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複数の言語を学ぶということ
ー子どもの可能性を最大限に引き出すために―

大山万容（立命館大学非常勤講師）



1. 自己紹介と目覚め活動

2. フランソワ・グロジャンの仕事

1. 「二重の単一言語話者」モデル＋ワーク（使用言語の変遷）
2.相補性の原理＋ワーク（生活領域ごとの使用言語）
3.全体論的モデル

3. バイリンガルを育てるということ

1. FAQとグロジャンの答えの紹介
2. みなさんから



2児（2008年、2012年生）の母

家庭内は単一言語・子どもは現在、

単一言語話者

言語学（修士）→ 言語教育学（博士）

大学ではフランス語教育、外国語教員養成

1. 自己紹介と目覚め活動



Met vreemden praten kan intimiderend 
en vermoeiend zijn, zeker als er veel op 
het spel staat. Als je een 
sollicitatiegesprek hebt, of met iemand 
wilt praten die je aantrekkelijk vindt, 
maak je je misschien zorgen dat 

言語への目覚め活動
（Eveil aux Langues）





K-5 言語の多様性/多言語主義/複言語主義についていくらか知識がある

K-5.1 世界には非常に多くの言語があることを知っている

K-5.3 書記法には非常に多様な種類があることを知っている

K-6 言語/言語的変種には類似点・差異があることを知っている
K-6.1 それぞれの言語が独自の体系をもっていることを知っている

K-6.1.1 自分自身の言語を構成する体系は、数ある体系のうちの一つ
の可能性にすぎないということを知っている

CARAP：『言語と文化の多元的アプローチのための参照枠』
(http://carap.ecml.at/)

この活動により学習する知識（Savoirs）

http://carap.ecml.at/


A-1 「異質な」言語／文化／人間、周囲の言語的／文化的／人間的な多様
性、言語一般、言語的／文化的／人間的な多様性一般に注意を向ける

A-1.1.1 言語（記号的な表示）／文化／人間一般に対する注意

A-1.1.1 コミュニケーションの言語的／非言語的な記号に対する
注意

A-1.1.2 言語的／文化的な現象を、観察／内省の対象として見な
す／理解すること

A-1.1.3 言語一般や個別言語／文化の形式的な側面に対する注意

この活動により学習する態度（Savoir-être）



S-1 ある程度なじみのある言語や文化について、言語的要素や文化現象を

観察したり分析したりすることができる
S-1.1 観察や分析の手順（いくつかの要素に分けたり、分類したり、要素

同士を関連づけたりすること）を活用したり使いこなせる。
S-1.1.3 他の言語や文化を分析する手順に入る際に、既知の言語や文化を
用いることができる。

S-2 ある程度なじみのある言語や文化について、言語的要素や文化現象を

特定（識別）することができる
S-2.5.2 書記法の指標に基づいて、言語を特定できる。

S-3 異なる言語や文化の言語的・文化的特徴を比較することができる（言語
的・文化的な近接性や隔たりに気づいたり、仮説を立てられる）
S-3.1 比較するための手順をふむことができる。

この活動により学習する技能（Savoir-faire）



フランソワ・グロジャン(1985) 
バイリンガリズムへの全体論的視点

CARAP(2012)『言語と文化の多元的アプローチのための参照枠』

ヴィヴィアン・クック(1990s)
マルチコンピテンス ハーディナ&ジェスナー(2002)

複数言語話者の動的モデル

CEFR(2001)複言語・複文化能力



François Grosjean

ヌーシャテル大学名誉教授

心理言語学

バイリンガリズム研究

本人もバイリンガル

2.フランソワ・グロジャンの仕事



日本語を
話せます

グロジャン以前のバイリンガル研究

“double monolingual view”

「バイリンガル＝１人の人物の中に２人のモノリンガルが入っている」

Ich spreche
Deutsch.



「これって〇〇語でなんていうの？」「これ翻訳してくれる？」
と言われて、答えに詰まると「バイリンガルだと思ってたの
に！」

「聞いたらわかるの？ なのになんでしゃべらないの？」

「日本語話すときに他の言語まぜるの、気取ってるのかな」

バイリンガルあるある





自分の言語

La: _______
Lb: _______
Lc: _______
Ld: _______

歳 歳

歳 歳



言語能力の変化
(Grosjean, 2010)



