
日本語学習者はことばの男女差を

どう受け止めているか

谷部 弘子

1 日本語教育とジェンダー

日本語とジェンダーに関する研究は、言語学、日本語学あるいは社会学の

領域で調査研究がおこなわれてきており、言語使用の実態調査からさらに進

んで、「女ことば/男 ことば」といわれる現実の言語使用とは異なる抽象的な

社会的規範がどのような場合に強制力を強めるのか、といつた要因解明の必

要が指摘されている。が、言語研究の成果はかならずしも日本語教育の教材

や指導方法に反映されていない現状がある。

日本語教育とジェンダーに関する研究について言えば、大きく二つの方向

が見られる。ひとつは、教授者や教科書作成者の意識に焦点をあてたもので

ある。教科書は善かれ悪しかれまなぶべき規範を提示するものである。教科

書にあらわれる男女がどのような言語表現を用いているか、例文等にどのよ

うな男女像が描かれているか、稲熊 (2000)渡部 (2001)等 は作り手の無意

識のジェンダー観を教材分析によってあぶり出している。

もうひとつは、学習者に焦点をあてたものである。浅田 (1998)は 、オー

ス トラリア英語を母語とする日本語学習者6名 を被験者として、男女差を示す

文末表現に対する産出能力、受容能力について見ている。また、 トムソン木

下 。飯田 (2002)は 、オース トラリアの学習者704名 にアンケー ト調査をおこ

ない、日本語の性差に対する意識を見たものである。 トムソン木下・飯田

(2002)は 、全体的に見て、学習者は性差の学習に意欲的であり、「性差を性

差別と捉えているのは中国系、韓国系に多く、性差の学習に一番意欲的なの

はオース トラリア系」(p.14)で あると、述べている。

これまでは、前者の、教える内容に焦点をあてた研究が主流であったが、

今後は何をどのように教えるかを教授者の側が一方的に決定するのではなく、
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後者のような学習者の意識について認識を深めることも重要と考える。

本研究は、若年層の外国人日本語学習者が日本語のいわゆる「女ことば/
男ことば」をどのように受け止め、運用しているかを、ジェンダー意識との

関連において明らかにし、教育内容の改善に資するデータを提供することを

目的とする。研究の第 1段階として、本研究では、語形式に顕著な男女差が

現れない言語である中国語を母語とする学習者と、文末表現に女性がより多

く使 う表現の見られる韓国語を母語とする学習者を対象として調査をおこ

なった。本稿では、調査の一部から、母語と日本語の男女差に関する認識と

受容意識について報告する。

2 調査の概要

2.1 対 象

中国 。大連市、韓国 。釜山市の大学で日本語を専攻する 3、 4年生を対象

におこなった。大連市、釜山市とも、歴史的な経緯もあつて日本語教育の盛

んな都市であり、現在も在住 日本人が比較的多く、日本との交流が活発な地

域である。

調査協力者は、中国人201名 、韓国人200名 の計401名 である。

2.2 方法と実施期間

調査は質問紙調査を用いた。教室での一斉調査を行ない、その場で回収し

た。実施期間は2002年 12月 -2003年 9月 である。約半数は調査者が直接おこ

なったが、半数は現地機関の日本語科教員の協力を得た。調査紙の配布、回

収にあたっては、持ち帰ることがないよう、教室での実施を依頼 した。

2.3 調査内容

母語 と日本語の男女差に関する現状認識については、 (1)― (8)の 8項 目を

尋ねた。いずれも、「とてもそ う思 う」「そ う思 う」「あまり思わない」「まっ

たく思わない」「わからない」の 5段階で回答 してもらった。

(1)母語は男性 と女性で語彙や表現がちが う。
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(2)(あ なたと)同年代の人が話す母語は男性 と女性でちが う。

