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Abstract  
 This study reports a learners’ project work for beginning Japanese class at a community 
college in Hong Kong with the concept of critical pedagogy (Kubota, 1996; Sato, 2004). In order 
learners to realize the gap between the reality and stereotypes that they have toward the target culture, 
learners in the study conducted a survey on “what they want to know from Japanese people” using 
online survey system and blog. As a result of this practice, learners critically reflected on the 
stereotypes that they had toward Japanese language and culture through dialogues in/outside of the 
classroom and shared their findings on the blog. With the analysis, this paper discusses the practice of 
developing learners’ critical thinking skills and overcoming stereotypes in the context of a foreign 
language setting where the target language is not spoken outside of the classroom.   
  
概要 

本稿では、対話を通して批判的思考能力を育てるクリティカルペダゴジー（久保田, 1996; 
佐藤 2004）を香港の短期大学の初級日本語授業に取り入れ、学習者の批判的思考能力の育

成を目指したプロジェクト活動の試みを報告する。具体的には、学習者自身が持つステレオ

タイプと現状とのギャップに気づくため、オンラインアンケートとブログを用い「日本人に

聞きたいプロジェクト」を行った。分析の結果、学習者らは教室内外の対話を通して自身が

抱いていた日本語や日本文化に対するステレオタイプを批判的に考察し、ブログ上でその気

づきを共有するに至っていた。本稿では、これらの議論をもとに、ウェブを用いた外国語環

境下における批判的思考能力育成とステレオタイプ解消の試みについて議論する。 
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１．はじめに 

本実践は、香港の短期大学で日本研究を専攻として学ぶ 1 年生 32 名を対象に行った論理

的・批判的思考能力の育成を目指した日本語授業の試みである。海外の先進諸国の大学など

の高等教育では、教科に関わらず批判的思考能力の育成が重視されている（楠見ら, 2011）。
その背景には、１）マスメディアの発達やグローバリゼーションの影響により、氾濫する情

報やイデオロギーを含んだ政治的主張を批判的に読み取る力が必要とされること、２）大学

の大衆化により、様々な学力レベルの学習者が大学で学ぶことになり、学習者に思考能力を

養わせ学術論文が書けるようにする必要性があること、３）試験のための暗記といった機械

的な学習ではなく、深い理解を伴って能動的・批判的に学ぶ必要性が高等教育では求められ

るからである。しかし、海外の外国語の初級授業ではそれを目的とした活動は極めて少ない。

ことばを学ぶことばかりに焦点が当てられ、特に初級では機械的なドリル練習が重視され、

教師が導入する語彙や文法を学習者は無批判に受け入れているところがある。そのような授

業では本来高等教育機関である大学で求められているはずの批判的思考能力の育成はできな

い。そこで、本実践では学習者の論理的・批判的思考能力の育成を目指すため、対話を通し

て批判的思考能力を育てるクリティカルペダゴジー（久保田, 1996; 佐藤, 2004）を初級日本

語授業に取り入れ、初級段階における批判的思考能力を養う活動について報告するとともに、

外国語環境下におけるウェブを活用したプロジェクト活動について議論する。 
 
２．クリティカルペダゴジーと外国語環境下における日本語教育 

クリティカルペダゴジーとは、成人教育学の分野、特に貧困層、社会的不利益層の人間的

な解放を目指す教育を行ってきた Freire（1970）の教育観に影響を受けて発展してきた教授
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法である。Freire（1970）は教師と学習者の上下関係で、教師が一方的に知識を与え、学習

