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論文

中堅日本語教師が大学院で学び直すことの意味
ある科目の受講経験と教育実践のつながりから

 村田 竜樹 * 水野 瑛子 梶原 彩子 衣川 隆生 内山 喜代成
 （名古屋大学） （名古屋大学） （名古屋学院大学） （日本女子大学） （名古屋学院大学）

概要

養成，初任を経て中堅に至った日本語教師の成長の過程や，学び直しの場としての中

堅研修についてはこれまで十分な議論がなされていない。そこで本稿では，複線径路

等至性アプローチを用いて，国内外で日本語教師経験を積み大学院に進学した中堅日

本語教師に焦点を当て，主に中堅教師が大学院で学び直す意味について分析，考察し

た。その結果，中堅教師は，大学院で他者のことばを通して自身の教育観を相対化・

客観視する対話活動を経験したことから，教育観を変容させ，自身の実践にその経験

を反映させるようになった。そして中堅教師が大学院で学び直す意味とは，養成から

初任の段階での問題意識や自らの実践を多様な背景を持つ他者との対話を通して内省

し，自身の教育観をメタ的に捉え，更新し続けるということであった。そのため，大

学院における中堅教師の学び直しには，成功・失敗体験を含めた経験をふりかえり，

経験に基づいて形成された自身の教育観や実践を認識する場や時間のデザインが重要

であることが示唆された。
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1．研究の背景と目的

文化審議会国語分科会（2019）は「日本語教育人

材の養成・研修の在り方について（報告）改訂版」

において，その養成・研修の対象者の段階を養成，

初任，中堅の三つの段階に区分して整理している。

このうち中堅研修を受講する対象者を「日本語教師

として初級から上級までの技能別指導を含む十分な
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経験（2,400単位時間以上の指導経験）を有する者」

（p. 20）で，「当該活動分野において3～ 5年程度の

日本語教育歴にある者」（p. 20）と定義している。ま

た，中堅研修の在り方として「分野横断的に必要と

される教育内容を扱うと共に，所属機関・組織を超

えて日本語教育全体に対する視野を養うための実践

課題持ち寄り型といった現場の課題に取り組む形式

の研修」を想定し，研修を修了した時点で求められ

る専門性の一つとして「国内外の日本語教育現場で

学習者に応じた日本語教育プログラムを策定し，体
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系的・計画的に日本語指導を行うことができる」（p. 

21）ことを示している。

では，「2,400単位時間以上の指導経験」，「3～ 5

年程度の日本語教育歴」を有する中堅研修の受講対

象者は，養成，初任という段階においてどのような

実践の経験を経て，その経験からどんな現場の課題

や葛藤を抱いているのであろうか。また，中堅研修

の受講者は，所属機関・組織を超えた多様な受講者

がいる環境で，分野横断的な教育内容を扱う研修を

どのように意味づけるのであろうか。さらに，その

意味づけは中堅研修修了後の受講者の実践にどのよ

うな影響を与えるのであろうか。これらの問いを検

討することは，今後の中堅日本語教師（以下，中堅

教師）の研修を計画，実践，改良する上で重要な示

唆をもたらすと考えられる。

そこで本稿では，国内の大学で養成段階である日

本語教員養成課程を修了し，初任段階を海外の教育

機関で2年，国内の日本語学校で1年過ごし，国内の

大学院へ進学した中堅教師である寺野（仮名）に焦

点を当て上記の問いを検討する。寺野は養成，初任

の段階でどのような教育観を構築してきたのか，大

学院において日本語教育の教育観を見つめ直す科目

を受講し，多様な経験，背景を持つ受講者と共に学

ぶことが，寺野の教育観をどのように変容させたの

か，さらに，その変容が自身の現在の日本語教育実

践へどのような影響を与えているのかを分析するこ

とで，中堅教師が大学院で学び直す意味を明らかに

することを研究目的とする。

2．先行研究と研究課題

本章では，日本語教師の養成・研修と成長に関す

る先行研究を概観したうえで，本稿の研究課題につ

いて述べる。

2．1．日本語教師の養成・研修と成長

林（2006）は，日本語教育の変化について，「文型

を中心とする教授法から，コミュニケーションを重

視する教授法への変化という大きな流れ」があり，

「多様な学習者へ対応しようと，さまざまな教授法

も試みられてきた」（p. 20）と述べている。また，こ

のような流れの背後にあるのが，行動主義心理学や

認知心理学などから，社会的側面や実践への参加を

重視する状況的学習論への変化であるという。この

ような学習観の変化にともない，日本語教師の養成

や研修も「見習い型」，「トレーニング型」，「自己研

修型」，「参加型」と変化してきたという1。「自己研修

型」に関しては，岡崎（1997）が「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作業を自

らに課す」（p. 15）教師，つまり自己研修型教師の必

要性に言及している。また，舘岡（2016）は，多く

の日本語教師研修がワークショップの形式で行われ

ており，従来の講義を聞く形式に比べ参加の度合い

は濃くなっているものの，依然として講師が提供す

るものを参加者が受け取るという枠組みの中にある

ことを指摘している。そして，日本語教師研修への

参加が各教師の実践の変革につながっているのかど

うかという点に疑問を呈している。

このように見てくると約25年前から自律的に学

ぶ教師の養成・研修が求められるようになりながら

も，自己研修型の教師の養成・研修の実施について

1　「見習い型」とは先輩の教師を見習い，一人前に育っ
ていくようなタイプであり，「トレーニング型」は，多く
の教師を対象に系統だったプログラムで研修を行うタ
イプである。また，「自己研修型」は，自らの実践を反
省，内省し新たなあり方を教師自身が探っていくタイプ
である（林，2006，pp. 16-19）。
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は，依然，課題として継続していることがわかる。

