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「新しい日本語学習者」の学習支援者は「学習コミュニティ」
「学習支援者」をどのように捉えているのか
Facebook グループ「The 日本語 Learning Community」の
教師チームに対する調査結果から
末松

大貴 *

（名古屋大学大学院人文学研究科）

概要
近年，SNS で自律的に日本語を学ぼうとする「新しい日本語学習者」が注目されてい
る。しかしこれまで「新しい日本語学習者」の学習支援者に注目した研究は見られな
い。本研究では，
「新しい日本語学習者」とその学習支援者が参加する Facebook 上の
「学習支援者が，その「コミュニティ」と「学習支援者と
あるコミュニティにおいて，
いう立場」についてどのように意識しているのか」という点について，比喩生成課題を
用いて分析を試みた。その結果，コミュニティの他の学習支援者について，技術面・
知識面の向上や新たな教育観の獲得という面と，学習支援者同士の曖昧な関係という
2 点を意識しているという特徴が見られた。そして，オンライン上の学習コミュニティ
において学習支援者の関係性の構築のために，①．コミュニティ内での活動を通した
日本語教育に関する「〇〇とは何か」というテーマの発見，②．
「〇〇とは何か」という
テーマを自身が考える従来のコミュニティとの比較，③．①と②を経て得た気づきを
他の学習支援者と交換すること，以上 3 点が必要ではないかということを述べる。
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1．本研究の背景と目的

習者に注目した研究も見られるようになった。本研
究はその中でも，高橋（2014，2015）や末松（2017）

近年，教育分野においてはインターネットや ICT

で言及されている「新しい日本語学習者」が参加す

を用いた実践や研究がますます注目を集めている。

る学習コミュニティと，そこで活動する日本語母語

日本語教育においても，たとえば得丸（2019）のよ

話者に焦点を当てたものである。本研究では「新し

うにインターネットを用いて日本語を独学で学ぶ学

い日本語学習者」を，高橋（2014）や末松（2017）を
基に「自身の興味・関心，目標，必要性に応じて，

SNS を用いて自律的に日本語を学ぶ学習者」と定義

*E メール：spitz_date@yahoo.co.jp
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する。SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）

者がそれぞれの目的を持ち集まった集団・組織」と

は，

広い意味で定義する。
参加者がそれぞれに固有のページを持ち，他

2．先行研究と本研究の研究課題

の参加者と相互にリンクすることで小規模の
コミュニティを形成する。コミュニケーショ

「新しい日本語学習者」への注目
2．1．

ンはその内部でのみ行われるため不特定多数
に情報が公開される BBS やブログとは異な
る密接なコミュニケーションが可能（大向，

1．でも述べたように，近年では日本語教育でも

2006，p. 993）

SNS を用いた活動の報告が見られるようになった。

であることが特徴である。日本では SNS は 2007

しかし，高橋（2014，p. 141）が

年ごろから利用者数が急増してきたとされており，

これらの論文で報告されている実践の多くは

世界では国や地域によって利用者数の多い SNS に

大学等の教育機関内で行われたものであり，

違いはあるものの，様々な SNS が多くのユーザーを

特定の教育機関に属さない，国内外の日本語

抱えているとされている（大向，2015，pp. 71-72）。

学習者・使用者，すなわち「新しい日本語学

近年では SNS を教育に利用する試みも増えており，

習者」を対象とした実践の報告は極めて少な

村上，ほか（2011）は日本の大学教育において SNS

い。
と述べているように，自身の目的・目標・必要性に

を用いた実践が広まっていると述べている。
日本語教育においては，高橋（2014，pp. 140-141）

応じて必要だと考える日本語学習を，SNS を用いて

や高橋（2015，pp. 41-42）が示すように，教室内の活

独学で行う学習者についてはほとんど明らかにされ

動の延長や教室外でのコミュニケーションツールと

てこなかった。高橋（2014）はそのような問題意識

して SNS が用いられてきた。しかし，高橋（2015，

から，SNS の 1 つである Facebook 上に「にほんごで

p. 42）が述べるように，新しい日本語学習者に関す

はなそう！ nihongo de hanasou ！」という日本語学

る研究はまだまだ不明確な部分も多い。特に末松

習者を対象としたコミュニティを作成し，学習者の

（2017，p. 191）が指摘するような，新しい日本語学

募集や日本語でのやり取りを行った。その結果，約

習者と関わる日本語母語話者（以下，末松（2017）

1 年で日本語教育機関のない地域を含む 45 の国・地

と同様に学習支援者とする）に焦点を当てた研究は

域から 5000 人を超える参加者が集まり，新しい日本

見られない。そこで本研究では，新しい日本語学習

語学習者のような SNS で独学する学習者のための

者に対して学習支援を行っている学習支援者に注目

オンラインコミュニティの需要が明らかになったと

し，彼らが「学習支援のための SNS 上のコミュニ

述べている。

ティ」と「自身を含む学習支援者という立場」につ

また高橋（2015）は「SNS はそれらの新しい学習

いてどのように認識しているのかを調査し，従来の

者に日本語使用機会を提供するツールとなり得るの

「教室」
「日本語の教師」に対する回答と比較するこ

だろうか。」
（高橋，2015，p. 43）という問題意識か

とで，その特徴を明らかにすることを目的とする。

ら，高橋（2014）と同様のコミュニティにおいて参

なお，本稿では「コミュニティ」を研究対象（SNS

加者のやり取りを社会的存在感（Social presence）と

上の学習コミュニティと現実場面での教室）と 2．3．

いう観点から分析している。その結果，「オンライ

で示す研究課題を基に，
「日本語学習者とその支援

ンコミュニティが日本語使用機会となり得ること，
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そして参加者が発信するテキストを通じて自身の存

