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特集：教室・学習者・教師を問い直す 

【寄稿 ― 論考】 

日本語教育における「教師の成長」の批判的再検討 

自己成長論から逸脱の場としての「同僚性」構築へ 

 

牛窪 隆太* 

（関西学院大学） 

 

概要 

近年，「日本語教育学」をめぐって，従来の日本語教育のあり方を批判的にとらえ，日本

社会に位置づけ直そうとする議論が盛んになっている。国内大学のグローバル化戦略にと

もない，日本語教育に期待される役割も，今後拡大していくことが予想される。日本語教

育を日々実践しているのが，現場の教師であることを考えれば，従来の日本語教育のとら

え直しとは，現場の教師それぞれが，自身の教師としての役割を再考しなければ，達成さ

れないものである。本稿では，研究者であり教師でもある筆者の立場から，現場の日本語

教師がおかれた教師環境を検討し，その問題点を指摘する。そのうえで，日本語教育で主

張された「自己成長」論を批判的に検討することから，現場の教師が，「フリーランス」

の専門家であろうとすることによって生まれる拘束性から，お互いを逸脱させていくため

の「同僚性」構築を，日本語教育において構想する必要性を主張する。 
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1．日本語教育を取り巻く現状 

日本国内に在留する外国人の数はこの 20 年で約

210 万人に倍増した。国内の日本語学習者も，震災

の影響で一時は減少したものの，現在では 17 万人

を超え，ここ数年は一貫して増加傾向にあるという

（文化庁，2014）。「留学生 30 万人計画」や国内大
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学のグローバル化戦略にともなう留学生誘致が進め

ば，国内で実施されている日本語教育プログラムに

参加する学習者の数は，今後さらに増加することが

予想され，日本語教育に期待される役割も拡大して

いくことが予想される。 

一方で，近年の「日本語教育学」をめぐる議論に

おいては，従来の日本語教育研究が，「日本語」を

中心に「学習者」，「教育」，「社会」について実施さ

れながらも，異なる出自をもつ研究者が，それら複

数の研究対象を異なる研究領域のものとして個別に
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扱ってきたという指摘がなされている（本田，岩

田，義永，渡部，2014）。また，日本語教育研究に

おける議論が，「外の社会」に向かうのではなく

「内の社会」としての教室に完結したものになって

おり，その専門性が日本社会に広く認められるもの

にはなっていないという指摘もある（名嶋，

2015）。これらの指摘は，日本語教育学が，未だ学

問と呼べるほどの構造体をなしていないことや，日

本語教育に対する外部の認識が，母語話者であれば

誰でもできるという旧来のものからほとんど変化し

ていないという問題意識を背景になされており，今

後，日本語教育を社会に位置づけなおしていくため

の議論の必要性が改めて主張されている。しかしこ

のことは，研究者が日本語教育を社会に位置づけた

研究活動を行えば，それで解決するというものでも

ないだろう。日本語教育を日々実践しているのは，

言うまでもなく現場の教師だからである。それで

は，現場の日本語教師それぞれが，日本語教育を社

会に位置づけなおしていくためには何が必要なのだ

ろうか。 

文化庁（2014）によれば，国内の日本語教師約

３万人のうち，ボランティアが占める割合は 57%

であり，常勤講師は全体のわずか 11％にすぎな

い。この状況は，この 10 年間ほとんど変化してお

らず1ボランティアではなく職業として日本語教育

に携わっている者のほとんどが，非常勤講師として

複数の教育機関を掛けもちしているというのが現状

である。前掲の本田ら（2014）は，学会誌『日本

語教育』について内容分析を行い，日本語教育研究

の動向を明らかにしているが，その結果からうかが

えるのは，日本語教育学において，教師を扱った研

                                                           

1  10 年前にも，文化庁調査結果から，日本語教師と呼ば
れるもののうち，ボランティアが半数以上を占めてい
るという状況について，政府は教師養成の内容のみで
日本語教師を恒常的に育成していくことをほとんど考
慮していないという指摘（岡本，2005）がなされてい
る。 

