スピーチスタイルとネイティブスピーカーバイアス
―在日 L2 話者から学べること―
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要旨
本研究は在日日本語 L2 話者を参加者とし、インタビュー、現地観察、インターネット調査のデータを利
用し、参加者の日本語経験、日本語教育に対する意見を調べた。その結果、日本語のスピーチスタイル
(敬語、方言等) の使用方法、そして周りの日本人の考えにズレを感じるという悩みが参加者の多くに見
られた。これはネイティブスピーカーバイアスの現れで、L2 話者のスピーカーレジティマシーの妨げに
なっていると思われる。スピーカーレジティマシー (Bourdieu 1991) は、話す権利、発言を聞いてもらう
権利を意味する。L2 話者にとってスピーカーレジティマシーの欠如は日本語での生活の支障になってい
ると予想される。本稿では、ネイティブスピーカーバイアスをなくす必要があり、日本語教育もその一
端を担っていると提唱する。そして L2 話者のための日本語教育は教育を受ける彼らの意見を考慮しなけ
ればならない。本稿ではこの調査の結果を報告し、米国における日本語教育への示唆を述べる。
キーワード：ネイティブスピーカーバイアス、スピーチスタイル、敬語、ジェンダー、方言

1

はじめに

在日外国人の日本語能力について、日本国内ではかつてないほど関心が高まってい
る。例えば、昨年成立した「在日外国人への日本語教育推進法」(文化庁 2019) だが、
この法律では国や自治体が日本語教育を進める責任を持つべきだということが明記され
た。また、日本社会における、「やさしい日本語」の使用を促進する動きが近年増えて
きた (e.g., 福岡市 2018)。こういった動きの背景には、外国人の日本語能力が上がれ
ば、日本人と共生ができるはずだという考えが窺える1。もちろん、在日外国人のため
の日本語教育を促進することは重要であるし、お互いの理解を深めようという動き自体
は歓迎すべきことであろう。しかし、こういった動きがある一方で、ネイティブスピー
カーバイアスが残る中、外国人の日本語能力の向上だけでは、必ずしも、共生につなが
るとは限らない。
本稿では、日本語のスピーチスタイル (敬語、方言等) に焦点を当てながらネイティ
ブスピーカーバイアスに着目する。本研究は在日日本語非母語話者 (L2話者) を参加者
とし、彼らの日本語にまつわる経験や意見について考察した。具体的には、エスノグラ
フィックインタビュー、現地観察、インターネット調査のデータを利用し、参加者の日
本語経験、日本語教育に対する意見を調べた。内容分析の結果、日本語のスピーチスタ
イルをどう使うか、そして周りの日本人の期待にズレを感じるという悩みが参加者の多
くに見られた。こうした結果から、ネイティブスピーカーバイアスがL2話者のスピー
カーレジティマシーの妨げになっていることが分かる。スピーカーレジティマシー
(Bourdieu 1991) とは、話す権利、発言を聞いてもらう権利を意味するが、L2話者にとっ
て、スピーカーレジティマシーの欠如が日本語を使っての生活の妨げになり、日本人と
の共生をより難しくしていると本稿では結論付けた。在日外国人の日本語能力を共生に
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つなげるために、まずはネイティブスピーカーバイアスをなくす必要がある。米国にお
ける日本語教育もその一端を担っている。また、L2話者や在日外国人のための日本語
教育は実際に教育を受ける彼らの意見を考慮しなければならない。本稿ではこの調査結
果を報告し、米国における日本語教育への示唆を述べる。
2