についてどのような教育理念を持ち，そしてどのよ

在感を表出できていること」
（高橋，2015，p. 55）が

うに学習者に関わっているかという点は，学習者の

明らかになったとしている。そして自身の管理者と

コミュニティに対する評価に大きく関わっていると

いう立場と関連させて，
「オンラインコミュニティ

思われる。」と述べるように，学習支援者のコミュニ

を設計する際は，コミュニティの成員や目的を考慮

ティに対する意識を明らかにすることで，「新しい

し，存在感を受容，表出しやすいコミュニティを設

日本語学習者」やその学習支援のあり方についても

計する必要がある。
」
（高橋，2015，p. 55）と述べてい

新しい視点が得られるのではないかと考えられる。

る。SNS を利用して独学で日本語を学ぶ学習者に注
目した研究は管見の限り高橋（2014，2015）が初め

2．2．学習支援者の学習コミュニティ観と学習支援

てのものであり，その存在や需要，そして今後の研

者観

究の必要性や観点を述べたという点で意義のあるも

2．1．では，新しい日本語学習者についての研究

のである。

の観点の 1 つとして，彼らと関わる学習支援者の意

末松（2017）は，新しい日本語学習者に関する研究

識が考えられることを述べた。本研究では学習支援

の観点として高橋（2015）で述べられている「コミュ

者の意識として，
「その場（コミュニティ）をどのよ

ニティの参加者の個人の内面」と「学習者がコミュ

うに捉えているのか」と，「その場（コミュニティ）

ニティ全体についてどのように評価しているか」と

での学習支援者という立場をどのように捉えている

いう 2 点に注目し，継続的な研究の流れの一案を述

のか」という 2 点に注目する。

1

べている 。そして末松（2017）はその第一段階とし

日本語教育においては，これまでにも教室など教

て，Facebook 上の日本語学習とその支援を目的とす

育の「場」を捉えなおす必要性があると述べられて

るコミュニティ「The 日本語 Learning Community」

きた。たとえば寅丸（2015，p. 41）は，「理念を具

において，学習者のコミュニティに対する評価に

現した実践を行うには，﹁何を目的としてどのよう

焦点を当てて調査を行っている。その結果，高橋

な日本語教室をつくるのか﹂ という具体的な教室観

（2014）と同様多くの「新しい日本語学習者」が存在

が確立されていなければならない」とし，日本語教

すること，そして時間や場所に縛られず参加できる

師として自身の実践だけでなく教室観も批判的に捉

ことや他の学習者の書き込みからの学びが可能であ

えなおすことが重要であると述べている。また三代

るなど，オンライン上のコミュニティ特有の点が学

（2011，2015）は留学生へのライフストーリーインタ

習者から肯定的に評価されていることを明らかにし

ビューの経験から，日本語教育において「学習者の

ている。高橋（2014，2015）や末松（2017）は「新し

能力の育成」が議論の中心になっていたことを批判

い日本語学習者」に焦点を当てた研究であるが，一

的に捉え，学習者にとって日本語教育という「場」

方で「新しい日本語学習者」の学習支援者に注目し

や普段関わるコミュニティはどのような意味がある

た研究は管見の限り見られない。末松（2017，p. 191）

のかという点も議論していくべきであると述べてい

が「学習支援者や運営者側が，日本語コミュニティ

る。このように，学習者やその支援者が参加する
「場」（従来の教室だけでなく様々なコミュニティ）

1

末松（2017，p. 175）で，高橋（2014，2015）を基にし

の意味を教師などの支援者自身が捉えなおす必要性

た「新しい日本語学習者」に関する研究の流れの一案が

が述べられている。このような議論は，新しい日本

示されているが，その中には「学習支援者」は含まれて

語学習者に関する研究でも当てはまるのではないだ

いない。
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2．3．本研究の研究課題

ろうか。従来議論されてきた教室やコミュニティと
は異なり，直接顔を合わせず，普段関わりのない
（将来的にも直接会うことがないかもしれない）他

以上先行研究をまとめると，新しい日本語学習

者と関わるオンライン上のコミュニティを学習支援

者に関する研究として，学習者の実態だけではな

者はどのように認識しているのかを明らかにするこ

く「学習支援者の意識」に焦点を当てること，特に

とは，新しい日本語学習者が参加する「場」の意味

「場」
（コミュニティ）と「学習支援者自身」の 2 点に

の考察につながるものであると考えられる。

焦点を当てて意識を探ることが有用ではないかと考

次に「その場（コミュニティ）での学習支援者とい

えた。よって本研究では，「新しい日本語学習者が

う立場をどのように捉えているのか」という観点で

参加しているオンライン上の学習コミュニティにお

あるが，高橋（2014，2015）や末松（2017）の学習コ

いて，学習支援者はどのような「学習コミュニティ

ミュニティに参加している日本語学習支援者は，学

観」
「学習支援者観」をもっているのか」を研究課題

習支援に関わるという点では従来の日本語教師と役

とする。

割は同じである。日本語教師については，授業など

3．調査の概要と分析方法

実践の方法だけでなく自身の実践や教育観を問い直
す必要性が述べられてきた。たとえば細川（2010，p.
72）は「実践研究」という概念について述べている

3．1．Facebook グループ「The 日本語 Learning

が，その中で「従来のアクションリサーチが，実践の

Community」

方法への気づきを促すのに対し，実践研究は，教師
が自らの教室設計とその設計を支える教育観を振り

2．3．で述べた研究課題を明らかにするため，本研

返ることができる」と述べている。また内山（2019，

究では末松（2017）と同様，Facebook 上の日本語学

pp. 240, 242）は，台湾の成人学習者を対象とした民

習コミュニティ「The 日本語 Learning Community」

間教育機関に勤務する教師に焦点を当て，教室での

（以下，日本語コミュニティとする）を研究対象と

学びの価値観や教室デザインの変容を詳細に示して

する。日本語コミュニティを調査対象に選んだ理由

いるが，その中で自身の考える教師の役割（＝教師

として，①末松（2017）で，コミュニティに参加し

とはどのような存在か）が教室デザインや学習者と

ている学習者については概要が示されていること，

の関わり方に影響していたと述べている。このよう

②日本語学習者だけでなく学習支援者も一定数参加

に，教師の学習コミュニティに対する考え方と学習

していること ，③筆者自身も 2015 年 1 月からコミュ

支援者としての考え方は相互に影響しているもので

ニティに参加しており，その様子をよく知っている

あると思われる。よって，新しい日本語学習者の学

こと，以上 3 点から，本研究の研究課題を明らかに

習支援者についても，学習コミュニティに対する考

するために適していると考えたためである。日本語

2

え方と支援者としての考え方は影響し合っているこ
とが考えられ，両者に焦点を当てて研究を進めてい
くことが必要である。

2

高橋（2015，p. 56）では，日本語母語話者の参加の少

なさが課題の 1 つと指摘されている。
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3

6

コミュニティは，2 名の管理人（N 氏，Y 氏 ）が管

であり ，管理人による承認が必要である。そし

理している日本語学習者のためのコミュニティであ

て，コミュニティ内で学習者からの日本語に関

る。2020 年 5 月 1 日現在 54,970 人が参加しており，

する質問への回答や，JLPT や文法に関する問

参加者の 90% 以上は日本語学習者（日本語非母語話

題を出題できるのは「教師チーム」のメンバー

4

のみであり，
「一般支援者（サポーター）」は学習

者）である 。その他日本語コミュニティには，末松

者との会話相手としての役割がある。

（2017，p. 177）で述べられているように次のような
特徴がある。

• 教師チームだけが参加できる「職員室」という

• 日本語学習者のための日本語学習支援グループ

別グループが用意されており，日本語コミュニ

であり，
グループの説明として「ここは「日本語

ティでの活動に関する意見交換や，日本語教育

学習者支援グループ」です。決して「外国人と友

に関する情報交換などに利用されている。一

達になりたい日本人のための交流グループ」で

方，学習者が参加しているグループは「教室」と

はありません。
」と明記されている。

呼ばれている。
本研究では，2 名の管理人から承認されコミュニ

• 日本語コミュニティは Facebook 上の「非公開グ
ループ」であり，参加者以外は書き込みや閲覧

ティ内で学習支援などを行っている「教師チーム」

をすることができない。参加するためには管理

を 2 章で述べた学習支援者と考え，調査対象とする。

人の承認が必要である。

3．2．日本語コミュニティの教師チームの概要と活

• コミュニティ内の使用言語は日本語もしくは英

動内容

語である。これは，コミュニティ内でトラブル
があった際，管理人が対応できるようにするた
5

めである 。学習者は，日本語や日本文化に関す

次に本研究の調査対象である「教師チーム」の説

る質問，投稿などを自由に行うことができる。

明を述べる。3．1．で述べたように「教師チーム」に

• 日本語母語話者は，「教師チーム」と「一般支援

参加できるのは日本語教育有資格者のみであり，そ

者（サポーター）
」に分けられている。
「教師チー

の確認と参加の承認は 2 名の管理人が行っている。

ム」に参加できるのは日本語教育有資格者のみ

2020 年 5 月 1 日現在 121 名が参加しており，コミュニ
ティ内の「教室」では学習者からの質問に答えたり，
日本語や日本文化に関する話題を提供したりしてい
る。そしてコミュニティ内の「職員室」では，コミュ
ニティ内外問わず日本語教育や学習支援に関するや

3

りとりが行われており，図 1 と 2 はコミュニティの

コミュニティ創設の経緯は末松（2017，pp. 176-177）

で述べられている。本稿における日本語コミュニティ
に関する記述内容も 2 名の管理人に確認と許可を得てい
る。
4

6

これ以降示す日本語コミュニティに関する数値は，

座において 420 時間以上の教育を受けている者 (2) 日本

管理人の 2 名に確認を得ている。
5

本稿執筆時（2020 年 5 月）では，(1) 日本語教師養成講

語教育能力検定試験に合格している者 (3) 大学または大

本稿では紙幅の関係で述べることができないが，コ

学院で日本語教育を主専攻・副専攻した者 (4) 国際交流

ミュニティ内で使用できる言語が制限されていること

基金派遣の日本語専門家・上級専門家，および海外の大

は，参加者の多様性やアイデンティティに影響する可能

学または大学院での日本語教員または経験者 のいずれ

性も考えられる。

かに該当する者と決められていた。
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3．3．調査方法

調査は 3．1．と 3．2．で述べた日本語コミュニ
ティの「教師チーム」を対象に行った。調査期間は
2017 年 11 月 13 日〜 11 月 30 日の約 2 週間であり，事
前（11 月 11 日）に筆者及び管理人の Y 氏から調査
図 1．コミュニティ内の「教室」で学習者の質問に答えている

