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要旨 
 
日本における日本語教育においても，学習者オートノミーを意識した実践や学習者

がオートノミーを発揮できる場所が増えてきている。しかしながら，数多くの日本

語学習者は，そのような恵まれた環境にはいない。現在の課題は，日本語学習者

が，学習者オートノミーを発揮して，場所や人，組織やメディアなどのリソースを

どのように使って学習の場に作り替えているのかを記録することだろう（Reinders & 
Benson, 2018）。筆者らは中国で日本のドラマ視聴を続けたあと，来日して，アイド

ルのファン活動を行いながら日本語を使って生活している中国人女性 P さんの

Language learning History（LLH）を作成した。本稿では P さんの LLH を欲望と能

力，自由という学習者オートノミーを構成する 3 つの要素（Huang & Benson, 2013）
から分析する。彼女は，教室での学習活動を，自分の日本語学習と関連づけること

ができなかった。一方，アイドルのファン活動に参加するという欲望を叶えるため

に，自らの能力（ability）を発動させ，周囲のリソースを上手に利用して，学習環境

を作り出していた。最後に日本語教師たちが学習者オートノミーを発揮して教室外

で学んでいる学習者のことを知り，尊重する必要性について述べる。 
 

キーワード：教室を越えた言語学習，アイドルのファン活動，日本語学習者，学習

者オートノミー，言語学習ヒストリー 
 
In Japanese language education in Japan, it has become increasing common for learners to 
learn autonomously outside the traditional classroom. One current challenge in the field of 
studying language learning in Japan is to document how Japanese language learners are using 
resources such as places, people, organizations, and media as learning tools and assess how 
they are using these tools to learn autonomously and exercise learner autonomy (Reinders 
and Benson 2018). In this paper, we present the language learning history (LLH) of a Chinese 
woman who mainly learned Japanese by watching Japanese TV dramas in China and came to 
Japan to live, using Japanese in her daily life while engaging in fandom activities related to 
Japanese idols. Examining her LLH in terms of the three components of learner autonomy 
(Huang & Benson, 2013)—desire, ability, and freedom—we found she had a hard time 
finding relevance in her Japanese language classroom activity but used Japanese extensively 
in her fandom activities and daily life. Put another way, she estimated the resources around 
and created a learning environment for herself by participating in fandom activities and daily 
life. In the final part of the paper, we discuss the need for Japanese language teachers to 
recognize learners who are learning outside the classroom and respect and encourage their 
autonomy. 
 
Keywords: Language learning beyond Classroom (LBC), Idle fandom activity, Japanese 
language learner, Learner Autonomy, LLH 
  



           ポップカルチャーファンの LLH からみる教室外の⾔語学習 

JASAL Journal Vol. 3, No. 1, July 2022  

 

81 

 近年，教室外で行われる自律的な学習に，日本の言語教育者らが目を向けてい

る。例えば，複数の大学がセルフ・アクセス・センターを設け，カリキュラムの中

で自律的な学習機会を提供しており（中井, 2018; 瀬井, 2020），環境と学習者の相

互作用が促進するようにデザインされた場まである（マーリー＆宇塚, 2021）。ま

た, 多くの日本語学習者が様々なテクノロジーやポップカルチャーを利用して, 教室

外で日本語を学習している様子が明らかになっている。欧（2014, 2016）や範・平野

（2014）は, 中国の日本語専攻の大学生たちが, 学習者オートノミーを発揮しながら

多様なストラテジーを使って,ドラマを日本語学習に役立てている様子を描いた。ま

た, 教室の学習と並行させて SNS を使ったり（欧, 2021）, インターネットの動画投

稿サイトを使ったりして学習を行っている例も紹介されている（池田, 2016, 2017; 

