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【あいさつ・趣旨説明】 

司会 それでは時間になりましたので，第 33 回「ことば」フォーラムを開催いたします。

こんにちは。私は今回のフォーラムの総合司会を担当いたします国立国語研究所研究員

の伊藤雅光と申します。よろしくお願いいたします。それでは，まず配布物の確認をさ

せていただきます。青い封筒の中に，まず今回のフォーラムの要旨集が入っております。

なお，要旨集の表紙に１か所訂正がございます。下のところに「ディスカッション」と

ありますけれども，その司会の野山ひろしの「弘」という漢字が間違っております。こ

れは，広場の「広」という漢字のほうですので，御訂正をお願いいたします。それから，

小さな質問票が入ってます。これは３時から 15 分間休憩を取りますけれども，その間に

係のほうにお出しいただければと思います。それから，ベージュ色のアンケート用紙が

１枚。これはお帰りの際に受付にお出しください。それから，研究所が制作しておりま

す「ことばビデオ」シリーズのパンフレットと広報紙『国語研の窓』33 号があります。

そして最後に，研究所の概要が１部入っております。もしも足りないようでしたら，受

付のほうまでお越しください。 それでは，国立国語研究所所長の杉戸清樹から御挨拶
あいさつ

が

あります。 

杉戸 国語研究所の所長を務めております杉戸清樹と申します。皆様，今日はほんとうに

ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。幸い良い天気に恵まれました

が，金曜日，平日の午後にもかかわらず，大勢の皆様にお越しいただきましてほんとう

にありがたく存じます。この「ことば」フォーラムという催しですが，私ども国語研究

所が毎年２回ずつくらい開いているものです。今回で第 33 回を迎えておりますが，九州

では数年前に熊本市で一度開催いたしました。それに続いて，２回目になります。北海

道とか関西地区とか，東京だけではなくいろいろな所でやっております。フォーラムと

いうのは「広場」という意味だそうでありますが，「言葉についてみんなで考える広場」

という意味の催しでありまして，日本語をめぐって，あるいは言葉そのものをめぐって，

その時々の話題を選びまして，世の中の言葉のあり方，あるいは言葉の研究の領域で分

かったことなどをテーマに取り上げております。言葉の研究の専門家，あるいは学校の

先生方のように教育の専門家の方たちだけではなくて，いろいろなお仕事をなさってい

る方々，一般の皆様にもお越しいただいて，その都度のテーマについて，御一緒に考え

ていきたいと，そう心がけて続けてきているものでございます。今日は，お手元の資料

のとおり，「映像作品から話しことばを考える」というテーマでございます。後ほど担当



 2

者から詳しい趣旨説明をいたしますが，ここで扱う映像作品というのは，映画ですとか，

テレビドラマですとか，あるいは言葉を学習したり教えたりするときに使うための映像

教材とか，そういった映像・音声を備えた様々な作品を考えております。普段の言葉を

改めて考えてみますと，特に話し言葉の場合ですが，これは考えれば不思議だなと思い

ますけれども，言葉のコミュニケーションと言いながらも，言葉だけでは成り立ってい

ないということをしばしば感じます。つまり，動作ですとか，身振りですとか，あるい

は表情ですとか，言葉以外のいろいろなものごとによってそのコミュニケーションが伝

えられている，そういうことを感じます。言葉によるコミュニケーションを考える，そ

のためには言葉だけを見ていたのでは不十分だということを考える，そのことにつなが

っていきます。例えば，今日のテーマである映像作品。そういうものを作るときには，

台本が多くの場合はあるわけですが，そこに書かれたせりふ，これは言葉ですね。その

せりふという言葉以外に，人物，映像，あるいはその動作，表情，あるいはその場面の

大道具，小道具。そういったものが台本の中にきちんと設定されて作られるわけです。

そういった，言葉以外のものごとが毎日の，普通のコミュニケーションの場面でも同じ

ようにあって，それがコミュニケーションに力を発揮している，そういうことだと思い

ます。言葉を考えるとき，あるいは言葉の教育を考えるとき，言葉だけではなくて，言

葉以外のものごとをきちんと考えに入れること，これが欠かせない，そういうことも思

います。その際に，一つの具体的な手がかりとして「映像作品」というものがあります。

重要な役割を果たすだろうと思います。そんなことを考えまして，今日のこのフォーラ

ムは言葉を考えるとき，あるいは言葉の教育を考えるとき，言葉だけではなくて，言葉

以外の映像作品，テレビドラマですとか映画ですとか，こういうものをテーマにしまし

た。なかには，私どもの国語研究所がこれまで作ってまいりました「ことばビデオ」と

いうものがあります。お手元にパンフレットも用意いたしましたけれども，これも例に

いたしたりもしまして進めてまいります。映像作品を見直すこと，その中の言葉を改め

て見直すこと，そしてさらに言葉以外のものごとを見直すこと。そういうことを通じて，

広くコミュニケーションについて考える，そんな機会を皆さんと一緒に過ごしたいと思

います。今日のために，日本語教育，日本語を母語にしない人のための日本語教育の領

域で長い間御活躍をなさっている，清ルミさんにお話をお願いしております。そしても

う一方，学校教育，特に高校の国語教育の現場で活躍，教鞭
べん

をとっていらっしゃる，中

神智文さんにもお話をお願いしております。お二方，ありがとうございます。後ほど私
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も加わりまして，この会を続けてまいりますので，どうぞよろしくお願いいたします。  

今日のこの会については，地元の福岡県の教育委員会と，福岡市の教育委員会，さらに

西日本新聞社から後援のお助けをいただいております。この場を借りてお礼申し上げま

す。夕方までの短い時間ではありますが，御来場いただいた皆様方には，どうぞ積極的

に最後のディスカッションにも加わっていただくなどしまして，それぞれに普段の言葉

やコミュニケーションを，「言葉だけではなく」という角度から今日は考えていただく，

ちょっと立ち止まってふだんのコミュニケーションに思いをいたす，そんな時間をお過

ごしいただければ幸いです。言葉というものを，あるいは映画とかテレビドラマという

ものを，ちょっと見つめ直す，そんなきっかけになることを，今日のお帰りにお持ち帰

りいただけることを期待して，御挨拶といたします。どうぞよろしくお願いいたします。

ありがとうございます。（拍手） 

司会 それでは次に，今回のフォーラムのコーディネーターを務めております国立国語研

究所研究員の野山広から，趣旨説明があります。 

野山 皆さん，こんにちは。簡単に趣旨説明をさせていただきたいと思います。今日のフ

ォーラムのテーマは，先ほど所長の挨拶でも申し上げましたように，「映像作品から話し

ことばを考える」，副題で「国語・日本語教育の現場で」とありますけれども，御紹介し

ていただくのは，日本語教育の現場からは清ルミさんに，それから国語教育の現場から

は中神さんにおいでいただいています。お二方とも，「ことばビデオ」という皆さんのお

手元の資料にある，５巻目まで出ているこのビデオを，授業の現場で活用した場合に，

どういうふうに活用できるのか。その活用の広がりの可能性について，考えていただく

ためのヒントをいただければということでお話をしていただきます。もちろん，この「こ

とばビデオ」以外にもいろいろな視聴覚の教材が出ていますので，音声の教材，あるい

はほかの視聴覚の教材を活用して，こういう使い方ができるのではないか，あるいはこ

ういう補完的な役割を担うことができるのではないかということについてもやっていた

だくことになります。それを伺いながら，後半部分は杉戸所長のそれに対する話があっ

た後，全体でディスカッションをしていくということになります。そのディスカッショ

ンの時に，今日は休憩時間に皆さんに質問票をお渡ししていて，お二人の事例の発表の

ことに関して御質問があれば書いていただいて，それにお答えしながらディスカッショ

ンを進めていきたいと思いますので，御協力をお願いできればと思います。それから恐

縮ですが，アンケートのほうもできる限り書いていただいて協力していただければあり
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がたいと思います。映像がたくさん出てきますので，どうしても準備の段階でいろいろ，

ほぼ万全は期しているのですが，話している内容と関連した映像がスムーズに展開しな

い箇所があるかもしれません。そのときは驚かず，怒らず，淡々と見ていただければ幸

いです。短い間ですが，御協力をよろしくお願いします。それでは，皆さんと一緒にこ

のフォーラムを楽しむことができたらと思いますので，よろしくお願いします。（拍手） 

 

「国語教育の現場での活用を考える」中神 智文 （配布資料：中神 p.1～４） 

司会 それでは，最初の講演は福岡県立朝倉高等学校教諭中神智文さんの，「国語教育の現

場での活用を考える」です。では，よろしくお願いします。 

中神 皆さん，こんにちは。福岡県立朝倉高校に勤務しております中神智文と申します。

今日はよろしくお願いいたします。では，私のほうからは，「「ことばビデオ」国語教育

の現場での活用を考える」ということで，実際授業に，どういうふうに使ってこういう

結果が出たと，まあ結果はきちんと出せないですが，そういうことでお話をしていきた

いと思います。お手元にはスライドの資料を印刷しておりますので，もし見づらいとい

う方がございましたら，そちらの資料のほうをご覧ください。資料の３枚目からになり

ます。では，まず今日の発表の目的ですけれども，「ことばビデオ」というのを国語研究

所のほうで作成されておりまして，それが国語教育の現場ではどのように活用できるか

ということです。「ことばビデオ」自体は，対象が中学生以上で，言語生活にかかわる，

そういういろいろな話を中に入れ込んで，一つのビデオにしているというものではあり

ますけれども，国語教育のビデオというわけではないんですね。ですから，そういった

ところも考えながら，見ていきたいと思います。まずは，私はほかの先生方と違って全

然無名ですので，一応自己紹介をさせていただければと思います。中神智文と申します。

昭和 63 年に福岡県の教諭として採用されております。その間ちょっと大学院に留学なん

かをしまして，平成 15～17 年度に文化庁文化部国語課というところに，在職しておりま

した。文化庁文化部国語課というのは，国語研究所とつながりがありまして，そこで「こ

とばビデオ」の作成の段階で少し加わらせていただいたという経緯があり，今回「こと

ばビデオ」の活用について考えたいということであります。文化庁文化部国語課という

のは，一応言っておきますと，国語課はありますけれども，例えば数学課とか理科課と

かはありません。文化庁というのは文部科学省の外局になりますけれども，その中で特

に国語，日本語を中心に扱う部署です。今までは常用漢字表などの表記のことを中心に
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やってきていました。最近では「敬語の指針」（文化審議会答申）なんかをお読みになっ

た方がいらっしゃるかもしれませんけれども，そういったこともやっておるところです。

その後，平成 18 年度，昨年度から朝倉高校に勤務しております。一応，朝倉高校という

ところを，学校の紹介も兼ねていたしますと，朝倉市という所にあります。結構田舎で

大分との県境に近い所です。しかしながら，来年創立百周年を迎える，歴史は古い学校

です。普通科８クラス，１学年 320 名，1000 名ぐらいの規模の学校です。田舎の進学校

ということで，国公立大学への進学者というのは，現役で大体 100 名程度です。今回「こ

とばビデオ」を取り扱いますけれども，そういうある程度の進学校での実践ということ

でご覧になっていただければと思います。ついでに，字ばかりではなくて映像も，これ

が校舎です。そしてこれが校舎の一番前です。体育祭などの学校行事もきちんとやって

おります。文化部も活動しています。卒業式も，こうやってきちんと行われています（笑）。

日の丸ももちろん掲げていますが，何も問題は起きません。遠足もちゃんと，見て分か

るように，歩いて行きます（笑）。最近，バスで行っている高校なんかもあったりするら

しいですけど，ちゃんと歩きます。秋月という観光地まで歩いて７キロぐらいですか，

それぐらいの距離にありまして，この秋月まで大体毎年遠足に出かけます。さて，この

「ことばビデオ」を，小説教材として活用してみようということを考えまして，芥川龍

之介の『羅生門』，これは皆さんご存じだと思います。高校の教科書には，どの教科書に

も大体一番最初に小説教材として取り上げられている有名作品です。では，これでどう

いうことが考えられるのか。ビデオをそのまま活用するというよりは，「ことばビデオ」

の中の，後で第１話の部分を見てもらいますけれども，文字言語と音声言語の違いとい

うのがはっきりと分かるように，そういうふうな作りになっているビデオがあります。

そのビデオをまず，授業の最初に見てもらいます。それは何のために見てもらうかとい

うと，「より深い読解のために」とありますけれども，高校の国語では，ほとんど音声言

語とか映像は扱いません。皆様も高校時代に経験されたことがあるかもしれませんが，

大体は教科書ばっかりですね。教科書は，当然字で書いていますから，それ以外の情報

は全然入っていません。その中でやはり，どういう意図でどういう意味でこういうふう

に主人公は言っているのかとか，そういったことを考えるというのが，小説教材の普通

の取り扱いの仕方になっています。大学入試なんかでも，そういうことが問われます。

ですから進学校にいる者として，やはりそれははずせないということです。ということ

で，では授業としてどういう展開をしていったかということで，まず「日本語の音声に
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耳を傾けると」という「ことばビデオ」の５巻目を最初に見ていただきたいと思います。 

＜ビデオ上映＞ 

これは，ある街角で見かけた光景です。「ほんとう」という言葉が何回も出てきます。  

ちょっと会話に耳を傾けてみましょう。 

「のぞみ！」 

「あ，かな。おはよう」 

「おはよう」 

「ねえ，知ってる？」 

「なに？」 

「鈴木先生，結婚するんだって」 

「えっ，ほんとう？」 

「うん，ほんとう」 

「えっ，でも，そんな素振り全然なかったじゃない。ほんとう？」 

「ほ・ん・と・う。なんか，ゆうこがね，偶然二人が歩いているとこ見ちゃって，それ

で直接先生から聞いたんだって」 

「じゃあ，ゆうこは相手の人に会ったんだ。どんな人だって？」 

「うーん，詳しいことは分からないけど，でもすっごく素敵な人だって言ってたよ」 

「へえー，ほんとう？ 先生もやるな」 

「ほんとう」という表現が，さまざまな口調で話されてましたね。もう一度，「ほんと

う」の部分だけ聞いてみましょう。 

「えっ，ほんとう？」 

「うん，ほんとう」 

「ほんとう？」 

「ほ・ん・と・う」 

 「へエー，ほんとう？」 

  同じ「ほんとう」という表現でも，いろいろな気持ちや意図が伝わってきますね。さ

て，会話の続きを聞いてみましょう。 こんどは，「なにやってるの」という表現が何回

も出てきます。 

「ねえ，そういえばさっきからずっと気になってたんだけど，そんなものを持ってなに

やってるの？」 
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「あ，これ？ かずやがね，『おねえちゃん，もう二重跳びなんかできないだろう』なん

