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要旨
本パネルでは、カナダ、フランス、ポーランド、香港の日本語学習者へインタビュー
調査を実施し、Kubota（2011a）が明らかにした「余暇活動と消費としての外国語学習」
の観点から結果を考察する。そして、海外における日本語教育の新たな方向性を模索し、
参加者とともに海外の日本語教育の在り方について再考する。
キーワード:海外の日本語教育;余暇活動と消費;趣味;投資;多様性
1.

理論的枠組み：余暇活動と消費としての外国語学習（久保田竜子）

第二言語または外国語習得の研究の中で、学習への動機の有無は、個人の心理的領域の
問題であるとされ、学習動機の分類や計量に焦点をおいた研究が長年なされてきた
（Dörnyei, 2001 参照）。それに対して、Norton（2000）は学習者と学習者を取り巻く社
会（家庭、職場、教室、地域社会など）との相互関係に注目し、学習に対する意識は、学
習者が社会との接触を通して複雑に構築していくアイデンティティに深くかかわっている
と提唱した。さらに Norton （2000）は、移民が社会・経済参加を望んで現地語を学ぶこ
とは、従来心理学的見地から提唱されて来た道具的動機づけと考えるより、文化資本（社
会の中で正統とされる教養、知識、技能、学歴など）を獲得蓄積するための投資
（investment）である（Bourdieu & Passeron, 1977）と提唱した。学習者の言語学習への投
資は自己のアイデンティティ構築への投資でもあるとも考えられている。このように言語
学習は、個人的動機づけに支えられた心理学的言語習得の過程ととらえるより、複次的ア
イデンティティと文化資本獲得のために複雑な権力関係の中で行われる投資とする見方が
近年脚光を浴びてきた。
しかし、言語学習はすべて文化資本獲得のための投資として行われるのだろうか。特に
教育機関外で行われる外国語学習（日本での英会話学習や香港での生涯学習としての日本
語学習など）においては、他の要因が大きな役割を占めるのではないか。筆者が日本で行
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った日本人成人の英会話学習についての質的研究では、多くの学習者が特に明確な目的で
学習しているわけではなく、他の学習者や教師（ネーティブスピーカー）とのカジュアル
な談話を通して、喜び、楽しみ、満足感を味わいながら趣味的感覚で参加していることが
分かった（Kubota, 2011a）。つまり学習はいわば娯楽または「余暇活動」であり、投資
と言うより快楽の「消費」という概念の方が当てはまるのである。
余暇学（leisure studies）の分野では、余暇活動がシリアスなものとカジュアルなものに
分類されている（Stebbins, 2007）。シリアスな余暇はたとえばアマチュア写真家やアマ
チュア歴史家などに見られるように、専門的知識や技能の追求が特徴である一方、カジュ
アルな余暇は外食、映画鑑賞、歓談、旅行など、歓楽を求める活動である。上記の英会話
学習者の意識と行動はカジュアルな余暇活動を象徴しているように思われる。人々は歓楽
的余暇活動のために消費をつぎ込む。消費されるのは様々なサービスであるが、同時に、
英会話学習者は、日常世界を離れた想像の世界で同士とともに過ごす楽しさ、喜び、満足
感も消費していると考えられる。カジュアルな余暇活動としての外国語学習の目的は多く
の場合、言語能力の向上というより、現実と想像上の社交場面への「参加」であり、それ
によってもたらされる満足感が消費されていると考えることができるのではないだろうか。
余暇活動は社会的に無害のように見えるが、実は問題もはらむ（Rojek, 2005）。例え
ば英会話学習では、余暇の消費活動の背後に、白人崇拝のイデオロギーや人種、言語、ジ
ェンダー間の不平等な権力関係が絡み合っている。余暇活動のサービス提供者（英会話学
校など）は消費者の願望を巧みに操りながらイデオロギーの助長に加担しているとも考え
られる。余暇活動と消費としての外国語学習が、学習者個人と社会にどのような意義や影
響を与えるのか、さらに研究を進める必要があろう。
2.

香港の事例（瀬尾匡輝・山口悠希子）

2.1.

