
’

前です。ピラミッドがある．ふる一い古い国ですね。わかりますか一？はい。

{｢わたしはエジプトへ行きたいです」と板翻しながらｌわたしはエジプトへ行き

たいです。

７Ｔ：はい，みなさ－ん.

８ク：,患って

９Ｔ：

10Ｓ：ながって

11Ｔ：行きたがっていま童。そうですね。

例３初級．文型練習‘教師B，「～ようと思います」という文型の練習

１Ｔ：Ｓさんは？夏休みに何をしようと思っていますか？

２Ｓ：(3.1）夏休み。Ｉ笑いＩ

３ク：｛笑い｝

４ｓ：夏休み．仕願を．（2‘9）しよう．しよう

５Ｔ：え？仕事をしようと，思います。

６ｓ：（しようと）思います。

７Ｔ：あ一・

８ｓ：日本へ．来ます。

９ク：あ一・

１０Ｔ：だ‘だれが日本へ来ますか？

１１１：Ｓさん．が．今から．こんが，今月

１２Ｔ：あ－１MWりますね．う－ん．そして

１３１：アルバイトして‘／/給料もらって

１４Ｔ：う－ん。

１５Ｔ：う－ん。もう一度，日本へ‘，

１６Ｓ：う－ん。

１７Ｔ：日本へ。うん。

１８Ｓ：来た。

１９ク：｛笑い｝

20Ｔ： そうで

すか－‘はい。来てくださいね。う－ん，皆さん待っていますから。はい。

例１は，教師が内容を提示し，学刊蒋がそれを「本ロの葡脈耶収」の形に変換する

いわゆるパターン・プラクティスという形態の活動で，例２は，教師の誘発によって

内容が学習者から提示されているものの，やはりその内容を「本日の言語事項」の形
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に変換する活動になっている。また例３では，牧師と学習者の「自然なやりとり」の

中でＨ標の柵造が使用されることがlUl侍されるシークエンスが股間されている。

例ｌや例２は．Ｈ標の椴逓を使用して文をつくる練刊として一定の価仙を見いだす

ことはできるかもしれない。しかし．例３はどうであろうか。オーソドックスなアプ

ローチを実践するベテラン日本語教師はしばしば「学習軒とのやりとりを通して，学

制昔の恩讐を（学習司語邪項に対応するように）追い込む」という発喬をする。そう

した観点からみると，例３の''１，から6Sのシークエンスはそうしたことが比鮫的前尼

よく行なわれているようにもみえる。しかし．l5Tから20Ｔは．学１W省の思考を「追

い込む」というよりも「押し込めている」ようにみえる。そしてそのような観点から

すると，例２の7ＴからllTのシークエンスも学刊特の思考を「押し込めている」よ

うにみえてくる。すなわち，７Ｔから8クヘの沈れをみると．学習秤クは「Ｃさんはエ

ジプトに行きたがっています」ではなく「Ｃさんはエジプトに行きたいと思っていま

す」と司いたいように想われ，かつその以考と我現の方がこの部分のシークエンスに

はふさわしいと思われるのである。以下の例４も，学習肴の思考を「押し込めてい

る」例とみることができる。

例４中級．文型練習‘教師E･「～ては～ている」という文型の綴習

１Ｔ：なになにをしてはなになにを思い出しているもできましたか。｛Ａと目を合わせ

る｝

２Ａ：（14.0）この本を貝ては‐（82）

３Ｔ：この本を見ては？

４Ａ：（4.7） 亜字審用い出している。

５Ｔ：漢字を思い出している。そう？いつ習った漢字？

６Ａ：初級。

７Ｔ：初級で習った漢字？あ．そう。（6.7）

８Ｔ：｛Ｈと目を合わせる｝

９Ｈ：Ｅ

１０？：ん？

11Ｔ：日本語を勉強しては？いつ勉強するの。

照 弓 １

これらはすべて．ロ標の柵造を仙った例文づくり（あるいは，「例発錯」づくり）

として受容すべきものなのだろうか。そうなると「例文づくり」という波動はそもそ

も何なのかという問題を提起しなければならなくなる。

そして，そうしたことよりも根本的なlMl題は，ベテラン教師のいう「学習者の思考
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を追い込む」という教授方略が，ある程度の総験と学習高淵ＩＩＩ項の教授方法の研究を

.iKねた教師（練本（1”9）が観察した授業を拙叫している数II1jの'1§数は11本i柵教育維

験７年以上で．残りの半数は１０年以1%）においてさえ．かなり多くの醐冊'１町1におい

て，必ずしもうまくいかないということである。そして，そうした教師の中から徐々

に「根本の教授方略がどうも述うのではないか」という声があがってきているのであ

る★‘。

(4)知識の物駿化

次の点も同種の問題であるが，より一般的な教育実践者の根元的な意撤の問題にか

かわるものである。オーソドックスなカリキュラムでは，カリキュラムの中心で積み

Iをげ方式になっている文１Ｍ・文法''Ｉ項の揃導があまりにもjM(点化され，カリキュラム

に組織的に投定されていないi併紫や紬w等の側Ⅲの桁導がしばしばないがしろにされ

るという問題がある。この点はもっと一般的にいうと，カリキュラムの中で学習ﾘ１Jﾘｒｌ

として即物的に指定されているものこそが，授業机当教師が自らの責任として引き受

ける指導内容であり，指定きれていないものは自らの貨征外であり，指導内容とはな

らないという意織のＩＭＩ胆である‘，この'111胆は根本的には．授梁で取り扱われるT↑ｉ郷

頂や言錯的側IiiをﾘlIiiIにカリキュラムの段階で特定するのがｲi効なカリキュラム作定

のストラテジーであると考えるのか，言語'II項は教室で行なわれる相虻行為の中でｊＺ

ち現われてくるものであり．カリキュラムでは活動の中で涌語的な側面が顕在化する

ような．実施可能で薗締発述を促進すると胆われる商絡活動を投定した方がｲｨ効であ

ると考えるか．というlIIlMuに行き洲く《，本唯で総じるプログラムでは．後粁のカリキ

ュラム・ストラテジーを採川する。

(5)個体主義的で表象主義的な学習観

オーソドックスなアプローチは．人IⅢの街みから即物的な何物かを取り川して物蝋

化し，それを教育内容として教育的経験を細成しようとするやり方である（ｲi肌．

1998)。そして，そのように教育内容を物象化すると，その「物」が教師の意織と行

動を規定するように働き，さらには学習者の意織と行動をも規定するように働いて，

その「物」同体がｕ的の中心に移行してしまうのである。

ここでIMI組となるのは，人Ⅲlの併みの中から物象化きれた「物」の総和は，もとの

営みを可能にしていた「能力」と同守のものであるかというI川題である。また．その

ような「能力」というもの向体，各主体の社会的なあり方や自己遡織と切り離して扱

うことができるかということも同じく問題となる。
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また学習観の側面からみると．オーソドックスなアプローチの背景には伝統的な個

