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概要

台湾の民間の成人教育機関では数年に渡り教室が継続することがある。そのため，学

校教育機関のカリキュラムなどに基づいて教室をデザインすることはできない。本研

究では複線径路等至性アプローチを用いて，長期間継続する成人の日本語教室に焦点

を当て，中堅教師がどのように教室デザインを変容させてきたかを分析した。分析の

結果，教師は成長の過程で，教える教師と学ぶ学習者という関係性から対等な教室参

加者へという関係性の捉え直しを行っていた。また，その関係性の中で，教師が学習

者と協働で教室デザインを行うことで，その教室独自の価値を創造していることが示

唆された。
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1．問題の所在と研究の目的

大学や国内の日本語学校のような学校教育機関に

おいては，学期が決められ，日本語の上達やコース

の目標に対する到達度などを評価の尺度としてコー

スがデザインされる。しかし，台湾の民間教育機関

では学習者の中心は成人であり，学期途中での学習

者の入れ替わりや仕事の都合による遅刻や欠席など

の要因により，コースとしてのデザインが困難な場

合もある。加えて，学習者が希望すれば，数年にわ

たって教室が継続することもあり，その間には教師
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の交代もある。このような状況から，学校教育機関

と同じような議論をすることはできないが，現在の

ところ，その特殊性を踏まえたコースの議論は行わ

れていない。そのため，成人を対象とした民間教育

機関という文脈を踏まえた学習環境の議論を行う必

要性がある。しかし，情報の公開が行われないこと

や民間の日本語教育機関の教師に研究者の面を持つ

教師が少ないことから，議論が難しいという状況も

ある。

台湾では日本語学習者のうち，約2割が「学校教

育以外の機関」で学ぶ学習者である（国際交流基金，

2017）。学校教育以外の機関の中心は補習班と呼ば
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れる民間の教育機関である1。筆者はこの補習班に約

7年勤務していた。補習班は民間企業であるために

学習者が望む学習環境が整わない場合，学習者が学

習をやめてしまい教室が解散したり，教師が交代さ

せられたりすることもある。また，お客様である学

習者を常に確保する必要があり，教師には教室を継

続させることが求められる。さらに教師は帰国して

も，その教室は継続するため，別の教師がその教室

を引き継いだ際に教室運営に苦労し，うまくいかな

いこともある2。現状においては補習班の教師は経験

を積むことで，このような状況に対応している（内

山，2016）が，個人的な経験のみを問題解消の手段と

することは，教師の入れ替わりが多いことからも限

界があると考える。

そこで筆者は長期間継続する教室の教室デザイン

がどのように変容したかを示すことで問題の緩和に

つながるのではないかと考えた。河路（2014，p. 39）

が「先輩教師の経験は，実践的な知恵を多く含んで

いるほか，日本語教育をめぐる近い過去の事情を知

るきっかけにもなる」と述べるように，先輩教師の

教室デザイン3に関する経験を知ることは，新任教

1　「補習班」とは，日本国内における学習塾や予備校，
英会話教室などに相当する民間の教育機関である。日本
語補習班では初級から上級までの教室があり，学習者の
ニーズに合わせて，会話，ビジネス日本語，能力試験対
策など，様々なコースが開講されている。学期ごとに学
費を払い，能力に合った教室に参加する形態や年間で学
費を払い開講されている教室に能力に関わらず参加で
きるという形態もある。また，プライベートレッスンや
企業への派遣授業なども行われており，社区大学の講師
など外部からの講師依頼がある場合もある。

2　労働ビザ発給が1年単位であることから，台湾の補
習班では日本人教師の契約が1年更新であることが多
い。そのため1～2年で帰国する教師も少なくない。

3　言語教育分野においては，カリキュラムデザイン，
コースデザイン，シラバスデザインなどの用語が使用さ
れる。しかし，補習班では学期が設定されているもの
の，教師・学習者の入れ替わりや教室の継続の問題から
一概に学期をコースとして捉えることができない。この
ような背景からカリキュラムとしても捉えることが困
難である。そのため，上記のような用語ではなく，教室
デザインを使用する。本研究における教室デザインと

師にとって成人の教室を考える上で有用であり，加

えて，現職の教師にとっても省察する助けとなる。

以上のような背景から本研究では補習班の長期間

継続する教室に焦点を当て，その教室を担当する中

堅教師の教室デザインがどのように変容したかを明

らかにし，参考となるモデルを提示することを研究

目的とする。長期間継続する教室に焦点を当てたの

は，それが補習班特有の課題であると考えたためで

ある。また，この中堅教師を対象としたのは，経験

ある教師として，これまでに教室で起こった問題を

乗り越えて，現在に至っていると判断したためで

ある。本研究では中堅教師を「補習班で学ぶ成人学

習者の特性について，経験を通して理解している教

師」と定義し，議論を進めたい4。

2．先行研究

古川（1991）は教室について，個々の教室が独自

の文化・社会を持ち，そこでの意思決定は直接の参

加者によって，参加者間の関係，置かれている文脈

に基づいてなされるものであり，絶対的なあり方が

求められるのではなく，自分たちがどのように学習

を進めればいいかという個別具体的な文脈の中での

教室のあり方が求められると述べている。補習班の

教室で考えてみると，参加者は教師と成人学習者と

なる。学習者をお客様という視点で考えれば，教師

よりも学習者のほうが教室において強い発言力や決

定権を持つこともあり，また，年齢や社会的地位な

は，「教師が学習者と関係を構築し，その教室コミュニ
ティにおいて，教師自身の教育観や学習観などに基づい
て教室活動（実践の目的，授業内容，教師の役割など）
のデザインを行うこと」と定義する。

4　金田（2006）では，日本における教師の生涯発達につ
いて，初任（教師歴3年或いは5年程度まで），中堅（5年
から15年程度まで），熟練／ベテラン（15年或いは20年
以上）と区分している。授業時間数を考えると日本国内
よりも海外の民間教育機関のほうが多い場合もあり，ま
た，学校教育機関においての経験がそのまま補習班で活
かせるとは断言できないため，年数の区分ではなく，補
習班での経験を基準とした。
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どから，教師と学習者が対等であるという場合もあ

