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０．研究の背景・目的 

 第二言語教育の文脈で「気づき」ということばがしばしば用いられる。「気

づき」は特別な専門用語ではないが、日本語教育研究では多くの論文のキーワ

ードとして登場している。「気づき」「気づきがある」「気づきが見られる」な

どの表現は、教育活動の過程で学習者の認知的変容の一面をとらえるものと

考えられる。しかし、「気づきを促す」となると、個人の感受性を超えて第三

者が認知的変容を操作していることも視野に入ると思われる。 

 筆者自身もこれまでの実践研究において「気づき」という表現をしばしば用

いてきた。主に多言語使用の経験の記述データやインタビューデータなどか

ら、学習者（教育実習生を含む）が様々な現象に気づき理解している様子を取

り上げる文脈での使用である。操作性はないというものの、教師が期待する学

習者の「気づき」だけでなく、学習者独自の「気づき」も含まれる。これら「気

づき」という言説には、何らかの力学が包含されていないのだろうか。特に、

教師と学習者とのどのような力学があるのだろうか。 

 本稿は、日本語教育研究における「気づき」という言説について、それが用

いられる文脈を理解することを目的とする。「気づき」「気づきを促す」という

表現に含まれる価値認識を教育言説として考察するため、近年の日本語教育

研究文献から「気づき」がキーワードとして用いられる例を収集し分析した。

その結果、それらが１）第二言語習得研究での「気づき」、２）多文化理解で
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の「気づき」、３）教師の役割への「気づき」、４）「ことばへの気づき」、とい

った文脈で出現することを確認した。これに基づき「気づき」がそれぞれの文

脈でどのような教育言説としての機能を果たしているか考察する。 

 

１．教育言説とは 

 教育言説研究について、今津は以下のように定義づけている。 

 

教育言説とは、教育に関する一定のまとまりをもった論述で、聖性が付与

されて人々を幻惑させる力をもち、教育に関する認識や価値判断の基本的

枠組みとなり、実践の動機づけや指針として機能するものをいう（今津

2010）。 

 

 教育に関する一定の言い回しが正しいかどうかが検証されているわけでは

ないのに、疑いのないものとして見なされ、説得性をもつものとしてだれもが

暗黙の裡に了承し、自明のことばとして流通している例は、枚挙にいとまがな

い。近年の日本の教育における「ゆとり教育」の功罪に関する議論や、是非を

問われる間もなく繰り広げられる「グローバル化推進」などもその例とするこ

とが可能だろう。多くは学術的専門用語だけでなく、日常的な表現で無意識に

用いられているが、その言い回しについて、それほど自覚しておらず、またそ

れらは固定的なものではなく、時代とともに変化している。 

 学習者の「気づき」は、本来学習者に自発的に表れた現象であり、気づきの

主体は学習者本人であることから、「教え込み」の対極に置かれた自律的自発

的な行為である。したがってある時期から教師の役割として「教え込み」が否

定されるようになったのに伴って、あらたにその役割が「気づきを促す」こと

にあるように捉えられてきたのかもしれない。 

 しかし「気づき」と「気づきを促す」とでは、行為の主体は異なる。その背

後に言語を学び教えることに対する暗黙の了解や、教育にはたらく政治的力

関係（ポリティクス）は存在しないのだろうか。「気づき」が言語教育の文脈

に登場して以来、何が受け継がれ、何が変化してきたのか。 

 