瀬尾＆山口, 2014）。 

教室外の自律的な学習に目が向けられるようになった理由は，テクノロジーの発

達にあると言われることが多い（青木, 2016; 欧, 2021）。しかし，日本語教育学に

限れば，多くの，特に海外の学習者が日本のポップカルチャーへ強い関心を持って

おり（国際交流基金, 2020），学習者の興味関心を従来型の教室活動にどのように組

み入れればいいのか苦心している教師もいる（中山, 2016a）。多くの関係者が，学

習者が属したいと考えている imagined community（Norton, 2001; Pavlenko & Norton, 

2007）を無視して教室を運営することの難しさを実感しているのではないか。現在

必要なことは，教師の目にふれる機会が少ない教室外の言語学習について，誰がな

ぜ，どのような魅力を感じて言語学習環境を作り出すのか，そこではどのような物

的・人的リソースが利用されているのか，学習者の emic な視点から描くことではな

いだろうか（Benson, 2011; Reinders & Benson, 2017）。 

 第一筆者である森は，AKB48 のファン活動の中で，P さんという中国人女性と出

会った。P さんは，在日 6 年目，東京の飲食店で働いている日本語ユーザ 1（村端＆

村端, 2016）である。中国にいるときから日本のドラマが好きで，日本語学校にも通

った経験を持つが，自分の日本語の上達に役立ったのは，主に中国で見ていた日本

のドラマと日本に来てから行った AKB48 のファン活動だと言う。P さんは，教室外

のファン活動が, なぜ, どのように自分の日本語上達の役に立ち，教室での日本語学
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習は役に立たなかったと思っているのか。森は P さんの協力を得て，P さんの言語

学習ヒストリー（Language Learning History，以下 LLH）を作成した。 

 本稿では, P さんの LLH を学習者オートノミーの capacity （大きさ／潜在能力）2

は欲望（desire）能力（ability）自由（freedom）が交差する領域に発生するとした 

Huang and Benson（2013）を用いて分析する。ここでの欲望とは「言語を学びたい, 

特定の学習タスクを遂行したいという学習者の意思の強さを指」す（p.9）。能力と

はメタ認知的，メタ言語的なスキルと知識を含めた「学習能力および言語能力」の

ことであり, 自由とは「コントロールが許されている度合い」である。同時に

capacity とは, 学習を個人に関連性のあるもの（relevant）にする能力のことも意味し

ている（p.10）。教室外での学習については，autonomy, self-directed learning, self-

regulated learning, agency, identity など，近似する概念が多く使われ，それぞれの概念

や関係についての議論も行われている（Huang & Benson, 2013; Murray, 2014; Murray 

& Gao et.al. 2011; Toohey & Norton, 2003; Yamaguchi, 2011 など）が，本稿の第一の目

的は，P さんの教室内外の学習体験とそれにまつわる感情や感覚を描くことであ

る。学習者オートノミーの capacity の議論は有益な視点を提供してくれるのではな

いか。以下では，LLH について簡単に紹介し，P さんの LLH を述べた後，P さんの

日本語学習を考察する。 

 

言語学習ヒストリー（LLH）とデータ収集 

 言語学習ヒストリー（LLH）とは，学習者の emic な視点から言語学習を振り返る

ことで得られる伝記的な物語の一つである（Menezes, 2007）。言語学習について豊

かなデータを提供していると言われ，多くの研究者が LLH をデータとして研究を行

っている（Menezes, 2007; Mercer, 2013; Carpenter & Murphey, 2007 など）。LLH のよ

うな伝記的研究には，学習者自らの学習の記憶が感情なども含めて語られる

（Mercer, 2013）。LLH は学習者が自ら書いたものだけでなく，インタビューが用い

られる場合もある（Shoaib & Dörnyei, 2005)。 

LLH の問題点として，あくまでも記憶を構成して作られたものであって，「事

実」とは異なるという指摘がある（Pavlenko, 2001）が，筆者らはこのような実証主
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義的な批判が LLH の価値を減じるとは考えない。LLH を通してわかるのは，本稿

に即して言えば，自律的な学習者としての P さんの歴史であり，彼女の日本語ユー

ザとしての自信を支える，積み重ねられた体験である（桜井, 2012; 中山, 2016b; 