る。このような教師と学習者の関係性を考えると補

習班という場においては教室の文化・社会・文脈は，

教師・学習者双方の働きかけが強く作用し，創造さ

れていくと考えられる。

また，教室の参加者である成人学習者の特性につ

いては，ノールズ（1980/2002，pp. 71 - 77）がアンド

ラゴジー（成人教育学）の観点から次の6点を挙げて

いる。①学ぶことの意味を知る必要性がある（知る

必要性），②学習の自己概念が自己決定的である（学

習の自己概念），③経験が学習資源となる（経験の

役割），④実生活にうまく対処するために物事を学

ぼうとする（学習のレディネス），⑤学習の方向づけ

が生活中心的或いは課題中心的・問題中心的である

（学習の方向づけ），⑥動機づけが外的な要因に反応

しやすいが（動機づけ），内的なものが最も有力であ

る，というものである。ただし，台湾の補習班で学

ぶ成人学習者にノールズの示した成人学習者の特性

がそのまま当てはまるとは断言できないことから，

補習班の教室という文脈を踏まえてその特性を理解

する必要がある。

台湾の成人学習者については，内山（2018）が次

のような学習継続のプロセスがあることを指摘して

いる。（1）会社の指示，業務上での日本語の必要性

などの要因により，業務に必要な日本語能力を身に

つけるために投資としての学習を開始する。（2）学

習を進める過程で，仕事の都合や日本人教師の帰国

など，継続の阻害要因の影響を受けながらも，自身

の競争力強化のために学習を継続する。また，学習

継続には楽しさが重要であると感じたり，ストレス

解消のためなど，消費としての側面が加わってく

る。（3）投資としての目的をある程度達成した後に，

学習を投資として捉えながらも，楽しい雰囲気の中

で，他者との学びに面白さを感じ，自己の領域を広

げられると捉えるようになる。その後，クラスメー

トと教室における学びの価値観が重なることで，消

費としての学習の側面も重視するようになる，とい

うものである5。この研究からは台湾の成人学習者に

とって，学習の意味は固定的ではなく，さまざまな

影響を受けながら学習段階によって変容していくこ

とがわかる。しかし，このような成人学習者の学習

の意味の変化を補習班の教師が事前に理解し，教室

デザインを行うことは困難である。そのため，実際

には経験を積み，成長するプロセスにおいて，次第

に成人学習者の特性を理解していくと考えられる。

日本語教師の成長については，飯野（2010）が教育観

の変容のみに注目するのではなく，教師の成長が同

時に実践の発展となるような視点で捉えることの重

要性を述べている。この視点から本研究を考えてみ

ると，教師が成人学習者の特性を理解し，実践をよ

り良くしていくために教室をデザインしていく過程

を教師の成長と捉えることができる。

このように先行研究によって，教室のあり方や成

人学習者の特性，日本語教師の成長を捉える視点は

示されている。しかし，これらを統合して，先行研

究が示す成人学習者の特性を補習班の教師がどのよ

うに捉え，教室という場でどのように教室デザイン

を行っているのかという点は未だ解明されていな

い。

3．研究課題と研究方法

3．1．研究課題

先行研究からは補習班の教師には成人学習者の学

習の段階及びその特性を考慮し，教室をデザインし

ていくことが求められていると推測できる。しかし

5　「投資」とは，「学習者の言語学習が目標言語の獲得
だけではなく，その言語が使用される社会における学習
者自身のアイデンティティへの投資をも含む」（Peirce，
1995）概念である。また，「消費」とは，言語学習には社
会的地位の向上や文化資本獲得を目的とした「投資」と
しての側面だけではなく，学習を「余暇活動」として，
学習者が他の学習者や教師とのやりとりから，喜びや楽
しみ，満足感を得るためのものとして捉えている側面
（Kubota，2011）のことである。
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ながら，教師の視点からの研究は不十分である。そ

こで本研究では教師の視点から，教師がどのような

経験を経て，成人学習者の特性を理解し，教室をデ

ザインしていくのかを分析し明らかにしたい。

研究課題として次の3点を設定し，研究目的であ

る中堅教師の教室デザインがどのように変容したか

を明らかにし，参考となるモデルを提示することを

目指す。

1．中堅教師はどのような経験を経て，現在の教室

デザインに至ったのか

2．中堅教師の教室における学びに対する価値観

はどのように変容したのか

3．中堅教師は成人学習者が求める教室デザイン

をどのように捉えているか

研究課題1では中堅教師としての教室デザインに

過去の経験がどのように影響しているのかを探る。

研究課題2では教室デザインの根底となる教室にお

ける学びに対する価値観がどのように変容したのか

を探る。研究課題3では1，2をまとめて，中堅教師

が成人学習者から求められている教室デザインをど

のように捉え，応えているのかを探る。

3．2．研究方法

本研究の研究目的を達成するために，複線径路等

至性アプローチ（Trajectory Equifinality Approach：

以下，TEA）を研究方法として用いる。TEAは時間

を捨象せずに人生の理解を可能にしようとする文化

心理学のアプローチであり，プロセスを示す質的研

究方法である。以下，TEAについてサトウ（2015a，

2017）を参考に述べる。

TEAは複数の異なる径路を通ったとしても，同じ

到達点に達する「等至性（Equifinality）」という概念

を根幹としている。その到達点が「等至点（Equifinal-

ity Point：以下，EFP）」である。等至点は研究の着眼

点であり，研究者が設定するが，研究を進める過程

（或いは調査者に語りを聞く過程）で再設定するこ

ともできることから，研究の着眼点に合わせて，よ

り適切に設定ができる。

この等至点に至る複数の径路を描くのが「複線径

路等至性モデリング（Trajectory Equifinality Model-

ing：以下，TEM）」である。TEMは，人間の発達や

人生径路の多様性・複線性の時間的変容を捉える分

析・思考の枠組みモデルである。そして，等至点を

経験している人をお招きして，その話を聞くという

のが「歴史的構造化ご招待（Historically Structured 

Inviting：以下，HSI）」である6。また，TEMには等至

点以外にもさまざまな概念があり，それらの概念を

使用してTEMを描く。TEMの概念には，協力者の

視点からみた等至点である「第二の等至点（Second 

Equifinality Point：以下，2nd EFP）」，等至点に対し

て，その補集合的な経験を考えるために設定する

「両極化した等至点（Polarized EFP：以下，P-EFP）」，

また，第二の等至点に対応する「第二の両極化した

等至点（以下，2nd P-EFP）」がある。このほかにも，

人間が時間と共にあり，後戻りできない質的な時間

の流れを示す「非可逆的時間」，径路の分かれ道が発

生する「分岐点（Bifurcation Point：以下，BFP）」，制

度的・慣習的・結果的に多くの人が通る「必須通過

点（Obligatory Passage Point：以下，OPP）」，等至点

への歩みを後押しする力である「社会的助勢（Social 

Guidance：以下，SG）」，阻害する力である「社会的

方向づけ（Social Direction：以下，SD）」がある。こ

のようなTEMの概念を用いることで，研究課題1

の中堅教師の経験と現在の教室デザインに至るまで

のプロセスを解明することができると考えた。

また，分岐点では促進的記号が発生する。促進的

記号とは気づきであり，未来への新たな選択肢へ

6　「ご招待」とするのはサンプルとして母体から抽出す
るのではなく，研究者が協力者からお話を聞かせていた
だくという姿勢による。また，インタビューの回数も3
回が目安として示されている。1回目は自由記述を会話
で行う程度で調査者の主観が強く出た聞き取り（Intra-

View），2回目は初回の聞き取りをもとに，対象者の主観
を反映させる聞き取り（Inter-View），3回目は相互の主
観が融合した形の聞き取り（Trans-View）である（サト
ウ，2015b，pp. 27 - 28）。
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誘う。「発生の三層モデル（Three Layers Model of 

