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学習者のテクストの対話的構築と｢作成活動の追跡｣

小 林 一

0.はじめに

書くことの教育の研究については､｢学校内､そして多様な学校外における書くこと

のコンテクストに焦点を当てた研究として､社会文化的な研究領域が拡大してきた｣と

されている｡1｢社会文化的な研究領域の拡大｣には､テクスト分析やエスノグラフイー

の研究の影響が指摘され､社会的行為としての書くことの学習の過程が具体的に研究さ

れつつある｡

こうした書くことの研究の展開が認められる一方､国語教育においても読み書きの社

会的なレベルに焦点をあてた指導理論が議論されてきている｡｢筆者想定法｣や｢作成

活動の追跡｣においては､書き手の置かれた社会的な文脈を具体的なコミュニティに結

び付けながら､情報ならびにテクストが作り出されるはたらきとして読むことを主とし

た学習指導のあり方が検討されてきた｡とはいえ､書くことの教育理論として発展させ

るためには､社会的なレベルとの関連からテクストの作り出されるはたらきを中心とし

て､読むことから書くことへと展開する学習のプロセスについて考察していく余地があ

る｡

本稿では､主として社会的なレベルに基づくテクストの分析を通した書くことの教育

の研究の議論を検討することにより､テクストに媒介される社会的次元と書くことの学

習との関わりを整理することを目的とする｡取り上げる研究は､主としてアカデミック･

ライティングのような高度に専門的な場合を前提としているものの､国語教育において

社会的レベルに基づいた書くことの学習の議論を､社会文化的な研究の観点から検討す

ることを通して､書くことの学習の内実を示すことを試みる｡

1.｢作成活動の追跡｣としての学習

｢筆者想定法｣では､文章の｢客体的｣な｢意味｣ではなく､読みを形作る過程にお

ける｢不安定｣な｢イメージ｣というものを｢主体｣の｢想｣の形成としてとらえてい

る｡倉澤(1972)は､読みの形成を情報の作り出される過程ととらえ次のように述べる｡

｢情報はまだ無限に開発されるわけです｡そういう情報資源というものを開発して､

あらゆる知識や科学が産業社会の中に相当大きな位置を占める(省略)｡情報産業
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の時代においては､そこに置かれている文章というものが､一つの資源なのです｡

その文化資源は､どういうグループがそれを生産しているのか､この情熟まどのグ

ループの利益に属するのか､また､これはどういう情報源から出てきたのか､そし

てそれが何を意図していて､情報の中にどのような革新や伝統を意図していこうと

しているのかと問題にしていくことが必要です｡原点や目的をもたない情報という

ものはないのです｡

近代の情報は､われわれが開発して､それを発掘すると､それはなんらかの社会

的な意味を必ずもってきます｡必ず､情報生産の理由､あるいは発掘された必然性

というものが存在しているはずです｡(省略)

今日では､文学作品以外の情報の中に､作成･生産のさまざまな意図や必然性が

あるという前提に立っています｡筆者を想定するということは､人間を想定するの

ではなく､人間の活動を想定するのです｡どういう筆者であるかではなくて､その

筆者がどういう働きをしたかが問題なのです｡だから筆者想定というのはけっして

点や線ではなく､連続においてとらえられなくてはいけない｡筆者の連続､すなわ

ち活動という次元でとらえられなくてはいけないのです｡(省略)筆者そのものの

形なり筆者そのもののありさまなりが問題ではなくて､筆者をそのように変えさせ

ていったその過程が問題なのです｡｣2

｢文章｣をその時代の社会における｢資源｣とし､その｢生産｣｢利益｣｢情報源｣

｢革新や伝統｣を含めた｢意図｣を社会的な｢グループ｣との関係においてとらえてい

くという考え方が示されている｡その関係において､文章が作り出される過程を具体的

な社会と集団における｢活動｣と見る｡

こうした｢活動｣を主として､作成のはたらきを学習の内実とする論は､書くことの

学習においてもなされている｡倉澤(1965)作文教材を｢書く活動自体と密接不離｣な

ものとしてとらえ､｢作成活動の追跡｣を主とする学習過程を論じている｡

｢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､作成活動を追跡することは
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できない｡｣3

