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概要

本稿は，日本語教師が日々の授業を振り返り改善を行っていても，それが教育観の振

り返りにはつながっていないことがあるのではないかという問題意識の下，タイの中

等教育機関で働いていた斎藤先生にライフストーリー・インタビューを行い，日本語

教育観が変容したのかどうかを明らかにし，なぜ変容したのかしなかったのかを考察

した。その結果，斎藤先生の日本語教育観は，変容した部分と変容しなかった部分が

あることがわかった。変容した要因は，斎藤先生がその日本語教育実践に関わるタイ

人教師や生徒たちの考え方との異なりから気づきを得たことであった。変容しなかっ

た要因は，逆に異なりがなかったからであった。しかし，異なりがあったからといっ

て日本語教育観の変容につながる気づきを得られるとは限らない。自分（たち）の実践

を批判的に振り返り，当然と思われていることでも疑い，問い続けることが重要であ

る。
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1．問題意識と研究の目的

1990年代以降，日本語教師養成，教師研修は，教

師として必要な技術を訓練によってマスターさせる

という「教師トレーニング型」から「教師の成長型」

へと変わっている。つまり，自己教育力を身につ

けた「自己研修型教師」の育成が望まれているので

ある。岡崎，岡崎（1997）は，自己研修型教師とは

「他の人々が作成したシラバスや教授法をうのみに

しそのまま適用していくような受け身的な存在では

* E-mail: kaori.takai@meisei-u.ac.jp

なく」「自分自身で自分の学習者に合った教材や教室

活動を創造していく能動的な存在」（p. 15）だとして

いる。そのためには，「教師各自がこれまでの教授

法や教材のもつ可能性を批判的に捉え直し，これま

で無意識に作り上げてきた自分の言語教育観やそれ

に基づいた教授法やテクニックの問題点を，学習者

との関わりの中で見直していくという作業を自らに

課すこと」（p. 15）が必要だと述べている。また，林

（2006）は，自己研修型教師とは，教授活動の実践

を自己評価し，必要に応じて自己研修を行う教師で

あるとし，その背景には各教師の言語学習，言語教

育に関するビリーフがあり，その人の哲学や人生観
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（生き方）がその基盤を支えている（p. 22）としてい

る。つまり，自分自身の授業を振り返り改善してい

くことに日本語教師の自己成長があるのだが，その

ためには，自分自身の教育観やそれに基づく教授法

を学習者との関わりの中で批判的に振り返ることが

必要なのであり，それは，ひいては人生観（生き方）

を振り返ることでもある。また，舘岡（2010）が実

践研究を「実践とその振り返りの中で，実はあいま

いであった教師自身の教育観が意識化されたり明確

になってきたり，あるいはまた，問い直しが起きた

り，変容を遂げたりすることをとおして，教師自身

が学ぶプロセス」としているように，教師の成長は

教育観の意識化・明確化や変容のプロセスであると

いえる。そして，それは自身の実践の変容となり表

れるのである。しかし，髙井（2017）では自分自身の

過去の実践を振り返り，その当時，自身の教育観を

意識化したり変容させたりすることができず成長で

きなかったと述べている。自分では，実践を振り返

り改善を行っていたつもりだったが，内容ややり方

の振り返りに留まり，それを支える自分自身の教育

観の振り返りには至っていなかったというのだ。つ

まり，教師の成長のためには，「自己研修型教師」の

自己研修の中身が問われるのではないだろうか。

本研究ではタイの中等教育機関で働いていた斎藤

先生（仮名）がタイでの日本語教育実践を通してど

のように自己研修し成長し，結果として日本語教育

観が変容したのかしなかったのかを明らかにし，な

ぜどのように変容したのかしなかったのかを考察す

る。本研究では日本語教育観とは，日本語教師とは

何をする人か，日本語を教えるとはどういうことか

という考え方，捉え方とする。

2． 日本語教師の成長と自己研修という
考え方

日本語教師には自己教育力を身につけた「自己研

修型教師」が望まれているが，その自己教育力はど

のようにして身につけていけるのだろうか。「自己

教育力」という言葉が示す通り，実際の実践を積み

重ねる中で自力で身につけているというのが現状で

あろうか。しかし，そのような発想が髙井（2017）の

ように自分では実践を振り返り改善を行っているつ

もり，ということにつながるのではないだろうか。

牛窪（2014）では，日本語教師の発達を「個人の技術

獲得と蓄積に集約できるものではなく，環境におけ

る相互作用の中で捉えなければならない」とし，教

師間の交渉を核とした発達のあり方を構想するた

め，新人日本語教師がおかれている環境を明らかに

している。そして，日本国内の日本語教育機関にお

いては，日本語教師は自力で成長すべきだというよ

うな「個体主義的」な環境におかれているとしてい

る。そこで，牛窪（2015）ではそのような教師の「個

体主義的」な環境とそれに伴う「自己成長」論を批判

的に検討している。「個体主義的な」環境が教師間に

お互いを拘束する「拘束性」を生み出しているとし，

その関係性を「同僚性」を構築するように変えてい

くべきだとしている。教師の成長は個人の努力のみ

にあるのではなく，教師間の信頼し合い学び合える

関係性の構築の下にあるということである。自分自

身による実践の振り返りのみならず，自身の教育観

を振り返り何らかの気づきを得，意識化・明確化し

たり変容させたりするためには，他者が必要なので

ある。したがって，本研究における斎藤先生の自己

研修とは，知識や技能を高めるための個人で行う振

り返りや勉強だけでなく，環境や同僚教師を含む周

りの人びととの関係性構築による相互作用であると

考え，斎藤先生がどのような環境でどのような人達

とどのように関係性を構築しながら日本語を教えて

いたのかに注目すべきであると考えた。

一方，海外の日本語教育機関においては，牛窪

（2015）のような「個体主義的」な環境や「拘束性」を

生み出す教師の関係性があるか，そのことが教師の

学びを阻害しているか否かという明示的な研究は管

見の限り見あたらなかった。しかし，平畑（2014）は

海外の日本語教育現場では母語話者日本語教師に望

まれる資質の中で最も重視すべきなのは「人間性」
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であるが，「その土地において「よその人」であり，

