の視点 

 

1. はじめに 

日本語教育の作文指導では、学習者が文章を産出する際の手助けとしてモデル文を用いることがある。その際、

教室現場で見受けられることとして、学習者はモデル文を単に模倣したような文章産出物（以下、プロダクト）を

産出したり、モデル文とは全く異なったプロダクトを産出したりするなど様々であるということ、また、モデル文

が有効に働いていると思われるものもあれば、そうとは言い難く、むしろモデル文の存在が文章を産出する際の妨

げになっているのではないかと考えられるものも存在するということが挙げられる。 

本稿では、モデル文の使用に関する研究において学習者がモデル文を有効に使用できていない、いわゆる「逆効

果」であるとされてきた主張に対して、上級日本語学習者へのモデル文に関する意識調査を通してモデル文の使用

実態を探りその「逆効果」の内実を明らかにする。また、その調査結果を基に、作文指導におけるモデル文の有効

性を検討していくための研究課題を提示する。 

 

2. モデル文の使用に関する先行研究と問題の所在 

2-1 モデル文の使用に関する先行研究 

 2-1では、作文指導でのモデル文の使用に関する先行研究を概観する。表1に示したように、モデル文の使用に関
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しては有効に活用できるという意見がある一方で、「モデル文の意図を理解せず模倣してしまう」「思考の妨げにな

る」「モデル文の構成に沿わない文章を書く学習者が現れる」といった問題点や使用上の困難点を指摘する意見もあ 

表1 モデル文の使用に関する先行研究 

有効 逆効果 

・学習者にとってモデル文は文章産出の支援となる道具である。 

           （本郷2005a：65）

 

・モデル文は書いている過程でどんな事柄をどのような順で書い

ていけばいいかという意識化を助ける道具 

（本郷2005a：65）

 

・思考の活性化を導くものと捉えられる 

（本郷2005b：14）

 

・文章構成力や表現力の養成に効果的である 

（佐藤2006）

・文章構成の意図がわからないままモデル文を模倣して書くこと

の危険性を指摘               （木戸2001）

 

・型の存在が学習者の文章の目的、読み手や聞き手の状況といっ

た思考を妨げてしまう            （宮崎2009）

 

・モデル文の構成に沿わない文章を書く学習者が現れる 

（木戸2001 ; 小笠2007）

 

る。ここで挙げられた、モデル文が有効に活用できていないという事例は、学習者の日本語のレベルを問わずみら

れるものであり、宮崎 (2009)ではこのようなモデル文の使用がマイナスに働く原因を「知識やモデルとして、文章

の型を教えれば、文章構成能力が育成され、正しい型で文章が書けるようになる（同 : 249）」という日本語教育に

おける、従来の作文教育の在り方が考えられると指摘し、知識として文章の型を教えることや、固定的なものを教

えることは弊害であると主張している。 

 

2-2 問題の所在 

先行研究において指摘されたモデル文の問題点や使用上の困難点は、教師が作文指導の際にどのようにモデル文

を使用しそれによって学習者から産出されたプロダクトにどのような影響を及ぼしたかという「教師側の視点」か

らの指摘に留まっている。そのため、学習者が文章産出時にモデル文をどのように認識し使用しているかは明白で

ない。また、先行研究ではモデル文を参照しなかった学習者について、なぜモデル文を使用しなかったかという部

分については追求していなかった。そこで本稿では、「学習者側の視点」からみた文章産出時における学習者のモデ

ル文の認識や使用方法を考察するため、上級日本語学習者に対してモデル文を用いたタスクとインタビュー調査を

実施した。 

 

3. 調査概要 

3-1 調査対象 

本調査の協力者は京都市内にある私立大学Aの外国語学部に所属する学部留学生8名である。内訳は中国6名、
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韓国1名、フランス1名である。（以下、中国人日本語学習者6名をCA、CB、CC、CD、CE、CF、韓国人日本語

学習者1名をKA、フランス人日本語学習者1名をFAとする。）協力者たちはレポートや論文などの学術的な文章

を読み書きできるようになるための日本語の基礎力を強化する授業を履修している。 

 

3-2 タスクとモデル文 

本調査で使用するタスクのジャンルは「意見文」を採用した。採用理由は、協力者である学習者の目標が「レポ

ート」や「論文」といった学術的な文章を読み書きできることであることから、それらが書けるようになるための

前段階(1)にあたるタスクを用意する必要があると考えたためである。タスクは、「上級日本語学習者である協力者が

20分で完成させられるタスクという選択基準（西2011 : 90）」から西 (2011)で使用されたトピックを基に、筆者（調

査者）が一部改変したものを用いた。以下に本調査で用いた作文課題を掲げる。 

 

＜作文課題＞ 
 外国語学習はできるだけ早く始めたほうがよいという意⾒と、そうするべきではないという意⾒があります。あなたはどちらの意
⾒に賛成しますか。どちらかの⽴場に⽴って、もう⼀⽅の意⾒についても触れながら、あなたの意⾒を書いてください。 

 

次に本調査で使用するモデル文(2)について説明する。本調査で使用するモデル文は、学習者のレベルやタスクの

難易度などを考慮して日本留学試験の記述問題に特化したテキスト3冊(3)から抜粋し筆者が一部改変を行った。ま

た、協力者である学習者が学術的な文章が読み書きできるようになるために必要となる力の1つとして、文レベル

ではなく文章レベルで論が展開できるようになることが挙げられる。そこで、モデル文は文章レベルで「譲歩(4)」

を論理展開に含んでいるものを採用した。 

また、本調査ではモデル文に関する指導を行っていない。理由は、指導に影響されていない段階での学習者のモ

デル文に対する認識やモデル文を参照するか否かの判断を探るためである。なお、モデル文の論理関係を示す接続

詞に網掛けを施し、各段落の内容を示すラベルを付け加えた。次頁に本調査で用いたモデル文を掲げておく。 

 

3-3 調査の手順 

調査はタスクからインタビュー調査の順で実施した。タスクは2014年の6月下旬から7月上旬にかけて行った。

タスク実施日当日は、筆者から調査の概要を説明し、同意書を記入後、タスクを30分程度で遂行してもらい、最後

にフェイスシートを記入してもらった。インタビュー調査はタスク実施の約一週間後から開始した。インタビュー

は半構造化インタビューで1人約30分から1時間かけて行った。質問は、「作文課題を読んでから書くまでにどん

なことを考えていましたか」や「書くときに気をつけていたことはありますか」といったタスク遂行時の質問の中

に「モデル文は読みましたか」や「モデル文があることに気づいたときどう思いましたか」といったモデル文に関

する質問を取り入れた。また、タスク遂行時だけでなく、過去の作文経験や作文授業などの学習背景を中心とした
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質問も必要に応じて取り入れた。インタビュー実施時の発話はICレコーダーと携帯録音機の2台で録音した上でメ

