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文章表現の学習における対話性の視点

小 林 一 貴

1.はじめに

本稿はt書くことの対話性という観点から文章構成のとらえ方に関する議論を取り上

げ,指導を念頭に置いた学習者の文章の見方とその指導のあり方について検討を行うこ

とを目的とする｡

読み書き能力(リテラシー)の研究においては.書くことを｢社会的コンテクストの

中で,社会的権力･知･文化などと密接に結び付いたものとして捉えるべき｣1という見

方が示されてきており,指導において書くことの技術･方法を社会･文化的な側面から

切り離して扱うことの再考が促されてきている｡国語科教育においても書き方や技術の

指導に関してはこれまでにも様々な問題が指摘されるところでもあり.言語を媒介とし

た諸々の社会横風制度における学習者の位置づけについて検討する余地も残されてい

る｡とはいえ,国語科教育の学習指導においても社会の構成員として学習者をとらえ,

社会への参加過程と認識方法において書くことの学習を構想する論と実践も積み重ねら

れてきているのも確かである｡2 ここではそうした国語科における作文指導の議論を念

頭に置きつつ,言葉の社会性に基づいた書く行為の把握により,書くことの学習に関し

て基礎的な検討を加えることに主眼を置くことにする｡ここで議論の中心となるテクス

トの意味的なまとまりの単位としてのパラグラフについては拙稿において学習者の書い

た文章を事例とした分析を試みた3が,本稿では指導に向けた立場からパラグラフの概

念と書くことにおける対話性の比較を通したHalasek,K.の論に依拠しつつ.事例に基

づいた書くことの学習について検討する｡

2∴対話の過程と表現の型

ここでは表現の型のとらえ方についてみていくことにする｡茂呂(1988)では,文章を

自律した構成体とみなす考え方に対して,対話の過程に支えられて展開する書くことと

いう見方を提示している｡4

表面的な形態は多様であるが,シンボルを展開しテクストを書くということは,対

話過程をシンボルに組み上げることで成立している｡

テクストを対象にした言語学では,テクストを構成するための形式的な仕組みが数
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え上げられ分類されてきている｡(省略)テクストを支える形式的な仕組みには対話