「他者」である」ことが「誤解を生みだす素因として

作用する」（p. 246）ことがあると指摘している。こ

のように，海外では，母語話者日本語教師が「よそ

の人」である環境やそこでの人間関係が母語話者日

本語教師の成長により影響を与えていると考えられ

る。飯野（2011，2012）では，さまざまな教育機関を

「移動」してきた日本語教師の成長を，飯野（2011）

ではその実践を支える言語観や言語学習観である立

場という視点から捉え，また飯野（2012）ではその教

育実践の立場の再形成の過程において，日本語教師

が日本語教育実践現場で自分をどのように位置づけ

ていくのかというアイデンティティ交渉という点か

ら明らかにしている。飯野（2011，2012）の場合，自

己研修が起こる要因は「移動」により異なる言語観・

言語学習観を持つ所属機関や学習者などと接したこ

とである。「移動」により新たな「他者」を得て，そ

の「他者」との相互作用が自己研修であったといえ

るのではないだろうか。

海外における新人日本語教師の成長に関しては，

北出（2017）において，修士課程修了後すぐに韓国の

大学で3～4年日本語を教えた後，日本の大学で1年

間日本語を教えている2人の日本語教師の海外での

葛藤による成長が明らかにされている。2人の経歴

は似たものであるが，経験やそこから得た学びは大

きく異なっており，その違いは，教師自身の背景や

姿勢に加え，環境によるものも大きいとしている。

世界には全く同じ人間は存在せず，人が違えば仮に

全く同じ環境にいたとしても全く同じ相互作用は起

こらない。本研究の斎藤先生は修士課程ではなく日

本語教師養成講座を修了している点が経歴の違いで

あり，環境の点では，韓国の高等教育機関である大

学とタイの中等教育機関である高校における非母語

話者教師とのティーム・ティーチングという大きな

違いがある。これらのことが日本語教師としての成

長にどのように影響しているのか，斎藤先生と周り

の人びととの相互作用の詳細を明らかにしていく。

3． タイの日本語教育と母語話者日本語
教師の成長

2．で述べたように，特に海外においては日本語教

師のおかれた環境や人間関係が成長に与える影響は

大きいと考えられる。そこで，タイにおける日本語

教師に関する研究を教師の成長という点からみてい

く。松尾，香月，井上（2014）は，タイ人教師とと

もに働いている，または働いたことがある日本人教

師1に対して質問紙調査を行った結果，日本人教師

のタイ滞在年数が協働に影響を与える要因の一つに

なっているとしている。多くの教師がタイ人教師と

の仕事のやり方の違いから不快感を持った経験があ

るが，相手のやり方を受け入れて対処していたとい

う。一方，片桐ら（2011）では，タイの大学で働く

タイ人教師への日本人教師との協働に関するインタ

ビュー調査を行っている。その結果，タイ人教師に

は日本人教師との考え方の違いから「ぶつかり」を

経験して「マイナス感情」を持ち「協働拒否」に至る

プロセスと，「私の変化」を経て「協働による学び」に

至るプロセスがあることが明らかにされている。こ

れら2つの研究では，教師間の関係性の構築や相互

作用の詳細については述べられていないし，意識の

変容がどのような実践の変容をもたらしたのかはわ

からない。しかし，お互いの「違い」から気づきが起

こり，成長につながることを示唆している。ただし，

松尾ら（2014）でも片桐ら（2011）でも肯定的な気づ

きと同時にあきらめが変容につながっていることも

示されていることから，成長を考察するためには相

互作用の詳細を明らかにする必要があると考える。

また，大河内（2015，2016）では，タイの大学で普段

は別々に授業を行っている母語話者教師たちが，一

緒に活動を行う経験を通して関係性を構築し，その

相互作用により学んでいる様子が示されている。

1　本論文では，基本的に母語話者日本語教師という表
現を使用しているが，松尾ら（2014），片桐，Katagiri，池
谷，中山（2011）では日本人教師と表記されているため，
ここではそれに合わせている。
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タイも日本も高等教育機関と中等教育機関では教

師の資格要件が違っており，教師自身の日本語およ

び日本語教育の学習経験や経歴には違いがあるた

め，日本語教育に向かう姿勢や考え方も異なるので

はないかと考える。また，中等教育機関の場合は母

語話者日本語教師と非母語話者であるタイ人教師が

一緒に授業をする形のティーム・ティーチングが行

われている場合が多いという違いも大きい。門脇

（2015）では，中等教育機関である高校の日本語非母

語話者教師と母語話者教師の協働の実態を調査・分

析し，現状と問題を明らかにしている。具体的には，

中山，門脇，髙橋（2015）は，タイの高校において

母語話者教師の勤務年数が3年を超えて長くなれば

非母語話者教師からの承認を得ることができ，そこ

から協働の契機を見いだせるはずだとし，それと同

時に，非母語話者教師の専門性をもっと充実できれ

ば母語話者教師との実りのある協働が期待できると

している。そして，タイの高校における教師間協働

は，土壌づくりの段階だと述べている。門脇，中山，

髙橋（2015）では，タイの高校の非母語話者教師の

日本語能力や日本語教授能力が十分とは言えず，母

語話者教師への依存度が高く，それぞれが決められ

た役割に固定されており，母語話者教師には，平畑

（2008）で指摘されている「母語話者性と日本人性」

が求められているとしている。そして，現状では教

師間の協働はなされているとは言い難いとしてい

る。このようなタイの中等教育機関における日本語

教育の教師間協働の実態の中で，本研究の調査協力

者である斎藤先生もタイ人教師とともにティーム・

ティーチングを行っていた。斎藤先生とタイ人教師

たちとの関係性はどのようであったのか，斎藤先生

の日本語教育観の意識化・明確化や変容との関係を

明らかにする。

4．調査・分析の方法と概要

4．1．調査方法

本研究では，調査協力者である斎藤先生（仮名）の

日本語教育観の意識化・明確化や変容を明らかにす

るために，ライフストーリー・インタビューを採用

した。桜井（2012）によるとライフストーリー・イ

ンタビューとは「個人のライフに焦点をあわせてそ

の人自身の経験をもとにした語りから，自己の生活

世界そして社会や文化の諸相や変動を全体的（ホリ

スティック）に読み解こうとする」（p. 6）方法の1つ

である。そして，久保田（2000）は，「知識は人間の

個人的な体験，属する文化等と切り離すことはでき

ない」（p. 27）ため，「全く同じ状況に二人の人がいた

場合でも，二人が見る世界は，それぞれの文化や生

い立ちの違いに大きく左右される」（p. 43）としてい

る。つまり，その人の考え方や価値観はその人の生

まれ育ってきた環境や文化的・社会的背景に影響さ

れ，また，周りの人たちとの相互作用によって構成

されているということである。そして，その人の日

本語教育観は，その人の人生観に基づいているので

ある。そこで，その人の人生を全体的に読み解くた

めのライフストーリー・インタビューは，斎藤先生

のタイの中等教育機関における日本語教育観の変容

を明らかにするのに適していると考えた。

4．2．調査協力者と調査の概要

調査協力者である斎藤先生（仮名）はインタ

ビュー当時40代の男性である。斎藤先生は大学卒

業後いくつかの職を経験した後，日本語教師を志し

た。そして，日本語教師養成講座で学び，2011年11

月からタイの中等教育機関であるS中高校でおよそ

3年半日本語教師として働いた。現在は帰国し，民

間の日本語学校で働いている。S中高校ではタイ人

教師2人（X先生とY先生）とそれぞれ2人で一緒に

教える形のティーム・ティーチングを行っていた。
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S中高校では2004年度から日本語教育が始めら