Linde, 1993）と考える。 

調査協力者：P さん 

 中国出身の P さんは，在日 6 年目で，現在，東京で飲食店の店長をしている 28歳

の女性である。来日後，1 年 3ヶ月の間，日本語学校に在籍していたが，教室での

勉強や学習が嫌いだとしばしば話している。現在の彼女の日本語使用場面は，仕事

場，日常生活，日本人の友人との会話，SNSへの投稿，好きなアイドルのイベン

ト，アイドルが出演している番組，SNS などの翻訳作業が挙げられる。筆者（森）

が彼女と初めて出会ったのは AKB48 の握手会だった。そこでは，メンバーと握手

する時間よりも待ち時間の方が長いため，ファン同士で話す機会がある。初めはア

イドルの話をするだけだったが，共通の友人を通して仲良くなり，相談事をした

り，日本語チェックなどの依頼を受けたりするようになった。調査依頼に際して

は，口頭と書面で研究概要を説明し，参加の同意を得ている。 

 

調査方法 

 2020 年 10月，2022 年 5月に筆者（森）が LINE通話を用いてそれぞれ 30 分，15

分の非構造化インタビューを行った。使用言語は日本語である。このインタビューは

録音し，文字起こしを行った。インタビューに加え，P さんの許可を得て，森と P さ

んの LINE のやり取りを参照した。また LLH 作成時に疑問が生じた場合は，その都

度 LINE等を用いて質問をした。LLH は P さんに読んでもらい，内容の確認を行って

いる。以下の LLH では，インタビューを引用した箇所は,（第○回インタビューより），

LINE を引用した箇所は（LINE○月○日より）のように出典を示す。 

P さんの LLH 

P さんが日本語と出会ったのは，日本の「ごくせん」3という学園ドラマをお姉さ

んと一緒に見た時である。初めは，中国語訳の字幕を見ていたが，字幕なしでもっ

と楽にドラマを見られるようになりたいと思った。「毎日ドラマ見て，毎日日本語
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聞いてる」うちに，中国にないものが存在している日本そのものにも興味が湧いて

きた。そして，調べれば調べるほど「日本についてもっと知りたい」「日本に行き

たい」と思うようになった。しかし，両親は日本のことをよく思っておらず，日本

に行くことには反対だった。 

進路選択を迫られる高校３年生になった 2011 年，P さんは日本のアイドル

AKB48 に出会った。中国で見たことがないほどの大所帯で，1 人 1 人が夢に向かっ

て自分のやりたいことをがむしゃらにやっている AKB48 との出会いが，P さんの進

路選択の大きなきっかけになった。 

森：それほどアイドルとの出会いは大きかったということですね？ 

P：進学，大学に行くとか，高校 3 年生，悩んでる時，日本のアイドルと出会い

ましてー。それでなんか，憧れるじゃん。なんか，自分やりたいことやって

る。やりたいことやれて，なんかめっちゃ，心に刺さった。なんで自分やりた

いことあるのに，やらないの？みたいな。 

（第 1回インタビューより） 

この頃は，何をするのか具体的には決めていなかったが，頭の中は「日本に行

く！」ということしかなかった。P さんは，日本に行きたいと思っていることを隠

したまま大学進学をやめて，アルバイトとして働くとだけ親に伝えた。そして，お

金が貯まってからは親には内緒で日本語を学べる塾に通い始めた。塾では，50音，

単語の順に教わった。単語を勉強する段階で，ひらがなを構成している 50音と，ド

ラマで聞いていた日本語が結びつき，周りの人よりとても早く理解ができた。 

森：塾に入塾しました。で，そこで勉強したのは？ 

P：単語。単語勉強したら，周りの人より，めちゃ早く，なんか，できたみたい

な。全然教えてない単語も言えるみたいな。先生は，この中国語のこの，単語

はわかりますか？みたいな。で，わかるじゃん。見てたの，ドラマの中に出て

きたから。出てきて，多分，頭の中にどこか，覚えてて。で，50音勉強したら

そのなんか，あ！これだ！みたいな。で，急に，わかるようになった。 

（第 1回インタビューより） 
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しかし P さんは，文法の授業はあまり理解できなかった。そのうちに，東京の日本