者はその知識を受動的に受け入れる従来の「銀行型教育（Banking Education）」を否定し、

学習者同士そして学習者と教師が同じ立場になり、対話を通して共に学んでいく教育が必要

だと述べ、問題提起教育を提言した。また、野元（2001, p.94）は問題提起教育を「教育者

と学習者が同じ認識主体として水平的な関係の中で、社会と自己の人間化を目指して、行動

を伴う批判的意識の獲得を目指すもので、学習の場面で教育者と学習者を媒介し、両者の批

判的思考と行動の対象となる『世界』を問題として提起される」としている。これらの教育

観を基にしているクリティカルペダゴジーは「批判的認識能力を育てることによって、自分

と自分の周りの人々の思考、態度、行動を文化、社会、経済、政治的要素と関連付けて捉え

る」 （久保田, 1996, p.36）教授法なのである。 
 海外の日本語教育の教育現場では、日本語教師（母語・非母語話者含めて）が唯一の日本

への窓口となりがちであり、その影響力は大きい。日本語や日本文化との接触場面の少なさ

から、教師の言動や教科書の内容による目標言語圏に対するステレオタイプの構築が問題と

なることも示唆されている（e.g. Kubota, 2003; 熊谷 2008）。学習者は教師や教科書が提示す

る日本語や日本への知識を鵜呑みにし、ただ暗記をするだけでは試験のための勉強になって

しまい、高等教育で本来求められているはずの深い理解を伴った能動的・批判的な学びを通

しての学術的な思考能力を養うことはできない。クリティカルペダゴジーでは文化を相対

的・流動的なものとしてとらえており（久保田, 1996）、海外の日本語教育の現場でクリテ

ィカルペダゴジーを取り入れることにより、学習者の無批判なステレオタイプの構築を防ぐ

ことができるのではないかと考えた。 
 
３. 実践の概要 

本実践に参加した学習者は日本研究を専攻している短期大学１年生 32 名である。対象と

するコースは 2011年 1月から 4月の 12週にかけて行った『Introduction to Japanese Studies』
である。このコースでは『日本語（週 1 回 3 時間）』と『日本文化（週 1 回 1 時間半）』の授

業があった。『日本語』の授業では『みんなの日本語初級Ｉ』の第 1～ 7 課までを取り扱い、

『日本文化』の授業ではクリティカルペダゴジーを取り入れたプロジェクト活動を中心に行

った。本稿では『日本文化』の授業で行ったプロジェクト活動の一つを紹介する。 
本事例の対象とする香港は教室外で日本語が使われていない外国語環境である。前述した

とおり、外国語環境では接触場面の少なさから、目標言語圏に対するステレオタイプの構築

が問題となる（e.g. 熊谷, 2008）。そこで、学習者自身が持つステレオタイプが必ずしも現状

とは合致しないことに気づくため、「日本人に聞きたいプロジェクト」を行った。本プロジ

ェクト活動は第 10～13週目の授業それぞれ 1時間半とその後の教室外活動として行った。 
日本文化の授業では英語を用いて授業を行い、プロジェクト活動でも英語で議論した。カ

リキュラム上、既習の学習者もゼロ初級の学習者も全員ゼロ初級とみなして一緒に学習する。

そのため、初級日本語授業にも関わらず、日本語能力試験（JLPT）1 級に合格した者、日本

人を両親に持つ者、日本に 3 年留学した者などもおり、学習者の日本語レベルはばらばらで

あった。講師と日本語のみで話せる学習者もいたが、授業内で意見が共有できるよう、共通

言語として英語を使用するよう徹底した。実践の流れは以下のとおりである。 
表１ 実践の流れ 

目標： ・ 3～4 人のグループで、日本人に聞きたいことを考える 

・ Survey Monkey (http://www.surveymonkey.com/)やアンケートツクレール(http://enq-maker.com/)などのオ

ンラインアンケートシステムを使ってデータを集め、発表する 

【準備の活動・発表前】 

・ 調査テーマと質問を英語で書き(日本語で書けるなら、日本語で)、講師に送る  

・ 講師が英語のアンケートを日本語に訳し、グループに送り返す 
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・ 日本語版のアンケートをインターネット上に公開する 

・ 講師や学習者の知り合いの日本人にアンケート調査協力のお願いをする 

・ 他の学習者に英語版のアンケートを『日本人』ならどう答えるかという視点で答えてもらう 

【発表】 

・ 下記の内容を含んだ発表をする。 1) どうしてそのトピックを選んだのか、2) クラスメートがイメージする

『日本人』の答え、3) 実際のアンケート結果、4) クラスメートのイメージと実際のアンケート結果の比較、

5) 調査としての妥当性 

・ 各発表後、クラス全体で話し合う 

【発表後の活動】  

・ ブログ上に 1) この活動から何を学んだのか、2) 調査の前に持っていた『日本人』のイメージと実際のアン

ケート結果との違いがあったか、3) どうすればこのプロジェクト活動がよくなるかをブログに書く。 

・ お互いのブログのエントリーを読んで、コメントし合う。 
 

４．結果と考察 

この活動には 32 名の学習者が参加し、11 のグループに分かれた。学習者が選んだトピッ

クは、1)アニメ、2)アニメ・漫画、3)オタク、4)音楽、5)東京都青少年の健全な育成に関する

条例など、学習者の興味に基づいたテーマや、6)日本人の生活、7)結婚観、8)理想の妻とい

った日本人の行動・価値観を聞くもの、9)アジア旅行、10)香港旅行、11)香港など旅行に関

するものに分かれた。その中から、本稿では「日本人の生活」について調査した学習者の発

表を例にとる。彼らの質問は下記の 8 項目であり、それに対する予想を発表ではまず述べた。 
 

表２ 学習者の質問 

質問 学習者の予想 
毎日朝ごはんに白いごはんを食べますか。 はい 
仕事の後よく友達や同僚と食事に行きますか。 はい 
毎日お風呂に入りますか。 はい 
毎年何回温泉に行きますか。 2 回 
よく寿司を食べますか。 いいえ 
毎日味噌汁を飲みますか。 はい 
毎年お花見をしますか。 はい 
毎年何回神社へ行きますか 2 回 