問題意識と背景

これまで香港の日本語教育でも「趣味」として日本語が学ばれている現状が指摘され
てはきたが（e.g. 木山ら, 2011）、学習者が日本語学習に何を見出し、どのように経験し
ているかという具体的な姿が十分明らかにされているとは言えない。特に香港では、初
等･中等・高等教育機関以外で日本語を学ぶ学習者が全体の約 70%を占め（国際交流基金,
2011）、その多くが夜や週末に生涯学習として学んでいる。ハッチンス（1968）は、生
涯学習では余暇活動を通した自己実現・人間的成長を重視する必要があると述べているが、
果たして香港の生涯学習機関で学ぶ学習者らはどのように日本語学習を捉えているのだろ
うか。本節では、生涯学習として日本語を学ぶ学習者へのインタビューから、彼／彼女ら
にとっての日本語学習の意味を探り、香港における生涯学習としての日本語教育の在り方
を考察する。
2.2.

方法

調査協力者は、香港で最も規模が大きい大学付属の社会人教育機関で日本語を学ぶ学
習者（初級 10 名、中級 6 名）である。これまでの学習経験や学習動機、将来の目標を中
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心に半構造化インタビューを行った。中級学習者で日本語でのインタビューを希望した者
には日本語で行ったが、その他は主に英語で行い、データは日本語に訳して示した。
2.3.

結果と考察

調査協力者らは、香港に深く根付いている日本製品や日本のポップカルチャーなどへ
の漠然とした興味や日本文化好きの友人や家族の影響などから学習を始めていた。そして、
「日本語が職場で使えると便利かもしれないけど，私の個人的な興味のほうが高いで
す。」（アミ、初級; 2011 年 7 月 24 日）という発言が示すように、日本語を職業的に役
立てることを第 1 の目的とはしていなかった。同様のことは中級や日系企業に勤める協力
者からも窺え、調査協力者は社会経済的地位をある程度確立しており、必ずしも文化資本
を獲得蓄積するために日本語学習に投資しているのではないと考えられる。
日本の会社は給料は安いです。だから、仕事のために日本語を勉強したいのはそんな多く
ないです。...取引先は中国にたくさんいますから、北京語をよく話しています。英語は
メールだけ書きます。同僚は広東語話しています。日本語は趣味。（張、中級; 2012 年 6
月 7 日）
（仕事で日本語を使うことについて）もし機会があったらいい経験になると思うけど、で
も私にとって特別とかはっきりした目的ではないです。（デイジー、中級、日系企業勤
務; 2012 年 6 月 17 日）
だが、調査協力者は文化資本獲得に代わる明確な目的を持っているわけではないよう
だ。リンは「1 週間 1 回クラスメートと先生会いますのが良かった。クラスへ来てエンジ
ョイ、そして帰る。…うちで勉強しない、全然しない。」（中級; 2012 年 6 月 22 日）と
述べ、その場限りの楽しみに満足しているように思われた。他の協力者も日本語の上達と
いうより、そこで出会う人々との交流や学習という行為そのものに悦びを見出しており、
日本語学習という時間的・場所的空間を享楽として消費している姿が浮き彫りになった。
毎週クラスの後で，みんなで食事に行きます。みんな仕事や年齢が違うけれども，日本語
を勉強することで友達になりました。（ケリー、初級; 2011 年 7 月 23 日）
私は別に（日本語が話せるようになることに）そんなに本気じゃないから。でも、授業
で、宿題で勉強する。何か勉強したり、言葉を覚えたりするのはおもしろい。…私にとっ
てただコースに合格することが目的ではなくて、いい成績で合格したい。ただ合格して、
次のレベルのコースに入るだけじゃ、別におもしろくないでしょう？だから、時間があっ
たら勉強をして、いい成績で合格したいと思うの。（アミ、初級; 2011 年 7 月 24 日）
このように日本語学習を文化資本を得るための投資としていない協力者の中には、学
習内容が難しくなるにつれ、意欲を失う者もいた。ダンはコースを辞める理由について
「私はレジャーとして日本語を勉強しているから。今の内容を倍の時間かけて勉強できれ
ばいいんだけど…。」（初級; 2011 年 9 月 4 日）と話し、カリキュラムが余暇活動として
学ぶ学習者にとって必ずしも妥当なものとなっていない可能性が示唆された。
2.4.

まとめと今後の課題

本調査では、社会人教育機関で生涯学習として学ぶ調査協力者は、文化資本の増大を第
一義の目的とした投資ではなく、人との出会いを楽しんだり学習することの悦びを味わう
ものとして日本語を学んでいることがわかった。それは人生における精神的充実を求める
姿であり、余暇活動としての日本語学習の側面が強いと言えるだろう。一方、提供されて
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いるカリキュラムと学習者が求めるものの乖離も見られた。生涯学習の役割が学習者の余
暇活動を通した自己実現と考えるのであれば（ハッチンス, 1968）、今後は Kubota
（2011a）が指摘するカジュアルな余暇活動としての言語学習も考慮しつつ、香港におけ
る社会人への日本語教育の在り方を問うていかなければならないだろう。
3.