２．第二言語習得の諸理論と「気づき」 

 1980 年代以降、Krashen（1985）のモニター仮説に代表される第二言語習得

（2）
－75－



理論の展開により、言語習得と意識の問題が注目されてきた（大関 2010、小

柳 2004、坂本 2004）。意味に焦点をおいた自然なコミュニケーションの結果と

して無意識に起こる習得と、文法形式に焦点を置いて意識的に学んだ結果と

して起こる学習とは、成人においては別々に蓄積され、学習した知識は習得し

た知識につながらず、学習と習得とには接点がないという「習得・学習仮説」

は、「ノン・インターフェース仮説」としても知られている。またKrashen は

「理解可能なインプット」が十分に与えられれば、それで習得は十分可能であ

り、アウトプットはごく限定的な役割にすぎず、学習された知識はその発話を

修正・調整・モニターするときに用いられる（「モニター仮説」）とした。モニ

ター使用は、十分な時間があり、意味ではなく形式に焦点がおかれ、学習者が

その規則を意識的に知っている場合に起こる、としている。 

Krashen の「習得・学習仮説」に従えば、教室活動のような明示的学習より

も暗示的学習から無意識に得た知識のみが習得につながることになる。これ

に対して、Swain（1985）は、言語を習得するためには、聞いたり読んだりす

るだけでなく、話したり書いたりすることが必要だという「アウトプット仮

説」を展開した。アウトプットでは意図した外国語表現が必ずしも成功できる

わけではなく、「自分の言いたいこと」と「言えること」とにギャップが生じ、

この「ギャップへの気づき」が習得を促すとした。つまり、インプットをする

ときに必ずしも言語形式に向かない注意を、アウトプットでは言語形式に向

けさせることができ、相手の反応によって仮説検証ができ、目標言語と自分の

中間言語とのギャップに気づくことができるとし、言語形式への注意を向け

ながらアウトプットを修正していく過程が言語習得を促進し、そのための

Pushed output（強制的なアウトプット）が効果的であるとした。 

 第二言語学習をめぐる意識・無意識の議論は、「ギャップへの気づき」に焦

点化され、Schmidt（1990）の「気づき仮説」によってさらに展開される。中

間言語発達によって学習者によって取り入れられたインプットを「インテイ

ク」とよぶ。インプットがインテイクになるためには「気づき」が習得の第一

歩であるとした Schmidt は、自身のポルトガル語学習記録を丹念につけ、学

習のプロセスにおいて無意識に得ていた知識が外界から得た何かが潜在的な

意識と結びつくことで「気づき」となり、それが習得につながるとした。「気づ

き仮説」には立証の難しさなどから反論も多いが、「気づき」の対象を「言語形

式」だけでなく、発話に関連性の高い社会的・状況的特徴へと広げたことは特
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筆すべきで、「気づき」は文法能力の習得だけでなく、社会言語的知識や語用

論的知識の習得にも役立つといわれるようになってきた（ウォーカー2011）。 

「気づき仮説」を唱えた Schmidt の「気づき」では、「抽象的な文法規則の

「理解」などの高度なレベルの認知ではなく、言語形式の特徴に注意の焦点を

当てることが、第二言語習得の必要条件である」と考え、「意図的に注意を払

うことは言語の発達に必要条件ではないが、指導実践の場における意図的な

注意は第二言語習得の諸相において重要な役割を果した」としている。その

後、「気づき仮説」は実証研究が少ない、定義もあいまいなどの批判もある中、

「気づき」のメタ言語的知識獲得への貢献が認められるようになり、暗示的知

識を明示的知識に転換する学習方法として言語形式に注目した「Focus on 

Form」や、「気づき」の役割を意識的に取り入れた「Awareness raising 

Activities」といった学習理論へと展開されている（JACET2005）。 

 