Genesis：以下，TLMG）」は，個人の価値観の変容を

3層で理解しようとする自己モデルである。第1層は

個々人の行動などが発生する個人活動レベル，第2

層は状況を意味づけする記号が発生する記号レベル

である。このレベルでは不定さの中で状況を理解し

意味づけようとする際などに促進的記号が発生する

とされる。第3層は価値観レベルで，第2層で促進的

記号が発生することで，価値観が揺らいだり，新た

な価値観が生成されたりしうる。この価値観は第1

層の個人活動や第2層の記号にも影響を与え，行動

の方向づけを行っていく。このTLMGでは価値観の

変容を表すことができるため，研究課題2の教室に

おける学びに対する価値観の変容を描くのに適して

いる。

TEM，HSI，TLMGを統合・統括する考え方が

TEAであり，研究課題1，2の結果を合わせて研究課

題3の中堅教師は成人学習者が求める教室デザイン

をどのように捉えているか，について明らかにした

い。

3．3．調査協力者と分析資料

調査協力者は台湾の地方都市のA補習班に勤務す

る教師歴9年，30代前半の女性教師，仲間先生（仮

名）である7。筆者は仲間先生とA補習班で約4年間，

同僚教師として勤務した。筆者は仲間先生が勤務を

開始した2010年頃から現在まで，成人の教室デザイ

ンをどのようにより良いものするかという議論を続

けてきたことから，仲間先生に協力を依頼した。調

査は2017年5月～2018年4月にかけて，現在の教室

デザインに至る経緯について，「歴史的構造化ご招

待」（計4回，合計約280分）を実施した。仲間先生は

A補習班で最も長く継続している教室を約5年前よ

り担当している。この教室は教師と学習者の交代を

繰り返しながら，約10年間継続しており，現在は，

7　教育歴・年齢などは調査時のものである。

上級の教室として毎週土曜日に開講（1回2時間半）

されている。本研究ではこの教室のデザインに至る

過程に焦点を当てる。

教室に参加している学習者は，30代～60代であ

る。60代の1名を除き，仕事での日本語使用を学習

目的としている。ただし，仕事のみが目的ではなく，

趣味としての側面も強く持っている。調査期間中に

も学習者の入れ替わりがあり，教室参加者は5名～

10名の間で推移していた。このうち，数名の学習

者は仲間先生が教室を引き継ぐ前から教室に参加し

ている。A補習班が位置する都市は日系企業の進出

も多く，日本企業と取り引きを行っている台湾企業

も多い。そのため，この教室の学習者は日頃から駐

在や取引先の日本人に接しており，日本語による日

常的なコミュニケーションは問題のないレベルであ

る。

本研究では，筆者が仲間先生より教室デザインの

見直しを日常的に行っていると聞いていたことか

ら，EFPを「教室デザインの更新」と定め，語りを聞

いた。仲間先生に調査協力を依頼するに当たり，調

査目的と概要及び個人情報などの管理・取り扱いに

ついての説明を行った。その上で同意書に署名をも

らい，調査協力の同意を得た。加えて，個人的な内

容を含むことから最終的な原稿を仲間先生に見せた

上で，公開の承諾を得ている。

研究の手順は，仲間先生の語りを文字化し，文字

化データを意味のまとまりごとに切片化してラベル

を付け，時系列に並べ，TEM図（TEMを図化した

もの）を作成した。作成したTEM図を参考にしなが

ら，新たな語りを聞き，TEM図を加筆・修正すると

いう作業を3回行い，4回目に最終確認をしてもらっ

た。

また，仲間先生からみたEFPである2nd-EFPを

当初は「教室を継続させる」と設定していた。しか

し，語りを繰り返し聞く中で，「教室を継続させる」

というのは結果であり，仲間先生が教室で最も重視

しているのは，「1回の授業で学習者が教室での学習

に価値を感じる」ことであると考え直し，2nd-EFP
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を設定し直した。EFP以外のTEMの概念と本研究

における意味については，表1のように設定した。

本研究ではTEMにTLMGを合わせ，第1層を

TEMの個人活動，第2層を記号，第3層を価値観と

して図を作成した。この図によってEFPに至る径路

と仲間先生の教室における学びに対する価値観の形

成・変容プロセスも同時に分析する。

4．結果

分析の結果，仲間先生の教室デザインには日本語

教師養成講座から初任教師として教室運営を行って

いた過去の経験が強く影響していた。そこで，ま

ず，初任教師としての教室デザインに関する径路を

図1として描き，その上で，中堅教師としての教室

デザインに関する径路を図2として描いて分析を行

う。図は教室デザインの変容の観点から，図1は2

期（Ⅰ・Ⅱ期）に，図2は3期（Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ期）に区

分した。なお，仲間先生の発言は「　」で，「　」内

の（　）は筆者による解釈や補足説明を表すものと

する。また，各期における必須通過点や分岐点など

の概念は，（OPP1），（BFP1）のように，図に対応す

るように本文中に示す。

4．1．仲間先生はどのような経験を経て現在の教室

デザインに至ったのか

本項では研究課題1の中堅教師はどのような経験

を経て，現在の教室デザインに至ったのか，につい

て探る。

4．1．1．初任教師としての教室デザイン

仲間先生は大学で近現代史を専攻し，卒業論文は

台湾の統治時代の日本語政策について執筆した。高

校生の時までは，英語教師になりたいと考えていた

が，ある時，日本人英語教師と英語のネイティブ教

師の授業を受け，ネイティブ教師には適わないと感

じた経験から，ネイティブ性を活かした日本語教師

を将来の仕事として考えるようになる。そこで，大

学で専攻と同様に日本語教育に関する科目も履修

し，4年生の時には日本語教育能力検定試験にも合

格する。しかし，教育経験がないまま日本語教師と

して，日本語を教えることに疑問を持っていたこと

から，大学卒業後，通常の420時間の日本語教師養

成講座よりも時間が多く設定されていた日本国内の

専門学校の日本語教師養成講座を受講することにす

る。以下，初任教師としての教室デザインについて，

表1．TEMの概念と本研究における意味

TEMの概念 本研究における意味

等至点（EFP） 教師による教室デザインの更新
学習者との協働による教室デザインの更新

第二の等至点（2nd EFP） １回の授業で学習者が教室での学習に価値を感じる

両極化した等至点（P-EFP） 授業デザインの固定化

第二の両極化した等至点（2nd P-EFP） １回の授業で学習者が教室での学習に価値を感じない

必須通過点（OPP） 教師として教室に入る（制度的必須通過点）
学習者の文脈を理解する（結果的必須通過点）
教室と学習者の文脈を理解する（結果的必須通過点）

分岐点（BFP) 教室デザインの更新，
学習者の授業への意味づけを意識するきっかけとなる出来事

社会的助勢（SG） 教室デザインの更新，
学習者の授業への意味づけを促進する力

社会的方向づけ（SD） 教室デザインの更新，
学習者の授業への意味づけを阻害する力
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図1の時期区分に沿って見ていきたい。

第Ⅰ期は「学習者を管理し，勉強させる」教室デザ

インである。

養成講座では専門学校に併設されている日本語学

校で教師のアシスタントとして教師体験を行うこと

が課程内に決められていた（OPP1）。この専門学校

は基本的に大学卒業者，社会人を対象としており，

ビジネスマナーなどの講座も多く開講されていた。

専門学校からは，高校卒業後に進学する一般の専門

学校とは異なり，一社会人として学ぶという意識を

持つことが強く求められた。服装についても指摘が

あり，義務ではなかったが，養成講座を受講する学

生の大部分はスーツで通っていた。併設の日本語学

校に通う留学生の学習目的は，専門学校や大学進学

のための予備教育であった。授業内ではアシスタン

トとして，学習者の話し相手となる役割を与えら

れ，教師として学習者に接し，私的に仲良くするこ

とや連絡先を交換することなども厳しく禁止された

（SD1）。授業外でも学習者がどこで躓くのかを知る

ために，放課後に学習者の宿題を見たり，授業の進

度から遅れている学生の相談に乗ったりする場が設

けられていた。この場でも，養成講座の教師から強

調されたことは，教師として接することで，学習者

に真面目に授業を受けさせ，宿題を提出させ，進学

に必要な能力を育成するというのが教師の役割であ

るとされた（BFP1）。仲間先生は，「学生8と仲良くし

ちゃ駄目って，はっきり言われてたし，先生になら

ないとみたいな観念があって，宿題もしないと駄目

ですよ，勉強しないとみたいな教師観があった」と

し，疑問を抱くこともなく，教師の役割を学習者に

勉強をさせるものであると考えた。

養成講座の修了が近づき，台湾を対象として就職

活動を行い，A補習班での採用が決まったため，修

了後すぐに台湾に渡る。A補習班では，帰国する教

師と交代で勤務を開始する。しかし，同時期に大学

院で日本語教育を専攻した教師歴4年の教師も勤務

を開始したため，多くの教室がその教師に引き継が

8　仲間先生の発言は「学生（補習班に関する発話も同
様）」だが，本文では直接引用部分以外については，「学
習者」に統一する。
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れ，仲間先生には引き継ぎの教室はなかった。2か

