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【実践報告】 

文化を批判的に教える 

―久保田（2008;2011）の４Ｄアプローチをもとにした実践から 1― 
Teaching Culture Critically: 

A Practice Based on 4D Approach Proposed by Kubota (2008; 2011) 
 

瀬尾 匡輝 茨城大学 

   Masaki Seo  Ibaraki University 
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１．はじめに 

 筆者は，自身が所属する大学の日本語教師養成プログラム 2で「日本語教授法 I」の科目を

担当している。科目では，所属大学の海外協定校の日本語学習者に遠隔で日本語を教えたり，

日本文化を紹介したり，所属大学の留学生に対して日本語を教えたりする活動を通して，実際

に日本語学習者と接しながら日本語教授法を学べるようにしている。そのなかで，筆者は学生

たちが日本語学習者とのやりとりで「日本人らしさ」を誇張して伝えてしまっているのではな

いかと感じることが多々あった。例えば，ある日本語学習者が「日本人は感情をコントロール

している」と発言したことに対して，日本人学生が「それがなければ日本人としての心はなく

なってしまう」と「日本人」を固定化して語り，学習者の本質主義的な文化観がさらに強化さ

れてしまっていることがあった（瀬尾・瀬尾 2019）。だが，日本国内にも性別や地域，世代，

社会・経済・政治的立場などによる多様性が存在し，それらは時代によって常に変化し続けて

いる（久保田 2015）。そして，日本人や日本文化を固定的に捉えて指導することは，学習者に

ステレオタイプを植え付けてしまうことにもなりかねない。特に，熊谷（2008）が指摘するよ

うに，日本語や日本文化との接触場面の少ない外国語環境下では目標言語に対するステレオタ

イプの構築が問題となり，教師や教科書がさらにそのステレオタイプを助長してしまう可能性

もある。筆者自身も久保田の論文を読むまでは，日本文化を固定的に捉えていたところもある。

事実，「日本では」や「日本人は」ということばを無意識に使ってしまうこともあった。だが，

日本国外で日本語を教えていくなかで，熊谷が指摘するような，教師が学習者に日本語や日本

文化に対するステレオタイプを植え付けたり，学習者が持つステレオタイプを助長させたりし

ているのではないかという問題意識を強く持つようになった。そして、教師によるステレオタ

イプの助長を防ぐには，教師教育の場で，日本語の授業で文化をどのように扱うべきかを議論

する必要があるのではないかと思い至った。そこで，筆者は自身が担当する「日本語教授法 I」

で，久保田（2008; 2011）が提唱する４Ｄアプローチを用いた日本文化紹介を受講生に行って

もらい，本質主義的文化観を乗り越えた文化紹介ができるようになることを目指した。 

 

２．文化を教えること 

久保田（2015）は，言語教育の現場では文化が本質主義的に捉えられ，指導されてしまう傾

向があることを指摘している。ここでいう本質主義とは，「ある集団の特徴を固定的に捉え，
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その本質は普遍であると見なす」（久保田 2015:p.xiii）ことである。日本語教育において日

本文化を本質主義的に解釈することは，1960年代以降，以下のような特徴を持つ「日本人論」

をもとに広がったと考えられている。 

 

（１） 日本文化は行動様式，社会組織，思考，言語使用，自然，四季，などのすべての面

で独特である。 

（２） その独特性は「日本＝単一民族」の言説に見られる同質論と，「日本文化＝和の精

神」に見られる同調論に代表される（杉本・マオア 1987）。 

（３） さらにその独特性は，間接表現，曖昧さ，沈黙，非論理性，以心伝心，察し，控え

め，などコミュニケーションスタイルにも表れている。 

（久保田 2011:p.32） 

 

しかし，1990 年代以降ポストモダンの流れから，日本文化を本質主義的に捉え指導するこ

とは批判的に考えられるようになった（詳しくは，三代 2015）。なぜなら，本質主義的文化観

では，文化内の多様性に目を向けることができず，「日本文化」や「日本人」をステレオタイ

プ的に捉えてしまうことになりかねないからである（細川 2000）。さらに，久保田（2015）は，

本質主義的文化観が，「社会的に優勢な集団が政治的・経済的利益を得るのに有利な言説」

（p.164）となっていたり，「支配や抵抗という政治的な目的を達成するために様々な方法で利

用されてい」（p.165）たりしていると指摘し，教師は文化を教える際にもこれらの政治的な意

図に加担しないようにしなければならないとしている。久保田（2008;2011）はこれらの問題

意識のもと，教師が文化を教える際に指針となる概念として，以下の４つの D を掲げた。 

 