“double monolingual view”の問
題点

1.現実をまったく捉えていない



バイリンガルの言語能力の変遷

1.子どもが幼稚園のとき、ドイツに
滞在

2.ドイツ語でやりとりする子どもの
声を録音

3.数年後、子どもが自分の録音を聞
いても「わからない」



バイリンガルとは

グロジャンの定義：

「２言語（またはそれ以上）の言語や方言を、
日常生活の中で定期的に使用する人」



ワーク：それぞれの活動領域にお
いて、どの言語を使いますか

★職場

★学校（自分／家族）

★家庭

★近くに住む家族

★遠方の家族

★買い物

★役所

★休暇

★余暇・スポーツ等



それぞれの活動領域において、どの言語を使いますか。
よく使う（＋＋）使う（＋）を書き込んでみてください。

L1 L2 L3 L4

職場

学校

家庭

家族
（近所／遠方）

買い物

役所

休暇

余暇やスポーツ

自分の言語

La: _______
Lb: _______
Lc: _______
Ld: _______



次の活動には、

どの言語を使いますか

★勘定する、計算する

★歌う

★祈る

★パスワード

★赤ちゃんに話しかける

★独り言をいう

★イライラしているとき

★すごくいいことがあったとき

★大げさに言うとき



それぞれの活動領域において、どの言語を使いますか。
よく使う（＋＋）使う（＋）を書き込んでみてください。

L1 L2 L3 L4

勘定・計算する

歌う

祈る

赤ちゃんに話
しかける

独り言を言う

イライラしたとき

いいことが
あったとき

自分の言語

La: _______
Lb: _______
Lc: _______
Ld: _______



Complementarity principle

La

Lb

La

La
Lb

La
La
Lb

Lb

La

La
Lb

La

Lb

La
Lb

La
Lb
Lc

La

La

La
Lb



“double monolingual view”の問
題点

1.現実をまったく捉えていない

2.バイリンガルの自己能力観に（否定的に）影響する

3.教育学・心理学の研究者はバイリンガリズムの利点よりも、
難点（negative effects）に興味を持っていた



バイリンガルの自己評価

「二つの言語を母語のように操っていたため、自分の英語のレベルを
とても低く感じる」

「当時の私はコード・スイッチングは家族の中でしか通用しない、恥
ずかしい行為だと考えていた。私にとってコード・スイッチングは、
母語である日本語が下手だという恥ずべき事実を他者に開示する行為
に外ならなかった。」

大嶋えり子氏のノート
（ https://note.mu/erikooshima/n/nf128af5b8603）





グロジャンの新しい見方

“holistic view of bilingualism”
Bilinguals are NOT the sum of two monolinguals. They have a

specific linguistic configuration that is resulting from
the coexistence and constant interaction of the two
languages they have a command of.



相補性の原理とは

バイリンガルの生活では、生活領域によって、必要
とされる言語がしばしば異なる。

バイリンガルは、複数の言語を、それぞれ異なる目
的、異なる生活領域、異なる人々のために用いる。



決定的要因＝必要性

インプットの量と、インプットのタイプ

家庭、学校、言語コミュニティの役割

言語、文化、バイリンガリズムへの態度

3. バイリンガルを育てるということ



インプットの量

２言語を同時に習得する場合で、かつ子どもに日常的に言語を使用で
きるようになってもらいたい場合には、毎日（か、ほとんど毎日）、
２つの言語でのインプットが必要

人間とのやりとりが必要性を生み出す（DVDとかTVではダメ）

一方の言語のみを使用できる状況（他方の言語を知らない人とのや
りとり）が必要

一方の言語のみ支配的になった場合は、２言語の重要度を変える方策
が必要



１人１言語アプローチ

両親それぞれに話す言葉を１種類に決める

小さな子供は、「人と言語」の結びつきが非常に強い時期がある

子どもが片方の親と「劣勢言語で話すことはどうしても必要ではな
い」と（無意識に）認識すると、成り立たなくなる。

そこにいる全員が劣勢言語を話す場面（＝その言語の使用領
域）を維持することが重要

可能な場合は家庭で、難しければそれ以外の場所で「定期的
に」話す必要



「うち」と「そと」アプローチ

家庭では劣勢言語（La）、家庭外では別の言語（Lb）を話すルール

親の母語がLaでない場合も、その言語を話すようにする

劣勢言語であっても、子どもは「家庭内ではLa」と認識するこ
とができる

家庭の外でも、両親以外で、Laを話す人とモノリンガルでのや
りとりを保つ必要がある



学校に通い始めると？

就学言語が非常に強くなる

・友だちと先生の言語

・リテラシーの基盤

・「他の人と同じようにしたい」意識

・６歳から１０代始めの子どもは、劣勢言語を避けて強勢言語
のみを話そうとする

・１０代始めまで劣勢言語を維持できれば、その後はバイリン
ガリズム安定する



アプローチを変えても大丈夫？

言葉が分かる子どもなら、言葉で説明する

子どもの反応をよく見て、それに応える

急激に変えてはだめだが、短期間のうちに変える
ほうがよい



親がネイティブでない場合は？

移民にはよくあること:

インプットの量と、インプットのタイプが重要

学習言語と日常言語の差



３言語以上の場合は？

珍しいことではない（両親がLaとLb、別の家族がLcなど）

子どもが話すようになるには:

・必要性が維持されるか
・La、Lb、Lc「のみ」で話す場面は維持されるか



バイリンガルとバイカルチャリズム

文化を両方とも受け継ぐ人、片方だけ受け継ぐ人、
いずれも受け継がない人がいる

文化を一緒に観察する視点（どの行動や考え方がどちら
の文化なのかを特定するなど）



バイリンガリズムの利点

複数の言語や文化を持つ人（より多くの人）とコミュニケーション
できる

複数の言語の読み書き能力

その他の言語習得も促進される

視野が広がる

就職選択肢が広がる



複数言語の学習 (L1：母語)

L1

普遍性
学習環境



複数言語の学習 (L2：第一外国語)

L2

普遍性
学習環境

学習経験
人生経験
学習方略

L1



複数言語の学習 (L3：第二外国語)

L3

普遍性
学習環境

学習経験
人生経験
学習方略

L1
外国語学習経験
外国語学習方略

「自分がどのような外国語学習者か」
についての理解

L2



複数言語の学習 (L4)

L4

普遍性
学習環境

学習経験
人生経験
学習戦略

L1
外国語学習経験
外国語学習戦略

「自分がどのような外国語学習者か」
についての理解

L2
L3



THANK 

YOU