体主義的で表象主義的な学制観がある（石期．1998)。つまり，知識は個人の「頭の

１１'」に体系的に貯厳されているものであり．そうした知披を判禅するには，まず知識

の内容と椴造を明らかにして，その知餓の系統性に柵って各個人が学習を進めるのが

学習というもののあり方である，という巷え方である。日本語教育でもこれまでのオ

ーソドックスな方法を実践する教師の間では「あの学生はテー形が入っていない」あ

るいは「あの学生は「～ています」が入っていない」というふうに学習者はあたかも

何かを詰め込む容器のように細られる。スファード（Sfurd,1998）は学習に関する叙

述をする場合の見方には，学習を何かを狸得するというふうにみる「習得メタファ

ー」と．学習を何かに参加する過程とみる「参加メタファー」があると言っている。

上記のオーソドックスな教IMjの兄方はまさに判得メタフアーによって学習を譜ってい

る。そして，このような伝統的な学習観は，雌近になってさまざまなiiM点から見直し

を迫られているのである。

④第二言語教育における新しい学びの経験の創造にむけて

(1)第二言語学習者という行為主体と第二曾隔喝面

すでに第一･言語を習得している成人輔二両鮒学制者は，目標言語で言語活動を行な

うとき，非常にアンバランスな状況に慨かれる。つまI)．彼（女）らは第一言語では

十余に言諾的相互行為ができ．また芯州を盤得したことに伴うさまざまな輔神活肋も

十余に行なうことができる。また，鋪-．iii冊においてリテラシーを身につけている学

習肴の場合は，オング（Ｏ､贋,1982）がいうような，リテラシーを身につけたことに

伴う付加的なさまざまな梢神活動を行なうことができる。さらには，自分はそうした

ことができる成熟した教養ある成人であるという自己遡撤ももっている。しかしなが

ら第二汀調を使用すると取り決められた状況では，推として当設の苛語的リソースの

制約のために，「限られた範囲の高納活動を」「しばしば洗練されない形で」しか前踊

的相互行為を行なうことができず，教養ある成人としての相互行為が極端に制約され

るのである。このような状況に世かれる成人第二司語学習者にとって，第二言語使用

の状況は常に蓋恥と自己卑小化の脅威を内包する「できれば避けたい」という気持ち

を抱かせる場面であるといえる。

第二昔錨学習者というのは，第-･画拙だけではなく．当該の新たな商語によっても

言譜的相互行為ができるようになることをめざして，そうした困難な状況にあえて身

を投じる者である。そうした人たちを対敷として第ユ言語教育という建前で特別に設
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けられる鋪二言耐教育の教室活動は，彼（女）らが「輔二汀諦でも相互行為ができる

わたし」という新たな熟練のアイデンティティを布効に形成するための学びの経験を

提供すべき蝋なのである。

(2)ZPDと言隔発運促進活動

第二面謂場而で行なうことができる前胴活動は，河iMi的リソースの制約により制限

される。汀iMi的な制約条件をはるかに越えた甘踊活動は成立し得ないであろうし．十

分すぎるほど浦踊的な制約条件内にある耐鮒活動は学習肴の言淵的発達を促進するも

のとはならないであろう。訂語的な発達を促進する潜在力をもつ言諾活動は，共感的

他将との協働によって遂行できる程度の課題によって方向づけられた言語活動であ

る。

言淵的なリソースの制約は，遂行可能な1-i柵活動を制限するだけでなく，遂行の仕

方の洗練度にも影容を与える。すなわち．十分に訂躯的な制約条件内にある言諾活動

における相互行為のあり方は比較的洗練されたものになるであろうが，言語的な制約

条件の上限に近い汀舗活動における相互行為のあり方は談蹄的にも前総的にも洗練度

の低いものとなるだろう。そこには，郡Ii的なリソースの制約に起因する心珊的饗因

も当然働くであろう。

ヴイゴツキー（VyRotsky，1934；1981）は．子どもが独力で問題解決ができる現在

の発達水準と，大人の指導下あるいは自分よI)能力の高い仲間と協働で行なう問題解

決でみられる潜在的な発述水iVIとの川隔を最近接発速舗域（thczoneofproximal

developmeI11;ZPD）とよんだ。そして．この釧域に結びついた活動の中でよI)右能

な他稀の媒介（mediation）を得て．それが内化されることで発途が進むと樗えた。

先に述べたような，共感的他粁との協働によって遂行できる程度の課題によって方向

づけられた言語活動は．成人の第二汀研発述のためのZPDを開く活動であるといっ

てよいであろう。

スカーセラとオックスフォード（Scarcell&'＆Oxfbrd，1992）は．輔二前iWf習得研

究においてこれまでに拠出されている鮒仮挽とヴィゴツキーのZPDの概念を統合し

たような鋪二言柵発述に関する仮説を提出している。前語発達促進活動（languagc-

promotinIEinter副ction）の仮脱である。彼女らによると，詠冊材料が提供され処理さ

れる受容活動（inpul）と、Niを発することを嬰求される派出活動（output）とイン

ターアクション（inter孔clion）が，汀冊が発述するｉｆ〔接的な酌諸的コンテクストを栂

成する。これらは第二汀調判得研究で提川されている，インプット仮説（Krashen，

1982など)，アウトプット仮脱（Swainl985など)，そしてインターアクション仮説
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(L0,9.1981など）に対庵する。しかし，第二言語の指導を最も有効なものにするの