に関する告知と説明（調査の目的，表 1 で示した項

例：「プレゼント」と「ギフト」の使い分けについての質問に

目のうち 9 〜 12 の違いとそれらの回答で比喩を用い

対して説明をしている。3．1．で述べたようにこのような日
本語に関する指導ができるのは教師チームのメンバーのみ

ること，研究として発表すること）をした。調査は

に限定されている。

Google Forms を用いて準備・実施し，任意及び匿名
での参加とした。
調査方法は，本研究では比喩生成課題を用いた。
鈴木（2015，p. 203）によると，比喩生成課題は「研
究協力者が作成した比喩をもとに，比喩に込められ
た，自覚化されずに暗黙知として働いている知を探

図 2．図 1 の学習者に対して学習や日本語使用を励ます書き
込みの例：図 1 の書き込みのさらに下に書き込まれていたも
の。中央の書き込みは，他の日本語学習者の書き込みであ
る。このような励ましのコメントは学習者同士で行うことが
できる。

7

教室での活動例である 。図 1 では，ある学習者の「プ

「職員室」でコミュニティ内の学習者について考えるト
図 3．

レゼントとギフトという言葉の違いは何ですか」と

ピックを提示している例：コミュニティ内のある学習者に対

いう書き込みについて教師チームのメンバーが回答

するアドバイスを考えていくことを提案している。なお「職
員室」では，日本語コミュニティに関することだけでなく，

している。そして図 2 のように，他の学習者も含め

大学や日本語学校などそれぞれの学習支援者が参加するコ

て言葉の意味だけでなく学習自体を励ますようなコ

ミュニティに関する内容や，日本語教育に関する報道などに
ついてもやりとりが行われている。

メントも見られる。また図 3 と 4 は職員室での例で
ある。参加者（教師チーム）は図 3 のようにコミュニ
ティ内外に関わらず相談したいことを書き込むこと
ができ，そしてそのトピックに対して図 4 のように
意見や情報の交換が行われている。

図 4．図 3 のトピックに対する他の支援者の書き込み：図 3 の

7

内容に対してどのような支援が考えられるか，他の学習支援

図 1 〜図 4 は管理人 Y 氏に許可を得た後，個人情報に

者がアイデアを提供している。

当たる部分を加工して掲載している。
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表 1．本調査で用いた質問項目（全 13 項目）*

1

あなたの性別をお答えください。
女性 / 男性

2

あなたの年齢を，以下からお選び下さい。
〜 19 歳 / 20 代 / 30 代 / 40 代 / 50 代 / 60 代 / 70 歳以上

3 「日本語教師」に関する以下の資格の中で，現在お持ちであるものを「すべて」お答えください。
・420 時間の日本語教師養成講座 修了
・大学または大学院で日本語教育を主専攻
・副専攻し，修了・日本語教育能力検定試験 合格
4

2017 年 11 月 1 日時点での，あなたの「日本語教師歴」をお答えください。※ここでの「日本語教師」とは，
「日本語
学校や大学（国内外は問いません）などで，
「日本語の教師」として勤務し，正式に収入を得ている人」を指すこと
とします。
未経験 / 1 年未満 / 1 年〜 2 年 / 2 年〜 3 年 / 3 年〜 4 年 / 4 年〜 5 年 / 5 年以上

5

質問 2 と関連して，
「あなたと日本語教育の関わり」について，自由記述でお答えいただけますか。ただし，個人
名や教育機関の名称などは，書く必要はありません。
例 1：大学で日本語教育を専攻した後，日本語学校で 2 年勤務。現在はある大学で非常勤教員として働いていま
す。
例 2：3 年前地域の日本語ボランティア教室に参加したときに，日本語教育のことをちゃんと勉強しようと思いま
した。去年教育能力検定試験に合格して，そのときにこのコミュニティに参加しました。日本語学校などで教え
たことはありませんが，今も週に一度ボランティア教室に参加しています。

6

2017 年 11 月 1 日現在，日本語コミュニティに参加してどのぐらいになるか（コミュニティに在籍している期間），
以下の中からお選び下さい。
〜半年 / 半年〜 1 年 / 1 年〜 2 年 / 2 年〜 3 年 / 3 年〜 4 年 / 4 年以上

7

日本語コミュニティには，どのくらいの頻度で参加していますか。
ほぼ毎日 / 2，3 日に一度 / 1 週間に一度 / 2 週間に一度 / 1 か月に一度 / その他

8
9

日本語コミュニティ内では，ふだんどのような活動をなさっていますか。具体的にお答えください。
「教室」「職員室」どちらか一つだけでも，かまいません。
比喩：
「わたしにとって，日本語コミュニティとは，
（
入る言葉をそれぞれ記入してください。

①

10 比喩：
「わたしにとって，日本語コミュニティの教師とは，
（
②に入る言葉をそれぞれ記入してください。
11 比喩：
「わたしにとって，日本語の教室とは，
（
葉をそれぞれ記入してください。
12 比喩：
「わたしにとって，日本語教師とは，
（
をそれぞれ記入してください。

①

①

）のようだ。なぜなら，
（
①

②

）のようだ。なぜなら，
（

）のようだ。なぜなら，
（

）のようだ。なぜなら，
（

②

②

）からだ。
」①，②に
②

）からだ。」①，

）からだ。
」①，②に入る言

）からだ。
」①，②に入る言葉

13 その他，日本語コミュニティ内での学習支援や，日本語コミュニティというコミュニティ自体について，気がつ
いたこと，考えていらっしゃることはありますか。

* 質問項目は筆者が原案を作成し，日本語コミュニティの管理人である N 氏と Y 氏に確認と承諾を得た後決定した。

る手法」
（下線は筆者による）であるとされている。

分も多いと考えられる。比喩生成課題を用いること

1．および 2．3．で述べたように，本研究の目的は

で，学習コミュニティや学習支援者という立場につ

「新しい日本語学習者」に学習支援を行っている学

いて，普段意識している部分も無意識である部分も

習支援者の「学習コミュニティ観」
「学習支援者観」

幅広く把握できるのではないかと考えた。日本の学

を明らかにすることであるが，これらは学習支援と

校教育に関する研究で比喩生成課題を用いた秋田

関わりが深い観点であるが比較的抽象的な概念であ

（1996）は，
「教える場としての﹁授業﹂，教え手とし

るため，学習支援者にとっては普段無意識である部

ての﹁教師﹂，﹁教えること﹂ 自体の 3 トピックに関
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8