モも取り、文字起こしや分析の際に参照した。 

(1) 本調査で用いたモデル文 
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3-4 分析方法 

インタビューデータの分析方法としては「定性的コーディング（佐藤 2008）」を用いた。「定性的コーディング」

とは「収集された文字テキストデータに対して「コード」、つまり、それぞれの部分が含む内容を示す一種の小見出

しのようなものをつけていく作業（同 : 34）」で、それぞれの語りに付与したコードを対照させながら、特定の概念

的カテゴリーを抽出し、それらを基にストーリーを組み立てていく方法である。本稿では、「学習者側の視点」から

文章産出時における学習者のモデル文の認識や使用方法を明らかにすることを目的としているため、(1) 学習者の

文章産出時における過程を見る必要がある、(2) 学習者の「語り」に重きを置くべきである、という2点の理由か

らこの分析方法が本稿の目的と合致していると考え採用した。学習者各々の語りから、各学習者の文章産出時の過

程を作成し、「誤った解釈と安易な模倣による誤用」「教師の配付物に対する信頼」「モデル文とは異なる文章を書く

学習者」という3点に着目し考察した。 

 

4. 調査結果(5) 

4-1 誤った解釈と安易な模倣による誤用 

1点目として、モデル文中にある接続詞を、モデル文中での使用とは異なる解釈で捉え借用したり安易に模倣し

たりすることで誤用を生み出していることが見受けられた。ここでは、学習者FAの事例を取り上げる。 

学習者FAはモデル文の存在に気づき、文章全文は読まずにモデル文の接続詞に注目して論理展開を確認した後、

接続詞「確かに」をモデル文から借用した。しかし、インタビュー途中、自身の作文を読み、振り返る場面で、は

じめて学習者FAは借用した接続詞「確かに」がモデル文の使われ方と異なる使い方になっていることに気づく。 

 

 R：あ、じゃあこの（接続詞の）「確かに」は（モデル文が）反対意⾒についてだから「確かに」？ 

FA：あ、私は反対（意⾒）じゃなかったんですね、逆、「確かに」でそれで（学習者FAの）賛成（意⾒）、それで「しか
し」は不賛成（反対意⾒）でしたから反対（の意⾒）でした。 

R：あ、それは気づかなかった？今まで？ 

FA：気づいてなかった 
 

本調査で用いたモデル文は、第三段落と第四段落での「譲歩→反駁」という論理展開を、「確かに→しかし」とい

う接続詞によって示している。しかし、学習者FAのプロダクトでの「確かに」を用いた段落の文章の内容は、自

説と対立する立場に理解を示すのではなく、ただ単純に自説について説明しているために、不自然な使用となって

しまっていた。これは、学習者FAがモデル文の全文を読まず、接続詞のみを見て論理展開を把握してしまったた

めであると考えられる。 

 

FA：だから（接続詞の）「しかし」だったら私（の意⾒を書くところ）ではないって感じがするから、うーん「確かに」だから、
私は「確かに」これ（賛成意⾒）を書いて「しかし」？だから私じゃない考えもあるから、それで（私とは）違う考えを
書く。 
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 学習者FAの他にも、モデル文中にある接続詞「なぜなら」を借用したが文末にまで注意が及ばず誤用となって

いる学習者が2名いた。また、学習者KAからは、モデル文中の「以上から」を「ここにあったから」という理由

で安易に模倣している語りが見られた。学習者KAの文章自体に違和感や誤用はなかったものの、これは、先行研

究でも指摘されていた「意図を考えない模倣の危険性」が懸念される。 

 

4-2 教師の配付物に対する信頼 

2点目として、学習者の中には教師の配付物に高い信頼を寄せる者がいることが明らかとなった。 

 

R：なんで（モデル文のように）書けばいいなあと思ったの？ 

CC：例＜モデル文＞、だから、先⽣が私たちに配ったライン＜モデル文の論理展開＞でしょ？だから、絶対悪い例＜モデ
ル文＞ではなく、正しいと思ったら書く、これ（モデル文の論理展開）もそうだと思う。もし、ライン＜モデル文の論理
展開＞がなかったら自分の順番で書く。 

R：じゃあ先⽣が配ったからこっち（モデル文）のほうがいいと思った？ 

CC：そうではない？ですか？中国の学⽣たち、たぶん先⽣が配った資料は絶対正しいと思う。 

 

学習者CCは「教師が配付しているものは正しいもの」であると捉えている。そのため、自己の表現よりもモデ

ル文の論理展開を優先して意見文を書いていた。そのため、学習者CCからは、自説と対立する立場について、モ

デル文の第三段落と同様、学習者CCがいつも書いている分量よりも多く書かなければいけないと捉える語りも見

受けられた。 

 

CC：もしライン＜モデル文の論理展開＞がなかったら、たぶん（自分の意⾒とは）反対（の）意⾒に対する考え私、た
ぶん・・・考えないと思う。 

 
CC：私の意識は、いつも賛成とか反対とか、このような作文を書くとき、まず自分の、自分の主張、あとは主張の同じの事

例＜具体例＞、あとは主張の反対の事例＜具体例＞、（自分とは）反対の（意⾒の）事例＜具体例＞だけ、
たぶん（自分とは）反対の（意⾒）、うーん、事例＜具体例＞はそんなに詳しく書けない。自分の、自分の主張に
ついて詳しく書く。あと（自分の意⾒とは）反対（の意⾒）は、ちょっとだけでいいと思う。そんなと思う。でも正しいか
どうかわからないです。 

 

上記の語りから、学習者CCはモデル文の影響を受けて文章を産出していることがわかった。しかし、その一方

で次のような語りが見られた。 

 

CC：これ、ちょっと（学習者CCのプロダクトの第三段落にある接続詞）「確かに」「しかし」、いう内容は、意味がないと思
う、前、ちょっと言った、でももう⼀回新しい段落を使って、これ（第三段落の内容を）もう⼀回いう必要がないと思う。
もっと別のこと、別の理由を書けばいいと思う。理由が多いでしょう？ 
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これは、学習者CCが自身の書いた作文を読み返した時の語りである。モデル文を見ることで自説と対立する立

場について書く必要があると思ったが、その反面、自身が産出した第三段落の存在を「意味がない」と振り返って

いる。このような語りが出てきたことから、学習者CCは教師の配付物であるモデル文に高い信頼を寄せていたが

故に、モデル文の論理展開を優先して書いていたが、その一方で、自己の表現をどのように表現すべきか悩んでい

たのではないかと考えられる。 

学習者CCの他にも、学習者CCのように悩む様子は見られなかったものの、教師の配付物に関し似た考えを持

つ学習者は存在している。以下は、学習者CAと学習者CBそれぞれの語りである。 

 

CA：この例＜モデル文＞は、（教師がモデル文を）出して、この例＜モデル文＞のようなものを書いたほうがいいと思う。この
例＜モデル文＞のような、そして順番＜モデル文の論理展開＞とか、この文(モデル文にある接続詞)「なぜなら」「確かに」
「しかし」それから、この順番＜モデル文の論理展開＞を書いたほうがいいと思う 

 

CB：これ（モデル文）たぶん、先⽣たちが、私たちちょっと書くのが難しいなって。わざわざこれ（モデル文）を配った。「このよう
に書いてください」って。 

 

学習者CCを含めたこの3名は、配付物であるモデル文の影響はもちろん、教師がモデル文を配付した意図を模

索していることから「教師」そのものの捉え方も影響を及ぼしているのではないだろうか。この3名からは、「教師」

という特定の読み手に向けて書いていることが読み取れ、「読み手を納得させる文章を書く」という意見文の目標と

ともに「教師に認められた文章を書く」ことへも高い意識があることがうかがえた。 

 