は．そうした活動そのものや.特疋の特質をもったその稲の活動ではないと彼女らは

上扱している。

言語指導を最も有効なものにするのは，補々 の言舗的援助（lanRuageas訓SIanCc）を組

み合わせたものである。この援助は，学習肴が両語能力を伸張しなければならないまさに

そのときに，耐ii能力の仲扱をうながす。そうした面柵的按助は，ｉ~iiIH発述をうながすイ

ンターアクションとわれわれが定災するi-iilI発述促進栃動（Iangu地c-pr()ｍ()tinR

inlcraction）のコンテクストで'1iじる。典体的な笥柵的コンテクストがFiIIH発述促進的で

あるとすれば，それは特定のタイプの英船の受容処理や産出処理をさせるようになってい

るからではなく，その典体的なii禰的コンテクストが学習者が援助を必要としているまさ

にそのときに学利器を適切に援助するからである。（Scarcella＆OxIUrd・'992‘ｐ､30）

そして，具体的な而鵬的コンテクストにおいて牧師が学制将に寄り添う礎を次のよ

うに記述している。

牧師は．学習荷と個別にインターアクションすることで，その学刊行の拠際のij‘柵迎川

を診断することができる。学判什とインターアクションすることで．牧師は学刊行の進行

中の「飛行''１の」mMi連川を梢帝に岨寮することができる。「飛行111の」というii典を仙

ったのは，学習哲のコミュニケーションのニーズと実際の画錯産川は，それらがインター

アクションのコンテクストに川め込まれているために，常に変化するということを災現す

るためである。学習将の前柵厳川は，学習若の気分，コミュニケーションの１J標，柵し柑

手との関係，公紬の蹄111などの雌致の嬰囚によって愛化する。また．そのような腿因自体

も会緒の進行の中で礎化していく‘，タペストリーの紋AIjは，このような学判Ｈ･の「股行中

の」コミュニケーション・ニーズを1K砿にI惨断して，それに適合するように提供する援助

を微妙に調整していくのである。（Scarcelkl＆Oxford､1992.ｐ,３５）

受容活動や産川活動あるいはインターアクションはもちろん，薗諦が発述する具体

的な前舗的コンテクストを柳成する。そうしたコンテクストに限られた『i｢冊的リソー

スで対応している参加荷は，大きな1111題であれ小さな問題であれ，しばしばコミュニ

ケーションを遂行することが閲難な状況に直面する。熟練した教師はそうした状況を

敏感に感知して，即興的にタイミングよく的を得た援助の手を差し伸べる。そうした

援助をスカーセラとオックスフォード（1992）は言語的援助（langunIgc6l鈴istance）

とよんでいるのである。そして．！↓体的なi州＃的コンテクストにおいてそのような援

助が必要に応じて提供されるようなii1i動を両舗発述促進油動といっているわけであ

る。具体的な言語的援助のタイプとして彼女らは【資料ｌ】のようなリストを提ぷし

l“ＰＡＲＴ２学判活動の堂jVK



ている。

ヤング（Young､1999）は，接触場面において母踊話秤と非俄鮒騰新が行なう前編

的相互行あをインターアクションの協働的柵築（co-construclion）の過稚とみて．

そうした行為を実現するために動貝される知識や能力を相亙行為能力（interactional

competence）とよんでいる。ヤングによると，相互行為能力は，これまでの個人主

義的な能力槻に韮づく前脳能ﾉ』（1ｍ質uisticcompctcncc）や伝迷能力

(communicaliv《?ｃ《)ｍＩ〕ctcncc）とは異なり，「参加秤個人の心や脳の''１にあるもので

はなく，むしろ,州互行為において協働的に栂成されるものであり，…相互行為の具

体的な事例の中に見いだされるものだ」（You雌.1999.ｐ､１１８）と蕊じている。スカ

ーセラとオックスフォードのいう言語発達促進活動に参加することによる第三言語発

述の見取り同は，ヤングのいうような協働的に柵築きれ得る（と予惣される）首綿活

動を劃描的コンテクストとして．そこで実際に協働的に柵築される相亙行為において

相亜行為能力が発現されて．その具体的な過程の中で柑爪行為能力が共有され，獲得

(appropriate)★sされるというものであると考えられる。

(3)第二冒頭教育における教育的経験の鯛成について

いかなるアプローチをとろうとも，学習軒が具体的な敬行的継験を通して学び，変

容していくという蛎火に変わりはない。教室外で教育的経験を細成することをとりあ

えずは考えないこととすると，具体的な教育的経験は．牧室内における教師と学習者

あるいは学料祈どうしの柳f行為により柵築されることになる。そして，授業におけ

る活動がカリキュラムによって方向づけられることを考えると，カリキュラムが提供

する課題と，それを典体的に展開する教師と学習者の（方向づけられた）意識と言語

的リソースを含む利用可能なリソースが，学習者が経験する具体的な教育的経験を規

定しているとみることができる。

妥当な教育ロ隙のもとに鞭定されたカリキュラムが提供する裸迦は，一巡の教育的

経験に盤合性を与え，Itil時に授梁という第二前滞場而の柵動を適iEなものに綱整する

ための指針を与える機能をもつ。カリキュラムとしてボされるこうした教育の帥･画性

と活動の適砿化機能は．適碓な教育的経験を一定の一貫性をもって編成するためにぜ

ひとも必要なものであり,襖数以上の教師が授業を担当する湯合にはその必嬰性はい

っそう高まる。

先に強じたオーソドックスなアプローチにおける菖錨‘11心のカリキュラムは，外同

語の授業という第二訂語珊而の目語活動を．相互行為で使用する煎綿酬項を指定する

ことによって制御しようとするカリキュラム方略の１つであるとみることができる。
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そうしたカリキュラムの問題点についてはすでに論じた。一方，節iﾙﾘ噸に坐づかな