の過程がある｡テクストはひとりで書かれ,またひとりの言葉として書かれるものだ

が,そのミーニング(筆者注:文脈に依存しない形で説明される意味)の最も際立っ

た展開を支えているのは対話である｡これは,｢それでどうした｣｢それはどういうこ

と｣などの質問に答えることがテクストの展開に寄与していたことから理解できる｡

展開したシンボルを作ることは,自ら問いを立て,自らそれに答えることで成り立っ

ものだといえる｡(省略)展開したシンボルについて子供たちは何かを知るのだが,

それはテクストの展開法そのものを知るとはいえない｡むしろどのようにすればテク

ストを展開したものとして扱う場を構成できるのかの身ごなしとして知るといえよう｡

書くことは書き手から独立した客観的な書き方に従うものではなく,書くことによる

テクストの展開が意味の共有されていく｢対話｣の過程としてとらえるという見方が提

示されている｡書くことは書き手個人の言葉によって遂行されるのではなく,対話過程

に関わる複数の声が関わっている｡こうした考え方をふまえつつ,茂呂(2002)ではパ

フチン(Bakhtin)の論に言及しつつ展開されるテクストの型,ジャンルとの関わりに

ついて次のように述べている｡5

言葉のジャンルは,発話のテーマ･構成･スタイルの相対的に安定した一定の類型

である｡パフチンが構想するオルタナティブな言語学によれば,発話の過程において

私たちは何よりも語をことばのジャンルから選び取る｡通常の構造言語学であれば,

文は辞書の中から選び取られ,その語の自由な組み合わせによって文が構成されると

述べるだろう｡パフチンはt そうではなくて,一定の社会階層や世代そして結社の保

有する,さまざまなジャンルの中から選択されると述べる｡それは,必然的に発話と

それらの階層や結社との対話的な相互関係を生み出すことになる｡

パフチンはジャンルを実践的な知識として特徴づける｡第一にジャンルは行為の鋳

型として機能する｡ジャンルは発話の全体を見通して完結させる機能を持っ｡もし特

定のジャンルか必要な場面で,そのジャンルを持たない場合,一般にどんなに有弁な

話し手であっても,場の空気にそぐわないぶざまな仕儀に終わるだろう｡

第二に,ジャンルは暗黙の知として機能するという意味で実践的な知識である｡

｢実践的にはジャンルを巧みに使い分けるか,理論的にはジャンルの存在について何

も知らない｣(｢ことばのジャンル｣一四八頁)場合も少なくない｡異なるジャンル

のあいだに,なんら｢対話的な相関｣(『小説の言葉』七○頁)が見られない場合も

ある｡たとえば,パフチンは,辺境に住み文字を知らぬロシアの農民が巧みに使い分

ける,複数の社会的方言を例にとる｡農民は,教会では教会スラブ語で祈り,別の言
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語で歌う｡家庭ではさらに別の言語で話し,請願書をディクテーションするときには

官庁用語で話すという｡しかし言語同士を関係づけたり.葛藤を感じたり.ある言語

を別の言語の目で見ることなど一切ないのである｡

言葉の領有化のプロセスは.無葛藤性が終わりを告げ,それぞれのジャンルを規定

するイデオロギーのあいだの矛盾か開示されるところから始まる｡社会的諸言語ある

いは諸ジャンルからの自覚的な選択とともに文学的諸言語あるいは諸ジャンルからの

自覚的な選択とともに文学的な能動性も始まるのだが,矛盾するジャンルからの選択

による言語意識が吃立する過程は,多言語を使用する話し手にもあてはまるだろう｡

行為の鋳型としてのジャンルは,発話の場面,さらには社会的階層や世代と相互関係

を有する｡それは,特定の型を特定の場面で用いることを意味するのみならず,発話が

そうした社会的諸次元とのせめぎ合いや葛藤を内在化する,それは諸次元の言葉の｢領

有化｣のプロセスを経てなされる｡｢領有化｣とは,複数の多様性を持つ言葉を対話過

程としてテクストに組み込んでいくことを指すと考えられ,｢他者の言葉との生き生き

として緊張した対話的相互作用｣としての｢言葉の対話的定位｣6の変化の過程として論

じられt 対話的定位を求める過程として書くことの成り立ちという考え方が示されてい

る｡ここで言う他者とは,単に作文の読み手といった特定の人物ではなく,そこでの議

論における潜在的な対話の関係を構成する存在である｡そうした対話とは,他者の存在

に向き合う場を構成するような社会的側面を強調し,さらには言語を介した自己の位置

を意識し批判的に見ていくような学びの過程を重視することにつなかるものである｡

書くこと以上のような対話の過程としてとらえつつt 共有され得る言葉を用いっつそ

の言葉をいかに自分のものとして用いるのか,その過程の問題について次に見ていく｡

3.｢内的に説得力のある言葉｣としての看き手の言葉

ワーチ(1991)は,｢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｣を｢専有(appropriation)｣という概念(筆者注:2.の引用における｢領有｣,

訳語の違いによる)でとらえている｡そこでは,パフチンの言責を引用しつつ7.｢(文

化的道具としての:引用者)言真がどのようにして話者の言葉を専有しようとする試み

に抵抗するか｣について次のように述べている｡さ

文化的道具は行為者にそれほどたやすくかつスムーズに専有されることはないとい

うことになる｡そして,そこではしばしば抵抗があり,媒介された行為におけるその

独特な使用との間に｢乳轢(friction)｣と呼ばれるようなものが生じているのである｡

パフチンの立場は,方法論的個人主義のどんな種類とも根本的に対立しているので,
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｢頑強に抵抗する言葉は多い｣とか｢話者の意志に関わりなく,自分を括弧の中にく