｢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｣とし､そ

の時代の社会との関係において､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｡ここには､教材の筆者の考え方やものの見方への接近だけではなく､

学習者が筆者の主張をめぐる議論に参加し､関わっていく中で考えや主張を表現してい

くという考え方が見られ､｢筆者想定法｣の議論にある社会的なグループとの関係にお

いて文章が作り出されるプロセスを重視することとの関連性が認められる｡このように､

社会における具体的な集団との関係から教材のテクストをとらえ学習指導を構想するこ

とにより､｢自己の作文活動を反省するためのよすが｣というように書き手の表現活動

の反省的認識をも含む考え方が示されている｡

とはいえ､｢筆者想定法｣については､｢読者が自らのテクストを創造する｣ような

｢表現者となって新たな自分のテクストを創造する｣ところについて具体化していくこ

とが課題として指摘されている｡4｢作成活動｣を書くことの学習としてとらえる場合に

おいても､新たなテクストの創造のプロセスをどのように具体化するかについても検討

する必要があると考える｡

こうした課題については､テクスト生成のプロセスを基礎づける社会的な集団と書き

手との関係をどのようにとらえるかが問題となる｡すなわち､ある社会のコミュニティ

の一員としてのテクストが作り出されるプロセスを､主として教室で書くことを学習す

る書き手においてどのように連結していくのかという問題である｡その検討に基づいて､

表現活動を通した反省的認識という学習の側面も議論する必要がある｡こうした点につ

いて､ジャンル分析に基づく書くことの学習の議論を検討する｡

2.書くことの固有性

Swales(1990)は､書くことの教育におけるジャンル概念を論じる中で､書き言葉

と社会的な集団との関係について｢談話コミュニティ｣という考え方を導入している｡

｢談話コミュニティ｣は｢社会的行為の型｣｢集団の知識の維持･拡張｣｢新たなメンバー

の加入｣に関わり､｢談話とは集団的知識の認識様態であり構成要素｣であるという見

方をもたらす｡こうした見方は､特に高度に専門的で規範化されたコミュニティに関わっ

ており､ここにジャンル理論に影響を与える研究分野の一つとして文化人類学が位置づ

けられている｡Swalesは文化人類学との関連から､Geertz(1983)の論を取り上げて

いる｡以下に取り上げられている論の一部を示す｡5

｢｢自然科学｣｢生物科学｣｢社会科学｣｢人文科学｣という大分類は､カリキュラム

を編成したり､学者を派閥や分野別共同体に分けたり､知的スタイルの大伝統を見

分けたりする上では役に立っ｡そして､一つの分野の内で行われる研究には相互に
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似たところがあるし､他の分野で行われるものからまったく異なるところがあるこ