て生意気なこと言うから，ちょっとやってみてみたの」 

「もう，弟にのせられて，なーにやってるの」 

「ほんとにね」 

「ちょっとかずや，なにやってるの。人のものを勝手にのぞいちゃだめじゃない」 

「だって，すごくいいにおいがしたから，何だろうって気になっちゃったんだ」 

「もう，なにやってるのー。まったくあんたは食いしん坊なんだから」 

「いいの，いいの。気にしないで」 

同じ表現であっても，口調によってずいぶん印象が違ってきますね。「なにやってるの」

のところを，もう一度聞いてみましょう。 

「そんなものを持って，なにやってるの？」 

これは，なわとびを持って何をしているの？ と相手に質問しているものですね。そ

れでは，次はどうでしょう。 

「弟にのせられて，なにやってるの」 

これは，相手に質問しているわけではなさそうです。むしろ，相手をからかっている

ように聞こえますね。次はどうでしょう。 

「ちょっとかずや，なにやってるの」 

 人のものを勝手にのぞいた弟を叱っているようです。最後はどうでしょう。 

「もう，なにやってるの」 

食いしん坊な弟に，あきれている感じがしますね。このように，「なにやってるの」は，

文字だけ見ると質問の表現ですが，話し方によっては相手をからかったり，叱ったり，

あきれたりといった，話し手のさまざまな気持ちや意図が伝わることがあります。最初

の「ほんとう」も，「ほんとう↑」だと疑っている感じになりますし，「ほんとう↓」だ

と，感心しているように聞けますね。このように，「なにやってる」や「ほんとう」とい

った文字だけでは，どのような気持ちや意図でこの表現を相手に伝えようとしているの

か分かりませんが，話し言葉の場合，声の高さの変化や声の出し方，リズムのとり方な

ど，声の調子を変えることによって，感心，からかい，疑いなど，さまざまな気持ちや

意図を伝えることができます。 

（ケータイ呼び出し音） 

「ちはる，また電話。これじゃ勉強に集中できないよう」 
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「こんどはメール。あ，えりから」 

『元気？ 映画，今週末だね。すごく楽しみ。チケット，ちはるとかおりの分もちゃん         

と買ったよ。待ち合わせは，映画館の入り口に 1時半でどうかな？』 

「ねえー，映画の約束今週末って書いてあるけど，違うよね」 

「うん，９月の最後の週って言ってたから，今週じゃなくて来週だと思うけど。えりの

勘違いじゃない」 

「そうだよね。あー，わたし今週末，予定入れちゃったよ。どうしよう。あ，早く返事

書かなきゃ」 

『映画の約束，９月の最後の週って言ってなかった？ 今週末はもう予定入れちゃった

よ』 

「ちはる，これじゃあ素っ気なさすぎて，ちょっとえりを責めているようにも読めちゃ

うんじゃない？」 

「そうだね。ついあわてちゃった。えーと，こんな感じかな」 

「うん，いいんじゃない」 

「送信っと。ああ，かおりに言ってもらってよかった。あのまま送ってたら，えりにち

ょっといやな思いをさせちゃったかもしれないね」 

「うん，直接話しちゃえば気持ちも簡単に伝わるけど，文章だとなんでもないことが深

刻そうな感じになっちゃったり，なんだか冷たく突き放した感じになっちゃうことって，

あるよね」 

「うーんうん，あるある。でも，なんでだろうね」 

（ケータイ呼び出し音） 

「早い。えりからだー」 

「え，ほんとう？」 

「了解だって」 

「えり，やっぱり勘違いしてたんだ」 

「早速，返信」 

  自分がどのような気持ちや意図でその言葉を語っているのかを，相手に伝えることは

とても大切なことです。話し言葉の場合，声の調子などから気持ちや意図は容易に相手

に伝わりますが，文字だけでは少し伝わりづらいと感じます。ちはるさんの書き直した

メールを見てみましょう。これは，ちはるさんが書いた最初のメールの文面です。これ
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は，書き直した文面です。顔を表現した絵などを使って，自分の気持ちを伝えたり，～

の記号や小さなゥの文字を使うなどして，くだけた声の調子を表現する工夫をしていま

すね。公的な場面や目上の人に対する場面では，絵文字などを使うことは失礼になるこ

ともありますが，親しい人とのやりとりでは，自分の気持ちや意図を相手に伝えるため

に，ときにはこういった工夫をすることもあります。 

「そんなものを持って，なにやってんの？」 

「あ，これ？」 

このように，話し言葉には，声の高さの変化や声の出し方，リズムのとり方など，声

の調子を変えることによって，  

「もう，弟にのせられて，なーにやってんの」 

また，書き言葉では，絵文字や記号などを工夫することによって，自分の気持ちや意

図を豊かに伝えることができます。 

＜ビデオ終了＞ 

中神 ご覧になっていただいたのが第１話です。「日本語の音声に耳を傾けると」というこ

とで，いろいろな使い方ができると思いますけれども，そのなかでやはり重要になって

くるのが，文字言語と音声言語との情報の大きな差です。文字では一つですけれども，

声の調子とかアクセントとかイントネーションを変えるだけで内容が変わってくる，と。 

簡単に言うと，普通私たちはそういう言語生活の中にいるわけです。逆に，文字に書か

れたものはそれだけの抽象化された情報でしかない。そこからどういうふうに内容を読

み取っていくかという，そちらのほうに注意を向かせる。特に高校生に見せますと，知

っていたという者も結構いるのですけれども改めてそういうふうに指摘されると，やっ

ぱりそういう音声や映像というのはそれだけ情報量が多いんだというふうなことを改め

て気付く生徒のほうが感想としては多い。そちらのほうに目を向けさせて，逆にじゃあ

文字言語はどうなんだというのが，今回のやった事例の一つです。音声や映像の持つ情

報量は，今見ていただいたように非常に多いものであって，それを踏まえて，文字言語

をどう理解するか。授業風景として，これは１年生の１クラスの授業風景を見てもらい

ます。こういうふうに，真面目に受けております。５月の末でしたので，ちょっと夏服

と冬服が混ざっています。このときはこんな感じで，教室ではなくて視聴覚教室で授業

を行っています。これは男子のほうです。まあ真面目なふりをしていますね（笑）。鉛筆

を持つふりをしています。ビデオを流した後，『羅生門』の音声テープを，これは教科書
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会社からいろいろな形で送られてきたりする朗読のテープがあるのですけれども，それ

を聞かせて，それでどのような印象を持ったか。または，その登場人物は何歳ぐらいな

のかとか。いろいろな想像を，音声の情報から書かせるというふうなことをちょっとや

ってみたところです。実際，授業でこのテープを流した部分はまだ本を読んでないとこ

ろですので，いわゆる耳で聞いただけでいろいろな判断をするというふうなかたちで展

開をしています。『羅生門』の朗読テープを今回持ってきておりますので，皆様も登場人

物を，これで聞いて何歳ぐらいだろうかとか，あとはセリフに対してどのような印象を

持ったのかというのを，少し聞いて考えてもらえたらいいかなと思います。今回，２種

類テープを用意しています。２種類それぞれ印象が違うと思います。で，全部流すと非

常に長くなりますので，『羅生門』の一番最後，最後のクライマックスのところですけれ

ども，老婆の「生きるために仕方がなくやっていることだ」というふうな話を聞いて，

下人が「きっとそうか」というふうなことで，最終的には老婆の服を引きはがして逃げ

ていくというふうな場面のところのテープです。では，まず今から流すのをテープＡと

しまして，ちょっと気軽に聞いてください。 

＜音声『羅生門』Ａ＞ 

  下人は，飢え死にをするか盗人になるかに，迷わなかったばかりではない。その時の

この男の心もちから言えば，飢え死になどということは，ほとんど考えることさえでき

ないほど，意識の外に追い出されていた。「きっと，そうか」老婆の話が終わると，下人

は嘲
あざけ

るような声で念を押した。そうして，一足前へ出ると，不意に右の手を面皰
に き び

から離

して，老婆の襟上をつかみながら，噛
か

みつくようにこう言った。「では，己が引剥
ひ は ぎ

をしよ

うと恨むまいな。己もそうしなけれぱ，飢え死にをする体なのだ」 

＜音声終了＞ 

中神 はい。これがテープＡというふうに考えてください。次に，また同じ部分ですが別

のテープを流します。 

＜音声『羅生門』Ｂ＞ 

  下人は，飢え死にをするか盗人になるかに，迷わなかったばかりではない。その時の

この男の心もちから言えば，飢え死になどということは，ほとんど考えることさえでき

ないほど，意識の外に追い出されていた。「きっと，そうか」老婆の話が終わると，下人

は嘲るような声で念を押した。そうして，一足前へ出ると，不意に右の手を面皰から離

して，老婆の襟上をつかみながら，噛みつくようにこう言った。「では，己が引剥をしよ
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うと恨むまいな。己もそうしなけれぱ，飢え死にをする体なのだ」 

＜音声終了＞ 

中神 Ｂのほうがなかなか，気合が入っていましたね。（笑） ちょっと聞いてもらった後

で，生徒には「年は何歳ぐらいだろう？」というふうなことを聞いています。テープＡ

はこんな感じで，下人はちょっと若い。ただ，もうこの段階においてはすでに『羅生門』

の授業に少しだけ入っておりまして，下人の年齢は「にきび」があることを考えると若

いだろうという話をしているんですね。で，なおかつこういうふうに「30～39 まで」「50

～59 まで」を書くというのは，ちょっと学習がうまくいってるのかな（笑）というのも

ありますけれども，まあこんなものです。老婆のほうも，テープを流したので一応聞い

ておりますけど，こんな感じです。テープＢになりますと，やはりだいぶ下人の年齢も

ちょっと年がいってきまして，老婆のほうはそういう，推定年齢が集中したかたちにな

っています。年齢はあまり，それがどうのという問題ではないのですけれども，テープ

で同じところを聞いた限りにおいても，このような差が出てくるということです。あと，

テープを聞いていただいた感じで，テープの朗読者が主にどういうことをされている方

か想像できましたか？ これは難しいですね。テープＡのほうは，これが屋良有作さんと

いう，あまりご存じないかもしれませんが，「ちびまるこちゃん」のお父さんのヒロシの

声をしている方です。ですから，主に声優とか，あと俳優，そういう職業を中心にやっ

ている方です。テープＢのほうは，これは室積馨
かおる

さんということで，あまり知られてい

る方ではないみたいなのですけれども，朗読を中心にやっていたり，ちょっと昔，ＮＨ

Ｋのラジオドラマですとか，そういったものを吹き込んだりとかされていた方のようで

す。声優さんとか俳優さんの場合は，そこに映像があるわけです。映像に音声を合わせ

るということが中心になってくるので，そんなに声にすべてを表さなくてもいいところ

もあるのですけれども，ラジオドラマなどは声が基本的にすべてですから，そういう違

いもあるのかなというふうに思っています。生徒に感想を書いてもらうと，テープＡの

ほうは「納得」とか「怒っている」とか「憎しみがある」とか「することを決めた」と

か「念を押す」とか「自分に言い聞かせる」とか「ばかにしている」とか。テープＢの

ほうは，だいぶ変わっていまして，画面をご覧ください。「喜んでいる」とか「うれしそ

う」とか。結構，うれしそうというのは多かったですね。これも「決心できてうれしそ

う」ですね。「何かたくらみがある感じ」なんかは，声から感じ取ったのでしょうね。「吹

っ切れた感じ」とか「自分が上だと思う」とか。こういうのは，ちゃんと教科書を横に
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見ながら読んで書いたという生徒もいて，それを感じ取ることもありますけれども，「き

っとそうか」というふうな言葉が出るときに，前に，本文に「飢え死になどということ

はもう意識の外に追い出していたからだ」と，下人の中でですね。そういうふうな読み

方ですね。そして後のほうには，「嘲るような声で念を押した」というふうなテキストに

なっています。ですから，どっちがどっちということではないのですけれども，そうい

うふうなことを声に求めるのであれば，やっぱりテープＢのほうが，テキストを忠実に

表しているのではないかなという感じはします。こういったことが音声だけでも感じ取

られるということで，逆にテキストだけの読解というのは，それだけやっぱり慎重にや

らなければいけないという話に，小説の読解についてはなっていくということになりま

す。次に第２話，第３話の活用ということについて少し述べます。これはちょっとビデ

オを流すと，また時間がかかってしまいますので割愛しますが，第２話は方言です。例

えば，教科書ではよく宮沢賢治の詩『永訣の朝』が使われますけれども，そういった方

言は，私たちが読んでも正確には出せません。イントネーションもあり，発音も違うし

ですね。そういったところを，方言は文字面だけでは分からないんだというところを知

ってもらうためにも，第２話の活用というのは考えられます。あと第３話は，これは外

国人の話す日本語という話になっていますけれども，逆に考えてみます。例えば日本人

は外国語をどのように聞いているのかというのは，外来語の表記なんかに表れたりしま

す。昔アメリカをメリケンと表記していたりとかですね。今はアメリカですが。○○ケ

ンとか，こういうようなものでも，外来語の表記としてはいろいろあることが分かりま

す。当然，外国語が専門の方だったら，発音通りではないということはご存じだと思い

ます。でも，それをいかに文字に表そうとしたか，日本人のそういう考え，そういった

ものを考えさせるのにも，一つ活用できるのではないかと思ったりしています。ここで，

『日本語の音声』（ことばビデオ５）のビデオを，第１話，第２話，第３話と通して生徒

に見てもらって，どんな印象を持ったか。どういったところに興味・関心があったかと

いうことについて，ちょっと見てまいりたいと思います。平成 18 年度，３年生の文系 120

名の自由な感想をちょっと書かせております。そうしますと，第１話について感想を書

いたのが 68 人，第２話が 71 人，第３話は 21 人でした。勤務校の近くにはあまり外国人

がいないということで，あまり興味がないということがあるとは思いますが。第１話に

ついて具体的に出た意見ですけれども，「私もよくメールを送ることがあるけれど，文章

だけだと自分の思っていることを相手に伝えるのはとても難しいと思う。いつも普通に
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なにげなく使ってる言葉だけど本当は不思議なことがたくさんあるんだなあと思った」。

表記とか表現は生徒の表現のままなので，ちょっと変なところもありますけれども，御

容赦ください。第２話については，例えば「私は方言が激しいほうで，中学まではよか

ったけど，高校に入っていろんな地区の友達ができて，話が通じないことがありました」。

狭い地域なんですけどね。狭い地域の中でもやっぱり，話が通じない部分があるんでし

ょうね。「福岡の友達は初対面のとき」これは福岡の友達ということは，私らの田舎のほ

うでは福岡市内のことです（笑）。同じ福岡県なんですけど，言葉は違うんです。「福岡

の友達は初対面のとき，私の方言の口調がこわいと言っていました」。ああ，そういうふ

うに言われるんですね。「ビデオのように使い分けれるようにした方がいいのかなと思い

ました」。第３話については，「普段，意識しないで使っている日本語だが，客観的に見

てみると，一つの言葉に様々な意味があるのが分かった。方言も多種多様でおもしろか

った。あらためて方言は独特の日本語だと思い，日本の文化だと思いました」。そして最

後に「外国人が日本語を話しているときは，何かつまりながら話していると思ったが，

「っ」や「ー」などが発音しにくいからああいう風な話し方になっているんだなと初め

て知った」。やっぱり，高校生になっても初めて知ることが，このビデオの中にはいろい

ろ含まれているということです。真面目な意見ばかりではおもしろくないので，ちょっ

と番外編を見てみます。「まず第一に，日本語はすごく奥が深くおもしろみがあり，趣深

いものであるなと思いました」。ここまでは普通ですね。「そして，東京の人のしゃべる

言葉はすごく美しく」（笑），「福岡の人にとってうらやましいと思いました」。ここから

先がちょっと問題なんですけれども，「しかし，なぜ東京の人の言葉が標準語なのでしょ

うか？ くやしくてたまりません。そしていたたまれません」（笑）。ここまで真剣に考え

る人もいるのかなと思ったりしますけれども，実際，人それぞれ感じ方は違いますから。

ここに標準語という言葉を使っていますけれども，やっぱり標準があるんだという意識

がありますね。次にどういったことを，これから先言葉について知りたいかということ

をちょっと聞いてみました。まず「自分が使っている方言と標準語の違い」。やはりここ

でも標準語というふうに言ってしまうんですね。標準があると思っています。「日本語の

成り立ち」。これはなかなか難しいけど，いいテーマかもしれません。あとは「若者言葉」。

「外国語の方言」。方言があるというのをやはり，まだあまり知らない生徒さんが多いか

らですね。あとは「日本語と外国語との比較」。「離れた場所なのに同じ特徴なのはなぜ」。

これは，ビデオの中に「方言地図」というのが出てきまして，例えば平板アクセントの
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ところが，結構いろんなところに飛んでいるんですね。そういったところを見て，ここ