くっている｣と論じて,文化的道具によって引き起こされる抵抗を強調しようとした

のである｡このような抵抗と乱轢といったもののいくつかの形式は,例外ではなくむ

しろ通例である｡言葉は,ある特定の状況で私たちが言おうとしていることを反映し

たり.伝えたりするために初めから作られてはいない｡そうではなくて,私たちが話

す時はいっでも,すでにある言語学的用語や概念のセットに｢従わなくては｣ならな

いのである｡言語の場合には,このことは話す時には一組の用語のスクリーンに従わ

なければならないということを意味する｡(省略)用語のスクリーンを採用しないで

話をすることは不可能であり.それは話をしたり考えたりする時にはまったく人間の

条件の一部となっているものなのである｡

他者の言葉を自分のものとして用いる,自己の志向として言葉を用いることの困難さ

が浮かび上がってくる｡言葉が個人に帰属することを前提とする前に,いかにして言葉

が話者,書き手に属するものになるのか｡そのプロセスが問われることになる｡

この｢専有｣についてはt パフチンの言葉を引用しつつ｢権威性｣の問題とともに論

じられている｡そこでの権威とは,発話者の地位や能力といった行為者としての権威に

ついてだけではなく,｢権威的な言葉(宗教,政治,道徳上の言葉,父親や,大人や教

師の言葉)｣がわれわれに承認と受容を要求するようなものであり,そこでの専有とは

｢その権威的な言葉を無条件に是認するか,それとも無条件に拒否するかのどちらかで

なければならない｣9,という言葉を引いている｡

こうした権威的な言葉とは対照的な概念として｢内的に説得力のある(internally

persuasive)｣がある｡｢内的に説得力のある言葉｣については次のように述べている｡

内的に説得力のある言葉はこのような対談者間の権威の階層的な差異に依存しない｡

他者の言葉を無条件に受容するかそれとも無条件に拒否するかのどちらかを選択する

という立場に置かれる代わりに,｢内的に説得力のある言葉は,半ば自己の,半ば他

者の言葉である｣(パフチン,1981,邦訳p.159)ので,私たちは他者が言っているこ

とと何らかの対話を行うことを奨励されているのである｡(省略)最初に告げられた

ことの形態や意味を結合したり変更したりするための出発点になるものとして受け取

る事が奨励されているのである｡10

｢内的に説得力のある言葉｣は.先の引用にあったような承認と需要を要求するよう

なものではなく,他者の言葉との接触と対話を奨励するものとしてとらえられている｡

これは,｢人が自分自身の場所で行動をとるのか,それとも他の人の場所で行動をとる
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のかという問題を考えるとすれば,(省略)人が自分のものを使ってテクストを作って