して﹁授業（教師，教えること）は〜のようだ。な

に回答者が記述した内容を具体例として〔 〕 ，それ

ぜなら… ﹂ という形式で比喩を生成し，その比喩の

らをまとめた概念名を【 】で示す。

説明の記入をもとめた」
（秋田，1996，p. 53）という

1．質問項目 9 〜 12 の回答について，まずそれぞれ

流れで行っている。本調査でも秋田（1996）を参考

の②の記述のみに注目して似たような内容のもの

にし，
「○○は〜のようだ。なぜなら…」という形式

でまとめていき，一時的に概念名をつけた。これ

を用いることとした。2 名の管理人に調査の許可を

は，①で同じ比喩（「カフェ」など）を考えている場

得て調査項目について相談した後，表 1 の 13 項目を

合でも，②の理由の部分では考えている場面や内

調査項目として設定した。比喩生成課題にあたるの

容が異なることが多かったからである。たとえば

は項目 9 〜 12 であり，その他は回答者の基本情報に

項目 9 の日本語コミュニティに関する問いの②で

関するものである。

〔学習者や教員と話ができる〕〔いろいろなおしゃ

今回の調査では項目 11 と 12 のように，日本語コ

べりができる〕〔くつろんで交流ができる〕〔勉強

ミュニティ以外の「日本語教師」
「日本語の教室」に

だけでなく，いろいろな話題について，気軽にみん

関する質問項目も設けた。このような従来の「教師」

なで交流できる〕〔真面目なことではなくても書

「教室」に関する項目を用意することで，回答者が考

き込みできる〕という 5 名の回答があった。これ

える一般的な「日本語の教室」
「日本語の教師」と日

らは，学習支援以外の内容も気軽にやりとりがで

本語コミュニティの比較が生まれ，回答者がより詳

きるという点に注目していることから【気楽なコ

しく意見を述べられるのではないかと考えたからで

ミュニケーションの場】という概念とした。基本

ある。また比喩及びその説明は，複数考えられた場

的に，1 名の回答はいずれか 1 つの概念として（複

合でも自身の考えに最も近いものを 1 つだけ記入す

数の概念に重なることがないように）分類した。

るように依頼した。最終的に教師チームの 57 名（筆

2．概念名を考えていく際，②の記述だけでは判断

者は含まない）と管理人 2 名から回答を得ることが

ができない場合があった。その際には，①に書か

できた。

れている比喩やその他の項目の回答を参考に分類
した。たとえば質問項目 12 の日本語教師に関する

3．4．比喩生成課題の回答の分析方法

質問で，②に〔その人その人の個性がでる。でも
ネイティブだから，それも日本文化。〕という記述

研究課題を明らかにするため，分析は比喩生成課

があった。この時点で，【多種多様なそれぞれの

題である項目 9 〜 12 を中心に行った。項目 9 〜 12

教師】と【日本・日本文化の代表者】という概念が

（の特に②）は記述式のデータであるため，質的に

すでに生成されており，②の記述だけではどちら

データを分析することを目指した。大谷（2008）は，

にも分類できると考えられた。そこでこの回答者

質的なデータの分析やそれに基づく研究では分析の

が考えた比喩（質問 12 の①）を見てみると「日本

手順・方法を明示することが重要であると述べてい

文化の橋渡し役」と書かれていた。また質問 9 で

る。よって本稿でも，できる限り詳細に分析の手順

は日本語コミュニティについて，「日本文化をは

を示すこととした。なおこれ以降，調査の中で実際

かるメジャー」という比喩を用いて〔多くの外国

8

本稿で示す具体例（回答者の回答）は，誤字などは訂

正せず回答者の記述のまま示している。
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図 5．分析の第 1 段階の例：質問項目 10「日本語コミュニティの教師とは」に関する回答で，似た内容をまとめた
もの（図 6 と図 7 も同様に質問 10 に関するものである）。上部分の【 】はこの時点での概念名，具体例はこの概念
に含まれる回答の数である。その下の右部分は回答者の比喩，左部分はその比喩に関する説明文である。最下部
の「説明」は，同じ概念に含まれる具体例について，まとめた理由や具体例に共通する点などについて筆者の解釈
を記述したものである。

のメジャーで計測されている。どっちに合わすか

者に関する概念名とカテゴリー名を，それぞれ比

勉強できるいい機械にしたい。
〕と述べていた。こ

較しながら修正していった。上記の 1 〜 4 の分析

のことから，質問項目 12 では【日本・日本文化の

過程の例を図 5 〜 7 として示す。なお分析過程の 1

代表者】という概念の方が近いと判断した。以上

〜 4 はすべて筆者のみで行った。

1 と 2 の手順を分析の第 1 段階とした。

以 上 が 分 析 の 手 順 と 方 法 で あ る。 そ し て 大 谷

3．第 2 段階として，それぞれの質問項目について生

（2008）は，上記の 1 〜 4 の分析手順だけでなく，事

成した概念を似た内容のものでまとめていき，そ

象や分析の文脈や背景，条件についてもできるだけ

のまとまりを説明するカテゴリー名を考えた。そ

詳細に示すことを提唱している。本稿では，調査時

の際，第 1 段階で生成した概念名やその具体例の

と分析時の筆者（分析者）についての情報を示すこ

分類の修正を適宜行っていった。また第 1 段階と

とで，大谷（2008）が述べる内容に近づくのではな

同様，他の質問項目の概念名やカテゴリー名，比

いかと考え，以下に記す。

喩生成課題以外の項目の回答も参考にしながらカ

まず日本語コミュニティとの関わりであるが，筆

テゴリーの分類とカテゴリー名の決定を進めた。

者は 2015 年の秋ごろに初めて参加し，調査を開始し

以上を分析の第 2 段階とした。

た 2017 年 11 月ごろまで図 1 〜 4 のようなやりとりに

4．質問 9 〜 12 について分析の第 2 段階まで終了した

参加していた。また管理人である Y 氏とも学会や研

後，質問 9 と質問 11 でコミュニティに関する概念

究会等で何度か直接会ったことがあった。しかし，

名とカテゴリー名を，
質問 10 と質問 12 で学習支援

調査期間が終わった後，本稿執筆のために分析を始
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図 6．分析の第 2 段階（前半）の例：まず第 1 段階で生成した概念を図 6 中の①の下に記した。そして，
それらの概念を図中の②の下にさらに意味の近いもの同士でまとめた。各概念の赤字の部分はまと
まりを考える際に参考にした部分である。

図 7．分析の第 2 段階（後半）の例：概念のまとまり（図中の②）について，それらを説明するカテゴ
リー名を③で示した。基本的に複数の概念でカテゴリーを生成したが，いずれにも当てはまらない概
念がある場合は，概念 1 つのみでカテゴリーとした（ただしそのような例は図 7 の最下部の 1 例のみ
であり，本稿では 4．3．1．で述べる）。

めた 2019 年 12 月頃まではコミュニティに参加しな

はないかと考えたこと（これは調査終了後にデータ

かった。理由は，①筆者が 2017 年 12 月から中国の

を読んで感じたことでもある），以上 3 点である。な

大学で勤務することになり Facebook へのアクセス

お，調査時点で筆者の日本語教育に関わる経験は，

が難しくなったこと，② 1 度コミュニティから距離

「アメリカの私立大学で 1 年（TA）」
「中国の私立大学

を置くことで回答の記述をより客観的な視点から見

で 2 年半（常勤）」である。このような筆者の背景や

ることができるのではないかと考えたこと，③調査

経験が，本節で示した 1 〜 4 の分析過程（概念，カ

時点では筆者は日本語教師としての経験がなかった

テゴリーの生成）及び 4 章の結果、5 章の考察に影響

ため，少ないとは言え経験を積んだ方が「教室」
「教

している可能性があることをここで述べておく。

師」
（質問 10，12）に対するイメージもしやすいので
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表 2．本調査の回答者（n=57）の概要 *

番号 質問項目・内容

#

結果（n=57，管理人 2 名は含んでいない）

1

性別

女性：42 名（73.7%） 男性：15 名（26.3%）

2

年齢

20 代：1 名（1.8%） 30 代：14 名（24.6%） 40 代：18 名（31.6%）
50 代：19 名（33.3%） 60 代：5 名（8.8%）
※「〜 19 歳」「70 歳以上」は 0

3

日本語教師の資格

4

日本語教師歴

6

コミュニティ在籍歴

7

コミュニティ参加頻度

†

†

420 時間の日本語教師養成講座 修了：38 名（66.7%）
大学・大学院で日本語教育を主専攻・副専攻し，修了：40 名（70.2%）
日本語教育能力検定試験 合格：14 名（24.6%）
※ 3 つのうちいずれか 2 つ以上を取得：32 名（56.1%）

†

未経験：6 名（10.5%） 1 年未満：5 名（8.8%） 1 年〜 2 年：10 名（17.5%）
2 年〜 3 年：6 名（10.5%） 3 年〜 4 年：5 名（8.8%） 4 年〜 5 年：4 名（7.0%）
5 年以上：21 名（36.8%）

