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特集：実践研究の新しい地平 

【寄稿】 

生きることを考える，生きる活動としての日本語教育実践研究 

日本語教師間の対話を介した自立と協働に向けて 

 

塩谷 奈緒子* 

（東京電機大学） 

概要 

実践研究を行い始めて 13 年が経つ。現在の私にとって，実践研究とは，自分の日本語教

室活動の実施・分析・記述やそれらについての他者との対話を通し，教室参加者や教室で

の自分のあり方を発見し直し，自分の教室活動の構造や意味，日本語教育の目的を考え直

し，作り直していく絶え間ない営みである。また，それは同時に，自分はなぜそこでその

実践を行うのか，自分はどのような日本語教育を行いたいのかを再考することでもあり，

そのために／その結果，自分の言語・学習・教育・社会観等を再把握し，更新することで

もある。更に，それは，そのような価値観や思想を持つに至った自分の背景や自分の生き

方，自分自身について考え，自分の生きる視点を模索し，再構築しながら，新たな実践を

作り出し，その実践を生きていく不断の営みでもある。私にとって，実践研究とは，生き

ることについて考える，生きる活動である。本稿では，以上のことを論じ，日本語教師の

自立と協働，他者との社会作りの道を開くものとしての実践研究の可能性について考え

る。 
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1．日本語教育界における教育実践とその

研究 

日本語教育界において，日本語教師たちによる

日本語教育実践共有の本格的な取り組みが始まった
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のは 1990 年代のことであり，それ以来，日本語教

育実践や実践研究のあり方が議論される場は少しず

つ増えている（奥田，才田，細川，ほか，2011；

奥田，俵山，齋藤，古屋，2013 等）。しかしなが

ら，日本語教育の世界では，未だ日本語教育実践と

研究とは別物としてみなされることも多く，また，

日本語教育実践を扱っているように見える研究にお

いても，既成の「理論の実践化」や「実践の典型
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化」（佐藤, 1998，p. 25）が目指されていたり，実

