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要　　旨
　本研究の目的は、学習者の自己形成や自己実現を射程に入れた日本語教室の相互行
為のありようを談話分析の手法によって話題という観点から明らかにし、教師がより
よい相互行為を創出するための手がかりを示唆することである。本研究では、日本語
教室における教室活動として実際になされた対話の談話分析を行い、学習者が対話の
場で、それぞれにとって重要な問題を共有し、それを互いに「専有（appropriation）」
していた実態を可視化する。そして、その談話の実態から、学習者の自己形成や自己
実現を射程に入れた日本語教室では、学習者が抱える問題を互いに「専有」し合える
ような教室設計を行う必要性があることを指摘する。

【キーワード】：相互行為　話題　専有　対話　談話分析

１．はじめに
　本研究の目的は、学習者の自己形成や自己実現を射程に入れた日本語教室の相互行
為のありようを教室活動の中でなされた対話の分析によって、「話題」という観点か
ら明らかにし、教師がよりよい相互行為を創出するための手がかりを示すことである。
学習者の自己形成や自己実現 1）を射程に入れた日本語教室では、独自の社会文化的背
景を有する学習者同士が相互行為によって互いに理解を深め、認識を変容させたり関
係性を構築したりすることが期待される。そのため、そのような日本語教室では、学
習者の認識の変容や関係性の構築を促す相互行為として、「対話」が行われることが
多い。そこでは、参加者がいかに自己表出し、有意義な対話を行うか、対話を通して
いかに認識を拡大し、人間関係を構築できるかが問題となる。対話の成否が学習者の
学びの質に影響するため、いかによい相互行為を創出できるかが教師の課題となる。
　しかし、その一方、学習者の認識の拡大や人間関係の構築、すなわち自己形成や自
己実現に寄与する対話とは何か、そのような対話を創出するにはどうすればよいのか
という問題については、未だ十分に明らかにされていない。教室活動の分析は、これ
まで主に学習者の談話技能の向上を目的として、学習者に教授すべき日本語の特徴を
明らかにしたり、教授法の実態を明らかにしたりする目的で行われてきたからである。
　学習者の自己形成や自己実現を射程に入れた日本語教育の重要性が議論されている
現在、教室活動の分析を従来とは異なる目的で、新たな視点から行う必要がある。そ
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こで、本研究では、学習者の自己形成や自己実現に寄与する相互行為の一端を明らか
にし、教師がよりよい相互行為を創出するための手がかりを示すため、新たな視点か
ら対話2）の「話題」に着目した談話分析を行う。なお、本研究における「話題」とは、
三牧（2013: 167）に従い、「会話の中で導入、展開された内容的に結束性を有する事柄
の集合体を認定し、その発話の集合体に共通した概念」とする。

２．教室活動の相互行為における「話題」の分析意義
　談話の話題は、これまで日本語学及び日本語教育学において、主に日本語の談話構
造や表現形式を解明するための一要素として取り上げられてきた。「談話」と「発話」
の中間単位として「話段」を提唱した佐久間・石黒（2010）、談話の「目的（goal）」
という機能的観点から勧誘の談話構造を明らかにしたザトラウスキー（1993）等で
ある。また、「相互テーマ展開構造」を示したメイナード（1992）、談話トピックの
「階層構造」を指摘した村上・熊取谷（1995）、医療相談の談話構造を分析した鈴木
（2002）、雑談の話題区分や言語表現に言及した中井（2003a、2003b）、中日母語話者の
話題転換を対照研究した楊（2007）、雑談の談話構造を明らかにした筒井（2012）等が
ある。これらは、いずれも談話構造や表現形式に関する貴重な知見を提供しており、
日本語の談話研究に重要な示唆を与えるとともに、談話技能の教育にも大きく寄与し
ている。
　しかし、その一方、学習者の自己形成や自己実現を射程に入れた日本語教室では、
それらに加えて、話題の内容に着目することが重要であると考える。たとえば、ポラ
イトネスの観点から初対面会話の話題に言及した三牧（1993、2013）は、初対面会話
における「話題選択スキーマ」の存在を指摘し、人間関係を構築するには、話し方と
ともに話題が重要であるとしている。また、ラポールマネジメントの観点から話題転
換を分析した李（2014）は、ラポール形成と話題の有意な関係性を指摘している。さ
らに、人間形成の観点から、細川（2012）は、学習者の人間形成を目指した日本語教
室では、学習者が自身にとって重要な「固有のテーマ」について話し合うことが重要
であるとしている。話題と話題提示者とは密接な関係で結ばれており、学習者がその
ような話題について自己表出し合い、他者理解を深めていくことが自己形成や自己実
現につながるという考えである。このことは、対話の話題が自己形成や人間関係の構
築に関与していること、それゆえ、話題の内容に着目した分析が必要であることを示
唆している。そこで、本研究では、話題の内容という観点から、学習者の自己形成や
自己実現を射程に入れた教室活動における対話のありようを明らかにする。