また，教師の成長について飯野（2011）は，コ

ミュニカティブ・アプローチと共に重視されるよう

になった日本語教師の「成長」の概念が，どのよう

な教育実践に身を置く日本語教師であっても当ては

まる，望ましいものとして受け入れられ，教師養成

や研修も一般化された「成長する力」の育成を目指

したものになっていることを指摘している。そし

て，一般化された「成長する力」を育成しようとす

ることで，養成・研修とそれぞれの教師が身を置く

実践とが切り離されていること，そして成長のあり

方が，「教師養成・研修の実施者の教育実践の立場に

依存し，その枠組みの中で議論されていた」ことを

指摘している。しかし，「教師の成長は，ある教育実

践に参加した期間のみを切り取って，その実践内に

おける立場の明確化を捉えるだけでは十分」ではな

く，それぞれの日本語教師の「経験と認識の変容を，

長期的な視野で包括的に把握する必要がある」とい

う。

さらに文化審議会国語分科会（2019）は，日本語

教師の資質・能力について整理している。その中

で，中堅教師に求められる資質・能力のうち，態度

について「日本語教育の社会的意義についての自覚

と情熱を有し，自身の実践を分析的に振り返るとと

もに，新しい知識を習得しようとするなど，常に学

び続けようとする」ことなどが挙げられている。こ

のことからも中堅教師が自身の実践を内省・改善し

ながら自律的に学び，成長していくことが望まれて

いるといえる。

以上のように，日本語教師養成・研修についての

議論は，知識や技術を教え込むことから，教師がど

のように学び，成長するのかといった視点から捉え

られるようになっている。一方で，自身の実践の課

題を内省し改善することによって自律的に成長して

いく教師を養成・研修するための機会は，実践との

つながりとの議論が十分でない点が問題視されてい

る。もしくは一時的な学びに焦点を当てることに

よって，実際にどのように各々の実践につながって

いるのかという点が不可視化される。しかし，飯野

（2011）が指摘する通り，養成や研修の場での学び

と各教師の実践とのつながりや実践の背後にある教

師の経験や価値観を含めた全体的な観点から日本語

教師の学びや成長を捉えることが重要である。その

ため，本稿では調査対象者である寺野の日本語教育

人生を全体的に捉え，その人生の中で大学院の科目

「日本語教育方法論（以下，方法論）」の受講経験が

どのように教育観の変容や実践への反映に意味を持

つのかを考えてみたい。

2．2．大学院における日本語教師の学びと成長

細川（2006）は，大学院における日本語教員養成

について，理論と実践を統合することを意図したプ

ログラムの例を取り上げている。そして，「できるだ

け多くの教育的立場に出会うことで，自らの言語観

や教育観をその都度問い直し，その内省と他者との

インターアクションによってその立場を更新し続け

る，強い意志を持った日本語教師の育成のための研

修が重要」（p. 241）であると述べている。

また，武（2006）は，日本語教師経験のある大学

院生の授業科目のレポートや修士論文から，当該学

生の問題意識の中にどのように言語教育観が存在

し，どのように意識化され，どのように日本語教師

としての立場形成に向かうのかを縦断的に分析して

いる。その結果，言語教育観は，日本語教師の中に

実感ともいえる形で現れること，実践の中で生じた

問題意識を「明確にする（記述する）」ことで，意識

化できることを指摘している。

これらの研究からは，自らの言語観・教育観の内

省や他者とのインターアクションなどによる意識化

が教師としての立場や問題意識を明確にするために

重要であるということがわかる。また，大学院では，
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自らの言語観や教育観を意識化し，問い直すことが

期待され，実際にそのように機能する可能性のある

場であるといえる。

一方で，これらは大学院という限られた期間での

議論に終始しているため，先に述べたように，日本

語教師のその後の教育実践とどのようにつながって

いるのかに焦点が当たっていない。しかし大学院生

はその後も実践を継続していくことが考えられるた

め，大学院での経験や学びを自身の実践にどのよう

に反映させるのかといった点に焦点を当てることは

重要であると考える。特に，日本語教師経験を積み

大学院に進学する中堅教師は，何らかの問題意識や

さらなる成長を求めて大学院に進学することが想像

され，そこでの経験や学びは実践との関わりの中で

当人に解釈されるだろう。このことからも，教師人

生における実践と大学院での学びのつながりを詳細

に捉えることに意義があると考える。

2．3．研究課題

2．1．と2．2．で述べた通り，日本語教師の養成

や研修についての議論においては，養成・研修の場

での学びと教師の実践とのつながりが十分に考慮さ

れていないこと，それは大学院という場においても

同様に指摘できることであるといえる。そして，日

本語教師経験を積んでから大学院に進学する中堅教

師においては，進学前と大学院修了後における自身

の教育実践とのつながりに焦点を当てることが重要

であるといえる。そこで本稿では，中堅教師が大学

院で学び直す意味を明らかにするという研究目的を

達成するために，以下の研究課題を設定する。

1． 養成，初任を経て中堅に至った一人の日本語

教師が，それぞれの段階でどのような教育観

をどのように構築してきたのか。

2． 課題を持って大学院に入学した中堅教師が，

そこで日本語教育の教育観を見つめ直す科目

を受講することで，どのような教育観の変容

をもたらしたのか。また，その変容が自身の

その後の実践へどう影響しているのか。

上記に基づき，中堅教師が大学院で教育観を見直

すことの意義を考察する。

3．研究方法

3．1．分析者と調査対象者

本研究は，ある大学院に在籍していた寺野を含む

4名及び「方法論」の担当教員によって行った。4名

が入学した研究科は日本語教育を専攻する学部を持

たず，専攻も文学，歴史，文化，言語などと幅広い。

「方法論」の受講者は，日本語教育や日本語学を専攻

する学生が中心であるが，教育経験の有無，年齢，

国籍など，その背景は多様である。寺野は修士課程

在籍時に3名と出会った。3名のうち1名は寺野と同

期の入学であり，同時期に「方法論」を受講してい

る。他の2名は寺野の先輩に当たり，それぞれ異な

る時期に受講している。4名は日頃より授業や研究

についても話し合う仲であり，ラポールが形成され

ている。ある時，4人で「方法論」について話してい

る際に，その受講経験が寺野の教育観や実践に強く

影響していることがわかった。そこで，寺野の人生

における「方法論」の受講経験について，担当教員

も含めて振り返ることで，中堅教師が大学院で学び

直す意味について探ることができないかと考えた。

調査対象者である寺野は，大学院の博士課程に在

籍する日本語教師歴7年の30代の日本人女性であ

る。寺野は，大学で日本語教員養成課程を副専攻と

し，卒業後，ベトナムで民間の日本語教育機関に就

職した。2年の任期を経て帰国し，帰国後，日本語学

校に非常勤講師として勤務する。日本語学校で働き
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ながら，大学院を受験し，2017年に修士課程に入学