究はそれほど注目されてきておらず，現場の日本語

教師がどのように教育実践に向き合っているのかに

ついても，実際には，ほとんど明らかにされていな

いということである。 

日本語教師養成の議論においては，1990 年代後

半に「教師トレーニング」から「教師の自己成長」

へというパラダイム転換（岡崎，岡崎，1997）が

主張された。1980 年代から急激に増加した学習者

の多様化に対応するため，特定の教授法を再生する

のではなく，教師が自身の教授活動を内省し，改善

することによって成長していく「自己研修型教師」

となる必要性も主張された。確かに，今後さらに増

加することが予想される国内の日本語学習者への対

応を考えても，現場の教師が自己研修によって，教

育実践を絶えず更新していくことは必要だろう。し

かし同時に，現場の教師それぞれが自身の教育実践

を改善するという成長観のままで，今後，日本語教

育を社会に位置づけなおしていくことは可能なのか

と考えると，それは疑わしくも思える。 

私は，日本語教育研究者として，新人日本語教師

を対象とした研究を実施する一方で，日本語教育の

実践者として，現職教師を対象とした研究会を立ち

上げ，中堅以上のキャリアをもつ教師仲間とともに

運営してきた。そして，新人教師のインタビュー調

査をまとめ，研究会に参加した中堅教師の学びのあ

り方を検討するうちに，新人教師の調査から見えて

きた問題点は，私自身を含む，中堅以上のキャリア

をもつ日本語教師にとっても同様のものなのではな

いかと考えるようになった。つまり，日本語教育を

社会に位置づけなおす以前の課題として，日本語教

師がおかれた教師環境や，その環境において培われ

る日本語教育観（日本語教育とはどういうものなの

かについての理解や考え方）があり，それらを背景

とした個体主義的な教師のあり方こそが，日本語教

育の議論を「内の社会」としての教室に完結させて

いるのではないかということである。 
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以上の問題意識から，本稿では，特に，国内の日

本語教育機関において，非常勤講師として日本語教

育に携わる日本語教師に注目し，新人教師と中堅教

師を対象に実施した二つの研究・実践事例を取り上

げる。日本語教師が教育実践を行う場は多岐にわ

たっており，多様な現場に携わる教師すべてを同様

のものとして議論することはできない。そのうち，

ここで取り上げたいのは，国内の民間教育機関（い

わゆる日本語学校）や大学において，語学留学生を

対象に実施されている日本語教育プログラムに携わ

る教師である。このようなプログラムの特徴とし

て，一人の教師が一つのコースを担当するのではな

く，複数の教師が一つのクラスを日替わりで担当す

ることによってコースが運営されるという，チーム

ティーチングの制度を採用していることがある。日

本語教育におけるチームティーチングでは，まず

コーディネーター役の教師がコース内容を決定し，

スケジュールを立てる。そして，そのスケジュール

をもとに複数の教師が授業を実施することでコース

運営がなされることが多い。本稿では，このような

チームティーチングに携わる教師を対象に実施した

研究・実践事例から，日本語教師の教師環境とし

て，分業的，個体主義的な環境の問題点を指摘す

る。そして，日本語教育でいわれる「教師の自己成

長」論が，その状況を下支えするものになってお

り，他の教師と関係性が考慮されないままに，無難

に授業をこなすという日本語教育観が，教師にとっ

ての拘束性をもたらすものになっていることを示

す。そのうえで，従来の「自己成長」論を批判的に

検討することから，日本語教師の関係性をお互いを

拘束するものから逸脱させていくための「同僚性」

のあり方について議論したい。 

 

2．新人教師と中堅教師を対象とした研究

事例から 

２.１．教師研究における立ち位置 

私は，日本語教師についての研究を実施している

が，日本語教師を養成する立場にあるわけでもな

く，また，理想の日本語教師像を素描できるほど，

豊かな教師経験をもつわけでもない。ではなぜ，教

師の研究なのか。ここで，本稿において，研究と実

践を並列的に議論したうえで，従来の成長論を問い

直すという論立てを行う意図を明らかにするため

に，自身の立ち位置について記述しておきたい。 

私自身の教師経験は，民間の日本語教師養成講座

を経て大学院の修士課程を終え，国内の大学で「総

合活動型日本語教育」（細川，2002）の教育実践を

担当することになったところから始まっている。そ

の後，海外の民間教育機関で経験を積み，現在まで

国内の複数の教育機関（民間教育機関・大学）で日

本語教育に携わってきた。日本語教育を研究しなが

ら，同時に複数の教育現場で実践を積むという経験

は，新人教師が直面するとされる理論と実践間の

ギャップによるショック（Johnson，1994；Farrell，

2001）だけでなく，ある程度の教師経験を積んで

からも，研究で主張していることと現場でしている

ことの間に乖離の感覚を生じさせてきた。私が新人

教師を対象としたインタビュー調査を始めようと

思ったのは，他の教師の経験を知ることによって，

自身の経験を相対化できるかもしれないと考えたた

めであった。その後，調査を研究としてまとめるう

ちに，次第に，現場に立つ自身のあり方そのものを

問題にしなければならないのではないかと考えるよ

うになった。教師である私が教師を研究することと

は，現場での「了解可能性」（鯨岡，2005）ととも

に，自身の現場や教師としてのあり方への「再帰
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図 1 概念関係図（牛窪 2014a より再掲） 