３．分析対象と分析方法
３．１．分析対象クラス
　分析対象は、学習者の主体性と活動の相互構築性（細川 2009）を重視した中級学習
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者向けのレポート執筆クラス（以下「RC」と記載する、表 1参照）である。

　RCは、学習者が自身にとって重要な一つのテーマについてレポートを書き、その内
容と言語形式の両面をクラスの協働で検討し、完成させていくというクラスであった。
このクラスを本研究の分析対象とした理由は、第一に、学習者同士の対話を重視して
いたからである。第二に、学習者全員が学期終了時の感想と授業後インタビューにお
いて、日本語に対する自信が生まれると同時に他者理解が深まり、満足のいくレポー
トが書けたと語ったことから、クラス内の対話が一定の効果を挙げたと捉えられたか
らである。分析資料は、①教室談話（18回／ 37時間30分 3））、②学習者に対するイン
タビュー（7回／ 14時間36分）、③授業記録（18回）、④学習者の完成レポートであ
る。分析は①を中心に行い、②から④の資料は、①の分析を補足するために使用した。

３．２．教室活動における「場」の区分
　まず、各学習者の発話数を算出した（16,373発話）。次に、授業報告と佐久間・石黒
（2010）の「話段」の「多重構造」、村岡（1999）による教室談話の「入れ子構造」、茂
呂（1991）による「教室談話の構造」を踏まえ、毎回の授業をその内容と言語形式に
よって区分し、各「場」とした 4）。その結果、談話は 7つの「場」に区分された。学
習者それぞれのレポートを検討する「ジェイの場」「ミンの場」「キムの場」「サシャの
場」「リョウの場」という 5つの「学習者の場」と、教師が活動の進捗管理を行う「教
師の場」、活動ルールを策定したり、活動中に発生した問題を全員で話し合ったりす
る「全員の場」である。

３．３．各「場」の対話における話題区分
　次に、7つの「場」において、どのような話がなされたのかを詳細に把握するた
め、筒井（2012）に従い、各「場」の話題を区分した。筒井（2012: 39）は、雑談の内

表1　RCの教室活動の概要
時間 3コマ／週、全15週
目的 書いたり話したりすることによって自分の考えを他者に伝えられるようにする

学習者

学習者：5名（「　」内はレポート・テーマを示す）
・ジェイ（J）：デンマーク、専科生、「生きるということ」
・サシャ（S）：スウェーデン、学部生、「民主主義」
・ミン（M）：中国、科目等履修生、「中国の医療福祉制度」
・キム（K）：韓国、大学院生、「都市計画」
・リョウ（R）：台湾、研究生、「経済のグローバル化」
（注 1） 他に教師 2名、ボランティア（藤田：F）1名である。なお、ボランティ

アは、学習者と同様の立場で教室活動に参加している。
（注 2）活動参加者名はすべて仮名である。（　）内は発話例の頭文字を表す。
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容によって異なる談話構造と言語形式を明らかにするため、雑談の話題を内容に留意
した 5つの認定基準によって区分している。本研究においても、内容を重視した筒井
（2012）の認定基準により話題区分を行った。本研究の目的は、話題区分のための言語
指標や規則性の解明、談話構造の把握が目的ではなく、学習者が何について話してい
たのかという話し合いの話題そのものを抽出することである。したがって、まず、談
話を一つの流れと捉え、言及内容の変化によって談話を区分し、話題を特定、抽出し
た。
　筒井（2012:39）は、雑談の「話題」を 5つの認定基準によって区分している。その
5つの認定基準とは次のようなものである。
　（1）それまで話題となっていた対象や事態とは異なる、新しい対象や事態への言及
　（2）すでに言及された対象や事態の異なる側面への言及
　（3）すでに言及された対象や事態の異なる時間における様相の言及
　（4）すでに言及された対象や事態について、それと同種の対象や事態への言及
　（5）すでに言及された個別の対象や事態の一般化
　本研究においても、上記の認定基準に従い、談話資料を話題によって区分した。区
分の例は、次のとおりである。発話例に示した破線部が話題の区切りである。
　（1）それまで話題となっていた対象や事態とは異なる、新しい対象や事態への言及
60T  あ、専門はなんですか？
61M  　　　//専門、今の専門は、発達科学です。
62T  発達科学？
63M  今、人間科学の学部で勉強しますから。
64F  　　　　　　　　　　　　　　　　　うーん、なるほど。
   ---------------------------------------------------------------
65T  えーと、何か質問とかありますか？
66F  そうですね、ジェイさんから見て、（日本の引きこもりは）その、デンマークの