 これら第二言語習得に関する議論の中に登場する「気づき」では、学習者が

学習活動によって目標言語（TL: target language）の言語形式、つまり文法な

どの規範への気づきに焦点が当てられていることがわかる。学習者が学習活

動をする中で、Swain によれば「ギャップへの気づき」があり、そこではじめ

て自分が規範どおりに運用できていないことに気づき、それを修正すること

によってTLの習得につながる、という。目標言語を使用しながら周囲の反応

に気づき、言語形式の違いを調整する中でインテイクに結びついていくとい

うインターアクションでは、言語形式、つまり文法などの規範に学習者が気づ

くことへの期待が寄せられている。となると、その文脈では当然教師側あるい

はネイティブスピーカー側に規範があり、それに学習者がいかに気づくか、と

いうのが「気づき」の焦点になると言えるだろう。「気づかせる」「気づきを促

す」という表現が用いられる根拠はこの点にあると言える。 

 ただし、筆者自身の外国語学習経験を振り返ってみて、言語形式への「気づ

き」というタスクがそれほど容易だとは思えない。特に言語形式・規範への気

づき、となると、果たしてどの程度可能なのか疑問を抱かざるを得ない。教師、

母語話者、ネイティブ教師が規範を掌握する人々であり、学習者はそれに「気

づく」ことを求められているとすると、目標言語に近づくという外国語学習

（第二言語学習）の大前提があるとしても、そこにはある意味での母語話者優

位性が存在すると言えよう。 
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３．「日本語教育研究データ」にみる「気づき」 

３-１ 日本語教育研究における「気づき」 

 日本語教育研究において「気づき」がどのような文脈で用いられているかを

検証するため、国立国語研究所の『日本語研究・日本語データベース』に掲載

されている文献から、キーワードとして「気づき」を挙げている論文を抽出し、

その研究テーマとの関連性を分析した。1993 年～2017 年の足かけ 25 年間に

発表され公開されている論文の中で、「気づき」をキーワードにしたものは約

160 件あった。そのうち対象としたのは主に日本語教育に関する論文である

が、一部国語科教育、英語教育に関するものも含めた。「気づき」が用いられ

た文脈を見ると、件数の多い順に「第二言語習得」、「多文化理解」、教師に代

表される学習者に対する者としての「教師（自身）」、母語話者が母語の諸要素

に気づくことを意味する「ことばへの気づき」、「その他」に分類できた（グラ

フ１）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

３-２ 第二言語習得理論 

3-2-1 習得のメカニズム 

 「気づき」をキーワードとしている研究の中で第二言語習得理論の検証を行

っているものを見ると、習得のメカニズムの一環として、モニター理論、イン

プット仮説、アプトプット仮説、インターアクション仮説、中間言語習得、気

づき仮説、フォーカス・オン・フォームなどの諸理論の枠組みで事例を検証し

ていることがわかる。学習者の習得状況を測定し数値化し、その中で習得がど

の程度進んでいるか、あるいは学習者が「言語形式」にどの程度気づいている

グラフ１：「気づき」の文脈 
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か等の視点で論じられている。そこで用いられる「気づき」は、あくまでも目

標言語の「言語形式への気づき」である。 

 

表１：第二言語習得理論の検証

 多くの研究では、従来議論されてきた仮

説について学習者の学習データを取得し、

第二言語習得理論を検証している（表 1）。

個別の仮説だけでなく、たとえば学習者の

目標言語習得状況からインプットとアウ

トプットの役割を検証するものなど、仮説

を基礎にして教授法の開発・改善、教室活

動への提言などが展開されている（横山

2004）。 

 

3-2-2 言語能力と習得 

第二言語習得理論研究では、上述の仮説検証のほかに、どのような教育活動

で、何に「気づく」のかに関して、学習者の「気づき」データを分析し検証し

ている。 

 目標言語の言語規範をどのように習得しているかについて、①知識および

その理解としての「言語規範の習得」、②発信力と関連する言語規範としての

「言語技能の習得」、③言語運用力としての「語用論的能力・社会言語的能力」

に分類でき、さらにそれらの習得のための④習得の手段・技法、などがある。

それらはさらに個別の項目に分けられる。

①言語知識の習得：言語形式、文法、語彙、音声、文字等 

②言語技能の習得：リスニング、会話、読解、作文、翻訳等 

③語用論的能力・社会言語的能力の習得：敬語、方言、スピーチ・スタイル等 

④習得の手段・技法：タスク、ディベート、ドラマ、シナリオ等 
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3-2-3 習得内容の分類 