先行研究

まずはネイティブスピーカーバイアスとスピーカーレジティマシーについて紹介し、
日本語のスピーチスタイルとの関連を考えていきたい。
2.1

ネイティブスピーカーバイアスとスピーカーレジティマシー

ネイティブスピーカーバイアスは、native speaker concept、native speakerism とも呼ば
れているが、本稿ではこれらの概念を「ネイティブスピーカーバイアス」と呼ぶ。「ネ
イティブスピーカー」、つまり、母語話者は、理想的でかつ完璧な話者であるという考
え方を批判している先行研究が多くある (e.g., Cook 1999, 2016; Doerr 2009)。そして、こ
ういったネイティブスピーカーに対して、ノンネイティブスピーカー (非母語話者) は
deficient communicator (話者としては欠けている、不足している) とされ (Firth & Wagner
1997, 2007)、不十分な話者であるという捉え方も批判されてきた (e.g., Davies 2003;
Holliday 2006, 2018; Rampton 1990)。
先行研究では、ネイティブスピーカーバイアスの基になっているイデオロギーにフォ
ーカスしているものが多くあり、本研究に特に関連性が高いのは次のものである。まず
は、話者の国籍によってネイティブスピーカーかどうかが判断されがちであるというこ
と (e.g., Doerr 2009; Pennycook 1994/2017)、それと同様に、人種や民族性によってもネイ
ティブスピーカーかどうか判断されること (e.g., Okubo 2009) が挙げられる。つまり、
ネイティブスピーカーというのは、言語能力の問題というより、人種、身分の問題であ
るということが分かる。また、ネイティブスピーカーバイアスの概念の中に、言語は変
化・変動のないものであるという概念が含まれていることも指摘されている (e.g., Doerr
2009; Pennycook 1994/2017)。事実上、スピーチスタイル、方言などの言語内の多様性が
存在するにもかかわらず、それを無視し、一つの「正しい、標準化されている」言語が
存在しているという考え方に問題があると言えよう。
尚、ネイティブスピーカーバイアスがあるため、L2話者が理想的な、架空の「ネイ
ティブスピーカー」と比べられ、例えばL2話者がコミュニケーションがとれ、日本語
を通してタスクが達成できても、何かが足りないと見做されることになってしまう
(Doerr & Kumagai 2009)。その上、ネイティブスピーカーバイアスは母語話者が持つ考
え方だけではなく、非母語話者が自分自身に対して持つ考え方でもありえる (e.g.,
Liddicoat 2016; Parmegiani 2010, 2014)。L2話者がネイティブスピーカーバイアスを信じ
てしまうと、そのことばを使うことに対して自信をなくし、モチベーションが下がる原
因にもなる。
また、ネイティブスピーカーバイアスのイデオロギーの中で、ネイティブスピーカー
とスピーカーレジティマシーは相互的な関係性がある。スピーカーレジティマシーと
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は、話す権利で、Bourdieu (1991) の言語資本の理論に由来する。そしてスピーカーレジ
ティマシーがもたらす「話す権利」は限られたリソース(資源)で、そのリソースが特定
の人だけに与えられる。さらに「話す権利」とは、話すこと自体だけではなく、発言を
「聞いてもらう権利」でもある。言語の形式や発音、文法の正しさなどではなく、発言
の内容自体を聞いてもらえるかどうかが問題とされる概念である。そしてスピーカーレ
ジティマシーは人間関係を構築するための重要なリソースになる。例えば、スピーカー
レジティマシーが確立されれば、地域社会、職場などのコミュニティーへの参加がしや
すくなる。一方でレジティマシーが欠如している時はこういったところへのアクセスが
遮断され、話者はその言語をリソースとして使えなくなる。
2.2

スピーチスタイルの重要性・関連性

言語というのは、情報伝達の手段であるだけでなく、人との繋がりを深める道具でも
あり、自分のアイデンティティを表す道具でもあるということが社会言語学の多くの研
究で述べられてきた (e.g., Inoue 2006; Jones & Ono 2008; Norton 2000/2013)。また、それ
ぞれのスピーチスタイルは、異なった「価値」すなわち言語資本を持ち (Bourdieu
1991)、コンテクストや談話者によって、スピーチスタイルの選択を通して話者が自分
自信のステータス、アイデンティティやパワーを交渉する道具でもある (e.g., Norton
2013)。日本語の場合は、敬語、方言、男性語、女性語等のスピーチスタイルがあり、
日本語話者が選択しなければならないことが多々ある。日本語の L1 話者が女性語、男
性語や方言に対してどのように取り組んでいるかはアイデンティティや目的によって異
なると考察されている (e.g., Inoue 2006; Occhi 2008; SturtzSreetharan 2006)。
また L2 話者も日本語を話す時、こういったスピーチスタイルを意識し、それぞれの
スピーチスタイルが持つ社会的意味を考えた上で、意図的に選択するということが先行
研究から分かる (e.g., Itakura 2008; Ohara 2001; Siegal 1994)。L2 話者がスピーチスタイル
を選ぶ際に、どのスピーチスタイルが「正しい」か、自分にとって「適切」であるかを
考え、日本語の規範を意識し、悩むこともある (Takeuchi 2015)。つまり、L2 話者にと
って、L1 話者同様、スピーチスタイルの選択は重要で、且つ取り決めにくいことであ
ると言えよう。
尚、先行研究では、スピーチスタイルの研究の多くは L1 話者にフォーカスしてい
て、対象が L2 話者の研究の場合では、スピーチスタイルの勉強方法等、学習や教育の
立場から見たものが多い。しかしスピーチスタイルとネイティブスピーカーバイアスと
の関係を分析している研究が少ないので、本稿ではそこに焦点を当てる。
3