れ，2005年度から母語話者日本語教師を採用するよ

うになった。X先生とY先生は2007年度からS中高

校でパートタイムとして働き始め，斎藤先生が来た

ときは5年目だった。筆者が聞いたところによると，

母語話者教師だけの授業では，授業内容が理解でき

ないと生徒たちから苦情があり，日本語がわかるタ

イ人を通訳として雇うことになったそうである。

次に，斎藤先生を本研究の調査協力者とした理

由を述べる。斎藤先生が実践を行っていたS中高校

は，筆者が過去に実践を行っていた学校である。筆

者は，その学校でのタイ人教師とともに行う実践が

うまくいかなかったと感じた（詳細は髙井，2012）た

め，日本語教育についてさらに学ぶ必要性を感じ，

帰国後，大学院に進学した。そして，非母語話者日

本語教師と母語話者日本語教師の協働をテーマとし

た修士論文の調査のためにタイを訪れ，一緒に教え

ていたタイ人教師に加えて，当時タイに来てまだ2

か月ほどだった斎藤先生にもインタビューをした。

そのインタビューで，タイに来たばかりだった斎藤

先生が，タイ人教師との授業がうまくいっていると

考えていることがわかり興味を持った。そして，斎

藤先生がタイ人教師とどのような関係性を築き，ど

のように日本語を教えているのか詳しく知りたいと

思い，斎藤先生の帰国前に2回目のインタビューを

お願いした。2回目のインタビューでの斎藤先生の

語りから，斎藤先生はタイ人教師とも生徒たちとも

良好な関係性を築き，日本語を教えることに手ごた

えを感じ充実した生活を送っていることや，それと

ともに日本語教育観が変容しているように感じた。

この違いはどこからくるのだろうか。斎藤先生と筆

者の経歴は，大学卒業後いくつかの職を経験した後

で日本語教師になっていることや，タイの中等教育

機関での経験が初めての日本語教育実践であること

など，類似している。そして，S中高校という同じ

環境で，同じタイ人教師たちと実践を行っていたの

である。しかし，その結果はまったく違うようだっ

た。タイ人教師との関係性を深め，筆者自身が成長

するためにはどうすれば良かったのだろうか。その

要因を探るために斎藤先生へのインタビューを続け

ることにした。

インタビューの際は，研究倫理遵守に関する誓約

書を作成し，本研究の目的，調査方法，研究倫理に

ついて説明し，研究承諾書にサインをしてもらっ

た。インタビューは計4回行った。インタビュー後

にさらに聞きたいことがあった場合は，質問をまと

めメールで回答してもらった。それらの概要を表1

にまとめた。

インタビューは斎藤先生の許可を得てすべて IC

レコーダーで録音し，文字化した。文字化したもの

は毎回斎藤先生に読んで確認してもらい，斎藤先生

が削除を希望した内容については削除した。分析に

は文字化したデータとメールでのやり取りを使用し

た。文字化したインタビューデータとメールでのや

り取りを意味のまとまりごとに区切り，小見出しを

つけ，内容ごとに分類した。そこから，斎藤先生の

日本語教育観の意識化・明確化や変容に関わる部分

を抜き出し，日本語教育観の意識化・明確化や変容

が起こったのか，そして，なぜ，どのようにして起

こったのかという観点で分析した。

表1．インタビューの概要
日時 時間 内容 場所 メールのやり取り

1 2011.12.26 2時間 生い立ちから現在まで S中高校の空き教室

2 2014.10.04 2時間15分 タイでの実践の過去から現在 S中高校近くのホテル
のロビー

2015年2月に2回

3 2017.07.08 2時間10分 タイでの実践と現状（国内での
実践）

飲食店 2017年11～12月に2回

4 2018.01.27 2時間20分 日本語教師としての実践全体 飲食店 2018，2019年3～4月に
各1回
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5．分析結果