状況と重なるところってあるんですか？ 【第 4回授業／全体の場】
　（1）は、ボランティアの藤田が初めて授業に参加した授業回の発話である。60Tか
ら64Fまでは、ミンの自己紹介を受けたミンの専門についての話題である。ミンの話
題が終結したと見なした教師は、藤田に自己紹介を行った学習者全員についての質問
はないかと尋ねた（65T）。藤田は、ジェイに対して日本とデンマークの引きこもりの
類似点を質問する（66F）。65T以降の発話は、前半のミンの専門の話とはまったく話
題が異なっていることがわかる。
　（2）すでに言及された対象や事態の異なる側面への言及
212M 今、いろんな、何だっけ？　その粉ミルクについての製品は全部、あのー、何

だかわからないですけど、
213C メラミン、メラミン。
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214M メラミン？　はい、発見されましたから。
215T 　　　　　　　　　 　　　　　　　　うーん。
   ---------------------------------------------------------------
216M 何も、中国では何も食べられないみたい。
217T 何も食べられないｈｈｈ
218M 本当ですよ。農薬とかいろんな問題。 【第 4回授業／ミンの場】
　（2）は、ミンが中国の食品問題を語っている場面である。これより以前から中国で
起こった化学薬品入りの粉ミルクの話題が始まり、212Mから215Tにおいても、話題
が継続している。一方、216M以降は、食品問題が工場製品から農作物へ展開してい
る。
　（3）すでに言及された対象や事態の異なる時間における様相の言及
158M 最初、本当に早く退院したかったです。日本語学校の勉強、途中でした。
161F 　　　　　　　　   　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　//うん。
162M でも、あのー、そのお医者さん、親切なおかげですぐ落ち着きました。心配で

したが、お医者さんや看護師さん、やさしかったから、入院始めました。
   --------------------------------------------------------------
163F それで回復した？
164M はい。そして、私の気持も。お医者さんや看護師さんと話して、親しくなっ

て、だんだん楽しくなって。 【第 7回授業／ミンの場】
　（3）は、ミンが日本で初めて入院した時の経験を語った場面である。ミンは、留学
後、勉強とアルバイトによる過労で倒れ、病院に運ばれた。発話例では、入院に戸
惑っている様子（158M-162M）と、入院に次第に慣れ、楽しさを見出していった様子
（163F-164M）が語られている。入院という出来事の時間的な変化によって、話題を区
分できる。
　（4）すでに言及された対象や事態について、それと同種の対象や事態への言及
356F 大阪、京都、奈良、神戸、山形、新潟って、
357T すごいですよね。（中略）
360K 機会があります、無料で。知り合いの人の車があって、一緒に乗って。
361T 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　//ああ。
362F 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　//ああ、そうなんですか。
   -------------------------------------------------------------
363K あのー、関西の地方は、私が18切符？知ってますか？
364F はいはい、安い。 【第 5回授業／キムの場】
　（4）は、都市に興味のあるキムが日本に来てからいろいろな場所に旅行したという
ことを話している場面である。この発話例は、キムが旅行の交通手段としていた知人
の乗用車の話題（356F-362T）と、関西旅行で使用した青春18切符の話題（363K-364T）
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に区分できる。
　（5）すでに言及された個別の対象や事態の一般化
679J  （引きこもりによる影響として考えられるのは）出生率。
680T あ、出生率の低下？　はいはい。（中略）
683J  そして、引きこもっている人の考えを書きます。いろいろ大変なことも。
   ------------------------------------------------------------
684T ああ、引きこもりの問題っていうことですね。（T「引きこもり」を板書）
685J  はい、いろいろなことがつながっていますので。
686T 経済の問題と、おそらく社会問題ですよね。
687J  はい。 【第 9回授業／ジェイの場】
　（5）は、ジェイが引きこもりについて語っている場面である。発話例では、何につ
いて書きたいのかという具体的な内容を挙げたジェイの前半部（679J-683J）と、教師
がジェイの意向を受けてテーマを一般化した後半部（684T-687J）に区分できる。
　本研究の分析では、このように区分された話題について、授業回にかかわらず、レ
ポート・テーマごとに類似した話題を集めてカテゴリー化し、カテゴリー・タイトル
を付けた。カテゴリー化は、佐藤（2008）の「定性的コーディング」における「概念
カテゴリー」の分類を参考にして 2回行った。談話を時間軸に沿って、5つの認定基
準により区分した最初の話題を「話題 3」、「話題 3」をカテゴリー化してまとめた話
題を「話題 2」、「話題 2」をさらにカテゴリー化してまとめた話題を「話題 1」とし
た。学習者のレポート・テーマを一つの大きな話題と捉えれば、教室で生成した話題
は、カテゴリーの大きい順に、レポート・テーマ、話題 1、話題 2、話題 3という 4
つのカテゴリーにまとめられ、話題 3から話題 1に抽象化が進んでいると考えられる。
本稿では、話題 1から話題 3を個別に示す時は「話題 1」「話題 2」「話題 3」、一般概
念としての話題を示す場合は、「話題」と表記する。