いカリキュラム方端には，テーマ中心のカリキュラムやi冊迦'''心のカリキュラムなど

があるが，日本iMi牧育の雅礎段階や入ｌｌｌｊ段階ではこうしたカリキュラムを採用した牧

育実践はこれまで報告されていない。以下で鐙じる自己表現中心の人''1ⅡI本舗牧宵の

プログラムでは，テーマ中心のカリキュラム方略が採川される。

⑤自己表現中心の入門日本諾教育

(1)概要

1）教育目梗

先に強じたようなI川迦愈蛾と秒え方をｆｆ研として．兼骨がかかわる大学院進学希認

稀を対象とした１１本ijH巣中コース（-.股に，日本iMi研悠コースとよばれている）で

は，その15週I川のプログラムの当初の６週Ⅲ1において，１２１己表現中心の入1,1日本州教

育を実施している☆‘。この６週間の入洲日本語プログラムの口頭訂語に側する教育目

標をごく簡潔に述べると次のようになる。

①11本鮒の口頭災現の器礎的能力を身につける。

②一定のテーマの範囲で自分のことについて譜せるようになる。

③同禄のテーマの範囲で相手が自分のことについて話すのを，必要に応じてコミュ

ニケーション・ストラテジーを使って理解しつつ．会錆ができる。

2）シラバス

シラバスでは，仮定的なＨ本鮒能力発述の段階に沿って無邪なく自己災現能力の発

達が促進きれるようにということを意図して，テーマが配列されている。シラバスは

12のモジュールで榔成される５つのユニットからなる。各ユニットでは自己表現に側

するテーマが設定され，その下に括遡（下位のテーマ）を中心としたモジュールが配

低きれている。符モジュールでは，そこで強卿される砧皿と両踊活動が特定され．教

育目標として学判将にも教師にも提示される。その内容は【資料２】の通りである。

3）学習資材

教育的実践と学習を支援するために，リソース咽の学判資材・AReference

ManualforLearnersofjapanese:SpeakingPcrsonallyandLeami叩toUse

Jnpancsc.．（以ド，ＲＭ）がjlA伽された。そのタイトルの通I)．ＲＭは，狩定の騰迦に

ついて譜したいときに，学判者が納紫や衣現方法などを学習参考岬あるいは譜し方の

マニュアル的に参考にできる学習資材である。いわゆる教科許ではない。

ＲＭの各モジュールの内容は５つの部分からなる。セクション１では，その話題を

1０８ＰＡＲＴ２学判渦動の変姉



表現するために必要なＮｉ能が滞紫グループごとに提示してある。セクション２では，

その話題をめぐって牧師と学判粁あるいは学判粁どうしがクラスで行なうであろうと

予惣きれる，ｉｊ柵的にいく分御難された会納が提示されている。そして，セクション

３は，同じくその譜題をめぐって，自然な淵面で行なわれるであろうと思われる会話

の例である。セクション４には，おもにセクション１で提示した語糞を使った発音練

習の材料が提示してある。そして，姫後のセクション５には．その話題を表現するた

めに必叫な追加的な冊黛がやはりiMi鏡グループごとに提示してある。文型や文法を提

示するための例文や，それらを学刊するための練習はＲＭにはまったく含まれていな

い。

カリキュラム・デザインの観点からいうと．学習資材の内容は，教育目標の細目で

はなく，到遮Ｕ慨の概要をj1f体例で示すものである。たとえばセクション２の会話

は‘中川的な目標である，教師主導の卿雛されたＨ本柵での会話の例を示している。

そして．セクション３は．舷終的なＨ標として，当該の諸題について教室外で行なわ

れるであろうと期待される自然な会括の例を示している。教師と学習者はこれらの例

をみることで，典体的な形で教育ｕ標を知ることができる。

これらの会綴の例で仙われている文型や文法ﾘ叩は，参鞍のために・覧表にして仙

当するすべての教師に配布した。しかしその一方で．その文剛や文法那項をそのモジ

ュールの学習前僻II項と巷えてはならないということは確認した。それらは，その話

題をめぐる自己表現能力が順綱に発達したときに使えるようになることが期待できる

表現を示唆するものであり，学習前禰耶項を示すものではないからである。文型や文

法は，協働作梁的なコミュニケーションが成､,Ｉするための必猟ﾘＩ頂ではない。それは

むしろ，わかりやすい発音がコミュニケーションをIIj滑にするのと同様に，文法的に

洗練された発蒲はコミュニケーションを正確にまた円滑にするという性質のものであ

る。自己表現のための教育では，発話を洗練するために文型や文法の刊得を促進して

もよいが．文型や文法自体を牧ｱﾄl標としてはならない。

セクション１とセクション５についても|同l槻である。そこに示されているのは学:１Ｗ

すべき柵錠のリストではない。それは当該のモジュールの語禦的な教育目標の目安を

示すものである。学習肴にはこのリストを参考にして．当該の話題に関して自分の必

喪や希望や簡州発遮の状況にあわせて，適当な謂黛を選択して学習を進めることが期

待きれている。また，セクション４の発脅練将の材料も．特定の音榔的な問題点を改

祷するための材料ではなく，それを学習者に汀わせてみて，湖音的な司語処郎上の問

題点を発見しては適宜揃導するための材料を提供している。
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4）知識と技能の概要