とうちの地域はなんで一緒なんだろうとか，そういったことを気付いて，そういったこ

とが知りたいなというふうなことが書かれています。知りたいことの２番目。これはち         

ょっと番外編かもしれません。「羽越本線で鶴岡に行きたい」。 方言のビデオを見て，何

か触発されたのでしょうね（笑）。まあ違う感じ方をするのもいいということですね。「だ

れが日本語を作ったのか」。これはすごいですね。だれが作ったか，言えたらすごいと思

いますけれども。だれかが作ったと思っているということですね。「雲と蜘蛛のアクセン

トの違い」。私にはよく分からないのですけれども，違いがあるのでしょうか。あったか

もしれません。すみません。「標準語をしゃべりたい」。うーん，標準語ですね。「甘木の

方言」。甘木に住んでいるのに，甘木の方言について知りたい。自分の所を知りたいとい

うのは，大事なことなのかもしれません。「日本語の音声」の感想を，19 年度にまた同

じように聞きまして，１・２・３話別としましたが，同じように，「あらためて一つの言

葉でもいろいろな意味がある」と。また，結構多いのですが，「九州の方言は恐ろしく聞

こえるらしい」というのは，なぜかそういう話が広まっているみたいですね。それでな

んか標準語を勉強したいとか，そういうふうになるのでしょう。で，やっばり「日本語

は難しい。だから外国人にも難しいのじゃないのかな」というふうなことですね。「知り

たいこと」については，「最近私たちが使っている言葉がほんとに伝わるのか？」。「違う

方言の人が話すときに起こりやすい誤解とは何か？」。ちょっと発展したかもしれないで

すね。「外国人のための日本語の学校ではどのように教えているのか？」。そういうとこ

ろに興味を持つとは，なかなかいいですね。「日本語は奥が深い」というような感想なん

かも書いています。これは授業風景ですけれども，３年生です。写真を撮ると言ったら，

ちゃんと真面目に上を向いていますね。（笑）これもビデオを見ているところです。大体

真剣に，普通あまり映像教材は使わないクラスが多いということで，真剣にビデオを見

ています。これも，真剣に感想を書いているところです。女子ばっかりのように見えま

すが，横のほうに男子が６名ほどいるんですけどね（笑）。そういうクラスです。今後の，

この「ことばビデオ」の活用に向けてという話なのですけれども，まず，「ことばビデオ」

自体をご存じない方が多分多いと思います。私も，昔はそうでしたので。どういったと

ころに入っているかというと，いろいろな，教育委員会のどっかに入っていたりとか，

そういうふうになっています。ということで，手元にないんですね。欲しいと思っても，

教育事務所まで取りに行かなければいけない。だから，手元にないから使おうと思って
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も使えないし，なかなか知られていないというのが非常に残念だと思います。あと，そ

のビデオの中に解説の本が入っていますけれども，簡単にパッと見れるというものでは

ないので，内容や活用法がちょっと分からない。だからあっても，見てみてどう使うん

だろうと。教育の方面に使うのであれば，もう少しいろいろ詳しい解説とか，こういう

ふうに使うんだというふうな内容が，やっぱりある必要があるのではないかなと思いま

す。あと，高校生の意見の中にもあったのですけれども，対象が中学生以上に分かるよ

うにというふうに，私，ちょっとかかわったときにお聞きしました，ですからあまり難

しい言葉とかそういったものは基本的に，先ほどご覧になっていただいたように，なか

ったはずです。ただ高校生ぐらいになるとやっぱり，例えばああいう言語のイントネー

ションとかアクセントというのは，後でいろいろな先生からお話があると思いますけれ

ども，いわゆるパラ言語情報を入れるとか，そういうなにかぼんやりとしたものにちゃ

んと名前を与えてやって，「ああ，そういうものなんだ」というふうに理解させるような，

ちょっと難しい言葉を使うことになるかもしれませんが，逆にそういったほうが高校生

にも興味が沸くのではないかなと考えております。先ほどのビデオをご覧になって，そ

ういう感じかなというふうに見ていただければと思っております。では，大体時間にな

りましたので，これで私の発表を終わります。どうもありがとうございました。     

（拍手） 

 

「日本語教育の現場での活用から応用を考える」清  ルミ 

(配布資料：清 p.１～２） 

司会 中神さん，ありがとうございました。２番目の講演は，常葉学園大学教授清ルミさ

んの「日本語教育の現場での活用から応用を考える」です。では，よろしくお願いしま

す。 

清 こんにちは。ただいま御紹介にあずかりました，常葉学園大学の清でございます。よ

ろしくお願いいたします。少し自己紹介をさせてください。私は現在，静岡県にある私

立大学，常葉学園大学というところで，日本人の学生を対象にコミュニケーションの教

育と，日本語教師になるための教師養成をやっております。もう一つ兼職いたしており

まして，それは経済産業省と欧州連合の合同プログラムなのですが，そこでＥＵ加盟国

のビジネスエグゼクティブを対象に言語文化教育の責任者をやっております。そのよう

な経験から，日本人の学生に対しての教育，外国人に対しての教育，それから社会人を
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対象とした教育を広く一般に考えてまいりたいと思います。余談ですが，常葉という名

前を，やっと正確に「とこは」と読んでいただけるようになりました。と申しますのは，

今年，付属高校が春の甲子園で優勝しまして，夏にはベスト４まで進んだからです。今

までは「じょうよう」とか「ときわ」とか呼ばれて残念だったのですが，ちょっといい

思いをするようになりました。では本題に入ります。まず，日本語教育の現場というの

をどうとらえるかについて最初に押さえておきたいと思います。私は，お手元の資料の

表紙を除いて６ページ目と７ページ目です。中神先生のパワーポイントの次です。パワ

ーポイントでないものが２枚並んでおりますが，その２枚の部分です。主にパワーポイ

ントを使って，お話をさせていただこうと思います。日本語教育には三つの場がありま

す。まず，外国人を対象に日本語を教えます。次に，日本人の学生を対象に，いわゆる

国語教育ではなくて，言葉をコミュニケーション行為としてとらえていく教育の場です。

さらに，日本語の教師の卵を養成する場もあります。この３か所での実践を報告させて

いただきます。まず実践内容は，大きく分けて三つあります。一つ目は，言語表現です。

ＮＨＫの「新にほんごでくらそう」という番組が，2004 年から 2006 年までありました。

私はその番組の中身の制作にかかわり，講師も担当いたしましたので，それについて後

ほど詳しく述べます。二つ目に，パラ言語です。これについては「ことばビデオ」の，

先ほど中神先生がお使いになったところとまったく同じところを使った実践を報告いた

します。この「パラ言語」という言葉なのですが，もうすでに中神先生が詳しく御説明

くださったので，お分かりだと思いますが，私の２枚目の資料１の「非言語コミュニケ

ーションとは」の一番上のところに「パラ言語」があります。音声的要素とか周辺言語

という言い方をされるのですが，声の質，トーン，声の表情，間の取り方，沈黙の意味

づけ，これらをすべて「パラ言語」といいます。例えば，私がある男性に向かって「あ

なたって，憎い人」と，こう申したとします。「憎い人」は文字通りに解釈すると「アイ・

ヘイト・ユー（私はあなたを憎いです）」と言っています。でも今の言い方では，「あな

たは憎めない人ね。わたしの愛しい人よ」というふうに，聞こえませんか？ この場合，

メッセージは言っている言語の内容ではなくて，言っている声の表情に込められている

わけですね。これを「パラ言語」と言います。このパラ言語について「ことばビデオ」

の実践報告をさせていただきます。三つ目に「非言語」です。『男はつらいよ』寅さんの

15 作と韓流ドラマの『オールイン』について報告いたします。ではまず，最初の言語表

現のところから報告します。実は私はこのＮＨＫの番組の中身を作るにあたり，静岡県
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に住んでいる外国人配偶者の女性 50 人にインタビュー調査をいたしました。彼女たちは，

３分の１は日本語学校に通ったことがあり，あとの３分の１はボランティア教室に通っ

たことがあるという人たちでした。そこでどういう場で言語生活しているのか，あるい

は普段どんなことに困っているのかということを，インタビューですくい上げまして，

それを番組に反映させたのです。そのときに上がってきたことには，こんなことがあり

ました。まず，けんかができない。夫婦げんかができない。お姑さんに文句を言いたい

のに言えない。パーッと中国語とか韓国語が出てきてしまう。そういう不満をなんとか

して表現したい。そういう要望が非常に強く出てきました。もう一つの特徴としては，

みなパートをやっていたり，自営業でおみやげ屋さんだったり，お茶屋さんだったりす

るのですが，そこで，お客さんとか目上の人に対して待遇表現，待遇表現というのは目

上の人への敬意表現ですね，それを使って丁寧に話したい。ところが，そういうことを

教えてほしいと学校に言っても，「まだそのレベルじゃないから，もうちょっと後でね」

と後回しにされる。ボランティアの教室では「です・ます」しか教えてくれない。私た

ちが一番必要なのは丁寧な表現だから自分のレベルがおぼつかないことは分かるけれど，

教えてほしいのに。こういう欲求不満が，相当ありました。両方を御紹介する時間がな

いので，今日は一つ目の，身近な人への不満表出のほうだけを扱わせていただきたいと

思います。では，スキットのせりふをパワーポイントでご覧ください。 

「ＮＨＫ 新にほんごでくらそう 基礎編」  

フィリピン出身の小野アンナさん。夫と子ども，そして姑の４人で暮らしています。 

「サラちゃん，本を片付けなさい。読みっぱなしはダメって言ってるでしょ」 

「うん」 

「サラ，片付けなさいったら」 

「おいおい，そんなに叱らなくたって」 

「甘やかさないで。あとで私が困るんだから」 

「まあまあ。もうちょっと優しいママがいいよ，ねえサラ」 

「私だって一生懸命やっているのよ。少しは私の気持ちも分かってよ」 

「あ，ごめん，ごめん」 

清 今ご覧いただいているスキットは，子どもと，子どもに対しては優しい夫の両方に対

しての不満表出の場面です。この中の「片付けなさいったら」って，「たら」を付けただ

けで，どれだけ表情が変わるかに着目してみてください。日本人は普通に使っているの
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ですが，こういうのは外国人にはわりあい難しいのですね。というのは，教科書にあま

り載っていないからです。教科書に載っている「たら」というのは，「雨が降ったら休み

ます」という場合の仮定法の「たら」です。今のような「片付けなさいったら」とか，

「言ったってば」というような言葉はでていないのです。こういう言葉は小さい言葉な

のですが，付けるだけで感情を表現することができます。「何度ももう言っていることな

のに，あなたは聞いてくれませんね」というイライラが伝わりますね。こういうような

言葉を，月に一度，けんかの場面を作ることで紹介していったのです。日本人はわりあ

い使っていても意識化できないんですね。そういうちょっとした言葉ながら感情を伝え

る言葉に意識を向けさせることによって，それを教育の場で活用することによって，相

手の言語表現が豊かになるというようなところに目配りします。夫のほうのせりふでは，

「おーいおい」とか「まあまあ」と言っていますね。日本語の教科書に載っている「ま

あまあ」は，「これおいしい？」「うん，まあまあです」，「成績どうだった？」「うん，ま

あまあです」のように，評価です。この「まあまあ」は必ずテキストに載っているので

す。ですが，問題のなだめるような「まあまあ」は載っていません。ですからこういう

ようなちょっとなだめる言葉，相手との関係性を自分自身で修復するような言葉に着目

させていくことが必要になるわけです。今のところですけれども，日本人にとっては言

葉に立ち止まる機会になります。先ほど杉戸所長が，「今日はコミュニケーションに立ち

止まってください」ということをおっしゃいました。そういう意味で，こういうところ

も，日本人の学生や社会人の方に，自分自身のコミュニケーション行為に立ち止まって

いただくということが可能になるものであります。さっきのインタビュー調査結果で，

先生に「こういうときに文句言いたいけど，その言葉を教えてください」というと，「そ

んなこと言わないほうがいいよ。言うとあまりよくない。摩擦が起きるから，まあそれ

は言わないほうがいいわね」と止められてしまうというのがありました。「でも自分は言

いたい，文化が違うのだから言いたい」というのが彼女たちの主張なわけです。そうい

う彼女らの訴えに耳を傾けることによって，私たち日本人が外国人から学ぶという面も

あっていいのではないかと思うのです。つまり，私たち日本人は，得てして和を重んじ

る。ハーモニーはいいことなのですが，和を重んじすぎるあまりに，言わなければいけ

ないことにも口を閉じ，そして腹にため，自殺に至ってしまったり，うつになってしま

ったりということもあるのではないかと思うのです。健全なコミュニケーションという

のは必ずしもいつもいつも円満とは限らないわけで，摩擦を起こさなければいけないと
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きには起こすことを辞さないというようなことも必要なのではないかと思うのです。「男

は黙ってサッポロビール」というのが，典型的な日本の言語表現ですけれども，その反

対に，怒るべきときには怒りを表すとか，クレームをつけるべきものにはつけるという

ようなことも大事なのではないか，コミュニケーション行為の中には摩擦もあるのでは

ないかということをちょっと振り返る。こういう機会としてとらえることができるので

はないかと思います。次に，感情の表現について触れます。インタビューの中でこうい

うものが出てきました。「後悔の気持ちを表すって，どういうふうに言ったらいいか分か

らない」。「～すべきでした，とか、～しました。困りました。残念です。とかいう言い

方はできるのだけれども，もう少しいい言い方はないか」というのが出てきました。そ

れでこんな場面を作りました。スキットのせりふをご覧ください。 

「ＮＨＫ 新にほんごでくらそう 基礎編」 

  フィリピン出身の小野アンナさん。娘のサヤちゃんと夫，姑の４人で暮らしています。

パートをしているため，サヤちゃんを夕方まで保育園に預けています。 

「小野さん」 

「あ，こんにちは。久しぶりですね」 

「ほんと，ずっと…してたから」 

「あ，そうでしたね」 

「ええ。うちのおばあちゃんね，入院しちゃってね」 

「え，そうだったんですか。それは大変ですね」 

「…ねえ。いろいろあるわね」 

「ＮＨＫ 新にほんごでくらそう 応用編」 

  アンナさんは，レストランでパートをしています。このレストランにはもう一人，朝

早い時間を担当する同僚がいます。 

「おはようございまーす」 

「あ，おはようございます」 

「佐藤さん，なんか元気ないですね」 

「うん，けさ，まいっちゃった。お客さんのコーヒーこぼしちゃったの」 

「ええっ，そうなんですか。それは大変でしたね。で，どうしたんですか？」 

「うん，上着を汚しちゃってね，そこのクリーニング屋さんに急いで持っていったの。

ああ，失敗，失敗」 
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「そうだったんですか。大変でしたね」 