① 文化を規範的でなく記述的（descriptive）に理解する。 

② 文化内の多様性（diversity）に注目し，ディアスポラや雑種性などの概念を取り入

れる。 

③ 流動的（dynamic）な文化の性質をとらえることによって文化的慣習，産物，思考を

歴史的文脈に置いて解釈する。 

④ 文化は言説的 （discursive）に構築されていることを認識する，つまり文化に関す

る知識は言説によって作り出されているという考え方で，意味の多重性を認識し，

文化に関する定義には権力関係と政治性が関わっているという理解である。 

（久保田 2008:pp.160-161） 

 

４D アプローチでは，日本人論に見られるような普遍的・本質主義的な日本文化観は批判的

に捉えられ，日本文化の多様で流動的な側面，そしてそれがときに政治的に作り出されている

ことに目を向けることの必要性を説いている。本実践では，日本語教育学を学ぶ受講生がこの

４D アプローチを学び，そしてそれを参考にしながらアメリカの協定校の日本語学習者に対し

て日本文化を紹介することで，本質主義的文化観を乗り越えた文化紹介ができるようになるこ

とを目指した。 

 



⼤学⽇本語教員養成課程研究協議会論集 19（2021）ISSN 2186－5825 

 
 

18 

３．実践の概要 

本実践は茨城大学の日本語教育プログラムの必修科目「日本語教授法 I」で 2018 年度後学

期（2018年 9月～2019年 2月）に行った。本科目は，プログラムを履修する人文社会科学部

と教育学部の学生 11名が受講した。 

本実践は全 15回ある科目の第７回目，第８回目，第９回目の授業で行った。受講生たちは

まず久保田（2008;2015）を宿題として読んだ。そして，第７回目の授業で筆者が「文化を教

えること」の講義を行い，受講生たちは４D アプローチを用いて文化を批判的に教えることを

学んだ。第８回目の授業では，『初級日本語 げんき I3』の文化紹介をグループで批判的に検討

したうえで，アメリカの協定校の日本語初級学習者に向けた 10分間の文化紹介をグループで

考えた。その後，第９回目の授業で協定校の学生に向けた文化紹介をオンライン上で行った 4。

表１に実践の手順を示す。 

 

表１ 実践の手順 

①授業外 久保田（2008;2015）を読む 

②第７回： 

2018/11/2 の授業 

1. 「日常生活マナークイズ 5」に答え，日本国内にも多種多様な考え方があることを理解する 

2. 筆者による「文化を教えること」の講義 

3. 活動の説明 

③第８回： 

2018/11/9 の授業 

1. グループで『初級日本語 げんき I』の文化紹介を批判的に検討する 

2. グループで 10 分間の文化紹介を考え，準備する 

④授業外 文化紹介の準備をする 

⑤第９回： 

2018/11/30 の授業 

アメリカの協定校の日本語初級学習者に対して，オンラインによる文化紹介を英語で行う 

⑥授業外 最終レポート 6の執筆（2018 年 12 月 12 日提出） 

 

 文化紹介では４つのグループに分かれ，それぞれが教科書にある「Culture Note」から「日

本の家」（p.101），「家族の呼び方」（p.184），「日本の伝統文化」（p.226），「お正月」（p.264）

を選び，紹介した。グループのメンバーは，学部ができるだけ重ならないように筆者が調整し

た。このようにメンバーの学部が重ならないようにしたのは，筆者自身のこれまでの経験から，

人文社会科学部と教育学部の学生が互いに学び合っている姿を見てきたからである。教育学部

の学生はレッスンプランの作成や教室活動の運営方法を，人文社会科学部の学生は普遍的・本

質主義的な文化観を批判的に捉えることをそれぞれの学部の授業で学んでおり，それらを互い

に共有し，本実践を通してともに学び合ってほしいと願った。 

 
４．実践の流れ 

本実践は，筆者が受講生たちの同意を得て，ビデオ撮影を行った。本節では，映像データを

文字起こししたものと受講生が記した最終レポートをもとに，実践の流れを紹介する。なお，

本稿の公開にあたり，該当する受講生に原稿を確認してもらい，映像データを文字起こしした

ものと最終レポートの内容，授業での写真を掲載することの了承を得た。また，写真に顔が写

っている学生には，モザイクなどの加工処理が必要か確認したところ，そのままの掲載を希望
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したため，加工は特に行っていない。 