†

†

〜半年：6 名（10.5%） 半年〜 1 年：5 名（8.8%） 1 年〜 2 年：28 名（49.1%）
2 年〜 3 年：9 名（15.8%） 3 年〜 4 年：7 名（12.3%） 4 年以上：2 名（3.5%）
ほぼ毎日：12 名（21.1%） 2，3 日に一度：17 名（29.8%）
1 週間に一度：6 名（10.5%） 2 週間に一度：6 名（10.5%）
1 か月に一度：12 名（21.1%） その他：4 名（7.0%）

＊管理人 Y 氏によると，調査当時（2017 年 11 月）「教師チーム」には 300 名近くが登録していた（登録はしているがコ
ミュニティ内の活動にほとんど参加していなかった参加者も含む）
。 # 3．3．を参照。

4．分析結果

†調査当時。

2．以降で述べるコミュニティや学習支援者である意
識の分析の相関関係などは，重要な観点の 1 つであ

4．1．調査回答者の概要（質問項目 1，2，3，4，6，

ると思われる。

7 の結果より）
4．2．学習コミュニティに関する比喩生成課題：質
問 9 と質問 11 の結果とまとめ

まず本調査の回答者の概要を示すために，3．3．
で示した調査項目のうち，選択式の項目である質問
1，2，3，4，6，7 の回答を表 2 にまとめて記す。調

4．1．では本調査の回答者の概要をまとめ，日本

査当時，教師チームには約 300 名在籍していたこと

語コミュニティの教師チームには多様な背景の学習

から，今回の結果（57 名）で教師チーム全体の概要

支援者が参加していることを示した。次に質問項目

を述べることは難しい。今回の結果から言えること

9 〜 12 の比喩生成課題の回答について，3．4．で示

として，回答者の半数以上が日本語教育に関わる資

した手順と方法で分類した結果を示す。まず，本節

格を 2 つ以上取得していたこと（質問 3 より），教室

では質問 9 と質問 11 の学習コミュニティに関する項

での授業の経験がない「未経験」も含む日本語教師

目の結果とそのまとめを述べる。なお 3．4．と同様

歴の浅い教師も一定数参加していること（質問 4 よ

に回答者の実際の回答は具体例として〔 〕で，それ

り）
，
「ほぼ毎日」
「 2，3 日に一度」など比較的頻繁に

らをまとめた概念は【 】で示す。そして，概念をま

参加している支援者が多いこと（質問 7 より）などが

とめて生成したカテゴリー名は新たに『 』で示し，

ある。本研究の目的は日本語コミュニティの学習支

それぞれのカテゴリーの説明（含まれる概念の共通

援者の概要を把握・分析することではないため，こ

点，要点など）を「説明」として示す。また，すべて

れ以上の分析は行っていない。しかし，たとえば質

の回答者の回答を読んだ後，教師チームの学習支援

問 6 や 7 のコミュニティの在籍期間，参加頻度と 4．

者である立場と，コミュニティの管理人である立場
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表 3．
「日本語コミュニティとは」の比喩から生成したカテゴリーと概念

カテゴリー名：『新たな学習観・教育観の発見』
（具体例 16）
説明：様々な動機，目的，考え方の学習者・学習支援者の投稿を読んだり関わったりするなかで，以前とは違った
学習観や教育観を知ることができるという意識。
含まれる概念：
【目的・関わり方の多様性】
（具体例 6），
【自身の学習支援観との違い】
（具体例 1），
【多種多様な出
会いと学びの可能性】
（具体例 9）
カテゴリー名：『学習支援者としての成長』
（具体例 21）
説明：コミュニティ内で学習者の質問に答えたり，質問に対する他の学習支援者の対応を見たりすることで，学習
支援者として成長できるという意識。質問 11「日本語の教室とは」にも類似の概念や具体例が見られ，それと
同じカテゴリーであると判断した。
含まれる概念：
【学習者との関わりによる自身の成長】
（具体例 14）
【他の教師の観察や関わりの中での学び】
（具体
例 7）
カテゴリー名：『精神的・感情的モチベーション』
（具体例 20）
説明：コミュニティに参加し学習者や他の学習支援者と関わるなかで，参加者はプラスの感情を得ているという
意識。参加する時間や頻度を気にせず参加できるというのも，コミュニティに継続して参加する理由の 1 つと
なっていると思われる。質問 11「日本語の教室とは」にも類似の概念や具体例が見られ，同じカテゴリーであ
ると判断した。
（具体例 5）【参加者がもたらす癒しと安心】
（具体例 6）
【参加時間の自由
含まれる概念：
【参加者との気楽な交流】
性】（具体例 9）
※下線部分は，表 4 と比較して日本語コミュニティについての特徴を表していると判断した部分である。

4．2．2．質問 11「日本語の教室とは」について

は異なるものであると考えられたため，4．2．1．以
降で示す内容に管理人 2 名の回答は含んでいない。

次に，質問 11「わたしにとって，日本語の教室と
は，（

①

）のようだ。なぜなら，（

②

）から

4．2．1．質問 9「日本語コミュニティとは」につい

だ。」の分析結果を示す。57 の具体例を分類した結

て

果 12 の概念，4 つのカテゴリーに分けられた。表 4
にそのカテゴリーの説明とともに示す。なお分析の

まず，質問 9「わたしにとって，日本語コミュニ
ティとは，
（

①

）のようだ。なぜなら，
（

②

）

第 1 段階で生成した概念の中に〔まだ教授経験がな

からだ。
」について，比喩とその説明を分類したも

い〕
〔そこで成長したが今はもういない〕という具体

のを表 3 に示す。57 の具体例を分類した結果 8 つの

例の【現在の関わりの薄さ】
（具体例 2）があったが，

概念に分類され，さらにそれらが 3 つのカテゴリー

日本語の教室に対する意識とは異なると判断したた

に分類された。なお，コミュニティに関するものと

め第 2 段階以降のカテゴリーには含めないこととし

して質問 11 と関連する内容がある場合は，それぞれ

た。

の「説明」の欄でその旨を記述する。また，質問 11
の「日本語の教室とは」と比較して日本語コミュニ

4．2．3．質問 9 と 11 のまとめ：「日本語コミュニ

ティの特徴であり特に詳しく述べる必要があると思

ティ」に対する意識の特徴

われるものを下線で示し，4．2．3．で説明を述べ

4．2．1．と 4．2．2．では，質問 9 と質問 11 の学

る。

習コミュニティに関する回答を分類した結果を示し
た。両者を比較すると，まず『学習支援者としての
成長』と『精神的・感情的モチベーション』という
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表 4．
「日本語の教室とは」の比喩から生成したカテゴリーと概念

カテゴリー名：『学習支援者としての成長』
（具体例 18）
説明：教室の中での支援（授業など）を通して，日本語学習支援者として自身が成長できる場所，または成長して
いくべきであるという意識。
含まれる概念：
【学習者への提供・発表】
（具体例 5）【学習者の反応の直接的な認識】
（具体例 4）
【学習者との関わ
りによる自身の成長】
（具体例 5）
【柔軟な対応の必要性】
（具体例 4）
カテゴリー名：『学習者にとっての参加の意味』
（具体例 13）
説明：日本語を学ぶ教室では，
「参加している学習者は何を求めているのか」
「何が学習者にとって重要なのか」を
考えることが重要であるという意識。
含まれる概念：【学習者の不自由さ】
（具体例 2）【学習者のニーズ・背景・目的】
（具体例 11）
カテゴリー名：『一集団としてのまとまり』
（具体例 18）
説明：教室では，学習者と教師（支援者）がお互いに協力すること，異文化の考えや他者を尊重することで，1 つの
集団としてまとまる必要があるという意識。
含まれる概念：
【学習者との協同作業】
（具体例 3）【異文化理解・相互理解】（具体例 10）【学習者との双方向性・共
同性の不足】具体例（5）
カテゴリー名：『精神的・感情的モチベーション』
（具体例 6）
説明：教室に参加することで（理由は様々であるが）自分自身はプラスの感情を感じており，今後も継続的に教室
に参加することを希望している。
含まれる概念：【安心感・居心地の良さ】
（具体例 4）【達成感・充実感】
（具体例 2）