清 この場面ですが，基礎編，応用編，両方に出ている言語表現として「～ちゃった」と

いうのがあります。「おばあちゃんがね，入院しちゃってね」という言い方。軽く言って

いますが，「入院しちゃった」というのは，入院したことについてちょっと困ったなとい

うような感じが伝わる表現なんですね。「～ちゃった」というのは日本語の教科書では，

「～てしまった」という言葉のくだけた言い方として載っています。で，教科書の解説

として「動作の完了」として書かれていることが多いわけです。たしかに動作の完了な

のですが，それだけでは感情表現に使えないのですね。感情表現としてどういう気持ち

で「～ちゃった」という言葉を使うかが大切なわけで，今の場面で言えば，少し悔いる

気持ちとか，そういうことがなかったらほんとはよかったんだけど，というような気持

ちを伝えるわけです。応用編のほうでは，「ああ，まいっちゃった」「コーヒーこぼしち

ゃってね」というような表現になる。こちらでは「～ちゃった」「～ちゃった」と，３回

言っています。その「～ちゃった」が入ることで，「ああ，失敗してしまったあ」という

悔いる気持ちが伝わるわけですね。こういうほんとに小さい言葉なのですけれども，そ

こに目配りして外国人に感情表現を指導する。または教師の卵たちに，こういう小さい

言葉だけれども，ちょっとしたことで表現は豊かになるのだというところに着目させる。

あるいは日本人の人たちに無意識に使っている言語表現にちょっと立ち止まってもらう，

というようなことにこういう視覚教材は有効なのではないかと思います。今の「～ちゃ

った」ですが，今の場面では私は後悔の機能として作りましたけれども，「では『～ちゃ

った』って，ほかの場面でどんなときに使っているかな」と学生に投げるわけです。そ

うして日常の中から学生に拾わせます。そうすると自分たちの会話でも言っているのだ

けど，「きのうお父さんとお母さんが会話していてこんなのがあった」とかいうかたちで，

観察力が高まります。映像の中で他の機能を拾ってみますと，有名な「となりのトトロ」

というアニメがありますね。あの中で，メイちゃんとサツキちゃんが初めてトトロに会

ったシーンを思い出してみてください。お父さんをバス停で待っていて，雨が降りそう

だからお父さんに傘を持ってくるんですね。そこに突然トトロが現れ，トトロに傘をあ

げてしまう。二人とも呆然
ぼうぜん

として夢うつつでいると，お父さんがバスから降りてくる。

そのあと二人がお父さんに抱きついて「会っちゃったあ。トトロに会っちゃったあ」と

いうところがあります。この「会っちゃったあ」の機能は，後悔ではないですよね。そ

れは期せずして会ったことに対しての感動を表す表現なわけです。このように「～ちゃ
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った」の機能を拾うというようなトレーニングも，映像では可能なのではないかと思い

ます。こんなふうに，映像の中には，私たちが普段なにげなく使っている言語表現が散

りばめられています。そういうものにちょっと立ち止まるには，映像は非常に有益なの

ではないかと思います。感情表現をもう一つご覧いただこうと思います。 

「今日のひと言」（パワーポイント） 

「くよくよ」 

  「はあ～」「はあ～」「はあ～」「はあ～」「はあ～」（笑） 

「くよくよ」 

「まあ，しょうがないよ。………」 

「うーん」 

「ごめんね」 

清 この「今日のひと言」はアニメーションの部分ですけれども，「くよくよ」というのは

擬態語ですね。心の様子を表す表現ですけれども，こういうものは実は外国人にとって

は非常に難解なんです。上級クラスに行かないと，なかなか教えてもらえないし使いこ

なせない表現なわけです。「コンコン」とか「ドンドン」とか，音を表す言葉はまだ易し

いのですが，心情を表す言葉というのはなかなか入らない。こういう言葉は，いくら先

生が口で「くよくよ」ってどういうふうに使うのか例文を出しても，なかなかピンとこ

ないようです。写真を見せても，イラストを見せても，静止画像だとピンとこない。と

ころが，動画を使うと，「ああ，ああいうときのああいう状況について言うんだな」とい

うのが，すっと入ることがあります。 心の様子は動作でなかなか説明できません。よっ

ぽど演技の達者な先生でなければ，誤解されることも多いです。先生のほうにちょっと

でも照れがあると，もうそれで伝わりません。そういうことがありますので，こういう

ものの指導には映像が非常に効果的ではないかと思います。次に，パラ言語の教育実践

ということで御説明します。先ほど，「パラ言語」とはどういうものかということを少し

申し上げましたけれども中神先生と，同じビデオになりますが，さっきの「ほんとう」

というところを，もう一度ご覧いただけますでしょうか。 

＜「ことばビデオ」上映＞ 

「のぞみ！」 

「あ，かな。おはよう」 

「おはよう」 
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「おはよう。ねえねえ，知ってる？」 

「なあに？」 

「鈴木先生，結婚するんだって」 

「えっ，ほんとう？」 

「うん，ほんとう」 

「えっ，でも，そんな素振り全然なかったじゃない。ほんとう？」 

「ほ・ん・と・う。なんか，ゆうこがね，偶然二人が歩いているとこ見ちゃって，それ

で直接先生から聞いたんだって」 

「じゃあ，ゆうこは相手の人に会ったんだ。どんな人だって？」 

「うーん，詳しいことは分からないけど，でもすっごく素敵な人だって言ってたよ」 

「へえー，ほんとう？ 先生もやるな」 

＜ビデオ終了＞ 

清 「ほんとう」という表現が，さまざまな口調で話されていましたね。今のところ，

２度目ですから，よく御理解いただけたと思うのですが，今「ほんとう」という表現が

５回出てきています。その５回が疑いであったり，強調であったり，あるいは驚きであ

ったり，感心であったりするわけですね。こういうような，一つの言語表現にパラ言語

によっていろいろなバラエティが出てくるということについての，発話意図といいます

か，言っている人がどんな気持ちで言っているかということを，まず確認します。そし

てその後に音を消して，ボリュームをゼロにして，もう一度再生しながら，二人で演じ

させてみることをやります。ほんとうにこのとおりの「ほんとう？」とか「ほ・ん・と・

う」とかいうのができるかどうかということなのですが，これが，実はやってみると非

常に難しいのです。特に日本人。外国人の日本語教育のときにはほとんど問題ないので

すが，日本人は意識化できて，人のを見ていて「ああ，ああ」と頭で分かっても，いざ

それをやるとなると不得手な人って多いのですね。で，なかなかそのとおりに聞こえな

いのです。で，演じてほかの人がそう聞こえたかどうか判定すると，「いや，聞こえませ

ーん」と言われることが多いのです。ほんとうに自分の目で見て頭で分かったことを，

自分で具現化できるか。体現して自分でやってみせることができないと，言葉の教育者

としては望ましくないわけです。音を消して自分自身でできるかチェックするトレーニ

ングとして映像は活用できます。また，私はこの「ことばビデオ」の「ほんとう」とい

う表現と，その後にあった「なにやってるの？」という表現をきっかけにして，機能の
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似たものを日常の中で拾ってくる宿題を出して，グループで発表させたことがあります。

そうすると「マジ？」という言葉とか，冒頭に付けて使う「なんか」という言葉とか，

「なんとかこうして，みたいな感じで」などの「みたいな感じ」というのをどれぐらい

自分たちが使っているか，それはどんな気持ちで使っているかというのを分析して，学

生たちが持ってきました。次に，非言語のことについて説明したいと思います。もう一

度すみませんが，先ほどの私のレジュメ，最初から表紙を除いて７ページ目。資料１の

「非言語コミュニケーション」のところに戻っていただけますでしょうか。「パラ言語」

についてはもう御理解いただいたと思います。その次から御説明したいと思いますが，

私は異文化コミュニケーションを専門にしている者なのですが，言葉の教育をしている

と，非言語というのは言葉に従属するものとしてとらえられることが多いと思います。

丁寧な言葉で頼むときには深々とお辞儀をするとか，言葉に伴ってする動作としてとら

えられているようですが，実はコミュニケーション学ではそういうとらえ方はしません。

非言語を言語と同格にとらえます。それでメッセージ性としては実は非言語のほうが大

きいという研究結果が複数発表されています。では２番から見ていきたいと思います。

まず「身体動作」。これは顔の表情，ジェスチャー，歩き方などです。次に３番「視線接

触」。アイコンタクトというのは，どれぐらい視線を合わせているか，あるいは視線を避

けているかというようなこと。それから，その方向とかまばたき。例えばウィンクとい

うのも，文化によって意味合いがずいぶんと違って，日本だとウィンクしたりすると特

別に関心を引くサインになったりしますが，アメリカでは「いま冗談で言ったんだよ」

という意味になったりするわけです。次に４番「体物表現」。これは身体的特徴とか服装。

どんな色を着るのか，どんなアクセサリーを着けるのか，どんな衣裳をしているのか。

それが場にふさわしいかどうかということでも，その人のメッセージが伝わるわけです。

次に「身体接触」。触れ合い方の差異です。人に触るか触らないか。例えば韓国人などは，

男同士でも手をつなぎますし，よく触り合います。日本人はほとんど触りません。日本

人の学生に，「お父さん，お母さんと抱き合った記憶は何歳まである？」と聞くと，大体

幼稚園に上がるまでとか，幼稚園ぐらいまでですね。で，「お父さん，お母さんとキスし

たことは？」と聞くと，ほとんどないです。それが日本人ですよね。反対に，久しぶり

に会った日本人親子が，キスもしあわない，抱き合いもしあわないのを見て，なんて冷

たい親子関係なんだろうと解釈するのが欧米の文化です。こういう身体接触もメッセー

ジを伝えているのです。次に「時間概念」。待ち合わせをして，遅れた人をどれくらい待
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つか。あるいは，どれくらいの遅れを「遅れた」ととらえるかということです。 一つ

例を出しますと，私はブラジルのサンパウロからブラジリアに飛んだとき，飛行機が２

時間遅れました。ところが，２時間遅れたってアナウンスもなければ，誰も何もしない。

２時間経ってゆーっくりと向こうから客室乗務員がやって来ました。私がイライラして

「ああもう２時間も遅れてるんですよ」と言ったら「ああ，分かってるよ。今出るから」。

これで終わりです。こういうとき，日本だと５分遅れても「申し訳ございませんが」と

いうアナウンスが入る。時間概念が違うわけですね。その次に，７番「嗅覚表現」。これ

は香りとか香水。あるいはせっけんがどういう香りのせっけんが好まれるか。どういう

においを嫌だと思うか，というようなことです。その次に，「空間のとらえ方」。これは

対人距離も含まれます。人と話すときにどれくらいスペースをとって話すか。あるいは，

恋人同士が待ち合わせをしたときに，丸いテーブルのどこに座るかとか，四角いテーブ

ルならどんなふうに座るか。真正面に座るのか，横に座るのかというような状況などで

す。その次に「自己開示」。自分のプライバシーをどの程度まで，どういう人に話すのか

というようなことです。日本人は比較的，この自己開示をしないほうだと言われていま

す。自分のプライバシーを親しくない人にいきなり話さない。ところがアメリカ人なら，

飛行機で隣り合わせた人に「実はおととい離婚して」というような身の上話を延々と聞

かせるということがあります。そのへんが違うということです。次，10 番は「贈答習慣」。

これは，もののやりとり，あるいはお金のやりとりをどういうふうにするのかという問

題です。次に 11 番，「ジェンダーのとらえ方」。ジェンダーというのは，男と女の社会的

な性差です。例えば，台所仕事をどっちがするものだと思っているかとか，客が来たと

きにテーブルで給仕は男がするのか女がするのか，というような問題。そのへんの決ま

りが文化によってずいぶん違うわけです。これも非言語メッセージの一つです。以上の

ように，非言語というのはずいぶんいろいろあるわけですけれども，先ほど少し触れま

したようにコミュニケーションの中で，非言語のメッセージは同じ文化の中では，実は

言葉よりメッセージ性を持つというデータがあります。まず一番上の，バードウィステ

ルというアメリカ人のこの調査結果によると，65～70％は，今申し上げたような，１～

11 番までの非言語で伝えていると言っています。その次に，感情の統計。これはメラー

ビアンというアメリカ人の統計ですけれども，これによると，言葉はたった７％。それ

で，パラ言語の部分が 38％。顔の表情が 55％。これは体物表現とか身体接触とかはいっ

さい排除しています。顔のコミュニケーションだけを見たときに，実は 93％は言葉以外
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で伝えているといっています。それからその次に，好意の統計。これは佐藤綾子さんと

いう，日本のコミュニケーション研究者が，日本人の学生に対してメラービアンとまっ

たく同じデータの取り方でとった場合のデータなのですが，これを見ても言葉はたった

８％。で，言葉以外のものが 92％になっています。つまり，私たちは言葉以外のところ

で結構情報を取っている，あるいは人を判断しているといえます。こういうようなこと

が，実は言葉にかかわる教育者にとって，意外に盲点になってしまうことがあるのです。

言葉を教えよう，語彙を入れようとか，文型を入れようとかいうことにあまりにも熱心

になってしまって，言葉だけでコミュニケーションが成立すると思い込んでしまうわけ

です。ところが実際には，言葉以外のことがもっと大事だったりするわけです。また，

非言語プラス言語，言葉で伝えているのに片方を見落としてしまうということがよくあ

ります。そういうことに対して，もう一度立ち止まる，振り返るというようなことが必

要ではないかと思います。時間の関係で，後で休憩時間にコーディネーターの野山さん

のほうで二つのビデオをちょっと見せてくださるというお話になっています。一つは，

『男はつらいよ』の寅さん。もう一つは，韓流ドラマの『オールイン』です。先にご覧

いただきたいポイントを説明させてください。二つともしゃべっている人の非言語では

ありません。そこで交わされている主題とは無関係の非言語の部分に着目していただき

たいのです。私たちは案外，人がどういう性格の人かと判断するときは，こういう部分

で結構評価をしていると思うんです。そういう部分に注目していただきたいと思います。

『男はつらいよ』のところでは，別の人が話をしているところに，さくらのご主人であ

るひろしが帰ってきて，茶の間に腰を掛けます。腰掛けて，たばこを吸おうとして，た

ばこをくわえてから火をつけるものを探そうとします。胸ポケットなどを探る動作をし

てから「あれ，ない」という動作をします。それを見たさくらがすかさずマッチを渡す

ところがあります。ここでは，別に彼女には火を持ってこいと言われたわけではないで

すが，察してさくらが非言語行動で「はい，あなた」というふうに渡すわけですね。と

ころがその後が肝心のところです，渡されたマッチを取るのですが，ひろしは「ありが

とう」のひと言もないのです。そこで読み取れる日本の家族関係とは？ということです。

近しい間柄でお礼を言わないというのは，中国や韓国でもそうなのですが，そこにジェ

ンダーによる違いはありません。ところが日本の夫婦関係では，女から男には「ありが

とう」と言う場面において，男から女には「ありがとう」という言葉はないのです。こ

ういうところでもやはり，異文化のいろいろな誤解が生まれたりするところです。ほん
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とに小さいところなのですが，あとで注意して見てください。それから『オールイン』