 

４．１．②第 7回：2018/11/2 の授業 

 受講生たちは，この日の授業までに宿題として４D アプローチについて書かれた久保田

（2008;2015）を読んできた。しかしながら，これらの論文は学部生にとっては難しいもので

あり，読んだだけでは４D アプローチについて十分に理解を深めることはできないと筆者は考

えたため，「文化を教えること」の講義を行った。講義ではまず，インターネット上に公開さ

れた「日常生活マナークイズ 5」を Googleフォームを用いてオンラインアンケートにし（写真

１），受講生に答えてもらった。 
 

 

写真１ 「日常生活マナークイズ」の一部 

 

 クイズに答えた後，受講生たちはグループに分かれて，それぞれがどの回答を選んだのかに

ついて話し合った。そして，受講生が選んだ回答の結果をクラス全体で共有し（写真２），同

じ日本人でも回答が一緒ではないこと，つまり日本国内にも多様性があることを筆者は次のよ

うに伝えた。 

 
筆者： これはマナーですけれども，みんながみんなその通りにやるわけではないです

よね。例えば，コーヒーのスプーンの混ぜ方とかいろいろそれぞれのやり方があ
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るわけで。で，何が言いたいかというと，これはいわゆる日本のマナーと呼ばれ

るものなんですが，マナーに関してもみんなバラバラですよね。【中略】みんな

個人でバラバラに行動したりしている現状があるなかで文化を教えるとはいっ

たいどういうことなんでしょうか。このことについて今日はみんなで一緒に考

えていきたいと思います。 

 
写真２ 日常生活マナークイズの回答結果の一部 

 
 そして，本稿の 2節「文化を教えること」で述べたような，日本人論をもとにした本質主義

的文化観がどのように日本語教育の実践に表れているのかを久保田（2015）をもとに説明した

うえで，文化を本質主義的に紹介することで日本語教育の現場にどのような問題を生じさせる

のかを熊谷（2008）の教室エスノグラフィーの例を用いながら述べた。そして，そのうえで筆

者は教科書を批判的に読むことの重要性と本実践の目的を次のように受講生に伝えた。 

 

筆者： 何が問題かというと，教科書は学習者にとっては力を持った存在なんですけれ

ども，そのなかで学生が「あれ？」って思っていても，先生が「教科書にそう書

いていますよね」と言ってしまうと，学生も「あーそうなんだ」と思ってしまう

わけです。つまり，教科書が示すステレオタイプを教師が助長してしまっている

ことになっているんです。熊谷先生も言っていますが，教科書の絶対的な力を否

定することは難しいですけれども，教科書そのものを批判的に見る必要がある

のではないかなと思います。なので，みなさんに今回やってほしいことはそうい

うことなんです。日本文化は１つではないですよね。だから，教科書の文化紹介

を批判的に読んで，その１つじゃない文化をどうやって教えればいいのかを考

えて，そして，それをアメリカで日本語を学んでいる学習者に紹介してもらいた

いと考えています。 

 

 その後，アメリカの協定校の学生に向けて日本文化の紹介を英語で行うという課題を受講生

に伝えた。そして，受講生たちはグループに分かれ，どの文化を実際に紹介するかを選ぶため
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に，『げんき I』の「Culture Note」を一通り読んだ。時間的にこの日はこれで時間が終わっ

てしまったため，受講生たちには『げんき I』の「Culture Note」を批判的に読み，そのうえ

でどのテーマを協定校の学生に紹介するかを次回までに考えてくるよう伝えた。 

 

