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「チューター史」を振り返り語り合う実践研究の意義 

学び合う実践共同体構築に向けて 

 

 太田 裕子*  可児 愛美 久本 峻平 

 （早稲田大学） （早稲田大学） （早稲田大学） 

 

概要 

本研究の目的は，チュータリング実践を省察し他者と共有する実践研究の意義を考察する

ことである。筆者らは，ライティング・センターのチューターとしての個人史（以下，

「チューター史」）を省察し共有する実践研究を行った。本稿では，実践研究がチューター

個人，およびライティング・センターという実践共同体にとってどのような意義があるか

を考察した。その結果，「チューター史」を省察し共有する実践研究は，チューター個人

にとって，自分の実践知を省察し，拡充し，実践共同体のより熟達した成員としてのアイ

デンティティを形成し，実践を捉える視野を広げる手段として，意義があった。また，実

践共同体にとって実践研究は，チューターの実践知を蓄積し継承し，実践共同体としての

実践を発展させ，学び合う関係を構築し，チューターの学びに影響を与える実践共同体の

制度や環境を省察する手段として，意義があった。このことから，実践研究は，学び合う

実践共同体を構築する方法として有効であることが示唆された。 
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ることである。そのために，本研究では，チュータ

リング実践を省察し他者と共有する実践研究を実施

し，その意義を考察する。筆者らは，共に早稲田大

学ライティング・センターで，文章作成支援という

教育実践に関わる実践者である。可児と久本は

チューターとして，直接書き手の文章作成を支援す

る。太田はスタッフとして，運営，チューターの採
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用，育成，研修を通して教育実践に携わる。卒業を

間近に控えた可児は，自身の成長の軌跡を振り返り

「チューターのスタイル」を明らかにすることに関

心があった。新人研修中の久本は，自身の成長の過

程を振り返ることによって，新人研修で使用される

ワークシートの改善点を見出すことに関心があっ

た。太田は，チューターの成長の過程を理解するこ

とによって，一人ひとりのチューターの成長を支援

する方法や環境を探究することに関心があった。こ

のように異なる立場と関心を持った 3名は，チュー

ターの成長というテーマのもとに集まり，チュー

ターとしての個人史（以下，「チューター史」）を省

察し共有する実践研究を行った。本稿では，実践研

究の過程を報告し，実践研究がチューター個人，お

よびライティング・センターという実践共同体に

とってどのような意義があるかを考察する。 

 