データおよび方法

本研究は、在日日本語L2話者の日本語にまつわる経験や意見に焦点を当て、特に、
言語バリエーションとそれに関するイデオロギーを調べ、敬語、方言、男性語、女性語
といったスピーチスタイルに対する考え方を考察する。
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3.1

参加者

日本語のL2話者の参加者は全員日本で生活している社会人27名で、留学生など、教
育を受けている人は対象外とした。男性17名、女性10名、年齢は20歳代から50歳代、居
住地は愛媛、香川、大阪、千葉、東京である。 (L2の参加者は全員、英語のL1話者であ
る)。参加者の職業はIT企業、旅行会社、翻訳・通訳、そして英語教育関係者等様々で
ある。日本の滞在歴は、短い人は1年半で、長い人は25年以上日本に住んでいる。L2参
加者の日本語能力に関しては、日常会話を困ることなくこなせるレベルから、仕事上専
門的な日本語が使えるレベルまでと差があるが、彼らにとって日本語は生活言語になっ
ていると言える。
また、日本語のL1話者の参加者もいる。L1話者は26名で、全員L2参加者の関係者で
あった。その多くはL2参加者の同僚、配偶者、友人などである。本稿ではL1の参加者
の紹介はできないが、彼らからも多くのデータを集めており、分析や結論に大きく影響
している。
本稿では参加者全員を紹介することはできないが、以下のデータ例で出てくるL2の
参加者は以下の表の通りである。 (すべて仮名)
表1：本稿で紹介されているL2参加者

3.2

仮名

国籍

在日年数

居住地

年齢

日本語能力

Brandon

USA

2 年間

愛媛

20s

上級

Melissa

New Zealand

3 年間

愛媛

20s

中級

Liam

USA

3 年間

愛媛

20s

上級

Daniel

New Zealand

4 年間

愛媛

20s

上級

Grace

UK

10 年間

香川

40s

上級

Peter

UK

11 年間

愛媛

30s

上級

James

USA

11 年間

東京

30s

上級

David

USA

23 年間

千葉

40s

上級

データと分析方法

利用しているデータはエスノグラフィックインタビュー、現地観察、そしてインター
ネット調査からのものである。インタビューは、参加者のL1で行った。つまり、日本
語のL2参加者のインタビューは英語で行い、日本語のL1参加者のインタビューは日本
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語で行った。すべてのインタビューを録音し、書き起こした。現地観察の際はフィール
ドノートを作り、それも分析に用いた。そして、これらのデータを質的なフレームワー
ク内で内容分析をし、テーマに分け、コーディングをした (Creswell 2007; Erickson 1992;
Saldaña 2013)。
本稿はL2のインタビュー・データに基づいている。インタビューの質問は自由回答
形式で、次のような質問をした：
•
•
•
•

How would you describe your Japanese language ability?
Is there anything you’re careful about when you speak Japanese?
What’s difficult about Japanese?
Did you know that Japanese had dialects before you came to (Ehime)?

こういった質問に対して、参加者が色々な意見や経験を自由に語り、「日本語」という
大きなトピックの中から、それぞれのスピーチスタイルについてのコメントが多く出
た。
4

データ例：スピーチスタイルの悩み

内容分析を通して、L2の参加者の答えの中から、どれだけスピーチスタイルが悩み
の種になっているかが見えてきた。特に、敬語、方言、女性語等の使用方法、そして周
りの日本人の考えにズレを感じる参加者が多かった。次はその結果とネイティブスピー
カーバイアスとの関係について考えていきたい。
4.1