月ほどして，他の教師の帰国に伴い，企業派遣の2

つの教室を引き継ぐことになった（OPP2）。前任教

師の教師歴は2年ほどで，中国語能力も高く，授業

でも中国語を使用していた。2つの教室は同じ企業

の初級と中級の教室であり，学習者は20～40代で

あった。この企業の学習者は非常に忙しく，授業（週

1回2時間半）は終業時刻後に行われていたが，学習

者の多くは授業後に仕事に戻っていくという状況で

あった。

初級の教室では『みんなの日本語初級』（スリー

エーネットワーク，1998）9が使用され，20課で引き

継いだ。しかし，この教室は引き継いだ学期で解散

することになる。引き継ぎは学習者の特徴や教室の

運営など，前任教師から口頭で直接行われた。仲間

先生は養成講座で授業は直接法で行うべきだと習

い，また，中国語もできなかったことで（SD2），学

習者とコミュニケーションをうまく取れなかった。

加えて，学習管理を行い，勉強をさせ，教師として

接することが重要であると考えていたことから，年

長の学習者に対してもそのように接していた。先輩

教師からも前任教師と学習者の関係を聞いてはいた

が，仲間先生は養成講座で習ったとおりに教室を運

営する。学習者の不満を感じつつも（BFP2），仲間

先生は学習者の理解に合わせて，「やり方を考えよ

うにも，技術もないですから，実習で習ってきたも

ので，どう教えるかってことしか考え」ることがで

きなかった。仲間先生は学習者が教室に望むものと

自身の教室の乖離を感じつつも，改善する方法を知

識や経験として持っていなかった。また，この企業

では学期末にテストを行うことが企業側から義務付

けられ，一定の基準以上の点数を取れば，授業料は

企業が負担するということになっていた。基準に達

しない場合，授業料が自己負担となるため，仲間先

生はテストでいい成績を取らせることを優先させ，

9　台湾では学校教育機関から補習班まで最もよく使用
されている。

教科書を教えることで精一杯であった。仲間先生の

教室デザインは学生の不満を感じつつも，企業が決

めたテスト基準を満たすことに向けられていた。

中級の教室では『文化中級日本語』（文化外国語専

門学校，2012）10を使用していた。この教室でも学習

管理を行い，教科書を教える教師として振る舞って

いた。中級であったため，学習者とコミュニケー

ションをとることはできた。初級の教室とは異なり

次学期も教室が継続することになったものの，学

期末のアンケートで教師の教え方について低い評

価を受ける。仲間先生は初級の教室同様，学習者

が自分の授業に満足していないことを感じていた

（BFP2）。しかし，自分の授業の問題がどこにあり，

「文法を教えて，会話練習とかもやってるけど，何を

どうやったら面白くなるかわから」ず，「ただ勉強さ

せるのはいいことなのか」と疑問を持つようになっ

ていた。このように仲間先生は自身の教室デザイン

に疑問を持ちながらも，解決する手段や方法を持っ

ていなかった。また，養成課程の教育観が正しいも

のと思い込んでいたため，周囲に相談するというこ

ともなかった。

第Ⅱ期は「学習者の状況に合わせる」教室デザイ

ンである。BFP3，OPP3，OPP4の出来事が同時期に

並行するため，教室ごとに上記の順（図1では下か

ら上の順）に述べる。

まず，BFP3の径路についてである。仲間先生は教

室を解散させてしまったこと，授業評価アンケート

の結果が低かったことから，自分の教室デザインへ

の疑問を持ち，解決法を求めて主任教師に相談する

ことにする（BFP3）。主任教師からは，学習者の状

況を考慮して授業を組み立ててはどうかというアド

バイスをもらった（SG1）。ここで仲間先生は，それ

まで自分がどのように教科書を教えるか，どのよう

に勉強させるかということを中心に考え，学習者の

文脈を意識していなかったことに気がつく。日本の

10　大学や専門学校進学を目指す学習者を対象とした
中級の総合教科書で，台湾では比較的よく使用されてい
る。
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日本語学校では，学習者の学習目的は大学入学など

の予備教育であり，日本語能力検定試験に向けての

勉強が良いことだとされた。仲間先生は，その考え

に疑問を持つことなく引き継いだ教室においても同

じ教室デザインを行っていた。また，仲間先生は教

師と学習者は境界を持つべきだという意識も強く，

一個人として学習者との関係を築くことを避けてお

り，学習者からの食事の誘いなども断っていた。し

かし，アドバイスを受けて，学習者との関係を含

め，教室デザインを見直すことにする。このことを

きっかけに学習者と一定の距離間で接するという考

え方も徐々に変化していく。それは学習者の状況を

考えて教室デザインをするに当たり，学習者のこと

を理解する必要があると考えたからであった。それ

までの教える教師と教えられる学習者という距離感

では，学習者の仕事や生活の文脈を理解できなかっ

たが，関係を見直すことで学習者の文脈を次第に理

解していく（OPP5）。学習者は忙しい仕事の合間に

授業を受けに来ており，この時間はスキル習得やい

い成績を取るためだけのものではないと考えるよう

になった。このような文脈を教室デザインに取り込

み，教室デザインを更新したことで（EFP1），新た

な学期の授業アンケートでは教師の教え方の項目に

対する評価が改善した。学習者には仕事などの要因

により必ずしも毎回の授業に参加できるとは限ら

ない状況があった。そこで仲間先生は学習者に「今

日，来てよかった」，「1回の授業で何かひとつでも

価値を感じてもらいたい」と考え，そのような教室

デザインを目指すようになっていった（2nd EFP）。

ただ，同じ企業のある教室においては，「学生がテ

ストやるっていうのが，すごい嫌だったらしくて，

テストがあるなら，もう来ません」と学習者から言

われ，ターム終了時に開講最低人数に学習者数が足

りず，教室が解散したこともあった。テストの実施

は企業と補習班との取り決めであり，教師の力だけ

では改善できないこともあった。この中級の教室

の2学期目と同時期に別の企業の派遣授業の引き継

ぎ（OPP3の教室）と補習班内で新開班11（OPP4の教

室）を担当することになったことなども，学習管理

を行い勉強させる教室デザインを見直すきっかけと

なる。

次にOPP3の径路についてである。A補習班の勤

務開始より5か月ほどが経過した頃に，男性教師が

退職することとなり，企業派遣の初級の教室を引き

継ぐことになる（OPP3）。この男性教師は学習者と

一個人として関係を構築していた。仲間先生は，男

性教師が学習者と頻繁に食事や遊びに行っていたこ

とを知っていたため，引き継ぎを憂鬱に感じてい

た。引き継ぎは直接行われたが，授業の流れを踏襲

することしか仲間先生にはできなかった。この企業

では日本語の教室の開講は会社の予算によって異な

り，年に1～2回程度であった12。年によっては開講

が1回であるため，学習者の中には，数年にわたり

同じ学習範囲を繰り返し学んでいる学習者もいた。

また，進度も会社からの指定がなく，学習者の状況

に合わせて授業が行われていた。そのため，1学期

に『みんなの日本語』で2～3課程度しか進まない教

室もあった。学期末には試験が課されていたことか

ら，仲間先生は学習者にいい点数を取らせることを

重視した。また，学習管理をする教師としての意識

が強かったことから，宿題や欠席などを日頃から注

意していた。そんな中，仲間先生は，「△△先生（前

任の男性教師）の人柄で来てる学生もいたから，他

の学生に雰囲気とかで多分，今，私文句言われてい

る」と感じることが何度かあった。そして，教室を

引き継いで1か月ほどしたある授業の時，仲間先生

は，中国語の比較的強い口調で「〇〇さん（中年の女

性の学習者）に「偉そうなこと言ってるんじゃない

わよ！！」みたいなことを言われ」るという経験を

する（BFP4）。中国語での発言だったため，正確な発

言はわからなかったが，直接，不満を言っているこ

11　新開班とは，新たに開講する教室のことである。

12　この企業は30時間を1学期とし，週1回2時間（計
15週）の授業が行われた。
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とは明確だった。周囲の学習者がその学習者をなだ