カテゴリーが共通していることが分かる。
『精神的・

ことができない（比喩：日本語教育の世界に通じる

感情的モチベーション』は，そのコミュニティに参

窓）〕のように，日本語教育に関わる多くの学習支援

加する中で学習者から感謝されたり授業後に充実感

者とやりとりができることが影響している。このこ

を感じることができるというものであり，両方のコ

とは，日本語コミュニティの学習者が感じているメ

ミュニティで起こり得るものだろう。
『学習支援者

リットとして末松（2017，p. 186）で示されている

としての成長』は学習支援を通して日本語学習支援

「学習者や教師チームからの書き込みが毎日のよう

者として自身が成長できる場所，または成長してい

に見られ，たとえ自分から何かを書き込むことはな

くべきであるという意識であるが，その中で日本語

くても，そのような他者の書き込みに触れることで

コミュニティ（質問 9）の特徴として，
【他の教師の

日本語学習となっていると感じている学習者がいる

観察や関わりの中での学び】
（具体例 7）が含まれて

ことが明らかとなった」と類似のものであり，参加

いるという点が挙げられる。これは，〔経験豊かな

者であればやり取りを自由に閲覧できるというオン

先生方の回答方法を学べる（比喩：実践的な教室）〕

ラインコミュニティの利点が生きている点だと言え

や〔皆さんの発言内容がすばらしく際だって見える

るだろう。日本語の教室（質問 11）の同じ『学習支

（比喩：輝かしい舞台）
〕という具体例が表すように，

援者としての成長』の概念を見てみると，
【学習者へ

他の学習支援者のコメントや学習者とのやり取りが

の提供・発表】
【学習者の反応の直接的な認識】
【学習

閲覧できること，そして，
〔日本語教育のことを相

者との関わりによる自身の成長】
【柔軟な対応の必要

談できる（比喩：職員室）
〕や〔 1 人でフリーでやっ

性】など，すべて「学習者」に関するものであるこ

ているので，誰かに相談したり意見を聞いたりする

とが分かる。
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また『新たな学習観・教育観の発見』も「日本語
の教室」には見られなかったものである。日本語コ
ミュニティには，末松（2017）が示すように様々な背
景の学習者が参加しているが，同様に，
【目的・関わ
り方の多様性】の〔売る側（教える側）
，買う側（学
習者）
，どちらの達人も集っているような専門店街
であると同時に，初めて訪れる人も楽しめる要素が

図 8．日本語コミュニティと日本語の教室に対する意識の比

ある。
（比喩：秋葉原）
〕が表すように学習支援者の

『 』はカテゴリー
較：質問 9 と質問 11 の結果をもとに作成。

9

名。緑色のものはそれぞれの意識に影響していたと思われる

背景も多様である 。そのような他の参加者と関わる

要素。両者に共通しているカテゴリーは黄色で示している。

ことで，表 2 の【多種多様な出会いと学びの可能性】
の〔世界の様々な人とつながることができます。彼
らを通していろんな世界を知ることができます。そ

にするからこそ感じられるもの，重視しているもの

れはすべて私に役立つこと（比喩：ドラえもんのポ

であると考えられる。以上質問 9 と質問 11 の結果を

ケット）
〕が表すように，様々な考え方に触れること

まとめると，図 8 のようになる。

ができると感じていることが分かる。このような多

4．3．学習支援者に関する比喩生成課題：質問 10 と

様な他の参加者（学習者だけでなく学習支援者も含
10

質問 12 の結果とまとめ

む） との関わりによる『新たな学習観・教育観の発
見』は，オンライン上のコミュニティの特徴の 1 つ
と言えるだろう。

次に，質問 10 と 12 の学習支援者に関する回答に

その一方で，質問 11「日本語の教室とは」のみに

ついて述べる。なお，具体例，概念，カテゴリーの

見られるカテゴリーもあった（『学習者にとっての

まとめかたは 4．2．の学習コミュニティに関する記

参加の意味』
，『一集団としてのまとまり』
）
。これら

述と同様である。

は，
【学習者との双方向性・共同性の不足】という概
念の〔ボランティアをしていた時と比べると，双方

4．3．1．質問 10「日本語コミュニティの日本語教

向のやりとりが難しいし，聴いている人，興味のな

師とは」について

い人，ぼーっとしている人のだいたい三つに分かれ

まず，質問 10「わたしにとって，日本語コミュニ

ている（比喩：講演会場）
〕という具体例に代表され

ティの教師とは，（

るように，教室という空間で直接学習者の反応を目

②

①

）のようだ。なぜなら，（

）からだ。」の結果を示す。57 の具体例を分類し

た結果，9 つの概念と 4 つのカテゴリーに分類された
9

本稿では紙幅の都合上省略したが，表 1 で示したよう

（表 5）。なお，学習支援者に関する質問 12 と関連が

に質問 5 では学習支援者の（調査当時の）日本語教育と

ある場合はそれぞれの「説明」の部分に記述する。

の関わりを記述式で回答するよう依頼した。その内容も
今後は分析に含めていきたい。

また 4．2．1．と同様に，質問 12 の「日本語教師と

10 『新たな学習観・教育観の発見』の【多種多様な出会

は」と比較して日本語コミュニティの特徴であり特

いと学びの可能性】
【目的・関わり方の多様性】の具体例

に述べる必要があると思われるものを下線で示し，

は，「学習者についての記述か，他の支援者についての

4．3．3．で説明を述べる。

記述か」が不明瞭な記述が多数見られた。そのため，両
者を区別せず「他の参加者の影響」とした。
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表 5．
「日本語コミュニティの教師とは」の比喩から生成したカテゴリーと概念

カテゴリー名：『学び続ける学習支援者』
（具体例 5）
説明：コミュニティの活動を通して，学習支援者として自身も学び続ける必要があるという気づきがあったという
内容。質問 12「日本語教師とは」にも類似の概念や具体例が見られ，それと同じカテゴリー名であると判断し
た。
含まれる概念：【支援者と学習者の二面性】
（具体例 2）【持続的成長の必要性】
（具体例 3）
カテゴリー名：『
「新しい日本語学習者」のための支援者』
（具体例 21）
説明：高橋（2014，2015）や末松（2017）の「新しい日本語学習者」の日本語に関する疑問を解決したり，見守って
応援したりすることが必要だという意識。
含まれる概念：【学習者の疑問・問題の解決】
（具体例 12）【オンライン上の応援団】
（具体例 7）【新しい日本語学
習支援の形】（具体例 2）
カテゴリー名：『他の支援者に対する肯定的意識』
（具体例 24）
説明：他の支援者の書き込み（学習者の質問に対する回答，相談など）を目にしたり，実際にやりとりをしたりす
ることが自身のためになっていると感じており，他の支援者の存在を肯定的に捉えている。
含まれる概念：
【同じ志を持ち刺激し合う仲間】
（具体例 7）【気軽に話せる仲間】
（具体例 7）【自身の成長のための
良き手本】（具体例 10）
カテゴリー名：『学習支援者同士の関わり方』
（具体例 7）
説明：上記 3 つのカテゴリーのいずれにも当てはまらないと判断した概念。コミュニティ内の他の学習支援者やそ
の関係性について，
「関わりの深さや関係性はバラバラでありそれぞれが個として存在している」という内容。
肯定的に捉えているのか否定的なのかといった意識・評価は不明確であった。
「コミュニティ」と「支援者」と
いう観点の違いはあるが，4．2．2．で示した『一集団としてのまとまり』と対比的な概念であり，また【「個」
と「個」の集団】の対比的な要素を考えると，
「他の支援者との協同」
「教師チームとしてのまとまり」などが考
えられることから，
【
「個」と「個」の集団】は『学習支援者同士の関わり方』というカテゴリー（の一部）であ
ると考えた。
含まれる概念：【
「個」と「個」の集団】
（具体例 7）
※下線部分は，表 6 と比較して日本語コミュニティの学習支援者についての特徴を表していると考えられる部分であ
る。