ポーランドの事例（佐野香織）

3.1.

問題意識と背景

ポーランドは、国立大学を中心に研究を目的とした文献学としての日本語学習が行われ
てきた経緯を持つ（菅生, 2006）。しかし、近年、その他の学習機関や個人的に日本語を
学ぶ学習者が増加している（国際交流基金, 2011）。これらの学習者の学びを探るために
インタビュー調査を行った。
3.2. 方法
大学付属生涯学習講座の日本語クラスを受講しているポーランド人成人学習者 2 名に半
構造化インタビューを行った。インタビューは 1 対 1 で行い、すべて日本語で行った。
カイ（仮名）
20 代女性 2012 年 4 月 18 日 大学 3 年生（生涯学習講座主宰大学と
は別大学）日本関係の専攻ではない。
日本生まれ、5 歳でポーランド帰国。
サシャ（仮名） 20 代男性 2012 年 3 月 28 日 会社勤務。高校生の時から自分で日本
語学習を始める。日本渡航経験なし。
3.3.

結果と考察

3.3.1「自分の中の日本」
日本語学習を始めたきっかけは、幼い頃から「日本」が実は身近に存在し無意識のうち
に親しんできたこと、「日本」の「文化」がすでに自分の中にあることに成長してから気
付き、自分の中にある「日本」を知りたいと思ったことであることが窺える。
それに、ま、子供のころはすでに色々なアニメを知っていましたけど、そのーときは（日
本の）アニメだと分かっていませんでした。
やっぱり、高校生くらいのとき、ブームになる、なって、（日本のものだと分かりまし
た）アニメやー、漫画、ゲームなど、原因だったけど、少し、
自分でも日本語を少し学べたら、結構きれいなことばと気づきました。
（サシャ; 2012 年 3 月 28 日）
3.3.2.「自分探し」
日本語学習継続要因は言語的知識の学びも同時に含んだ、多様な「好き」であり、学習
者は仲間と空間・時間的に日本語の学びを共有しながら、「自分探し」を行っている。学
習者は自分の中に同時に存在する多様な立場での「自分の居場所探し」の実践を仲間と行
っていると見られる。
そして、すごく日本語が好きで、ただ日本語が大好きで、やめる必要がない。
（サシャ 2012 年 3 月 28 日）
もう、日本語を勉強を始めた、、と、日本語は私、私に、私は日本語を勉強するのは私は
楽しめるので、なんか終わる気がないん、、だから
楽しいから、、とても楽しいか
ら、いろんな人を、、日本語を勉強するのおかげで、あったのに、なんか、終わりたくな
い、、（カイ; 2012 年 4 月 18 日）
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このような「居場所探し」実践はアイデンティティ形成のプロセスであると考えられる
(Wenger, 1998)。上記のカイは、日本にはまたいつか行ってみたいと思っているが、大学
の日本学科で学ぶ・研究するという希望や、日本に関連した仕事に就くためという学習目
的はない。サシャはまだ見ぬ日本への思い、夢、憧れを抱いているが具体的な展望は持っ
ていない。生涯学習講座では、主に文化資本獲得を目指した学習者向けの日本語教育を行
っているが、この知識習得に対しても「好き」という姿勢を見せている。カイとサシャに
は、楽しみとして日本語学習を消費しているという側面と、教室における文化資本として
の日本語学習という側面、少なくとも 2 側面以上の多層的な立場でのアイデンティティ形
成のプロセスであることが分かる。言語的な能力向上だけではない学びを仲間と共有する、
という学びを含む多層的な構造の中にいると考えられるだろう。
私には、日本語は、日本語のことばの中に、すばらしい思いかたがめざっていると
思います。なんか、ポーランドの、えー、思い方と全然違うんですけど。
たとえば何かが特別、、とか、どうあって、あーどうやって人生す、すごせばいいとか。
とっても、ぜんぜん違う、、、え、、、視点？、視点がめざってると思います。
だから、日本語を勉強 えーと、している途中で、、、、なんかー、えー 違う世界を
えー、、うーん違う世界を創造できます。（カイ; 2012 年 4 月 18 日）
3.4.