いくのか,他者の言語や,ナラティヴ,『社会的言語(socia11anguage)』(パフチン,

1986),その他の形式のテクスト空間を使っていくのか｣11という問題に関連付けられて

ノいく｡この議論はテクストの成り立ちに関わるものであるが.指導における文章構成と

のかかわりから事例を検討している論を見ていくことにしたい｡

4.事例の検討

Halasek(1999)はt 権威的な言葉と内的に説得力のある言葉との交渉過程について事

例の検討と書くことの指導に関する議論を行っている｡生徒の作文をテクスト,ディス

コースとして分析的に論じるという方法ではなく,これまでに言及してきた概念に基づ

きながら,書くことの指導における構成面の議論を批判的に検討しつつ.内的に説得的

な言語として書くことの学習を論じているものである｡

4-1.事例に関する一般的見解

事例として挙げられているのは,オハイオ州立大学2年生の学生であるChrisが書い

た次の文章である｡12

クラスでJe打と一緒になって以来,私は書くことの指導に対して異なったアプロー

チをとっている複数の異なった教師に接してきている｡教師たちが私に教える書く方

法は.より継続的で理解しやすいものであり,私の書くことを抑制するような影響を

与えるJeffのクラスで経験した評価に対する恐怖よりもより有益なものである｡私は

ポストモダニストであり,わたしはJeffのやり方の真似をせず,私のやり方は彼に倣

う振りをするというものだった｡私はもはやJeffの教育や方法論の元で課題をこなさ

ない一方でt私の現在の勉強はそれを転換した方法が持ちえる誘惑がどれくらい素晴

らしいかということをより一層理解することである｡カわカカか夢仁鰍好い,そ

んアサ■べてづ頗〆るという考えには.あまりにも立派で簡単に思われる｡しかし

それはわれわれが生徒の声に対してなし得る最も有害なものである｡新人の作文ではl

-そしてすべての書くことのコースでは-われわれ生徒はわれわれ自分自身のア

イデンティティを生み出す必要があり,そしてわれわれの声はわれわれ自身のアイデ

ンティティを生み出すことができることを通してのみなされるのでありt見せかけの

外の芦がわれわれ自身であることによるのではない｡この考えは容易に実現されるも

のではないかもしれないが,それは成長のための唯一の方法である｡生徒は談話をでっ

ち上げることもできなければ,長期にわたる書くことの成長に寄与するものを持っこ

ともできない｡それは,見せ掛けの談話がわれわれからわれわれ自身の声を奪うとい

う唯一の理由によるものであるが｡さらには,われわれ生徒は教師がいっ｢うそをっ
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いている｣かを知っている｡それにわれわれは長い時間がかかることもしばしばであ

るが,一私の場合のことだが- しかしわれわれはまさにそれを見破るのである｡

さらに,貧弱な指導を忘れ去ることは難しいが,われわれは偽りを捨て再び学ぶので

旦旦｡Jeffの校狩な作文についての試練を受けるよりも,はじめから教師は生徒が彼

ら自身の声を見つける手助けをすべきである｡このことは危険であり,おそらく常に

困難なことであるが,他の教師の貧弱な指導を克服するにすぎない｡(下線の強調を

付け加えた)

Halasekによれば,この文章では,Chrisは少なくとも3つの立場から語っていると

いう｡1つに,斜体の部分にあるように,書き手自身の考えに反し,疑いをはさむよう

なごくありふれた立場で語っている｡2つ目に,｢しかし,それはわれわれか生徒の声

に対してなし得る最も有害なものである｣というように,教師として語っている｡そし

て,3つ目に,他の下線の引いてある部分では生徒同士が語るような,生徒の声として

語っている｡これは,しばしば書くことの指導において強調される連続し一貫した書き

方に反し,非論理的とされかねないという｡確かにこの文章は一見してよくまとめられ

ているとは言いがたいものである｡しかし,このことは多声的で内的説得性としての言

葉を取り込もうとするテクストを指すことにもなるとし,次のように述べている｡13

Chrisの文章は,言語とその形式(求心性と遠心性の両方)が所与のコミュニティ

のメンバー間の論述的なやり取りにおいてまとめられた産物であることを示している｡

Chrisのような発話は,言語がわれわれに既に用意されていることを示している｡既

存の談話は発話の資源を供給し,発話の可能性に制約を課す｡

｢求心性と遠心性｣とは,発話が特定の型による広く許容されるものと,異なった型

の種類が混交し複数の言説が相互に作用し競合するものを表す｡Chrisの文章における

複数の立場は,書く過程にこうした性質が内在していることを意味することになるとい

う｡しかし,こうした対話性と専有化のプロセスは必ずしも学習者の文章を評価したり

指導を加える際に価値を置かれていないとする｡このことについて,パラグラフに関す

る議論との関係からなされている議論を見ていく｡

4-2.パラグラフとしての見方

Chrisの文章は,1つの形式的なパラグラフとしては複数の立場の混在したまとまり

を欠くものとして評価されることを指摘したが,Halasekはそうした話題に基づくまと

まりとしてのパラグラフという見方が,書くことにおける対話的な側面を見過ごす可能

性を有しているとして次のように述べている｡14
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これまでの作文の指導書は,論術の構造とパラグラフの目的の基本へと生徒を導く