4．3．2．質問 12「日本語教師とは」について

学び続ける姿勢をもつことが大事であるという意識
であり，教室でも日本語コミュニティでも考えられ

最後に質問 12「わたしにとって，日本語教師とは，
（

①

）のようだ。なぜなら，
（

②

る要素である。4．2．3．で示したように，日本語コ

）からだ。」

の回答内容の分析結果を示す（表 6）。56 の具体例

ミュニティにも日本語の教室にも『学習支援者とし

（未回答 1 名）を分類した結果 14 の概念と 4 つのカテ

ての成長』というカテゴリーが共通していたことと

ゴリーに分けられた。

も関連しているだろう。『「新しい日本語学習者」の
ための支援者』については，
【学習者の疑問・問題の

「日本語コミュニ
4．3．3．質問 10 と 12 のまとめ：

解決】の〔コミュニティに質問を書き込めば，google

ティの教師」に対する意識の特徴

のように答えが書き込まれる（比喩：google）〕や，

質問 10 と質問 12 では，学習支援者と教師という

【オンライン上の応援団】という概念の〔学習者のこ

立場に関する意識の回答を依頼した。まず共通して

とを見守り応援しようとみんな一生懸命だ（比喩：

いたのは，
『学び続ける学習支援者』というカテゴ

お母さん）〕が表すように，
「新しい日本語学習者」の

リーである。これは，現在関わっている教室あるい

学習をサポートしようという意識であり，学習者を

はコミュニティで学習支援に携わるためには，日々

中心に考えているものである。
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表 6．
「日本語教師とは」の比喩から生成したカテゴリーと概念

カテゴリー名：『学び続ける学習支援者』
（具体例 10）
説明：学習支援者として，自身の理想とする姿や在り方を目指して常に学習し努力し続けていく必要があるという
意識。
含まれる概念：【持続的成長の必要性】
（具体例 7）【終わりなき旅】
（具体例 3）
カテゴリー名：『自身の生活・人生の中での意味』
（具体例 13）
説明：自身が行っている今そしてこれからの学習支援が，自身の中でどのような位置づけにあるか，生活とどのよ
うに関わっているのかという意識。
含まれる概念：
【生きていくための手段】
（具体例 2）
【経済的・現実的な厳しさ】
（具体例 3）【続けていきたいと思
えるもの】（具体例 8）
カテゴリー名：『学習支援の際の自身の位置づけ』
（具体例 17）
説明：学習支援者としてコミュニティで学習者と関わる際，自身の存在は学習者にとってどのような意味があるの
か，どのような存在であるべきなのかという意識。
（具体例 5）
【日本人・日本文化の代表者】
（具体例 4）
【異文化理解のファ
含まれる概念：
【学習者を陰で支える存在】
シリテーター】
（具体例 3）
【子の成長を願う親】
（具体例 5）
カテゴリー名：『学習支援の際に重視する要素』
（具体例 16）
説明：学習支援に関わる際，学習支援者としてどのような支援，どのような工夫が必要なのか，どのような内容の
支援を目指すべきなのかという意識。
含まれる概念：
【学習者の意欲の必要性】
（具体例 3）【教師それぞれの個性の尊重】
（具体例 2）【学習者の将来的な
自立】（具体例 3）
【より良い選択肢の提示】
（具体例 5）
【学習のための雰囲気づくり】
（具体例 3）

その上で日本語コミュニティの教師に対する意

支援者との関係性についてあくまで個人と個人でつ

識の特徴を述べるとすれば，
『他の支援者に対する

ながっており，全体としてのまとまりはないという

肯定的意識』
『学習支援者同士の関わり方』という 2

記述が見られた。どのように感じているのかという

つのカテゴリー及びそれらに含まれる概念である。

点では異なるが，この 2 つのカテゴリーに含まれる

たとえば，
『他の支援者に対する肯定的意識』の中

回答は，「コミュニティの学習支援者」を考える際

の【同じ志を持ち刺激し合う仲間】という概念では，

に自身ではなくコミュニティ内の他の学習支援者を

〔問題提起をしたり，一緒に考えたり，ともに学び，

イメージして比喩と説明を記述していることが分か
る。

刺激をくれる（比喩：友人）
〕や〔悩みを共有できる
し，目標にもなる（比喩：戦友）
〕など，他の支援者

それに対し，質問 12 の「日本語教師とは」の『学

の存在が良い方向に働いていると思われる記述が多

び続ける学習支援者』以外の 3 つのカテゴリー『自

く見られた。一方で『学習支援者同士の関わり方』

身の生活・人生の中での意味』
『学習支援の際の自身

の【
「個」と「個」の集団】という概念では，
〔仲良

の位置づけ』
『学習支援の際に重視する要素』にはそ

い人もいれば，そうじゃない人もいるし，年上もい

のような要素は見られない。
『自身の生活・人生の中

れば年下もいる。
（比喩：大学のサークル）
〕や〔有

での意味』は，そのカテゴリー名及び【生きていく

名講師だったり，教科書筆者だったり，研究者だっ

ための手段】【経済的・現実的な厳しさ】【続けてい

たり，すごい肩書きの先生方なのだろうが，あくま

きたいと思えるもの】という概念が表すように，自

で個性と専門性で集っていらっしゃるイメージがあ

分自身にとっての意味として考えていることが分か

る。
（比喩：秋葉原の個店の店主）
〕など，他の学習

る。また『学習支援の際の自身の位置づけ』や『学
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習支援の際に重視する要素』は，
【学習者を陰で支え
る存在】
【子の成長を願う親】や，
【学習者の意欲の
必要性】
【学習のための雰囲気づくり】など，教室に
参加している学習者のことを主に考えているものが
目立つ。具体例を見てみても，
〔おもしろい仕掛けを
作って，学習者に演じてもらう（比喩：舞台演出）〕
（【学習者を陰で支える存在】
）
，
〔時に厳しく，時に優
しく，そしていつも見守っている（比喩：母親や親

図 9．日本語コミュニティの学習支援者と日本語教師に対す
『 』は
る意識の比較：質問 10 と質問 12 の結果をもとに作成。

しい友達）
〕（
【子の成長を願う親】
），
〔電車に乗って

カテゴリー名。緑色のものはそれぞれの意識に影響していた

新しい場所に行く意思のある人にのみ，不可欠な存

と思われる要素。両者に共通しているカテゴリーは黄色で示
している。

在（比喩：駅員さん）
〕
（
【学習者の意欲の必要性】），
〔学生を笑わせてなんぼだ（比喩：芸人）
〕
（【学習の

ての肯定的な意識と，他の支援者との関係性に注目

ための雰囲気づくり】
）など，学習者のことを中心に

する意識が見られた。図 8 と図 9 の日本語コミュニ

考えていることが分かる（下線は筆者による）。これ

ティ内に関する意識で見られた「他の学習支援者」

らは 4．2．3．と同様，学習者と直接顔を合わせそ

に関する意識は，本調査では「日本語の教室」
「日本

の反応を目にする教室だからこそ，また自身がその

語教師」の回答には見られなかったことから，日本

教室・教育機関や学習者のことをよく知っているか

語コミュニティに関する意識の特徴であると考えら

らこそ，学習者に意識が向きやすいからであると考

れる。さらにそれらは，コミュニティに関する図 8

えられる。以上をまとめると図 9 のようになる。

の『新たな学習観・教育観の発見』
（具体例 16）や，
学習支援者に関する図 9 の『他の支援者に対する肯

5．結果のまとめと考察

定的意識』
（具体例 24）のように，
「他の学習支援者」
の参加を肯定的に捉えている意識へとつながってい

「他
5．1．日本語コミュニティに関する意識の特徴：

ることが考えられる。このことから日本語コミュニ

の学習支援者」の影響

ティでは，学習支援者にとって「他の学習支援者」
が良い影響を与え得る存在となっていることが示唆
された。

4 章では，質問 9 〜質問 12 の学習コミュニティと
学習支援者に関する比喩生成課題について，筆者が
分析した結果を示した。日本語コミュニティに対す

【「個」と「個」の
5．2．他の学習支援者との関係性：

る意識の特徴をまとめると，まずコミュニティに対

集団】

する意識（4．2．3．）からは，①学習者や他の支援者
との関わり，そして他の支援者と学習者のやりとり

しかし，「他の学習支援者」については肯定的な

の閲覧によって，新たな学習観や教育観を得られる

意見（概念）のみだったわけではない。4．3．3．の

場であること，②具体的な指導・説明の方法を文字

表 4 で示した【「個」と「個」の集団】
（具体例 7）は，

情報として知ることができ成長につながる場である

〔仲良い人もいれば，そうじゃない人もいるし，年

ことの 2 点が見られた。そして学習支援者に対する
意識（4．3．3．
）からは，他の支援者の存在につい

上もいれば年下もいる。（比喩：大学のサークル）〕，
〔有名講師だったり，教科書筆者だったり，研究者
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だったり，すごい肩書きの先生方なのだろうが，あ