性」2をもつべきものであると考えた。つまり，研

究で主張していることは，自身の教師としてのあり

方との整合性をもつべきものであり，研究の成果と

は，教師としての実践へと結ばれるべきであるとい

うことである。したがって，本稿で示す二つの研

究・実践事例もまた，日本語教育者であり研究者で

もある私自身の観点から結び直されるものであり，

本稿では，二つの事例をもとに研究成果と実践成果

の両面から従来の教師論を問い直すという手続きを

とる。 

 

２．２．新人教師を対象とした研究 

ここではまず，新人教師を対象に実施した研究の

結果（牛窪，2014a）を示す。 

                                                           

2  質的心理学において「再帰性」とは，研究者が，調査
者としての自己を批判的に内省する過程（デンジン，
リンカン，2008，p. 163）を示す概念である。対し
て，ここでは，教師である私が研究を行う以上，産出
される知見は教師としての自己を批判的に問い直し，
自身や他の教師の現場への還元を志向するものでなけ
ればならないという意味でこの用語を用いている。 

教授経験 5 年目までの新人教師3を対象に，教育

機関における経験についてインタビュー調査を実施

し，そのうち教育機関への参加において授業に葛藤

を感じていると判断される教師（12 名）から得ら

れた語りについて，修正版グラウンデッド・セオ

リー・アプローチ（M-GTA）（木下，2003）を用い

て分析した。M-GTA を用いたのは，それが「研究

する人間」の視点が重視され，実践への還元が明確

に意図された質的データ分析法であり，実践者とし

ての私の問題意識に忠実に，かつ，他の教師の経験

の要因や条件をデータに即して解釈していくこと

で，自身の経験とは異なる側面を明らかにすること

ができると考えたからである。分析焦点者を「授業

に問題を感じている非常勤の新人日本語教師」と

し，分析テーマを「新人教師たちが他の教師との関

係性において授業に葛藤を感じ，克服するプロセ

ス」とした。分析の結果，作成された概念図を図１

に示す。 

                                                           

3  金田（2006）は，学校教師の生涯発達の議論における
ものとして，「初任（教師歴 3 年あるいは 5 年程度）」
「中堅（5 年から 15 年程度まで）」「熟練／ベテラン
（15 年あるいは 20 年以上）」という分類を紹介してい
る。これを踏まえ，本研究では，重複している５年目
の教師までを広く新人教師と規定した。 
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分析の結果，新人教師たちは，授業見学を受ける

ことによって授業改善を行う一方で，他の教師の授

業を見学することはできず，養成講座で身につけた

典型的な教授法を繰り返しながら，初級は大丈夫と

いう自信を得るようになることがわかった。また，

他の教師との関係性について，お互いに「フリーラ

ンス」であり，気軽に聞いてはいけないと考える一

方で，忙しさの中で，他の教師と関係性がもてない

まま，無難に割り当てをこなすという日本語教育観

をもつようになっていた。 

新人教師にとって葛藤を乗り越える分岐点となる

のは，「そうじゃなくてもいい」という気づきであ

り，それが「大学院での学び」や「ずらしを実践し

ている先輩教師」によってもたらされることが示唆

された。新人教師たちは，大学院で異なる日本語教

育のあり方を学んだり，教育機関で求められる実践

内容を自分なりに変えて実践している先輩教師と出

会うことによって，葛藤を克服する道筋を得てい

た。このことから私は，新人日本語教師がおかれて

いる教師環境について，以下の３点を指摘した。 

 