め，発言した学習者も中国語があまり理解できない

と判断した上での発言であったが，衝撃的な出来事

であった。しかし，前任教師とこの学習者の関係を

考えれば，自身の学習管理を行う教師としての振る

舞いは全く異なるものであった。この出来事は自身

の振る舞いを見直すきっかけとなる。仲間先生はこ

の出来事をきっかけに，学習者との関係について改

めて考え，学習者の文脈を理解することで（OPP5），

「学習を管理するのは何か違う」と感じ，学習者の教

室での学習の意味や価値を改めて考え，教室デザイ

ンを更新する（EFP1）。

最後にOPP4の径路についてである。これまでの

出来事と同時期に補習班内で50音からの新開班を

担当することになる（OPP4）。先輩教師からは，新

開班は自分のやりたいようにできると聞いていた。

仲間先生は引き継いだ教室では前任教師の授業の流

れは引き継げるが，教室の運営については引き継げ

ないことをこれまでの経験から実感していた。新開

班ではこのようなことを心配する必要がなかった。

実際に新開班では，学習者にとって自分が初めての

日本語教師であったことから，教室運営を行いやす

いと感じた。さらに，その教室に同年代の女性の学

習者がいたことで（SG2），その学習者と友人とし

ての関係を築くことができた（BFP5）。これまでは

教師として学習者と一定の距離感で接しなければな

らないと考えていた。しかし，その学習者が積極的

に自分との関係を築こうとしてくれたことで，教師

ではない一個人として関係を築くことができた。こ

の経験により，次第に学習者との関係性に対する考

え方が変化した。それは教室外の学習者を知れば知

るほど，教室内での学習者を理解することができ

（OPP5），理解した文脈は教室活動にも活かせると

いうものであった。

また，上述のBFP3，OPP3，OPP4の3つの教室で

の出来事の間に，仲間先生は日本にいた頃から付き

合っていた恋人と別れている（BFP6）。恋人と別れ

たことについて同年代の同僚教師たちに話し，一人

で過ごさないために同僚教師たちの家に泊まりに行

くうちに，同僚教師との関係が深まっていった。そ

れがきっかけとなり，他の教師たちが学習者とどの

ような関係を構築しているのかを知る（SG3）。そこ

で仲間先生は学習者と友人のように，「個人と個人」

という関係を築き，その関係性において教室運営を

行っている教師がいることを知り，「学生と友人に

なってもいいんだ」と感じ，学習者との距離感を見

直す。

このような意識の変化は他の教室でも現れ，教

師としての自分と学習者という境界を少しずつ取

り除いていく。以上のような経験を通して，仲間

先生は「教師としてうんぬんよりも仲良くなったほ

うが（授業活動を）考えやすいって気づ」き，徐々

に学習者の文脈が理解できるようになっていった

（OPP5）。このことは仲間先生が教師としてどう振

る舞うかということよりも，まず，学習者理解を優

先させるようになったことを示している。

以上のことから，仲間先生の初任教師としての教

室デザインは学習者の文脈を理解し，それまでの教

師と学習者との境界をつくるという関係性に疑いを

持ち，その関係性を捉え直すプロセスであることが

わかる。そして，理解した学習者の文脈を教室デザ

インに反映させることで，学習者との信頼関係を築

いていったのである。

その後，仲間先生は個人的な事情により，日本に

帰国しなければならなくなる。帰国後も日本語教師

は続けたいと考え，国内の日本語学校に非常勤講師

として勤務する。そこで求められた教師の役割は，

養成講座の時と同様に学習管理を行い勉強させる教

師であり，仲間先生は求められた教師の役割を果た

していた。この時は補習班と国内の日本語学校は性

格の異なる教育機関であると考え，学習管理をする

ことに疑問を抱くことはなかった。しかし，非常勤

講師として勤務を開始して数か月後に東日本大震災

が発生する。その影響で多くの学習者が日本語学校

をやめてしまい，退職することになる。退職後，一

般企業で働くが，台湾に戻り日本語教師を続けたい
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という思いは常に持っていた。その後，台湾に行く

ことができる状況が整ったため，帰国より約2年後，

再び台湾に渡ることを決める。

4．1．2．中堅教師としての教室デザイン

仲間先生は台湾で日本語教師を続けるには中国語

が必要だと考えていた。帰国時には日常的なコミュ

ニケーションは取れるようになっていたが，帰国し

ていた期間も長かったことから，再度，働く前に中

国語学習を行おうと考えた。そこで，台湾中部のあ

る大学の中国語センターに通うことにする。中国語

学習を始めて数か月後，大学と同じ都市にあるT補

習班で非常勤講師として，週に1回程度，1対1で成

人学習者を対象とした授業を担当する。中国語学習

の終了後，T補習班からは継続して働くことを求め

られたが，同僚教師や自身が担当した学習者が学習

を継続していた A補習班に戻ることにする。以下，

中堅教師としての教室デザインについて図2を参考

に見ていきたい。

第Ⅲ期は「前任者の教室デザインを踏襲し，ズレ

を修正する」教室デザインである。

戻ったA補習班ではいくつかの教室を引き継ぐこ

とになった。その中にはA補習班で最も長く継続

し，上級として開講されている教室が含まれてい

た。この教室は仲間先生が，初任教師としてA補習

班で働く以前から，現在まで継続している教室で

あった。仲間先生は，中堅教師としてこの教室を引

き継ぎ，運営することになる（OPP6）。

仲間先生は前任教師と入れ違いで教室を引き継い

だため，引き継ぎは学習者の特徴などを記した書面

によって行われた。仲間先生と前任教師との面識は

なかった。仲間先生は経験から，教室によっては教

師主導で教室運営を行うことを望まない学習者がい

ると考えた。この教室は仲間先生が引き継ぐ数か月

前に，他の補習班からクラス全員で学習者が移って

きていた。移るきっかけは担当していた日本人教師

図2．仲間先生の中堅教師としての教室デザインと教室における学びに対する価値観の変容（表記の形式は図1に同
じ）
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の帰国であった。クラス全員で移動してきたことに

より，もともとその教室に参加していた学習者は，

それまでの雰囲気とは変わってしまったと感じ，ほ

とんどがやめてしまっていた。

仲間先生は教室を引き継ぐ際に，先輩教師からこ

のような経緯や前任教師が移動してきた学習者とこ

れまでの学習者の学習ニーズをどのように合わせる

か悩んでいたということを聞く。仲間先生は実際に

学習者に接し，教室の雰囲気や学習者の状況を知っ

た上で，学習者に配慮しながら教室デザインを行う

のが良いと判断する。それはこれまでの経験から，

「やり方とか変えると，（学習者が）混乱するから，混

乱させたくない」，「教室を解散させたくない」と考

えたからであった。そして，これまでの教室を変え

ないように配慮しながら，ゆっくりと教室コミュニ

ティへ参加していった。その過程で教室デザインや

学習目的や学習状況などを観察し，次第に学習者の

文脈を理解していく（OPP7）。上級の教室というこ

ともあり，仕事を目的とした学習者も多かったが，

教室参加自体をも楽しみ，コミュニティとしての教

室も重視する学習者も多かった。教室を引き継ぎ，

運営していく中で，学習者から要望として出された

学習内容を教室活動に追加した（SG4）。また，学習

者の入れ替わり（BFP7）の際に生ずる学習ニーズの

ズレなどについては，先輩・同僚教師へ相談をした

（SG5）。この時は，帰国前よりA補習班に勤務して

いた先輩教師も2名いたため，助言を求めやすかっ

た。さらに学習者に授業活動について意見を聞き，

新たに加入した学習者の希望を反映させることで，

そのズレを埋め，教室デザインを更新した（EFP2）。

仲間先生は教室の雰囲気を守り，学習者の学習状況

に合わせた教室デザインを行うことで学習者を納得

させ，教師の価値観を一方的に押し付けないこと

で，共に教室をつくるコミュニティの一員として認

められていった。

第Ⅳ期は「学習者と共に行う」教室デザインであ

る。

仲間先生が教室を引き継いで2年が経過した

頃，引き継ぎ前から使用していた教科書が終わる

（BFP8）。それを契機に，仲間先生は教室デザイン

を根本的に見直すことにする。それは使用している

教科書と学習者が望む学習に乖離があると感じてい

たからだった。引き継ぎ時には教室活動の流れを乱

さないために，使用していた教科書をそのまま使用

した。しかし，この頃には，学習者にどのような教

材や教室活動を望んでいるのかを確認し，インター

ネットの記事やテレビドラマなどの生素材を基に作

成した教材を中心に授業を行っていた。この教室で

は学習者が自身の学習ニーズを明確に意識化し，そ

のニーズを教室に反映させることを教師に求めてき

ていたことから，仲間先生は自分が今後の使用教科

書や授業の方針を決めることは望ましくないと考え

た。そこで，学習者にいくつかのメインテキストと

なる教科書を提示し，授業について相談することに

する。相談の結果，学習者達の意見は教科書を使わ

ずに，仲間先生の自作教材のみで授業を行うという

ことでまとまった（SG6）。教師の負担は増えるが，

学習者の希望を叶えたいと考え，仲間先生はこの意

見を受け入れることにする。

しかし，この決定を補習班に伝えたところ，補習

班からは新たな参加希望者に教室のレベルを説明す

るために教科書は必ず使用するようにとの指示が

あった（SD3）。仲間先生は「補習班からの指示には

従わなければならない」が，「学生の希望はできるだ

け叶えたい」と考え，再度，学習者と相談を行う。

学習者は教科書を使うなら，N1の文法の説明が聞い

てみたいとの意見が出たため，教科書をN1の文法

書と決めた。この時には，学習者が仲間先生に授業

の内容や活動に関する要望や不満を直接言い，それ

について議論ができるような信頼関係が十分にでき

ており，学習者は仲間先生がN1の説明をどのよう

に行うのか期待していた。ただし，教科書を授業の

中心に据えるわけではなく，これまで同様，仲間先

生の自作教材中心の授業が行われることが確認され

た。加えて学習者から教科書以外の学習内容（ドラ

マの聴解や小説の読解など）や授業内に行う活動の
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時間配分についても提案があり（SG7），協議の上で