イi効な劃iMi発達促進活動を柵成するためには，授梁拙Pliの行牧師が，どのような活

助をしているときでも，薗綿発述のあらゆる側1ｍについてｲi効とⅢわれるi-ijMi的援助

を適揃ﾂ･える役割を担っているという自覚をもたなければならない。そのためにカリ

キュラム・デザイナー（筆者白身）は，諾蕊，公論的技能，詩ﾒI的技能，音声の知

蝋，おもな文法知織について．本プログラム11'におおむね期待される両語発途の状況

を，必要な両冊的援助をツ･えるための一定のガイドラインとして作成し，各牧師に配

njした。また．授業実施途ｋにおいても，指導が文ｊＷ・文法１１項にかたよらないよう

に性急をうながした。

(2)授業の構想

１つのモジュールの授業時Ⅲとしてはおおむね90分授巣６コマが想定されている。

拠隙の授梁実施においては，この６コマの授業を１人の教師がすべて帆当するわけで

はなく，襖数の教師がこれを担当する。そのため，モジュールの袖幽と学習資材と知

織能力の概要だけでなく，１つのモジュールを柵成する行コマの位世づけが一定の形

で明らかにきれなければならない。そこで，授業爽施にあたって以下のような記述を

提示した。

発逮段階に対応する言語的コンテクスト

以下の記述は１つの話題に関して想定された言綿的な発進段階に対応する言語的コ

ンテクストである。これらはいわば作梁仮鋭的なものであり．符段階の塊界も明確に

あるものではなく．具体的な前騰的コンテクストも棚１１:行あの鵬側によっては交錨す

るであろう。しかしながらこのような紀述は牧室で行なわれるt-i細IF肋を剖仙iし実施

する際の一定の'二I安を提供することができるであろう。

⑪牧師に主導された従属的な参加形態による，形式に蝋点を例いた踊鐘項Ｈの独得

学Ｗ杯は祁府活動のコンテクストの概要を意撤し，け定か否定かを求める相下

の鵠発をやや暖昧性を残しながらも同定し、その鵬杵として自らの発枯を柵成す

る。そしてその中で，主として特定の語業や紺蕊句（lcxicaIphrase)☆'に注目

し、その発音方法をなぞったり，声を川して11刺｛したりする。このような活動に

より，学Ｗ荷は荷謂を使わない応杵しかできない段階から，直接的なコンテクス

トにあるi冊筑や緬戴句を使って受動的に応稗できる段階に秘行していく。

②放帥に主導された能動的な参加形態による，怠味と形式に然点を股いた語紫項Ｈ

の獲得

110１，ＡR'1,2学制i門勤の礎品：



冊錐や舗批句の棋倣がある程度できるようになった学習者は，言語活動のコン

テクスI､をはっきりと意披し，ｆｊ･定か否定かを求める相予の誘発や．内容を求め

る総発を同定し，その応答として自らの発蹄を柵成する。そしてその‘I』で，学判

櫛は．相下に主導きれながらも徐々に対話らしい形で詩語的相互行葛ができるよ

うになる。このような活動により．直接的なコンテクスト内にある諾堂や語華句

を使って従属的に応杵できる段階から，直接的なコンテクストにない語錠や語鏡

句を使って能動的に応杵できる段階に移行していく。

③唯杵の洗練と推導性のIiIj芽

対謝に能動的に参加できるようになった学習者は，その中で．助詞や活用諾尾

や述部末の補助的要素等の発話の周辺的要素や，奇声等のその他の発話の側面に

ついて．牧師や他の学判粁から必喪に応じて援助を受けながら相互行為を行な

い．ｉｊ州i舟勤のあり槻を洗練していく。｡,粥鼎活動の参加形態も柵下にｉｆ稗された

形から徐々に尚ら柵爪行為を主導する形に移行していき，積槙的な向己戎現もで

きるようになってくる。

④主体的な諦冊活動と首識輔神機能の洗練

主体的な禰N活動ができるようになってきた学習者は．稲極的に自己表現しよ

うとするようになる。これまで牧案における朴砿行為のiﾐ導粁の立場に吐かれて

いた牧師はその厳場から免れ，学判群どうしで，あるいは学Ｗ稀が１人で言綿油

肋をする中で学習新を臨機応変に援助することができるようになり，学洲荷によ

る主体的な柑爪行為がより洗練された形で行なわれるようになる。

⑤新たな心馴的巡典を使った実際のi-iiWf的柑五行為

１;体的にi二i鮒活動ができるようになり，赫題をめぐる各樋の司絡表現を新たな

心理的適典として側えた学習者は，当該の話題で日本語母語話者と接触をもち，

新たな心珊的道典を媒介として実際の言語的柑亙行為を総験する。この段階にな

ると，学判稀どうしでも汀舗活動の'１１で相互に援助できるようになり．共通のi二ｉ

ＩＭｉをいっそう共ｲI｢するようになる。教師の援助は前語的なものから，心珊的，社

会的なものになっていく。

(3)各モジュールの授業の榊成

日己災現能力の発述のためには原理的にはｋ述のTi掘発述段階に対応する授業だけ

で１．分であると恩われるが，学判荷が成人の珊合は，文型や文法に関する意撤的な知

拠を馴前に与えておくことは，その後の学習の実質的な負担および心理的な負担を軽

滅するという点で一定の価仙があると思われる。そこで，これから学習するモジュー

鋪５魚制学唯のための11本甜敬行の変旅１１１



対話による理隅中心の製習から発略へ

授藁 言錨的コンテクスト

会蕗の澗習

①
．
②
③
④
．
⑤

授業５の発表では，モジュールの諦岨について各学習計が自分のことを諸す。発表

はビデオに収録され，その後．より右効な自己炎現能力の行成にI;'1けて必要に応じて

適切と思われる処置が行なわれる。授業６のプロジェクト・ワークの基本的なコンセ

プトは「日本語を使った言語活動により．教室外の１１t界を教室内に取り込み，クラス

で共有する」というものである。学Ｗ将はチームになって教室外に出て．日本語母語

論者と接触をもち．当該の播題に閲する佃柵を収架してくる。収集した怖報は，ポス

ターにまとめて，クラスの壁面に褐城し，コミュニティの涌勤の足跡として残してい

く。そして，これらいずれの活動も日本蒲を主要な使用言碕として行なう。

1１２１，ＡR1,2学判活動の'壁雌

ルで出てくる文型や文法について意識的に学習する授業をモジュールの授業として事

前に１コマ設けることとした。その結果．1つのモジュールの授業は，図５一２のよ

うに、文瑚/文法班項中心の授業１コマとｉ1節で鐙じた子柵的コンテクストの①から

⑤におおむね対応する５コマ，あわせて６コマ（１コマは90分）で椛成された。

図５－２モジュールの授築の栂成

⑥新しい学びの繰験をめぐる断章

(1)相互行為の実践

円満に行なわれる言語活動というのは，発緒に対して即座に応答が行なわれ，その

応答がそのまま次の発話となって．それに対してまた即座に応稗が行なわれるという

形で，すなわち．バフチンのいう了解の過程が川断なく行なわれる蘭語的柑亙行為と

いう梯態をその実際の姿として具現化される。母鮒砧櫛と非吐iMf岱将が参加する首諸

活動では，言語的相互行為は，言語的リソースの制約のためにしばしば滞りのあるも

のとなる。そして，そうした「滞り」で観察される過程の大部分はバフチンのいう



ｉ
ｌ
ｌ
Ｊ
Ｊ

知識と相互行為技能は局所的で個々の笑殺尚有のものなので，相販行為の災股の協働的

栂築には．同じ笑畿の先行する耶例で習得されたリソースを参加肯が利川するということ

が伴うｃこのことを敬術すると．人は一・般的で．実践とは独立した伝述能力を将1Mするの

ではなく，むしろ，典体的な相互行あの拠股により経験のある他荷といっしょに参加する

ことにより相且行為能力を判側するのだ．ということになる。（You叩.1999.ｐ・’19;強ｌＩＨＩ

は原料）

本章で紹介した自己表現中心の入門Ｈ本譜教育は，第二言語学習者というIUi芽的な

節『:首離使川考のコミュニティにおいて。カリキュラムで指定されたテーマをめぐっ

て，このような机虹行為の拠股を濃縮した形で実現するためのスキームなのである。
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｢再認の契機」上の問題である舎鳳。バフチンがいうように，形態が「自己同一的形態