本章では，斎藤先生がタイの中等教育機関である

S中高校での実践を通して，どのように自己研修，

つまり，周りの人びとと関係性を構築し相互作用し

ていたのか，そして，そのことにより斎藤先生の日

本語教育観は意識化・明確化，または変容したのか

について，インタビューデータの分析結果を記述し

ていく。引用したインタビューデータのSは斎藤先

生，Tは筆者の発話である。データ末の（日付）はイ

ンタビューした日付を記入した。本文中の「　」は，

インタビューでの言葉をそのまま引用しており，…

は3秒程度の間を示している。

5．1．S中高校で教え始めた当時の斎藤先生の日本

語教育観

本節では，S中高校で教え始めた時，斎藤先生が

日本語教師とは何をする人だと考えていたか，また

日本語を教えるとはどういうことだと考えていたか

を記述する。

5．1．1．斎藤先生が考える日本語教師とは

斎藤先生は自身の子どもの頃のことを振り返り，

先生とは「そこそこ尊敬できる人」だと言った。た

だ，若い先生には，「生徒が騒いでいてもあまり注意

しない先生もいましたし」「だからちょっと生徒から

なめられてるなあという感じの先生」もいた。中学

校の担任の先生は，「すごく面倒見てくれたので，良

かったと思いますけど…」「すごく怖い先生，だから

言うこときかされた」「恐怖感はありましたね」と，

良い先生とは言っているが，かなり厳しい先生だっ

たことが伺われる。一番尊敬できる先生は「高校2年

生のときの先生」で，その理由は，「優しいし，あま

りがみがみ言わない先生で，でも，ちゃんと生徒の

1人ひとりちゃんと面倒見て，やってくれてました」

と言った。斎藤先生にとって尊敬できる先生は，あ

まりがみがみ言わないが，1人ひとりをちゃんと見

てくれる先生だということがわかる。さらに，生徒

を注意しないことは良くないことであり，反対に，

とても厳しく怖い先生でも，良く面倒を見てくれる

先生は良い先生だと認識している。これが斎藤先生

の考える「普通の先生」であった。

一方，斎藤先生は日本語教師養成講座に通う前

は，日本語教師は「ALTの英語の先生」のようなも

のだと何となく思っていたという。そして，養成講

座修了後，日本語教師になった当初は，「例えば教育

心理学とかは全然知らない」「そういうことを学んで

ないですから」人間教育はできないと考え，日本語

教師とは「普通の教師というよりかは，うん，人間

を教育するというよりは，ただ日本語を教えて，日

本語を広めるっていう，そういう，やっぱり，普通

の教師とはまた違う」と言っていた。つまり，日本

語教師は「語学の専門家」「日本語教育のプロ」であ

り，「専門知識なり文法知識なり」を備えた教師であ

る。したがって，「普通の教師」のように人間教育を

する必要はなく日本語だけを専門に教える教師であ

ると考えていた。

5．1．2．斎藤先生が考える日本語を教えるとは

斎藤先生がS中高校で日本語を教え始めて2か月

当時，日本語を教えるとはどういうことかとたずね

ると，「日本語を勉強したいっていう生徒さんに，

ちょっとでもお手伝いをして」「少しでも貢献できれ

ば」，「今教えてる生徒さんの中でも，10人ぐらいは

日本に来て欲しい」と言い，あまりやる気のない生

徒たちについては，

　高校1年になるときに日本語選んできてる

わけですから，ちょっとは興味は，あったん

だと思います。ただ，漢字，ひらがな，カタ

カナ，いっぱいあって，文法もややこしいし，

だんだん嫌いになったっていう子も必ずいる

（中略）それはもう，今から好きになってくれ

とはとても言えないし，（中略）ちょっとでも

日本に興味を持ち続けてくれればいいかな  

 （2011/12/26）
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と言っていた。そして，「あまりにも差がありすぎ

て，で，寝てる子もいますし，おしゃべりしてる子

もいますし」ということが問題だと言った。そのこ

とに関して，さらに次のようなやり取りがあった。

T： だったら，別に（中国語と同じように）日本語

もローマ字でやればいいのかな，何かよくわ

かんないけど

S： そういうわけにはいかないんじゃないですか

T： ねえ，何ででしょうね。何で中国語はピンイ

ンでいけるんだろう。ピンイン自体がよくわ

かんないんですけど

S： ま，あとは，まあ，助詞がややこしいし，

T： うーん

S： 見てたら，助詞の間違いがずいぶん多いんで

T： でも，なんとなく，助詞って間違っても通じ

るじゃないですか，通じないこともあります

けど，だから何か私は別にいいかなと思うん

ですけどね。（中略）何て言うのかな，別に，

私，明日，バンコク，行くって言ったら意味

通じるじゃないですか，あんまり問題ないっ

て思うんですよね

S： まあでも，一応正しい文法を教えなきゃいけ

ない，わけですから

T： 教えるのは教えますけど

S： 正しい文法と，その，会話の日本語と当然，

英語も中国語もタイ語も当然違うわけですけ

ど，それを教えてしまうと，あの，書く方も

そうなっちゃうんですよ

T： うーん，そうですね。教えるのはちゃんと教

えるんですけど，何か別にその通りできなく

ても，通じればいいかなって思うんですよ。

S： うん，でも，テストしたら，やっぱり，×に

せざるを得ないですよね。

T： そうなんですよね，そこが問題なんですよね

S： はい，はい，はい

T： テスト，しなければいいんですけどね

S： それは，ま，僕も思いますけど，やっぱり，

それだったらもう教科書なんかいらないって

T： そうそうそうそう，そうですね，そうなっ

ちゃいますけどね

S： はい

T： でもひとりでは決められないですもんね。学

校の方針とかもあるだろうし，大学入試もあ

るし，いろんなことがあるから

S： はい（中略）ま，どっちにしてもあきこ62まで

はなかなか行きそうもない

T： でも，いいんじゃないですか，X先生やらな

くてもいいって言っているから

S： ああ，それはそうなんですけど，教科書買わ

せているんで （2011/12/26）

これらのやり取りから，斎藤先生は日本語を教え

ることについて，文字（ひらがな，カタカナ，漢字）

を教えなければならない，正しい文法を教えなけれ

ばならない，テストをしなければならない，教科書

を最後まで終わらせたいと考えていることがわか

る。そうすることが日本語を勉強したい生徒たちを

手伝うことであり，生徒たちが日本に行くことがで

きるくらいの日本語の力をつけるために必要だと考

えている。

5．2．生徒たちとの関係性構築と日本語を教えるこ

との関係

ここでは，斎藤先生がS中高校での3年半の日本

語教育実践を通して，生徒たちとどのように関係性

を構築してきたか，またそのことと日本語を教える

こととの関係についてどのように捉えているか記述

する。

5．2．1．タイ語習得による生徒たちとの関係性構築

斎藤先生は「赴任当初はタイ語ができなかったこ

とが辛かった」と言っている。職員室にいても「僕は

まあタイ語がしゃべれないんで，まあ，言ってるこ

2　『日本語　あきこと友だち1～6』は国際交流基金が
2004年に作成したタイの高校の日本語専攻コース向け
の教科書であり，1～6までの全6冊がある。
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とは全然わかんない」し，「タイ語ができないとS県