した2。この年，本稿で着目する「方法論」を受講す

る。受講時の日本語教師歴は3年である。また，博

士課程進学後の2019年度からは大学の非常勤講師

と民間の日本語教師養成講座も講師として担当して

いる。

3．2．大学院科目「日本語教育方法論」の概要

本研究で取り上げる大学院科目「方法論」の概要

を示す。この科目は，大学院で春学期は「方法論 a」，

秋学期は「方法論 b」として開講されている。春学期

は，言語教育パラダイムにおいて，教師，学習者が

教育実践で果たす役割の把握と，自身の「能力観」，

「学習観・習得観」，「教育観」の内省が行われた。授

業は，事前課題に基づく資料講読，課題提出，課題

に基づいて理解を深める教室内グループ討論，討論

後の振り返り及び振り返りシートの提出という流れ

で進められた。秋学期は，学習（者）ストラテジー，

学習者／教師ビリーフの調査方法，分析方法，その

結果についての課題を体験学習を通じて理解し，レ

ポートとポスターで発表する力を身に付けることが

目指された。授業は，調査方法の検討，資料収集体

験，資料分析体験，結果のまとめ，レポート作成／

ポスター発表の流れで，それぞれの段階において，

ピア／グループフィードバック，振り返りの実施，

その結果の報告が行われた。

2　文化審議会国語分科会（2019）は日本語教師につい
て，初任を「当該活動分野において0～3年程度の日本語
教育歴にある者」とし，中堅を「日本語教師として初級か
ら上級までの技能別指導を含む十分な経験を有する者」
で，「当該活動分野において3～5年程度の日本語教育歴
にある者」としている。寺野は，大学院へ進学した当時，
海外の教育機関で2年，国内の日本語学校で1年の教育
歴があったため，本稿では中堅教師とした。

3．3．研究方法

本研究の目的を達成するために，研究方法として

複線径路等至性アプローチ（Trajectory Equifinality 

Approach: TEA）を用いる。TEAとは，個人が生活

環境や社会，文化的価値観などと相互に影響し合い

ながら，人生として発達するプロセスを理解し，社

会的要請や臨床実践につなげるための質的研究法で

ある（福田，2019，p. 243）。TEAは異なる径路を

辿ったとしても，最終的には類似の結果に至る等至

性（Equifinality）という概念を根底にしており，ある

到達点に至るプロセスを時間の経過とともに記述す

る複線径路等至性モデリング（Trajectory Equifinal-

ity Modeling: TEM），個人活動，記号，価値観の3

つの層のレベルで内的変容を描く発生の三層モデル

（Three Layers Model of Genesis: TLMG），対象の

選定及び対象への歴史的構造化ご招待（Historically 

Structured Inviting: HSI），の3つによって構成され

ている。本研究では，寺野の「方法論」の受講経験

が実践にどのように影響したのかを寺野の人生から

包括的に捉えたいと考え，TEAを用いることとし

た。

具体的な手順は次のとおりである。はじめに寺野

を含めた4名で「方法論」の受講経験が寺野の教育

観と実践にどのように影響しているのかを話し合っ

た。そこで寺野の語りから，TEMにおける複数の異

なる径路を通ったとしても同じ到達点に到達すると

いう点である「等至点（Equifinalit Point: EFP）」を

「受講の経験を実践に反映させたいと思う」と設定

した。しかし，その時には教育観及び実践に影響を

与えた「方法論」の具体的な活動やその活動と寺野

の人生における教育観との関係などについては，明

確に言語化することができなかった。そこでグルー

プインタビュー形式で，寺野に EFPに対する HSI

を行い，録音し，文字化した。この文字化データを

もとに寺野自身がTEMとTLMGを合わせた図を作
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成した。その後，担当教員も含めて寺野の作成した

図を対話を重ねながら修正するという作業を5回繰

り返した。グループインタビューでHSIを行ったの

は，3名に「方法論」の受講経験があったこと，先輩

に当たる2名については寺野同様に海外の民間日本

語教育機関での教育経験を経て大学院に進学してい

たこと，など多少の文脈の差はあるが共通する経験

から語りを促すことができると考えたためである。

加えて，図の修正を担当教員と共に行ったのは，寺

野が「方法論」における活動の意図などへの理解を

深め，受講経験の意味づけができると期待したため

である。

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
EFP 受講の経験を実践に反映させたいと思う
P-EFP 受講の経験を実践に反映させたいと思わない
2nd EFP 答えは一つじゃないと伝えたい
OPP 1：歴史を学びながら日本語教育を副専攻する

2：大学卒業
3：任期満了し大学院に進学するために帰国
4：大学院（修士課程）に進学する

BFP 1：日本語教育を副専攻できる大学に合格する
2：授業で対話を重視することに疑問を持つ
3：教えている感覚がないと感じる 

4：日本語を教えることに充実感を覚える
5： 教育観を「自分のことば」で表現する

SG 1：日本語の学びにつながらないと感じた実習先での活動
2：今までとは異なる学習者
3：教え方が決まっていない日本語学校
4：学習者に授業に参加してもらえない
5：言語教育のパラダイムシフトが扱われる
6：今までの経験と理論の結びつき，教育観を言語化させられる
7：理解の自己評価・他者評価
8：うまく言語化できるクラスメートの留学生
9：自身の教育観と異なる担当教師・クラスメートからの指摘や意見
10：文型・型にこだわらない教え方が担当教師から提示される
11：担当教師から教育観の自覚の必要性を伝えられる
12：担当教師の教育観
13：文型中心ではない教科書を使用する大学
14：唯一の正解を求める受講生

SD 1：塾講師の教え方
2：大学入試のための学習
3：対話を重視する実習のスタイル
4：教育機関の教育方針に慣れている学習者
5：ネイティブとして規範的な日本語を使用するという役割を求められる
6：教育機関の定められた教育方法による安心感
7：学習者の日本語能力が評価される社会
8：担当教師の求めている程度がわからない
9：担当教師にいいところで議論を止められる
10：担当教師には答えがありそう
11：決められた答えを求められていそう
12：養成講座の実習の方法が決まっている
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続いてEFP以外のTEMの概念と本研究における