決められた。この時，仲間先生は教室活動として，

ディスカッションを取り入れることにする。それは

教室での学習者間のやりとりを見ていて，職業や年

齢など背景の異なる成人学習者がそれぞれに持って

いる日本語や思考を共有することが新たな学習につ

ながると考えたからであった。以上のような経緯を

経て，学習者と協働で教室デザインが更新された

（EFP3）。このように仲間先生の意識は機関よりも

学習者との関係性に向けられている。機関からの要

請という制約を教室外のものと捉え，学習者と共に

どのように学習の価値を高めるかを考えられるよう

な関係性を築いていることがわかる。

第Ⅴ期は「学習者と更新し続ける」教室デザイン

である。

教室デザインを更新し，授業内容をパターン化す

ることは，学習者がどのような活動を行うのか理解

した上で，安定して学習を行える環境を整えること

につながった。しかし，1年，2年と時間が経過する

中で，学習者の入れ替わりや学習者の固定化という

問題が発生する（BFP9）。仲間先生は学習者の入れ

替わりによる学習ニーズの変化や固定化している学

習者に対しては授業パターンのマンネリ化を感じて

いるのではないかと考えるようになる。また，「何か

経験が長くなるのに，全然安心できない。経験が長

くなればなるほど，駄目だって思うことが多くなっ

た。安心できない。日本語教師は個人プレーだから，

経験が長くなればこなせることは多くなるけど，授

業について振り返らなくなったら終わり」という思

いが強くなっていった。このような不安は仲間先生

の周囲の教師も強く感じていた。

そんな折に，「「（ある学習者から）先生，もう充

分です。」って。何か到達したいとこまでは行った

んだよね。当初の目的は旅行って言ってから，でも

旅行はもうこのレベルで十分です。今続けている理

由は，ただ忘れないため」と聞かされたことがあっ

た（SG8）。学習者との信頼関係が築かれれば築かれ

るほど，仲間先生は学習者が支払う金額に見合った

対価としての授業が提供できているのかという不安

を感じるようになっていった。このような不安は学

習者間で学習ニーズに差が出る中級以上の教室で強

く感じられた。2018年4月時点でこの教室に参加し

ている学習者は，長い学習者は20年以上，短い学習

者でも8年以上は日本語学習を行っている。教室に

参加しているのは成人学習者であり，自身の学習の

方法や継続の仕方もそれぞれの学習者が自身で理解

し，日本語を学習している。仲間先生は，「土曜の

朝から来て，みんな日系とか大変な会社で働いてい

る人たちで，わざわざ休みの日の午前を使ってるか

ら，ちゃんと意味のあるものを提供しないと」と改

めて強く感じた。一方で，Ⅳ期において取り入れた

ディスカッションが習慣化していく中で，職業など

の背景が異なる多様な成人学習者が，それぞれの専

門を活かした対話を行い，他者との学びを楽しむよ

うになっていった。それは教室に学習者の学びの意

味を重ねるという効果を生んでいた。このような場

は教師のみではつくり出せるものではなかった。

そこで，仲間先生は「学生の満足するの（教室デ

ザイン）って変わり続ける」と感じる。変わり続け

る学習ニーズを教室に反映し続けるために，教材や

授業内容について，学習者と相談する機会を定期的

に設けることにする。また，日常的に学習者に意見

を求めることや学習者が自分の希望を話しやすい関

係や雰囲気をつくるように留意するようにした。当

然，学習者全員のニーズを教室に反映することは困

難であるが，個人的なニーズについては宿題で出す

など，少しでも学習者の希望が反映できる教室をつ

くろうと考えた。また，そこで仲間先生は「学生の負

担にならない」ことを強く意識していた。宿題など

についても，やるやらないは学習者の判断に任せて

いる。これは成人学習者にとっての学習は，必ず行

わなければならないことではなく，自分に必要な学

習や不必要な学習の判断は学習者自身が判断できる

と考えているためであった。しかし，ある時，学習

者から宿題について，教師から出されたものはやら

なければならないという意識があるということを聞
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く。この際には，宿題を出さないことを提案したが，

結果的には教師が出した宿題には強制力が働き，や

らなければならない状況をつくるから宿題は出して

ほしいと言われ，判断に困るようなこともあった。

仲間先生は学習者の提案に矛盾を感じることもある

が，それを教師として楽しみ，また，このような微

調整を繰り返し重ね，学習者との協働で教室デザイ

ンを更新し続けている（EFP4）。学習者の要望を少

しでも教室に取り入れることは，仲間先生の「1回の

授業で学習者が教室での学習に価値を感じる」とい

う考えを実現するためには重要であり（2nd EFP），

このような教室デザインを行うことで教室を継続さ

せている。

以上のことから，仲間先生の中堅教師としての教

室デザインは，学習者との相互交渉が行える関係を

構築し，その関係性の上で学習者の希望や特性を教

室にどのように反映させるかを学習者と試行錯誤し

ながら構築していくプロセスであることがわかる。

4．2．仲間先生の学びに対する価値観の変容

ここまで仲間先生がどのような経験を経て，現在

の教室デザインに至ったのかを述べた。本項では，

研究課題2の教室における学びに対する価値観はど

のように変容したのか，についてTLMGを用いて分

析する。仲間先生の個人活動からどのような促進的

記号が発生し，価値観を形成・変容させたのか述べ

る。TLMGでは，分岐点（BFP）において，促進的

記号が発生していると考える。仲間先生の個人活動

における分岐点は以下の表2のとおりである。この

分岐点を手掛かりに，価値観の形成・変容が教室デ

ザインにどのような影響を与えているか考えていき

たい。

仲間先生の教室における学びに対する価値観の形

成・変容について，TEMにおける行為や出来事示す

個人活動を〈　〉，促進的記号を《　》，形成・変容さ

れた価値観を【　】としてそれぞれ示し，時期区分に

沿ってまとめる13。個人活動については，分岐点の番

号を（BFP1）のように示す。

仲間先生は養成講座において，〈アシスタントと

して留学生の学習管理をする（BFP1）〉ことを求め

られた。このBFP1は，分岐点にならない分岐点で

あった。現場での教師経験がなかったことから，養

成講座の指導をそのまま受け入れ，《勉強させる》，

《学生と仲良くしてはいけない》とし，学習管理も大

学・大学院進学を目指す留学生が在籍する日本語学

校においては，至極当然のものと考えた。そこで【教

師は学習管理者として，いい成績を取らせる】とい

う価値観が生まれる。養成講座受講中，そのような

価値観を持って，留学生の対応に当たった。

その後，台湾に渡り，成人学習者を対象とした

補習班で教室を引き継ぐ。引き継いだ教室でも養

成講座で形成された価値観を基にして，教室で学

13　以下，まとめ部分では「教室における学びに対する
価値観」を「価値観」とのみ表記する。

表2．仲間先生の価値観の形成・変容のきっかけとなる分岐点（BFP）
期 分岐点 TEMにおける個人活動
Ⅰ BFP1 アシスタントとして留学生の学習管理をする

BFP2 学習者の不満を感じる
Ⅱ BFP3 主任教師に相談

BFP4 学習者から不満を言われる
BFP5 同年代の学習者と友達になる
BFP6 恋人と別れ，同僚教師との関係が深まる

Ⅲ BFP7 学習者の入れ替わり
Ⅳ BFP8 引き継いだ際の教科書が終わる
Ⅴ BFP9 学習者の固定化・学習者の入れ替わり
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習管理を行うが，ある時，〈学習者の不満を感じる