とも疑いない｡(省略)しかしこうした大分類を現代の知における国境と領土の見

取り図であると考えたり､それより具合が悪いが学者世界の種の分類のためのリン

ネ的カタログと考えたりすれば､幾多の男性女性がものごとについて考え､その考

えたものが何であるかを書きつけているそれぞれの分野において､いったい何が起

きているのかが見えにくくなるだけである｡｣6

類型化された集団のジャンルを自明のものとした場合､その外側からはそこで行われ

ていること､起きていることを理解することは難しくなる､というものである｡そして､

｢意味に満ちた他者の世界の視界から障害物を取り除くという重要な仮定｣として､続

けて次のようなGeertzの論を引用している｡

｢たんに知的に有効な諸立場であるばかりでなく､ハイデッガー流に言えば世界一

内一存在の諸方法､ウィトゲンシュタイン流に言えば生活の諸形態､あるいはジェ

イムズ流に言えば心的経験の諸変種でもあるということである｡パプア人やアマゾ

ン人が彼らの創造する世界に住んでいるのと同様に､高エネルギー物理学の研究者

やフィリップニ世時代の地中海地方についての歴史家もそうした世界に住んでいる

一少なくとも人類学者はそのように想像する-のである｡現代の思考の民族誌が

不可避な企てと見えてくるのは､これがわかり始めるとき､すなわちわれわれがイェ

イツのイメージの脱構築を企てたり､ブラックホールに熱中したり､経済的な成功

に対する学校教育の効果を検証したりするのはたんに専門的な仕事に従事するとい

うだけではなく､その人の生活の大きな部分を定義づける文化的枠組みを引き受け

ることだということがわかり始めるときである｡われわれが果たしていると思う役

割とはわれわれが持っていると気づく精神のことなのだ｡｣7

こうした論を参照することにより当該のコミュニティの｢生活の大きな部分を定義づ

ける文化的枠組みを引き受けること｣としてのジャンルの学習が確認されている｡こう

した考え方は､高度に専門的で規範的なディスコースを論じる際の基本前提となってい

る｡Hyland(2000)はアカデミック･ライティングに関して､上の引用においてGeer

tzがその論の中で｢世界一内一存在の諸方法｣を参照していることに依拠しつつ次のよ

うに述べている｡

｢第一に､アカデミックなリテラシーとは､アカデミックな慣習と実践を変換され

た訓練方法のいくつかの一般的なまとまりに適応することを通して達成されるよう

なものではない｡(省略)書くことは書くことの直接の場面において､あるいは個

別のテクストから､という見方によって単に理解され得るものではないということ

である｡むしろ､それは本来は訓練上のコンテクストから得られる社会的で制度的

な実践を反映し､同様に構成するものである｡｣8
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特定の社会的な慣習として｢直接の場面｣や｢個別のテクスト｣を一般化した｢訓練

方法｣に｢変換｣し､それらに｢適応｣するのではなく､｢社会的実践を反映し､同様

に構成するもの｣としてジャンルの学習をとらえている｡

とはいえ､これらの議論は社会的で制度的な実践としての特定のジャンルへの適応と

いう学習の側面の確認を目的とするわけではない｡｢社会的実践への適応｣という見方

をとる場合にも､学習者が｢支配的なリテラシーに直面する｣ことになり､自身の書く

ことを過小評価し標準的な行為の形態に接近することに失敗するという認識につながる

こともあるとしている｡9 ジャンルをコミュニティの社会的､文化的実践としてとらえ

た場合､学習者が当該の｢談話コミュニティ｣に関与するプロセスをどのように説明し

ていくのかが次の問題となる｡

3.書くことと｢二重の現場｣

Bazerman(1994)は､｢我々とは断絶した社会的､政治的､経済的関係というものが

既存の談話に示されることをクリティカルな検討が明らかにする場合でさえ､人類学に

おける談話のクリティカルな検討は､どのように専門的な課題と知識､談話における継

続する革新と成長､専門的なプロジェクトヘの深い洞察へと導くかという点において印

象的な事実を提供する｡｣10と述べ､修辞的な側面による関与の仕方を取り上げている｡

そして､Geertz(1983)やVan Maanen(1988)らによるエスノグラフイーの方法を

参照しつつ､｢誰が話すのか､だれが当該の談話を有し受け取るのか､そして何が継続

する談話を締めくくるのか､といった問いはエスノグラフイーの新たな試験的な多様性

と(省略)その多様性のより繊細な使用を切り開く｣11としている｡あるコミュニティ

を構成する様々な特徴や要因を視野に入れつつも､エスノグラフイーという方法に示さ

れるように｢書く｣ということの役割に焦点が当てられていることが重要である｡ヴァ

ン=マーネン(1999)は次のように述べている｡

｢観察者は文化が存在することを目で見て知っているのではなく､単に推論や憶測､

そして多くは信念によって認識しているにすぎない｡(省略)ある文化はその成員

の行動や言葉によってのみ表現される(あるいは構成される)ものだが､それはフィー

ルドワーカーによって解釈されなければならない｡(決してフィールドワーカーに

引き渡されるものではない)｡文化を措くにあたってフィールドワーカーに必要と

されるのは､｢聞くこと｣と｢見ること｣であるのは当然｡しかし最も重要なのは､

フィールド滞在中におそらくは目の当たりにし理解したことについて｢書くこと｣

である｡文化はそれ自体目に見えるものではない｡それを再現し表現しようとする

行為を通してのみ見えるようになるのだ｡

このことが文化研究を実に厄介なものにしている｡人間の文化は籠に入れて見世
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物にしたり､顕微鏡のスライドにのせて検査したり､計器を使って読み取ったり､