今後の課題

上述のような「楽しみ」としての日本語活動に「参加」することを学習と考えると、こ
の「楽しみ」は、自分が属する共同体とは別の「居場所」を見つけ仲間と結びつきつなが
る可能性を持っているといえる。それと同時に、日本の一側面的な部分の助長、ソフトパ
ワーといった国家的経済イデオロギーを文化的イデオロギーに変換する、または対抗する
ものになる可能性もないとはいえない。日本語教育においても、これらの可能性があるこ
とを考慮にいれつつ、様々な地域でこうした学習者の多様な実践や立場からのことばの学
び・教育のあり方を考えて行く必要があるといえる。
4.

フランスの事例（鬼頭夕佳）

4.1.

問題意識と背景

CEFR や JF スタンダードの浸透とともに、フランスの教室でも近年ますます運用力の
育成が重視されている。こうしたコミュニケーションの道具としてのことばの学習は評価
されるが、一方で学習者の目的は日本語でのコミュニケーションにあるのかそれとも別の
「何か」なのか、ことばを学ぶとはコミュニケーションの道具が一つ増えることに過ぎな
いのかといった疑問も生まれる。このような問題意識のもと、学習者へのインタビュー調
査をもとに日本語の選択理由や学習動機の変化について考察をおこない、筆者の現場での
日本語教育の意義について考えたい。
4.2.

方法

フランスの理工系大学で第二、第三外国語として日本語を学ぶ学生を対象に日本語選択
の理由、学習動機の変化などについて調査を行った。3 年の当該コースを終了した学習者
4 名には個別の半構造化インタビューを、一年目を終了した学生 4 名にはグループでの半
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構造化インタビューを実施した。いずれのインタビューも学習者の母語で行った。インタ
ビューは文字化され、語りの中に繰り返される「ことば」を中心に分析された。
4.3.

結果と考察

選択理由の語りでは、「機会」、「好奇心」、「発見」といったことばが繰り返され、
「喜び」を重視する姿勢も見られる。
ちょっと変わった言語を学ぶよい機会だと思った。日本へ（研修に）行って、その国を見
てみたかった 2。（…）どうしてロシア語や中国語じゃないのか…。よくわからないけ
ど、中高の地理の授業やメディアを通じて聞く日本の話題などから。要するに好奇心で始
めた。それに、ちょっとオリジナルだし。（マルク; 2010 年 3 月 13 日）
日本語学習が何かの役にたつのかということは考えなかった。あえて言えば、視野を広
げることが目的だ。結果として、仕事の上で役に立つことがあるなら、それはそれでよい
ことだけど、それが目的ではない。それより喜びとか知的好奇心のため。もし仕事のため
ならドイツ語を選択していたが、授業は日本語ほど楽しくなかったと思う。（イヴォン
ヌ; 2012 年 6 月 5 日）
また「興味」ということばからは学習態度の変化が見出せる。
ぼくは日本文化には興味があったけど、日本語に興味があったわけじゃない。でも今は日
本語にも興味が出てきた。以前は考えなかったけど、今はたとえば日本への研修や留学な
どを考えるようになった。（アクセル; 2012 年 6 月 5 日）
さらに、学習に対しては「刺激的」ということばも繰り返された。
つまり好奇心で始めた。始めてからは、日本語学習はいい意味で驚きがあり、刺激的だっ
たので、やる気が出てきた。（ラファエル; 2012 年 6 月 5 日）
この分析で浮かび上がるのは、新しい言語学習を未知の文化を発見する格好の機会とし
て捉え、将来への投資というより現在の好奇心や喜びのために学習する学生たちの姿だ。
その言語が日本語なのは漠然とした興味からであり、言語や国について特別な予備知識が
あったわけではない。しかし、学習過程での知的好奇心の刺激や喜びが学習意欲を高め、
さらには当初視野になかった専門と日本語との結びつきが生まれる例も見られた。これは
ある意味、学習を通じた自己発見と見ることもできよう。
4.4.

今後の課題

大学での学習を「余暇活動」（Kubota, 2011a）とみなすことは難しいものの、今回の
調査において、学習者は「投資」よりもむしろ自己満足や自己更新を日本語学習に求め、
見いだしており、「余暇活動」と共通の情緒的な側面が観察された。福島（2011）は、
CEFR が「コミュニケーション能力」と並び言語使用者の能力とする「叙述的知識」「技
能とノウ・ハウ」「実存的能力」などの「一般的能力」の扱いの不十分さを指摘している
が、ことばをアイデンティティの問題とするならば、実用重視の教室で見過ごされがちな
個人の価値観や情動により目を向けることが必要だろう。また、教室を、将来の準備では
なく「今ここ」にあるコミュニティにおいて人間関係を築きながら自己アイデンティティ
を形成する場として捉え直すことも、各々の教室における日本語教育の意義を再検討する
上で重要な視点の一つとなるだろう。
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カナダの事例（米本和弘）

5.1.