4-3 モデル文とは異なる文章を書く学習者 

最後に「モデル文とは異なる文章を書く学習者」がなぜモデル文を参照しなかったかに焦点を当て、学習者CD

と学習者CFの事例をみる。 

学習者CDのプロダクトは、単に自説について述べるというより、自説と対立する立場の「不利な点」を述べて

いくことによって自説を正当化するという論理展開になっている。これはモデル文とは文章の構成が異なるだけで

なく、他の学習者にはない論理展開であった。このような文章が書ける理由としては、学習者CDの過去の作文経

験が関係していると考えられる。 

 

R：あれ？でも書いてる時は(モデル文を)全然⾒てなかったよね？ 

CD：あーこういうの＜モデル文＞もう当然知っていますから、特に⾒る必要はないと思います。 

 

学習者CDは中国の大学で日本語による卒業論文を書いたという経験がある。本調査で用いたタスクは、3-2で述

べたようにレポートや論文が書けるようになる前段階の書き物という理由から用意したものである。そのため、学
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習者たちが目標とする書き物の一種である卒業論文を書いた経験を持つ学習者CDにとって、意見文のモデル文は

既習のものとして判断され、モデル文を参照する必要性が低くなったのではないかと考えられる。 

次に学習者CFをみていく。学習者CFのプロダクトは、自身が賛成する立場を表明し、その理由を具体例に沿っ

て説明したり、自説が有利となる情報を提示したりしていくもので、モデル文とは異なっている。これは、学習者

CFの語りから学習者CD同様、過去の作文経験で培った書き方であることが抽出された。ただし、学習者CFのモ

デル文の使用が見られなかった要因としては、学習者CDとは異なり、学習者CFの「文章を産出する際のパター

ン」にあることが語りから考えられる。 

 

CF：わからない。僕は（文章を）書くとき実は何の構成か考えずに、そのまま書いて 

R：あ、思い浮かんだまま？ 

CF：そう 

R：それはどうして？ 

CF：いつもこうだから 

 

上記の語りからもわかるように、学習者CFは文章を産出する際、特に構成は考えず思い浮かんだままに文章を

産出していることがわかる。さらに、学習者CFからは「いつもこうだから」という語りが得られ、構成を考えな

いことが習慣化していることがみてとれる。ここで問題となるのは、思い浮かんだままに文章を産出しているため、

学習者CFのプロダクトは自説について述べるばかりで、自説と対立する立場に関する内容は記述されておらず、

作文課題の「もう一方の意見にも触れよ」という指示に従えていないため、タスクが遂行できないものになってい

る点である。学習者CFはその原因について以下のように語る。 

 

CF：はい。だからこの（モデル文の）文章にしたら、書きにくいだから 

R：どうして書きにくいと思うの？ 

CF：考えたのアイディア全部は「できるだけ早く（外国語学習を始めたほうがいい）」の意⾒（学習者CFが賛成する意
⾒）だから 

R：ん？できるだけ早く（外国語学習を始めたほうがいいという）の意⾒？ 

CF：はい、外国語学習する、（外国語学習を早く始めたほうがいいという意⾒に）賛成意⾒だから。反対の意⾒思い出
せないだから。 

 

学習者CFの語りからは、モデル文の「譲歩→反駁」の論理展開で自説と対立する立場について触れている部分

を「書きにくい」「反対の意見について書く内容がない」と思ったことが見受けられる。ここから明らかとなったの

は、構成を考えるという技術面が身についていない学習者CFにとってモデル文は具体例を思い浮かばせる一種の

「アイディアバンク」のような存在としてみられているということである。つまり、学習者CFはモデル文の内容と

作文課題との内容に関連性が低いと判断したことから、モデル文の必要性が低くなったのではないかと考えられる。 
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5. むすびに 

本稿では、モデル文の使用に関する研究において主張されてきた、学習者がモデル文を有効に使用できていない、

いわゆる「逆効果」について、上級日本語学習者へのモデル文に関する意識調査を通して見えてきた文章産出時に

おける学習者のモデル文の認識や使用方法の実態から、「逆効果」の内実を明らかにした。 

最後に、本稿で得られた結果を基にして今後の課題を2点述べたい。 

1点目は、教師のモデル文の使用実態についてである。そもそも教師がモデル文を「逆効果」と捉えることは、

モデル文に「効果」があると考え、その「効果」によって学習者が上手に文章を書けるようになるのではないかと

いう何かしらの期待があると考えられる。また、学習者CCや学習者CA、学習者CBのような教師の配付物に高い

信頼を寄せる学習者であれば、教師が提示したモデル文通りに書けば高い評価が得られると考える場合もありうる。

しかし、学習者がモデル文と全く同じ文章を産出したとしても、それが教師によって「逆効果」であると判断され

る場合もある。だとすれば、(1) どのような文章を産出すれば、教師はモデル文の「効果」があったと評価するか、

(2) 教師はどのような教育効果を狙ってモデル文を使用するか、という2点において教師のモデル文の使用実態を

明らかにする必要があると考える。 

2点目は、モデル文の有効性についてである。筆者は、第二言語の作文は自己の表現の向上とともに、「学習言語

の社会に即した書き方の規範」を習得していくことも「学習」であると捉えており、その点でモデル文は教材とし

て有効に活用できるのではないかと考えている。本稿での、学習者CCがモデル文と自己の表現の間で悩む姿は、

筆者の考えに基づけば「日本語の社会に即した書き方の規範とはどのようなものか、どう表現すれば自己の思考が

日本語らしく、且つ、伝達されやすくなるか」を考え「葛藤」するという「学習」において非常に重要な「プロセ

ス」を踏んでいたのではないかと考える。これはあくまでも仮説の段階だが、縦断的調査によって立証できるので

はないかと考え、今後の課題としたい。 

 

附記 

本稿は、第45 回日本語教育方法研究会（2015 年9 月19 日、於立命館大学）で行った発表の内容に大幅な加筆、修正をしたも

のである。席上、貴重なご意見をくださった先生方、また、本稿執筆にあたり貴重なご助言をくださった査読者の先生方に深く感

謝申し上げます。 

 

注 

(1) 長谷川・堤 (2012)では「大学におけるアカデミックライティングでは、自らの意見や主張が求められることが多い。意見や主

張の論証は、先行研究に言及し、独自の調査、実験などを通じてなされるべきものであるが、…（中略）…主張とその論拠か

ら主に構成される意見文をその前段階として位置付ける。（同 : 10）」という意見文の位置づけを記述しており、本調査の採用

基準と合致していると考えられる。 

(2) 本稿でのモデル文は、レジュメなどの広い範囲を指さず、タスクと同じタイプの課題を遂行し既に意見文として文章が成り立

っているものを「モデル文」と定義する。また、モデル文には初学習のジャンルの書き物を教えるためのタイプと、既習のジ

ャンルの書き物を復習・再確認するためのタイプの2つがあるが、本稿で採用した意見文は日本留学試験等で既習である可能

性が考えられるため後者といえる。 
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(3) 嶋田和子・内田友代・澤田尚美・中尾明子・西川幸人・森節子 (2011)『日本留学試験 速攻トレーニング 記述編』アルク．松

