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1.は じめに

言語景観研究が韓国や 日本、中国やイン ドネシアなどアジアでも注 目され、活発に

研究が行なわれている(井 上2009、 梁2010、 李2011)。 最近では、来る2020年 オリン

ピック ・パラリンピック東京大会開催 と外国人の受け入れに関連 して、公共 ・民間表

示をどのように していくのかが論 じられるなど(西 郡 ・磯野2014)、 関連研究の中で

大きなテーマのものも珍 しくない。そ して、言語景観研究の関心は、社会言語学や地

域研究関連だけではなく、日本語教育に応用する方向が示 され、既に実際の授業にま

で導入 されている事例 も少なくなくなってきた(磯 野2011,2013,2015、 鎌田2014、 ロ

ング2014、 磯野 ・西郡2017、 李2019、 磯野2018,2019、 甲賀2019、 ロング2019)。 こ

の背景は街中にある看板やポスター、ラベル、ステッカー といった 「身近にある言語

景観」が、生の日本語を活用 した教材 として有用であるからに尽きる。しか しながら、

日本語教育に活用 し教材開発を行った事例はかな り限られている上に、本報告のよう

に科 目としてまとまった議論を行った り、その内容を公開しているものはない。

本報告の目的は、「1科目」として位置づけ可能な言語景観を活用 した日本語教育の

ためのビデオ教材 『言語景観で学ぶ 日本語』のシナ リオの公開である。すなわち、本

報告の学術的な意義は、言語景観 と日本語教育に関連するテーマそのものが萌芽的で

ある中、その研究成果物であるビデオ教材に付随するシナ リオを価値のある資料 とし

て提供できることにある。加えて、本 ビデオ教材のシナ リオを全文公開 ・共有す るこ

とで、本 ビデオ教材の理論的枠組みと具体的な内容の可視化を試み、実際にビデオ教

材を使用する教員 ・学習者が、立体的な活用(ビ デオ教材を活用する際の紙媒体とし

てのサポー ト)の イメージを持てるようにする狙いがある。

2.ビ デオ教材制作の背景と理論的枠組み

既述のように、身近に存在する言語景観が内容を伴った日本語学習のための素材 と

して有用だとされながらも、日本語教育に活用 し教材開発を行った事例はかな り限ら

れている。加えて、本報告のように科 目としてまとまった議論を行ったり、その内容

を公開 しているものはほとんどない。現在、言語景観 を活用 した既存のビデオ教材(西

郡 ・磯野2014)は 、多言語状況か ら何が分かるか、民間表示か らどのような地域の特

徴や社会的背景、問題が読み解けるのか、といった 「観点の習得」に主眼が置かれ、

視聴覚教材ならではの身近な言語景観への 「気づき」の向上も期待 されている。そし

て本ビデオ教材の制作は、言語景観を活用 した 日本語教育を 「1科 目」 として位置づ

けるための手段であり、学期中の毎回の授業で使用できるようなものを目指 して制作

されている。具体的には 「毎回の授業の冒頭でその 日のテーマに沿ったショー トビデ

オ(3・5分)× 全15回 」を1本 のビデオとしてまとめた教材であ り、本報告では考案
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したビデオ教材のコンテンツ、すなわち計15回 のビデオ教材の制作に使用 したシナ

リオを共有 し、その観点を共有 したい。

3.先 行 ビデオ教材 『東京の言語景観一現在 ・未来一』と本 ビデオ教材の比較

本ビデオ教材の制作に先駆けて、これまでの研究成果(制 作物)と して既に公開さ

れているビデオ教材 『東京の言語景観一現在 ・未来一』をここで紹介し、本 ビデオ教

材との違いと発展の過程を以下に端的にまとめる。

表1『 東京の言語景観一現在 ・未来一』の概要

目的

①国内外の上級 日本語教育や 日本語教育学、異文化コミュニケーショ

ン、社会言語学のための教材 ・研究用資料 としての活用

②2014年 現在の東京都における言語景観の把握

内容

①言語景観に関する概説

②公共表示の多言語対応

③民間表示の多様性と言語景観の読み解 き方(若 者の街渋谷 ・下町浅

草)