ように作られている｡生徒は脇道にそれることを避け.明確に定義された組織的な型

(例えば,話払原因と結果,分帆 実証)を通してトピック･センテンスを構成し

展開することによって自身の書くことに焦点を合わせるように指導を受ける｡しかし,

書き手は十分な責任をテクストに対して保持し.テクストの展開と表出を管理すると

いう考え方にとって,こうした説明の仕方はパフチンの考え方から見ると不完全なも

のである｡パラグラフの長さについての書き手の思案における主たる考慮の一方,読

み手は共作者としての役目を果たす術を持たない｡むしろそうした読み手はディスコー

スを無視することによる見せかけの翻訳者である｡ディスコースの主体は役割行為へ

と向かうことはない,すなわち線的な組織化の型あるいは論理や議論の西欧的概念に

本質的に対抗する主体というものが認識されていない｡最後に,パラグラフの表現は

むしろ線的で単一のまま留まっている｡彼らが行っているように,生徒は1つのパラ

グラフの中の1つの問題についてのすべての資源を表現し,書かれた断片を豊かにす

る思考や発話そして展開の複雑性といった脱落していたものへと向かっていかなけれ

ばならない｡さらに,そしておそらく教育的な観点からして最も重要なのは,パラグ

ラフについての議論が文章を綴ることでどのように生産的に作業をするするのか生徒

に教えていないということである｡

｢明確に定義された組織的な型｣というものが,読み手を意識したより分かりやすい

文章を組み立てる上で必要と考えられるわけであるが,実際にはディスコースに参加す

る書き手,読み手等というものを見過ごすことになるとしている｡その場合,次のよう

な発想へとつながるという｡｢300語に近いこのパラグラフは,教師の間でr長い』パラ

グラフは問題があるという懸念を直接に生じさせるものである｡ある教師はt あまりに

多くの事柄を負おうとしていて,調整されておらずばらばらなものとしてパラグラフを

特徴づけるかもしれない｡そして,Chrisと作業をしながら,教師はパラグラフを展開

の型に沿って,あるいは拡張された議論の部分として,着想を関連付けられたまとまり

に従って分割するよう彼を説得するかもしれない｡｣15としている｡パラグラフに基づい

た指導の立場からCbrisの文章を見た場合として次のような分け方の例を示している｡16

･指導法の比較

クラスでJeffと一緒になって以来,私は書くことの指導に対して異なったアプロー

チをとっている複数の異なった教師に接してきている｡教師たちが私に教える書く方

法は,より継続的で理解しやすいものであり,私の書くことを抑制するような影響を

与えるJeffのクラスで経験した評価に対する恐怖よりもより有益なものである｡Je汀
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のやり方は.私はポストモダニストであり,その振りをしてはいないというものであ