４．２．③第８回：2018/11/9 の授業 

 この授業では，受講生たちは協定校の学生に向けて行う文化紹介のテーマをグループで決

め，文化紹介のための準備をした。本節では，「お正月」を題材としたグループに焦点をあて

ながら，実践をふりかえる。本稿でお正月を題材としたグループを取りあげるのは，グループ

の３人が本実践を通して文化を多様的かつ流動的なものとして捉え，紹介しようとしていたた

め，本実践を報告するのに適していると考えたからである。 

 グループの３人は教科書に書かれた文化紹介を読み，教科書に書かれているお正月の過ごし

方は今の若い世代は行っていないと考え，「現代のお正月の過ごし方」を紹介しようと思い至

った。例えば，教科書では，「年賀状を大晦日までに仕上げる」と書かれてはいたものの，親

の世代は年賀状を送り合ってはいるが，自分たちの世代ではスマホで済ませることもあり，若

い世代の行動との間に隔たりがあるのではないかと考えていた。 

 

【グループで話し合っているところに筆者が割って入っていく】 

筆者： （教科書を）批判的に読んでみてどう？ 

学生 C： 年賀状めっちゃおもしろいですよ。うちらの世代がみんな年賀状をどんどん書か

なくなって，（うちらの世代では年賀状が）なくなるんじゃないかというぐらい

の世代なんで，（年賀状の）実物を持ってきて，「これが親が受け取った年賀状で

す」，「これは私が小学生の時に受け取ったものです」，で，「今はこれです」みた

いな感じで SNSを見せたりしたらどうかなって（話し合っていました）。 

 

だが，さらに自分たちのお正月の過ごし方について話し合っていくなかで，年越しそばをい

つ食べるのか，お年玉を誰からもらうのか，おせち料理はどのようなものを食べるのかなど，

メンバー間でもお正月の過ごし方が違うことがわかってきた。 

 

【グループでの話し合い】 

学生 A： お正月っていろいろあるよね。友達の家は初詣に行かないで，朝一でみんなでシ

ョッピングモールに行って，セールに行くらしい。それが毎年のお正月の日課に

なっているらしくて。 

学生 B： それ，おもしろいね。 

学生 A： おせち（料理）を食べない家もありそうだよね。 

学生 C： え，食べるの？ 

学生 A： （私のうちは）なんかお重で作る，みんなで。親戚で集まって食べたりしない？ 

学生 B： うちはする。 

学生 C： 【首を横に振って「しない」というジェスチャーをする】おばあちゃん家はして

るけど，親戚の家は遠いから。でも，うちだと食べきれないんだよ。おせち（料
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理）っておいしくないじゃん？ 食べられないし。 

 

このような話し合いを通して，３人は「現代の日本では…」ではなく，「私の場合は…」と

いう形でお正月の過ごし方を紹介しようという結論に至った。 

 

【グループでの話し合い】 

学生 C： じゃ，家によって違います。「私のうちでは…」，「私のうちでは…」みたいな感

じで紹介したらいいんじゃない？ 

学生 B： あー，それいいね。   

 

４．３．⑤第９回：2018/11/30 の授業 

アメリカの協定校とのオンラインによる交流授業は，当初は Zoomを用いて双方向的に行う

予定であった。しかしながら，2018年 11月 4日にサマータイムが終了していたにもかかわら

ず，その時差を考慮することを忘れていたため，協定校の大学の授業時間内に交流をすること

ができなかった。15 分間だけ時間を確保することができたため，双方の大学の学生が自己紹

介をした 7（写真３）。 

 

 

写真３ ZOOM による交流の様子 

 
協定校の授業時間内に文化紹介を行うことができなかったため，紹介はビデオ録画したも

のを YouTube にアップロードし，そのリンクを協定校の学生に送り，後日視聴してもらった

（写真４）。 
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写真４ 文化紹介を録画している様子 

 

 「お正月」を題材にしたグループは，単にパワーポイントを作成し，一方的に説明するので

はおもしろくないと考えたことから，各々のお正月の過ごし方をビデオにまとめ，それを上映

する形で紹介することにした。 

 

【学生 Bの最終レポートからの抜粋】 

今まで何かを紹介するプレゼンテーションは何回かやったことがありましたが，日本人で

はなく，日本に興味のある外国の人を相手に発表するということで，動画を用いての発表

にしてみました。パワーポイントを使用して，淡々と説明するよりも，動画のほうがわか

りやすく，楽しんでもらえると考えました。 

 

 ビデオでは，大晦日，初詣，おせち料理，年賀状，お年玉に対してそれぞれがどのように考

え，行動しているのかを伝えた。例えば，以下はかれらの大晦日と初詣の紹介を文字起こしし

たものである。 

 