④2020年 オ リンピック・パラリンピック東京人会に向けた東京都への

インタビュー

活用場面

映像の時間

授業で部分的に当該テーマを扱 う際の概要の把握や、科 目として扱 う

際の導入に活用:13分

公開方法 http:〃nihongo.hum.tmu.acJp/micj丑inguistic _landscapes/

表2『 言語景観で学ぶ 日本語』の概要

目的

①国内外の上級 日本語教育や 日本語教育学、異文化 コミュニケーショ

ン、社会言語学のための教材 ・研究用資料 としての活用

②国内外の日本語の言語景観の把握

内容

①言語景観に関する概説

②公共表示と民間表示の違いや観点

③音声学・音韻論や語用論など、分野ごとに分類された言語景観の概

論

活用場面

映像の時間

毎回の授 業の冒頭 、あるいは途 中でその 日のテーマに沿 ったシ ョー ト

ビデオ(3・5分)× 全15回:1本 の教材 ビデオ として32分

公開方法
http:〃opinion.nucba.ac,j]Pんisono/

(ウ ェ ブ で 一 般 公 開)

表2に おけるビデオ教材 『言語景観で学ぶ日本語』は、制作者 らが国内外で行って

きた上級 日本語教育科目 「インターネ ット日本語」、留学生 と日本人学生混合の共通教
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育科 目 「多文化コミュニケーション(日 本語)一 ことばの多様 性 ・機能 ・効果へのア

プローチと実践一」、学部専門科 目 「異文化コミュニケーション」、人学院 日本語教育

学科 目 「マルチメディア支援による日本語教育論」などの授業実践の蓄積 と成果であ

る。言い換えると、本 ビデオ教材のコンテンツは、これ らの授業実践で培われた知見

と資料が反映 されているものであり、教育効果として実証性のあるものとい うことも

できる。 さて、ビデオ教材の制作に向けて必要になるのがシナ リオであるが、次章で

は本ビデオ教材のシナ リオを全文公開 ・共有することで、本ビデオ教材の理論的枠組

みと具体的な内容の可視化を試みたい。

4.『言語景観で学ぶ日本語』のシナリオ

本章では、ビデオ教材 『言語景観で学ぶ 日本語』のシナ リオを全文公開 ・共有する。

ビデオ教材のシナ リオは、オープニングとエンディングを入れた全17ユ ニッ ト(実

際の内容は表2を 参照のように15回)の 構成で編まれている。

皆さんのまわりには、看板や掲示物、ポスターやチラシ、ステッカーがありますね。

そこに書かれている言葉を意識 したことはありますか。これ らに書かれている文字言

語を言語景観、LinguisticLandscapeと 言います。言語景観は公共空間にあ り、不

特定多数に向けられている、受動的に視野に入 る書き言葉を指 します。つまり、街で

生活 していれば、毎日この言語景観に触れている訳です。また日本だけではなく、世

界中で日本語を目にすることもできますね。そして、その日本語に注 目することによ

って、日本語の勉強にもなるんです。あなたの住んでいる地域には、どんな日本語の

言語景観がありますか。今回は言語景観を通 して、どのように日本語を勉強できるの

か、その方法を解説 しながら、 日本 と外国の日本語の言語景観をみていきます。

1言 語景観の概論(定 義 ・対象 ・観点)

第一回では、言語景観の定義 ・対象 ・観点について整理 していきましょう。

まず言語景観の定義は、この表のように位置づけられています。言語景観は文字言

語で視覚的な情報であ り、公的な場で不特定多数の読み手に発せ られる自然に、ある

いは受動的に視野に入る書き言葉を指 しているといえます。つまり、文字言語であっ

て音声言語ではなく、意識的に読まなければな らないものではないということです。

対象となるのは、看板や掲示物、ポスターやチラシ、ステ ッカーや注意書きの小さな

シールなど様々です。それでは、これから言語景観をどのように観察すればよいのか

を具体的に見ていきましょう。
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2公 共表示 と民間表示の違い