４．分析結果
４．１．各「場」における学習者の発話数と参加度
　表 2は、各「場」における学習者の発話数と「参加度」を表している。「参加度」と
は、あるテーマについての活動参加者の発話数を発話総数で除した数値である。活動
全体では、学習者の参加度が57.5％、教師・ボランティアが42.5％であった。学習者
と教師・ボランティアの比率は、教師主導の「教師のテーマ」や「全体のテーマ」の
場で増加するものの、各学習者のテーマについての話し合いでは40 ～ 45％程度であ
り、ほぼ安定している。また、学習者は、自身のテーマについての話し合いでは誰よ
りも多く発話し、26.4％（サシャ）～ 37.5％（ジェイ）の発話率を保持している。自
身のテーマについての話し合いで見られる筆者の参加度の高低差の原因としては、会
話能力の不足ゆえに十分に発話できなかった場合（サシャ）や、表現や内容が理解さ
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れにくく、他者への説明に多くのことばを要した場合（ジェイ）等が挙げられる。

　一方、学習者全体と教師・ボランティアの発話の比率や自身のテーマの話し合いへ
の参加度は概ね一定であるものの、他の学習者のテーマについての話し合いへの参加
度は、学習者によってばらつきがある。たとえば、ジェイはどの学習者の場において
も参加度がほぼ安定しているが（6.5％～ 9.1％）、サシャは「キムの場」への参加度が
7.6％であるのに対して、「ジェイの場」への参加度が1.5％であり、積極的に参加でき
た場とできなかった場があることがわかる。サシャを初めとする学習者インタビュー
によれば、参加度の高低は、テーマに対する興味の有無や、レポートが言語形式、内
容面で理解できるか否かという難易度、すなわち日本語能力の問題であったという。
つまり、RCの教室活動の参加度は、動機と日本語能力の問題に還元できる。学習者の
性格や学習姿勢によって程度の差はあるものの、レポートの内容がある程度「理解」
できれば、「興味」の有無によって話し合いへの参加度が決まっていたといえる。
　その前提で表 2を見ると、「生きるということ」における発話数（4,286発話）が全
発話数の26.2％を占め、圧倒的に多いことがわかる。RCでは、原則としてレポートの
検討は公平に行われており、教師が恣意的に特定のレポートを取り上げたり、発言を
要求したりすることはなかった。そのため、このテーマは、学習者が「理解」し、「興
味」を持って自律的、積極的に参加したテーマであったと推測できる。
では、なぜ学習者は、「生きるということ」について書かれたレポートに興味を持ち、
そのレポートについて検討された「ジェイの場」の相互行為に積極的に参加したので
あろうか。この問いについては、次節において分析、考察する。