での生活は…できなくはないですけど，（中略）自分

でいろいろできるようになりたいから」と，タイ語

の勉強を始めた。さらに，生活だけでなく，「やっぱ

り生徒とコミュニケーションとるにもやっぱり，生

徒の言うことがわからなければ，僕もなんもできな

い」と，タイ語ができないことで生徒たちとコミュ

ニケーションがとれないことを問題だと感じてい

た。さらに，「タイ語がわかんないと，結構生徒，な

めてくる」し，「生徒から見たら，この人はお客さん

で，もうすぐ日本に帰っちゃうみたいな感じ」と生

徒から「お客さん扱い」されてしまうとも考え，日本

語授業のためにもタイ語の習得が必要であると感じ

た。そこで，「タイ語の練習にもなるので，まあでき

るだけ，まあ覚えて，タイ語をそこで使う」と考え，

教室外で積極的に生徒たちにタイ語で話しかけるよ

うにしたという。結果として「学生とコミュニケー

ションをとっていく中で，だんだん，学生との距離

が近くなっていくのを肌で感じることができ」，そ

のことが3年半で一番楽しかったことだと言った。

タイ語を勉強し，同時に生徒たちとタイ語でコミュ

ニケーションをとることで，生徒たちと関係性を構

築していったのだ。

5．2．2．生徒たちとの関係性構築と日本語を教える

こと

2回目のインタビュー（2014/10/04）で，これから

海外で教える人へのアドバイスをたずねた時，斎藤

先生は「日本語以外に，自分の教えられるものを，

もう1つ持っておくといいかなと思います」と答え

た。それは例えばどういうものかとたずねると，「私

はこれこれこういう人間ですっていうのを，最初に

そのまま伝えればいいのかなぁと，いろいろ付け足

すんじゃなくて，ありのままの自分を，伝えるって

ことじゃないかな」と言った。筆者はこれらの斎藤

先生の言葉を，日本語を教えるとは，直接的に言葉

や文法を教えるということだけでなく，「ありのま

まの自分」つまり，タイ人や日本人，教師や生徒と

いうことは関係なく個人としての自分が「これこれ

こういう人間ですっていうのを伝える」ことで，生

徒たちと関係性を構築していくことだと言っている

と理解した。それは，そのインタビュー当時，筆者

自身が，日本語を教えることを学習者と日本語で関

係性を構築していくことだと考えていたからであ

る。しかし，筆者はタイでの実践当時はそのように

考えることはなかった。だから，どうして斎藤先生

がそのような考えを持つようになったのか知りたい

と思った。しかし，このやり取りでは同時に，「日本

人の考え方や行動スタイル」を教えるとも言ってお

り，筆者が理解した「個人としての自分」とは相反

する。そこで，後日メールで「今，斎藤先生にとっ

て日本語を教えるとはどういうことですか」と確認

すると，「「日本語」を通して「日本」あるいは「日本

人」という国または民族とはどういうものかを他の

国の人に正しく伝えること」と回答があり，筆者の

理解は間違っていたことがわかった。斎藤先生に

とって「ありのままの自分」を伝えることは正しい

日本人像を伝えることであり，日本語教育は，生徒

たちと日本語を使って関係性を構築していくことで

はなく，正しい日本語はもちろん，それだけでなく，

正しい「日本」や正しい「日本人」像を教えることで

あった。

それでは，生徒たちと距離が縮まったことは日本

語授業や生徒たちの日本語習得と関係があると思う

かと聞くと，次のように答えた。

　日本語をしっかり教えることはもちろん大

切だと思いますが，授業の中にも学生を引き

付けるものが必要かなと思います。作成した

PPTの中にタイの俳優さんの写真を使って，

自分がタイの文化に関心を持っていることを

示したり，また家内の写真を登場させ，少し

私生活の話をしたりとか，そういう工夫をし

ました。そうすることによって日本語の授業

が楽しくなり，学生のモチベーションが上が

ることが期待できますよね。  

 （2019/4/08メール）
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これらのことから，斎藤先生が生徒たちと良好な

関係性を構築し，生徒たちと距離が近づくことに

よって，生徒たちが日本や日本語を身近に感じるこ

とができるため，生徒たちの日本語学習への動機づ

けに役立っていると考えていることがわかった。

5．2．3．生徒たちとの関係性構築と教師の役割

斎藤先生は「Y先生はクラスコントロールがすご

く上手」で，しかも「生徒思いで，できない生徒でも

ちゃんと，平等に，相手にするんです。だから，あ

んまりできない生徒にも，結構慕われてる」のだと

言った。これは，5．1．1．で述べたように，正に斎藤

先生が尊敬する，「生徒のことを厳しく叱るがあま

りがみがみ言わない，1人ひとりをちゃんと見てく

れる先生」像と一致している。一方，斎藤先生自身

はと言うと，「道徳とかそういう人間教育というの

は，タイ人の先生の仕事で，外国人は関係ない」「僕

は日本語を教えに来てるのであって，そういう，し

つけとか，それを教えに来てるわけじゃない」と「あ

る意味「壁」を作って」いたと言った。それが，

　最近は，そうではなくて，考え方が変わっ

て，結局はもう，タイ人であろうと，外国人

であろうと，人と人との問題なので，例え

ば，授業に遅れてきました。…じゃあ，後ろ

に立っててくださいとか，普通に言えるよう

になりました。 （2014/10/04）

という。その変化について斎藤先生は「自分も，教

師の一員で，…どっかで人間教育に関わっているん

だっていうところはやっぱり，そういう意識が芽

生えて」「1人の教師としてどうあるべきかっていう

のを考え」生徒と接するようになったからだと言っ

た。斎藤先生はY先生の生徒たちへの接し方や生徒

たちとの関係性を見たり，自分自身も生徒たちと関

係性を構築していく中で，自分もS中高校の教師の

一員だという意識を持ち，一教師として生徒たちの

人間としての成長にも関与していくべきだと考える

ようになった。

さらに，斎藤先生に，日本語教師になる前の自分

と今の自分と何か変わったかと聞くと，「先生と呼

ばれる」こと，そして「生徒から慕われているとい

う関係はすごく嬉しいし，…それは，今まで感じた

ことはなかった」ことだと言い，「日本語教師はやは

り特別な仕事ですね。今まで人にこんなに感謝され

ることって仕事していてあまりなかった」。だから

「やっぱりこの仕事が好き」だと言った。5．2．1．で

述べたように，斎藤先生はS中高校で教え始めた当

初はタイ語がわからなかったため，生徒たちになめ

られていると感じた。つまり，生徒たちに教師とし

て認められていないと感じたのではないだろうか。

しかし，生徒たちとタイ語で関係性を構築しながら

自身も教師としての自覚を持ち生徒たちを指導して

いくようになるにつれて，生徒たちから「日本人」で

はなく「教師」と認められ慕われるようになったの

ではないか。そして，「タイの教師を尊敬する文化は

日本も見習うべき」だと，教師は尊敬できる人とい

う自身の考えを再認識した。このように斎藤先生は

生徒たちとの間に，教師と生徒という関係性を構築

してきた。それは，慕われる人と慕う人，感謝され

る人とする人，ひいては尊敬される人とする人の関

係であった。そして，

　教室の中で，共有してる空間っていうの

は，それは，あくまで教師対生徒であって，

学生であって，で，まあ，教える人，教えら

れる人っていう，関係ですよね。それは，あ

の，一応日本語を教えているわけですけど，

それは，えーと，つまり，一教師対学生とい

う関係であって，それは，…まあそれがたま

たま日本人，たまたまタイ人であって，それ

はどこに行っても，この仕事してる限りは一

緒じゃないか （2018/1/27）

と，タイ人か日本人かは関係ないが，あくまでも教

える人と教えられる人の関係であると捉えていると

言った。
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5．3．タイ人教師との関係性構築と日本語を教える