り.私のやり方は彼に倣う振りをするというものだった｡

･教育的,理論的問題の叙述

私はポストモダニストであり,わたしはJeffのやり方の真似をせず,私のやり方は

彼に倣う振りをするというものだった｡私はもはやJeffの教育や方法論の元で課題を

こなさない一方で,私の現在の勉強はそれを転換した方法が持ちえる誘惑がどれくら

い素晴らしいかということをより一層理解することである｡われわれが単に規則に従

い,そしてすべてが解決するという考えには.あまりにも立派で簡単に思われる｡し

かし,それはわれわれが生徒の声に対してなし得る最も有害なものである｡

･教育における修正の要求

新人の作文では,-そしてすべての書くことのコースでは-われわれ生徒はわ

れわれ自分自身のアイデンティティを生み出す必要があり,そしてわれわれの声はわ

れわれ自身のアイデンティティを生み出すことができることを通してのみなされるの

であり,見せかけの外の声がわれわれ自身であることによるのではない｡この考えは

容易に実現されるものではないかもしれないが,それは成長のための唯一の方法であ

る｡生徒は談話をでっち上げることもできなければ,長期にわたる書くことの成長に

寄与するものを持つこともできない｡それは,見せ掛けの談話がわれわれからわれわ

れ自身の声を奪うという唯一の理由によるものであるが｡

･新たな教育についての示唆

さらには,われわれ生徒は教師がいっ｢うそをついている｣かを知っている｡それ

にわれわれは長い時間がかかることもしばしばであるが,一私の場合のことだが-

しかしわれわれはまさにそれを見破るのである｡さらに,貧弱な指導を忘れ去ること

は難しいが,われわれは偽りを捨て再び学ぶのである｡Jeffの校狩な作文についての

試練を受けるよりも,はじめから教師は生徒が彼ら自身の声を見つける手助けをすべ

きである｡このことは危険であり,おそらく常に困難なことであるが,他の教師の貪

弱な指導を克服するにすぎない｡

先にも述べられていたように,ひと続きの形式的なパラグラフを,文章の決まりを意

識して分けることは.それぞれのまとまりを明確にするということで読み手にも分かり

やすい文章にする上で必要であると考えられる｡しかし,そうした場合,一方で対話性

を見過ごした書くことの学習につながることも考えられるとする｡

4-3.書かれたディスコースへの参加という見方

このような観点に基づいて学習者の書くことをとらえていく方法として,パラグラフ

の見方との比較から書き手のテクストの対話的な性質について検討している箇所を見て
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いくことにする｡

このディスコースとしての書くことへ参加するために求められる点としてt｢(1)生徒

の書くことの対話的性質の前払(2)生徒の思考の複雑性を簡略化したものにしないパ

ラグラフ分けを彼らに可能にする,(3)生徒のパラグラフが彼らが設定した目的に達す

ることを許容している｡｣17という3つを挙げている｡ここでは.対話性の前提に基づき,

複数の言葉の相互作用とそこから表現すること自体の目的へと向かうことの必要性が強

調されている｡そして,そうした立場から指導を行う場合として,｢ディスコースの固

有の対話性を認識している教師は,Chrisが取り組んでいる主題に固有の主張の多様性

に焦点を当てている表現,そして記述の複雑性を通して明らかにしてきていることに名

前をつけるよう彼に促すことになるだろう｡｣18と述べている｡パラグラフとの比較から

先のCbrisの文章の扱いに言及している部分を見ていく｡19

･ポストモダニスト

私はポストモダニストであり,わたしはJeffのやり方の真似をせず,私のやり方は

彼に倣う振りをするというものだった｡私はもはやJeffの教育や方法論の元で課題を

こなさない一方で,私の現在の勉強はそれを転換した方法が持ちえる誘惑がどれくら

い素晴らしいかということをより一層理解することである｡われわれが単に規則に従

い,そしてすべてが解決するという考えには,あまりにも立派で簡単に思われる｡

･レトリックの生徒

クラスでJeffと一緒になって以来,私は書くことの指導に対して異なったアプロー

チをとっている複数の異なった教師に接してきている｡教師たちが私に教える書く方

法は,より粒続的で理解しやすいものであり,私の書くことを抑制するような影響を

与えるJeffのクラスで経験した評価に対する恐怖よりもより有益なものである｡…新

人の作文では.-そしてすべての書くことのコースでは-われわれ生徒はわれわ

れ自分自身のアイデンティティを生み出す必要があり,そしてわれわれの声はわれわ

れ自身のアイデンティティを生み出すことができることを通してのみなされるのであ

り,見せかけの外の芦がわれわれ自身であることによるのではない｡この考えは容易

に実現されるものではないかもしれないが,それは成長のための唯一の方法である｡

生徒は談話をでっち上げることもできなければ,長期にわたる書くことの成長に寄与

するものを持つこともできない｡それは,見せ掛けの談話がわれわれからわれわれ自

身の声を奪うという唯一の理由によるものであるが｡

･教師

しかし,それはわれわれが生徒の声に対してなし得る最も有害なものである｡

･作文の生徒
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さらには,われわれ生徒は教師がいっ｢うそをついている｣かを知っている｡それ