語学校に行く方法を先生が教えてくれた。渡日に必要な資料はすべて自分で用意し

た。お金以外すべて用意した段階で，両親に日本に行くための資金を出してほしい

と頼んだ。両親は，P さんが日本語を勉強していることも，塾に通っていることも

知らなかったため，とても驚いていた。しかし，P さんが真面目に頼むと，両親

は，P さんの行動力と強い意思を見て感心して了承してくれた。 

 P さんは 2015 年 4月に来日し，東京の日本語学校に入学した。日本語のフレーズ

は理解していたが，文法を理解していなかったため，一番下のレベルになった。こ

のクラスでは，中国にいる時の勉強と「全く同じこと」と漢字を習った。人と話す

ことが好きな P さんは，日本語が話したかった。しかし，学校で勉強する時は，日

常会話で必要ないものも習うため，嫌いだった。また，書くことも苦手で，単語を

書く授業や作文の授業は特に大変だった。逆に，ロールプレイなど日常生活に近い

会話の授業は楽しむことができ，このロールプレイで定型文はある程度身につける

ことができた。また，聴解の授業は，ドラマで培った知識で選択問題なら全部わか

った。 

 日本語を聞いて理解することはできても，話すことはできなかったが，P さんは

コンビニでアルバイトを始めた。聞けばわかるので，お客さんに欲しいものを言わ

れた時にはすぐ反応できたが，話せなかった。レジの接客など，最低限必要な言葉

を繰り返し練習し，その言葉だけを覚えて話していた。覚えた言葉以外は話せなか

った。その後もアルバイトを続け，休憩時間などに同じアルバイトの日本人と日常

会話を繰り返すうちに，徐々に話せるようになっていった。 

森：じゃあ話したかった P さんが一番話す場面って,ここまで話せるようなった

のは？ 

P：ずっとバイトしてて，バイトの中に日本人いるしー，休みの時間ずっと，会

話してるから。多分，日々の重ねて，喋れるようになったかもしれないー。 

（第 1回インタビューより） 
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 日本語が少し話せるようになった 2016 年，P さんは中国にいる頃から好きだった