ことの関係

S中高校で日本語を教えた3年半で，斎藤先生は

生徒たちとだけではなく，一緒に教えていたタイ人

教師たちとも良好な関係性を構築していった。

　まあ，もちろん，いろいろ，まあX先生と

ぶつかったこともあったし，（中略）やっぱ

り考え方が違うので，まあでも，お互いの，

思ってることを，包み隠さずに，言い合った

ことによって，やっぱりお互いの考え方がわ

かるし，ここはこうなんじゃないですか，こ

こもこうなんじゃないですかっていう，や

り取りをして，まあ，信頼関係ができたん

じゃないかなっていうふうに思うんです。 

 （2018/12/07）

と言った。そして，タイ人教師との関係を「あんま

りタイ人と日本人というその分け方は，ちょっとお

かしいんじゃないかと，…1人の人間と1人の人間

との付き合い方だと，じゃないかな」と，タイ人だ

から日本人だからといってお互いを分けるのではな

く，人間と人間だと考えるようになったという。そ

して，帰国を決めたときには「僕は3年半やらして

いただいたので，今までの（日本人の）先生方より

期間が長いんだと思うんですよ。（中略）で，それだ

け，まあ，X先生とY先生と，いい関係，続けられ

た」と斎藤先生は考えていた。

その一方で，日本語が関わってくるとタイ人と日

本人と分けて考えていることがわかる。斎藤先生が

生徒とのコミュニケーションを大切にするように

なったきっかけをたずねた時のことである。

T： （前略）私が通訳をされるのが嫌な理由は，私

はこの人と話したいのであって，ここでこう

なると，私と話してくれないじゃないです

か。この人はこの人と話すだけじゃないです

か，それがすごい嫌だったんですよ。（中略）

だから私は，いくら私のつたないタイ語，か，

向こうのつたない日本語，でもいいから，こ

こで話がしたいってすごい思ったんですよ

ね。そこに，言語学習があると思うんですよ。

（中略）だから，その，先生が，学生，コミュ

ニケーションって思ったのもそういうことか

なって思ったんですけど，そういう風に思っ

たきっかけってあるんですかね，何か，いつ

から思ったとか，何かあります？

S： うーん，あの，授業では，やっぱり，私，

ティーム・ティーチングする上で，やはりそ

の，パートナーの先生に役割を与えないと，

やっぱりタイ人の先生と，関係がうまく築け

ないと，私は思うので，やはり，私たちはタ

イ人の先生より日本語のことはよくわかる

じゃないですか。まあ，言ったら，先生の先

生ですよね。タイ人の先生の先生にもならな

きゃいけないわけであって，だから，あの，

まあ，私が，もちろん文法説明して，で，そ

れにやっぱり，単なる通訳じゃなくて，その

タイ人の先生も先生なわけですから，タイ語

でわかりやすく伝えるっていう，役割がある

と思うんですよね。 （2017/7/08）

斎藤先生は，母語話者教師はタイ人教師よりも日

本語に関しては知識が多いはずだから，タイ人教師

たちの先生にならなければならないと考えている。

そして，「日本人が教案を考え，日本人が教えて，

それをパートナーのタイ人の先生が通訳し，タイ語

で説明する」という授業スタイルが出来上がってお

り，「基本的に私のやり方にX先生，Y先生は合わせ

てくれました」と言った。授業を計画，実施するの

は母語話者教師であり，母語話者教師はタイ人教師

に「役割を与える」存在であると考えていることが

わかる。

5．4．日本語の教え方の変化と日本語教育観

斎藤先生が日本語の教え方について具体的に変え

たことは，パワーポイントで教材を作成して教える

ようになったことである。「パワーポイントにする
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と，まあ，映像も付けられるしね，あの，結構絵が

たくさん使えるわけです。で，あの，僕も視覚で，

学生の興味をひくのも結構，ね，日本語の授業では

大切かな」と考えたからだという。そして，「集中力

のない学生でも，時々，動画などを見せれば結構喜

びます。集中力を高める効果も期待できる」と言っ

た。

さらに，斎藤先生は授業の週コマ数を増やしたこ

とを挙げた。その目的についてたずねると，「JLPT

の合格者を増やすという側面はありますが，初級で

勉強する重要な項目が（教科書の）6冊目にもあるか

らです」と，教科書を全部終わらせたいという考え

が3年前と変わっていないことがわかった。JLPTに

関しては，「難しくても頑張って日本語の勉強を続

ければ，タイの日系企業への就職が有利になるし，

JLPT　N3以上を持っていれば，給与面でも優遇さ

れる」ことを生徒たちに伝えていた。JLPTが生徒の

日本語学習の動機づけになると考えていたのだ。そ

れでは，なぜ斎藤先生はS中高校で日本語を教えて

いたのだろうか。

　今，テストでも，翻訳の問題を出してる

んですね。そうしないと，ただ単に，動詞

の，あの，語形変化とか，そういう問題出し

ても，その，実際の運用能力にはつながらな

いと思ってるので…ちゃんと自分の頭で考え

て，それを日本語からタイ語にしたり，タ

イ語から日本語にしたり。だからその，タ

イ語と日本語の語順がわかんないと，実際

に，話せるようには絶対ならないんですよ。 

 （2014/10/04）

斎藤先生は生徒たちの日本語運用能力をつけるた

めに翻訳させるという。この後，次のようなやり取

りが続いた。

S： 生徒にこの文訳してくださいって言って，そ

の文が，タイ語として正しいのかどうか，自

分としては評価できない訳ですよ。そういう

時，困るんですよ。

 （中略）

T： 人それぞれの考えだとは思うんですけど，多

少順番が変わったりとか文法が間違ってても

意味が通じたりするじゃないですか。そうす

ると，私が，例えば，タイ語に訳しなさいっ

ていう問題を出したとしたら，私はたぶん，

本当の正確な文法は間違ってたとしても，こ

れで私が意味が通じるからいいやって思って

○にしちゃうんですけど，そういうのはなし

ですかね。

S:  ま，もちろん，意味がわかってることは一番

大事なんですけど，あのー，その，ま，タイ

語はタイ語のちゃんと語順っていうのがあっ

て，日本語は日本語の語順があって，（中略）

ここに助詞があって，ここに動詞があって，

だから，それを間違ってるとダメですよって

いうふうには，指導しなきゃいけないですよ

ね。…で，ここでは助詞は使えても，ここで

は使えないとか，そういうのをやっぱり習得

してほしいですよね。ただ，意味が通じれば

いいっていう問題ではないと，僕は思ってい

ます。 （2014/10/04）

と，斎藤先生がS中高校で日本語を教え始めた当初

であるおよそ3年前と同じようなやり取りが繰り返

された。つまり，斎藤先生が生徒たちに正しい文法

を身につけてほしいという考えは変わっていなかっ

たのだ。

そして，日本語授業に対する心構えの変化はあっ

たかという問いには，

　3年間も日本語を勉強するわけだし，ほと

んどの学生は大学に進学すると聞いていたの

で，1人でも多く大学で日本語を専攻し，副専

攻でもいいので日本語を続けて勉強してほし

いと願っていました。（中略）学年で1人でも

2人でもいいから日本へ留学する学生が出て

きてくれればいいかなと思っていました。

 （2019/4/08メール）

と，基本的には生徒たちに日本に留学できるくらい

の日本語力を身につけさせることをめざしているこ
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とも，3年前に言っていたことと変わりがなかった。