言語景観は公共表示 と民間表示に分けられます。公共表示 とは皆が使用するような機

関や施設、交通機関に書かれているもので、例えば街にある役所や図書館、空港 や電

車、バスやタクシーに見 られる言語景観 をいいます。それに対 して民間表示 とは、主

に商業店舗に見 られる表示、例えば飲食店やデパー ト、コンビニエンスス トアなどに

書かれている表示のことをいいます。

公共表示 と民間表示はそれぞれ役割が違 うので、これ らを分けて考えることが必要

です。まず公共表示では、例えば駅構内の案内表示の中で公共性の高い表示、駅の切

符売場や トイ レなどは全て日本語、英語、中国語、韓国語 といった4ヶ 国語の多言語

表記になっています。 日本の公共表示では 日本語だけとい うことは少なく、日本語 と

英語の二言語表記や中国語や韓国語 も含めた四言語表記が主流です。国際語としての

英語、地理的に近く互いに影響 しあ うという地理的近接効果によって中国語と韓国語

が見られるのです。

これに対 して民間表示は、顧客のニーズや年齢、性別などによって様々な工夫がさ

れています。例 えば、若者向けの言語景観では、あえてカジュアルな話 し言葉で表現

した り、漢字で書くところをひらがなやカタカナで書いた り、縮約形を使用すること

によって、買いやす さや商品への近づきやす さを演出しています。詳 しくはビデオ教

材 『東京の言語景観一現在 ・未来一』にもまとめられているので、ぜひ参考にしてみ

てください。

3音 声と表記

ここでは日本語の音声をどのように表記するのかについてみていきます。例えばこ

の看板を見て ください。ある国際空港にある案内なのですが 「空港セキュウリティ」

と書いてありますね。これは長音をいかに書 くかとい う問題で起こったものです。日

本語で記 されると本来は 「セキュ リティ」となるこのような例は、外国人が 日本語の

音声を聞いた上でどのように表記するのかとい う難 しい問題です。長音や揆音 「ん」、

促音 「っ」などの特殊拍や有声音 ・無声音、有気音 ・無気音だけではなく、例えば韓

国語であれば平音 ・激音 ・濃音などとも絡み、複雑になります。
一方

、日本人が書いてもその表記に揺れが生 じることがあります。例えば甘いもの

を示す外来語は 「スイーツ」「スウィーツ」などいくつかの書き方が見 られます。同

様に 「エアコン」と 「エヤコン」、「グッズ」と 「グッツ」など、このような言語景観

は少なくないようですね。
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4使 用文字の多様性とその効果