岡龍美・目黒真実・青山豊 (2010)『日本留学試験対策 記述問題テーマ100 [基礎編]論理的な文章に慣れよう』凡人社．松岡龍

美 (2013)『日本留学試験対策 記述問題テーマ100 [完成編]～記述問題から小論文・志望理由まで』凡人社． 

(4) 「譲歩」とは「（文章執筆者にあたる）筆者が文章中で、自説と対立する立場に理解を示したり対立する立場に有利な情報を

提供したりする箇所、および、自説の問題点や限界を指摘したり自説に不利な情報を提供したりする箇所（工藤・伊集院、 2014 : 

36-37 註 : 括弧内筆者）」で「自論への反対意見や例外に対し反論を展開することによって、自論の正当性が強化される。（椙

本、 1997 ; 石黒、 2004）」という効果がある。 

(5) 学習者の語りの誤用は修正せず、そのままを記載する。ただし、文脈が理解し難いため、（ ）内は指示物や不足情報を補い、

＜＞内は、本稿で統一すべき用語を学習者の表現の後ろに補っている。Rは調査者である筆者を指す。 
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国際言語文化第 2号(2016年 3月) 

 書評  
 加藤幹雄『ロックフェラー家と日本―日米交流をつむいだ人々―』（岩波書店、2015 年）   
                                

本書『ロックフェラー家と日本―日米交流をつむいだ人々』は、ロックフェラー家と日本

のつながり、特に国際文化会館の生みの親で「ジョンとシゲ」と互いに呼び合うジョン・D・
ロックフェラー3 世と松本重治の友情の絆を中心に、戦前・戦後を通して日米文化交流の基

礎づくりに寄与した日米のエリートたちからなる「知の共同体」を描いた力作である。 
 
本書の構成は次のとおりである。 
はじめに  
第一章 王朝の形成  
   王朝の都ニューヨーク 
   父不在の家族 
   プロテスタンティズム倫理の体現者 
   スタンダード石油の誕生 
   泥棒男爵（ロバー・バロン） 
   細部にこだわるタイタン（帝王） 
 
第二章 第二世代と近代フィランソロピーの確立  
   結婚と長男の誕生 
   ニューヨーク進出 
   オルドリッチ家と東洋美術 
   増え続ける富とジュニアの修業 
   シカゴ大学創設 
   父と違う道を選んだジュニア 
   野口英世とロックフェラー医学研究所 
   黒人教育の支援 
   ロックフェラー財団設立 
   ラドロウの悲劇 
   中国支援―チャイナ・メディカル・ボード 
   ジュニアと日本との出会い 

ジュニアの新しい世界―自然保護 
自然保護から歴史遺産保全へ 

 
第三章 多彩な第三世代  
   長女バブスの反抗 
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   大統領になりそこねた次男ネルソン 
   ベンチャー投資で成功した環境保護活動家、三男ローレンス 
   異端児四男ウィンスロップ 
   金融界の覇者、末弟ディヴィッド 
 
第四章 広がる日本とのかかわり  
   父子の亀裂―コロニアル・ウィリアムズバーグの運営をめぐって亀裂 
   ジョン―第三世代のミスター・ジャパン 
   ジョンとシゲの戦後再会 
   ダレスへの報告書 
   知的交流計画の実現 
   文化センター準備委員会発足とジャパン・ソサエティ復活 
   「ハウス」の必要性 
   募金と用地の確保 
   脱ロックフェラー依存を求めて 
   ロックフェラー財団の戦後日本支援 
   日本美術とジョン 
   英語教育改善の試み 

深まる皇室とのつながり 
日本を越えたアジアの世界へ 
アーティスト支援活動 
兄弟の確執 

 
第五章 第四世代―反逆と和解  
   反逆するカズンたち 
   癒しの絆 
   和解と伝統回帰 
   ロックフェラー家と「キープ協会」 
   羽ばたく四代目当主ジェー 
 
終章 ジョンとシゲ  
   長寿の DNA 
   最後の対話   

 
著者加藤幹雄氏は、1936 年に生まれ、1959 年に早稲田大学政治経済学部を卒業した。米

国ブランダイス大学に学び、帰国後は国際文化会館に勤務する。同会館では企画部長、常務
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理事を経て常任参与まで歴任した。戦後日本のアメリカ研究の振興に尽くすとともに、文化

交流の分野において日本を代表する親米リベラル派の一人として、多くの人々から尊敬さ

れている。 
著書に The First Fifty-five Years of the International House of Japan: Genesis, 

Evolution, Challenges, and Renewal (Tokyo: I-House Press, 2012)があり、編著に『国際

文化会館 50 年の歩み 1952 -2002』（国際文化会館、2003 年）、マーティン・コルカットと

の共編 Japan and Its Worlds: Marius B. Jansen and the Internationalization of Japanese 
Studies (Tokyo: I-House Press, 2007)がある。訳書にマリウス・ジャンセン『日本 二百年

の変貌』（岩波書店、1982 年）、ロナルド・ドーア『21 世紀は個人主義の時代か 西洋の系

譜と日本』（サイマル出版会、1991 年）、アマルティア・セン『グローバリゼーションと人

間の安全保障』（日本経団連出版、2009 年）などがある。 
 
本書は、はじめと終章を含め 7 つの章、計 304 頁からなる。そのうち 100 頁を割いて「ロ

ックフェラー3 世と日本とのかかわり」を扱った第四章は圧巻である。そこでは、ロックフ

ェラー家ならびにロックフェラー財団の文書、それに関係者とのインタビューを通して得

た情報に加え、国際文化会館の国際文化交流事業を通して長きにわたり身近に松本重治と

ロックフェラー3 世と接してきた著者でないと知りえない「ジョンとシゲ」の間のやり取り

や日米交流の内部事情が詳細かつわかりやすく紹介され論じられている。同時に、リベラル

な国際派知識人としてのロックフェラー3 世と松本重治の世界観や思想、それに人となりに

も触れつつ、深い敬愛の念をもって指導者としての二人の人物像が見事に描かれている。 
 
また、著者は、生まれ、家庭環境、宗教、巨万の富の重圧など、時代と環境の二つの条件

がジョン・D・ロックフェラー3 世の性格や人間形成それにその後の人生に及ぼす影響を強

く意識しつつ、歴史における個人の役割やエリート指導者が文化関係に果たす役割、それに

「人間の顔をした」日米関係を見事に描いている。その点で、著者は、民間人が戦後日米文

化交流において果たした役割と特筆すべき貢献を活写することに成功している。 
 
一般にどの時代であれ、歴史上の人物像をバランスよく描くことは容易ではない。まして

や公・私にわたり個人的に関係の深かった人物を対象とする場合、公平に評価しその人物像

を描くことは至難の業である。現在の日米文化関係が過去の延長線上にあるだけに、強い影

響力を及ぼしたロックフェラー3 世のような人物を、公平にバランスよく描くことは大変難

しい。その点で、労作の本書でさえ所々でその難しさと著者の苦労が感じられる。 
 
ロックフェラー3 世の日米文化交流事業に対する偉大な貢献について異論を唱える人は

ほとんどいないであろう。本書では、ロックフェラー家の人々、なかでもロックフェラー3
世が、先見の明がある類まれな慈善事業家として、日本とのかかわりの深い人物として、米
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国の良心を体現した敬愛すべき理想的なアメリカ人として肯定的に描かれている。 
 