のほうですが，これはお見合いの場面です。お見合いの場面で，お互いの息子，娘を褒

めあったりしているところなのですが，そこで「じゃあ，お酒飲もうか」というところ

で，娘を連れているほうの父親が「どうぞ，一杯やれよ」と相手の息子にお酒を勧めま

す。ところが，韓国の文化では，目上の人の前ではお酒は飲まない，それが儒教の礼儀

です。で，杯を受けるときには，その人の前で飲まないことにするということで，受け

た後，横を向いて飲みます。受けるときは左の手を右の手，ひじの下にして，こういう

ふうにするのが敬意を表した飲み方です。これを日本でやったら，相当失礼ですよね。

相手にそっぽを向いて飲んでいるというような感じになるわけですが，そこのところを

ちょっとご覧いただきたいと思います。これは文化による行動規範の意味付けの違い。

行動規範というのは，どういう場所でどういうふうにすることが礼儀にかなっているか

という約束事です。そういう違いが見えてくるところなのですが，これは言語とまった

く関係ないところで行われている言語行動なので，「あれっ」と思わぬ方向に誤解されて

いることだってあり得ます。このあたりにもちょっと留意するということにも既成の視

覚教材は役立っているのではないかと思います。そのへんをちょっと後でご覧いただけ

れば幸いです。さて，今までに御紹介した映像の使い方をちょっとまとめてみたいと思

いますが，国語研の「ことばビデオ」，それからＮＨＫの「にほんごでくらそう」という，

教育用の映像作品の２点は，まず言語表現とかパラ言語表現に対する気付き，これを誘

導しやすいということです。それはなぜかということなのですが，例えば「ことばビデ

オ」のさっきの「ほんとう？」「ほ・ん・と・う」とかいう，あそこですね。あそこはた

った 40 秒に５回「ほんとう」というのが出てきました。つまり８秒に１回，「ほんとう」

をうまく組み込んでいるわけです。これはプロがほんとに上手にそのスキットを作って

いるからこそなせるわざです。ですからそこだけに着目させるという教育的効果は非常

に高いわけです。ところが，翻って，『男はつらいよ』という番組。実は私はこれの 90

年代のもの７本から，「～ないでください」という禁止表現だけを拾って，分析した研究

をしたことがあります。そのときの「～ないでください」のことを例に出しますと，映

画の長さは平均１本 93 分なんですね。その中で「～ないでください」が出てきたのは，

平均 5.8 回。つまり，16 分に１回しか「～ないでください」は見つからないのです。そ

うすると，一般のドラマ作品では言語表現とかパラ言語に着目させようとすると，非常

に効率が悪いということが分かります。そういう意味は，教育用の映像作品というのは
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非常に効率よく作られていて，短時間の中でうまく気付きを誘導するということができ

るということが言えるのではないかと思います。一方，一般の映像作品には別のメリッ

トがあります。後でご覧いただきますが，『男はつらいよ』とか『オールイン』とか，ほ

かのドラマなどについては，見落としがちな死角，私たちが普段気が付かないけれども

結構大事で見ている人は見ているというような部分について，情報を拾いやすいのでは

ないかと思います。こういうものを拾っていくことによって，私たちが自分自身のコミ

ュニケーション行為を振り返ったり，あるいはそのことで意識化を図る。自分の無意識

を意識化するというようなことが可能になるのではないかと思います。以上で，私の発

表を終わらせていただきます。ありがとうございました。（拍手） 

司会 清さん，時間通りに終えていただきまして，誠にありがとうございました。それで

は今お話にありましたように，これから 15 分間休憩に入るのですけれども，その冒頭部

分１,２分ほどをお借りして，今の「寅さん」等の映像を上映いたしますので，もう少し

御着席のままでお願いします。 

野山 それでは，清さんの御講演の中で話がありました，『男がつらいよ・寅次郎相合傘』

第 15 作，先ほど説明があった場面，夫のひろしのほうがマッチをもらってもお礼を言わ

ない場面です。その場面，約 15 秒か 20 秒ほどありますけれども，ご覧になってくださ

い。ＤＶＤです。 

＜ビデオ上映＞ 

野山 まったく，「ありがとう」の「あ」の字も出なかったという状況ですが，ごく自然な 

ふるまいとして流れている感じはします。あれが普通という感覚で多分，山田監督は使

われたのだろうなという気がします。もう１本は『オールイン』の，目上の人からお酒

を勧められて飲む場面です。日本であれば，非常に失礼な格好で飲んでいる状況の場面

です。 

＜ビデオ終了＞ 

野山 一瞬映っただけですけれども，あれをスマートというふうには日本だと違和感があ

るのでしょうね，きっと。逆に,韓国に行ってビジネスのシチュエーションで，韓国の上

役の人にお会いしたときに飲むときにどうするかという問題は結構大きな問題ですね。

これまた逆で，韓国のビジネスパースンが日本に来て，福岡にも大勢いらっしゃってい

ると思いますが，上司かその上の人と日本の人と飲むときにどうするかという問題はま

たそこで生じますし，そこでどういうふうに説明をするかという問題など，多分入って
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くるだろうなと思います。以上，補足的に御紹介しました。御協力，ありがとうござい

ました。では休憩といたします。質問がある方は質問票をお書きいただいて，係の者に

渡してくださるようお願いします。 

司会 それではこれから休憩に入りますが，事務局のほうから御連絡があります。公衆電

話と自動販売機は，同じフロアの隅の非常口の前にあります。会場内は飲食は自由です

ので，どうぞお持ち込みになってお召し上がりください。喫煙コーナーは５階にありま

す。質問票は今の休み時間にお書きください。そして係の者にお渡しください。それか

ら研究所の刊行物は会場の後ろに展示しております。小冊子の類は販売いたしておりま

す。それでは時間は押していますけれども，15 分までの休憩といたします。では，よろ

しくお願いします。 

                ＜ 休  憩 ＞ 

 

「映像作品の活用と可能性について考える」杉戸 清樹 

（配布資料：杉戸 p.１～３） 

司会 誠に恐れ入ります。休憩の時間が少しのびておりますので，御着席をお願いいたし

ます。それでは，３番目の講演は，国立国語研究所所長の杉戸清樹，「映像作品の活用と

可能性について考える」です。 

杉戸 私からは，先ほどの前半のお二人のお話を受けまして，別の事例を御紹介すること

が一つ，そしてその事例について考えながら，次のこの後のディスカッション，あるい

は皆様からの御意見の材料となるようなことが加えられればと考えております。あらま

しは，今，出しましたこのスライドに書いたことをお伝えしたい，ここに焦点を絞りた

いということです。映像はどんな物事を伝えているかということで，繰り返しになりま

すけれども，言葉を用いたコミュニケーションで，しかし言葉以外にも物事の多くのこ

とを伝えている。そのことにあらためて気が付き，考えるきっかけを映像作品が伝えて

くれる。映像作品の可能性をそこに求めたいというわけであります。中神さんは先生と

してのお立場から，学校教育での映像作品の活用を御紹介くださいました。それから清

さんの場合は，日本語教育での現場でのそのお話もありましたけれども，「寅さん」の映

像を見たとき，何が描かれていたのか，「死角」という言葉が，最後のほうにあって印象

に残っておりますが，そういうことに気付く，これが大切だと，そういうお話がありま

した。私としては，学校教育の場でも，あるいは映画館で映画を見るときも，自宅でテ
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レビを見るときも，映像作品というものには，言葉を考えるきっかけが広がっていると，

そういうことを可能性として考える，そんなつもりでおります。私からは二つのことを，

例として御紹介いたします。一つは，映像作品の中で話している人の映像，音声も含め

て流れているわけですが，その中から音声を消して，映像だけを見てもらったら，どん

なことが気になるか。そこから何が，どんなことまでが読み取れるかという，そういう

実験的な調査研究を国語研究所がかつていたしました。私も参加しました。これを一つ

御紹介します。それからもう一つは，繰り返し見ていただいています「ことばビデオ」

を，東京都内の中学校で，国語科の敬語を扱う授業の導入部で使ってくださった例があ

ります。これはすでに発表されているものですので，私がそれをお借りして御紹介する

ということを考えました。この二つをこれから申し上げます。最初，紹介事例の１です

が，話す人の映像の中から音声を消してしまうと，どんなことが分かるのか，どこまで

分かるのか。これは８,９年前ですけれども，国語研究所で日本人約 500 人ぐらい，そ

れからベトナムとかブラジルとか韓国，そういった５つの国の方たち。そしてそこに住

んでいらっしゃる日本人の方たち，いろいろな方ですけれども，全部で 990 人ぐらいを

対象にして，質問調査をしました。ＮＨＫのドラマの１シーンですけれども，見てもら

って，それは本当は音声が付いていたのですが，それを音声を消して見てもらっている

わけです。場面のＡは，マンションの廊下の映像が出てきます。これは最初のところへ

書いてあります，この映像そのものはここではご覧いただけないのです。ＮＨＫのテレ

ビドラマです。調査で使うときにも使用許可という契約を取り交わして使わせていただ

いたのですが，それは調査の場面だけという契約ですので，こういう場では使えないの

です。映像教材を使うときの留意事項の一つですけれども，そういう事情があります。

で，言葉で説明しております。若い女性がエレベーターから走り出てきました。で，待

っていた年配の女性と肩をぶつけました。若い女性が振り返って謝りました。それに対

して，年配女性が言葉を発したわけです。姿勢をピンとして，持っていたハンドバッグ

をきちんと抱え直して，それで言葉を発しました。それで調査では質問として，「この年

配のこの女性は，何と言ったでしょうか。どんなことを言ったと思いますか？」という

質問をしました。そうしますと大多数の回答者は，これは日本人も外国の人もほとんど

間違いなくといいましょうか，正解だったのですが，「気を付けなさいよ」という叱責，

叱りの言葉，あるいは注意。これを読み取ったわけです。読み取るというよりは，見て

取ったわけです。そう読み取った手がかりが映像にあったわけですので質問を続けまし
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て，「そう言ったと考えた手がかりはどんなところにありましたか？」と聞くと，その三

つのことが集中したわけです。年配女性の「表情」。加藤治子さんという女優さんでした

が，「冷静で厳しそうな，あの表情」だと，まず表情が指摘されました。それから，「姿

勢」を変えて「相手に向き直った」。それが手がかりになった。それから，「服装」が気

になる。これは，外国人の人はそういう反応はあまり多くなかったのですが，日本人の

回答者は服装に注意したんですね。その年配女性は「和服」を着ていたのですね。表情・

姿勢・服装が手がかりになって，何といったかという答えがほぼ間違いなく想像できた，

そういう例であります。服装，和服を着ているということが，日本人には手がかりにな

った。ちょっと質問を考えますと，和服。「どうして和服だからですか？」「和服を着て

いる人はなぜか，きちんとした人に見える」（笑）。「礼儀正しそうに見える」。清さんは，

和服ですね（笑）。このへんで止めておくべきですが，さらに「厳しそうに見える」。厳

しい人のように見える。さらに「怖そう」（笑）な印象につながります。そういう方がい

ました。すみません。（清さん「いいえ」）（笑）次の事例ですが，こんどはまったく別の

場面で，事務所の窓口のカウンターの前で，背広とネクタイのいかにもサラリーマンと

いう，このいかにもサラリーマンというのが問題なのですけれども，その男性が窓口の

女性に，汗をしきりに拭いながら，頭をぺこぺこ繰り返し下げながら，一生懸命そうに

言葉長くしゃべり続けている。そういう場面を声を消して見てもらって，「何をしている

のか。どんなことを言っているのか。どんなふうに見えますか？」と，そういう質問を

しました。そうしますと，多くの場合，これは先ほどの「気を付けてよ」ほどの確率で

はないのですが，しかし多数派が「困っていることを訴えている」。あるいは「謝ってい

る」。そして「何かを頼んでいる」。これは実はどれも正解なんですね。たくさん言葉を

発しているのですが，実際のところのドラマの中では，そのサラリーマンは自分のミス

で自分のパスポートをなくしてしまった。しかし急に海外出張をしなくてはいけなくな

って，すぐに再発行してもらわなければいけない。「非常に自分は困っている。何とかそ

こを，無理であろうけれども，週明けまでに」というようなことを長々と頼んでいます。

そういう場面です。で，これが上に書いてあるように，「困っていることを訴えている」

とか「自のミスを謝っている」，「何かを頼んでいる」。どれも正解でした。で，先ほどと

同じように「何が手がかりになりましたか？」と聞きますと，「動作」であると。「何度

もぺこぺこ」。先ほど清さんのお話にありました，外国人には難しい，擬態語ですか。頭

の下げ方も「ぺこぺこ」下げるのは謝る下げ方ですが，そういう下げ方で何度もしてい
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る。それから，「汗をふきながら話している」。これは，実は手がかりにはなるだろうけ

ど，どれくらいかなという，調査の事前の興味がありました。しかし，汗をふくという

ことは，かなりな手がかりになっている。それから，「表情」ですね。眉を寄せるように

して，「窮状を訴えるような」そういう顔つきで話しています。それが手がかりにしたの

だというわけです。以上まとめますと，二つの例だけですけれども，話す人の映像から

声を消したとしても，その人がどんな種類の言語行動でコミュニケーションを発してい

るか，あるいはどんな種類の言葉を発しているのか，大きくはずれることなく推測でき

たというようなことです。さらにその推測の手がかりとして，表情・姿勢・動作などの

非言語的な行動，これが手がかりだと意識されている。質問するとそれが答えられる，

そういう調査結果であります。さらにその場の状況，あるいは社会通念。こういう場合

には日本人同士だったらこうするだろう，あるいはこういう場面でこういう動作だった

ら，日本人はこう言うはずだというような社会通念。こういうものがその背景にあると

思うのですけれども，そういうものに支えられて，具体的な手がかりとしては非言語的

な表情・姿勢・動作などが大きく働いている，そういうことが分かる一つの結果です。

次に御紹介するのが，「ことばビデオ」を見てもらった，中学校での国語の授業の事例で

あります。第２巻には「コミュニケーションの丁寧さ」というのをテーマにした番組が

ありまして，それを使って敬語学習をする授業時間の導入部で見せて利用したという，

目黒区の第八中学校の先生の実践であります。丁寧さを表現する，そういうものごとに

いったいどんなものがあるのか？ それをちょっと考えながら見なさいという，そうい

う事前の指示があった。そして，生徒さんたちが何を，どう気付いたかということです。

あらかじめ見ますと，敬語以外の言葉遣い，「です」とか「ます」はもちろんだけれども，

ほかにこんな言葉遣いに丁寧さを感じる。あるいは言葉以外のものごとに生徒が注目し

ているという，そういう話になります。まず，そのビデオをご覧ください。４分間くら

いであります。最初，向こうから歩いてくるのは留学生です。 

「丁寧に感じたのは，親切に道を教えてもらったときですね」 

「やわらかい口調であったり，ゆっくり分かりやすく話していただくと，丁寧だなと好

感がもてますね」 

＜「ことば」ビデオ上映＞ 

杉戸 留学生という設定になっています。３人の人に，自分の行き先のありかを尋ねます。 

「すみません。グリーンアパートは分かりますか？グリーンアパートに行きたいのです」 
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「聞いたことないわねえ。山形町２丁目はこっちのほうだけど，歩いて 15 分ぐらいかか