践の場が「関連する科学理論の試行の場」（石黒, 

2004）として利用されていることも多く，日本語

教育の実践現場の実態を理念と実際（実践）の両面

から明らかにするような実践研究は少ない（市嶋，

2009）。 

もっとも，これらの場合も，既に確立された理論

や実践が，新たな実践者の日本語教育観のもとで創

造的に消費，再構築されていれば良いが，日本語教

育実践者が自分自身の思想や教育目標を自己把握せ

ず，他者から与えられた方法論を無意識のうちに再

生産しているとしたら，それは極めて惜しいことで

あると思う。 

ここで何が惜しいのかと言うと，まず，（少なく

とも私や私の周りの）日本語教師たちは，多くの時

間を，教育実践の準備をし，実践をし，教育実践の

場で，または，教育実践のことについて考えて過ご

して（生きて）いる。こうした人たちのこうした時

間やプロセスが「研究」にならない（あるいは，研

究として認められない）としたら，それは非常に

もったいないことであると考える。次に，日本語教

育実践の場は，条件の統制された静的な実験や調査

の場とは異なり，様々な言葉や考えや背景を持つ生

身の人間が集まり，新しい言葉や意味や考えや関係

や文化が不断に作り出されていく動的な場である。

つまり，日本語教育の場は，日本語教育やそこでの

相互行為や社会や文化や人間に関する深い洞察や探

究，研究の種に満ちた非常に豊かなフィールドであ

ると言える。よって，そうした日本語教育の現場の

豊かさが，その実践や研究の過程において，ただ雑

音（ノイズ）として処理され，捨象されてしまうと

したら，これもやはりもったいないことであると考

える。最後に，こうした複雑で豊かな日本語教室社

会を，様々な場で様々な人々と共に作りながら生き

ている／きた日本語教師は，本人がそれを意識して

いるにせよ，いないにせよ，それぞれその人固有の

経験や価値観を持っている。従って，個々の日本語

教師がそれぞれ独自の言語観や教育観，その背景に

横たわる世界観や人間観や人生観等を自己確認・把

握せず，それらに気付かないまま日々の教育実践を

行っているとしたら，それは何よりももったいない

ことであると考える。 

しかし，こうした問題の背後にあるのは，日本語

教育の世界に根強く存在する個体能力主義的な言語

観や学習・教育観，研究観であるとも言える。石黒

（1998）は，教育実践と心理学との関係性について

論じ，それらの間には「無媒介性」，「脱文脈性」，

「没交渉性」（p. 118）に象徴される「個体能力主義

が学校と心理学の共通項として存在」していること

や，個体能力主義の心理学理論が「個体能力主義を

とる教育行為を権威づけ，「正当化」」（p. 113）し

ていることを指摘しているが，日本語教育の世界で

もほぼ同じことが言えるだろう。個体能力主義が優

勢な研究や教育の現場では，日本語教育の場から実

践者が独自の実践研究を展開していくために欠かせ

ない（「無媒介性」，「脱文脈性」，「没交渉性」に対

する）「媒介性」，「文脈性」，「交渉性」（p. 126）は

むしろ余計なもの，不要なものとして扱われる（あ

るいは，排除される）だろうし，そうした現場で

は，教師たちが無自覚のうちに（かえって，その善

意や熱心さから）「目的なき技術論」（広田，2009，

p. 107）に陥ってしまうこともあるかもしれない。 

 

2．実践研究の捉え直し 

2．1．「考え方」としての実践研究 

このような中，細川（2010，2013）は，実践は

研究であり，研究は実践であるという立場を打ち出

し，実践研究とは「自分自身がどのような教室活動

をめざすのかを問う問題意識」，「ことばによる活動

とは何かという本質的な問い」であると述べる。そ

して，それは，実践者が「教育活動の設計・実施・
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振り返りのプロセス」を作り，「自らの教室設計と

その設計を支える教育観」を問い直し，「教育を社

会にひらく」行為であり（2010），ひいては，「私

はどのような言語活動主体となりうるか」（2013）

という問いでもあるという。同様に，舘岡

（2010）も，実践研究とは「一連の動きの繰り返し

の中で，ある程度，普遍的な「理論（原則）を生

成」していくもので，「現場で起きていることを解

釈したり理解したりするプロセスそのもの」も実践

研究であると述べている。 

一方，石黒（2004）は，日本語教育実践の豊か

なフィールドが「依存する科学の理論の検証」，

「「基礎科学」である言語学のデータ収集の場」にと

どまり，そこで，「日本語教育「研究者」と日本語

教育「実践者」という誤った架空の二項対立」等が

起きるような事態を危惧し，「基礎科学・他の応用

科学と対話的関係を持ちながら，そのフィールド独

自の実践の理論を構想する一つの応用科学」として

の「フィールドの学としての日本語教育実践研究」

を提唱する。 

ここで，石黒は，実践研究における「問題」や

「実践」等実践研究そのものを，関係論的視座から

捉え直す必要性を訴える。そして，「実践の中にあ

る自らの理論を探究する研究者」としての教育実践

者が，「多様な要因が複雑に絡み合う動的な活動シ

ステム」の「全体性」，「文脈性」，「歴史性」を考慮

しつつ，「仮説を立て，状況をかえるために努力す

る仮説形成‐実行」を繰り返し，「デザイン‐再デ

ザインの連続した軌跡を描き」，日本語教育の

フィールドから独自の理論を打ち立てていく日本語

教育実践研究のあり方を描き出している。 

しかしながら，これらは，いずれも実践研究の

「思想」であり，「考え方」であると言える。従っ

て，日本語教育実践研究を具体的にどう捉え，どう

構築し，具体的にどう展開していくかは，私たち

個々の実践研究者の課題となる。 

2．2．私にとっての実践研究 

それでは，私にとって，実践研究とはどのような

ものであるかを考えると，まず，私にとっての「実

践」とは，様々な人や物や概念等の人工物（コー

ル, 2002, p. 168）に媒介され，それらと活動主体が

相互作用，相互行為を行う過程で生じる関係的，全

体的な現象，活動システムであると言える。それ

は，物理的な「場所」というよりも，むしろ，実践

に参加する人々の考えと言葉によって間主観的に作

られていく動的な「関係」，「社会」と言えるような

ものである。また，私にとっての教育実践社会と

は，実践外の社会を包み，包み込まれるものであ

り，そこでは，日常的な生活実践と同様，様々な背

景を持つ人間と移り変わる文脈の中で，言葉や意味

や考えや関係が不断に生まれる。 

そして，そこでの私（教師）の問題は，教育実践

で，教室参加者たちと共にどのような社会をどのよ

うに作っていくか，そして，そうした社会を教室参

加者たちと共に言葉を介してどのように生きていく

かということであり，さらに，その際の私の中心的

な関心は，教室参加者たちと共に，その実践社会の

中で，「自立的で協働的な」言葉（対話）を作り，

考えを作り，関係を作り，社会・文化を作っていく

こと。そして，そうした自立的で協働的な文化・社

会がまた，実践社会内外で，そうした言葉を作り，

考えを作り，関係を作り，社会を作り，文化を作

り，人間を作っていく（かもしれない）ということ

である（塩谷，2008）。 

次に，私にとっての「実践研究」とは，以上のよ

うな実践社会作りを目指し，以下のような事柄を，

自他との対話を通して繰り返し考え，実行していく

一連のプロセスである。これは，自分の教育実践を

作り（設計し），生き（参加し），視る（分析する）

視点を形成，実行，検証していく不断の営みである
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とも言える1（図 1）。 