として抽象的な汀細体系のなかで判糾きれ」ていると．「再浬の契樋が.それを了解

する過程のなかで強くなりすぎて｣．その形態は「信号化する」（Bakhtin，1929/桑

野訳,1989.ｐ,269)。ある簡総形態が信号でしかなく，そのような侭号として了解者

に再認されている限りは，「その首語形態は了解者にとって言語形態とはなりえない」

(同上,ｐｌＯｌ)。同じくバフチンはいう。記け･としての言語形態にとって柵成契機と

なっているのは．「その僻り･的[l己IIil--･性ではなくその特殊な00Ｊ変性である。また，

笥語形態の了解にとって柵成契機となっているのは．「おなじもの」の榔遡ではなく，

本来の意味における了解，つまり所与のコンテクストと所与の状況における定位なの

であり，それも生成の中の定位であって，不動の状況における「定位ｊではない」

(同上,ｐ､１０１)。それゆえ，汀柵形態は．「変化しやすく柔軟性のある肥号として典体

的な発話梢造のなかで習得されねばならない」（同上.ｐ､269)。

ヤング（1999）は相Ｘ行為能力について論じている箇所で，相互行あ能力が見いだ

される相互行為の具体的な耶例（specificinstancesofinteraction）は，ホール

(Hall‘1995）のいう柑虻行為の爽独（iI1Ieractivepractices）であるといっている。

相互行為の実践とは,一･定の柵逝を共イル，綴し手のコミュニティにとって社会文化

的な意義がある．くり返し行なわれるトーク（talk）の爽隙の例（episodcs）である

(Young,1999,ｐ・’１８)。そして，いずれの相互行為の実践も，参加軒がその実践を遂

行するために，言語的なリソースを含む相亙行為のためのリソースを動、して協働的

に櫛築きれる。ヤングは，こうした相互行為の拠践を通した相亙行為能力の判榔につ

いて次のように述べている。



成叫はさまざまな関心をもち，いろいろな形で活動に戊献し．さまざまな与え方をもっ

ていると巷えられる。われわれの見解では，多聯的レベルでの参加が実践共同体の成側性

には必ず伴っているとみられる。また，共同体ということばは，必ずしも同じ場所にいる

ことを意味しないし．明確に他とは区別される，これとはっきりわかる集岡を指している

わけでもない。さらには社会的にはっきりとわかる境界があることを意味するわけでもな

い。しかし，共liil体ということばには，『|分たちが何をしているのか，またそれがｎ分た

ちの人4;やj剛体にとってどういう意味があるのかについて，参加肴の共通理解があるよ

うな活動システムに成側が参加することは，確実に含まれている。（Lave＆Wengcr、
1991.ｐ､98;蚊側は原若）

１
１
１
‐

本プログラムに参加する学習肴は，lfl輔，民族，興味や間心，卑門分野聯が多撒な

メンバーで榊成されている。テーマを中心とした本プログラムのカリキュラム〃略

は．それぞれの背賊を背負ってⅡ本語教室という新しい嶋所に参染した学習肴たち

が，おのおののアイデンティティや世界観を協働的な柑玩行当の中で表明して．それ

を敬室の仲Ⅲlのllllで共有することにより，１１本術数顎という蝋に個性農かな締偶人で

榊成される「わたしたちの共脚体」を柵築するという災賎を行なうためのスキームに

もなっている。

(3)共同体と成員と共通言語

こうした共Imil体はあらかじめ存在する共111体ではないので，当初は事前的に確吹さ

れた共Ilil体の拠独というものはないし，此同体の雁史や文化や習俄などもない。こう

した共I而１体では．成典が行なう具体的な活動やそのやり方が，共同体の歴史や文化や

習慣となって，共何体を形成していくのである。つまり，教室集団の成員は，具体的

な活動を行ないつつ，何時に共同体をも形成するという実独に参加するのである。具

体的な火跳は共IIjl体の「ものごとのやり方」をﾉl;成し，それに続く実践はそれ以IMIの

やり方を参照枠としながらもそれに改細を加えながら柳成されていくのである。そし

て，このようにして共何体の実践が展開され共同体が発腿するのと連動して，各成貝

も「日本謡ができる非日本語母語話者であるわたし」という新しいアイデンティティ
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(2)日本語教室の共同体