AKB48 の握手券付き CD の抽選販売に当選し，当時人気メンバーであったアイドル

MY さんと握手する機会を得た。しかし握手会は，握手券１枚あたり 10秒と決めら

れており，その間しか会話できない。複数枚購入することもできるが，人気メンバ

ーであればあるほど抽選に当たりづらく，購入できる枚数が少なくなる。また，握

手できる 10秒間も，人気メンバーであるほど厳格に時間が計られ，時間が経過する

と，会話の途中であっても運営の人に退出させられてしまう。そのため，時間内に

伝えたいことを伝えなければならない。P さんはアイドル MY さんと 10秒で何も話

すことができなかった。次の時からは，P さんはまず中国語で言いたいことを書い

てそれを日本語に翻訳し，日本語母語話者にチェックしてもらったものを何度も読

んだり，暗記したりして握手をするようになった。 

森：それで，話せるようになってアイドルのところにも通うようになった？

（中略）もっと喋りたいっていう気持ちもそこで，じゃあ生まれるわけか。 

P：普段の会話さ，ゆっくり喋っても向こう待ってくれるじゃん。で，自分のペ

ース合わせて喋ってくれるじゃん。でも握手会さ，本当に 10秒しかないじゃ

ん。何も喋れないじゃん。あ，もう，あ，で終わった。その後に，話したいこ

とを先に中国語書いて，それで，自分でもう１回通訳して，日本語できる人，

もう 1回チェックしてくれて，握手会する前にずっとこれ，読んで練習して。

で，自分の番来たら，読みながら。全然見えないじゃん。向こうの顔。だから

悔しくて。だから，もっとできるように，なんか見えないように暗記してる。

ずっと暗記してて，その，また一歩成長して。で暗記しなくても，急に思い出

して喋るようにも頑張ってます。 

（第 1回インタビューより） 

 P さんは，MY さん以外のメンバーの握手会にも参加している。日本語が上手に

なったきっかけはアイドル YR ちゃんのおかげかもしれないと言っている。YR ちゃ

んは，MY さんよりは抽選に当たりやすく，握手券を複数枚購入でき，長い時間話

すことができる。 
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P：あ，あのー上手になったのが，YR ちゃんのおかげかも知れない。MY さん

のところが，緊張するから，ちゃんと喋れない。暇だからーYR ちゃんのところ

行って。あ，緊張してなかったから。普通に喋れるから。あそこの方が楽だか

ら，行くようになったんですよ。で，そこで，なんか，思いついた言葉とか，

全部，あの，考えなく話せるからさ。券取れるから時間も長いし。だからいっ

ぱい喋れるからさ。で，そこで，成長したと思います。 

（第 1回インタビューより） 

 P さんは，「勉強が嫌いです。」とよく言い，学校で習ったことや，楽しかった

と言っているロールプレイの授業の内容も，その時は覚えていたが，今は全部忘れ

ている。そのため，自分が日本語を習得したのは，内容が好きで見ていたドラマか

らであって，学校で習ったことで役に立ったのは 50音だけだと感じている。また，

学校の授業は，みんなと同じことを与えられて，課題をやったらそれで終わりだと

感じている。 

森：勉強が嫌いっていうところについて教えてほしいんだけど，嫌いってどう

いうこと？ 

P：任務完了。これを覚えてくださいって言われて，覚えたら，もうそれで終わ

りじゃん。だからやだ。覚えてテスト終わったらすぐ忘れちゃう。 

（第 1回インタビューより） 

 P さんは，１年３か月日本語学校に通った後，2016 年秋から家の近くにあるから

という理由で選んだ製菓の専門学校に 2 年間通った。専門学校にいる時間は「1 日

（長い時間の意味）」であり，AKB48 のメンバーと話すよりも時間が長い。P さん

の通っていた専門学校には，中国人も在籍しており，中国人は中国人で集まってい

た。しかし，P さんはそのグループには絶対入らず，日本人のグループに入った。

専門学校の日本人の友人が会話能力の向上を図ってくれた。 

森：製菓の専門学校にも，中国人いたの？ 

P：学校も中国人いるけど，絶対話しません。日本人のところ行く。中国人と，

中国人しか集まらないじゃん。で，絶対，そこに入らないんです。日本人のと

ころに入るんです。 
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森：みんなは受け入れてくれたの？日本人 