いて，牛窪（2015）の「分業的な教師環境や個体主

くまで個性と専門性で集っていらっしゃるイメージ

義的な成長観」と類似する【「個」と「個」の集団】

がある。
（比喩：秋葉原の個店の店主）
〕
，〔教師同士

という意識が見られたことを示した。では，オンラ

もお互いに顔が見えないから変な遠慮や見栄があっ

イン上の学習コミュニティにおいて学習支援者同士

て，なかなか出てこないし，ひとつ出てきたらソレ

が【「個」と「個」の集団】となることを避けるため

を舐めて終わりだ。
（比喩：溶けて固まったドロッ

には，何が必要であろうか。

プ）
〕
（下線は筆者による）のように，学習支援者同

本調査の質問 13「その他」には，
〔（日本語コミュ

士の関係性について，深いわけではないもしくは曖

ニティは）これまでの「教室」の概念を変えてしま

11

昧だという記述が見られた 。これらの記述は，牛窪

うような新しい学びの形だと思います。〕〔個人的に

（2015）が日本語教師の関係性について述べている

は SNS によるやりとりがコミュニケーションとい

のと類似している。牛窪（2015，p.22）は，
「日本語

えるのか疑問に思っているのですが，地球上のどこ

教育においては，分業的な教師環境において，他の

の国の人ともつながれると思うと，とても有意義な

教師との関係性がもてないまま，それぞれの教師が

ものだと思います。〕
（下線は筆者による）のように，

「専門家」であろうとする」という環境があったと

そもそも「学習」
「コミュニケーション」とは何かと

し，そのような分業的な教師環境や個体主義的な成

いう根本的な問いにつながる記述が見られた。そし

長観に対して「今後，個体主義的な成長観を超えて，

てその前後の記述から，これらの問いは SNS 上の

新たな価値を生み出すための教師の関係性が必要で

学習コミュニティ（日本語コミュニティ）に関わる

ある。」
（牛窪，2015，p. 23）と述べている。本調査

中で初めて生まれたもの，従来の「教室」では生ま

で見られた【
「個」と「個」の集団】という概念及び

れにくかった問いであると考えられる。また図 8 で

その具体例は，この牛窪の「分業的な教師環境や個

示したように，学習支援者にとって日本語コミュニ

体主義的な成長観」と類似しており，日本語コミュ

ティは新たな教育観や学習観の発見の場ともなって

ニティのようなオンライン上のコミュニティで活動

いることが分かる。

する学習支援者についても【
「個」と「個」の集団】

筆者はこのような問いこそ，SNS 上で学習支援に

を超えた関係性とは何かを検討する必要があると思

関わる中で最も重要な点であると考える。近年では

われる。

2．2．で述べた寅丸（2015）や 5．2．で述べた牛窪
（2015）のように，日本語教師が自らの教室観や教育

5．3．オンライン上の学習コミュニティにおける学

観を問い直す必要性を主張する声は少なくない。そ

習支援者同士の関係性の構築

して末松（2017）は，従来の学習コミュニティと実
践の関係を考える際に，新しい日本語学習者やその
コミュニティも含めて考えることを提案している。

以上 5．1．と 5．2．では，日本語コミュニティの
学習支援者にとって他の学習支援者が良い影響とな

このことから，新しい日本語学習者が参加する学習

り得ること，その一方で学習支援者同士の関係につ

コミュニティにおいては，①学習支援者はそのオン
ラインコミュニティでの活動を通して「学習コミュ

11

表 5 中の説明でも述べたが，本調査では比喩やその

ニティ」
「教師・学習支援者」など，様々な日本語教

説明を読むだけでは回答者がこれ（
【
「個」と「個」の集

育観を問い直すこと，②その問い（テーマ）を従来

団】）を肯定的に捉えているのか否定的に捉えているの

のコミュニティ（学校やボランティアの教室など）

かは判断できなかった。
178

『言語文化教育研究』18（2020）

に関する自身の考え方と比較すること，③その意見

動・やりとりをしているのかという点である。たと

を他の学習支援者と交換すること，この 3 点を行う

えば，図 1 〜 4 のようなやりとりとコミュニティや

ことが重要であると考える。偶然ではあるが，本稿

学習支援者に対する意識の関連を見ていくことで，

を執筆・修正している 2020 年は，新型コロナウイル

さらにその意識を明らかにすることが可能になるだ

スの影響で国内外の日本語教育も多くの変化が起き

ろう。そして，③本研究は学習支援者に回答を依頼

た年となった。筆者も所属機関で「従来の教室での

したが，学習者にとってコミュニティという場やそ

授業」とは異なる日本語学習支援（オンラインを用

こへの参加はどのような意味があるのか，という点

いた授業など）を行うことになり，インターネット

は明らかにできていない。学習者のコミュニティに

上（twitter，Facebook など）では日本語教育に関す

対する意識と学習支援者の意識を比較することで，

る様々な意見が見られた。その中には，これまでの

日本語コミュニティやその他の新しい日本語学習者

「教室」やそこでの「教師」の役割・意義を問い直す

のコミュニティがどのような「場」であるべきなの

声も含まれていた。日本語コミュニティのようなオ

か，という議論も進んでいくと思われる。最後に，

ンライン上のコミュニティにおいても，学習支援に

④ 2．2．で示した内山（2019）のように学習者と学

関わる中でそのような「問い」を発見し，教室など

習支援者それぞれのコミュニティ観や自身にとって

非オンラインのコミュニティと比較していく中で自

参加する価値・意味は，どのような要素の影響を受

身の教育観を深めていくことが重要ではないだろう

けどのように変化していくのかという点である。以

か。そして，①と②をコミュニティ内の他の学習支

上，①〜④の 4 点に焦点を当て，引き続き調査と研

援者と対話し意見を交換していくことで，単に支援

究を進めていきたい。

者同士でやりとりを閲覧し合ったり分からないこと
を聞き合うだけでなく，それぞれの日本語教育観を
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How Japanese language supporters of
new types of Japanese learners in the online community
recognize learning community and supporters
The case of Facebook group for Japanese language
learning The Nihongo Learning Community
SUEMATSU, Daiki*
Graduate School of Humanities, Nagoya University, Aichi, Japan

Abstract
Recently, new type of Japanese language learners who learn Japanese language on SNS
(Social Networking Services) has come to draw attention. However, there are no studies
that have focused on learning supporters of new type of Japanese language learners.
In this study, focusing on a community on Facebook in which new type of Japanese language learners and learning supporters participate, the author surveyed how learning
supporters recognize community and position of learning supporter by analyzing
their metaphor. The result shows that the supporters were conscious of the following
two points regarding other learning supporters in the community: (1) improvement of
technical and knowledge aspects, and new educational views, (2) ambiguous relationship
with learning supporters. As a conclusion, to build the relationships with the learning
supporter in online learning community, I would like to state that the following three
points are necessary; (1) Finding the theme of What is ... related to Japanese language
education through activities in online community, (2) Comparing with the conventional
community that considers the theme of what is ...... , (3) Exchanging the awareness
obtained through (1) and (2) with other learning supporters on the online community.
Keywords: Japanese language education, SNS (social networking services),
new type of Japanese language learners, metaphor, teacher & classroom perspectives
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