部屋の壁に掛けて鑑賞したりするようなものではない｡｣12

既存のテクストや事柄､物などは一定のフィールドにおいて意味を成すものであるが､

それは｢再現し表現しようとする行為を通してのみ見えるようになる｣としている｡書

くことを中心とした文化､コミュニティへの関与のあり方を検討するという方向性が見

出される｡

志水(2004)は､フィールドワークを通して学校現場を書くことに伴う問題について､

自身の経験をふまえつつ｢要約の暴力｣を問題としている｡13｢そもそも研究者がなしう

ることは､当事者の実践的諸活動を､研究者なりの観点から『要約』して表現すること

である｡そしてそれは､当事者の関心とは部分的にしか重ならない｡研究者自身の都合

によって､当事者の生が切り取られ､ある特定の表現が割り当てられるのである｡それ

はまさに一種の『暴力』である｡｣14こうした問題への対応の1つとして､｢人を書く｣

のではなく｢構造を書く｣という方法について説明するとともに､Van Maanenの言

葉を引用しつつ､｢書く作業は対話的なものであり､同時に自己変革的なものだ｣と捉

え､｢二つの文化(あるいは意味体系)を縫い合わせることである｣ことが極めて重要

であるとしている｡15そこでは｢必然的に一つの文化を脱-コード化する一方で､それ

を他の文化のために再-コード化する｣ことになるだろう｡16

野口(2001)は､フィールドワークの｢参与観察｣にもとづく記録を論じる中で､記

録することが二つの場を重ね合わせるという難しさを伴うことを論じている｡

｢｢参与観察｣の経験は､｢社会学者であること｣と｢現場の一員であること｣の役

割葛藤をもたらす｡いわゆる｢二足のわらじ｣に引き裂かれる経験である｡さらに､

｢応用社会学｣をめざすとき､もう一つの困難が生じる｡｢フィールド｣に持ち帰ら

なければならないという問題である｡得られた結果を社会学者のコミュニティだけ

で享受するのではなく､現場の人びとにも享受してもらわなければならない｡こう

して､｢臨床社会学｣は二重の困難に直面する｡

つまり､｢二足のわらじ｣を使い分けながら､同時に､｢二足のわらじ｣を重ね合

わせることが要求される｡｢二足のわらじ｣を使い分けるだけならば､これまでも

多くの参与観察者がそれを果たしてきたであろう｡しかし､｢二足のわらじ｣を重

ね合わせるとなると話は違ってくる｡

ここで､なぜ､そんなに難しいことをわざわざしなくてはならないのかという疑

問が生じるかもしれない｡しかし､別にわざわざこんな難問を考え出したわけでは

ない｡｢現場｣で参与観察をしたことのある人ならだれでも､｢自分は一体ここで何

をしているのか｣という深刻な問いに直面したことがあるはずである｡｢社会学の

ためなのか｣､｢現場のためなのか｣､あるいは｢自分のためなのか｣｡こうした問い
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に対して､自分なりのなんらかの答えを見つけなければならない｡そうでないと前