日本語はひ らがな、カタカナ、漢字を使い分ける言語ですが、言語景観には通常漢

字で表現する言葉をカタカナやひ らがなで表現する例が見 られます。例えばこちらの

看板には 「泡盛の試飲をオススメします」とありますが 「オススメ」がカタカナにな

っていますね。このように一般的な書き方をあえてしないことにより、商品への近づ

きやすさや雰囲気作 りに役立たせているんです。また言語景観は文字だけではなく色

やフォント、デザインと言った表現全体を工夫することで、伝えたい効果を変えるこ

とができるんです。このような特徴を持つ言語景観は街中に浴れています。ぜひ、探

してみてくだ さい。

5使 用語彙の多様性とその効果

さて、ここでは自動販売機に書かれている言語景観に注 目してみましょう。まず、

この 「ecoる」は英語でEcologyを 表す 「eco」と、日本語で名詞を動詞化する接尾

語である 「る」で作られています。 「ミスる」 「ググる」 「ラブる」など、英語から派

生 した単語に動詞の接尾辞 「る」をつけて動詞 として使 う日本語表現は実生活でもよ

く使われていて、日本語母語話者には親 しみのある表現です。 しか し、非母語話者に

とっては理解することが困難な表現の一つだ と言えるのではないで しょうか。

そ して、 「省エネ」は 「省エネルギー」で、短 く省略 して表現 しています。 これは縮

約形とい うもので、ことばを短 く省略することで呼びやす くするとともに、親 しみを

感 じさせる演出をしているんです。スマホやプリクラ、など一般的な言葉 として定着

したものもた くさんあ ります。これ らの言語景観は街中で多くみることができ、また

話 し言葉でもよく使われます。

言語景観にはよく絵が使われていますが、これ らをピク トグラムと言います。ピク

トグラムとは、何 らかの情報や注意を示すために表示 される絵文字や絵単語と呼ばれ

るものの総称です。

しかしなが ら、ピク トグラムの中には文化的知識を必要とする例もあ ります。例え

ば、こちらには 「なまず」の絵が書かれています。日本ではなまずが地震を引き起 こ

す、あるいは地震を予知するなど、様々な説 と言い伝えがあり、なまずは地震と密接

に関連することからこのような絵が書かれている訳です。この言語景観の場 合、なま

ずの絵を書 くことによって、この道路が地震などの災害時に緊急車両用 として活用 さ

れることを表 している訳ですが、もしピク トグラムが強調 され文字が小さければ、外

国人にとっては何を示している看板か分かりにくいのではないでしょうか。
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このような国や地域に関する個別の事例は、文字や記号でも観察することができま

す。例えば、これは民宿の案内表示ですが和 と洋 とありますね。和室 と洋室を理解す

るだけではなく 「布団とベッ ド」「たたみとフロー リング」「トイ レ等の和式 ・洋式」、

また食事の 「和食 と洋食」までを併せて連想 しなければならない事例です。その他に

も、日本ではよく見られる時間に関する記号論的に使用されている表記、まる、さん

かく、ばつなどの記号も該当するでしょう。

外国の街に行くと、公共表示や民間表示の中に日本語を見かけることがあると思い

ます。実はアジアを中心に外国語 としての 日本語に出会 うチャンスが多いんです。そ

して、これ らの日本語では、日本国内にある日本語とは少 し違 う特徴が観察できます。

この 「第7回 正用と誤用」から 「第9回 役割と多様性」までは、主に海外の 日本語

について見ていきま しょう。

まず、この看板をみて ください。韓国にある焼き肉店の看板なのですが、よく観察

すると 「ホハモソ焼」と書いてありますね。これはカタカナの 「ハ とル」、 「ソとン」

の形が似ていて、外国人には間違いやすいことが表れている例です。このような間違

いは誤用 と呼ばれますが、誤用は次のように分類ができます。

まず、先ほどの 「ホハモ ソ」のように文字が似ていて間違える誤用。そして、濁点や

長音を間違えた り、ひ らがなとカタカナを一つの単語の中で混用する誤用。あてた漢

字、っま り意味を伝 えるために代用した漢字の意味が日本語では違ってしま うもの。

また現地で使用されている漢字をそのまま使ってしま うもの、などが代表的な例です

また文法的な誤用もあ り、品詞の活用や統語に関 してよく誤用が観察 されます。

8適 切性 ・自然 さ

同 じく外国では、文字の表記や文法的な間違いはないものの、その場面や文脈に合

っておらず、 どこか変な印象を受けて しまう言語景観 もよく見 られます。

まず、こちらの看板では 「作って上げます」に注 目してみましょう。通常、店が客に

対 してこのような表現は使用 しないことから 「作っています」や 「作 ります」程度が

適切ではないで しょうか。このような例は、相手と自身の関係による適切性の問題で、

待遇表現にもよく表れます。

そ して、こちらの看板はどうでしょうか。表記や文字に問題はないように見えるの

ですが。実はこの案内があったのは、韓国ソウルの観光地であるミョン ドンにある薬

局です。 ヨモギ蒸 しナプキンとは女性の 日本人観光客に人気の健康用品、チムジルバ

ンとはサウナを中心とした健康ラン ドのことです。そ して、これ らの内容を含めて再

度検討すると、「チムジルバ ンで同 じ効果が得 られます」では、ヨモギ蒸 しナプキン
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の紹介 と言 うよりは、チムジルバンの紹介をしているように読めますね。この案内は