りますよ」 

「そうですか。ありがとうございます」 

「しばらく行くと鋳物工場があるから」 

「鋳物？」 

「あー。とにかく，この道をまっすぐ行けば２丁目だから，途中でだれかに聞いたほう

が確かよ」 

「はい，そうします。ありがとうございます」 

「いいえ。お役に立てなくてごめんなさいね」 

（音楽） 

「すみません。２丁目はこのあたりですか？」 

「はい」 

「15 番地，分かりますか？」 

「はい，分かります」 

「グリーンアパートに行きたいのです」 

「ああ，留学生の人たちが住んでいるアパートですね。それは……ここが，今いる所で   

す。その角を右に曲がります。少し行くと，最初の信号があります。分かりますか？」 

「はい，分かります」 

「この信号の所を，こんどは左に曲がります。そうすると，美容院が見えてきますから

……」 

「病院？」 

「いえ，病院ではなくて，髪の毛をきれいにする美容院」 

「分かりました」 

「その美容院の裏の方に，グリーンアパートがあります」 

「はい。御親切にありがとうございます」 

（音楽） 

「グリーンアパート？ ああ，その角」 

「かわいい子ね」 

「アハハ。ああ，ほら，あれですよ」 

「分かりました。ありがとうございます」 
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「バイバーイ」 

「バイバーイ」 

  道を教えてあげるなど，人に情報を伝えることは，コミュニケーションの大切な目的

の一つです。分かる範囲でできるだけ教えてあげようとしたり，相手にとって一番分か

りやすく伝えられるよう工夫することで，相手の人には情報そのものだけでなく，話す

人の誠意も伝わります。そしてそれが，「丁寧にしてもらった」という印象につながるん

ですね。 

＜ビデオ終了＞ 

杉戸 こんな具合に，その３人の方はそれぞれの教え方で教えたわけです。で，これを中

学生諸君が見まして，この道を尋ねられて教える側との映像の中に，丁寧さとしてどん

なことを感じたか？ これは授業を終わった後のワークシートというものにあらかじめ

質問が書いてあって，それに自由に書き込むということです。注目したのを抜き出して

みますと，最初のお掃除していた女性のところで，「詳しく知らないときは，知っている

ことだけを教えた」，それが丁寧さだと思う，そういうことを書いております。あるいは，

見送るときに，最初はなんかこれだけで終わるのか，冷たい人だなと私も感じたのです

が，最後背中に向かって「お役に立てなくて」という謝りの言葉も付け足す。あれが丁

寧だと，そう感じるという生徒もいた。それから相手の様子に応じて，説明途中で言葉

で「分かりますか？」と確かめながら説明を進めていく。その確認するということも丁

寧さだと思う生徒もいた。あるいは，「図や絵を使って教えた」。美容院の，あの絵です

ね。それから次の動作。「身振り（美容院）」。あのときは膝が微妙に折れるのですけれど

も，こんなことをやりながら（笑）。この膝が折れるのは，たぶんあれは女性を表すので

はないかと思いますが，いかがでしょうか。それから「指差し」ですね。「あちら」とか。

指が１本でなく手のひらが広がっているのがありました。私には手のひらが広がってい

たのが丁寧さの表現だろうと思うのですが。それから「騒音を避けて，目的地近くまで

同行した」。３人目の，お孫さんらしき子どもを連れた男の人ですね。言葉だけでなくて，

実際に連れて行ったということです。これも丁寧だというふうに記述しております。  

ちょっと余計なことを言いますと，「騒音を避けて」というのは，これはいかがでしょう

か。先ほど映像をご覧になったなかで，何かカギになっていると気付かれましたでしょ

うか。あのおじいさんが，ふっと目をそらすというか，工事現場のほうに一瞬目をやる

んですね。で，「あの音だから」というようなことで，それで連れていくことにつながる，
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一瞬のあの演出だと思うのですが，それも「気付き」の問題かと思います。さらに，そ

れから，もうちょっと長い別の場面を全体を見てもらった後，「コミュニケーションでの

丁寧さとはどんなことだと思うか？」ということを，長い記述形式でワークシートに書

いてもらったところ，例えばこの３人，こんな記述があったという報告です。「もちろん

語尾のおだやかな「です」「ます」は必要だが」，これは言葉としての丁寧語の表現にも

気付いています。「同時に，説明するときは」生徒らしい表現で「必死に伝える」。どう

するのが必死か考えたいと思いますが，「それも丁寧さだと思う」。それから「言葉だけ

でなく，頼む時に頭を下げる，挨拶の時も頭を下げる，謝る時も頭を下げる」。この生徒

の回答に，「頭を下げる」が横にずらっと並んでいるんですね。非常に意識していること

が分かります。それから「相手の目を見て話を聞き，あいづちを打ったりするのも丁寧

だと思う」。そういう回答であります。目を見る。これは清さんの資料の中に「アイコン

タクト」というのがありましたが，その一つだろうと思います。日本人にとって非常に

微妙な，難しい一つの非言語行動だろうと思います。相手の目を見るということ。それ

から，あいづちを打つ。日本人は多いということを言われますが，ほんとにどういう場

合が多くて，どういう場合は少ないのかということも考えなければいけません。そうい

うのを丁寧さだと思うという，そういう気付きは中学生の中にあったというわけです。 

 大急ぎで二つの事例を御紹介しました。紹介したこの中から，一つまとめとすることは，

最初にあらましでご覧いただいたあの話題ですが，言葉を用いたコミュニケーション場

面で，言葉以外のものごとが多くを伝えている。伝わることとして，ここに書いたよう

に，叱責したりする，あるいは窮状を訴えたり，謝罪する，懇願する。非常に複雑な気

持ちの内容が，言葉を消しても伝わったということになります。あるいは丁寧さ，ある

いは分かりやすさ。これは，道を尋ねられたときの教えのなかの分かりやすさ。これも，

言葉以外が支えていました。そして二つ目に，そのことに気が付いたり，再確認したり，

考えたりするきっかけを，映像が，今回の場合はビデオ作品が与えているというわけで

す。その映像作品の可能性，私の標題はそれですので，可能性というものをそういうこ

とに求めたい。前半のお二方のお話も，そういうことのいくつかの事例であったとまと

めたいと思います。あと２枚スライドを用意しておりますが，別の角度から今の話をど

う思うか。おさらいのようなかたちで補足しておきますと，特に話し言葉によるコミュ

ニケーションのなかでの手段・媒体ですね。伝えるほうのこと。これは言葉だけでなく

て，どんなものがあるのか。それはいろいろなまとめ方があると思います。清さんの資
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料のほうは，もっとたくさん細かく番号を分けて，箇条に分けていらっしゃいますけれ

ども，もっと分けると，別の分け方で「言語」と，「副言語」。これはこれまで「パラ言

語」という言い方でいわれたのと同じです。副言語ともいいます。それから「非言語」，

この三つに分かれます。「言語」は，まさに言葉そのものでありますが，ちょっとここで

言っておきたいのは，言語形式。これは，例えば言語の言葉そのものですね。それに加

えて，表現内容。何を言うかという，話の中身です。これも丁寧さとか分かりやすさを

支えるもので，細かくいうと言葉の形そのものではない，言葉が表す意味，内容のこと

です。それから「副言語」。これは声の調子。速度，大小，声が硬いか軟らかいか。それ

からイントネーションとか間（ま）。あるいは，さらに副言語の範囲を広げますと，伝え

るときにどういう道具を使うのか。電話，携帯電話，スピーカー，いろいろな道具を媒

体に挟んで伝えるかどうか。これも丁寧さとか分かりやすさを支えます。例えば今この

場で私がマイクなしでしゃべったら，伝わりにくくなるわけです。というのは非常に分

かりやすい例だと思うのですが，いかがでしょうか。それから「非言語」。身体動作，身

体の距離，あるいは人工物。服装ですね。和服か洋服か，等々です。一番下に，「映像作

品は，これらのコミュニケーションを支えている，言葉だけではない，いろいろなもの

を多く提示しうるものだ」ということです。もう一つの補足は，これは学校教育でどん

なふうにこの先，課題が見えてきているかということですけれども，映像作品を読み解

く＜言語活動＞というものが，直接対象にもうすでになっていいじゃないかという点で

す。すでになっている場合もありますけれども，「見る」ことの重要性で，「見る」にか

ぎかっこを付けておりますが，これはずっと長い間，国語科の教育で「話す」「聞く」「読

む」「書く」４つの言語活動領域が意識されて，今の学習指導要領では，それが「話す・

聞く」が一つの領域にまとめられて，「話す・聞く」，それから「読む」「書く」の３領域

です。それに並ぶものとして，もう一つ，「見る」という言語活動が現在の世の中では非

常に重要なものになってきているではないか，そういう議論があります。それを書いた

わけですが，「一つの言語活動領域として『見る』が重要に」。それは，英語の世界，英

語圏では Viewing という，そういう学習・指導の領域として，国によっては非常に重要

視されています。日本でいえば，いわゆる学習指導要領の中にきちんと体系化されて，

位置付けられて，学習項目など，あるいは指導法などが設定されているということがあ

ります。「オーストラリア・カナダ・韓国などで，学習領域化」とあります。さらにそれ

を広げますと，カタカナ言葉ですけれども，「メディア・リテラシー」。さまざまなメデ
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ィア，映像・音声，あるいはコンピューターの関係。いろいろなメディアを読み解く力，

使いこなす力，リテラシーですね。これが学校教育のほうでも，この先，今よりもさら

に重要になっていくだろうという議論がありますし，私自身もそう思います。配布資料

14 ページの下の☆印ですが，高度情報化社会といわれます。マルチメディア化している

といわれますが，そういうものが進んでいく社会で，欠かせない言語活動の領域が「見

る」こと。ちょっと言葉を補えば，「見て・取る」こと。情報をつかみ出す。何かを手が

かりにして，死角に入っているようなそういう情報も見て・取るような，そういう言語

活動領域が不可欠になっている時代だと。で，映像作品というものは，そういう視野で

活用できるようにしたいものだと，そんなふうに考えます。繰り返しますが，このスラ

イドは学校教育の場のお話ですが，普段の家庭の中で，あるいは映画館の中で，テレビ

の前で，これは同じことが言える，そういうことを感じます。以上で私の話を終わらせ

ていただきます。ありがとうございました。（拍手） 

 

【質疑応答・ディスカッション】 

司会 それでは，これからディスカッションに入りたいと思います。なお，今回のフォー

ラムの講演内容とディスカッションの内容は，文字に直して研究所のホームページで公

開することを予定しております。そのため，ディスカッションの中では，皆様からお寄

せいただいた御質問を引用させていただくことがあります。公開にあたっては，皆様の

お名前は伏せたかたちでの引用となりますが，なにとぞそのことを御了承くださいます

よう，お願い申し上げます。では，いましばらくお待ちください。 

野山 それでは，これから４時半までですけれども，今までお話をしていただいた中神さ

ん，清さん，それから杉戸所長のお話を踏まえて，ディスカッションをしたいと思いま

す。最初に，先ほど休み時間の間にいただいた質問票に対して，回答というか，答えら

れる範囲のことをもう少し答えていただいて，それから議論に入っていきたいと思いま

す。最初に，発表順で中神さんのほうから，質問に対して答えてくださいます。よろし

くお願いします。 

中神 では，一つ質問をいただいておりまして，その内容は「ビデオの感想はその後，ど

のように使ったのか。そのままだったらもったいない」というふうな御意見をいただき

ました。たしかに，生徒にいろいろと感想を書いてもらいましたので，どれに興味があ

るか，何に興味があるかというのは，それである程度見ることができたわけで，その後，
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例えば方言の話であれば，いろいろな方言があったり，この辺と同じようなところがあ

るよというふうな話をしたりとか，あとは自分のところの方言が気になるというふうな

ことでしたけれども，実際，多分，九州とか，関西あたりもそうですけれども，方言を

あまり変えようとはしないんですね。逆に東北の方なんかは場面によって使い分けをし

ているとか，そういうふうな話を授業の合間にしたりとか。生徒がみな興味を持って出

した意見については，こちらとしてはコメントをしていろいろ話をしていくとか，とい

うふうなことで対応しています。ただ，それを取り上げて何か一つの授業を組み立てて

というのは，実際問題なかなか。授業の進行のうえで急に何か入れるというのは難しい

ところもありまして，そういうかたちでいろいろ生徒から吸い上げた意見を還元してい

るというふうなことをしています。これでよろしいでしょうか。 

野山 今，質問していただいた方は，名前を出してよしというふうに書いてます。社会言

語学の専門の方でもあるので，おそらくこういう質問をしたのかなと思いますが。多分，

あのビデオの中で，「ほんとう」というのを，驚き・注意・疑い，あるいは強調・感心で

理解というのを，多分九州のこの辺の言葉だと「ほんとね」という言い方でもし言い換

えた場合，「ね」の言い方でもちょっと変わってくるだろうなというふうに，聞いていて

思いました。ぼく自身も長崎の五島出身なので，似たような言葉遣いをもともとしてい

た人間ですから，「なにやってるの」と「なんしとっとや」というのは多分，いろいろ言

い方を換えて，福岡だと使われるだろうし，長崎でも似たような状況で使われていると

思います。そういう，共通語といわれている言葉ではなくて，方言の世界でも，いろん

なことが引き起こるということですかね。で，その感想を含めて，多分有効活用してい

ただいてということも考えたうえの質問であったというふうに思います。ありがとうご

ざいました。では引き続き，清さん，お願いします。 

清 私のほうには，３名の方から御質問あるいは御意見をいただきました。ありがとうご

ざいます。お一人ずつ，読ませていただきます。まずお一人目が，「しちゃった」につい

てです。｢「しちゃった」はいわゆる東京弁だと思いますが，いかがでしょうか。九州の

ほうでは「しちゃった」という言葉はあまり使いませんし，特に男性の方が話している

のを聞くと，気持ち悪い印象を受けます（笑）。くだけた，というよりは，かわいく見せ

る，あるいは聞かせるための，くだけるための一つの手段として使っているという気が

します」と書いてくださっています。私は九州のほうの言葉に詳しくないものですから，

九州の方，特に男性の方に３名ほどお聞きしたのですが，やはり使わないということで
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す。御質問くださった方が書かれたとおり，やはり東京のほうで主に使われるのかもし