しかし、ロックフェラー3 世は「銀の匙」を口にくわえてエリートの家に生まれてきた米

国人である。それゆえに彼には、上流階級のリベラル派の言動に見受けられる「二重基準」

や、アメリカン・リベラリズムに見られる「ある種の便宜主義」といった「限界性」が見ら

れなかったか。本書が描くように、ロックフェラー3 世の動機は清く純粋であり、彼の言動

には矛盾らしきものは全く見られなかったのか。言い換えれば、ロックフェラー3 世は人種

問題を含む当時の社会問題に対して自己のリベラルな立場を貫いたのだろうか。 
 
ここでロックフェラー3 世の一面を表す興味深い事実を紹介したい。それは、資金的に行

き詰ったエリザベス・サンダーズ・ホームのために約 25,000 ドルを募金する目的でニュー

ヨークを訪れた、日本の社会事業家でエリザベス・サンダーズ・ホームの創設者、澤田美喜

に対してとった対応に関するエピソードである。エリザベス・サンダーズ・ホームとは、対

日占領中に強姦などで占領軍兵士と日本人女性との間に「望まれずに」生まれた混血児

（1953 年の調査ではその数は 4972 人、「GI ベビー」とか「戦後の落とし子」と呼ばれた）

を収容し世話をするために 1948 年に設立された民間救済施設のことである。人道主義的動

機に基づく澤田の懇願にもかかわらず、ロックフェラー3 世は、「GI ベビー」問題に対して

一定の距離を置き、澤田の寄付の要請に全く応じようとはしなかった。（From Donald H. 
McLean, Jr. to John D. Rockefeller,3rd（以下、JDR3rd と略称）, September 18, 1952; 
From JDR3rd to Dana S. Creel, Subject “GI Baby” Problem, February 2, 1955, 
Rockefeller Family Archives, RG5, John D. Rockefeller, 3rd Papers, Series 1-OMR files, 
Box 51, Folder 458, Rockefeller Archive Center, Tarry Town, New York）。 

 
その理由として次の三点を指摘できよう。一つは、「自由は責任を伴う」というバプティ

スト派の信条からして、敬虔なキリスト教徒であるロックフェラー3 世の目には混血児の存

在は米軍の道徳的退廃を示すものであり、米軍部による日本占領の恥部と映ったのであろ

う。 
二つは、当時の日本は貧困、人口増加、食糧不足問題の上に、産児制限それに堕胎という

倫理的・道徳的な問題を抱えていた。これらの社会問題に加え、混血児の収容施設の存在は

共産主義者によってカウンター・プロパガンダとして利用されるところとなり、日本人の反

米感情を煽りかねないと恐れたのではないか。 
三つは、当時の GHQ および米国政府は、混血児の問題に対して「無視・無関心」の方針

を採用していたことから、ロックフェラー3 世は、米国政府のメンツや日米関係を損なうこ

とになりかねないような行動には慎重であるべきだと考えたであろう。したがって、ロック

フェラー3 世にとって「GI ベビー」問題はかかわりたくない、可能ならば避けて通りたい

問題であったと考えられよう。 
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本書が優れた力作であることはすでに述べた。成功ゆえに、読後さらに知的好奇心をそそ

られて、最近の日米同盟関係の全般的性格などについてもっと知りたいと思う読者は、評者

一人ではないであろう。一つは、政府と民間財団の関係、すなわち「癒着」とも解せなくも

ない連邦政府と民間組織の緊密な連携プレーについてである。たとえば、国務省官僚と緊密

な連絡を取り政府の方針に沿う形で民間人として政府に協力するロックフェラー3 世、ロッ

クフェラー財団の会長を務め、後にケネディ政権の国務務長官となるディーン・ラスクなど、

政府（ワシントン）と民間組織の間を出入りする高級官僚（「インズ・アンド・アウターズ」

と呼ばれる）の活動について知りたいものだ。 
二つは、米国の国益は何なのか、日米関係ならびに日米文化関係が米国の世界戦略の中で

占める位置をどのように捉えたらよいのかである。また、ロックフェラー3 世など、ロック

フェラー家が米国の対外政策への軍産複合体の影響を抑制できない理由はどこにあるのか

などについてさらに知りたいと思う。 
三つは、戦後、親米エリートを中心に日米の知識人の間で文化交流が展開されたが、その

文化交流からどのような日米関係が生まれたのか、それはどう評価されるのかについてで

ある。政府支援の文化交流事業に対するリベラル派知識人のアンビバレントな（はずの）立

場についても把握してみたい。 
四つは、本書は、ロックフェラー3 世の親日的な面を強調することで意図的ではないにせ

よ、多くの日本人が抱く「米国に愛されたい」、「米国は日本を特別に大事にしてくれている」

という一方的な妄想や米国像を結果的に補い、強めることになってはいないか。この点を評

者は懸念し、かつて検討対象としたことがある1。 
  
最後に、グランド・テイトン→グランド・ティートン（78、79、81、102 頁）、アパラキ

ア山岳地帯→アパラチア山岳地帯（248 頁）といった誤植の可能性を指摘し、本書評の結び

としたい。 
  松田 武（アメリカ史） 

 
 
 
 

1 拙著『戦後日本におけるアメリカのソフト・パワー－半永久的依存の起源』岩波書店、

2008 年。 

                                                  

79





国際言語文化第 2 号(2016 年 3 月) 

国際言語文化第 2 号彙報 
2015 年度国際言語文化学会 第 3 回大会 報告 
 
 

2015 年 6 月 20 日(土)に京都外国語大学国際言語文化学会第 3 回大会が、1 号館 7 階小ホ

ールにて開催されました。開会挨拶では下村秀則副会長が、様々な分野にわたった本大会の

発表プログラムに言及し、言語、文化、地域を幅広く研究していくという本学会の趣旨にふ

さわしい会になると期待をこめて述べられました。 
記念講演では長崎総合科学大学のブライアン・バークガフニ教授をお招きし、「日本語と

国際理解～43 年にわたる学習経験から」と題して、長崎でのご経験や日本語と英語の違い、

禅や禅に関する日本語など、興味深い日本文化、日本語のお話をされました。 
午前と午後に分かれた研究発表では、7 組 9 名の方々がそれぞれ文化、言語、教育と幅広く

議論されました。特に今回は大学院生が発表者の半分を占めて、若手研究者の育成という本

学会のもう一つの趣旨に沿った内容となりました。50 名ほどだった過去 2 回に比べ、今回

は 96 名の来場者を記録し、学生の姿も多くみられました。 
 
 

【記念講演】 

ブライアン・バークガフニ 氏 (長崎総合科学大学教授) 

「日本語と国際理解～４３年にわたる学習経験から」 

 