【ビデオ】 

【タイトルスライド】（写真５） 

大晦日 

年越しそばを晩御飯に，あるいは晩御飯の後に食べます。そばを食べることは日本の

伝統的なスタイルです。【英語で書かれている】 
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写真５ 大晦日のタイトルスライド 

 

ビデオでは，様々な年越しそばの写真をスライドショー形式で BGMとともに紹介して

いた。そして，最後に「Cさんの年越しそば」というテロップが入り，Cさんがカップ

そばを食べている様子が映し出され，C さんが「うまいっす」と発言して，ビデオは

終わった。 

【説明】 

グループのメンバーがビデオを止め，Cさんが次のように説明をした 8。 

 

私の場合はこのビデオのようにカップそばを食べます。ビデオの最初の写真にあっ

たような伝統的なスタイルの年越しそばを食べる人もいますが，私たち家族はそば

を作るのが面倒なので，年越しそばとしてカップそばを食べます。 

【ビデオ】 

【タイトルスライド】（写真６） 

初詣 

家の近くの神社に行き，神様に昨年のことを感謝したり，幸せで平和な年にしたいと

願います。【英語で書かれている】 

 

写真６ 初詣のタイトルスライド 

 

「Aさんの初詣」のテロップとともに，12 時 10分を指した時計が映る。そして，Aさ

んが「あ，もう 12 時だ。初詣に行かないと」と述べ，その後 Aさんが初詣をしている

写真が挿入される。次に，「Cさんの初詣」というテロップが入り，「ああ，もう 11 時

か。そろそろ行くか」と Cさんが部屋を出ていく姿が映し出される。そして，「怠け過
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ぎる人」というテロップが入り，Bさんが一日中ソファーに寝そべり，「結局は初詣に

行かなかった」とテロップが入る。 

【説明】 

ビデオを止めて，Cさんが次のように説明をした 8。 

 

私の場合は，年を明けてすぐに行くと，寒いし，人が混んでいて，列に並ばなけれ

ばいけないので，翌日の昼のすいている時間に行くようにしています。 

 

このように，初詣では，新年が明けるとすぐに初詣に行くという者がいる一方で，深夜は寒

く，人が多いので，元旦の昼に初詣に行くという者，そもそも初詣には行かないという者など

多様な正月の過ごし方があることを紹介していた。 

だが，自分たちのことだけを話してしまうと，一部の人の意見や行動に偏ってしまうと考え

たかれらは，親の行動についても言及することにした。例えば，年賀状を，次のように紹介し

ていた。 

 

【ビデオ】 

【タイトルスライド】（写真７） 

年賀状 

新年のはがき。家族や友達，職場の人に送る【英語で書かれている】。 

 

 

写真７ 年賀状のタイトルスライド 

 

ビデオでは，まず Bさんが年配の人に扮して年賀状を書いている様子を映し出し，年

賀状を友達や職場の人に送ったり，毎年たくさんの人から受け取っていたりしている

と述べた（写真８）。そして，次に Cさんがソファーの上に寝そべって友達に LINEで

新年のあいさつをしている姿を映し出した（写真９）。 
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    写真８ 年賀状を書く様子        写真９ 年賀状を LINE で送る様子 

【説明】 

ビデオを止めて，Cさんが次のように説明をした 8。 

 

私の場合は，年賀状を送るのが嫌いで，友達には LINEなどの SNSで「あけまして

めでとう」のメッセージを送ります。でも，両親は毎年年賀状をたくさん送ってい

ます。 

 

このように，C さんは，自分は LINE で新年のあいさつを送るため年賀状は送らないが，両

親は年賀状をたくさん送り合っていると伝えていた。Cさんは自分以外の多様な行動にまで言

及することは久保田の４D アプローチを知らなければ行わなかっただろうと最終レポートで

述べていた。 

 