（注） 「クラス全員」とは、複数の話者が同時に行った発話、あるいは発話者が不明であった
発話を表す。

表2　各「場」における学習者の発話数と参加度
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４．２．各「場」の対話における「話題」の内容と連関
　表 3は、各「場」における「活動」別「話題 1」の内容と参加度を示した表である。
「場」別「活動」別に発話数の多かった話題、すなわち学習者の参加度の高い話題から
順に並べてある。たとえば、ジェイの場で、「内容に関わる検討」において発話数の
多かった話題 1は、「個人と社会」（512発話、11.95％）、「自由」（488発話、11.39％）、
「人生観」（350発話、8.17％）、「デンマークの社会と政治」（313発話、7.30％）、「社会
問題」（278発話、6.49％）等である。先述したように、発話数は学習者が興味を持つ
話題で増加するとともに、理解が難しく詳細な説明を要する話題や議論が起こりやす
い話題等でも増加する。そのため、発話数の多さが学習者の積極性を表しているとは
一概に言えない。しかし、発話数の異なりは、学習者が何について時間とことばを費
やしたのかという相互行為の実態を知る手がかりとして有効である。
　表 3において明らかなように、主に「内容に関わる検討」で生成された話題は、検
討対象になる学習者のレポート・テーマに関連する話題であった。しかし、その一方、
他の学習者に関わる話題についても話し合われたことがわかる。たとえば、サシャの
話題 1ではミンに関わる「中国の政治」やジェイに関わる「デンマークの社会と政
治」、ミンの話題1ではサシャと関連する「スウェーデンの医療福祉制度」や「民主主
義」、ジェイに関わる「デンマークの医療福祉制度」等がある。リョウの話題 1では
キムに関わる「韓国の企業」やミンに関わる「中国経済と企業」という話題が形成さ
れた。
　また、各場の話題 1には、他の学習者と共通の話題も見られる。「個人と社会」
（ジェイとミン）や「競争社会」（ジェイ、ミン、リョウ）等である。学習者は、自身
のテーマについて他者の考えや経験を聞くとともに、その他者のレポート・テーマに
ついて意見を述べ、かつ互いにとって重要な事柄を対話の話題としていたといえる。
このような話題 1の連関を表した図が図 1である 5）。図 1には、5つのレポート・テー
マの話し合いで生成された話題 1が示されている。レポート・テーマの重なりに示さ
れた話題 1は、各場のレポート・テーマの話し合いの場で重複したものを表す。たと
えば、リョウとキムの場で重複した話題 1は、「韓国の企業」であった。リョウとミン
の場で重複した話題 1は、「中国経済と企業」である。リョウとミンとジェイの場で重
複した話題 1は、「競争社会」「他者の承認と受容」「社会貢献」である。また、リョウ
とミン、ジェイ、サシャ、キムの 5つの場のうち 4つが重複した話題 1は「自由」「幸
福観」「人生観」であった 6）。さらに、すべての場に共通した話題1は「自己実現」で
あった。学習者は、「自己実現」という話題のもとで、「自己実現とは何か」「どのよう
に生きれば、自己実現していると感じられるか」という問題について話し合った。こ
のように価値観や生き方に関わる話題が複数の場で重複して見られたのは、偶然なが
ら、学習者のレポート・テーマが将来の仕事や生き方に深く関与していたからである。
その結果、RCでは、学習者それぞれが選択したレポート・テーマについて論じるこ
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図1　RCの対話における話題の連関
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と自体が、仕事や生き方と密接に関係する自己実現の問題について考える機会になっ
たと考えられる。本稿では、このように、すべての話し合いの核となった話題である
「自己実現」を「コア・テーマ」と呼ぶ 7）。また、レポート・テーマ間の重なりが次い
で多い話題は、4つのテーマで取り上げられた「自由」「幸福観」「人生観」の 3つで
あり、これらをコア・テーマを支える「サブ・テーマ」と呼ぶ 8）。
　さらに、レポート・テーマに関して言えば、他のレポート・テーマと話題の重なり
の多いテーマがジェイの「生きるということ」であった。ここで取り上げられた内容
に関わる話題16のうち12（75.0％）が他のテーマの話し合いでも論じられており、他
と共通話題の多いレポート・テーマ、すなわち学習者全員が興味を抱いたレポート・
テーマであったと推測できる。このことは、表 2において、「生きるということ」に
ついての話し合いの発話数が他のテーマと比較して圧倒的に多かったこと、及びジェ
イのテーマについての対話では、一つの話題 1についてじっくり議論されていたこと
と一致している。学習者は、各場でその場の検討対象となっているレポート・テーマ
について言及するだけでなく、それらに関連づけながら、自身のレポート・テーマや
興味のある他の学習者の話題について数多く発言していたのである。
　そのような相互行為の中で、ジェイのテーマは、教室活動全体の中心的なテーマ、
すなわち「メイン・テーマ」であったといえる。各場では、メイン・テーマ、コア・
テーマ、サブ・テーマ等の話題が重複する現象が生じていたのである。このことから、
学習者はその時の検討対象であるレポート・テーマの話し合いを進めながら、他のレ
ポート・テーマに関連する話題についても語っていたと考えられる。次章では、これ
らの話題の一つである「自己実現」がどのように語られたのかを考察し、まとめる。