記念講演要旨 

昭和 47 年(1972)に来日した際、私はほとんど日本語ができませんでした。「禅」に対す

る強い関心を持ち、本格的な禅僧の修行をしたいと思っていました。禅は「不立文字」と

言われるので言語はさほど重視されないだろうと想定していましたが、厳しい現実を突き

つけられました。日本語に対する理解がなければ、禅修行もさることながら、日本で生活

することさえできないと悟りました。本発表では、43 年にわたる日本語の学習経験と日本

文化体験を紹介し、国際コミュニケーションの場における日本語の課題について言及した

いと思います。 
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【研究発表者、及び発表要旨】 
井口 健太郎 (京都外国語大学博士前期課程) 

「セクスチェンジ・デー」にみるジェンダー概念と異性装の可能性 

  

我々が服装やファッションが単純に我々自身の表象である。しかし土肥（1998）や三橋（2006）

の研究を通して見られるように、ファッションなどの被服行動は我々自身のみならず、誰が何を

どのように着るかなど、属する社会の文化形態そのものの表象でもある。これらの研究を実践例

に当てはめた場合、どのような考察ができるのか。そのケース・スタディとして 2014 年 11 月に

山梨県の高校で行われた「セクスチェンジ・デー」と呼ばれる学生主体の取り組みを取り上げた。

この取り組みは「高校生が考える、みんなが笑顔になる方法」を考えるデザセンという大会で入

賞した取り組みを全校規模に拡大したもので、制服の存在する高校で、学生が男女で制服を交換

し、「身近な常識である「男らしさ」、「女らしさ」から離れてみる」1日を過ごすというものであ

った。被服行動を単純に個人の社会性や性別に結びつけるのは果たしてより良い社会の構築に

つながるのか、「性別（ジェンダー）」とは何かという問いを原点に、Hall(1980)のコード化・脱

コード化や Butler(1988)のジェンダーの身体化などの理論を元に、ジェンダーが社会的なコー

ドとして存在していること、我々の思考に無意識的に影響を与えていること、また、近年のジェ

ンダー研究や実践を通してより平等な社会をつくる取り組みが行われた結果、若い世代を中心

に服装などのジェンダー表象の解釈に変化が現れていることに言及し、土肥(1998)のクロス・セ

ックス化の理論を元に異性装が及ぼすジェンダーというコードの意味の変容の可能性を問い、

男女のいずれかしか存在しない「ジェンダー二項対立」の脱構築を試み、より寛大な社会が実現

する可能性を探る。 

 

須堯 晧平 (京都外国語大学大学院博士前期課程) 

名詞転換動詞の創造性と制約 

  

英語には名詞から動詞に転換(conversion)された名詞転換動詞(denominal Verb)が非常に多く存

在しており、創造性に富むものといえる。しかしその創造性は無制限ではなく、なんらかの制約

が存在している。本発表では名詞転換動詞 water の意味に関する制約を検討した。 

 名詞転換動詞 water の意味は元の名詞 water の主要な用途である「植物に水をあげる」が動詞

の意味に反映されている。ここから Kiparsky(1997)では名詞の標準的な使い方が動詞の意味に反

映されるとの意味制約を唱えている。しかし water a fire のような句は容認されないという。「火

を消す」は「水」の用途の 1 つであるにもかかわらず、なぜ容認されないのかについて Kiparsky

は言及していない。 

 本発表では、Kiparsky(1997)の制約では説明できていない点を認知意味論的アプローチから説

明を行った。動詞 water と目的語 fire の間で意味論的整合性がとれないために、water a fire は容

認されないという結論を導いている。 
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近藤 優美子 (京都外国語大学大学院博士前期課程) 

「「～（し）ちゃった」の使用場面」 

 

本発表は，日本語補助動詞「てしまう」の短縮形「～(し)ちゃう」のうち，事態がすでに実現

したものである「～(し)ちゃった」を分析対象に，文法記述において「聞き手」の存在を考慮す

る必要性を示したものである。これまでの文法記述では，ある文型が使用される場面や，その場

面にいるはずの「聞き手」の存在は重視されてこなかった。そのため，「てしまう」の記述にお

いては「予想外」や「期待外」という用法で，予想や期待を抱く者は「話し手」であることが当

然の前提とされてきた。しかし，先行研究がこれまで対象としてこなかった母語話者の会話デー

タを分析した結果，事態が「聞き手」の予想や期待に反する用例も存在することが明らかになっ

た。この結果は，文法記述において使用場面と「聞き手」の存在を意識する重要性を示すものだ

といえる。 
 

 

古畑 正富 (京都外国語大学非常勤講師・京都ラテンアメリカ研究所客員研究員)  

ハイム・ラビン『ヘブライ語小史』(1973 年)にみる歴史叙述の特徴 

 

本発表では、ディアスポラの世代に属する、現代イスラエルの言語学者、ハイム・ラビンの通

史『ヘブライ語小史』（1973 年）にみる歴史叙述の特徴について考察する。この著作は啓蒙的な

性格が強く、それゆえ、「歴史叙述は芸術作品であること」を標榜し、テクストにおいて詩と政

治が融合していた、ローマ史家テオドール・モムゼンの姿勢を想起させるが、ラビンもまた、言

語（の歴史）≒ 人間（の生涯）という社会学的な見地から筆を進め、WHJP (World History of the 

Jewish People) を別の角度から追究している。 

この場合、ラビンの発想の起源となった、ヘブライ語に基づく価値判断が注目に値する。興

味深いことに、ヘブライ語にみる《点と線》の動詞構造は先ず、［過去⇔現在］→未来という論

理記号に置換されるけれど、perfect/imperfect というアスペクトが、過去・現在・未来という時

制に組み合わされ、より厳密にいえば、アスペクトが時制の内在平面と化して嵌め込まれたと

き、「単純未来」は「未来完了」に変貌しつつ、再び過去と遭遇するといっていい。過去⇔現在

⇔未来の構造的枠―こうした円環的時間観はヘブライ語のみならず、スペイン語の文学作品に

も「未完了の愛」と形容すべきライト・モチーフで観察されるというのが、本発表の出発点で

ある。だから本発表では鏡像として、オクタビオ・パスの詩と現代ヘブライ語の歌を俎上に載

せ、両者の比較検討へ至る道筋を素描しようと努めた。 
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チャモロ・セバスチャン・ウリエル(京都外国語大学博士後期課程) 

ネットことばと日本語教育 

―学習者のニーズから考えるネットことば教材の可能性― 

 

日本語学習者の中にはネット上のコミュニティに参加し、日本語母語話者とつながりを持つ

者がいる。しかし、ネット上のコミュニティでは特殊な言葉が使用されているため、学習者がネ

ット上で人間関係を築くことができないことがある。 
本発表ではネット上の特殊な表現を「ネットことば」と呼び、日本語のバリエーションに位置

付け、ネットことばに対する日本語学習者のニーズを調査し、分析する。また、ネットことばを

日本語教育に取り入れる必要性や可能性、日本語教育におけるネットことばの扱い方について

考察を行う。 
ネットことばは世界中のどこにいても閲覧することができる点では、学習者にとって遭遇し

やすい日本語のバリエーションである。ネットことばを教材に取り入れるには、コミュニケーシ

ョンを重視して扱うべきであり、単語帳や活用形などの指摘では不十分である。 
 

 

遠海 友紀 (京都外国語大学国際言語平和研究所 嘱託研究員) 

初年次生の自律的な学習を促すことを目指した論証文作成の授業 

 