問題意識と背景

カナダでも、近年、日本語学習者の学習動機の多様化が報告されている（国際交流基金,
2011）が、高等教育機関における日本語教育が地域・文化研究の一環として位置づけら
れていること（谷口, 2011）や、学習者の減少が深刻な問題として報告されていること
（CAJLE, 2012）を考えると、学習者の学習動機・目的が十分に理解され、考慮されてい
るのか疑問が残る 。そこで、本節では インタビュー調査から、カナダの学習者の学習動
機・目的を探り、日本語学習がどのように捉えられているのか検討することを目的とする。
5.2.

方法

本調査の調査協力者は、フランス語圏の英語系の 大学で初級後半の日本語コースを履
修している大学生 4 名である。本調査では学習経験や学習動機・目的、将来像などに焦点
を当てた半構造化インタビューを行った。なお、全て一対一で英語と日本語で行った。
5.3.

結果と考察

データ分析の結果、調査協力者は、日本の映画やゲーム、さらに日本での生活経験など、
身近にあった「日本」をきっかけに日本語学習を始めていた。そして、「あんまり日本語、
勉強したいと思って、日本語勉強始めたことはないです」（Jiho; 2012 年 4 月 26 日）とい
う学習は、学習する過程で、様々な経験や自分の置かれた環境に影響を受け、変化を続け
ていることが示唆された。特に、インタビューでは Justin が「Everyone studies with a
purpose, everyone wants to study」（2012 年 4 月 21 日）と指摘しているように、調査協力
者に共通して、現在の学習への意識、そして習得への意思が高い様子が窺われた。
この変容に影響を与えた要因としては、大学生という年齢から、自身の将来を具体的に
描き、その中で学習を捉え始めたという点が挙げられる。Nils は外交官になりたいと述べ、
また、「それ［英語とフランス語］だけじゃ足りないと思った」（2012 年 4 月 25 日）と
いう発言からも文化資本という見返りを求め、学習に投資（Norton, 2000）している様子
が見られた。他の協力者は、同様に「But right now, I don't wanna work in Japan right now.
But if I had to work somewhere, it would be Japan」（Justin; 2012 年 4 月 21 日）、「たぶん
日本で住んでみたい」（Gisèle; 2012 年 4 月 25 日）、「将来いつか便利じゃないかと思っ
て、そしてビジネスをいつかしたら…。…ただ楽しいから、今はやっています」（Jiho;
2012 年 4 月 26 日）と述べてはいるものの、比較的弱い口調からもわかるように、インタ
ビュー全体を通して、積極的に文化資本の獲得・蓄積を期待しているようではなかった。
投資に代わり、強く浮かび上がって来たのは、調査協力者のアイデンティティ形成と深
く結びついた学習であった。そこには、大学生という年齢とともに、学習が主体的、自律
的な活動として行われ始めたことに要因があると考えられる。その中で、日本語や日本語
学習には単なる言語や意思伝達手段獲得とは異なった役割が期待されていることが窺われ
た。Justin は日本語学習の目的を「My purpose is to find a purpose」（2012 年 4 月 21 日）
と述べ、言語活動そのものを目的としているのではなく、言語活動を通じ、自己を探求し、
自己実現を図る過程として日本語学習を捉えているように感じられた 。
あの… I really think I like Japan, でも I’m not sure. …I really want to know what it is, I
liked about Japan. The language helps me in a way to see which aspect of Japan I like.
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Jiho も日本語への愛着に言及しながらも、日本語を選択した理由に失われた自信の回復を
挙げ、学習には、自己肯定感の形成という、習得以外の意味があることを示唆していた。
物理学で勉強してもよくわからない。でも、日本語勉強したら、あ、これは本当にわ
かる。はっきりわかる。そういう気持ちもあって…。頭を冷やす、なんか自信をつけ
る、その何かが必要だったんです。（2012 年 4 月 26 日）
本調査では、学習者のコースでの単位が大学での成績に換算されるような場であっても、
知識や文化資本の獲得・蓄積といった目的から行われるのではない、個人のアイデンティ
ティと密接に関わった日本語学習を確認することができた。
5.4.