州亙行為の拠践を解挽する巾でヤングは，「蹄し手のコミュニティにとって社会文

化的な意推がある」という限定をつけている。ここで術：iri柵学習肴の巣川と「i借し

手のコミュニティ」あるいは「社会文化的な意義」ということが問題になる。状況的

学習論の代表的な理論である正統的周辺参加蹄を論じた論考の中で，レイヴとウェン

ガー（Lavc＆Wenger､1991）は，実践北同体について次のように述べている。



を形成していくのである。

こうした実践においては，共同体で使われる面iMiも共同体の成側にとってけっして

耶IMI的に存在するものではない。共１１１体の祁冊は，共I‘j1体のⅡ的を遂行するための相

互行為の中で使用されつつ，何時に共1画1体の共通前絡として相互の丁解のもとに徐々

に形成されていくのである。つまり，日本淵というロ標司諾は，事前的に設定される

のではなく、現実（具体的な個人の行蹴や状況．また個人に起こったできごとなど）

をjﾋｲiするi&動の具体的なii柵的コンテクストの''1で仙川されることで，・方で再iMl

の契機により概念的な理解を獲得しつつ，もう・方で，仙用きれた凡体的なコンテク

ストや共同体と共同体の成員の現実を言語形態に細入しながら，共同体の共通言諾と

して成促していくのである。このように，凡休的な爽賎の中で共同体が形成される一

方で，共I‘i1体の前禰も，教師から・方的に'jえられるのではなく，此同体の活動の相

虻行為の爽独の111で形成されていくのである。

⑦相互行為の実践の記述

(1)相互行為の実践としてのプロジェクト・ワーク

繰本（1999）は，経験ある日本冊牧師が災施したオーソドックスなⅡ本舗の授業を

ビデオとテープレコーダーを使って収録し，授繁の州五行あ分析を行なった。その結

果，初級段階の授業では，（i)９割以上のシークエンスを教師が開始していること．②

孜師の携発の７刑は応答において学Ｗ骨が仙川すべき耐＃炎現（文剛あるいは文法堺

馴）を'1棚に規定していること，そして，（3'そのうちの､卜政以上は炎現すべき内容も

折定されていること，を明らかにした*，。この結果は，オーソドックスな初級段階の

授業では，実際に教師L''心の授業が行なわれており，「本Ⅲの詩語ﾓﾘ項」を引きH1す

ためのIREのシークエンス（Ｍchan,1979）が牧噸における柑而行為の大部分を占め

ていることをIﾘIらかにしている‘，本庶で細介した自己炎現'''心の人lIlIH本硲教ｆｒで

は，このような相互行為とはまったく巡った+'1爪行為が腿INIきれることが予想され

る．本節では，その中でも当該のモジュールの股終段階．つまり当該のテーマでどの

ような活動ができるようになっているか（あるいは，なりつつあるか）を知ることが

できるプロジェクト・ワーク（授業６）における学判粁の活動あるいは柑瓦行為の様

-ｆを．１つのチーム（Ａ，Ｓ，Ｈの３人の学判荷からなる）を'''心として点描的に細

介し．若1:のコメントを述べることとする。取り上げるのは．ユニット２のモジュー

ル３のプロジェクト・ワークの授業である｡このモジュールの中心的なテーマは「週

末・休日の過ごし方」である。

朔５噸wやﾉ１１のためのIMf州救frの変縦１１５



プロジェクトワークの授業は，大きく３つの部分に分けることができる。はじめの

部分は敬室の外の日本人にインタビューをするための単備段階，次がインタビューの

実施，そして峨後がインタビューのまとめのポスター作成の段階である。本授業は，

1999年ｌｌｊｌ９ｕに実施され．ビデオ収録されたものである。日本語学習開始後１６日目

に行なわれた授業である。

(2)準繍段階の活動

以下のプロトコルｌと２は．ＳとＡとＨがこの噸でテーブルに着き．インタビュー

の地備をしているときのやりとりの一部である。全般的な状況としては，比較的日本

舗がよくできるＡがこの地備活動を先導し，その次にできるＨが時おりアイデアを出

し．Ｓはもっぱら記録係になっている。

プロトコル１

１Ａ：Ｓｏ‘ｓｏ‘ｗｅsay，週末は．何を．しますか。AndtheywiIlanswer･アルバイ

ト。（笑い）

２Ｓ：（笑い）

３Ａ：ですね。TheywilILlsuallyanswe｢アルバイト。

４Ｈ：（梱から割り込む感じでAの二の腕を取って）ＴｈｅｎｗｅｗｉｌＩ－アルバイトは．

おもしろいですか。

５Ａ：（態度と表悩で不賛成を示して）アルバイ．何，アルバイトは何ですか。

６Ｈ：ああ‘どうですか。

７Ａ：どうですか。

プロトコル２

１Ａ：ＴａｌｋｉｎｇａｂｏｕｔｆｉｒｓｔｔｉｍｅａｂｏｕｔＴＶ・Ｔｈｅｎｗｅｓａｙｓｏｍｅｔｈｉｎｇａｂｏｕｔ

（）.テレビを見ますか。

２Ｈ：：：映画。

３Ａ：週末はテレビを見ますか。ＳＱｌｎｓｔｅａｄｏｆ，insteadofthe．（）．you

shouId．（）週末はテレビを見ますか。

プロトコルのｌと２でＡらは，教室外の日本人相手のインタビューのシミュレーシ

ョンを行なっている。この活動でＡらは，川もなく救護の外で自分たちが行なうであ

ろうロ本鮒による筒鮒的相互行為の場面を英語を使って仮想的に教室内に設定し，そ

の中で模擬的に日本語を使用している。また，プロトコル１の５Ａから７Ａやプロト
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コル２の１Ａと３Ａで観察されるように．そうした模擬的な日本語使用の中で，日本