意味について述べる。EFPの対概念である「両極化

した等至点（Polarized EFP: P-EFP）」は「受講の経

験を実践に反映させたいと思わない」とした。さら

に対象者自身の到達点である「第二の等至点（2nd-

EFP）」は「答えは一つじゃないと伝えたい」とした。

この他にも TEMは次のような概念によって描

く。以下，TEMの概念と本研究における意味を述べ

る。制度的・習慣的・結果的にほとんどの人が通る

点が「必須通過点（Obligatory Passage Point: OPP）」

であり，EFPへ至るために制度的に通った点をOPP

とした。また，EFPに対する径路の分岐を示すのが

「分岐点（Bifurcation Point: BFP）」であり，本稿で

は EFPへの径路における寺野の選択の迷いを BFP

とした。さらに，EFPへの行動や選択を促進する力

である「社会的助勢（Social Guidance: SG）」は，寺

野の EFPへの選択を促進した大学や職場，大学院で

の科目受講時の周囲の要因を，EFPへの行動や選択

を阻害，抑制する力である「社会的方向づけ（Social 

Direction: SD）」は EFPへの選択を阻害した大学や

職場，大学院での科目受講時の要因をそれぞれ設定

した。これらの概念を行動や選択が決して後戻りす

ることがない時間の持続の中で実現していることを

示す「非可逆的時間」を用いて描く。

これらをまとめると表1のようになる。

4．結果

寺野の語りをもとに等至点に至る径路について，

TEMと TLMGを合わせて図1と図2を作成した。

TEMは TLMGの第1層の個人活動として描き，そ

こから発せられる記号を TLMGの第2層，さらに記

号から発せられ形成された価値観を第3層とした。

以下，図1では日本語教師を志すきっかけから大学

院進学までの径路を4．1．，4．2．として，図2では

大学院進学から現在までの径路を4．3．，4．4．とし

て，寺野がどのような径路を辿ったのか見ていく。

4．1．授業で対話を重視することへの疑問

寺野が日本語教師を志したのは高校時代であっ

た。幼少期から留学生と遊んだ経験があった寺野

は，高校の総合科目で興味のある職業として日本語

教師について調べる。ここで日本語教師という職業

に興味を深め，県内の副専攻で日本語教育を学ぶこ

とができる大学への進学を志す。しかし，寺野は大

学受験に失敗し浪人生活を送ることとなる。受験に

失敗したことで，自身の能力を過信していたことに

気づき，自分自身と向き合い，大学合格を目指し

て，予備校に通い出す。予備校では志望していた大

学よりも偏差値の高い大学への進学を目指したコー

スを受講する。予備校の授業は大学入試のために，

効率よく正解を導き出すことを訓練するスタイルで

学習が進められ，寺野もその教え方によって自身の

能力が向上していくことを実感する（SD1，2）。そ

の結果，寺野はもともと志望していた大学よりも偏

差値の高い大学に合格できるレベルに到達した。し

かし，その大学は受験せず，もともと志望していた

日本語教育を副専攻できる大学を受験し合格する

（BFP1）。

大学では歴史文化を主専攻とし，日本語教員養成

課程を副専攻とした（OPP1）。日本語教員養成課程

では，対話を重視する実践の形が示された。その方

法をもとに地域の日本語教室で国内教育実習が実施

された。教育実習を実施した日本語教室では，日本

語が話せる学習者は対話によって学びが進んでいた

が，一方で日本語が話せない学習者は対話による学

びが起きず，対話がすべての学習者にとっての日本

語の学びにはつながらないと感じる（SG1）。そのた

め，対話からどのように学びが生じるのかがわから

なかった。このような経験から，寺野は授業で対話

を重視することに疑問を持つ（BFP2）。また，国内
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教育実習が終了した後，対話を重視する教案を作成

し，インドネシアで国外教育実習を行う。しかし，

対話を重視する実習のスタイル（SD3）に対して寺

野は，教えている感覚がないと感じる（BFP3）。そ

れにより寺野は，授業で対話を重視することに疑問

を深め帰国する。

他方で，寺野は大学の交換留学生と関わる中で，

このような留学生に日本語を教えたいと考えるよう

になり，大学院への進学を決めた。しかし，家族と

相談した結果，大学卒業後すぐに進学するのではな

く，一度社会経験を積んでから進学することにし

た。そこで，一般企業への就職活動を始めるが，自

分には合わないと感じ，国内の日本語学校への就職

活動を始める。寺野は親元を離れ自立したいという

思いから，実家から離れた場所で就職を考えてい

た。しかし，ある日本語学校の面接官に，国内では

新卒で日本語教師として自立することが難しいこと

を説明され，海外の日本語教育機関への就職を勧め

られる。このことをきっかけに寺野は海外の日本語

教育機関への就職活動を始める。その後，ベトナム

の民間教育機関に就職が決まり，大学を卒業する

（OPP2）。

このように寺野は，予備校の学習者としての経験

から，正解を効率的に導き出すことを訓練する実践

を良いと考えるようになっていった。加えて，大学

の教育実習における対話を中心とした実践は，寺野

自身に教えているという感覚を与えるものではな

く，また，すべての学習者に有効なものではないと

感じさせる経験となった。この経験は寺野に，正解

を「教えたい」という気持ちを抱かせた。寺野は「正

解を教えることが良い実践」であると考え，授業で

対話を重視することに疑問を持つようになった。そ

の疑問を抱きながら，大学を卒業し，ベトナムへと

渡る。

4．2．正解を教えることに対する充実感とゆらぎ

大学を卒業した寺野は，ベトナムの民間教育機関

で日本語教師を始める。この機関では，日本語教育

の歴史的変遷から当該機関がどのような理念で教育

を行っているのかを改めて教えられる。この機関で

は，教え方が厳格に決められており，教師は学校の

教育方針に従って日本語を教えていた。そして学習

者もその教え方に慣れており（SD4），日本人教師は

ネイティブとして規範的な日本語を使用するという

役割を期待されていた（SD5）。母語話者である寺

野は教育機関で決められた教え方で授業を行い，学

習者の日本語運用能力が上がった経験から，自身の

存在意義を感じるとともに，教育実践がうまくいっ

ていると感じ，日本語を教えることに充実感を覚え

る（BFP4）。また，すべての教師が同じ教え方で教

え，その教え方に学習者が慣れていたことは，新卒

で日本語教師を始めた寺野に安心感をもたらした

（SD6）。その後，2年間の任期が満了になり，大学院

に進学するために帰国する（OPP3）。

寺野は，大学院進学の準備と並行して日本国内の

日本語学校で日本語教師として勤務し始める。日本

語学校では，今までベトナム人日本語学習者にだけ

教えてきたのとは異なり，様々な国の多様な学習者

を相手に授業をしなければならなかった。寺野は今

までとは異なる学習者（SG2）にベトナムでの教え

方が通用せずに困惑する。ベトナムの教育機関で

は，口頭練習を中心とし，「話せるようになること」

が目的とされた。また，ネイティブとして「正しい

日本語」「正しい発音」の教育が求められ，確立し

た教え方があった。しかし，帰国後の日本語学校で

は，扱う内容は決まっていても教え方や活動のデザ

インは決まっていなかった（SG3）。ベトナム時代

は，学習者が文法を理解し使えるようになるかどう

かは教師にかかっていると感じていたが，日本語学

校では，授業を聞いていなくても授業外で日本語に



121

『言語文化教育研究』19（2021）

図
2．
良
い
実
践
が
動
的
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
プ
ロ
セ
ス
を
表
す