れません。それで，「くだけた，というよりは」という部分なのですが，先ほど御説明し

ましたように，日本語教育の中では「～てしまった」という言葉のくだけた表現として，

一応教えております。その意味では「くだけた」という部分もございますし，おっしゃ

るように，「かわいく見せる」あるいは「聞かせる」という部分も，多分あるのではない

かと思います。それで女性が，比較的多く使う言葉と言えるのではないかと思います。  

その次に，お二人目の方ですが，「パラ言語や擬態語（ぷよぷよ）を実際に教えるときに

何かお勧めの教材はありますか？」ということなのですが，パラ言語に関しては，私は

「ことばビデオ」が最適だと思います。短く凝縮されて，非常によく作られていると思

っております。それから擬態語のほうなのですが，実は手前みそで大変申し訳ないので

すが，先ほどの「新にほんごでくらそう」25 回に全部擬態語が入っております。ところ

が，まだビデオが発売されていないのです。諸般の事情がありまして，要望はあるので

すけれども，まだ実現しておりません。ということで，ちょっとお待ちいただけたらと

思いますが，現時点では，私はアニメーションの中の部分撮りをするのが一番いいと思

っております。アニメの中ではかなり，写実的に心理描写しているので，そういうとこ

ろから抽出して，独自でお作りになることをお勧めいたします。次に「もし，不平不満

の言い方を初級学習者に教える場合，どのように教えると効果的ですか？」ということ

なのですが，私は自分自身いつも言っていることなのですが，いわゆる文法の順番に，

文法積み上げ形式で「ここまでしか入っていないからこれしか言えません」というよう

な考え方はナンセンスだと思っております。そういう観点からお答えしますが，初級の

方にとってあまり負担にならない言い方でということに留意して，「～するのがつらいで

す」「～するのは悲しいです」というような言い方が一番シンプルで，いろんなことが言

えるのではないかと思います。例えば，「休みがないのはつらいです」あるいは「とても

つらいです」とか，「苦しい気持ちを分かってもらえないのは悲しいです」というような

言い方。自分がどう思っているかという言い方で，相手を攻撃しない言語形式にすると

いうのがポイントだと思います。よろしいでしょうか。次に最後の方ですが，「国際化が

進む今の時代のなかで，日本人にもっと必要だと思われる非言語コミュニケーション能

力は何だとお考えでしょうか？」という，学生さんからの御質問です。「コミュニケーシ

ョン能力」と最初にお書きになって，そのあとで「非言語」というふうに足していらっ

しゃいますので，ちょっと例を挙げて少し御説明したいと思いますが，一番大事なこと
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は，気付くことだと思います。御自分がどういう非言語行動をしているのか。さきほど

のたばこをもらってもお礼を言わないひろしさんとか，そういう部分の，自分のやって

いる非言語に対しての気付きを高めるというのが，一番大事だと思います。私はＥＵの

ビジネスパーソンや外交官の教育をしておりますので，日本のＶＩＰが行くようなパー

ティに行く機会があります。そういう場で大変残念なのですが，日本人に対する陰口を

山ほど聞かされます。なぜ陰で悪口を言われるかというと，国際人たる日本人は外国語

は非常に堪能です。知識も豊富です。海外経験も多くお持ちです。ところが，ビュッフ

ェスタイルのパーティの場で，好きなものを取り終えてもテーブルをいつまでも離れな

いでおしゃべりを始めてしまう。それからヨーロッパの国ではアルコールを仕切るのは

大体男性の役割です。で，向こうの人は一緒にいる女性のグラスが空いているのは男の

恥と思うわけです。そういう場面で，私は最初のうち迷ったのですが，日本人とヨーロ

ッパの人がいるときに，テーブルにビール瓶があったとします。で，隣にいる日本人男

性は自分のグラスが空くと暗に私にお酌を要求します。非言語で。私のほうもそのサイ

ンに気がつくので，つい瓶に手が行きそうになるのですが，これをやると，ヨーロッパ

の男性に恥をかかせてしまいます。「女性にお酒のビンに手を掛けさせるなんて。あなた

たちは気が利かない」と非言語で言っているのと同じです。このごろは日本人側がヨー

ロッパの人を歓迎するパーティーであるということを意識して，日本人のお酌への期待

をあえて無視することにしています。私の持っているグラスが空くと，「あ，白ワインが

空きましたね。次は私は赤ワインにするけれど，あなたにも赤ワインをお持ちしましょ

うか，それとも続けて白ワインをお持ちしましょうか」と，必ずヨーロッパの人たちは

聞いてきます。そういう場においてでも，暗に女性にお酌を要求しているのは日本人男

性です。すみません。日本人男性の悪口を言っているわけではないのですけれども（笑），

まったく気が付かないのです。海外経験が豊富な，いわゆる著名人でも気が付かないの

です。そういう部分に対しての気付きを高めるということが，一番大事だと思います。  

 その次に，相手の行動をするときのジェスチャーを少しオーバーにする必要があると思

います。例えば，車と車の出合い頭に，どっちが先に進もうかとお互いに相手をうかが

ってずうっと対峙している。「どうぞ」と手でジェスチャーするか，目をちょっとパチパ

チッとして，合図を送るだけでも違うのに，日本人はそういうことをしません。頭や目

で意思を伝えるようなことが非言語でできるようになるということも大事だと思います。

その次に，コミュニケーション能力ということでいうと，説明能力を高めるということ
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が大事だと思います。例えば，いま日本では観光促進ということで，キャンペーンをし

ております。2010 年までに，外国人の観光客を増やそうというキャンペーンをしており

ます。ご存じでしょうか。ところが，日本はいま何位かご存じですか？ 34 位です。地

を這っています。それぐらい，日本にお客さんが来ないのです。日本の次のお国はチュ

ニジアです。その次はブルガリア。皆さん，チュニジアやブルガリアが世界地図のどこ

にあるか，ご存じですか？ それと同じなんです，日本て。海外から見ると。その程度の

認知度しかないということです。その原因をあるところで探りましたところ，私の住ん

でいる静岡県の場合ですが，６割の旅館で外国人を泊めないという回答が得られました。

泊めない理由。１番，外国語ができないから。２番，そういう施設がないから。つまり

和式トイレとか，布団が小さいとかいう，回答が出てきました。これは大変残念なこと

で，「うちの布団は日本人に合わせて小さいですよ，それでもいいですか」。あるいは「和

式のトイレってこう使うんですよ」と説明したパンフレットを作ればいいだけのことな

のですけど。その努力をしないで，シャットアウトしてしまう。これが非常に残念なこ

とだと思います。ぜひ，その説明能力をつけるということが大事だと思います。以上で

す。 

野山 ありがとうございました。質問はかなり枚数が来ていたと思いますが，的確に答え

ていただいて非常に助かりました。ありがとうございます。で，擬態語のことで，まだ

残念ながらＮＨＫの清さんがお出になった番組が，教材化をされて出版されているわけ

ではないので，それまでの間ということで一つだけ参考例を申し上げます。国語研究所

のホームページにインターネットで入っていただくと，擬音語・擬態語・擬声語の４コ

マ漫画付きの，映像ではないですけれども，漫画付きで擬態語と擬声語を落とすための

スキットみたいなものがあります。それでかなり擬態語・擬音語について紹介していま

すので，もし興味がある方は参考にしていただければ幸いというふうに思いました。こ

れ以外に質問というのが来ていまして，これは特定してということで質問だったので，

口頭でこちらから，今日……していただいた方にお伝えして，これから答えて……だと

思いますが，「今日紹介していただいた以外の映像作品を使っての活用法，あるいは活用

の場面があれば教えてください」。今日の紹介事例以外で，何かあればということなので

すが，いかがでしょうか。これは中神さんからまた，順番でいいですか。何か，授業で

そういうように使ったことがある，経験があるものがあれば，御紹介いただけますでし

ょうか。 
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中神 これも，活用というか，見せただけという，結果的にはなってしまったのですが，

その『日本語の音声』の前に『暮らしの中の「あいまいな表現」』というのがありまして，

同じ「ことばビデオ」シリーズなのですけれども，そのビデオも言葉，日本語はあいま

いなようなところもあるけれども，ちゃんと伝えるようにすればちゃんと伝わるものな

のだというふうな内容になっているものでありまして，そういったところを見せました。

活用といえば，そのあと３年生に見せたわけですけれども，３年生は例えば入試の自己

推薦文とか小論文とかを書くことになるわけですけれども，そのときに，いかに自分の

気持ちを文章に，その場合はもう音声も映像もないわけですから，文章の中にいかに自

分の言いたいこと，自分のいいところを伝えるかということを考える点で，少しはきっ

かけにはなったのではと思っています。 

野山 （清さんにむけて）お願いします。 

清 いくつか御紹介させていただきます。まず，さっきの『男はつらいよ』寅さんシリー

ズで，待遇表現の使い分けを指導することができます。待遇表現というのは，敬語表現

だけではなくて，軽卑語もそうなんですね。「ばかにしやがって」「てやんでえ」とかい

うのが軽卑語ですが，待遇表現には敬語も軽卑語も含まれます。この待遇表現の使い分

けを理解させるには，私は『男はつらいよ』は非常にいいと思っています。なぜかとい

うと，寅さんが裏の社長に向かって，普通は自分の妹の夫が勤めているところなのです

から「社長さん」というような呼び方をしなければいけないはずなのですが，「おい，タ

コ」というような言い方をします（笑）。寅さんはそういう表現も使えば，美しい女性に

対しては「ごめんくださいまし」とかと丁寧にしゃべっています。その使い分けを見せ

るには，非常に有効だと思います。それから同じように待遇表現ということでいうと，

「社葬」というドラマなどは，ビジネスパーソンに対して，会社の中での使い分けを学

ばせるにはとてもいい教材，映像表現だと思います。まだいくつかあるのですが，「集団

左遷」という映画がありますが，これも，こんなシーンがありました。男性の話し方で

「実はですね（スーッ）」「えー，それはちょっとですね（スーッ）」（笑）。歯と歯の間で，

（スーッ）こう息を吸うような音ですね。これがいつ出るかということをちょっと注目

してみてくださいと，ビジネスパーソンに言ったことがあります。都合の悪いことを言

うとき，何か断りたいときには，（スーッ）と出るんですね。「あれは何ですか。あれ，

真似なきゃいけませんか」とビジネスパーソンに言われて（笑）。「いえ，真似なくても

結構です。ただ，あれがいつ出るのか。あれが出ると相手は次に何を言いたいサインか
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をつかんでくださいね」と言いました。そのようなものをつかむには，ビジネスシーン

が出てくるようなものが割合に有効でした。以上です。 

野山 ありがとうございます。いま出た「社葬」とか「集団左遷」とか，それ以外に寅さ

んのシナリオというのは，なぜよく使われているかということを分析している人がいて，

脚本家の平田オリザ先生。平田オリザさんが自分で脚本を書いた場合もそうですが，自

分で演劇を使って，日本語の言葉をだれかに伝えようとします。例えば授業をやろうと

したときに，寅さんのシナリオと，あと，要するに松竹系の映画ですね。松竹系の映画

は非常に第三者に，さっき清さんがおっしゃった，説明がしやすいようなシナリオにち

ゃんとなっていて，それがきちんと書かれているので使いやすいということを言ってい

ました。ですから，今日の言葉でいうと，書かれている言葉以外の８,９割の内容を，だ

れかに伝えようとするところの芯がしっかり通っているということですね。ですから映

像作品としては使い勝手のいいものが，昔から松竹で作られたものには多いということ

を，平田さんはおっしゃっています。参考になればと思います。 

杉戸 一つだけ，述べさせてください。今日，繰り返し話題にしている国語研究所が作っ

ている「ことばビデオ」シリーズですが，これは５作品です。その直前に１本だけとい

うか，単独で国語研究所が作っているビデオに「ことば探検・ことば発見」というのが

あります。それはその出来た段階で，全国の学校にかなりきめ細かく配りました。実際

に使ってくださって，なにかモニターのようなかたちで実践ビデオを報告していただけ

れば差し上げますと。ちょっと押しつけがましいのですけれども，そういうかたちで配

って，そして実際に使ってもらった事例を，国語研究所に全国から来ていただいて発表

してもらう機会を作っています。ビデオ教材の使い方を，実際に事例を集めてご紹介す

ると…。そういう機会をつくったことがありました。そのビデオテープには，その実際

に行われた授業のいわゆる教案でしょうか，授業計画の例がいくつか載っています。そ

れが今，どういう状態に進めているかどうかはちょっと不確かなのですが，それもあり

ました。それから，これは日本語教育の領域で，これまた研究所の話になりますが，日

本語教育というものの映像教材のシリーズを，かなり前にたくさん作りました。そして，

それは作りっぱなしではいけないという，やはり同じようなご意見をいただいて，その

日本語教育の教室での活用の実践事例を集めるということを，だいぶ長い時間繰り返し

まして，その実践報告集というようなものを資料として出しています。これも今，どう

いうかたちで入手していただけるか，申し訳ないですがホームページをご覧いただけれ
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ば。いま私の頭の中には，申し訳ありませんがありません。そんな事例があります。 

野山 ありがとうございます。もう一つ，質問が来ています。これは皆さんに向けてです

が，質問してもらった方のお名前を書いていただいているので，ちょっと確認をしたい

ので，差し支えなければ手を挙げていただいて，どこにいらっしゃるか分かればいいの

ですが，社会教育主事の方ですが。すみません，そこにマイクがもしあれば，回しても

らえばいいのですが。質問内容は，「日本語（国語）教育で大切にしていることは何です

か？」というふうに書かれているものですが，どのような意図で質問されていますか。 

参加者 1 はい，失礼します。お二人の先生の実践を聞いて，国語教育に携わっているお

二人が，言葉を教えているのですけれども，もっと大事にしているものがあるんじゃな

いかなと思って。もっとというか，言葉を教えながら，日本が昔から大切にしていたも

のとか，大事にしてきたものとかいうものを伝えたいというポイントがちょっと伝わっ

てきたんですね。だからそのへんで，お二人が生徒たちに，あるいは学生たちにそうい

う教育をしながら，こういう思いを伝えたいとか，こういうことをキーワードに私は教

育者としてやっていく，そういうことをちょっと聞いてみたいと思っています。 

野山 分かりました。ということだそうですが，これも中神先生のほうからお願いします。 

中神 そうですね。あまりそう大それたことを考えてないところもあるのですけれども。

ただ，言葉一つひとつを大事にするとともに，ちょっと出しはしなかったのですが，「書

くこと」ですね。書くことも大事にしたいということです。言葉というのは表現だけで

はなくて，やっぱり書いた字によってなんか人格が見えてくるようなところも若干あり

ますね。ざーっと書くのと，丁寧に書くのとは違うし。そういったことでも一つひとつ

書くことも大事にしていけば，言葉自身というか，そういう表現自身も大事になってい

くのではないかと。それは当然，言葉を書くというのは，自分のために残すということ

もありますけれども，人に伝えるということもありますので，それはやはり丁寧に書く

というのは，相手も大事にすることというようなところにつながると。やっぱり言葉と

いうのは，自分でものを考えるものでもありますけれども，人に伝えるものでもありま

す。そういう気持ちですか。丁寧に書いて人に丁寧に伝える。そういったところを，特

に気を付けておりますので，そういう気持ちではあります。答えになりますかどうか。 

司会 では，清さんお願いします。 

清 私は教育をしているときに，ずばりそのことを言うことはほとんどありませんが，大

きく分けて二つあると思います。一つは，相手の視点に立つということです。相手の視
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点に立てば，すべてのことがらに対して，うまくいくか，あるいはうまくいく糸口が見