スピーチスタイル 1：敬語

インタビューでは直接敬語についての質問はなかったが、日本語についての一般的な
質問に対して、敬語に関するコメントがたくさん出た。分析して分かったことは、敬語
が大切で、使いたいと思っているL2参加者が多かった。彼らは敬語が使いこなせるこ
とは日本語能力が上がったことの証だと考えている。例えば、20年以上日本に住んでい
るDavidだが、日本語で仕事していて、時には翻訳や通訳をし、日本語が生活言語にな
っているにも関わらず、敬語が使いこなせていないと感じ、そのせいで、自分の日本語
能力を “just fair”「まあまあ」だと低めに自己評価した。思い通りに敬語が使えない
Davidはそのことを悲しんでいた。
また、敬語を言語的リソースでもあると考えている参加者が多かった。彼らは職場や
人間関係のために敬語が不可欠だと考えていた。例えば、Danielは自分自身が敬語を頑
張ってマスターしていることを誇りに思っていた。そして、その敬語のスキルが今後の
キャリアアップにつながると述べていた。さらに自分自身の敬語能力を周りの他のL2
話者と比べていた。自分の知り合いのL2話者で一切敬語を使おうとしない人につい
て、Danielは“I don’t think it’s gonna be very easy for him to find another job in Japan because
he can’t speak keigo properly”と語った。つまり、敬語が使えた方が将来のためになり、
使えない人は損をするという考え方である。
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一方で、敬語は仕事のためだけではないと考える参加者もいた。彼らは、敬語が自分
の「声」やアイデンティティを表すための方法だと考えていた。例えば、Brandonは敬
語が “the first Japanese that I was able to really use and call my own”だと語った。この発言
から、Brandonにとって敬語が「敬意を表す」ことばや、仕事のための話し方という捉
え方を超え、自己表現の道具であることが分かる。
以上のコメントから、L2参加者は敬語が使えるようになりたいということが分か
る。しかしながら、日本人（L1話者）は外国人（L2話者）が敬語を使うことを期待し
ていないと思っている参加者も数名いた。例えば、「外国人が敬語を使わなくても日本
人に許される」とコメントした参加者がいた。さらにL2話者が敬語を間違っても日本
人に直してもらえないので、モチベーションが下がり、敬語をあきらめたという経験を
述べた参加者もいた。その一人がMelissaで、彼女はそのせいで敬語をあまり勉強しな
いと説明した。彼女は “you can get away with it, so, there hasn’t really been that push for me
to study [keigo] more”と語った。つまり、自分自身が敬語を理解したい、使いたいと思
っていても、日本人にそのように期待されていないという不満を表現した。
これらの意見の裏には、L2話者は敬語を使う必要はないと考えるL1話者がいること
が垣間見られる。しかし、そういった考え方は、彼らの日本語スピーチコミュニティの
一員としてのニーズを軽視し、無視していると言えるのではないであろうか。
4.2

スピーチスタイル 2：男性語・女性語

次は、男性語と女性語についてだが、インタビューでは、敬語と同様、男性語や女性
語に関する質問はなく、言葉とジェンダーについての直接的な質問はなかった。しか
し、参加者が自分の日本語について話す中に男性語・女性語に関するコメントがたくさ
ん見られた。そのコメントから、彼らが持つ自分の話し方に対する悩みが明らかになっ
てきた。
特に、話し方が自分の「ジェンダー」や「性格」に合っているかどうかと心配する参
加者が多くいた。例えば不意に「男っぽい」や「女っぽい」話し方になっているのでは
ないかと心配している人が目立った。彼らは、示したいアイデンティティと話し方で表
出されるアイデンティティが一致することを希望している。さらに、それが日本社会に
おける言語のジェンダー規範に反しないことも望んでいる。しかし、多くの参加者は自
分の言語使用によって、意図しないジェンダーアイデンティティーを示していないかと
悩み、意図したイメージと実際に与えているイメージの間にズレを感じることがある。
それによって意図しない「ジェンダー」を言語で演じているのではないかと悩むあま
り、自然に話せなくなってしまう参加者もいる。
例えば、女性参加者のMelissaは「女らしい」話し方を “girly-girl” と描写し、意識的
に避けていた。また、別の女性参加者、Graceは、日本語が“so fixed on being feminine
and dainty and ladylike”だと批判する反面、自分自身の日本語の話し方が「男っぽすぎ
る」と考え、新しい日本人の友人ができた時に自分の話し方について謝るようにしてい
ると言った。
同じように、男性の参加者も、「女らしい」話し方をしていないかと心配し、知り合
いの日本人男性を真似て話す参加者もいた。そして、男性も女性も、日本語の一人称
（わたし、僕、俺）の中からどれを選ぶか悩んでいる参加者もいた。女性の場合は「あ
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たし」を「女っぽすぎる」と考え、避けるという人が多かった。男性参加者では、
「俺」を使う参加者Davidは日本人の男友達を真似て「俺」を使っていた理由として、
“I mimicked him because I didn’t want to sound like a woman, I wanted sound a little tough, you
know, I wanted to sound like a man’s man” と説明した。一方で、Jamesは「俺」が “too
rough, too casual” だと言い、「僕」を使うと説明した。そのほかに、話し相手や状況に
合わせて「僕」と「俺」を使い分けている参加者も数名いた。
4.3