語を洗練したり，その後に続く間IIIlを提示したりもしている。

プロトコル３でも，ＹとＷと1,の３人はIjj1じょうにインタビューのシミュレーショ

ンを行なっている。しかしながらここでは，「(週末は.）スポーツと，musicと，し

ますか」というふうに１つの誘発にいろいろな要素を入れようとしているＷと，もう

少し小刻みに質問をしていくべきであると主張するＹとＰが，双方具体的な質'111をＨ

本淵で提示しながら，これから牧誰の外で行なうインタビューの適野な展側方法を検

討している。

プロトコル３

１Ｙ：Ｗｅｈａｖｅｔｏａｄａｐｔ､ａｄａｐｔｔｏｗｈａｔｈｅａｎｓｗｅ｢s、

２Ｗ：ＯＫ､ｓｏ‘－．

３Ｙ：Ｗｅｈａｖｅｔｏｍａｋｅｕｈｈ､uhh.､specificquestions､音楽が好きですか。（｢た

とえば」というように．指を立てて）

４Ｗ：ＯＫ､ｓｏ・ｓｏ,afte｢‘aftertheweekend・シュウガツは，何を，

５Ｙ：週末は．どこへ，行きますか。

６Ｗ：ＳＯＳＯ・スポーツと．スポーツと．musicと，ああ，しますか，します‘いいで

すか。

７Ｐ：Thenweaskspecificquestion、

８Ｗ：どんな．どんなスポーツをしますか。

これらのﾘｉ例は．インタビュー恥附段階で行なわれる典剛的な机虻行為の槻子を示

しており，英諾という使川可能な媒介手段を巧みに使って，ヤング（1999）のいう

｢同じ実践」を仮想的に事前に実践しているものとみることができる。そして．この

ような準備段階の活動を通して．学習肴らはインタビューをするための柵Ij:行為の母

体（matrix)合'｡とそれを遂行するための凡体的なリソースとしてのインタビューのた

めのノート（ローマ字あるいは日本船炎肥で許かれる）を得て．）i外に出かけるので

ある。

(3)インタビューの実施

プロトコル４とプロトコル５は，Ａらが大学の中庭に川て．、本人学生を柵手にイ

ンタビューを実施しているMi-Izである。これらのプロトコルでは，注目すべき点がい

くつかある。まず第一･に．地附段階では非常に発言が少なく，「記録係」に回ってい

たＳが．相互行為を主導している点である。時系列的にみると，ＡやＨとの漁佃セツ

鋪５軍制学4ﾐのための１１本、敬育の蛮革１１７



ションの活動を通してＳは，仮想的なインタビューの相互行為の実践をＡらと共右す

ることができ．典体的なインタビューの活動では．インタビューのためのノートをも

リソースとしながら．牧顎内で仮想的かつ代理的に尖殴した#唾行為を爽際に再現し

たとみることができるであろう。次に桃Ｍすべきは，プロトコルイの17の「サッカ

ー」である。日本語の促青というのはこの段階のＨ本語学習考の大部分にとって習得

が困難な那頂であり．Ａらもうまくはできていなかった。しかしながら，】句がみご

とな促瀞で「サッカーです」と荷ったのに魅せられたかのように．ＡらはほとんどＪ

の)肘をそのまま狸柵するかのように「サッカー」と戒をあわせて錐しくくり返した。

この瞬lMjはどのような発汗桁導にもまさる音声習得の契機となっていると思われる。

プロトコル４（J＝相手の日本人）

１ｓ：に？

２Ｊ：に行きます。

３ｓ：に。

４Ｊ：に．（メモ）

５ｓ：い，き、ま．す。う－ん．ｈｏｗabout、趣味は，何ですか。

６Ｊ：趣味はねえ：:：え－とね‘スポーツ‘・スポーツ．見る（ジェスチャー）ことで

す。見る。

７Ａ：ああ．watch！

８Ｊ：ｗａｔｃｈｏ

９Ａ：watch‘heIikesto見る．

１０Ｊ：見る。

（不明）

Ｉ１Ｓ：う－ん．あ－ん．どんなスポーツが好きですか｡。

１２Ｊ：ええと一・いちばん好きなのは，（ゆっくり。指でジェスチャーをしながら）

１３Ａ：はい。ＮＵＮｕｍｅｒ〃ｏｎｅ

ｌ４Ｊ：〃一・いちばん．Numbe｢one．（術でジエスチヤーをしながら）

１５ｓ：favorite,favo｢ｉｔｅ

ｌ６Ｊ：は．ええ．サッカーです。

１７A.Ｓ，Ｈ：サッカー（Jの声をくり返すように。口々に）（｢サ．シカ，一」と言い

ながらメモを取る）

プロトコル５(Ｋ＝相手の日本人）

１Ｋ：音楽，するとか。

２Ｓ：そうですか。どん芯音楽．
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３Ｋ：音楽は，だいたい，邦楽？日本の音楽。

４Ａ；にほんの：：：（メモ）はい。

全員：（沈黙）

５Ｓ：スポーツ．が．好きですか。

６Ｋ：スポーツは．はい．好き。あのこいつは．見るのが好きやけど．ぼくは．やるほ

うが．

７Ａ：ああ．そうですか。同じのスポーツ？サッカーとbasebal１．

８Ｋ：そうですね。バレーボールとか、

９Ｈ：ああ。voIIeybaIl・はい。

10Ａ：（メモ）

I1S：毎日．勉強しますか。

１２Ｋ：まあ，学校には来てますけど。

13Ａ：あ．そうですね。

14Ｋ：家で．勉強するのは．あんまり、毎日は．しない。（首を横に振る）

15Ａ：う－う－，そうそうそうそう。わかりました。

16Ｈ：毎日，新聞ノ，読みますか。

１７Ｋ：毎日は‘臨まないです。

18Ｈ：う－ん，毎日‘ちょっと－℃

今１つ注I]すべき点は，プロトコル4の6Jから１０J，１２Jからl5Sならびにプロトコル

５の１４Ｋから15Ａにみられるように，ジェスチャーや身振りによって相互行為が支え

られ協働的に述成されている点である。「見る」（｢見ます」という動詞の辞iol:形)，

｢いちばん（好きなのは)｣．「(勉強）しない」（｢します」という動制の否定形）はこ

れ以１mには，学刊昔が経験した相互行為には111現していないと思われる。活し相手の

ＪやＫの拠り･的なふるまいが，他の相互行為のリソースと協働して相互行為を支えた

といえるだろう。ここにまさにヤング（1999）のいう相厘行為の協鋤的柵築の契機を

みることができる。とりわけプロトコル４の6Jの「スポーツを兇る（ジェスチャー）

こと」の部分にIMIしては．次のポスター作成のセッションでＡらはプロトコル６のよ

うなやりとI)をしており．ヤング（1999.ｐ,１１９）のいうように「同じ実践の先行す

る耶例で需得されたリソースを参加者が利用」していることをうかがわせる。

プロトコル６（Ｔ＝教師）

１Ａ：Ｈｅｌｉｋｅｓｔｏｗａｔｃｈ､watch･

２Ｓ：スポーツを見：:：

３Ｔ：「スポーツを見ます」でいいです。
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４Ｓ：スポーツを：：

５Ｔ：見ます。

６Ａ：Hesaidsomethingdifferent．と．見、見〃見る

７Ｔ：〃見る〃こと

８Ａ：／/見ること

Iil棚の例は他のチームでも観察された;，間問に対する特えで「滴．飲んだり：:：」

や「浦，飲んで班る」といった応答をⅢいたＹは，ポスター作成のセッションでＷが

Ⅱ本人の答えとして「お浦を飲みます」と杵いているのを横に見て．やや不満そうな

顔をして・次のようにつぶやいている。やはり，同じ爽践の先行するﾘ#例を利用して

いる例とみることができるであろう。

プロトコル７

Ｙ：「お酒を飲んで｣。Theydon'tｓａｙ「飲みます」．

また，これもＡら以外のチームでのりI例であるが，すでに州¥したⅡ本納炎現の微

妙な蹴味を災際の#唾行為において総験することができたと胆われるﾘﾄ例がある。

プロトコル８（L＝日本人）

１Ｍ：よく、（）お酒を飲みますか。

２Ｌ：飲みます。え．「よく｣．じゃないけど。

３Ｍ‘Ｌ：（笑い）

４Ｍ：時々？

５Ｍ.Ｌ：（笑い）

このプロトコルでは．「よくお滴を飲みますか」という髄ＩＨＩにIﾘj暗に「飲みます」

と杵えると．「お欄が好きだ」とＭが理解してしまう可能性を感じたＬは．iII後で

｢え，「よく」，じゃないけど」というふうに多少のはにかみを含みながら「よく」の

部分を否定することによりそうした含意を否定しようとした。そして，そうしたＬの

ふるまいをＬとＭのIIhi者が相互に了解して，iiIji新とも３のように笑ったと肌解でき

る。それに続く４Ｍの「時玲？」にも．そうした合瞳に閲巡づけて「そこそこ好きで

しよ」というニュアンスが含まれているように皿われる⑨５で1V世両杵が笑っている

ところに両稀lⅢのそうした微妙な意味の了解を読み取れるのではないだろうか。そし

て，４Ｍの「時々？」は，すでに身につけた喬語的リソースの折しい発納珊而での刺
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