【学生 Cの最終レポートからの抜粋】 

「年賀状」の紹介において，久保田さんの４D アプローチを活かすことができた。私は，

年賀状を書かずに SNS で「あけましておめでとう」というメッセージを送るだけだと紹介

した。それに加え，「自分の両親は年賀状をたくさん送り合っているので，若者，特に携帯

電話を所有している人が年賀状を送る機会が少ないのだろう」とも紹介した。私の場合の

話なので，両親を例にして規範的な表現を使うのはあまりよくないかとも考えたが，私た

ちの場合の紹介だけでは年代が大学生という若者に偏ってしまうと考え，両親を例にした

自分の考察という形で紹介した。こうすることで，若者のみならず，親世代にまでイメー

ジを膨らませることができるようになっただろう。これは久保田さんの４D アプローチを

知らなかったらここまで考えることができなかったことである。 

 
５．実践のふりかえり 

 お正月を題材としたグループの３人は，久保田の４D アプローチを学び，他の受講生と話し

合うことで，文化を多様的かつ流動的なものとして捉えようとしていた。そして，「日本人と

は」や「日本の若者は」というような規範的な説明ではなく，「私は」という観点から文化紹

介を行っていた。 

 

【学生 Bのレポートからの抜粋】 

グループのメンバーと話し合っていく中で，日本人の中でもお正月の過ごし方に様々なパ
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ターンがあることがわかってきました。例えば，「年越し蕎麦は夕食として食べるのか，そ

れとも夕食の後に食べるのか」，「おせちは誰とどのようなスタイルのものを食べるのか」，

「お年玉は誰からいくらもらうのか」です。そこで，教科書に沿った見本の動画を流すだ

けでなく，それに，自分たちのお正月の過ごし方の動画を加えて実際の様子を知ってもら

えるような形にしました。 

 

【学生 Cのレポートからの抜粋】 

文化紹介の際には「現代の日本では，〇〇」ではなく，「私の場合は，〇〇」という表現を

使ってこのアプローチを活かすことにした。この結果，「文化を規範的ではなく，記述的

（Descriptive）に捉える」というアプローチも活かすことができたと考えられる。 

 

【学生 Aのレポートからの抜粋】 

現代の日本は変化しているしどれを「日本の文化」として紹介するのが正解なのか，難し

いと感じた。「これ」と断定することはできないため，日本の文化として知られているこ

とを 「今はこういうこともあるよ，私の場合はこうだよ。」ということを少しずつ伝えて

いくことが大切なのではと考えた。 

 

 このように，３人は４D アプローチを用いて，文化を記述的（descriptive）に理解し，文

化内の多様性（diversity）に注目し，流動的（dynamic）に文化の性質を捉え，文化を紹介し

ようとしていた。しかしながらその一方で，久保田の４つ目のDである「言説的（discursive）」

を理解することは難しかったという。 

 

【学生 Cのレポートからの抜粋】 

4Dアプローチの中で最も意識できなかったことがこの 4つ目の視点「文化が言説的に構築

されているという認識」である。 

 

【学生 Aのレポートからの抜粋】 

久保田は文化の中の多様性の考察は，学習者を政治や歴史の理解に導くことができると述

べているが，私たちはそのような領域まで学習者の理解を深めることができなかった。 

 

 そして，「日本の家」，「家族の呼び方」，「日本の伝統文化」，「お正月」の４つの文化紹介に

おいて，文化が「言説的」に構築されているという観点にたって説明しているものはなかった。

本実践では，4.1節「②第 7 回：2018/11/2 の授業」で述べたように，文化の多様性や流動性

については例を交えながら説明をすることができていたものの，言説については十分に説明す

ることができていなかった。次回以降の実践では，受講生にとってわかりやすい説明や例を提

示する必要があるのかもしれない。また，この点について，活動後の受講生とのやりとりでも

っと深く話し合うことができたのではないかとも考えている。例えば，学生 Cは最終レポート

で次のように述べている。 
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【学生 Cのレポートからの抜粋】 

最後に全体を通して，「文化」を伝える際には偏ったもののみを伝えるのではなく，より現

実的なものを伝えるためには，久保田さんの言うような４D アプローチが大切であると感

じることができた。この活動を通して，自分が見る，学ぶ他国の文化ももしかしたら伝統

的できれいな部分しか述べられていないかもしれないと改めて感じた。一方で，伝統的き

れいな部分の文化を伝えるべき状況もあるだろう。例えば，訪日外国人に向けた観光地の

アピール（PR広告など）が挙げられる。京都などの観光地に行って，「日本にはこういう文

化がありますが，実際はそこまで浸透していないです」などと言われたら興ざめだろう。

このように，日本文化を学ぶ/見る人々の需要は人それぞれであろう。学習者（日本文化を

知りたい人）の需要に合わせて，伝えていく必要もあるのではないかと感じた。久保田さ

んの４Dアプローチは，日本文化を学問として学ぶ人に向けて，日本語教師が持つ視点とし

て最適だといえるだろう。 

 