TE
M
と

TL
M

G



122

中堅日本語教師が大学院で学び直すことの意味　村田竜樹ほか

触れることによって話せるようになっていく学習者

も多く，自身が「正しい」と考えていた教育実践が

うまくいかないことが増えていった。そして，学習

者が寺野の授業内での活動に参加してくれないとい

うことがあった（SG4）。このような経験をしたこ

とで，寺野は，良い教育実践とは何なのか，どのよ

うに実践をしていけばよいのかわからなくなる。同

僚に話を聞いてもらったり，授業見学をすることも

あったが，学習者は教室の外の生活で日本語を学ん

でおり，自分の授業でやっていることを教室外では

使っていないという思いが依然としてあった。そし

て教室で教師が日本語を教える意味があるのかなど

自身の実践に疑問を抱くようになる。しかし寺野は

それを解決する方法を持っていたわけではなかった

ため，根本的な問題の解決には至らなかった。そこ

で，寺野は日本語学校での葛藤をもとに大学院の研

究計画書を作成し，大学院に進学する（OPP4）。

このように寺野は，ベトナムでの実践で充実感を

感じ，教える型があったほうがいい，教育機関で示

された教え方がいいと考えるようになった。ベトナ

ムでの「正しい」日本語を教えるという点において，

大学生時代に感じていた正解を教えたいという思い

とベトナムでの実践は符合していた。しかし，日本

国内の日本語学校で勤務し始めたことで，その思い

にゆらぎが生じる。大学院への進学はベトナムから

帰国する際に既に決めていたことではあるが，日本

語学校で今までの教え方が通用しない経験をしたこ

とで，その葛藤を解決することを目指し，大学院に

進学する。

4．3．教育観の自覚：良い教育観は動的

寺野は2017年4月に大学院に進学し（OPP4），「方

法論」を受講する。この科目では，まずこれまでの

言語教育や学習支援，言語学習経験を思い出し，そ

れがどのような理論的背景に基づいて行われてきた

教育であるのかについて考える時間が設けられた。

その際に，言語教育のパラダイムシフトに関する資

料とキーワードが与えられ（SG5），口頭で説明する

ことが求められた。キーワードについては，寺野が

大学時代に学んだことのある言葉も含まれており，

自身では理解しているつもりのものもあったがうま

く言語化できなかった。そして，資料講読を行った

うえで，そのキーワードを使用して，言語教育のパ

ラダイムシフトについてまとめ，自身の経験をパラ

ダイムに照らして記述し，その記述をもとにクラ

スメートと教育観を説明し合うことが求められた

（SG6）。このような活動の中で，口頭でも，記述で

も自身の教育観を言語化することが難しいと感じて

いた。

また，資料をもとに「コミュニケーションにおい

て，意味が「交渉によって決まる」「解釈・交渉の

連続過程」とはどういうことなのか」や「習得メタ

ファーと参加メタファーの概念を整理せよ」など，

定義しづらいものを定義したり，概念を説明したり

する課題が課された3。そして，「テキストベースの

理解」「自己説得力のある理解」「創造的な理解」の3

段階で理解度を自己評価，他者評価する（SG7）活動

の中で，寺野は，資料を読んでなんとなく理解でき

ていると感じたことも説明しようとするとできず，

テキストベースの理解すらもできていないのではな

いかと感じる4。また，資料を読み自身の理解や考え

を記述する際に，教師がどのレベルの記述を求めて

いるのかが分からず（SD8），どこまで書くか悩む

こともあった。一方で，寺野からは課題をきちんと

3　課題は，例えば「サンドラ・サヴィニョン（1997/ 
2009）「コミュニケーション能力の定義」を読み，質問
についての自分なりの定義，解釈を簡潔な文章として短
くまとめよ」，「母語話者・または非母語話者との接触場
面における交渉例を取り上げ，コミュニケーションとは
「意味の交渉である」ということを説明する」などであ
る。

4　使用されたルーブリックを別添資料として示す。
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やってこないように見えたクラスメートの Sさんが