表２：①言語規範の習得

表１の理論的仮説検証の際には、具体的

な技能をとりあげ、その習得如何を理論的

枠組みの検証としている（表２）。目標言語

の「①言語規範の習得」のうち、言語形式へ

の理解に関しては、文法、語彙、読みなどを

取り上げ「気づき」をキーワードとして検証

している。 

表３：②言語技能の習得

同じく目標言語の習得についての研究で

は、理解だけでなく産出能力を中心に「②言

語技能の習得」を検討しており、ライティン

グ、翻訳、会話などに焦点が当たっている

（表３）。 
 

表４：③語用論的能力・社会言語的能力

表４は言語学習活動を通じて「③語用

論的能力・社会言語能力の習得」に視点

に置いている研究である。言語規範の中

でも言語運用の側面により重点が置かれ

ている。ネイティブスピーカーとのやり

取りの中で、どのように言語運用上の規

範に気づいているかを学習者のデータから検証するもので、学習者の気づきに

習得のカギがゆだねられている。 
待遇コミュニケーション教育において、なぜ「気づき」が重要なのかにつ

いて、ウォーカーは以下のように挙げている（ウォーカー2011、pp34）。 

第一に、待遇にかかわる現象は個別の状況に密着し、複雑な要素が絡ん

だきわめて動態的なものであるため、その状況を共有していない他者、あ

るいは、教師による明示的な指導が難しい部分が多い。特に、学習者が遭
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遇する接触場面においてどのようなコミュニケーションが行われている

のか、どのようなコミュニケーションが適切だと理解されているのかとい

う実態はほとんど明らかにされていないのが現状である。よって、学習者

自身が実際にコミュニケーションを行いながら、自己や他者の行為に注意

を払いそれを通じて「気づき」を得たり、適切な判断基準を身に着けたり

する必要がある。

 第二に、成人の母語話者は、「待遇」について子供の時から学んでいるた

め、その行為を無意識に使っていることが多く、説明することが困難な現

象もすくなくない。（中略）したがて、そのような明示的な説明から漏れて

しまうような「待遇」の諸相やその連動については、学習者自身の「気づ

き」に頼る部分が大きい。

 外国語での待遇コミュニケーション力を身に着けるために、ウォーカーは

いくつかの仕掛けを明示的学習として実践し、その手がかりとして学習者自

身の「気づき」の重要性を説いている。つまり、規範として目標言語の待遇表

現を理解するだけでなく、学習者自身が自身の経験に結びつけて新たな待遇

コミュニケーション能力を構成してくために、学習者自身の「気づき」が重要

であり、欠かせない要因であるということになる。待遇コミュニケーションだ

けでなく、これらの研究で取り上げられているのは、学習者のコミュニカティ

ブコンピテンス、パフォーマンスとしての言語運用能力であり、そこには言語

学習において、習得すべきものへの認識の変化がみられる。

表５：④習得の手段・技法

さらに、学習者の言語習得を観察するにあた

り、様々な学習の手段や教授技法の有用性が検

討されている（表 5）。多くはコミュニカティ

ブ・アプローチの文脈上で用いられる技法であ

る。1980 年代から言語運用、機能を中心とした

伝達能力の養成を目指す指導法やシラバスが

生まれてきたが、それらを総称してコミュニカ

ティブ・アプローチとよぶ。機能シラバス、インフォメーションギャップ活動、

タスク、authentic 教材、そして学習者中心の指導法である。岡崎は、コミュ
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ニカティブ・アプローチの特色を特定するのは難しいとしながらも、特徴とし