（BFP2）〉。その結果，《勉強させることはいいこと

なのか》と疑問を感じ，それまでの価値観が揺らぎ

始める。しかし，学習者の不満の原因が自身の教室

デザインのどこにあるのか解明できず，試行錯誤す

るも，そのままの教室を維持するしかなかった。そ

して，引き継いだ教室のうち，初級の教室は解散し

てしまう。そこで，自身だけでは対応できないと感

じ，解散しなかった中級の教室を継続させるため

に，〈主任教師に相談（BFP3）〉をする。また，同時

期に別に引き継いだ教室で〈学習者から不満を言わ

れる（BFP4）〉。ここで，それまで《勉強させること

はいいことなのか》という疑問が確信へと変わり，

《学習を管理するのは何か違う》と考える。そこで，

新たに【学習管理者としての役割は教師には求めら

れていない】という価値観が生まれる。また，新開

班では〈同年代の学習者と友人になる（BFP5）〉とい

うことがあり，加えて，〈恋人と別れ，同僚教師と

の関係が深まる（BFP6）〉ということがあった。初め

て学習者と自然に友人になったこと，また，他の同

僚教師も学習者と教師としてだけではなく，友人と

しての関係を築いていたことで，《学習者と友人に

なってもいい》と思うようになる。学習者との関係

性が変わる中で，これまで知ることができなかった

学習者の学習者としてではない個人としての一面を

知り，《仲良くなったほうが授業活動を考えやすい》

と感じた。このような出来事が重なったことで，【学

習管理者ではない私として学習者と関係を構築し，

教室デザインをする】という価値観が生まれる。た

だし，帰国中，日本語学校で非常勤講師をしていた

際には，【教師は学習管理者として，いい成績を取ら

せる】という価値観で，教室デザインを行った。

再び，台湾で勤務することになり，教室を引き継

いでからは，【学習管理者ではない私として学習者

と関係を構築し，教室デザインをする】という価値

観を基に，学習者との関係を構築しようと考える。

これまでの経験から，引き継いだ教室では，《教室デ

ザインを変えて，学習者を混乱させたくない》，《教

室を解散させたくない》と考え，【私として学習者

を理解し，学習者に認められる】という価値観が新

たに生まれた。そのような中で〈学習者の入れ替わ

り（BFP7）〉があり，教室に参加する学習者に合わ

せて，授業デザインを更新する。2年後，〈引き継い

だ際の教科書が終わる（BFP8）〉。学習者と教室デザ

インについて相談し，決定するも補習班の指示には

従わなければならず，《補習班の指示には従わなけ

ればならないが，学習者の希望はできるだけ叶えた

い》と感じる。また，この教室では学習者が教室デ

ザインについて積極的に関与していたため，【学習

者と共に教室デザインをする】という価値観が生ま

れ，学習者との協働によって教室デザインを更新し

た。しかし，時間が経過する中で〈学習者の固定化・

学習者の入れ替わり（BFP9）〉が問題となる。《学習

者が満足する教室デザインは変わり続ける》ことか

ら，モチベーションを維持し，マンネリ化を防ぐた

めに学習者と日常的に教室デザインについて相談で

きる雰囲気をつくり，教室デザインを更新する。仲

間先生は，自身の「1回の授業で学習者が教室での学

習に価値を感じる」という教室デザインの目標に向

かい，【教室での学習に価値を感じてもらうために

は，教室デザインを更新し続けなければならない】

という価値観で教室を運営するに至っている。

以上のように仲間先生は機関からの要請，学習者

との関係性や要望などの影響を受け，教室における

学びに対する価値観を形成し，変容させていること

が明らかになった。価値観は固定的なものではな

く，場や学習者に応じて表出され，教室デザインが

行われている。また，この価値観の形成・変容は仲

間先生の成長プロセスでもあった。仲間先生は学習

者との交渉過程で関係性の見直しを行っており，そ

れは教師の役割の変容プロセスでもあったと言え

る。日本の日本語学校では学習者を進学させるため

に，いかに日本語能力検定試験に合格させるかが重

要視された。そのため，学習管理や勉強をさせるこ

とを強く求められ，教師と学習者の境界は明確にす

べきであると考えた。しかし，そのような教室デザ
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インは台湾の補習班の教室では学習者に拒否され

る。これは成人学習者が明確な学習目的や学習のか

たちを持って教室に参加していたためであった。こ

のような経験は試験に合格させるため，学習管理を

するための教師として振る舞うことを見直すきっか

けとなった。ただし，一方で仲間先生は学習者に学

習をさせるという価値観と学習者から求められる教

育・学習のかたちの間で葛藤を抱いていた。しかし，

学習者から求められる教室を直接示されたことで，

学習者にとっての自己実現が何なのかを自身に問い

直し，葛藤を乗り越えた。このように仲間先生は学

習者の状況を知り，学習者の文脈に合わせて教室デ

ザインを更新するに至っている。

その後，一時的に日本に帰国し，日本語学校に勤

務した際には，やはり学習管理が求められ，求めに

応じて，試験に合格させるための教室デザインを

行った。仲間先生はこのような教室デザインを一概

に否定的には捉えておらず，ビザの問題などから，

学習者に出席や宿題を強制し，勉強させることは，

場として必要な教室デザインであると考えている。

このように場に応じた教室デザインを行えるように

なったことは，教師の成長過程において，教室デザ

インについての方法論や経験値が蓄積されていった

ことを示している。

再び台湾に戻った後は，教室を学習者と共につく

るようになる。教師と学習者双方が教室参加者とし

て自らの主体的な学びを設計する役割を担い教室デ

ザインを行っている。教室はあくまでも教師と学習

者が対等な関係においてデザインされるものであ

り，価値観の拡大や変容を期待する場である。古川

（1991）が示すように，教室参加者が学習の進め方に

ついて，個別具体的な文脈の中での教室のあり方を

探っていった結果として，このような教室デザイン

に至ったのである。また，そこでの失敗経験や学習

者との相互交渉は教室デザインを再編成する際の資

源や指針となっていた。

このように仲間先生の教師としての成長のプロセ

スは教育現場に合わせた教室デザインを蓄積するプ

ロセスであり，また，それは学習者との関係性，教

室における学びに対する価値観及び自身の教室にお

ける役割の変容プロセスでもあった。飯野（2010）

が教師の成長について，教育観の変容のみではなく

実践の発展と合わせて議論する必要性を述べたよう

に，仲間先生の価値観の変容やそれに伴う教室にお

ける役割の変容は，そのまま教室という場に教室デ

ザインとして表われていた。これは実践の発展につ

ながるものであり，仲間先生の成長として捉えるこ

とができる。学習者との関係を見直すことは価値観

の変容のきっかけとなり，その都度，自身が教室で

求められている役割を再考することで，教育機関や

学習者に応じた教室デザインを構築・再編成し，表

出していることが明らかになった。

5．仲間先生は成人学習者が求める教室
デザインをどのように捉えているか

本節では研究課題3の中堅教師は成人学習者が求

める教室デザインをどのように捉えているか，につ

いて，ここまでの結果を合わせて考察する。ここま

での結果をまとめると，成人学習者の教室を長期間

継続させるためには，次の要素が必要であると考え

られる。

1．教師が学習者と一個人として関係を築き，教室

への参加の意義や意味を理解し，さらにその意

義や意味を共同構築すること

2．教室デザインを固定化せずに，学習段階に応じ

て教室デザインを更新すること

3．学習者と協働で教室デザインを行い，柔軟性を

持って更新し続け，教室に常に新たな価値を生

むこと

4．教師は成人学習者の特性を活かし，学習者間の

学びを創造し，教室に新たな価値を生むこと

先行研究においてアンドラゴジー（成人教育学）

の観点から成人学習者の特性を6点挙げた（ノール

ズ，1980/2002，pp. 71 - 77）。この特性を参考に仲間

先生の教室を考えてみたい。
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①の知る必要性については，仲間先生の教室にお