「チムジルバンと同 じ効果が得 られます」の方が良さそ うです。このような例は、文

脈による表現の自然さが問題になる例です。

その他にも、送 り仮名のルールなど、間違いではないものの、より自然な印象を受

ける書き方や表現、とい う視点があ りそうですね。

9役 割 ・多様性

外国では、日本語をアクセサ リーのように使用することによってファッション性や

洗練度を高めるといった意図を持つ言語景観 を見かけることがあ ります。

この看板はイン ドネシアジャワ島第二の都市バン ドンのショッピングモールにあ

る服飾店のものです。アルファベッ トでそれぞれ 「HARAJUKU」 「shibuYa」と書か

れていますね。これ らは日本の流行を積極的に紹介 し、世界的にも知名度のある場所

を店舗の名称にすることによって、ファッション性の高いお洒落な雰囲気を演出 しよ

うとしています。このような例の特徴は、日本語をアルファベッ ト表記にして読める

ようにするとともに、易 しい語彙で意味の理解を促 していることにあります。文字が

店舗やプ リン トTシ ャツに書かれることで、生産地や発祥地に関係なく何 らかの雰囲

気を醸 し出し、アクセサ リーやデザインの一部 となっている例は、日本でも英語表記

などで見られるのではないでしょうか。

10言 語 と経済

「第二回 公共表示と民間表示の違い」では、日本で見 られる外国語 を国際語 とし

ての英語、そして地理的に近 く互いに影響 しあうとい う地理的近接効果による中国語

と韓国語、とい うように勉強 しました。 しかし、少 し視点を変えてみると、例えば英

語に関しては日本だけではなく、世界中で第二言語、あるいは第一外国語 となってい

る現状があるのではないでしょうか。これには言語の市場価値、言語産業、言い換え

ると言語の経済的 ・政治的影響力や、何語を勉強 したら得か とい うような人々の意識

や社会構造が関係 していると言えそ うです。

11方 言使用と都市 ・地方

街 を歩いていると、地域の言葉である方言 を使用 した言語景観 を目にすること

があ りますね。例えばこの三つの言語景観 は大阪市内にある言語景観 なのですが、

二っの観点か ら勉強す ることができます。まず、 これ らを共通語 としての日本語

に変換す る練習を行 うことで、 日常生活の中で使用 されている 日本語を再認識す

ることができるで しょう。
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次にこれ らの言語景観は、方言の活用意識が異なるので社会言語学的な知識 を