スピーチスタイル 3：方言

最後に紹介したいスピーチスタイルは方言だが、方言の場合は、インタビューで直接
このトピックについて質問したこともあった。また、質問が出る前に参加者が自発的に
方言について話すケースもあった。これは地方に住むL2話者は日常生活をしていく上
で方言を聞く機会が多いからだと考えられる。そして、L2話者が方言をよく耳にする
と、自分自身の方言理解や方言使用を考えなければならない。インタビューをテーマ分
析していくうちに、方言について葛藤している参加者が多いことが分かった。
まず、多くのL2参加者は方言は分かりにくいと感じ、職場や町中で、そして友人な
どから聞いている方言は、日本語の教科書や辞書に載っていないため、どうやって勉強
できるか困っているようである。例えば、Peterは方言のせいで日本語の学習が
“unnecessarily complicated” になっていると感じると言った。また、大学の時に東京で勉
強したBrandonは、仕事のために愛媛に行ってからは方言をよく聞くようになり、理解
するのに困ったと説明した。その結果、自分の日本語能力に対する自信を失い、“in
Tokyo, I was fine, but once I actually came [to Ehime] I couldn’t understand people, that was a
huge shock for me” と方言の分かりにくさにショックを受けたことについて語った。
また、方言を理解するのと同じように、方言を使うことに対する悩みも見られた。例
えば、日本で生活していく中で、自然と新しい言葉や言い回しをたくさん学び、使うよ
うになっていくが、使っていることばやフレーズが標準語か方言か判断できず不安にな
る参加者が多くいた。そして新しく学んだ言葉を使った時、日本人に指摘されて初めて
その言葉が方言だと気づくという経験のある参加者も数名いた。
それから、知らず知らずのうちに方言を使っている参加者も、意図的に使っている参
加者も、同じ悩みを持っていた。それは、方言を使うようになったら、それが悪いくせ
になり、職場などでの改まった場面でも使ってしまうのではないかという心配であっ
た。
そして、敬語や男性語・女性語に関して見られたように、方言が自分のアイデンティ
ティに合うか合わないかを考えたり、自分のアイデンティティの表し方を探しながら、
方言を使うべきかどうかについて葛藤する参加者もいた。例えば Brandon は周りの日
本人が方言をよく使っている状況で、自分だけ方言を使わないと、その日本人との距離
が縮まらないのではないかと心配していた。方言が「ローカル」なスタンダードである
なら、使わない場合は支障が出るのではないかともコメントした。Brandon は、方言を
よく使うL2話者の友人と、方言を使わない自分を比べて、自分が周りの日本人と仲良
くなっていないのは話し方が原因なのではないかと心配し、こう語った “I wonder, if I
changed my speech, would that have [a positive] effect on those relationships?” このように
Brandonは方言を使いたくなくても使った方がいいかと迷っていた。しかし、結局は彼
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は方言が自分のアイデンティティに合わないと感じ、方言使用を避け続けていた。
Melissaも方言を使うかどうか悩んでいた一人だが、それは日本人から受ける方言に
ついてのアドバイスや注意が矛盾しているという経験を持っていたからである。例え
ば、ある日本人には方言を使った方がいいとアドバイスされたのに、別の日本人には方
言を使わない方がいいと言われた。そこで、彼女の方言の悩みが益々強くなったと語っ
た。
一方で、積極的に方言が使いたいという参加者も数名いた。例えば、Liamは方言が
自分のアイデンティティに合っていると感じたそうだ。彼は“I feel like I can express
myself by using it” と言い、方言が自己表現の手段だと捉えた。それから、Grace も同
様、 “I don’t like being the foreigner all the time, [dialect] lets you have an instant connection
with people” と言った。Graceは方言を使うことによって相手との距離が縮まると感じた
ので、意図的に使うようにしていると説明した。
5