しかし，実践の変化からこれらの日本語教育観を見

ると，違いが見えてくる。5．1．2．で述べたタイで

実践を始めた頃は生徒の実態を捉えておらず，した

がって，なぜ正しい文法を教えなければならないの

か，なぜテストをしなければならないのかという部

分は語られず，自分の学習経験から何となくそうい

うものだと思っていることが感じられた。教科書を

最後まで終わらせたい理由も生徒たちに教科書を買

わせているからであった。しかし，帰国前の斎藤先

生は，教科書を全部終わらせることや正しい文法知

識を身につけさせることは，生徒たちに必要だと思

われる日本語の運用能力をつけさせるためであり，

それは JLPTや大学入学試験に合格するためや，日

系企業に勤めた場合に少しでも優遇されるために必

要な能力だと考えている。そして，生徒たちが高校

卒業後も日本語学習を続けることは，その先に日系

企業に就職することができるなど，生徒たちの将来

につながると考えるようになったことがわかる。つ

まり，今自分が教えている生徒たちの将来に役立つ

ためという目的意識を明確にしたのである。斎藤先

生はタイでの実践を生徒たちとの関わりの中で振り

返り，自身の日本語教育観を意識化し実践を変えて

いったといえる。

6．考察

以上の分析結果から，斎藤先生の日本語教育観は

タイの中等教育機関での日本語教育実践を通して変

容したのかしなかったのか，変容した場合は，どの

ように変容したのかを述べた上で，なぜ変容したの

か変容しなかったのかを考察する。

6．1．斎藤先生の日本語教育観は変容したのか

斎藤先生の日本語教育観は，変容した部分としな

かった部分があった。まず，変容した部分であるが，

それは，日本語教師とは何をする人なのかというこ

とである。斎藤先生は過去の自分の経験から，1人

ひとりをちゃんと見てくれる先生は尊敬できる先生

だと考えていた。そして，生徒を注意しない先生は

あまり良くないと考えており，反対に，厳しくても

良く面倒を見てくれる先生は良い先生だと認識して

いた。一方，日本語教師養成講座で，それまで知ら

なかった日本語の教え方を学び，身につけた斎藤先

生は，日本語教師である自分自身を「語学の専門家」

「日本語教育のプロ」と認識していた。そして，日本

語教師は日本語教育の専門知識や文法知識を備えた

教師として日本語を教えるだけであり，「普通の教

師」とは違うと考えていた。それが，S中高校で日本

語を教えていくうちに，日本語教師と言えども日本

語を教えるだけではなく「普通の教師」と同じよう

に，生徒たちの人間としての成長にも関与すべきだ

と考えるようになった。

次に，変容しなかった部分を述べる。タイへ行っ

た当初，斎藤先生にとって日本語を教えるとは，日

本語を勉強したい人を手伝うことであり，自分が教

えた生徒10人ぐらいは日本に来ることができるよ

うになることだった。そのためには，まずは文字か

ら覚えさせ，正しい文法を教え，テストをし，決め

られた教科書を終わらせることが日本語教育だと考

えていた。斎藤先生はS中高校で3年教えた後も，日

本語教育とは正しい文法を教え，教科書を終わらせ

ることで日本語を正しく使えるようにさせ，1人で

も日本に留学させることだと考えており，基本的に

は変わらなかった。ただし，5．2．で述べたように，

斎藤先生は日本人として日本語を教える教師ではな

く，S中高校の教師の1人として日本語を教えなが

ら生徒の人間としての成長も考えるようになった。

そのことにより，5．4．で述べたように，生徒たちと

の関わりの中で実践を振り返り，自身の日本語教育

観を意識化し，実践を改善していった。

6．2．斎藤先生の日本語教育観はなぜ変容したのか

6．1．で述べたように，斎藤先生が考える日本語教
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師とは何をする人かという考え方はタイの中等教育