(1) 新人日本語教師にとって，ベテラン教師と関

係が作りにくい環境があり，新人教師には他

の教師の授業を見ないまま，自力で一人前に

なること＝教科書を指針とすることが求めら

れること 

(2) 他の教師との関係性をもてない場合，教師の

関係をつないでいるものは教科書やスケ

ジュールであり，その中で新人教師は自分の

割り当てを無難にこなさなければならないと

考えるようになること 

(3) 新人教師にとって，特定の教授法を再生し，

教科書を教えられるようになることが自信に

つながる一方で，忙しさの中で考える時間の

ないまま，日本語教師の仕事とはそういうも

のであると理解していくこと 

そのうえで，新人日本語教師をとりまく教師環境

の問題点として，まず，教師間の交渉が必要とされ

ないシステムが存在すること，そして，新人教師は

その中で個人の経験として授業を考えなければなら

ず，ベテラン教師との間に「フリーランス」である

という意識が存在することによって，両者は分断さ

れ，新人教師は「やりにくいと思われないように」

ベテラン教師に合わせるための「同調性」を身につ

けていくという，個体主義性4と同調性が同時に求

められる構造が存在することを指摘した（牛窪，

2014a）。 

一方，この研究を実施した当時，私は，教師歴で

いえば中堅とされる教師になっていた。教師として

の私は，どのような授業を割り当てられても，それ

なりにできるという自信をもつようになっており，

新人教師のように授業について葛藤を感じることは

なくなっていた。しかし，新人教師の研究をするこ

とによって，私自身もまた，非常勤講師として複数

の教育機関で忙しく授業を担当するうちに，スケ

ジュールに書かれた担当コマを実施し，次の教師に

引き継ぐというだけで，ほとんど何も考えずに仕事

をしているのではないかという疑問を抱くように

なった。つまり，経験を積むことで葛藤を感じなく

なったというだけで，新人教師の研究において指摘

した問題点は，本質的には，自身の教師としてのあ

り方と重なるものなのではないかと考えた。 

 

２．３．中堅教師を対象とした研究 

そのような問題意識から，当時，所属していた教

育機関の他の教師に声をかけ，有志の教師が集まる

                                                           

4  石黒（1998）は，教育学の議論において個体の能力を
向上させることを目指してきたことを「個体能力主
義」と呼び，これを批判している。それに対してここ
でいう「個体主義」とは，能力が教師個人に求められ
ることに加え，「ゼロから手探りで」「自分一人でや
る」（M-GTA による概念）ことが当然視されている日
本語教師環境を示すものである。 
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授業勉強会を始めた。中堅教師を対象とした研究

は，この勉強会実践の延長線上に生まれたもので

あった。次に中堅教師を対象とした実践・研究事例

を説明する。 

当時，所属していた教育機関では，日本語のレベ

ル別に，横並びで複数のクラスが同じスケジュール

に沿って開講されていた。各クラスは，2 名から 3

名の教員によるチームティーチングで運営されてお

り，私ももう一人の教師とクラスを担当していた。

授業勉強会に参加した教師たちは，同じ教育機関に

所属し，横並びのクラスを同じ曜日に担当している

教師たちであった。 

授業勉強会を続けるうちに，私は今まで教員室で

顔を合わせていた他の教師との関係性が変化してき

たという実感をもつようになった。顔や名前を知っ

ているだけだった他の教師が，何を考え，何を大切

にして授業をしているのかわかるようになってきた

のである。では，他の教師は勉強会をどのようにと

表１ 発言内容一覧（牛窪 2014b より再掲） 
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らえていたのか。勉強会開始から一年半が経過した