にわれわれほ長い時間がかかることもしばしばであるが,-私の場合のことだが-

しかしわれわれはまさにそれを見破るのである｡さらに,貧弱な指導を忘れ去ること

は難しいが,われわれは偽りを捨て再び学ぶのである｡

･情報を纏供する助言者

Jeffの校狩な作文についての試練を受けるよりも,はじめから教師は生徒が彼ら自

身の声を見つける手助けをすべきである｡このことは危険でありt おそらく常に困難

なことであるが,他の教師の貧弱な指導を克服するにすぎない｡

このような観点の整理はt Chrisの文章における話題や問題意識に関わる諸々の論者

の言葉を振り返りt そこに関わる一員として参加していく立場について考えさせるもの

である｡書き手としてこの参加のあり方を問い直すことが,対話性を前提とした書くこ

との性質に即した学習の基盤へとつながる｡これまでの議論の流れをふまえた学習のあ

り方に関連して次のように述べている｡20

これらの声に付け加えて,Jeff(こ基づくテクストを背後に,Chrisのクラスメート

そして他に所属する者の行動と発言はどのようにChrisが書くことの指導について考

えるようになっているかについて知らせている｡さまざまな主題,あるいはそれと同

等の声の間における明確化と差異化,それに関連して主題の豊かで闘争的な接近の外

でそれらについて分割し議論しつつ,それに向けた眼差しを持った現在のパラグラフ

を分けるようChrisに求めるよりも,指導者はそれらの論戦的な関連性を挙げてより

明確にし,同様にそれらに参加するようにCbrisに求めるだろう｡(省略)パラグラ

フ内で表現された異なった主張の体裁を繕ったり見過ごしたりする,あるいはそれぞ

れの区分内の主張を封じ込め,隔離するよりもむしろ,生徒によく考え相反するもの

の中で考えにふけることを進める指導のアプローチは,記述された問題の複雑性を放

棄したり過度の単純化を行う書く行為へとつながるだろう｡上で行った2番目の分析

のように,パラグラフは,連続し継続しているより大きな構造から離れて存在する全

体性や完全な思考,あるいは分離された言述とはかけ離れた(同時にそれ以上の)も

のである｡むしろ,Chrisのパラグラフは会話の中の1つの応答である｡Chrisは教育

あるいはポストモダニズムの問題について言わなければならないすべてのことを究明

しつくすのでもなく,Jeffと彼の他の作文教師と交わした議論を結論付けるのでもな

い｡

書かれたディスコースに参加することの外から書くことを学ぶのではなく,そこに加
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わる者として考え自らの表現者としての位置を見出すような指導のあり方が強調される｡

そして,書き手としての立場を見出すことが,話題について整理し全体像を示すのでも

なく,自分の行動の指針を結論付けることに必ずしもならないことが指摘されている｡

5.書き手の成立としての学習

書くことにおける対話性の議論をふまえ,Halasekの論に即して書くことの学習のと

らえかた,パラグラフの概念と比べた指導のあり方について見てきた｡学習者のテクス

トを分析的概念に基づいて考察するものでは必ずしもないが,｢専有｣や｢内的に説得

力のある言葉｣へと向かう前提に関する議論,そして指導上1つの問題意識が書き手の

具体的な表現に即して示されていた｡指導に関して書くことの学習を表現するという活

動の内側から関わっていくという方向性が求められることになることが示唆される｡21

こうした論に依拠しつつ.対話性を前提とした書くことの学習過程に関する研究を進め

る上で,国語科教育における書くことの学習指導の議論や文章観の問題を視野に入れ関

連づけていくことを今後の課題としたい｡

注

1菊池久一(1995)『識字の構造』勤葦書房,p.40

2 倉澤栄吉(1965)は,｢作成活動の追跡｣という観点から書くことの学習を次のよう

に論じている｡

作文教材文は｢子どもたちの作文活動を刺激し,作文活動に直接間接の指針や

示唆を与え,ときには作文活動のための示範見本としてはたらき,自己の作文活

動を反省するためのよすがとなる文章｣であり,｢自分たちと同じような思想や

感覚で,同じ時代を生きている作者に学ぶ｣ためでなければならない｡

文章に教えられ,文章の中身に反応するのでは作文教材の第一義とはならない｡

作者の作文活動のいっさいに学ぶ,作成のはたらきに学ぶのでなければならない｡

作者と読者とに距離のある場合は,作者に学ぶために,読者はそれ以前に,経

験の格差を埋め,作品に同感し,表現法に慣れ,細部の読みをくり返すなどの理

解のはたらきが必要である｡そうしなければ,作者と同じスタートラインに立っ

ことができない｡作者と同じスタートラインに立たなければt作成活動を追跡す

ることはできない｡

｢文章に教えられ,文章の中身に反応する｣のではなく,｢自分たちと同じよ

うな思想や感覚で.同じ時代を生きている作者に学ぶ｣というように,教材を筆

者の表現行為として,すなわち,教材のテクストが作り出されるはたらきとして

表現の学習を位置づけている｡(倉澤栄吉(1965)『国語教育の実践原理』明治図
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書,pp.57-58)