に進めない｡その答えの出し方の一つが以上のような問題意識なのである｡｣17

｢参与観察｣に基づく｢現場｣の記録を問題とし､そこには書き手が既存のテクスト

に関与する現場と､それを記述する書き手の役割との｢役割葛藤｣がもたらされる｡関

与と記述にかかわる｢二足のわらじ｣をどのように｢重ね合わせるのか｣について､

｢自分なりのなんらかの答えを見つけなければならない｣のであり､｢そうでないと前に

進めない｣ということになる｡｢自分は一体ここで何をしているのか｣という｢深刻な

問い｣は､書くことが単に書く場面のための目的によって行われるわけではないことを

示している｡

書くことは複数の文化の体系をつなぐ作業であり､そこに｢自己変革的｣な｢対話的｣

なプロセスが見出される｡ここに書くことの｢対話的｣なとらえ方が重要な位置を占め

ることになる｡

4.書くことの｢公理｣

Prior(1998)､Bazerman&Prior(2004)は､特定のジャンルに偏りがちであった

テクスト分析の方法をさまざまな書くことの把握へと拡張する可能性を指摘し､主とし

て対話的なテクストの分析の方法をアカデミック･ライティングに応用している｡

Bazerman&Prior(2004)では､書くことを分析する際に基本的に考慮されるべき点

として次のようなものを挙げている｡

･テクストはどのように我々の注意を様々な対象や関連物に向けるのか

･どのように異なった言語的､修辞的､画像的資源は意味の生成の可能性を作り出す

のか

･どのようにテクスト他のテクストに依拠し､それを用いるのか:どのようにテクス

トは人々の信念や行為に影響するのか

･どのように人はジャンル(テクストの明白な型)を認識し､理解し､作り出すのか

(特定のタイプのテクスト)

･どのように人はテクストを作り出すことを日常的に行うのか､そして

･どのように行為の社会システムはテクストの特定の種類に依拠し､それを推進する

のか18

これらの点について､続けて次のように述べている｡

｢これらの問いは､テクストが何を意味するかというよりも､テクストは何を為す

のか､テクストはどのように意味を成すのか､ということに焦点を当てている｡こ

うした問いは､すべてのテクストのタイプに関連する｡つまり､特定の学問的専門

性において､伝統的に特権を与えられてきたテクストについてのみではない｡
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(省略)研究者にとって､談話分析はコミュニケーションの実践を通して､社会

的アイデンティティや制度､基準が確立され､交渉され､行われることによる意味

と同様に､それらの社会的構成のサインを明らかにするようなコミュニケーション

の実践を検討する手段をもたらす｡大学や学校の書くことの教師にとって､談話分

析は､テクストと書くことに関わる日々の言語についての単純でおそらくは混乱し

た分類学を超えていく方法をもたらす｡｣19(※太字は原文､下線は原文斜体)

､2.で取り上げた｢単純でおそらくは混乱した分類学｣を｢超えていく方法｣として

の日常的に書かれたテクストを分析していくことが方向づけられている｡

そうした方法に関連して､Prior(1998)では､基本的に特定の社会的文化的なコミュ

ニティの行為の型という基準に則した方法ではなく､テクストの様々な要素が異なった

次元と関連し､対話的にテクストが構築されるプロセスを強調する｡

｢多くの場合､テクストに由来する語や､アイデアや､テクストの組織の元となる

ような注意深いテクストの実践の分析は､より複雑な実態を明らかにする｡書き手

が､科学的な論文のように､ジャンルの組織と主題の慣例に沿うということは､数

百年にわたって無数の書き手が展開してきたものである｡テクスト中のアイデアは､

多くの他者と彼らのテクストの基本的で特定の影響に基づいている｡いかにして､

一つのテクストにある非常に多くの声のスレッド(発言とそれに対するコメントか

ら成る一連のメッセージ群)を解きはぐすことが可能になるのだろうか?｣20

こうした｢多くの声｣の相互関係から意味生成の実践がなされることをふまえた場合､

書くことは単一のコンテクスで説明することはできないとし､書くことの実践をとらえ

るための3つの基本公理を提示している｡整理してまとめると次のようになる｡

1､書くことは状況という位置をあたえられている｡書くことは､書かれ読まれると

いう歴史的な営みにおいて､生きる時間のその時その時において書かれ読まれるとこ

ろに位置づけられる｡

2､書くことは媒介されている｡書くことは､一個人として行われるのではなく､人

と実践と人工物と制度の織りなす系統発生的､文化一歴史的､個体発生的､部分発生

的な流れの合流である｡

3､書くことは､媒介されることによる主要な帰結として分散されている｡中止､点を

持つようなテクスト､そして転写された出来事は川の急流を流される霧状の液体のよ

うに､もはや自立したものではない｡拡散した霧状の液体のように､今日における書

く行為は､書く行為の社会歴史的な起源のずっと下流にある｡21

この公理は､書くことの学習を議論する上での基本的な視野を提供する｡｢書く｣こ

とは歴史的な営みにおけるその時点の｢状況｣において作り出されるテクストに｢媒介｣

される｢人工物と制度｣の織りなす合流点である｡と同時に､合流点へと向かう流れは
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｢拡散した液体｣のように｢分散｣している｡テクストに媒介された書くという実践は､