その場で自らの理解や考えをうまくことばにできる

ことに苛立ちを覚えた。クラスメートの韓国人留学

生は自身の理解を言語化し，非常にうまく記述でき

ていた（SG8）。寺野は，今まで教える対象だった留

学生が日本語で自分よりもうまく自身の理解や考え

を記述していることに劣等感を覚えた。

しかし，寺野は日本語教師であるというプライド

を捨て留学生に話を聞きに行ったり，クラスメート

の書いた課題を読むことで学びを得ようとする。ク

ラスメートとのやり取りを続けていくうちに，クラ

スメートの指摘や意見によって（SG9）自身の思考

に気づき，クラスメートの教育観の言語化により自

身の教育観との共通点や相違点を見つけることがで

きた。時間の関係上，担当教師にいいところで議論

を止められたこともあったが（SD9），寺野も少しず

つ自身の教育観を言語化できるようになる。担当教

師から課される課題についても，ただ自分が考えた

ことをそのまま記述しようとするのではなく，クラ

スメートに伝えるならどのように記述すればよいの

かを考えて取り組むようになる。そして，次第に「自

身の考えを他者に伝えるためのことば」を意識する

ようになった。加えて，資料に書いてあることばで

説明するだけではなく，自分が理解したことを「自

分のことば」にするという作業が重要であると感じ

るようになる。

次にこの科目では，担当教師から「文型や型にこ

だわらない教え方」を提示される（SG10）。それは

今まで自分が行ってきた「正解を教える」という実

践とは異なると感じ，自身の教育観は古かったと感

じる。同じ内容を教える際にも様々な方法があるこ

と，今までは否定的に捉えていた学習者が教室外の

様々なところで日本語を学んでいることを肯定的に

捉え，それを前提に教室内の活動や教え方を工夫

し，教室内でも学んでほしいと思うようになった。

また，寺野は「方法論」を通して自身が学習者の立

場となり，「正解」を教えてもらうのではなく，クラ

スメートとのやり取りの中で自分が理解したことを

「自分のことば」にすることが学習者の自分にとっ

ての学びだと感じるようになる。このように寺野

は，学習者の学びについての捉え方を変化させた。

そして，型どおりに「正解を教える」のではなく，

「方法論」の中で経験したクラスメートとのやり取

りや自分が理解したことを「自分のことば」にする

という作業を実践に反映させたいと思うようになる

（EFP）。

このように，大学院で「方法論」を受講した寺野

は，理解したことや考えていることの言語化に苦し

む。しかし，クラスメートとのやり取りによって他

者の存在を前提としたことばをつむぐようになり，

自身が理解したことを「自分のことば」にすること

の重要性を感じた。そして，学習者の学びの捉え方

の変化から，自身が学びを得たと感じた「方法論」

での経験を自身の教育実践に反映させたいと思うよ

うになった。

4．4．答えは一つじゃないと伝えたい

「方法論」での経験を実践に反映させたいと思う

ようになった寺野は，日本語学校の授業で文型の意

味・用法を学習者に説明させる活動を行う。これは

自身の受講経験から，学習者についても同様に，「説

明できない＝十分理解できていない」ため，自身の

理解をことばにすることによって，自分自身のこと

ばに納得してもらいたいと考えたためである。しか

しこの活動はうまくいかなかった。学習者は何をす

ればよいかわからず戸惑っている様子であった。こ

のことから寺野は，自らが体験した，理解を「自分の

ことば」で表現する活動を具体的に自分の実践にど

うつなげたらよいかわからなくなる。しかし「方法

論」の担当教師から自身の教育観を自覚する必要性

を伝えられ（SG11），これにより寺野は自身の教育
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観を自覚する必要性を感じる。そして，クラスメー