 
 上記の予想の背景には、日本のアニメやドラマが強く影響していると学習者は発表で述べ

た。例えば、仕事の後同僚と食事に行くことは日本のドラマによく描かれており、ほとんど

の日本の会社員は同様なのではないかと感じたという。また、日本人が寿司をあまり食べな

いイメージに関しては、アニメの話の中に主人公が寿司を食べたいと言ったにも関わらず、

両親がお金がないから寿司を食べさせてくれないという話から影響を受けたと述べていた。 
次に、クラスメートのイメージと日本人のアンケート結果を比較したところ、以下のよう

な結果が浮き彫りになった。 
 

表３ イメージとアンケート結果との比較 

質問 クラスメートのイメージ 日本人の回答 
毎日朝ごはんに白いごはんを食べますか。 はい   75％ はい 35％ 
仕事の後よく友達や同僚と食事に行きますか。 はい 100％ はい 45％ 
毎日お風呂に入りますか。 はい 100％ はい 55％ 
よく寿司を食べますか。 はい   71％ はい 69％ 
毎日味噌汁を飲みますか。 はい   57％ はい 13％ 
毎年お花見をしますか。 はい 100％ はい 27％ 
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 以上の点から学習者たちはこれまでイメージしてきた日本人やいわゆる日本文化と実際の

日本人の回答とを比較し、自身が抱いていた日本人に対する予想とアンケートに協力してく

れた日本人との違いに気づいた。また、日本人やいわゆる日本文化に対するステレオタイプ

がどのように形成されていたかという点に関し、アニメやドラマといったものから想像して

いたと考え、メディアから伝えられるものが必ずしも正しいのではなく、批判的に受け止め

なければならないと考えるに到った。さらに、日本人が毎年花見をするという項目に学習者

の全員がそう思い込んでいたが、日本人による回答では 27％しかいなかった。日本語既習

の学習者にとっては、これまで使用してきた教科書や日本語教師が提示する例文などの多く

に「お花見をしませんか」や「お花見に行きましょう」といったものが多く含まれており、

学習者もこれまで教科書や日本語教師が提示する日本人像・日本文化について何の疑いも持

って来なかった。しかし、本プロジェクト活動に参加することで、これまでの知識を批判的

に考察し、再考する機会になったようである。そして、ゼロ初級のクラスメート達に必ずし

も教科書が真実ではないという気づきをディスカッションを通して共有していた。 
 また、本実践では、ブログを使うことにより、学習者の議論を教室内外でも行えるように

導いた。そのことにより、教室内でのディスカッションに留まらず、教室外でも活発な意見

のやり取りが観察された。その議論は「質問項目に Open Ended Questionsを入れたほうがよ

かった」といったアンケート調査法についての内省に加え、「自分が思っていた印象と違っ

た」や「日本人は毎日白いごはんを朝食べていると思っていたけど、アンケート結果とは違

っていた」と教室内で議論した内容を述べた上で、「次は年齢別に調査してみたい」や「も

っと多くの被験者を集めて調査してみたい」、「アンケートではなく、次はインタビューを

してみたい」など今後の調査の課題を検討していた。 
 また、ブログ活動を通して、お互いに意見を言うことは「普段していないから新鮮で、普

通に話すより自分の“ことば”で書けて、おもしろい」や「みんなの意見も聞けたし、私も自

分の意見を受け止めてくれる人がいるから楽しい」、「これまで宿題をインターネット上で

したことはなかったけれども、私たちが日常しているコミュニケーションの多くがインター

ネット上でのやりとりである。私たちの日常のコミュニケーションスタイルで宿題をするこ

とはとてもよかった」とブログでコミュニケーションすることの意義を語っていた。 
 

５．おわりに 

本稿では、ウェブを活用し、さらに批判的思考能力を育てるクリティカルペダゴジーを香

港の短期大学の初級日本語授業に取り入れることによる、学習者の論理的・批判的思考能力

の育成とステレオタイプ解消の試みを紹介した。学習者たちはブログでの対話を通してこれ

までの情報を他の学習者と共有し、自らの情報をさらに深め、より深い知識へと導くに至っ

た。外国語環境下においては、日本文化や日本語と接することは極めて少ないが、ウェブツ

ールを使用することにより、打開できる。今後はアンケートを通した批判的思考能力の育成

のみならず、外国語環境下で学ぶ学習者らの授業や日常生活でもこのような批判的思考能力

の育成やステレオタイプの解消の試みがどのようにできるのか模索していきたいと思う。 
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