いても重要であった。それは，要素の1に示したよ

うに，教師が学習の意味や意義を理解し，それらを

共同構築していたことからもわかる。仲間先生が学

習者と協働で教室デザインを行う事により，学習の

意味を知り，結果として，学習者が望む学習活動が

教室デザインに反映されるようになっていった。た

だし，このような教室デザインに辿り着くためには

以下の②～⑥の項目が重要となっていた。

②の学習の自己概念については，成人学習者が全

て自己決定的に学習を行うわけではないが，本研究

の対象とした長期間継続する教室に参加する学習者

は，数年にわたり学習を継続しており，学習目的や

学習方法などを自身で試しながら次第に意識化して

いったと考えられる。そのため，学習の自己概念が

自己決定的であったと判断できる。

③の経験の役割についてもノールズが示した特性

と重なる。教室に参加していた学習者は自分にとっ

て有効な学習方法や学習の継続方法について，学習

を継続していく過程で理解していき，日本語学習の

学習資源のひとつとして補習班を位置づけている。

このような前提のもとで行われるディスカッション

では他者の経験も学習資源とすることが可能とな

り，学習の背景や専門領域が異なる学習者間の思考

を重ね，学習者が教室で情報提供者になる状況を生

み出していた。職業などが異なる学習者が集まれ

ば，各学習者が自身の専門的な視点から見解を述べ

議論を行うことができる。結果，教師だけでは提供

することができないことばや考え方が提示され，学

習者の入れ替わりも新たなことばや知識を学ぶきっ

かけとなり，教室での学習に新たな価値を生成する

可能性を生んでいた。これは要素の4の学習者間の

学びの創造に関連する。

④の学習へのレディネスと⑤の学習の方向づけに

ついてもノールズの示した特性と重なる。教室に参

加する成人学習者は仕事や日本語を使用する社会に

おけるアイデンティティ形成のための「投資」とし

ての学習を前提としていることから，教室への参加

以前に，学習へのレディネスが実生活にうまく対処

するための学びであり，学習が生活中心的・課題中

心的であったと言える。

しかし，⑥の動機づけについては，外的・内的と

いうような区別はできず，ノールズが示す特性とは

異なる。それは④，⑤にも関連する投資と，教室で

教師や他の学習者との関係を構築したり，学習者間

で思考を共有することに面白さや喜びを感じたりす

る消費としての学習が学習者個人内に混在している

ためである。加えて，学習者個人を取り巻く文脈の

変化によっても投資と消費のバランスは変化もす

る。さらに，学習者間にもこのバランスの変化は存

在する。要素の2・3の教室デザインの更新は，長期

間継続する教室においては④～⑥の成人学習者の特

性を踏まえた上で行う必要があった。そこで，①の

知る必要性について戻って考えてみたい。

成人学習者の教室では学習者の投資と消費のバラ

ンスは動的であるため，教室デザインを固定化する

ことは困難である。内山（2018）は，台湾の成人学習

者の学習継続プロセスが投資から消費を含むものへ

と変化していくことを指摘している。本研究で対象

とした教室の学習者では，長期間学習を継続してい

ることから，投資及び消費を目的として教室に参加

していると考えられる。仲間先生はそれらの学習者

と協働で教室デザインを行うことにする。教師が学

習者と協働で教室デザインを行うことは，学習者個

人が教室デザインに主体的に関与することとなり，

学習者が個人の中に持っている投資と消費という学

習への意味づけのバランスをとりやすくする機能を

持っている。また，学習者のニーズが教室デザイン

に反映されることから学習者の満足度も上がる。こ

の満足度は，必ずしも表面的なものではなく，学習

者の自己実現であり，教師にはその自己実現の支援

が求められている。仲間先生は協働で教室デザイン

を行うために学習者との対話を行った。ガーゲン，

ガーゲン（2018，p．102）が社会構成主義の立場か

ら「ビジョンや目標は一人の人間がつくり上げるも

のではなく，関係者たちの間の対話から生まれるも
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の」と指摘するように，教室参加者（教師・学習者）

が協働でつくり上げた教室デザインであるからこ

そ，教室参加者にとって意味のあるものになったの

である。実際にある学習者は家庭の事情で教室参加

ができない時期があったが，教師に教室の継続につ

いて問い合わせ続け，その後，再びこの教室に戻る

ということもあった。このような学習者は他にもお

り，教室に参加する学習者にとって，この教室が唯

一無二の場・コミュニティとなっていたことがわか

る。調査対象とした教室においては，先述したとお

り，成人学習者が学習の意義や意味を知ることはで

きていた。ただし，教室を長期間継続させるという

文脈を踏まえると，学習の意味と意義を教室に生み

続けるために先に示した1～4の要素が重要となっ

ている。

補習班などの民間の教育機関では，教師は学習者

をお客様として捉え，満足度を高めることに意識を

向けがちであるが，表面的な満足度のさらに深いと

ころにある自己実現という点に目を向ける必要があ

る。投資という概念は学習者の未来に対して価値の

ある意味づけを行うことである。対して，消費とい

う概念は教室参加自体を余暇活動として捉え，教室

参加している現在に対して価値のある意味づけを行

うことである。仕事と趣味を学習目的としている台

湾の成人学習者が投資と消費を期待して教室参加を

していると捉えるのであれば，教師は学習者の現在

と未来に対して価値を創造しなければならない。そ

の価値の創造のために仲間先生は一個人として学習

者と関係を築き，学習者の自己実現がどのようなも

のであるのか，各学習者が経験として持つ学習資源

がどのようなものであるのかを理解しようとした。

その上で，学習者と教室デザインを更新し続けるこ

とが教室に常に新たな価値を生むのである。

6．今後の展望

以上，仲間先生が学習者といかに教室デザインを

行っているのか明らかにしてきた。渡邊（2007）は成

人教育学における学習者と教育者の相互の関係性に

ついて，「対等性」，「共感性」，「協同性」，「相互性」，

「啓発性」が重要であるという。このような関係性は

仲間先生の成長に伴って教室において保障されるよ

うになっていった。仲間先生は初任教師の経験から

中堅教師として本研究で対象とした教室において，

学習管理をするような教師として振る舞うことはし

なかった。さらに，教師と学習者が立場を超えて互

いに個人として認め合うことで「対等」が担保され

るようになっていった。また，教師が学習者の文脈

を理解し，「共感」して「協働」14で教室デザインを行

うことで，教室が教師・学習者の「相互」にとって

「啓発」の場となり，教室という場の価値を共有でき

るようになっていた。このような教室デザインは成

人の教室を担当し教室を長期間継続させなければな

らない教師に対して，一定の有効性を持つモデルと

なると考える。本研究では台湾を対象としたが，似

たような状況下にある他の地域の成人の日本語教室

においても教室デザインを行う上で重なる部分があ

るのではないだろうか。教師には教室という場での

学習の価値を学習者と共有し，また，その価値観を

教師・学習者双方で高めていく教室をデザインする

ことが求められる。教室の価値を高めていくことは

学習者が望む学習環境が整うことであり，それが教

室の継続につながるのである。

学校教育機関においては，学期が決められ教室デ

ザインは教師が行うものとして捉えられてきた。し

かし，学習者が多様で長期間継続する教室では，日

本の日本語学校や大学の留学生を対象とした教育の

パラダイムで教室を捉え，教室デザインを行うこと

はできない。継続する成人学習者の教室において

は，教師と学習者が教室参加者として対話を通して

協働で教室デザインを行うことが有効であり，それ

は学習者が長期的に学習を継続できる環境をつくる

ことでもある。成人の日本語教室の教室デザインは

14　渡邊（2007）は「協同」としているが，「協働」と同義
と捉え，本稿では「協働」に統一する。
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教師・学習者双方が能動的に行うものである。それ

は教師が学習者のニーズをただ受け入れるだけのも

のでもなく，学習者が教師の教室デザインに従うと

いうものでもない。教師と学習者が教室参加者とし

て対話を通して協働で教室デザインを行うことは，

教師が学習者の日本語学習の本質を考えるだけでは

なく，教室の中に日本語学習の本質をつくることで

ある。つまり「その教室の価値」を創造するための教

室デザインが重要なのである。そのために教師は学

習者の文脈において日本語の教室がどのような意味

や価値を持っているのか，教室に参加し続けること

がどのような新たな意味や価値を生むのかを対話を

通して問い続け，教室デザインを行う必要がある。

今後，この教室で行われている実践についても明ら

かにしていきたい。
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Abstract

In Taiwanese private adult education institutions, classes may continue over several 

years. For that reason, it is not possible to design the class based on the curriculum of the 

school education institutions. In this study, we use the Trajectory Equifinality Approach, 

and, focusing on adult Japanese language classes that continue for a long period, analyze 

in what ways a mid-career teacher has transformed the design of classes. The result of 

the analysis was that the growth of a teacher involves moving from a teacher to student 

relationship to a relationship of equal participants in the class. Additionally, it is suggested 

that, as part of this relationship, teacher carry out class design in collaboration with stu-

dents, and create original value for that class.
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