５．結論――日本語教室の相互行為における話題の「専有（appropriation）」
　「自己実現」という話題は、「ミンの場」で初めて取り上げられた。発話例（1）は、
日本の医療福祉制度を学び、母国に貢献したいと語るミンに対して、リョウがその仕
事がミンにとっての「自己実現」であると指摘した場面である。ミンがそのために苦
学してきたことを何度も聞いていたキムは、ミンの自己実現が福祉の仕事にあると了
解する〔（a）〕。一方、自分は、都市計画の仕事に従事することが自己実現であると語
る〔（b）〕。
（1） 236M：  私がしたいことは、中国の医療福祉をよくすることです。だから、医療

福祉を勉強するために日本に来ました。私の一生の仕事です。
 473R： あのー、ミンさんは自己実現？自己実現します。
 474M： 自己実現？ 自己実現は何ですか？（中略）
 478R： うーん、難しい。生きている感じがすること、一生の仕事かもしれない。
 479J： 仕事ですか？　本当？　仕事をしたら、生きている感じがしますか？
 480M： 私は生きている感じがしますよ。医療福祉の仕事ができたら幸せです。
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 481K：  あー、（a）わかります。（b）私は、都市計画。みんなが住みたい町を作り
たい。 【第 8回授業／ミンの場】

　一方、第10回授業では、ミンから「自己実現」ということばが示され、リョウの自
己実現の話が始まる。企業家を目指すリョウは、ミンやキムの利他的な姿勢を認めな
がらも、裕福になることが自己実現であると述べる。リョウの立場を理解しつつも、
ミンやキムが相互承認の必要性を指摘すると、リョウは自分なりの解決策を考えだす。
（2） 156M：  （リョウの話を熱心に聞き）あのー、（c）これは、あの、「自己実現」で

す。でも、私とちょっと違う。私は、お金は必要ないですから。（笑）
 157K：  いえいえ、お金は大切です。（d）リョウさんの夢はお金持ちになること

です。
 158M：  （e）はい、もちろんわかります。でも、「自分だけ」はちょっと。自己実

現は自分だけですか。他の人に認められなくちゃ、うれしくないですよ
ね。

 159K： うーん、そうですね。（f）周りの人に認められて自己実現する。（中略）
 172R： あー、たぶん大丈夫。私は社員に高い給料をあげて幸せにします。（笑）
 【第10回授業／リョウの場】
　（2）からわかることは次の3点である。①リョウから学んだことばをミンが自分の
ものにして使用している〔（c）〕、②他者の「自己実現」を全面的に理解、承認してい
る〔（d）（e）〕、③②をした上で、全員で「自己実現」の新たな意味づけをしていると
いうことである〔（f）〕。「自己実現」は、（1）では、仕事等によって生きている感じが
することであるが、（2）では、他者の承認の必要性が付加されている。さらに、後の
第11回授業では、（1）479Jで疑問を投げかけたジェイが自己実現の場は仕事だけでは
ないという意味を付加する。「自己実現」という話題について、対話の中で、他者の
ことばと考えを理解し内化させながらそれを省察し、自分たちなりの新たな意味を再
構成していたのである。
　このような対話のありようは、話題の「専有（appropriation）」として捉えられる。
ワーチ（2002: 59）は、専有を「他者に属する何かあるものを取り入れ、それを自分
のものとする過程」であると述べている。また、村瀬（2006）は、教室談話における
専有として引用を挙げ、学習者は他者の意見を自身の中に取り込んで専有し、引用に
よって表出するとしている。専有とは、他者のことばや思考を全面的に受容した上で
なされる意味の再構成であり、相互的な認知的成長である。このような観点から言え
ば、RCの対話の中でなされた話題に関する意味の再構成もまた専有として捉えられ
る。
　では、話題の専有は、学習者に何をもたらすのか。本稿では、3点が考えられる。
第一に、学習者の認識枠が拡大し、自己形成が促されるということである。リョウは、
授業の感想として「これは考えさせる授業ですね。みんなの考えは自分の考え、自分
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の考えはみんなの考えになります」と述べている。また第二に、専有の過程で深まる
信頼関係によって自己開示できるようになることが学習者の自己実現につながるとい
うことである。サシャは「自分の話や語彙数について（中略）恥ずかしがる気持ちが
弱くなってよかったと思います。みんなが僕の書いたものを読むなんて、この授業の
前はあり得ないことだった。」と語っている。さらに第三に、他者の問題を専有する
ことによって相互理解と一体感が深まり、「学習共同体」（佐藤1995）としての教室コ
ミュニティが創造される可能性もある。そのような経験は学習者の役に立つに違いな
い。
　重要なのは、対話の中で生じる話題の専有という現象に着目し、それを創出するこ
とである。教室活動において他者の問題を自身の問題として共に考え専有し、内化さ
せていければ、学習者は認識を拡大させるとともに、他者との相互的な信頼関係を育
み、人間関係を築くことができる。そのためには、教師が様々な教室活動の中で、学
習者にとって重要な話題を専有し合える場を作っていくことが肝要であると考える。