時点で，授業勉強会に参加していた教師（教師経験

7 年から 11 年）5 名を対象に，授業勉強会での自

身の学びについてフォーカス・グループ・インタ

ビュー（以下，FGI と表記）を実施した。FGI と

は，司会者を立てディスカッション形式で行われる

インタビューのことである。FGI について安梅

（2001）は，グループダイナミクスによる情報の引

き出しを可能にするものであり，メンバーの行為と

行為に意味を与える背景情報の両方を把握できるも

のであるとしている。インタビューでは，私が司会

役になり，あらかじめ準備した質問や出された話題

をもとに，自由にディスカッションしてもらった。

個別にではなく，ディスカッション形式でインタ

ビューを実施することによって，教師たちが勉強会

において考えたことやその背景を率直に聞き出すこ

とができると考えた。 

インタビューにおいて教師たちは，授業勉強会に

参加することで，「目の前の学生に必要な日本語を

教える」のが日本語教師の仕事であるという日本語

教育観の先を考えることができたと話した。授業勉

強会は「あなたはだあれ」5と問われる場であり，

自身の教師としての姿勢やあり方について，改めて

考えさせられたという。このことから，インタ

ビューの分析では，発言を内容別にまとめ，発言間

の連関を見ることによって，授業勉強会で「あなた

はだあれ」と問われたと教師たちが発言した背景に

あるものを検討した。その結果，教師たちは，教員

室ではできない話し合いをする場として勉強会を位

置づけており，他の教師とつながることに意味を見

出していたことが見えてきた。インタビューでの教

師たちの発言内容をまとめた一覧を表１に示す。 

表の横軸は，発言した教師を表し，縦軸は，時系

列における質問（司会者が準備したもの）や話題
                                                           

5  インタビューの中で教師たちが使った表現をそのまま
使っている。 

（ディスカッションの中で出されたもの）を示して

いる。インタビューの最後に，全体をまとめること

を目的として，始めの質問と同じ質問をしたため，

表においても a と g の質問内容が重複したものに

なっている。各セルの括弧内には，発言が行われた

前後の状況を示す情報を示し，重複する発言内容を

網掛けで示した。 

表１中，「a．勉強会の意味」の発言内容から考え

ると，教師たちにとって勉強会の意味は，「他の教

師とつながること」と「授業に対する姿勢の変化」

という２点から考えることができるものであった。

前者について，「b．教員室でできないこと」の発言

をみると，例えば，教師 A は，日本語教師の間に

は方法を聞いたら経験がないと思われる，わからな

いというのはプロとしてありえないなどの専門家意

識があるのではないかと述べている。そして他の教

師もまた，教員室で自身の「わからなさ」を開示す

ることが，日本語教育の専門家としての資質を疑わ

れることにつながるものになると発言していた。こ

れらの発言から，教師たちが，授業勉強会において

他の教師とつながることに意味を見出した背景に

は，教師たちがおかれた個体主義的な教師環境が存

在するのではないかと考えた。 

「c．思い込んでいたこと」は，それぞれの教師と

しての思い込みについての発言である。教師たちは

授業勉強会で他の教師の授業についての考えを聞く

ことによって，自身の思い込みに気づくことができ

たとしていた。その一方で，教師たちが「d．授業

を変えられない理由」にあげていたのが，他の教師

の目であった。これは，シラバスの割り当てをこな

し，次の教師に授業を引き継がなければならない環

境において，教師たちの授業の方針が，他の教師の

影響を受けるものであったことを示すものである。

教師 C や教師 D の発言は，授業を引き継がなけれ

ばならないことや，次に授業に入る教師からの評価

を心配することによって，授業方針や内容を固定化
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せざるを得ないことを示していた。 

このことを「b．教員室でできないこと」の発言

と合わせて考えてみると，以下のように解釈するこ

とができた。つまり，教師たちは，日本語教育の専

門家として，他の教師に自身の「わからなさ」を相

談しない（できない）ことによって，他の教師と関

係性をもてないのであり，スケジュールの割り当て

を無難にこなさなければならないと考えることに

よって，授業を変えられないということである。こ

のことから私は，インタビューにおいて，勉強会は

「あなたはだあれ」と問われる場所であったと教師

たちが発言した背景には，教師の関係性が構築され

ず，「その人である」必然性のないままに，無難に

割り当てをこなすことが求められるという教師環境

の存在があると考えた。 

以上の考察を踏まえ，研究では，チームで実施さ

れる日本語教育の現場においては，教師個人の考え

が問われない構造が存在し，その中で教師には割り

当てをこなすための教授技術が求められている可能

性があることを指摘した（牛窪，2014b）。 

この研究を実施することで，日本語教師をめぐる

教師環境の問題は，私にとってだけではなく，他の

日本語教師にとっても同様のものなのではないかと

考えるようになった。つまり，チームティーチング

において新人教師をとりまく教師環境の問題とは，

新人教師の未熟さによるというよりは，本質的に

は，自身を含めた中堅教師にとっても同様のもので

あり，中堅教師がそのことに大きな問題を感じない

のは，そのような環境下でも授業を成立させるだけ

の力が，すでに獲得されているからに過ぎないので

はないかということである。新人教師の語りからす

れば，新人教師は，ベテラン教師の間に「フリーラ

ンス」の意識があることを感じ取り，気軽に聞いて

はいけないと判断する。つまり，ベテラン教師もま

た，かつては自身の授業の中で自力で一人前になる

ことが求められていたのであり，「自己成長」を遂

げることによって，今度は，現存の教師環境を維持

する役割を担うようになっているのではないか。こ

こで二つの研究結果から，想像上の教育機関におけ

る双方の関係性を想定してみるのであれば，新人教

師たちが感じる葛藤とは，中堅教師たちが「専門

家」であり続けようとすることによって生じている

ということになる。つまり，中堅教師が「専門家」

として，お互いに干渉しない姿を見ることによっ

て，新人教師たちは，日本語教師の仕事を「フリー

ランス」であると理解し，かつて中堅教師が辿った

ように，自力で一人前にならなければならないと考

えるようになるのである。 

 