自律的に学習を行うためには、自己調整学習能力が必要である。自己調整学習では、学習者が

自分で課題に対して適切な目標を設定し、自己評価できることが求められる。授業において、課

題に取り組む際の目標となる評価基準を学生が作成し、それに基づいて省察を行うことで、学生

の自律的な学習を促すことが期待できる。 
本研究では、学生による評価基準の作成と省察への支援を取り入れた授業を実施し、評価基

準を自分達で作成することへの学生の意識や自己調整学習方略の使用に関する変化を分析し

た。その結果、学生は評価基準を自分たちで作成したことが、今回の課題の質向上に寄与して

おり、今後の目標設定に有用と捉えていた。また、課題に取り組む際に計画を立てることや、

その際に自分の現状を把握することの必要性への認識が高くなった。 
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久保 哲男 (京都外国語大学専任教員) 

柳田 博明 (京都外国語短期大学専任教員) 

ペドロ・アイレス(京都外国語大学専任教員) 

多言語対応型文化紹介の DVD 教材 

―日本の文化をベースにして― 

 

2012年より開始した学内共同研究「文化をあるく：Walk Within & Beyond Cultures（WWBC）」

プロジェクトの活動をつぎの 3 点から発表し、最後に WWBC DVD 第 2 弾「いのちの水：Water
－A Primary Source of Energy」(英語版/11 言語)を上映した。１）建学の精神「言語を通して

世界の平和を」の実践的活動の一環として ２）文化を超えて互いを理解し合うということにつ

いて ３）WWBC website の内容紹介：協働者への感謝に添えて 
“Multi-Lingual DVD (WWBC) project on Japanese Cultural aspects: its purpose and potential” 
(June 20, 2015 at KUFS): At the Conference the following three topics were demonstrated to 
describe some major activities conducted in the “Walk Within & Beyond Cultures (WWBC)”
－KUFS collaborative project since 2012:  
1) Review of the WWBC mission statement in support of KUFS motto: “Pax Mundi Per 

Linguas” 
2) Some possibilities proposed during the production of WWBC multi-lingual DVDs and 

discussion topics: how to help the learners raise their linguistic and cultural 
awareness in both L1 and L2. 

3) Report on WWBC website, which includes some remarks on WWBC members, 
products, activities and visibility of the project. Last, but most importantly, the 
authors express gratitude, appreciation and acknowledgment to all the members and 
collaborators who participated in this time and energy consuming project. The WWBC 
multi-lingual (12 languages) DVD NO. 2 “Inochi-no Mizu” in English was shown to 
the audience. 
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研究会活動報告 

 

2015 年度 京都外国語大学日本語・日本語教育研究会 

 

年度末総会と交流会 2015 年 3 月 14 日（土）12:00～14:00 

 

第４回 京都外国語大学 日本語・日本語教育研究会 

日時：2015 年 6 月 6日（土）11：00～14：10 

場所：キャンパスプラザ京都 

①山崎誠（京都外国語専門学校）「漢字圏における漢字の相違点―日本語のモーラの観点か

ら―」 

②王卓君（京都外国語大学 大学院生）「断り表現に対する応答表現―日本語母語話者と中

国人学習者との比較から―」 

③辻周吾（京都西山短期大学）「補助動詞の『～ておく』に関する一考察―対人配慮の視点

から―」 

 

京都外国語大学 日本語・日本語教育研究会とカルチュラル・スタディーズ研究会（第 1 回

合同研究会） 

日時：2015 年 8 月 20 日（木）13:00～15:00  場所：京都外国語大学 

テーマ『音楽』 

② 辰巳遼（京都外国語大学大学院 博士後期課程）「音楽と表象、自己と共同体―フーコ

ーの牧人権力」 

②影浦亮平（京都外国語大学国際言語平和研究所 嘱託研究員）「ルソーの音楽論」 

 

第５回 京都外国語大学 日本語・日本語教育研究会 

日時：2015 年 12 月 26 日（土）14：00～17：00  場所：キャンパスプラザ京都 

①安達万里江（京都外国語大学 非常勤講師）「授業デザイン」 

②辻周吾（京都西山短期大学 専任講師）「教案作りの落とし穴―養成講座と日本語教育現場

のギャップから―」 

③ 清水泰生（清風情報工科学院 日本語科）「国語教育と日本語教育－教師養成を中心に－」 

 

 

文脈に基づく教育文法研究会（担当：古澤純） 

・研究発表会 

2015 年 6 月 27 日（土） 近藤「「てしまった」の場合」 

2015 年 11 月 17 日（土） 近藤「そうだ・ようだ」 古澤「学会模擬発表」 
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・読書会：5/16, 6/6, 7/18, 8/1, 8/29, 9/19, 10/3, 10/17, 11/21, 12/12, 1/16, 1/30, 

2/27 

・第 1 回 研究と教育現場をつなぐワークショップ 「日本語の読解授業では何を教える

か？」 

共催：京都外国語大学日本語教員養成推進室・ニケの会 （2016 年 2 月 20 日（土）） 

 

 
2015 年度 京都外国語大学カルチュラル・スタディーズ研究会(KGCS)  
  
第 4 回 京都外国語大学 カルチュラル・スタディーズ研究会 
日時：2015 年 6 月 7日 13:30～17:00 場所：京都外国語大学 5号館 R531  
①辰巳 遼(京都外国語大学 博士後期課程) 「文化、メディア、アート」 
京都外国語大学 博士前期課程 1 年生ワークショップ 
②藤本美穂 
③本咲大樹 
研究発表 
④須堯晧平(京都外国語大学 博士前期課程)「名詞転換動詞の意味制約― water ―をめ

ぐって」 
⑤井口健太郎(京都外国語大学 博士前期課程)「『セクスチェンジ・デー』にみるジェンダ

ー概念」  

 

 

京都外国語大学 日本語・日本語教育研究会とカルチュラル・スタディーズ研究会（第 1 回

合同研究会） 

日時：2015 年 8 月 20 日（木）13:00～15:00  場所：京都外国語大学 

テーマ『音楽』 

④ 辰巳遼（京都外国語大学大学院 博士後期課程）「音楽と表象、自己と共同体―フーコ

ーの牧人権力」 

②影浦亮平（京都外国語大学国際言語平和研究所 嘱託研究員）「ルソーの音楽論」 

 

 

 

京都外国語大学カルチュラル・スタディーズ研究会との合同研究会誌『京都外国語大学 

日本学研究』の発刊（2016 年 3 月） 
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『国際言語文化』原稿執筆要綱 
 

国際言語文化学会では、年１回（３月）に学会誌『国際言語文化』を刊行します。 

 
１．執筆資格： 
1)投稿の資格には制限はないが、投稿する時点で会員でならなければならない。 

2)複数名で投稿する際は、少なくとも筆頭執筆者が会員でなければならない。 

 
２．原稿の種類： 
1)原稿の種類は以下のとおり（研究論文と研究ノート）で、編集委員会が認めたものとする。 
研究論文：言語・文化の研究および関連領域について，先行研究に加えるべき新規性・独