1．研究背景―ライティング・センター

における実践 

ライティング・センターは文章作成に関する指導

を行う支援機関である。指導の場は「セッション」

と呼ばれ，チューターと書き手が協働し文章を検討

する。セッションの目標は，書き手が自分の文章に

ついて思考を深め，自分で文章を作成できるように

支援すること，すなわち「『自立した書き手』の育

成」（太田，佐渡島，2013a，p. 238）である。その

ために，書き手の意図を尊重することが重要とな

る。このようなセッションでは，書き手の主体的な

参加が不可欠である。 

池田（2007）は協働の重要な要素として，「対

等」「対話」「創造」「協働のプロセス」「互恵性」と

いう五つを挙げているが，セッションはこれら五つ

の要素を併せ持つ。書き手とチューターは「対等」

な立場で「対話」し，書き手の考えをよりよく表現

するための文章を共に「創造」する。チューターは

一読者として，書き手と異なる視点から文章を読

む。また，チューターは文章作成に関する知識と経

験を持つ。一方，文章の条件についての情報や，文

章の目的，読者，内容についての考え，特定の表現

を選んだ意図等は，書き手にしか分からない。書き

手とチューターは，異なる視点や知識，情報を持ち

寄り補い合う，「対等」な関係なのである。チュー

ターと書き手は，「対話」を通してセッションの目

標を設定し，互いの視点を出し合いながら文章を検

討する。そして，「対話」を重ねる「協働のプロセ

ス」を通して，「参加者が協働に参加する以前には

もち得なかった新たな成果」（池田，2007，p. 6）

が「創造」されるのである。このようなセッション

は，書き手とチューター双方にとって意義深い学び

の場である。書き手は，セッションを通して自分の

文章をよりよくし，今後の文章作成に活かす視点を

得る。チューターは，セッションを通して，文章作

成やコミュニケーション，文章指導についての学び

を深め，専門外のテーマについての知識を得る。つ

まり，セッションは「互恵性」を持つのである。こ

のように，ライティング・センターにおけるセッ

ションは，書き手とチューターの協働の場なのであ

る。 

協働は，日本語教育をはじめ外国語教育，教育全

般において重視され，実践されてきている。ライ

ティング・センターにおけるセッションは，協働を

重視する言語教育実践の一つといえる。しかし，

セッションは次の点で教室授業での言語教育実践と

異なる。セッションでは，初対面の書き手と，初見

の文章を検討するという点である。チューターは

セッションの内容を事前に計画することも，書き手

の成長を長期的に支援することもできない。チュー

ターは，一回限りの 45 分間のセッションの中で，

初対面の書き手のニーズをつかみ，関係を構築しな

ければならない。また，初見の文章の問題や修正の

方向性を短時間で判断した上で，書き手と相談しな

がらセッションの目標を決める。そして，書き手の
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反応を見ながら，対話し，書き手に合わせた働きか

けを行うのである。このようにチューターは，不確

定で不断に変化する相互作用のただ中で，セッショ

ン全体の構成，書き手の反応，自身の発話や表情

等，多岐にわたる要素を同時に意識し，行動しなけ

ればならない。つまり，チューターには即興的判断

と対応が求められるのである。舘岡（2010）は，

日本語教師の実践を，「あらかじめのデザインがあ

りつつも，学習者と『いっしょに創る』即興の連

続」（p. 21）と述べるが，「あらかじめのデザイ

ン」をできないライティング・センターでは，日本

語教師以上に書き手と「『いっしょに創る』即興」

がチューターに求められるのである。 

 

2．問題の所在と研究目的 

上述のようなセッションを有意義な学びの場にす

るためには，一人ひとりのチューターが継続的に学

び，成長する必要がある。学生がチューターを務め

る場合，必然的にメンバーの交代が起こる。毎学

期，ベテラン・チューターが卒業し，新人チュー

ターが加わるのである。ライティング・センター全

体の実践の質を高く維持するために，チューター，

特に新人の学びと成長を支援することは非常に重要

な課題である。 

では，どのような学びと成長を支援すればよいの

だろうか。チューターの成長は，「既存の技術や理

論の合理的な適用への習熟を熟達とみなす，これま

での狭義の熟達概念」（佐藤，岩川，秋田，1990，

p. 196）では捉えられない。異なる書き手，異なる

文章，異なる状況に，即興的に対処するセッション

には，既存の技術や理論をそのまま適用できないか

らである。むしろ，刻々と変化するセッションの状

況を把握し，状況に合わせて柔軟に行動できること

が，チューターの成長といえる。これは，「自分の

実践の中で（in），自分の実践について（on）省察

する」（ショーン，1983/2007，p. 64）省察的実践者

としての成長である。 

省察的実践者として成長するためには，実践の中

で自身の実践とその背後にある実践知1を省察2し，

その実践知をより豊かにしていく学びが重要であ

る。この学びは個人内に限定されない。自身の実践

と実践知をより深く省察するためには，省察の結果

意識化された実践知を他のチューターと共有し吟味

するという，他者との学び合いが不可欠である。な

ぜなら，他のチューターの多様な実践知を知ること

で，自分自身の実践知を意識化し，新たな視点を得

られるからである。また，先輩の実践知が後輩に共

有されることによって，ライティング・センターに

おける実践知を，世代を超えて継承することが可能

になるからである。したがって，チューターの学び

と成長において，実践知の省察と共有が重要といえ

る。 

ライティング・センターのチューターは，実践経

験を通して多様で豊かな実践知を形成する。PAC

分析を用いてチューターの意識を検討した先行研究

                                                           

1  ここでいう実践知は，実践を通じて形成された，実践
に関する「熟考的」，「事例」的，「総合的」，「経験
的」，「個性的」（佐藤，岩川，秋田，1990，p. 196）知
識や信念やイメージの総体を指す。ライティング・セ
ンターにおける実践知は，文章作成，書き手，セッ
ションの構成，コミュニケーション，関係構築等の，
セッションに関する知識や信念やイメージである。 