得ることもできるで しょう。例 えば写真①は大阪交通局の大阪を宣伝す る広告、

写真② は外国人観光客が多 く訪れる道頓堀通 りの喫茶店の案内です。つまり、写

真①,② は方言 を新鮮 に感 じる、あるいは理解できない旅行者な どにとって、 日常

とは一線を画す場所であるとい う印象 を与える外向けの方言活用で、これ らは方

言の観光活用や言語の装飾的活用にあた ります。これ らと写真③ を比べてみると、

写真③ は天神橋筋商店街 にある自転車のマナーに関する表示のため、地元住民向

けの方言活用 と言 えますね。 このよ うに 「外 向けの方言活用」 と 「地元住民向け

の方言活用」 とい う分け方のほか、写真② と写真③ を比較すると写真② は店舗の

民間表示、写真③は警察署の公共表示であ り、民間表示における親 しみやす さの

演出や公共表示における言語の歩み より型のローカル化使用 とい う見方 もできそ

うです。 この他、写真① には 「OSAKAは 、まるごとテーマパークだ」な どのよ

うにあえてアルファベ ッ トに して、国際的な観光都市をアピールするような表記

も確認できます。

いかがで したか。皆 さんの住んでいる地域 には、 どのような方言が言語景観 に

活用 されていますか。また どのような 日本語の方言 を知っているで しょうか。

ぜひ、探 してみま しょう。

12外 国人集住地域と国際化 ・多民族化

日本国内にある外国語は英語、中国語、韓国語だけなのでしょうか。この看板は外

国人が多く住む新大久保にあるハラール食品店のものです。東京在住のムス リムのみ

なさんが新人久保周辺のハラール食品店を利用するため、アラビア語やイン ドネシア

語、ネパール語、ヒンディー語など、多くの普段は見ない言語景観に出会 うことがで

きます。これ らは日本に住む外国人向け、つまり外国人集住地域 と国際化 ・多民族化

に関連する言語景観 と言えるで しょう。そ して海外に目を向けてみると、例えば韓国

にはソウル市で最も古い外国人街として、現在 も日本人が多く暮 らす東部二村洞(ト

ンブイチョン ドン)が あります。そ してそこには在住者が利用するような店舗や機関

が並んでいます。

外国人が増加 している現在、その地域に住んでいる外国人のための言語景観、すな

わち内なる国際化 と多民族化に関連 した言語景観は往沖 を探せばきっとあるはずで

す。意識 して探 してみましょう。
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13電 気 ・サブカルチャーなど特定分野における街の表記