て、「1.言語はコミュニケーションを通じて習得されるものであり、2.すでに獲

得された言葉をコミュニケーションのために使い、3.そればかりでなく、使う

ことによってその言葉のシステムそのものを新たに創り出していくもの」と

いった内容を持つとしている（岡崎 1990、pp17）。何かをしながら結果的に言

語を学んでいく、という学習方法では、活動を振り返りるプロセスが重要であ

り、なによりそこでの「気づき」が言語学習と結びついている、ととらえられ

ている。 

 
3-2-4 対象：誰が「気づく」のか：自己と他者 

表６：気づきの主体

対象者別の教育活動における「気づき」

では、学習者が教育活動において何に気

づき、何を習得しているかを調査し、対象

者の年齢、言語背景、言語学習目的などの

相違による影響を検討している（表 6）。

目的別日本語教育、専門別日本語教育な

ど、学習者要因による言語学習とそれぞ

れの個人が日本語の言語形式や学習者の母語との相違点などについての「気

づき」をどのように習得に結びつけているかが検討されている。ここで注目す

べき点は、これまでは「気づき」の主体が目標言語を学ぶ学習者であったが、

教育実習という文脈では、目標言語の母語話者である実習生の「気づき」が取

り上げられている点である。下節の多文化理解の文脈とともに、学びの場にあ

るのが学習者だけでなく、多様な参加者が存在することへの着目であり、第二

言語学習の場の認識が学習者対教師という構図から、学習者を中心とした人々

の相互作用が生まれる場として展開されていることがわかる。さらに留学生（学

習者）という他者を意識することで、自己への意識化がはじまる。これは 3-4

で述べるように、教師に代表されるネイティブスピーカーの「気づき」につな

がる。 

３-３ 多文化理解と習得 

多文化理解の文脈での「気づき」の特色として挙げられるのは、言語的形式
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や言語運用の規範に気づく主体が、外国語学習者から学びの場に登場するさ

らに多様な参加者に拡大する点である。ほとんどの研究では、留学生などの学

習者だけでなく、その場を共有している大学生などの「気づき」についても取

り上げ、両者の相互作用と双方向の教育活動や手法の意義を論じている（表 7）。 

八島は、コミュニケーションを考えるための３つのキーワードとして「他者」

「意味の共有」「相互作用」を挙げている（八島 2004）。コミュニケーション

では、他者を意識したときに生じる人間の認知・行動・情動の変化が深くかか

わるものである」とし、その場の参加者間で共通の意味を構築し」解釈される、

そのためには相互作用に着目すべきであると論じている（表 7）。 

日本語教育の文脈で、学習者が爆発的に増加し、「学習者の多様性」が叫ば

れたのは 1990 年代である。その頃から日本語の教育現場では、規範をうまく

習得することを目指す授業だけではなく、学習する当事者の目的や学習方法

などに注目されるようになった。 

表７：多文化理解の文脈

そして、コミュニカティ

ブ・アプローチを代表とする

諸活動を通じて、対象言語の

規範を身につけるだけでな

く、そこからの逸脱も含め、さ

らに自身の母語を含む諸言語

の現象を含んで、分析し、考察

し、解釈する能力を養成する

ことが目指されるようになっ

ている。 

３-４ 教師の気づき・実習生の気づき：学びの場の参加者 

 「気づき」をキーワードとする研究には、教育実習生、地域ボランティア、
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日本語ネイティブ大学生、そしてネイティブ教師、ノンネイティブ教師など、

「学習者」に対峙するネイティブ話者自身の「気づき」を取り上げた研究があ

る。特に教育実習生という存在は、それを教師とみることも学習者とみること

もでき、その意味で対象と自己との両方向への「気づき」の相互性を示してい

る。また地域ボランティアは、教室内では日本語教える人として存在するが、

教師であるとは言い切れず学習者が住民として存在する地域社会の代表者で

もある。実習生の「気づき」が日本語教育の場の相互性を示す好例であるとす

れば、地域ボランティアの「気づき」は、言語学習が社会性を持つこと、社会

的文脈において展開されることを示すものと言えよう。 

３-５ 「ことばへの気づき」 

本調査の中で、「ことばへの気づ

き」として抽出された研究が数件あ

った。いずれも大津によるものであ

る（大津 2009b、2010）。「ことばへ

の気づき」とは、産出や理解などの

言語運用の際に、通常、無意識的に

使われる内部言語の性質（構造と機

能）に対する気づきを意味する。学

習者が言語形式だけでなく社会言

語的能力をも含む目標言語の言語

規範に気づくのではなく、母語話者が無意識のうちに使用している母語の暗

黙のルールや仕組みに気づくことを意味し、それを「言語教育の第一歩は学習

者の母語を主たる手がかりとして「言葉への気づき」育成のきっかけづくり

（boot strapping）を行うことである。」としている（大津 2009a）（図１）。 

母語をメタ的にとらえる力、メタ言語能力の育成が、外国語学習にも強く影

響すると訴えるもので、さらに大津は、「ことばへの気づきのきっかけづくり

を主として母語で行う理由は、母語に対しては直感が聞くからである。ことば

への気づきを原初的な形態のものから次第に分析的なものへと導くためには、

母語に対する、この直感がきわめて重要である。」としている。 

 