２．４．二つの研究事例から見えること 

もちろん，これら二つの研究事例で対象となって

いるのは，キャリアが異なる教師グループであり，

その意味において，ここでの考察は一つの可能性に

過ぎない。事例１で対象としたのは，経験が一年に

満たない初任者も含まれる日本語教師グループであ

るのに対し，事例２で取り上げた勉強会に参加して

いた中堅教師たちは，日本語教育関連分野での修士

号取得者であり，日本語教育の専門家と呼べる教師

グループであった。しかしながら，新人教師の事例

から示唆された教師環境の問題点は，実質的な専門

家である中堅教師にとっても当てはまるものになっ

ている。つまり，教師たちは，経験年数やキャリア

によらず，他の教師と関係性を築かないままチーム

ティーチングに携わる中で，割り当てを無難にこな

すことを志向しているのである。 

教師間の関係性が構築されていないことを考える

のであれば，実際には，割り当てを無難にこなすこ

とがどのようなことであるのかについて，教師の間

では確認されていない。それにもかかわらず，教師

たちは同様に，スケジュールに沿って無難な授業を

実施し，コースを円滑に進めることを志向してい

る。これらのことからすれば，無難な授業を実施
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し，次の教師に授業を引き継ぐということは，調査

に参加した教師たちにとっては，いわば「暗黙の了

解」として成立していると考えられる。問題なく割

り当てをこなし，次に引き継ぐことを「専門性」に

重ねるのであれば，それぞれの教師が割り当てをこ

なす教授技術をもち，円滑にコースを進めていくこ

とこそが，日本語教育の「専門家」としての証とな

る。しかしその中で，教師たちは「専門家失格」の

烙印を押されないように，他の教師と「わからな

さ」を共有することができずにいるのであり，授業

を変えられないと考えているのである。 

 

３．「教師の自己成長」論の批判的再検討 

日本語教育において，「教師の自己成長」とは，

ポスト・オーディオリンガル法の議論において「教

師トレーニング」に変わるものとして提示された成

長概念であった。「唯一絶対の教授法への決別」（岡

崎，1991）が宣言され，現場の教師にも，与えら

れた教授法を受身的に再生産するのではなく，能動

的に教室活動を生み出していくことが期待されるよ

うになった。しかし，近年，「自己研修型教師」を

提唱した岡崎，岡崎（1997）や，その具体的方法

論として「アクションリサーチ」を日本語教育に導

入した横溝（2000）の議論においては，教室がお

かれた社会的文脈が軽視されているという指摘もな

されている（牛窪，2015；三代，古屋，古賀，

武，寅丸，長嶺，2014）。教師の「内省」とは，個

人の教室活動だけではなく，教室をとりまく環境を

も対象とするべきであるとされ，環境そのものを変

えていくためのものであるという（三代ほか，

2014）。さらに現場の実感として，日本語教師の悩

みが「アクションリサーチ」による「内省」では克

服できない部分にあることも指摘されるようになっ

た（末永，2013）。 

二つの研究事例から示唆されることを踏まえれ

ば，これらの指摘に加え，「教師の自己成長」論

は，日本語教師がおかれた教師環境を必ずしも考慮

したものにはなっていないということもできる。す

でに指摘した通り，チームティーチングで実施され

る日本語教育プログラムにおいては，複数の教師が

チームを組むことによってコースが運営されてい

る。しかし一方で，「教師の自己成長」論におい

て，教師の関係性はほとんど問題にされておらず，

教師個人が自身の授業を改善することによって，成

長を遂げるとされている。二つの事例からは，教師

たちが，関係性をもたないままチームを組むことに

よって，「フリーランス」として次の教師に迷惑を

かけないように，無難な授業を志向するようになる

ことが示された。つまり，このような教師環境を踏

まえるのであれば，「教師の自己成長」論は，与え

られた枠組みにおける授業改善に貢献する一方で，

現状の個体主義的な教師環境そのものについては，

これを肯定し維持するものになっていると考えられ

るのではないか。日本語教師が，教育プログラムに

配置された教育実践を個別に改善することでは，枠

組みの中での「方法」の改善がなされるだけであ

り，割り当てを無難にこなすという日本語教育観や

教師環境の現状が変わることはないのである。他の

教師と相談しながら，よりよい授業を考えるべきで

あると主張したいのではない。ここで問題としたい

のは，教師の関係性の不在によって，他の日本語教

師の存在が，お互いを「拘束」するものになってい

ることであり，教師の関係性が問われないまま「自

己成長」が推奨されることによって，日本語教育と

はそういうものであるという「暗黙の了解」が維持

されているということである。 

では，なぜ「暗黙の了解」を問題にしなければな

らないのか。「暗黙の了解」とは，制度論の議論に

おいては，「制度」を内側から支えるとされるもの

である（盛山，1995；中村，2001）。明文化されて

いないにもかかわらず，誰もがそうするはずである
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と考えることで拘束力が生み出される，いわば「見