注
1） 溝上（2008）は、人が環境の中で他者との相互行為によって日々変容することを
「自己形成」と捉えている。一方、Merriam and Clark（1993）やMezirow（1991）
は、人の成長を個人の意味世界の拡大であるとしている。本研究では、これらに
基づき、「自己形成」とは、個人がある環境の中で、他者との相互行為を通して
自身を取り巻く世界を意味づけ、それによって自身の意味世界としての認識枠を
変容させていくことであるとする。また、「自己実現」とは、構成主義（Berger & 
Luckmann, 1966）の観点から、個人が他者との相互行為を繰り返しながら、他者と
その他者が属するコミュニティに相互承認されていく過程であるとする。

2） 本研究では、寅丸（2012）に従い、相互行為を「記号的意味」の伝達を主とした
情報伝達と、「存在的意味」の伝達を主とした「対話」に区分し、「対話」の分析
を行う。本研究における「相互行為」とは、「対話」と「情報伝達」を合わせた概
念とする。また、「記号的意味」と「存在的意味」とは、岡本（2000）の区分によ
る。

3） 履修確定前とグループ・ワーク、最終評価会の全7回を除いた。また、教室談話及
びインタビューの音声資料の録音と使用については、関係者全員の許可を得てい
る。

4） 「多重構造」（佐久間・石黒2010）、「入れ子構造」（村岡1999）、「教室談話の構造」
（茂呂1991）では、教室談話が複数の談話のまとまりから成立していることが指摘
されている。なお、本研究では、活動内容の相違によって談話を区分した。区分
の指標となる言語形式として、特に寅丸（2010）における「行動提示」「話題提示」
「話題総括」等のメタ言語表現を使用した。「行動提示」は「～を紹介します」等、
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「話題提示」は「～について話します」等、「話題総括」は「以上をまとめると～」
等の表現である。

5） 本節では、学習者のレポート・テーマに直接関わる話題に言及しているため、図1

においては、「教師のテーマ」と「全体のテーマ」は除外した。
6） 「自由」「人生観」「幸福観」という3つの話題は、4名のレポート・テーマにおい
て重複しているため、図の中央に示した。

7） 話題の連関を明確にするため、「コア」「サブ」「メイン」という用語を使用する。
8） キムの「都市計画」についての対話では、「人生観」「自由」は話題とされなかっ
たが、「都市計画」を語ること自体が都市計画の専門家を目指すキムの人生観を表
すこと、また、キムが住民の自治による都市作りを希求していたことから、キム
にとっても、「人生観」と「自由」という二つは重要概念であったといえる。

9） 「ミンの場」で形成された話題の一部（デンマーク、スウェーデン、ヨーロッパの
医療福祉制度）と、「サシャの場」で形成された「韓国の政治」は、学習者の母国
の制度や政治についての言及であり、話題の相互性が明らかであるため、対象と
なる学習者の「場」と「ミンの場」、あるいは「サシャの場」の接点に記載した。
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