P：や，めっちゃ喜んでくれるよ。みんな可愛い。なんか，たまに，間違いのこ

とも直してくれる。後，や，（私は）とにかくいっぱい喋りたい人なんです

よ。だってさ，言いたいけど，喋りたいけど，出てこないじゃん。これなんで

すかーって言って。もう本いらないですよ。 

（第 1回インタビューより） 

 P さんは，現在 AKB48 ではないグループ H の KK ちゃんにはまっている。P さん

は，グループ H のメンバーが出ているテレビ番組や，ラジオ番組，雑誌など出演し

ているメディアを必ず見たり，聞いたり，読んだりしている。好きな人が言ってい

ることは，全て知りたいと思い，聞き取れない内容や，略語などの知らない言葉は

森に聞いてくることがある。 

森：ん，わからない言葉とか聞いてくるのは何で？ 

P：KK ちゃんの全てが知りたいからさ。KK ちゃん大好きだから。 

（LINE 2021 年 4月 18 日より） 

また，書くことが苦手な P さんだが，Twitter に KK ちゃんに関することをツイート

することがよくある。その際に，間違っている言葉がないか，ツイートする前に日

本語母語話者である森にチェックをよく頼む。その理由は，書き言葉を自分から積

極的に勉強したことがなく，自信がないということと，見てくれる人に自分の言い

たいことがわかるようにしたいからだ。訂正されたところは，その時は直そうとい

う意識を持っている。また，自分の翻訳を中国人の知人に見てもらうこともある

し，たまに自分の過去のツイートを見て自己反省をすることもある。 

P：書きことば，勉強しないから，自信ありません。自分の思いと書いてる内容

違う自信あるからさ。で，見てくれる人にわかって欲しいから。 

（LINE 2021 年 4月 18 日より） 

 P さんは製菓の専門学校を卒業後，飲食店に就職し，仕事を始めてもうすぐ 3 年

になる。今では店長として働いている。P さんは，「日本語を話したい。」「人と

話すことが好き。」ということから，接客業以外したくなかった。ホールは，A さ

ん 1 人でこなしており，日本語で接客している。この飲食店のキッチンの従業員も



           ポップカルチャーファンの LLH からみる教室外の⾔語学習 

JASAL Journal Vol. 3, No. 1, July 2022  

 

89 

外国人だが，その人たちと比べて，P さんはドラマの中の人みたいに話すことが好

きだから，自分の日本語のイントネーションは自然だと思っている。 

 現在でも中国の両親と電話をした際に，中国に帰ってきて欲しいと言われること

があるが，P さんは帰りたくない。中国に帰れば両親がおり，両親の言いなりにな

れば人生楽かもしれない。しかし，人生楽な道を進みたくないと思っている。ま

た，「何歳までに結婚する」などの考えを押し付けられたり，親戚などの周りと比

較する考え方が嫌で帰りたくない。 

 

考察 

アイドルのファン活動がしたい 

 P さんのストーリーの中には，P さんが中学生の頃にドラマを見て日本語を知っ

て以来の欲望（desire）が数多く描かれている。中国では，日本語のドラマを理解し

たい，日本社会を知りたい，日本に行きたいと思っていた。日本に来てからは好き

なアイドルのことを知りたい，好きなアイドルと上手に話したい，好きなアイドル

のことを発信したいなど，ファン活動に関わる数々の欲望によって，両親の反対や

失敗をものともせず，突き進んでいる。 

 これらの彼女の欲望（desire）によって，能力（ability）を発動させて，自らの周

辺にある環境を人的・物的リソースとして，戦略的に用いている。字幕を使う，翻

訳を活用する，暗記する，自分より日本語ができる周囲の人のフィードバックを得

るなど，彼女が用いた学習ストラテジーは数々ある。彼女が能力（ability）を用いて

いる最もわかりやすい例は，人気アイドルの握手会である。P さんは，握手会の限

られた時間の中で伝えたいことを話すことができず，悔しい思いをしていた。彼女

は，ゆっくり話してくれる日常的な会話から，自分の能力を超えるタスクに挑戦し

たことを認識していた。P さんは諦めるのではなく，中国語で言いたいことを書い

ていく，言いたいことを自分で日本語に翻訳する，日本語母語話者に聞く，MY さ

んではなく YR ちゃんというプレッシャーの少ない場所に参加するなどの学習スト

ラテジーを使っていた。 
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 これ以外にも，P さんはアイドルファン活動に関わるタスクを達成するために，