電気 ・サブカルチャーの街として外国人にも有名な東京秋葉原、大阪日本橋(に っ

ぽんば し)、名古屋大須などに行ったことがありますか。これ らの街は多言語表記が

ある程度進んでいるとい うことも特徴の一つなのですが。

さらに特徴的なのは使用語彙 と文字表記についてです。使用語彙では 「萌え」「メイ

ド」「リフレ」「ジャンク品」などの特徴的な語彙や、混成語、縮約形があります。そ

して、文字表記では外来語のひらがな表記、旧漢字遣い、文字に絵や記号を組み合わ

せた複合系などの特徴的な表記やほか、フォン トや文字のデザインにも注 目できま

す。

いかがでしたか。電気 とサブカルチャーの街の特徴的な言語景観はこの表のように

まとめられます。皆 さんもこのように伝統や文化、商品によって特徴的づけられた街

の言語景観を意識 してみてください。

14社 会的背景や使用意図

言語景観は 「どうい う意図で書かれているのか」 「これは珍 しいのか」など、社会

的背景や使用意図を理解する、つまり社会を読み解 くための手段 として活用すること

ができます。たとえばこのポスター、「イクメン」 「カジダン」と書かれていますね。

「イクメン」は育児に積極的に取 り組む男性、メンズ、「カジダン」は家事に積極的

に取 り組む男性を短く表現 した言葉であり、新語として広が りここ数年の問に定着 し

つつあ ります。それではなぜこのような言葉が誕生 したのか。それはあえて育児や家

事を積極的に担当する男性を取 り上げることによって、家庭の中の男女共同参画を促

そ うとしているので しょう。観点を変えると日本での一般的な認識がどうであるから

このような言葉が生まれたのか、あるいはこのような言葉をあえて使用することによ

って従来からあるステレオタイプが強化 されないのかなど、様々な議論ができそ うで

すね。

もうひとつ、こちらの表示はどうでしょうか。 「健康のため階段を使いま しょう」と

ありますが、これだけを読むと 「なぜエ レベーターを使ってはいけないのか」、ある

いは 「それな らばなぜ設置 しているのか」、より具体的には 「老若男女や健康を問わ

ず奨励 しているのか」など複数の疑問が思い浮かぶかもしれません。 しかし、次の表

示を見てくだ さい。「エレベーター運転について 階段を使って歩こう!節 電のため

階段をご使用 ください」とありますね。実はこのような言語景観は、以前から見られ

ましたが、特に増えたのは2011年 の震災後なんです。つまり先ほどの 「健康のため

階段を使いましょう」とい う言語景観の本来の意味は 「震災による電力不足改善のた

めにできるだけ階段を利用 しよう」なのですが、当時 「節電」が 「震災」を連想させ

やすかったため、読む人への配慮からあえて他の表現で言い換えたんです。すなわち

145



調査報告

「健康」とい う言葉を使 うことによって、ポジティブに捉えなおそ うとしていると考

えることができます。

このように言語景観は、国や社会、地域の背景や書き手の意図を知る手がか りとな

り、とても有用なんです。ぜひ、そ ういった 目で街中の言語景観を眺めてみてくださ

い。

15語 用論的使用

これまでに日本と外国の言語景観の様々な特徴を勉強 してきました。日本国内の言

語景観は多 くの場合、日本語母語話者が作っていると考えられますが、看板やボスタ
ーに書かれている日本語は言いたいことがはっきりと明記 されているとは限 らず、外

国人にとって分か りにくいこともあるんです。つまり、表記や文法的な間違いはない

のですが、書かれている通 り、字義通 りの意味には解釈できない、意図が読めないと

い うことです。このような特徴を語用論的特徴と言います。

例えば、これは喫煙所にある言語景観です。 「700度 の火を持って、私は人とすれ

ちがっている」と書いてありますが、これだけだと事実や状況を述べているだけで何

を言いたいのか分か らないですね。 しかし、喫煙所 とマナーという 「文脈」と 「だか

らなんだ?」 とい うような 「問いかけ」を与えることによって、本当に伝えたい意味

が見えてきます。 「たばこは喫煙所で吸 うものであり、歩きタバコやポイ捨ては危険

な行為なので してはならない」という明示的な意味、っまり本来の意味が浮かび上が

ってくるんです

特に、日本国内はこのような語用論的特徴を持った言語景観で溢れ返っています。

そ してこのような言語景観をみつけて本来の意味を考えることは、実はコミュニケー

ションの トレーニングにもなるんです。ぜひ、挑戦 してみてください。

16エ ンディング

いかがでしたか。皆 さんにとって身近な言語景観を通 じて、どのような点に注目し

て 日本語を勉強 した らよいかを見てきました。もちろん言語景観を分析する観点や分

類はこれだけではなく、例えばオノマ トペや注意 ・禁止表現のバ リエーション、新語

や若者言葉など、様々な特徴を発見し、まとめながら勉強が可能でしょう。

日本は今、2020年 東京オ リンピック ・パラリンピックや2025年 大阪 ・関西万国博

覧会を控える中、その環境整備に向けた転換期にあると言えるかもしれません。また

外国に目を向けても、国際化はますます進んでいくことで しょう。これから世界はど

のような変貌を遂げていくので しょうか。言語景観を読み解 くことで 日本の、そ して

世界の未来が感 じられるはずです。
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5.お わ りに

ビデオ教材のコンテンツである第1回 から15回 のテーマは 「易→難」となってお

り、1科 目としての成立に耐えうる設計になっている。本稿では制作 したビデオ教材

『言語景観で学ぶ 日本語』について、その全容をシナリオの形で報告 したが、テーマ

全体としての核 となっている 「言語景観を活用 した 日本語教育」そのものは、まだ新

しい教育観点、手法である1。シナ リオにもある通 り、日本語教育に活用できる言語景

観はこれだけではなく、無数に存在するといってもよく、授業担当者それぞれが学習

者の 日本語 レベルや授業内容に応 じて言語景観を収集、選択 し、かっカリキュラムに

反映させるのかがポイン トとなり、やみくもに導入すればよいとい うものではない。

カリキュラムや授業実践例については、ビデオ教材のページに公開されている資料を

参照されたい。
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