3拙稿(2003)｢表現学習におけるテクストへの参加様式｣『岐阜大学国語国文』第30号,

(左)pp.25-35

拙稿(2003)｢表現学習における議論の前提の共有化一学習者の意見文におけるト

ピック･センテンスの考察を通して-｣人文科教育学会『人文科教育研究』第30号,

pp.1-12

拙稿(2003)｢作文における話題の提示とテクストの展開｣『岐阜大学教育学部研究

紀要人文科学』52-2,pp.33-41

4 茂呂雄二(1988)『なぜ人は書くのか』東京大学出版会,p.118

5 茂呂雄二(2002)｢ディアロギズム心理学の構想｣『思想』940,pp.131-148

6 同上

7J.Ⅴ.ワーチ[佐藤公治他訳](2002)『行為としての心』北大路書房,pp･59-60

次のようなパフチンの言葉を引用している｡

言語の中の言葉は,なかば他者の言葉である｡それが〈自分の〉言葉となるのは,

話者がその言葉の中に自分の志向とアクセントを住まわせ,言葉を支配し,言葉を

自己の意味と表現の志向性に吸収したときである｡この収奪(appropriation)の

瞬間まで,言葉は中性的で非人間的な言語の中に存在しているのではなく,(なぜ

なら話者は言葉を辞書の中から選び出すわけではないのだから!),話者の唇の上

に,他者のコンテキストの中に,他者の志向に奉仕して存在している｡つまり,言

葉は必然的にそこから獲得して,自己のものとしなければならないものなのだ｡そ

して,あらゆる言葉を誰もが同じように,容易に,収奪し,自分のものとして獲得

できるとはかぎらない｡頑強に抵抗する言葉は多いし,相変わらず他者の言葉にと

どまり,その言葉を獲得した話者の唇の上で,他者の言葉を響かせ,その話者のコ

ンテキストの中で同化することができず,そこから脱落してしまう言葉もある｡そ

れらの言葉は,いわば自分自=凱 話者の意志にかかわりなく,自分を括弧の中にく

くっているようなものだ｡言語とは話者の志向が容易にかつ自由に獲得しうる中性

的な媒体ではない｡そこにはあまねく他者の志向性が住みついている｡言葉を支配

すること,それを自己の志向とアクセントに服従させること,それは困難かつ複雑

な過程である｡

(M.M.パフチン[伊東一郎訳](1979)『小説の言葉』(ミハイル･パフチン著作

集5)新時代礼 pp.66-67)

8 同上書,pp｡60-61

9 同上書,p.73(注6のパフチン(1979)のp.155の引用より)
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10同上書,p.75

11同上書,p.163

12Ⅰね1asek,K.(1999)A pe血gogッ〆possfわ肋ッごβα肋血血per叩eC如es
on

compositionstudies,SouthernIllinoisUniversity
Press･p･137

13同上書,p.138

14同上書,p.156

15同上書t p.157

16同上書,pp.157-158

17同上

18同上書,p.158

19同上書,pp.158-159

20同上書,p.159

21古賀(2001)は,｢教えること｣を理解することについて次のように述べている｡

｢教師たちは日常生活の内側から｢教えること｣を把握しているのであって,外側か

ら演繹的に分析しているのではない｡(省略)教師は日常生活の知られざる実践者/

理論家なのであって,そうであるからこそ,この世界のありようを報告し議論し改善

することができる｡

(省略)｢教えること｣を理解するのは.このような実践に埋め込まれた文化の仕掛

けを持つ日常世界のなかからである｡実際に生活する教師の現場からなのである｡｣

(古賀正義(2001)『〈教えること〉のエスノグラフイー』金子書房,p.6)
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