えない制度」（中村，2001）を支えているのが「暗

黙の了解」である。例をあげて説明する。例えば，

日本語教育において，学生の作文に誤用訂正を行う

ことの意義は，研究成果としては，肯定的にも否定

的にも報告されているものであり，専門家の間で一

致した見解があるわけでもないという（坂元，

1999；広瀬，2010）。それにもかかわらず，日本語

教師をしている以上，誤用訂正をするのは当然のこ

とであると考え，他の日本語教師もそうするに違い

ないと前提する。しかし，そう考えることによっ

て，個人はその観念に拘束され，前提をくつがえさ

れるような経験をしない限り，その前提を維持し続

ける。「暗黙の了解」に従わなければならないと考

えることによって，拘束性が生み出され，「見えな

い制度」が生まれる。つまり，日本語教育において

は，分業的な教師環境において，他の教師との関係

性がもてないまま，それぞれの教師が「専門家」で

あろうとすることによって，「見えない制度」に拘

束されながら，その拘束性を支え，現在の日本語教

育のあり方を維持していると考えられるのである。

そうであるならば，今後，日本語教育を社会に位置

づけなおすうえで考えるべきは，「自己成長」を遂

げながら，日本語教師の仕事とはそういうものであ

ると理解している日本語教師自身の日本語教育観そ

のものということになるのではないか。 

 

４．「拘束性」から逸脱するための「同僚

性」へ 

日本語教育において「自己研修型教師」を提唱し

た岡崎，岡崎（1997）は，日本語教師が成長する

ためには，自身の枠組みを飛び越える必要があると

し，教師の内省の契機となる「異質性」を学習者の

存在に求めた（p. 17）。多様な背景をもつ日本語学

習者は，日本語教師にとって異質な存在であり，教

師は学習者を観察することによって，自身の日本語

教育観を振り返ることができるとされた。しかし，

チームティーチングという制度的条件を考えるのあ

れば，その「異質性」とは，同僚の日本語教師との

関係において想定されるべきものでもあるだろう。

チームを組む他の教師は，自身とは異なる日本語教

育観をもつ，異質な存在であると考えられるからで

ある。 

チームを組む日本語教師の間で，関係性が築かれ

ないまま，「暗黙の了解」によって，コース運営が

なされるのであれば，同じコースに携わる複数の日

本語教師間の「異質性」は明らかにされず，他の教

師との関係性において「拘束性」は，維持されたま

まであると考えることができる。しかし，「自己研

修型教師」の議論においては，授業の中で教師は，

学習者の反応から自身の枠組みを飛び越えるもので

あるとされている。つまり，教師は，他の教師との

関係性において「暗黙の了解」に拘束されながら，

他方，学習者との関係性においては，自身の枠組み

を飛び越え，日本語教育観を更新していくというこ

とになる。ここに想定できるのは，他の教師に説明

できる教育実践と実際の教育実践の内実が乖離して

いる教師像，あるいは，自身の教室における学習者

の反応を一般化し，自身の教室経験や教授技術にし

か専門家としての確信がもてない教師像である。そ

して，そのどちらにせよ，「暗黙の了解」は維持さ

れ，日本語教育の枠組みは維持されていく。 

今後，日本語教育を社会に位置づけなおすことを

考えるのであれば，「拘束性」を生み出すものか

ら，新たな価値を創造するものへと，日本語教師の

関係性をシフトさせていくことを考えなければなら

ない。日本語教育内部において，現状を支える拘束

性が維持されたままで，日本語教育を外部へと開い

ていくことはできないからである。そのためには，

日本語教師の成長を「同僚性コミュニティ」（秋

田，1998）の中でとらえることが有効であると考
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える。「同僚性（Collegiality）」とは，学校教育の議