書くことの現在という｢状況｣とテクストに媒介される｢分散｣の状態を往復している｡

この｢状況｣と｢分散｣が書くことによる意味生成を構成する｡このように｢状況｣

｢媒介｣｢分散｣によってとらえられる書くことを｢読み書きの活動(1iterate activity)｣

と呼んでいる｡

｢読み書きの活動｣は､｢読むことと書くことの行為の空旦据えられるのではなく､

テクストを作り出すことによって強く動機づけられ媒介されるテクストの言語の特性に

満たされた生活の文化的な様式として示される｣(※下線部は原文では斜体)22｢書く活

動は､テクストが作り出され､交換され､用いられるというプロセスだけではなく､人､

人工物､実践､制度､コミュニティが形作られ再編されるという連続性のある社会文化

的なプロセスの一環である｡｣テクストに媒介されたプロセスー環に関わる書き手とは､

｢仲介者｣としての役割をもっとしている｡23以上の議論をふまえ､書くことのとらえ方

について次のように述べる｡

｢コミュニケーション､学習､社会化､社会の枠組みの相互関係にのみ目を向ける

ことはできない｡むしろ､コミュニケーション､学習､社会化､社会の枠組みは同

列であるという事実に取り組まなければならない｡書く活動は､テクストが作り出

され､交換され､用いられるというプロセスだけではなく､人､人工物､実践､制

度､コミュニティが形作られ再編されるという連続性のある社会文化的なプロセス

の一環である｡しかし､この認識は新たな問題へと導く｡書くことが社会歴史的に

位置づけられ媒介され分散する活動と見なされる場合､転写とテクストとしての書

くことよりもさらに根本的な仮定､作者としての書き手､仲介者という仮定に向き

合うことになる｡｣24

ここに､書くという行為を中心として､｢分散｣する複数の次元の相互作用に基づき､

複数の文化的､社会的な意味体系を構築する対話的なプロセスが見出される｡｢状況｣

とは､単に活動のための条件ではなく､テクストが作り出されることにおける｢分散｣

の再構成のはたらきであるということが重要である｡この基本公理をふまえ､テクスト

が作り出される｢状況｣としてのコンテクストと多元的な｢分散｣という複数性をもっ

たコンテクストのネットワークの｢仲介｣としてテクストの構築による意味生成の実践

としての書く活動をとらえることになる｡

5.まとめと課題

専門的なライティングに関する議論を検討することを通して､特定のジャンルによる

書くことの学習とは､一定の社会的､文化的コミュニティに適応し参加していくという

側面を基本としつつ､そのプロセスには複数の意味体系をつなぎ合わせる対話的プロセ
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スが関わっており､それは主として｢書く｣ことにおける複数の次元の相互作用に基づ

く対話的なプロセスを通して遂行されるということを確認した｡対話的なプロセスは､

書くことが行われる｢状況｣を中心としつつ､｢分散｣する複数の次元を｢媒介｣する

ことにより実現されていくものであり､そうした枠組みにおける｢自己変革｣が書くこ

との学習の側面として位置づけられることになる｡また｢対話的｣なプロセスにおける

複数の次元を媒介するテクストを作り出すところには､双方の｢境界を問題化し､新た

な接合を生み出していくことが必要｣25になると考えられる｡｢自己変革｣はこうしたテ

クスト､ディスコースの概念に沿って具体化され明確に議論されていくことになるだろ

つo

｢作成活動の追跡｣という書くことの学習指導の考え方には､既存のテクストの位置

づくコミュニティへの関与とともに､書き手がテクストを作り出す文脈の関わりが認め

られる｡専門的なライティングの場合と､教室における書くこととの学習の場合とを区

別しつつも､談話コミュニティと書き手の文脈との関わりについて対話的なテクストの

構築の観点を据える必要がある｡作者の作成のプロセスの理解､ならびに書き手の表現

活動についてとられてきている方法を検討しつつ､複数のコミュニティと表現活動の文

脈との相互関係について､研究の方法ならびに具体的な考察を行っていくことが課題で

ある｡
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