 

1．思想・価値観の（再）構築 

自分はどんな思想や信念や価値観（言語・文

化・社会・学習・教育・学習者・教師・世

界・人間・自己観等）を持っているのか。 

2．日本語教育観・日本語教育の目的・問題意識の

（再）構築 

上記 1を背景として，自分は日本語教育で何

をなしたいのか，自分は日本語教育で何がで

きるのか。 

3．実践現場の状況把握 

自分が参加する個々の実践現場とそれを取り

巻く社会的状況（実践参加者について，使用

可能なリソース，共に実践する教員，その他

教育機関の関係教職員，教育機関の状況・目

的，さらにそれらをまた取り巻く社会等）を

どう捉えるのか。 

4．実践の目標・問題設定 

実践現場の状況と自分の日本語教育の目的と

の間で，個々の実践現場での実践の目標を具

                                                           

1  ここでは，便宜上，各項目に番号を付して端的に表し
てあるが，これらは同時／逆順にも進行するものであ
り，番号は時系列的な順番を意味しない。 

体的にどう設定するか。 

5．実践の設計 

個々の実践現場の目標のもと，実践をどう設

計（人工物の構築・配置）するか。 

6．実践への参加 

実践の目標に向け，実践において実践参加者

たちとどのように相互行為を行い（相互行為

の構築），実践をどのように作り出していくか。 

7．実践への再参加と再設計 

実践に（再）参加しながら，実践の目標達成

に向け，参加者たちとの相互行為の行い方や

教室に配置した人工物をどのように作り変

え，教室参加者たちと共に実践をどう作りか

えていくか。 

8．実践の振り返り 

授業記録・資料の確認や授業の録音データの

文字化・分析をどう行い，上記一連の考えと

行為をどう辿り，解釈し直すか（このプロセ

スもまた実践への「再参加」と言える）。ま

た，その記述や公表をどう行い，他者とどう

共有，議論するか。 

9．実践の再構想 

実践を前の／他の実践と比較検討し，次の実

践にどう（再）還元するか。 

 
図 1 実践研究のプロセス 
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ここでの実践研究は，関係論的に（活動の全体性

や文脈性，歴史性や媒介性，交渉性等に着目して）

行われる。つまり，それは，自分の問題意識と共に

／問題を解決すべく教育実践が設計・実施され，問

題を自分が（再）設計，（再）実施した実践の全体

性およびその活動の諸構成要素（人工物）との関連

性において明らかにし，そのプロセスを繰り返す中

で，問題と教育実践をより「具体的なもの」（茂

呂，2001，p. 37）へと編み直していこうとする試

みである。そして，ここにはもちろん，問題を解明

し，自分の暗黙知を自他に向けて言語化していくた

めの理論研究等も含まれる。 

さらに，この実践研究の営みは，共に実践を作る

実践参加者や共に実践を担当する日本語教師，同じ

教育機関の関係教職員やその他見知らぬ日本語教師

たちや研究者たち（理論研究を行う際に出会う研究

者たち）と共に，一つの教育実践の時空を越えて行

われる絶え間ない対話過程であると言える（図

2）。 

そこでは，自分の教育実践をめぐり，自分の言

語・文化・社会観や，教室・教育・教師観，学習・

学習者観や人間・世界観等が問い直され，それに

よって，自分の教育実践やそのまわりの社会，ま

た，自分自身が見直され，編み直されていく。そし

て，これらは，私独自の教育実践を作り，生き，視

る視点を（再）獲得することであり，またそれは，

私の教育実践外の社会（人生）を作り，生き，視る

視点を（再）獲得することでもある。このように，

実践研究において，問題や実践や実践研究そのもの

を関係論的に捉え直すということは，自分自身を関

係論的に捉え直すということに繋がり，私にとっ

て，日本語教育実践研究は，日本語教師として，人

として「生きていくことを考える，生きる活動」と

言える。 

 