 

図１：ことばへの気づき（大津 2009a、pp22
をもとに上田作成） 
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４．考察 

これまでで見たように「気づき」という表現は日本語教育研究の中で、いく

つかの諸相を示している。表８はそれをまとめたものである。 

表 8 「気づき」の諸相 

① 第二言語習得研究の中での「気づき」 

 第二言語習得研究の文脈での「気づき」は、主に目標言語の規範を習得する

ために学習者が言語形式に「気づく」働きに注目されている。「気づき」は、

学習者が中間言語を更新することで目標言語の規範に近づくことを目指すと

きに必要な認知的活動である。そのため、教師は学習者の「気づき」を促すこ

とがその役割の一つでもある。中間言語というアイデアを得ながらも、規範は

目標言語あるいはその使い手であるネイティブスピーカーにあることを暗示

している。 

 

② 言語運用能力の習得と「気づき」 

 言語規範の習得では、文法などの知識だけでなく、語用論的・社会言語的能

力の獲得も目指される。その場合、「気づき」の主体は言語運用場面における

参加者に、対象はそれぞれの相互作用に広がる。 

 

③ 構成主義的学びの文脈での「気づき」 

 さらに、目標言語の習得について、コミュニケーション・コンピテンスの獲

得が教育活動の中で目指されると、多文化理解の文脈での活動が取り入れら
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れるようになる。言語活動としてだけでなく、日本事情、異文化間コミュニケ

ーション、多文化理解などの活動では、より authentic（真正性）つまり現実

味のあるものおよび双方向性を取り入れたものが実践され、学習者（留学生）

だけでなく母語話者としての大学生、教育実習生らとのやり取り、相互作用に

注目されるとともに、教育の場に参加する者すべてが「気づき」の主体となっ

ている。そして「気づき」の対象は、母語話者の持つ規範（言語的、文化的）

だけではなく、参加者相互の暗黙的な文化、知識、価値観などに広がる。展開

されるのは、構成主義的な学びである。 

 

④ 「ことばへの気づき」 

 一方、「ことばへの気づき（言語的気づき）」では、ネイティブ話者が、自分

の母語を通じて言語（第一言語、第二言語にかかわらず）に対する知識を活性

化させることを意図している。大津は日本語教育という表現は用いてはいな

いが、外国語学習の前に、あるいはそのために、第一言語に「気づく」活動を

奨励している。母語話者が母語の言葉としての諸相に「気づく」こととは、母

語への再帰的な認識を通じて母語のメタ言語的能力を育成していくことを意

味することになる。 

 

５．展望：日本語教育の「気づき」と「ことばへの気づき」の接点 

本稿は、日本語教育研究における「気づき」という言説について、それが用

いられる文脈を理解することを目的として、「気づき」をキーワードとしてい

る日本語教育研究データを概観してきた。そして、第二言語習得理論と「気づ

き」、参加者の相互的な学びを導く「気づき」、教師の役割への「気づき」、母

語のメタ言語能力としての「気づき」、というように、「気づき」が異なる文脈

で用いられ、それぞれ異なる意味づけが行われていることが分かった。 

一方、「ことばへの気づき」に関連して、福田はイギリスにおいて展開され

てきた「言語意識運動」が、CEFRに代表されるヨーロッパの複言語社会を目

指す動きにつながってきたことを論じ、母語としての第一言語への「ことばへ

の気づき」を含めた教育の重要性を強調している。言語教育における教師の役

割について考える時、「気づき」という言説に「規範としての教師の役割」は

否定できない。また、習得の成否は学習者にゆだねられている。しかしこのよ

うな「気づき」の接点として、これまで積み重ねられてきた日本語教育の研究
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成果が具体的に貢献できる余地があるのではないだろうか。 
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