 学生 Cは 4Dアプローチに基づいて文化を紹介することは，「きれい」な日本文化のイメージ

を持つ日本語学習者に対しては「興ざめ」させてしまうのではないかと危惧し，４Dアプロー

チは日本文化を学問として学ぶ人には「最適」だが，訪日外国人などの旅行目的で訪れる人に

は必要がないのではないかと述べている。しかしながら，このように日本のよさを PRするた

めに日本文化を紹介することは，久保田（2015）が指摘するように，「社会的に優勢な集団が

政治的・経済的利益を得るのに有利な言説」（p.164）として利用されているようにも感じられ

る。本実践では，受講生たちは最終レポートを執筆することで活動を終えているが，受講生た

ちとこのような点についてさらに話し合う時間を設けることで，より深い学びへと結びつける

ことができたのではないだろうか。 

 
６．おわりに 

 本実践では，日本語教育学を学ぶ大学生が久保田の４D アプローチを学び，それを参考にし

ながらアメリカの協定校で日本語を学ぶ初級学習者に対して日本文化を紹介した。そして，そ

のことを通して，本質主義的文化観を乗り越えた文化紹介ができるようになることを目指し

た。結果，受講生は文化を記述的（descriptive）に理解し，文化内の多様性（diversity）に

着目し，流動的（dynamic）な文化の性質を捉え，文化紹介ができるようになっていた。だが

その一方で，文化が言説的（discursive）に構築されていることを認識することは十分にはで

きておらず，それを反映させて文化を紹介することはできていなかった。だが，受講生とのや

りとりから，言説に対する萌芽的な気づきもあった。今後は，言説についてのより詳細な説明

を活動前の講義部分に取り入れたり，文化紹介後にふりかえりの話し合いの時間を設けたりす

るなどして対応していきたいと考えている。また，本稿では，お正月を題材にしたグループの

３人の分析に留まっているが，今後は「日本の家」，「家族の呼び方」，「日本の伝統文化」を扱

った他のグループの学生の文化観の変容を考察し，題材とするテーマによって４D アプローチ

の扱いやすさに違いがあるかなど分析をしていきたい。 
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注 

（１） 本稿は，第 52回日本語教育方法研究会（2019 年 3月 23 日）で行ったポスター発表「文化を批

判的に教える―日本語教育副専攻課程における実践から」を加筆・修正したものである。 

（２） 茨城大学日本語教育プログラム。茨城大学全学教育機構国際教育部門が人文社会科学部及び教

育学部と連携して開講している。法務省による日本語教育機関の告示基準（平成 29年 8月 1日

施行）の第 1条第 1項 13 号及び「日本語教育機関告示基準解釈指針」に示された「日本語教育

機関における教員の要件」（平成 29 年度 4 月以降入学者から適用）を満たす教育課程である。

プログラムの修了には，26単位（必修科目 12単位，選択科目 14単位）が必要であり，本稿で

紹介する「日本語教授用 I」は必修科目の２単位として開講されている。プログラムの詳細につ

いては，ホームページを参照のこと。 

http://cge.lae.ibaraki.ac.jp/education/index.html 

（３） 『初級日本語 げんき I （第 2版）』ジャパンタイムズ 

（４） 協定校とのオンラインによる実践についてはシャカル・池田・瀬尾（2020）を参照のこと。 

（５） http://opi-rina.chunichi.co.jp/special/otona-manners04.html を参考にオンラインアンケート

を作成した。 

（６） 最終レポートは，リフレクションとして A4用紙 2ページ程度で，①文化紹介でうまくいったと

思ったところ，②文化紹介で改善が必要だと思ったところ，③４D アプローチをどのように取

り入れることができたのか，について書いてもらった。 

（７） 11 月 30 日の交流会までに双方の学生はペアになり E メールによる交流活動を行っており，互

いに顔を合わせられる機会とはなっていた。 

（８） Cさんが英語で話したものを筆者が日本語に訳した。 
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