創性のある研究成果が，具体的なデータを用いて明確に述べられており、

論証性のあるもの。研究課題が明確に設定されており，データの分析を

通して課題への解答が示されていることが必要です。研究論文では，新

規性・独創性，論証性を特に重視して査読が行われます。関連する先行

研究の内容が十分に把握され，かつ，その研究領域での当該研究の位置

づけが明確かどうかが求められます。  
研究ノート：新しい事実の発見，萌芽的研究課題の提起，少数事例の提示など，将来の研

究の基礎として，または中間報告として，優れた研究につながる可能性

のある内容が明確に記述されているもの。実践報告や調査報告も研究ノ

ートに含まれます。実践報告とは、研究の実践の内容が具体的，かつ明

示的に述べられているもので、実践の内容を広く公開し，共有すること

の意義が明確に述べられていることが必要です。調査報告とは、言語デ

ータ，史的資料，教育の現状分析や関連する意識調査の結果など，資料

的価値が認められる報告が明確に記述されているものです。 
2)すべての論文は「投稿論文」として扱い、複数の査読者による査読を行う。当号で査読

に当たった者の一覧は公開するが、個々の論文における査読者の氏名は執筆者に公開しな

い。 

3)論文は未発表のものに限る。他誌に同時に投稿していることがわかった場合は不採用と

する。ただし、未公刊の修士論文、博士論文の一部、科研費などの報告書に掲載されたも

のは投稿できる。 

4)翌年３月発行の学会誌に掲載されるものの締め切りは毎年 11 月末日とする。 

5)投稿を希望する者は、年１回行われる大会において口頭発表し、その後修正を加えたも

のを投稿することが望ましい。 
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３．原稿の分量等： 
1)原稿の枚数：・論文は 38 字×32 行を 1 ページとして以下の分量を目安とする。 

論文：約 12000 字（A４で 10 頁程度、400 字詰め原稿用紙約 30 枚程度）、 
上限はＡ４で 15 頁とする。 

研究ノート：約 8000 字（A４で 7 頁程度、400 字詰め原稿用紙 20 枚程度）、 
上限はＡ４で 10 頁とする。 

翻訳：約 12000 字（A４で 10 頁程度、400 字詰め原稿用紙約 30 枚程度、 
上限はＡ４で 10 頁とする。 

書評：約 2000～2800 字（A４で 1～2 頁程度、400 字詰め原稿用紙約５～７枚程度）、 
上限はＡ４で 2 頁とする。 

 
2)欧文原稿については，論文は 5,000 語程度，研究ノートは 3,000 語程度とする。 
3)図表などは上記の枚数に含まれるものとする。 
4)原稿は，本学会ホームページからダウンロードした編集委員指定のテンプレートを用いて

作成すること。表記等の校正作業については編集委員会に一任となる。 
5)MS WORD 使用の場合は，38 字×32 行を 1 ページとして，上記の長さに相当する枚数

とし，ＰＤＦ化したものをメールの添付ファイルにして送信（islc@kufs.ac.jp）する（締切

日（日本時間）の午後 11:59 まで受け付け）。締切日を過ぎた原稿は受け付けない。 
 
注意１）不採用の場合にコメントを希望するか否かも明記してください。 
注意２）日本語および外国語のネイティブ・チェックは著者の責任で必ず行ってください。 
注意３）原稿は完全原稿を提出すること。 
 
４．要旨などについて：論文の初めに要旨をつけること。用いる言語は執筆言語以外の言

語で執筆者が選択するものとする。要旨の分量は日本語・中国語の場合

は 800 字、その他の欧米語の場合は 1600 字までとする。また、タイト

ルは，目次ページに記載する際使用言語に関わらず欧文和文両方を必要

とする。 
 
５．校正：執筆者校正は原則として 2 回までとする。以後の文章の訂正、加筆は認めない。 
６．原稿の採否：編集委員会による査読によって締切日から約１か月で決定される。 
７．原稿の掲載：当該号の投稿論文数、その他の事情により次号に繰り越す場合がある。 

その場合編集委員会は投稿者に連絡し、協議するものとする。 
８．その他：必要な事項については、編集委員会の議を経て決定する。 
 
９.著作権について 
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掲載原稿の著作権は、執筆者に帰属する。ただし、編集委員会は、掲載原稿を電子化し、

インターネット公開・配布するための権利を有するものとする。 

 
 
10．編集委員会事務局（原稿の送付先）： 
  〒615-8558 京都市右京区西院笠目町 6 京都外国語大学国際言語平和研究所 

『国際言語文化』編集委員会  e-mail: islc@kufs.ac.jp 
以上 
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編集委員会（◎は査読協力者） 

編集委員長 

中西 久実子（京都外国語大学外国語学部日本語学科教授◎） 

 

牛島 万（京都外国語大学国際言語平和研究所嘱託研究員◎） 

岡本 信照（京都外国語大学外国語学部スペイン語学科教授◎） 

影浦 亮平（京都外国語大学国際言語平和研究所嘱託研究員◎） 

北川 幸子（京都外国語大学国際言語平和研究所嘱託研究員◎） 

坂口 昌子（京都外国語大学外国語学部日本語学科准教授◎） 

ロマン・ジョルダン（京都外国語大学外国語学部フランス語学科講師◎） 

植屋 高史（京都外国語大学外国語学部中国語学科講師◎） 

福原 啓郎（京都外国語大学外国語学部英米語学科教授◎） 

 

事務局 

代表 

堀川 徹（京都外国語大学国際言語平和研究所所長） 

 

村井 正美（京都外国語大学国際言語平和研究所職員） 

 

辰巳 遼（京都外国語大学博士後期課程言語文化領域） 
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2016 編集後記 

 

『国際言語文化』第２号をお届けいたします。本誌の刊行に際しましては、本学会の母体

である学校法人京都外国語大学理事長・総長、本学会の名誉会員森田嘉一先生にさまざまな

側面からご高配賜りましたことを厚くお礼申し上げます。 

 また、本学会会長松田武先生（京都外国語大学学長）、事務局長堀川徹先生（京都外国語

大学国際言語平和研究所所長）はじめ、常任委員の皆様にもお力添えいただき、刊行の運び

となりました。ありがとうございました。 

 さて、本号には合計 10編のお申し込みをいただき、編集委員会で審査をおこなった結果、

最終的に合計７編（論文４本と、研究ノート２本、書評１本に加え 2015 年度の大会関係記

事など）を収録いたしました。編集委員会では、新たに査読委員として植屋高史先生、ロマ

ン・ジョルダン先生に加わっていただき、合計 12 名の新たなメンバーで作業を進めてまい

りました。本誌の質の向上のため丁寧に編集作業をおこなっていただけましたことに心よ

り感謝申し上げたいと思います。おかげさまで内容的にも各研究領域の重要性と面白さを

再認識できる学会誌『国際言語文化』らしいものとなりました。 

 最後になりましたが、いつも細やかに、そして柔軟に対応していただいている事務局、お

よび国際言語平和研究所のスタッフの皆様にもこの場をお借りしてお礼申し上げます。 

 本誌は言語と文化をテーマにした萌芽的研究、先端的な研究の学術論文を掲載し、会員の

研究業績とすることを目的としていますが、同時に会員どうしをつなぐコミュニケーショ

ンの手段でもあります。今後は研究に携わる会員の皆様の活発なご参加・ご投稿をお待ち申

し上げております。 

                   『国際言語文化』編集委員長 中西 久実子 
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