トとの活動を通して寺野は，自分が「学習者に教え

るべきことは最初から決まっており，それを教える

良い方法があって，それを身につけなければならな

いと考えていたこと」を自覚する。

他方で，担当教師は明示的には述べないものの，

担当教師が支持する教育観があると感じられる場面

が何度かあった（SD10）。担当教師は「正しい答え

はない」としながらも，既に答えを持っており，担

当教師の教育観に沿う答えを導き出す必要がある

のではないかと感じることもあった（SD11）。寺野

は，授業を受講している立場で，担当教師が良いと

考えている教育観は良いものであると感じていた。

しかし，授業内での対話を通して，クラスメートの

教育観もさまざまだとわかり，担当教師も自身の教

育観を持つ一個人であると捉えるようになった。そ

れにより，担当教師は自分の教育観を押し付けてい

るのではなく，担当教師にも担当教師の教育観があ

り，それに沿って授業をしているのではないかと考

えるようになる。このことからも，教育実践を行う

際には，自身がどのような教育観に立って教育実践

を行っていくのかを自覚する必要があり，それは考

え続けていかなければならないものだと感じる。担

当教師の教育観をも，自身の教育観を言語化し捉え

直すリソースとして捉えるようになる（SG12）。こ

れにより，寺野は「教えられていないが進んでいる

という感覚」を抱く。

「方法論」の受講を終えた寺野は日本語学校に加

え，大学と民間の日本語教師養成講座でも非常勤講

師を始めた。勤務した大学で使用された文型中心

でない教科書も，寺野が型どおりに教えればいい

わけではないことを再認識するきっかけとなった

（SG13）。日本語教師養成講座では言語教育のパラダ

イムを担当する。養成講座での実習の方法は既に決

められており（SD12），それに合わせて担当する回

の内容や活動を考えなければならなかった。そこで

寺野は，様々な教え方の中の一つとして文型中心の

教え方があることを受講生に伝える。養成講座を担

当した当初は，何か一つ自分の核となる教え方や実

践のスタイルを持つ方がよく，そのやり方を様々な

状況に応用していく方がいいと考えていたが，かつ

ての自分と同じように，受講生が唯一の正解を求め

ている（SG14）ことに気がつく。そのため，寺野は受

講生に対して，答えは一つではないことを伝えたい

と考えるようになる（2nd-EFP）。また，同養成講座

で読解の授業案を作る授業で，受講生が自身の考え

を話し合える活動を行った。その際に，受講生同士

で多様な意見を認め合う姿から，実践が成功したと

いう実感を得ることができた。このことからもそれ

ぞれが多様な意見を持っており，答えは一つではな

いことを伝えたいと考えるようになる（2nd-EFP）。

寺野は受講の経験を自身の教育実践に反映させるこ

とを試みており，答えは一つではないと考えている

が，一方で，学校のテストや進学試験など，正しさ

が求められる機会も多い。正しさや正解不正解など

で学習者の日本語能力が評価される社会（SD7）で

もある現状において，試行錯誤を続けている。

このように，寺野は「方法論」で体験したことを

自身の教育実践に取り入れるが，文脈の異なる自身

の実践にどのようにつなげればよいかわからなかっ

た。しかし，この経験が自身の教育観の自覚につな

がり，どのように自身の実践に取り入れればよいか

を考えることとなった。それはさらなる試行錯誤に

つながっており，寺野は，日本語教師養成講座と日

本語学校という2つの異なる実践で，学習者として

体験したことを取り入れている。そしてこのような

受講経験を自身の教育実践へ反映させる過程で，寺

野は，「良い教育実践は動的」であると考えるように

なった。



125

『言語文化教育研究』19（2021）

5．考察

以上，寺野の日本語教師人生とその中で構築され

る教育観を図を基に示した。寺野は，予備校時代の

学習経験と教育実習の経験から自身の教育観を構築

し，ベトナムでの日本語教師としての成功体験から

その教育観を強化し，帰国後の日本語学校での葛

藤，大学院での学びや教育実践を経て，一度確立さ

せた教育観を変容させていった。中堅教師である寺

野は自身の学習経験や教育経験に基づいて，教育観

を構築していた。しかし，寺野はそれらに対する問

い直しを行ってもいる。寺野にとっては大学院の

「方法論」の対話が教育観の意識化，それを促す言語

化の必要性の気づきへとつながっていた。このよう

な教育観の問い直しは，なぜ起きたのか。次節から，

本稿の研究課題である，1．養成，初任を経て中堅に

至った一人の日本語教師が，それぞれの段階でどの

ような教育観をどのように構築してきたのか，2．課

題を持って大学院に入学した中堅教師が，そこで日

本語教育の教育観を見つめ直す科目を受講すること

で，どのような教育観の変容をもたらしたのか。ま

た，その変容が自身のその後の実践へどう影響して

いるのか，の2つを踏まえ，中堅教師が大学院で教

育観を見直すことの意義について考察を行う。

5．1．「良い教育実践は動的」である

本節では，研究課題1．養成，初任を経て中堅に

至った一人の日本語教師が，それぞれの段階でどの

ような教育観をどのように構築してきたのかについ

て記述する。

図1，2からわかる寺野の教育観の変容は，端的に

言えば，「正解を教えることが良い実践」であるとい

うものから「良い教育実践は動的」であるというも

のへの変容である。寺野自身も図を作成する段階で

は，そのように捉えていた。しかし，「良い教育実践

は動的」と一言で表現しても，その内実は明確では

ない。そのため，「良い教育実践は動的」であること

についてさらに詳しく見ていきたい。

まず，養成の段階において，寺野は予備校時代の

学習経験と，対話を重視するやり方を肯定的に捉え

ることができなかった大学時代の教育実習の経験か

ら「正解を教えることが良い実践」であるという教

育観を構築した。

初任期にあたるベトナムでの教育経験は，教育機

関の教え方で学習者の日本語運用能力が伸びること

への充実感を得たことや，寺野の授業が学習者の日

本語運用能力に直結しているという自己肯定感によ

り，「正解を教えることが良い実践」という教育観

をより強固なものにしたといえる。それがゆらいだ

のは，日本の日本語学校での経験である。学習者の

置かれる環境が異なり今までのやり方が通用しない

経験は，自身の教育観や実践に対する疑問を感じる

きっかけとなった。

そして中堅期にあたる寺野が「方法論」を受講し

た際には，自分の思考やわかっていると感じていた

ことが言語化できないという体験や，今まで教える

対象だった留学生が「日本語で自分よりもうまく自

身の理解や考えを記述する」ことを突き付けられる

体験をした。このような体験は「プライドを捨てて」

と寺野が語っているように，寺野が養成段階から初

任期に至るまでの日本語教師として生きてきた文脈

を捉え直し，経験から構築された価値観をリセット

させるきっかけともなった。そして，教師に「正

解」を教えてもらうことが学びなのではなく，クラ

スメートとのやり取りの中で自分が理解したこと

を「自分のことば」にすることが学習者にとっての

学びなのではないかと感じるようになった。この点

では，寺野が「説明できなかったら理解できていな

い」，「意味のすり合わせが重要だ」と語るように，

言語化や対話が重要であるという教育観を構築して

いることがわかる。これは，「方法論」において寺野
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自身が思考を言語化する過程で自己内対話やクラス

メートとの対話を行う中で構築されたものである。

一方で，寺野は図の作成後の筆者同士の対話の中

で「当時は，型にはまっていないもの（学校で教え

ていない語彙や文型，モデルから外れた談話構成

など）は受け入れていなかったので」，「当時のベト

ナムにもう一度戻るとしたら，当時と同様の方法を

ベースにして，机を丸く配置して意見を言ってもら

う，さまざまな意見交換が学習者同士でできるよう

な活動とか，新しい要素を入れられるかもしれな

い」と語っている。また，受講の経験を実践に取り

入れる際には，「何かを考えさせる活動をいきなり

させるのも．．．」などと，対話を重視した実践を行い

たいという教育観と教育機関の方針や受講生の求め

ているものなどとのバランスをとっている。「方法

論」の受講によって形成された「良い実践は動的」

であることや「正解は一つじゃない」といった考え

は，寺野の理想とする実践を形作ってはいる。他方

で，寺野自身が提供するものと現場で望まれるもの

とのずれについても寺野は受容し，「答えは一つで

はないが，求められているものがある」と理想と現

実の折り合いをつけている。

このように寺野は，「正解を教えることが良い実

践」であるという単一的な教育観から，複数の教育

観をメタ的に捉え，それらを選択的・折衷的に捉え

実践を行うようになった。そして，教育観をメタ的

に捉えられるようになったのは，「方法論」でクラ

スメートや自己との対話・言語化を行うことによっ

て，自己を相対化できたからであるといえる。

5．2．経験と「方法論」のつながり

本節では，研究課題2．教育観の構築のプロセス

において，中堅教師が大学院の当該科目で学ぶこと

にどのような意味があるのかについて考察する。具

体的には，寺野の学習者としての経験や日本語教師

としての経験と「方法論」のつながりから，どのよ

うな点が寺野にとって意味があったのかについて記

述する。

寺野は学部での教育実習では対話を肯定的に捉え

られなかった。学部時代の日本語教育実習とそれに

付随する授業では，日本語学習者が対話を通して

学びを構築していくような実践が提示されている。

4．1．で述べた通り寺野は，日本語教育実習の際に

は，日本語学習者に知識としての日本語を教えるの

ではなく，対話を通して学びを構築していくような

実践に対して疑問を抱いた。対話は授業でも実施さ

れ，教育実習のための一つの方法として提示された

ものであったが，当時の寺野にとっては意味づけの

できるものではなかった。実習で対話をデザインし

ても，それがすべての学習者にとっての学びにつな

がるという実感が得られなかったことから，自身の

学習経験に基づく正解を教えるのが良い実践だとい

う教育観を問い直すことに至らなかったと考えられ

る。しかし，その後の「方法論」の受講では，寺野

はそれまでの教育経験から構築された教育観を基に

学習者として対話に参加することができ，自身の学

びを実感することができた。

では，なぜ学部の教育実習の段階で対話を重視し

た教育観を受け入れることができなかったのか。そ

れは，寺野が養成段階の実習の過程では，自らの教

育観を内省し自覚する機会や，内省し自覚できるだ

けの材料となる経験を持っておらず，対話を肯定的

に捉えにくかったからだと考えられる。寺野が「方

法論」の受講を通して自身の教育観を問い直し，教

えられていないが進んでいる感覚を抱くまでに至っ

たのは，（1）現場での問題意識があったこと，（2）

留学生や日本語教師経験者，未経験者など多様な背

景を持つ受講者と共に対話を重ねることができたこ

と，（3）教育観をゆさぶる問いや言語化・対話の仕

掛けといったことが関係していると考えられる。ま

ず，（1）については，日本語教師としてベトナムや日
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本語学校での多様な教育現場での実践経験を経るこ