機関での日本語教育実践を通して変容した。変容の

要因として考えられるのは，斎藤先生自身の「1人の

教師としての自覚」である。この教師としての自覚

がなぜ芽生えたのかというと，Y先生がいたからで

ある。5．2．3．で述べたように，斎藤先生のY先生

に対する評価は，正に斎藤先生が尊敬する「生徒の

ことを厳しく叱るがあまりがみがみ言わない，1人

ひとりをちゃんと見てくれる先生」像と一致してお

り，斎藤先生の理想の教師像と言っても良い。Y先

生と一緒に授業をすることで，日本語教師だからと

いって日本語だけを教えればいいわけではないこと

に気づき，自分もY先生のようにあるべきだと考え

るようになったのではないだろうか。また，中山，

門脇，髙橋（2017）で，理想的な教師間協働は，母語

話者教師の「教師」としての自己認識を再形成する

としているが，5．3．で述べたように斎藤先生がタイ

人教師たちとタイ人，日本人を越えた良好な関係性

を築いていたことも変容の要因といえる。

それと同時に，生徒たちとの関係性も変容を促す

要因となっている。斎藤先生は生徒たちとも，良好

な関係性を構築してきた。それは，斎藤先生の教師

としての自覚の芽生えと，生徒たちが斎藤先生を，

日本語を教える日本人ではなくS中高校の一教師と

して認め，慕い，感謝・尊敬を感じ始めたことの相

乗効果の結果だといえる。

6．3．斎藤先生の日本語教育観はなぜ変容しなかっ

たのか

斎藤先生の日本語を教えるとはどういうことかと

いう考え方はタイで実践を始めたころと帰国前とで

概ね変わることがなかったが，それはなぜだろう

か。その要因は，斎藤先生自身と斎藤先生のタイで

の日本語教育に関わるタイ人教師や生徒たちの考え

方に異なりがなかったからである。飯野（2011）は

「移動」により異なる言語観・言語学習観と接した

ことで自分の言語観・言語学習観を意識化し，見直

し，それに基づいた自分自身の立場を明確にした実

践を設計するようになったとしている。また，牛窪

（2015）の調査では，授業勉強会に参加した教師たち

は，「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」「自分の思い込みに気づくこと

ができた」という。このように，さまざまな他者と

対話することによって，自分自身を問われたり他者

の考えを聞くことで，自分自身の日本語教育観を振

り返り気づきを得て成長していくことができると考

える。現に，6．2．で述べた斎藤先生の変容は，自分

とは異なるY先生の実践から自分自身を振り返り気

づきを得た結果であった。ただし，その結果，異な

る他者がいなくなり，さらなる日本語教育観の変容

につながる気づきが生まれにくくなったのではない

かと考える。

それでは，斎藤先生とタイ人教師，生徒たちの考

え方の類似点はどのようなものだったのだろうか。

1つ目は，教師と生徒は教える人／教えられる人，

感謝・尊敬される人／感謝・尊敬する人の関係性で

あるということである。教師とは「生徒思い」であ

るべきであり，その「生徒思い」の指導は生徒も望

んでいるのである。斎藤先生は，Y先生を見習いつ

つ，生徒たちの日本語学習意欲を高めるにはどうし

たらいいか，生徒たちの将来につなげるためにはど

うしたらいいかを考え，授業中に生徒たちを叱った

り，自身の日本語教育実践を振り返り授業を改善し

てきた。その結果，生徒たちは斎藤先生を教師と

認め，慕い尊敬するようになったのである。2つ目

は，斎藤先生とタイ人教師や生徒たちとの関係性の

認識である。1つ目に述べたように，斎藤先生と生

徒たちとの関係は対等ではなかったが，それは斎藤

先生が「タイの教師を尊敬する文化は日本も見習う

べき」と言っているように，S中高校においては，生

徒たちにとっても教師たちにとっても当然のことで

あったと考えられる。そして，日本語の授業は「日

本人が教案を考え，日本人が教えて，それをパート

ナーのタイ人の先生が通訳し，タイ語で説明する」

スタイルが出来上がっていたと斎藤先生が言ってい
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るように，斎藤先生とタイ人教師の関係も対等では

なかった。門脇ら（2015）では非母語話者教師の日

本語能力や日本語教授能力不足により母語話者への

依存度が高く，それぞれが決められた役割に固定さ

れていることが指摘されているが，S中高校のタイ

人教師もそうであったといえる。S中高校のタイ人

教師は4．2．で述べたように，正式な教員ではなく

パートタイムであり，通訳として学校に雇われてい

たこともあり，母語話者教師に依存した役割分担は

タイ人教師にとっても好ましいものであったと考え

られる。

これら2つの考え方は，よく見ると斎藤先生とタ

イ人教師や生徒たちがもともと同じだったわけでは

ないことがわかる。斎藤先生はタイでの実践を始

めた頃は，人間教育をする必要はないと思っていた

し，生徒たちは斎藤先生をなめていた。そして，タ

イ人教師とも考え方が違うと言っていた。6．2．で，

斎藤先生の日本語教育観が変容した要因として，斎

藤先生がタイ人教師や生徒たちと，タイ人，日本人

を越えてS中高校の教師として関係性を構築してき

たことを挙げたが，これら類似点として挙げた考え

方も，3者の関係性構築の相互作用によって作られ

たものではないだろうか。したがって，斎藤先生の

日本語を教えるとはどういうことかという考え方は

変容はしていなかったが，タイでの実践を通して，

タイ人教師や生徒たちとの関係性構築の中で意識

化，明確化，そして共有化され3者のめざす日本語

教育となっていたと考えられる。

6．4．さらなる成長の可能性

6．1．や6．3．で述べたように，日本語教育観が変

容しなかったからといって，成長していないわけで

はない。斎藤先生は3年半の実践を通して，S中高校

でタイ人教師や生徒たちとの日本語教育を作り上げ

てきたのだ。しかし，そこで異なる他者との対話が

あり，自身の日本語教育実践を批判的に振り返るこ

とができれば，変容につながる気づきを得て，さら

なる成長の可能性があるのではないか。例えば，教

師と生徒の関係を教える人と教えられる人と固定し

て考えるのではなく，別の関係性もあるのではない

かと柔軟に考えることによって，課題提起教育（フ

レイレ，1968/1979）や協働学習へと実践が広がって

いく可能性がある。また，中山ら（2015）が母語話者

の「母語話者性」を基にした固定的な役割から出て

行かなければ新しい協働が実現できないと述べてい

るように，斎藤先生がS中高校での既に出来上がっ

ており，おそらくやりやすかったであろう役割分担

についても，本当にこれがいいのか，別のもっと良

いやり方はないのかと捉えなおすことで，新しい役

割分担を生み出すことができるかもしれないと考え

る。

7．まとめ：気づきを得ることの難しさ

本研究は，日本語教師がよりよい日本語教育実践

を行うために日々の授業を振り返り改善を行ってい

ても，それが必ずしも自分自身の日本語教育観の振

り返りにはなっていないのではないかという問題意

識の下，タイの中等教育機関で働いていた斎藤先生

の日本語教育観が変容したのかどうかを明らかに

し，なぜ変容したのかしなかったのかを考察した。

斎藤先生はS中高校での日本語教育実践を通し

て，日本語教師とは何をする人なのかという考え方

を変容させたが，日本語を教えるとはどういうこと

かという考え方は根本的には変容しなかった。それ

は，斎藤先生の日本語教育実践に関わるタイ人教師

や生徒たちと斎藤先生の考え方に異なりがなかった

からであった。だからこそ一緒に行う実践がうまく

いっていたのだろうが，それゆえに，その考えを批

判的に捉えなおすことが難しく，その結果，変容に

つながるような気づきは得ることがなかったのだっ

た。日本語教育観が変容しない＝成長しないわけで

はないが，変容につながるような気づきを得ること

は，実践の変容，つまりさらなる成長につながるも

のである。
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一方，本研究の原初的疑問である，筆者のタイで

の実践を振り返ると，筆者がタイ人教師と一緒に行

う実践がうまくいかなかったと考えたのは，斎藤先

生とは対照的にタイ人教師との間に日本語教育に

関する考え方の違いがあったからであった（髙井，

2017）。そして，それらの違いをタイ人，日本人の違

いに収斂して考え，タイ人教師や生徒たちと良好な

関係性を築くことができなかった。つまり，異なり

だけでは気づきは生まれないことがあるのである。

髙井（2017）では「「せめぎあい」の場がなかったこ

と」が指摘されているが，異なりがあってもなくて

も，自身の価値観がゆさぶられるような対話が必要

だと考える。重要なのは，自分（たち）が当たり前だ

と思っていて意識していないが当然視している価値

観があるかもしれないと考えることである。そのた

めには，私たちは，自分を含め多くの人が当たり前

だと思っていることでも，常にその考えは本当に当

たり前なのか，本当にそれでいいのかと疑い，問い

続けなければならない。
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Abstract

This study is based on a question whether teachers’ reflection of their practices lead them 

to reflect their educational beliefs or not. And it aims to clarify whether Mr. Saito’s beliefs 

of Japanese Language education has changed or not while he was working at a high school 

in Thailand, and to consider why it has changed or not. In order to do so, a life story in-

terview to Mr. Saito was conducted. As a result of this research, it found some part of his 

educational beliefs has changed but some part has not changed. The cause of the change 

was that he realized something from the differences between Thai students, teachers and 

himself, on the other hand, the similar attitude of them could not make changes to his 

educational beliefs. However, the differences cannot always cause awareness leading to 

alteration of educational beliefs. We need to reflect our own practices critically, further-

more, we must doubt the obvious, and keep asking it ourselves.
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