論において，「教育実践の創造と相互の研修を目的

とし，相互の実践を批評し高め合い，自律的な専門

家として成長を達成する目的で連帯する同志的関

係」（佐藤，1997）であり，「求めるべき教育への

共通の展望をもち，共に仕事をしていく関係」（秋

田，2007）とされる同僚教師との関係性のことで

ある。現場の教師が「同僚性」を構築していくため

には，立場や考え方の違いを超えて議論するための

民主主義が職場に貫徹されている必要があり，教師

間の信頼関係が必要であるという（佐藤，1997）。 

日本語教師の関係性として「同僚性」を考えるの

であれば，それぞれの教師が職人として，個別に教

授技術を改善していくのではなく，新たな日本語教

育の形について共通の展望をもち，共に仕事をして

いく同志としての関係性を構築していくということ

になる。しかしそのためには，まず，教師自身が自

分の日本語教育観を問い直し，日本語の教授技術に

よって専門家であろうとする意識そのものを変えな

ければならないだろう。現状において，チーム

ティーチングに携わるそれぞれの教師が，教授技術

をもつ「フリーランス」の専門家であろうとするこ

とによって，お互いを脅かす存在になっているので

あれば，まずは，そのような専門性意識から自身を

「逸脱」させ，お互いを認め合えるような環境をつ

くることが，関係性を構築するための前提条件とな

るからである。 

さらに，「同僚性」の議論で指摘されている教師

環境における民主主義のあり方を考えるのであれ

ば，このような認識はむしろ，教育機関において

コースをコーディネートする側の教師に強く求めら

れるものであるともいえる。日本語教育において求

められるコーディネーターの役割とは，コース目標

を設定し，教育内容を誰にでも実施可能なものにす

ることで，円滑にコースが運営されるための管理を

行うことなのだろうか。仮にそのような役割意識に

「暗黙の了解」として従うのであれば，それは，

コーディネーター自らが，現状の枠組みをより強固

なものにする役割を自身に課すことによって，他の

教師にもまたそれに従う役割を押しつけることに他

ならないのではないか。そのような教師環境が維持

されたまま，現場の教師に「同僚性」を求めたとこ

ろで，教師が信頼関係を築いていくことは困難だろ

う。コーディネーターの専門性とは，コースの管理

技術ではなく，コースに携わる他の教師がおかれた

教師環境を，より民主主義的なものへと変えていく

ための方策をもつことに求められなければならな

い。 

もちろん，冒頭に示したような「母語話者であれ

ば誰でもできる」という日本語教育に貼られたラベ

ルへの対抗言説として，日本語教師それぞれが，自

身の専門性を考え，外部に示していくことは必要で

ある。しかしそれが，日本語教育プログラムを運営

するうえで必要とされる技術や経験にのみ重ねられ

るのであれば，その専門性とは，日本社会に暮らす

ほとんどの人にとって，何ら意味をもたないものに

なってしまう。前掲の名嶋（2015）は，日本社会

において日本語教育の必要性は認められても，専門

性は認められていないという厳しい認識を示してい

るが，このことは，現場の教師が自身の専門性とし

て，日本語教育プログラムの運営にまつわる技術

を，それぞれの立場で個別に探求してきたことの証

左とも言えるのではないか。このような状況のまま

で，日本語教育を社会に位置づけなおすことはでき

ない。今後，個体主義的な成長観を超えて，新たな

価値を生み出すための教師の関係性が必要である。 

 

５．おわりに 

本稿では，チームティーチングで実施される日本

語教育プログラムに携わる教師を対象にした研究・

実践事例から，日本語教育における「教師の自己成
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長」論を批判的に検討した。「留学生 30 万人計

画」の達成目標年度が 2020 年に設定されているこ

とから，そう遠くない将来，日本語教育が再び転機

を迎えることは確実であると思われる。その機会

を，受け入れ対応に追われる混乱期とするのか，あ

るいは，日本語教育を社会に新たに位置づけなおす

転換期とするのか，それは，現場の教師それぞれ

が，どのような日本語教育観をもつのかによって大

きく変わってくるものだろう。現在，国内大学の日

本語教育においては，グローバル資金の獲得を背景

として，新たな職階が乱立する傾向にあるが，その

ような状況において，立場や考え方の違いを超え

て，教師の対話をどのように保証することができる

のか。それは今後，自身が現場で探求していくべき

課題である。 

最後に，本文中に示したように，私は日本語教師

研究とは，現場での了解可能性や再帰性をもつべき

であると考えており，本稿では二つの研究事例・実

践事例を実践者である私自身の観点から結び直し，

記述するという試みを行った。これは，牛窪，武

（2014）で提起した実践研究の記述方法をめぐる課

題に対して自分なりの回答を示す試みでもあった。

その結果についての是非は，現場における了解可能

性や再帰性に委ねることとしたい。 
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Teachers’ professional development in Japanese language teaching: 

Toward “collegiality” and deviating from “self-directed teacher-ness” 

USHIKUBO, Ryuta* 

Kwansei Gakuin University, Hyogo, Japan 

 

Abstract 

Recent arguments over pedagogy in Japanese language education claim that it should be 

readdressed in Japanese society. Due to the Japanese universities’ globalization policy, the role 

of Japanese language teachers is expected to expand within Japanese society. As teachers are 

the ones who implement Japanese language education in the classrooms, educational reforms 

will never be achieved unless teachers reconsider their own roles in the society. In this study, 

examining the educational environment where teachers perform their educational practice, I 

will indicate the downside of the “self-directed teacher-ness” in Japanese language education. 

Tensions between teachers arise, because of the idea that Japanese teachers are “freelance-

experts”, thus constraining their practice to established standards. I will conclude a sense of 

“collegiality”, which eliminates the tensions and restrictions between teachers, is needed in 

Japanese language teachers’ professional development. 
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