とが，問題意識を生じさせた要因となったと考えら

れる。大学時代の教育実習，ベトナムでの成功体験

を経て，国内での日本語学校でうまくいかない状況

などがなければ，このような問題意識は生じなかっ

た可能性もある。（2）については，留学生や日本語

教師経験者・未経験者，そして様々な年代の人が受

講者という同じ立場で集まることによって，多様な

価値観に触れることができた。このような場は，学

部での同年代のコミュニティとは異なる大学院のコ

ミュニティの特徴と言えるだろう。（3）については，

武（2006）が，実践の中で生じる問題意識を明確に

する（記述する）ことで言語教育観を意識化するこ

とができると述べているが，寺野も自身の教育観を

言語化しようとする過程で，徐々に自身の教育観に

意識的になっていったといえる。また，その際に理

解の程度を示すルーブリックやクラスメートの存在

などが「自分のことば」を構築することを促進する

仕掛けとして働いていたといえる。

加えて，本研究によって「方法論」の受講経験を

振り返ることが寺野の経験と教育観を改めて問い直

すことになっていた点についても触れておきたい。

当初，語り手である寺野は「方法論」の受講時と同

様に，自身の語りが変わったり矛盾したりして，う

まく言語化できないと感じていた。しかし，グルー

プインタビューを重ねる中で「言い直したりしても

いいし，待ってもらえる」，「違うと言ってもいい」，

「自分ではできないことを（他者に）言語化してもら

える」と感じた。インタビューには，同時期に「方

法論」を受講していた寺野の大学院の同期だけでは

なく，複数の教育機関での教育経験があり，教育観

のゆらぎも経験してきた，寺野の先輩も聞き手とし

て存在していた。特に，大学院入学時点で寺野と教

育年数や年齢が近かった聞き手の1人は，寺野の語

りにおいて自身と寺野との経験や捉え方の相違に基

づいてインタビューの問いをたてていた。このよう

な，他者の経験や教育観を通したことで生まれた問

いは，時として寺野の教育観へのゆさぶりや言語化

の仕掛けとして機能していた。また，本研究を通し

て聞き手側も，寺野の語りを基にして自身の経験と

教育観の相対化・明確化を行っていたといえる。グ

ループインタビューでの対話によって，聞き手にも

寺野を通した自己の相対化が起き，そこから生まれ

た問いが更に語り手である寺野に戻されることに

よって，問いが循環する環境が生み出されていた。

また寺野にとっては，聞き手らによって描かれる自

身のストーリーを確認することが，自身の経験と教

育観をメタ的に捉えることにも繋がっていた。以上

のことから，本研究は，互いの経験と教育観をリ

ソースとした自己の外在化・メタ認知活動が起き，

語り手と聞き手にとっての経験と教育観の問い直し

の機会となっていたと言える。

文化審議会国語分科会（2019）は中堅研修の在り

方として「分野横断的に必要とされる教育内容を扱

うと共に，所属機関・組織を超えて日本語教育全

体に対する視野を養うための実践課題持ち寄り型と

いった現場の課題に取り組む形式の研修」を想定し

ている。寺野の事例から，養成から初任の段階での

問題意識や自らの実践を多様な背景を持つ他者との

対話を通して内省し，自身の教育観をメタ的に捉

え，更新し続けることが，中堅教師として自身の実

践を行っていくうえで重要であるといえる。そし

て，このような教育観をメタ的に捉える対話と内省

の場が大学院の科目，ひいては中堅研修の場で必要

なのではないだろうか。

6．今後の展望

本稿は，中堅教師が大学院で学ぶことの意味を，

当該科目の受講期間だけでなく，中堅教師寺野の日

本語教育人生の経験から見た。日本語教師の資格制

度化の中で，中堅教師に対する研修の内容に関する
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議論も進んでいる。本研究の事例から，大学院にお

ける中堅教師の学び直しには，成功・失敗体験を含

めた経験をふりかえり，経験に基づいて形成された

自身の教育観や実践を認識する場や時間のデザイン

が重要であることが示唆された。このような自身の

経験と教育観とを紐づける経験こそが，その後の実

践や教育観の変容に影響を与えていることからも，

中堅教師が大学院で学ぶことの意味を日本語教育人

生全体から捉えることは重要であるといえる。本研

究の結果から，多様な経験や背景を持った中堅教師

が「方法論」や本研究のように，ひとりひとりの考

え方や価値観を交換し，更新させるような対話を行

うことによって，教育観をメタ的に捉えることが中

堅研修としても有効であることが示唆された。

一方で，「答えは一つじゃない」という教育観を

今後寺野がどのように問い直していくのかは本稿で

は明らかにできなかった。寺野がさらなる経験を経

て，どのようにこの教育観を変容させていくのか，

またはこれを答えとして変容させないのか，異なる

中堅教師の人生もあわせて見ていきたい。また，寺

野の教育観を変容させたきっかけとなったこの「方

法論」に意味を見出せなかった受講生の存在もあ

る。本稿は寺野1名の事例であり，受講生によって

は，異なるプロセスや変容のあり方が見られること

が考えられる。

これらを今後の課題とし，調査を継続していきた

い。
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Abstract

To date, there has been insufficient discussion about the career development processes of 

Japanese language teachers who have attained mid-career status after their early training 

and novice periods as well as mid-career training as a relearning opportunity. Using the Tra-

jectory Equifinality Approach, this study looked at mid-career Japanese language teachers 

who enrolled in graduate school after gaining teaching experience in Japan and/or overseas 

and discusses the significance of their relearning experiences in graduate school. The re-

sults suggest that opinions expressed by other students during dialogue activities inspired 

mid-career Japanese teachers to take a relativized and objective look at their own views on 

education, and these experiences seemed to enlighten and motivate them to reflect on their 

teaching experiences. In addition, relearning in graduate school appeared to provide an op-

portunity for mid-career Japanese teachers to rethink their pedagogical problems and teach-

ing experiences from their earlier training and novice periods via discussions with those 

from diverse backgrounds, leading them to develop and sustain more meta-level views of 

their teaching philosophy over time. These findings suggest that for mid-career Japanese 

teachers to relearn in graduate school, it is important to provide time and space for them to 

reflect on their teaching practice̶including their failures and successes̶and revise their 

views on education and teaching practice that were formed earlier in their careers.

Keywords: teacher development, Trajectory Equifinality Approach (TEA), views on education, 

reconsideration, dialogue
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