今後の課題

言語は話者や社会、文化と切り離し考えられるものではない。しかし、本調査の結果を
見る限り、日本語教育が単に地域研究や文化研究の一環として位置づけられ、日本語教育
のあり方が明確に提示できていない場合、その日本語教育は果たして学習者の学習動機や
目的に対応できているのか疑問が残る。今後は、日本語教育学の専門性（細川, 2004）や、
高等教育における言語教育の担う役割、意義（Kubota, 2006）という視点から、カナダに
おける日本語教育を再検討していく必要性があると考えられる。また、一口にカナダと言
っても、広い国土に様々な学習者が存在しており、それぞれの地域で異なった傾向が見ら
れることが予想される。このことから、さらなる調査が必要不可欠であると言える。
6.

まとめ（久保田竜子）
前述したように、Kubota（2011a） は日本の英会話学習者の意識や行動の観察に基づき、

外国語としての英語学習を、言語能力をテコとして文化資本の獲得するための「投資」と
いうより、社交や趣味の「余暇活動」を通しての喜びや楽しさの「消費」としてとらえた。
つまり、学習の目的は言語力向上というより、現実及び想像上の社交の場への参加である。
これは、外国語学習があこがれや願望を通して、想像上の主体形成の役割を担うという点
（Kramsch, 2009）にもつながっている。
本パネルでは、世界各国の大学または生涯学習のための教育機関で学ぶ日本語学習者の
多様な意識が明らかになった。外国語学習の究極目的は言語習得であることが自明の命題
ように理解されがちであるが、実際には、言語習得だけでなく、アイデンティティ構築や
余暇活動に付随する喜びなども含めた情緒的な側面が大きな割合を占める場合もあること
が明らかになった。学習者個人のアイデンティティ構築や情緒面の変化に焦点が置かれた
このような研究では、着眼点が「知」から「情」にシフトしていると言える。
香港の事例では、学習への満足感やクラスメートとの交流という余暇活動の側面が観察
された。同様にポーランドの事例でも、学びの場を共有しながら日本語好きの自分探しを
する姿が浮かび上がった。一方、カナダとフランスの大学での日本語学習では、学習は余
暇活動とはとらえられない。しかし、余暇活動としての言語学習で重要と思われる社会
的・情緒的要因、例えば楽しみ、達成感、同人との関わりなどは大学教育の場でも見られ
た。情緒面のキーワードとしては、興味（「好き」）、好奇心、自信回復、自己満足、自
分探し（自己の中の日本的アイデンティティの模索）などがあげられる。その他にも、言
語学習が逃避の手段に使われることもあり得る（例：いじめや個人的苦境から逃れるため
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に語学留学する）（Kubota, 2011b）。このように「情」に根ざした学習はアイデンティ
ティと深く関わり、文化資本獲得のための投資というより、自己実現のための探求と考え
ることができよう。
これらの考察は、教育実践にどのような示唆を与えるだろうか。文化資本獲得のための
言語習得を目的としたカリキュラム、教材、指導アプローチは、これらの学習者にはそぐ
わないのではないかと思われる。学習者の言語、文化、言語学習に対する思い入れがどの
ようにアイデンティティや学習に対する姿勢にかかわっているのかを教師が意識すること
が、学習者の願望を満たす手助けになるのかもしれない。また近年、外国語教育は新自由
主義的教育観のもとで、測定可能な実践的能力が重視されたり、グローバル競争に打ち勝
つための言語教育政策が展開されたりしているが （Kubota, 2011c; Park, 2011）、人的資
本（human capital）の増大だけが言語学習の目的ではないことも教育者として認識する必
要があろう。
今後の研究課題として何点かあげられる。まず、日本の英会話学習は余暇活動と消費と
いう意味合いが強いが、外国語としての日本語学習や他の外国語学習はどうなのだろうか。
グローバルあるいはローカル社会における言語間または民族・人種・文化間の権力関係に
よって学習者の意識は異なってくるのかもしれない。英語が商品化され消費されるのは、
英語の持つ象徴的権力と密接に関連しているが、日本語学習者の意識と歴史的に構築され
て来た日本語の権力はどのような関係を持つのであろうか。個人の「情」の側面をさらに
掘り起こし、それが一般社会のイデオロギーとどのようにかかわっているのかを探求する
必要もあろう。
【注】
１． 現お茶の水女子大学所属。
２． 原語では découvrir（発見する）という語が使われているが、ここでは「見てみ
る」と訳した。全ての日本語訳は筆者による。
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