周囲の環境を日本語学習のリソースにしていた。現在では，KK ちゃんについて

SNS で発信するために，P さんは自分が苦手としていた書き言葉にも挑戦してい

る。その方法は，中国人の知人や筆者（森）を利用して内容を確認しているだけで

はなく，過去の自分の言葉を読み返して「自己反省」するなどメタ認知的能力を活

用したものだ。彼女の欲望は，彼女が自律的に日本語学習に取り組む際の核となっ

ている。彼女は「ファン活動に参加したい」という欲望から派生した様々な活動を

行うために，自らの能力（ability）を駆使して，周囲の環境を日本語学習のリソース

に仕立て直している。 

 それでは，P さんの「自由」はどこにあるのだろうか。もちろん，どこでどのよ

うに誰と学ぶのかという選択肢はすべて P さんの手の中にある。それらは彼女が持

っている自由だろう。加えて青木（2011）は，オートノミーを支えるマクロな要素

として，本人が享受できる経済，社会，政治という構造的条件を挙げている。P さ

んの LLH では，両親の期待や中国社会の中の規範的な生き方など，P さんの自由を

妨げる要因が挙げられていた。日本にいる限り，P さんは自分の生き方を貫く自由

を持つことができる。また，自分で稼いだお金をファン活動に使うことができる自

由が彼女にはある。 

上に見たように，彼女は，現在彼女が享受している自由，ファン活動をしたいと

いう強い欲望，そして欲望を叶えるための能力を稼働させて日本語を上達させなが

ら，ファン活動を行っていた。日本語学習という角度から見れば，ファン活動につ

ながる一つ一つの言語学習に関わる行動は，彼女個人との「関連性」があった。P

さんは，学習者オートノミーの capacity を拡大させて日本語学習に取り組んでいた

と言える。 

もう一つの欲望－「話すことが好き」 

 P さんは，インタビューの中で「とにかくいっぱい喋りたい人」「人と話すこと

が好き」と自分のことを評価している。そのことは P さんが接客業を選ぶ動機にも

なっている。P さんの「日本人と話したい」という欲望も，P さんの学習を導いて

いる。アルバイトでは，最初は話せなかったが，継続してアルバイト仲間の会話に
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加わり続けている間に日本語が上達した。また，専門学校では，中国人の輪ではな

く日本人の同級生の輪に入っている。そこでは，周囲の日本人の友人が日常的に誤

用を訂正してくれ，言葉に詰まっても「何ですか？」と聞けば答えてくれた。彼女

の「日本語を話したい」という欲望は，周囲の日本人と相互作用することを促し，

日本人とのコミュニケーションを，日本語を学ぶ環境にしている。そのことは，

「もう本はいらない」と P さんが言うほど満足していることからもうかがえる。 

 一方で，P さんが「話すことが好き」なことは，日本語学校でロールプレイなど

を楽しむことにはつながっているが，日本語学校での勉強を「任務完了」，ロール

プレイの内容も「全部忘れた」と評価しているように，日本語上達とは関わってい

ないと P さんは考えている。「日本語で話したい」という欲望があっても，学校で

の日本語学習を P さん個人に関連性のあるものにできなかったと言うことができ

る。また，P さんが学習をコントロールできる自由度は低く，アルバイトやファン

活動などでは発揮されていた P さんの「能力」が発揮されていない。日本語学校で

は，P さんの学習者オートノミーの capacity は小さなままであった。 

 

まとめと今後の課題 

 本研究では，教室外で日本語を習得したという P さんの LLH から，学習者オート

ノミーを欲望，能力，自由の三つの観点から分析した。P さんは，自分の日本語学

習の目的を明確に持ち，自分の意思を貫く強さがあった。また，周囲の日本人を活

用できる環境にあったことも日本語の上達に大きく関わっているだろう。P さんの

ケースを通して，言語学習を学習者個人に関係づける必要があることが明らかにな

った。P さんのように教室を窮屈に感じ，教室での日本語学習に価値をおかない学

習者がいることをまず教師が認め，それぞれの学習者が，自分の学習者オートノミ

ーの capacity を最大化できるよう支援していくことが，今後必要ではないだろう

か。 

 

注 
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1 村端・村端（2016）は，「実生活の中で，何らかの目的のために，自分が持って

いる言語資源を駆使している人（P.25）を「ユーザ」と呼んでいる。 

2 ここでの capacity とは，容量／潜在能力あるいは大きさの意味だが，議論の混乱

を避けるため，capacity と英語のままで示す。 

3 『ごくせん』は第 1シリーズ 2002 年，第 2シリーズ 2005 年，第 3シリーズ

2008 年に日本テレビ系で放送された学園ドラマである。 
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