3．実践研究の捉え直し 

以上のように，私にとっての実践研究とは，活動

主体としての私（実践研究者）が，実践参加者やそ

の他の人々との言語や文化や社会についての対話を

通し，過去や現在や未来を見つめ，他者や世界や自

分自身をよりよく知り，生きることについて考える

活動であり，自分と日本語教育との関係について考

える活動である。そして，それは，同時に，活動主

体としての私（実践研究者）が教育実践やその他の

実践を生き，視る視点を構築しながら，他者と共に

言語や文化や社会を作り，それを作りかえていく活

動であり，他者との対話を介して教育実践およびそ

 
図 2 自他との対話過程としての実践研究 
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の他の実践を生きる活動である。 

一方，私にとっての日本語教育の目的とは，活動

主体としての実践参加者が，自分と日本語・日本語

学習との関係について考えつつ（なぜ自分は日本語

を勉強するのか，自分にはどんな日本語・日本語学

習が必要なのか），他の実践参加者やその他の人々

との自立的かつ協働的な対話を通し，他者や世界や

自分をよりよく知り，生きることについて考えるこ

と（自分はこれまでどのように生きてきたのか，現

在どのように生きているのか，これからどのように

生きていきたいのか）である。そして，活動主体と

しての実践参加者が，そうした自分の生きる目的や

願いの達成・実現に向けて，教育実践において他の

実践参加者と共に，ひいては，その他の実践におい

て，他者と共に具体的な言葉や関係や社会を自立的

かつ協働的に作り，作りかえ，具体的な行動が起こ

せるようになること，さらに，願わくば，教育実践

内外の社会を作り，生き，視る視点を構築しなが

ら，他者との自立的かつ協働的な対話を介して生き

ていくことができるようになることと言える。 

最後に，そのような教育実践における私（教師）

の役割とは，実践参加者たちの間に上記のような言

葉や文化や社会が浮き上がり，そうした社会を他者

と生きる具体的な経験ができるよう，教育実践社会

を作り，教育実践における対話過程（相互行為・交

渉過程）を作り，参加者に寄り添い，支援すること

となる。そして，それは，つまり，教育実践におい

て，参加者と共に生きることについて考え，参加者

と共に教育実践を生きることである。 

 

4．実践研究の可能性―日本語教師間の

対話に向けて 

このように，私にとっての実践研究とは，自分の

教育実践や実践に参加してくれた人のことを知り

（直し），教育実践を共に実践する人やそれを取り囲

む人や社会を知り（直し），自分が教育実践・日本

語教育でやりたいこと・実際にやっていること，

やってきたことを知り（直し），自分を知る（知り

直す）ことである。そして，それは，同時に，自分

の教育実践を自他に対して言語化すること，自分

（と他者）の教育実践について他者と対話するこ

と，自分（他者）が行っている教育実践を他者（実

践参加者・日本語教師・その他関係教職員・まだ見

ぬ仲間たち）と共有できるようになることであり，

教育実践を他者と共に自立的かつ協働的に作り出

し，社会を作り出すことでもある。私にとっての実

践研究は，他者との対話の道・他者との社会作りの

道をひらいてくれるものでもある。 

以上は，あくまでも私の実践研究の考え方，あり

方である。しかし，日本語教育実践者が，それぞれ

の独自で貴重な経験を背景とし，自立的かつ協働的

に，自由にしかし責任を持って実践研究を展開して

いくなら，より豊かな教室社会，日本語教育の世界

がひらけるのではないかと願い，考え，日々実践研

究を行っている2。 
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Abstract 

Practical research is for me, a day-to-day activity of thinking about educational practices and the 

participants; thinking about Japanese language learning, education, and teachers; thinking about 

language, culture, and society; and furthermore, thinking about people, the world, myself, and 

life, through an analysis of my own classroom activities as a practical researcher and as a 

person, and through a dialogue with others. At the same time, it is an activity for living through 

educational practices and other day-to-day practices; for creating society, culture and language; 

and for creating oneself and for changing one’s life as a practical researcher and as a person, 

together with others through language.  

 Also at the same time, by verbalizing educational practice for oneself and others and by 

having a dialogue with others about one’s own (and others’) educational practices, we become 

able to share the educational practices being performed by ourselves (and by others), and 

educational practices are created independently and cooperatively with others. For me, 

practical study opens up a path to holding a dialogue with others and to creating a society with 

others. 

 If Japanese language education practitioners, against the backdrop of each of their 

independent and valuable experiences, think about what kind of Japanese language education 

they personally want to provide and develop practical research independently and cooperatively 

and freely but with responsibility, I believe it will not only create a richer classroom society, but 

will also open up the world of Japanese language education. 
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