(3)家族や親 しい友人と話す母語は、男性 と女性でちが う。

(4)教室で女性教師が話す母語と男性教師が話す母語はちが う。

(5)日 本語は男性 と女性で語彙や表現がちが う。

(6)(あ なたと)同年代の人が話す 日本語は男性 と女性でちが う。

(7)家族や親 しい友人と話す 日本語は、男性 と女性でちが う。

(8)教室で女性教師が話す 日本語 と男性教師が話す 日本語はちがう。

また、男女差があるとすれば、それについてどう考えるか、意識を問 う項

目として (9)― (12)を 、さらに学習者 としての受容意識を見るために (13)の 質

問項目を立てた。

(9)こ とばに男女差があるのは

A:当然である B:おかしい

(lo)こ とばの男女差がなくなっていくのは

A:反対である B:賛成である

(11)母語について :男性 と女性のことばの使い分けは

A:必要である B:必要ない

(12)日 本語について :男性 と女性のことばの使い分けは

A:必要である B:必要ない

(13)日 本語の男性 と女性のことばの使い分けは

A:できるようになりたい B:理解できればいい

上記 5項 目については、「Aに もっとも近い」「どちらかといえば A」 「どち

らともいえない」「どちらかといえば B」 「Bにもっとも近い」の 5段階回答

である。

3 結果の分析と考察

3.1 分析対象

回収された質問紙は401名 分であるが、母語が不明のもの、中国人朝鮮語母

語話者および中国人モンゴル語母語話者、学習歴の記載が 2年未満のものは

今回の分析対象から排除した。また、年齢については20-30歳 の学習者に限
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定した。

分析対象とした360名 の内訳は以下の通 りである。

中国人学習者 (漢語母語話者)(CL)189名

(男 36名 、女153名 )(う ち日本語能力試験1級合格者138名 )

韓国人学習者 (韓国語母語話者)(KL)171名

(男 41名 、女 130名 )(う ち日本語能力試験 1級合格者61名 )

3.2 母語と日本語の男女差に対する認識

以下、母語についての認識と学習言語である日本語についての認識を比較

しながら、回答結果を見ていく。

[図 1]は、項目(1)「母語は男性と女性で語彙や表現がちがう」と(5)「 日

本語は男性と女性で語彙や表現がちがう」の回答結果を国籍別 (母語別)に
見たものである。図の下段が項目(1)の、上段が項目(5)の回答結果である。

母語については、中国人学習者の71.4%、 韓国人学習者の62.0%が 「まった

く思わない」もしくは「あまり思わない」としているのに対し、日本語に対

しては両者ともほとんどの学習者が男女差を認識 しており、とくに中国人学

習者が男女の違いを強く認識している。「とてもそう思う」と回答した中国人

学習者は63.3%で、韓国人学習者 (33.9%)を倍近く上回つている1。

[図 1]語彙や表現の男女差について (%)
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[図 2]は、項目(2)「 (あなたと)同年代の人が話す母語は男性と女性で

ちがう」と(6)「 (あなたと)同年代の人が話す日本語は男性と女性でちがう」

の結果を示したものである。被調査者と同年代の若年層に特定して聞いたと

ころ、[図 1]と二つの点で違いが見られた。

一つは、母語について「まったく思わない」と回答したものが中国人学習

者、韓国人学習者とも10%近 く増えたこと、もう一つは、日本語について「と

てもそう思う」と回答したものが、両者ともかなり減少していることである。

とくに中国人学習者では63.3%([図 1]上段)から25.7%へ と2分の 1以

下になっている。日本語の一般的な男女差については、中国人学習者と韓国

人学習者の認識に大きな開きが見られたが、同年代の話す日本語については

男女差の感じ方が弱まるという点でかなリー致した見方がなされている、と

言える2.

[図 2]同年代の話者の男女差について (%)
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[図 3]は、項目(3)「家族や親しい友人と話す母語は、男性と女性でちが

う」と(7)「家族や親しい友人と話す日本語は、男性と女性でちがう」の結果

を示したものである。ここでも、項目(6)の回答と同様、日本語について開い

た項目(7)に差は見られなかった。
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[図 3]家族や親しい友人と話すときの男女差について (%)
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[図 4]は、女性教師と男性教師の話し方について男女差が認められるかど

うか聞いたものである (下段 :項 目(4)母語について、上段 :項 目(8)日 本語

について)。 日本語に関しては、やはり中国人学習者のほうが男女差を強く感

じる結果となつた。比較的フォーマルな場である教室場面でも、「とてもそう

思う」「そう思う」あわせて中国人学習者は77.8%が、韓国人学習者は64.7%

が違いを認識 しているのである。

[図 4]教室で話す教師の男女差について (%)
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3.3 ことばの男女差に対する意畿

つぎに、ことばの男女差に対する意識に関する項目について見てみよう。

まず、一般的な問題としてことばの男女差について肯否を問うたところ ([図

5]/項 目(9))、 中国人学習者、韓国人学習者とも男女差があるのは当然と肯

定的にとらえた学習者のほうが否定的見解よりも多かった。ただし、中国人学

習者では「Aにもっとも近い」「どちらかといえば A」 あわせて61.4%であっ

たのに対し、韓国人学習者では41.6%に とどまり、母語別の回答に差が見られた。

[図 5]こ とばの男女差 :当然か(A)おかしいか(B)(%)
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一方、男女差の解消については、中国人学習者、韓国人学習者とも、男女