まとめ

以上、スピーチスタイルとネイティブスピーカーバイアスの関係が見えるデータ例を
紹介した。敬語、男性語・女性語、そして方言、それぞれ違うスピーチスタイルだが、
合わせて考察することによって分かるのは、こういったスピーチスタイルが在日 L2 話
者にとって、自己を表現するリソースでも、コミュニティの一員になるためのリソース
でもあるということである。とはいえ、ネイティブスピーカーバイアスの影響で L2 話
者の話し方が、L1 話者とは違った基準で測られていることが分かる。そのせいで「生
きた日本語」「自己を表現する日本語」が L2 話者の手の届かないものになってしまっ
ているのではないかと思われる。日本語学習者が、異なったスピーチスタイルを使いこ
なすことは確かに大変なことであろう。しかし、「外国人だから」といって、L2 話者に
は複雑な日本語は要らない、やさしい日本語、無味乾燥なことばだけでいいとするので
あれば、在日外国人の彼らにとって重要な言語リソースが失われることになりかねな
い。
また日本人なら当然だとされる話し方でも、話し手が外国人になると珍しがること
や、話し方を指摘するということは、彼らの発言内容を聞かないことになり、L2 話者
のスピーカーレジティマシーを否定することになる。ノンネイティブスピーカーである
がゆえに、スピーチスタイルのバリエーションが要らないとすることはネイティブスピ
ーカーバイアスの現れであると思われる。
6

日本語教育への示唆：在日 L2 話者から学べること

最後に、日本国外における日本語教育への示唆だが、まずは、私たち教師はL2話者
がネイティブスピーカーバイアスの影響を受けるのを完全には防ぐことはできないであ
ろう。しかし、学習者がそれに抵抗できるように指導していく責任があると本稿では提
唱する。そのためには指導に使われる日本語の教材や資料を選ぶ際に、日本語、ひいて
は言語が持つダイバーシティを避けず、学習者のレベルに合わせながら、そのようなダ
イバーシティのある教材を紹介することが必要だと思われる。また、日本語教育は教育
を受ける彼らの意見を考慮しなければならないとも言えよう。本稿で紹介した参加者た
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ちからは、実際に使われている日本語を学びたい、使いたいという意見が明確に見られ
た。日本語教育を担っている教師の私たちは、生きた日本語を提供することに向けて第
一歩を踏み出す責任があるのではないか。そうすることによって、学習者が日本語のス
ピーチコミュニティの一員になれる日本語、自己を表せる日本語を身につけられるよう
に指導できると考える。
最後に、L2話者でも学習中であっても「日本語話者」であるという見方の普及につ
とめ、話者が母語話者か非母語話者かに関係なく「日本語話者」として認められるよう
になることが、本当のスピーカーレジティマシーにつながると私は確信している。
謝辞
本稿は CATJ 28 での講演に基づいております。今回の学会はコロナウイルスの影響で学会開催がオンラ
インで行われました。CATJ にとってはオンラインでの開催ははじめてにもかかわらず、何も問題なく全
て順調に運ばれました。この場を借りて、推進にご尽力なさった Satoko Suzuki 先生、Arthur Mitchell 先
生、Ritsuko Narita 先生、Sachiko Dorsey 先生に感謝申し上げます。また、本稿を書くにあたり、貴重なプ
ルーフリーディングをしてくださった Tomomi Kakegawa 先生に感謝いたします。

注
ここでの「外国人」と「日本人」という表現は、「やさしい日本語」や外国人向けの日本語教育に関す
る資料に多く使われている。また、本研究の参加者たちも、こういった表現を問題視せず、「外国人」
は日本国外に生まれ日本語ができない人、「日本人」は日本で生まれ日本語の母語話者だと当たり前の
ように述べている人が多かった。しかし、これらの表現を批判的に考えると様々な問題があり、このよ
うな定義に合わないケースが多くある。本稿では、こういった問題を承知した上で、「やさしい日本
語」の資料や本研究の参加者たちのことばを表す時に「外国人」、「日本人」という表現を使う。(鈴木
2019 を参照)
1
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