つかると思います。二つ目は，問題解決能力をつけるということです。与えられたもの

をこなすのではなくて，問題を自ら解決する力をつけたい。そのためにはまず気がつく

ことが必要だと思っております。相手の視点に立つということでいうと，日本語にはそ

ういう表現がたくさんありまして，これも手前みそで申し訳ないのですが，最近『優し

い日本語』という本を出しました。その中で日本語の特徴的な表現を拾っているのです

が，それを書いているときにつくづく思ったのですが，日本語というのは相手を尊重す

る言葉のオンパレードだなと感じました。そのようなことをいつも心がけております。

以上です。 

杉戸 私はあまり教育の現場で実践ということはやっていないのですが，しかし言葉のコ

ミュニケーションを考えるうえで大切に見つめなければいけないと思っていることが，

今のご質問に関係すると思って，横からしゃしゃり出ます。私のこのご覧いただいたス

ライドの８枚目になります。後ろから２枚目の紙の右上の，「話す人の映像から声を消し

ても」という，そういう見出しのあるそのスライドの一番下の行に，「その場の状況，社

会通念などに支えられて」ということを言いました。社会通念。こういう場合にはこう

いうことを言い，こういうふうにふるまうのが普通の日本人だろうとか，そういった思

い込みも含めて，そういう通念がある。それにどういう種類があり，どういう広がりが

あるのか。これはコミュニケーションを考える，見つめるうえで非常に大切なことだろ

うと，そう日ごろ考えています。それを，今のご質問に当てはまるものとして，言葉を

見つめるうえで大切にしたいと，そんなふうに思います。なんかいろんなことを気にし

ながら言葉を交わすのが必要だと，そのいろいろなことに気をつかう，どんなことに気

をつけなければいけないかということが，ひとつの社会通念としてお互いに理解されあ

っている。そういうのが日本語の社会，あるいは方言のそれぞれの地域社会だろうとい

う前提に立って，その言語社会，例えば九州の福岡ではどうか。私は名古屋の出身です

けれども，名古屋の地域社会ではどんなことを，どういうふうに気にして言葉を使うの

が求められるのかと，そういうことを気にしながらいくということが，一番の基盤の枠

組みとしてあるだろうと。こういうときに声を出していいのか，しゃべっていいのか，

黙ってなければいけないのか，というようなところから始まる。一つだけ実例を出しま

すと，私は中国でしばらく仕事をしていたときに，向こうで教えていた向こうの大学の

若い先生たちに，ちょうど私自身の誕生日にあたる日に「お茶でも一緒に」と呼ばれて，
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十数人のその先生である学生さんたちと私と行って，喫茶店に入ったときに，私が最初

にある位置の場所に座っちゃったんですね。そうしたらある学生が，「先生にそこに座ら

れては，私たちが座る場所がありません」と，非常に見事な日本語で言ったんですね。

これは一つの場所，ノンバーバルな非言語の要素の一つとして，どの位置を占めるかと

いう席の上下（かみしも）といったような，そういうことにつながることが，中国にも

当然あるわけですが，それが私は日本だったら今日の自分の立場ならここに座ればいい

だろうと思って選んだのですが，どうやら違っていた。場所の選び方，席の取り方につ

いての通念が，別の基準で動いている。そういうことを指摘されたような気が今もして，

非常に印象深く残っています。例えばそういうようなことです。「何を気にするか」です

ね。それにはいろいろな方面にわたった枠組みといいましょうか，そういうのがそれぞ

れの言語社会にある。それを気にすることとして，気をつけていたいなと思っています。

長くなりました。 

野山 どうもありがとうございました。質問の内容に関しては大体御紹介できて，回答す

ることもできました。で，会場には，今日名簿を拝見する限り，いろんな方がいらっし

ゃるのですが，その中に日本語教育でも，外国人，留学生に日本語を教えている立場の

方もこの場にいらっしゃっています。で，さっき名簿を拝見して，ご本人にも確認しま

したので，可能であれば少し意見かコメントか感想かをいただきたいと思います。そこ

にいらっしゃると思うので御紹介します。いま佐賀大学で教鞭を取っておられて，博多

にお住まいです。どちらでもかまわないのですが，いまの話題になっている，自分の立

場とか席の話とか，言葉は何も語らずに何かやるとか。多分博多の中ではしょっちゅう

お祭りなどの行事がある度に気にしなくてはいけないことがたくさんあるでしょうし，

留学生に視聴覚教材を使って何か教えるときに，普段気にしていらっしゃることとか，

課題として抱えていることとかもあるかと思いますがいかがですか。あまり時間はたく

さんありませんけれども，なにがしかのコメント，意見等をいただければ幸いです。よ

ろしくお願いします。 

参加者２ いまおっしゃったことすべてについて話すのはまず不可能なので，一つ質問を

することにします。私はいろいろな現場で教えておりまして，今回「ことばビデオ」シ

リーズについて紹介していただいて，思ったことが一つあります。それは，この紙５,

６枚があって，利用対象というところを見てみると「学校教育が中学校または高校，社

会教育は成人，日本語教室」とありますが，私の質問というのは，これを小学校で使う
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こともできるのか。そして，日本語教室の場合に，初級日本語の授業で使うことができ

るのか。もし無理ということであれば，その作成の予定はあるのか。これについてご回

答いただければと思います。 

野山 分かりました。これは，清さんのほうでもし答えていただければと思います。一つ

は，使ってみていて，要するに高校生で今回中神先生に使っていただいているのですけ

れども，仮に小学校とか，あるいは日本語の初級の講座で使って，可能性がありそうか，

使えそうかということですけれども，それに関して何らかのレスポンスを返していただ

ければありがたいのですが。 

清 小学生に使った経験はございませんが，自分の姪である小学生に日々接している経験

と，児童英語教育をした経験から振り返って申し上げると，子どものほうが大人よりも

パラ言語は敏感に受けとると思います。さっきの「ほんとう？」とか「なにやってんの」

とかいうものは，しっかりそう表現する状況を認知して，それを真似るということが，

おそらく低学年ほど可能ではないかと思います。あまり言語形式にとらわれる必要はな

いのではないかと思います。十分使えるのではないかと思います。 

野山 （杉戸さんにむけて）お願いします。 

杉戸 清さんに言っていただいて非常に助かるわけですが，質問のお尋ねに直接お答えす

るとすれば，この先，小学生だけを対象にしたビデオ作品を作るかどうか，それから初

級の学習者向けだけの，その用途のビデオを作るかという計画については，残念ながら

ありません。という答えになります。すみません。 

野山 そういうことなのですけれども，これは中神さんにお願いする前に，私が全国の地

域の日本語教育，特に初級レベルの教室の状況を見ていると，このビデオは十分活用で

きるだろうというふうに，直観的には思っていますし，実際に使っている方の話を聞い

たこともあるので，それからすると可能性は十分あるのではないかなというふうに思っ

ています。ですから，使い方次第，今日のテーマにかかわりますが，活用の方向性と考

えている先生あるいは教師者側の意識によって，使えるのかなという気がしますが，実

際に高校で教えていらっしゃる中神先生の場合は，高校生以下の子どもたちに使ってみ

た場合，どうなりそうかという予想に関しては，いかがですか。 

中神 これは，作成の段階でたしか，小学校の校長先生が委員で入っていらしたのではな

いかなと思うのですが。（笑）たしか，ちょっと。 

杉戸 そのころはそうでしたか。 
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中神 はい。私がいたときも多分，いらっしゃったので。ですから，当然小学生も，低学

年はちょっと難しいかもしれませんけれども，そういう対象を，中学生を中心に下から

上へというふうなかたちで，これはちょっと難しいからやめとこうとか，そういったか

たちで作っておりますので，小学校でも十分じゃないかなと。逆に高校だったら，ちょ

っと情報が足りないようなところもあるんですね。もっといっぱい言葉とか，これはこ

う言うんだよみたいなのを教えたいんだけど，それを言ったら難しいかなということで

止めて，例えば「パラ言語」とかいう言葉もですね。そこで，今回ビデオに入ってなか

ったと思いますけれども，出しても難しいからという，そして厳密に定義できないから

というふうなかたちで，出すのをやめたというふうな経緯もありまして。ですから，比

較的中学生でも，小学生でも使えるのではないかなと思っております。 

野山 ありがとうございます。では，ご意見をどうぞ。  

参加者２ では，短くいきますが。小学校については，多分そうだろうなと思います。私

も使えると思います。で，日本語の初級のクラスで，いろんなことについて語る言葉が

まだ育っていない，共通の言葉もないというときに，これをどう料理するかということ

を，もっと詳しく見ていきながら考えたいなと思います。可能性は十分あるとは思って

おります。以上です。 

野山 考えていただいて，次のゲストに来ていただければ幸いです。もう短い時間があっ

という間に過ぎて，あと５分で４時半という状況になりました。今日のこのフォーラム，

「ことばビデオ」の教育現場での活用事例を御紹介しながら，その活用の広がりや可能

性について考えるとともに，広く映像と言葉の関係を考えますというふうにうたって，

フォーラムを開きました。人間の言葉の８，９割は，実は言葉以外の音声とかパラ言語，

それ以外の顔つきとか，表情とか，態度とかで判断されることで，それを分かってもら

うために映像作品は大いに活用できるということまでは分かったとして，最後にひと言

ずつお願いします。どんな活用をしていけばいいのかということも含めて，言い残した

ことなどがあれば，１分ぐらいしか時間はないのですけれども，ひと言ずつ，また順番

で恐縮ですけれども，中神先生のほうからお願いできますでしょうか。よろしくお願い

します。 

中神 これは国語研究所のほうに要望でもあるのですけれども，私の最後の意見でも出し

ました，やっぱり知られてないというか，手元にないんですね。で，ビデオじゃなくて

例えばＤＶＤ化して，もうちょっと幅広くみんなに使ってもらうとか，そういったこと
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が欲しいなと。せっかくいいビデオがありますし，いろいろ活用できると思いますので，

私は今そういうことを思っています。あれば使えるなというふうに。以上です。 

野山 清さん，お願いします。 

清 私も国立国語研究所へのお願いということでいうと，まったく同じことを実は言おう

と思っていたのですが。やっぱり知られていないというのがとても残念で，もう少し販

路を一般のところに広げ，ＤＶＤやなにかで手に入りやすくしていただけると，いろい

ろな人が使えるのではないかなと思います。それともう一つ，これはお願いとは別のこ

とですけれども，既成の映像作品を使う側から作る側へ移行できたらいいなと思ってお

ります。私は多文化関係の学会にも入っているのですが，そちらではＮＰＯのほうで，

すでに自主制作ビデオとして，高校生や中学生が自分の体験を映像にしているんですね。

それが製品化されていてなかなか立派なものを作っています。私は，年齢が若いから理

解ができないとはまったく思わないんですね。子育てを，自分の子どもではありません

が，してきた経験で言うと，１歳であろうが２歳であろうが，大人よりもすごい認知力

があると思っております。若いとか幼いとかいう年齢的なものさしで，大人の視点でと

らえるのではなく，自由に作らせる。若い素人が作ったものを見せたうえで，今度は見

た人たちに作らせてみる。そのことによって言語表現を豊かにするというようなことも

できるのではないのかなと思っております。以上です。 

野山 ありがとうございます。では，お願いします。 

杉戸 まず，ビデオ作品の存在が知られていないという御指摘です。これは，これまで研

究所のほうでも気にしていたことで，ようやくですけれども今年度，いま出来ているビ

デオ作品のダイジェスト版というものを作りました。研究所のホームページに入ってい

ただくと，それぞれ２，３分の内容ですけれども，５巻あるそれぞれの内容，どんな仕

立てでどんな内容かが見ていただけるようになりました。そういう広報活動，存在を知

っていただくことが少し改善できたと思っていますので，一度，お手数ですけれども，

ホームページから入っていただいてご覧ください。ＤＶＤになって，もっと手軽に手に

入るように。これは，実は目下検討中とお答えするよりほかない，そういう段階です。

そういうことでお許しください。私からひと言だけということについては，先ほど申し

ました話し言葉のコミュニケーションで，特に普段自分たちは，あるいは自分自身は，

何を気にして言葉を使っているのだろうか，しゃべっているのだろうか。それをときど

き振り返る，自分の言葉遣い，あるいは言葉の暮らしを振り返る，そういう機会をぜひ
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持ちたいものだと，そんなふうに自分自身のことも，あるいは周りの人にもお勧めした

いと思っています。何を気にしているのか。それの実践ですね。そのために今日のお二

方の実践の報告，これは非常に参考になると思って聞いておりました。あるいは私が御

紹介した，音を消して映像だけを見る，これをやってみる。例えば，家庭でテレビを見

ていて，一瞬スイッチを消してみる。次に何が起きるかを，一緒に見ている家族で話し

てみる。実はラジオのニュースで，音を一瞬消して，次にはどういう接続詞が出るかと

いう，そういう遊びを自分自身でやるときがあるのですが，例えばそういうことです。

あるいは映像だけを流しておいて，音声で，いったいこれはどういう場面なのか想像し

あうという，そういうことをやる。一度やっていただいて，そのときに何をするかとい

うと，自分はそこまでの時間，何をどんなふうに気にしてその番組を見ていたのかを，

ちょっと振り返る。そんなことをしていただくと，少なくとも今日私が申し上げたかっ

たことがひとつ試していただけると，そんなふうに思います。ちょっと押しつけがまし

いのですが，そんなことをお勧めします。 

野山 ありがとうございました。ほぼちょうど時間となりました。今日の予定した中身は

これで終了ですが，最後にひと言だけ申し上げておくとするならば，映像作品を活用し

て，教育現場あるいはどこかの活動の場所で活用していきたいと思ったときに，注意す

べき点の一つに，著作権の問題があります。国語研究所でもずいぶんと気をつかって動

いているわけですが，『日本語教育ブックレット』が後ろの販売の所にも置いてあります

けれども，教育現場で著作物を使うときに気を付けなくてはいけない法律規程とか，注

意すべき点とかというのが，ある程度説明されてコンパクトにまとまっているものも置

かれています。あとでもしチャンスがあれば，帰り際に見ていただければ幸いです。ル

ールがあるなかでの映像作品の活用を考えるとともに，これは所長の話の中にも出てき

ましたが，Viewing という言葉を使っていましたけれども，メディアを使って読み解い

ていく力を身につけるということ。今後新しく，日本の学校でもし科目として認められ

たりとか，あるいは授業の中に入っていくとした場合，ますます言語の 80～90％をどの

ようにわれわれが理解していくのかということが問われる時代になるでしょう。一方で，

外国の方が大勢おいでになったときには，今日の『オールイン』のＤＶＤでも分かった

ように，まったく違った言語行動をとる場合に摩擦が生じやすいわけですが，そのとき

に一歩引いて説明を求めてみる，あるいは考えてみる，判断することを留保してみると

いう態度が，とっても重要になってくるのだろうなと思います。そういったことも心が
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けていただきながら，映像作品を活用していくということを皆さんで協力してやってい

ただいて，事例をどしどしためていって，ぜひ次回以降，こういう場で中神先生のよう

に発表していただいたりすることにも協力をいただければ幸いかなと思いました。１時

半から約３時間，御協力をいただいて，無事に予定通り終了できました。ありがとうご

ざいました。最後に，改めて，パネリストの皆さんにも拍手をお願いします。（拍手） 

司会 今日は，３時間という長時間にわたりまして御静聴くださり，誠にありがとうござ

いました。なお，お手元にまだアンケートがあると思いますけれども，今後とも「こと

ば」フォーラムをより良いものにしたいと思いますので，なにとぞ御協力をお願いいた

します。それでは，これで第 33 回「ことば」フォーラムを閉会いたします。どうもあり

がとうございました。（ 拍 手 ） 

                                  ＜終了＞ 
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