差がなくなっていくことに賛成するもののほうが優勢であるが、中国人学習

者のほうが意見がわかれる傾向にある ([図 6]/項目(10))。

[図 6]男女差の解消 :反対か(A)賛成か(B)(%)
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ただし、この設間の意図がやや不明瞭で、回答者の中には一般的な問題と

してよりも「日本語」について聞かれていると誤解した可能性も否定できない。

次に、男女のことばの使い分けについて聞いたところ、母語と日本語では

見解に相違が見られた。母語では中国人学習者、韓国人学習者とも必要ない

と考えるもの (「Bに もっとも近い」十「どちらかといえば B」 )が約 6割 と優

勢である。ところが、日本語に対しては中国人学習者の見解にかなり変化が

見られ、必要であるとする回答 (「Aに もっとも近い」+「 どちらかといえば

A」 )のほうが上回っている。つまり、第二言語である日本語に対しては、中

国人学習者、韓国人学習者ともことばの男女差に関する容認の度合いが母語

よりも高くなつているが、中国人学習者にその傾向がより強く現われている。

[図 7]男女のことばの使い分け :必要か (A)必要ないか (B)(%)
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3.4 学習者としての意識

[図 7]で見た、日本語の男女差に対する中国人学習者と韓国人学習者の

意識の相違は、学習の対象として日本語を見た場合、一層鮮明である。 [図 8]

は、男女のことばの使い分けが「できるようになりたい」か「理解できれば

いい」か、という質問に対する回答結果である。韓国人学習者は運用重視派

よりも理解重視派が上回つているのに対し、中国人学習者は35.4%が 「Aに

もっとも近い」と回答 し、理解だけでなく運用を強く志向している。
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[図 8]日本語の男女差 :できるようになりたいか(A)理解できればいいか(B)(%)

質問紙の最後に「母語と話すときと日本語で話すときに、なにか気持ちの

変化があるか」という質問をおき、「ある」と答えた回答者には具体的な気持

ちの変化を日本語または母語で自由に記述してもらった。外国語で話す以上、

なんらかの気持ちの変化は当然と言えば当然のことだが、ここでも中国人学

習者と韓国人学習者とでは回答に明らかな差が見られた。韓国人学習者で「あ

る」と回答したものは56.1%であつたのに対して、中国人学習者は88.3%が

「ある」と回答 している。具体的な気持ちの変化を自由に記述してもらったと

ころ、主として以下の 3点のような記述が見られた。

a。 日本語力が不十分であるために、思うように話せないもどかしさ

b.やさしく、やわらかくなる

c.ネL儀や敬語、ことば遣いに気をつける

そのほか、「曖味」「丁寧」「女らしい」といった語が多く見られ、学習者

が日本語の特徴をどのようにとらえているかうかがい知ることができる。ま

た、次のような記述からは、男女差の受容に限らず、日本人のようにという

学習者特有の意識を見ることができる。

「日本語の場合、日本人のような考え方に転換 して物事を考えなきゃ。

例えば、日本人は気づかなかったけれども、よく使っている曖昧な表現と

か、いろいろなものは日本語で話す時に、身につけなきゃならない」 (中国)

「…物事のうけいれ方も日本人と韓国人でまたちがうから、思考のいれ
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かえもしなくてはいけないと思います。だからある意味で日本語をしゃベ

ると時と韓国語をしやべる時の自分は別人ですね」 (韓国)

4 `おわりに

先に引用したように、トムソン木下・飯田 (2002)は 、「性差を性差別と捉

えているのは中国系、韓国系に多く、性差の学習に一番意欲的なのはオース

トラリア系」と、述べているが、以上見てきたように中国人学習者と韓国人

学習者とでは、日本語の男女差に対する認識や意識に相違があり、一様では

ない。両者を比べると、明らかに中国人学習者のほうが日本語の男女差を肯

定的に受け入れ、その運用志向も強い。男女差についてもその他の要素につ

いても中国語と日本語のほうが、韓国語と日本語よりも距離が遠く、異質性

の認識の差が意識の差に反映されているのではないかと思われるが、その違

いの要因と、産出能力については稿を改めて報告する。

注

l χ
2検

定をしたところ、「国籍×項目(1)」 では 5%水準で、「国籍 X項 目(5)」 では0.1%

水準で人数の偏 りに有意な差が認められた。

2「国籍×項目(2)」 では 1%水準で有意な差があったが、「国籍×項目(6)」 に続計的に

有意な差は認められなかった。
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