2  本稿では，「省察」と「振り返り」という語を併用す
る。「省察」は，行為や信念や状況等に対して批判的
に考察する行為，および考察された内容の意味で用い
る。過去の経験を省みることに重点を置く場合には
「振り返り」を用いる。過去の経験を批判的に振り返
ることを強調する場合には「批判的」という修飾語を
補う。ただし，先行研究や語りを引用し，それについ
て論じる場合は，引用元の表現に合わせる。 
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では，経験年数，担当するセッションカテゴリー3，

第二言語話者と関わる経験の多寡，自身の母語等，

経験の差異を反映して，チューターの意識が多様で

あることが明らかにされている（太田，佐渡島，

2013a；太田，佐渡島，2013b；太田， 2013）。

チューターの多様で豊かな実践知は，共有，蓄積さ

れるべき貴重な資源である。しかし，本研究の

フィールドである早稲田大学ライティング・セン

ターでは，特定のトピックについて各自の工夫を話

したり，互いの実践を見合ったりする活動は頻繁に

行われていたが，自分の実践知の全容を省察し共有

する研修は行われていなかった。そのため，各

チューターの実践知がチューター間で広く共有され

ることはなかった。それゆえ，熟達したベテラン・

チューターがライティング・センターを去ると，そ

の実践知の全容は後輩に継承されないまま消失して

きたのである。このような現状認識から，チュー

ターの多様な実践知を蓄積，継承し，発展させるラ

イティング・センターづくりが課題であると考え

た。いわば，学び合う実践共同体構築が課題なので

ある。そのためにはまず，チューター一人ひとりが

自分の実践知を省察し，他者と共有するための効果

的な方法を明らかにする必要がある。 

そこで筆者らは，自身の実践知に対する省察とそ

の共有を中心に据えた実践研究を実施し，その意義

を検討した。本実践研究では，可児と久本が，

チューターとしての自身の学びと成長の過程を振り

返り「チューター史」を作成した。その後，太田が

司会を務める「ラウンドテーブル」（三輪，2010）
                                                           

3  研究が行われた 2012 年現在，次の四つのセッション
カテゴリーがあった。①英語文章を英語で検討する，
②英語文章を日本語で検討する，③日本語文章を日本
語で検討する，④日本語文章を日本語教育専門の
チューターと日本語で検討する，である。2014 年現
在，⑤日本語文章を英語で検討する，を加えた五つの
カテゴリーがある。ライティング・センター利用者は
これらのカテゴリーの中から希望するものを選ぶこと
ができる。 

で，可児と久本の「チューター史」を聴き，質問や

コメントをし合った。そして，「チューター史」作

成，および「ラウンドテーブル」における省察と共

有の意義を，ライティング・センターにおけるミー

ティング，およびシンポジウムで発表した。さら

に，筆者ら 3名は，「チューター史」作成，「ラウン

ドテーブル」での共有，研究発表という一連の実践

研究の過程を通した学びと成長を話し合った。 

本稿では，チューター個人および実践共同体とし

てのライティング・センターにとっての，本実践研

究の意義を考察する。具体的には，次の研究課題に

答えることを目的とする。 

1． 「チューター史」を省察し他者と語り合う実

践研究には，省察的実践者としてのチュー

ターの学びと成長を支援する上で，どのよう

な意義があるか。 

2． 「チューター史」を省察し他者と語り合う実

践研究には，チューターの実践知を蓄積，継

承し，発展させる実践共同体を構築する上

で，どのような意義があるか。 

これらの研究課題に答えることによって，チュー

ター同士が学び合う実践共同体を構築するための示

唆を得ることを目指す。 

 

3．学び合う実践共同体の構築を捉える視座 

本実践研究は，学び合う実践共同体の構築を志向

した試みである。本章では，まず「学び（学習）」

と「実践共同体」を捉える理論的枠組みを論じる。

次に，学びを深める方略としての実践研究の特徴

と，本研究で用いる方法を論じる。 

 

3．1．「実践共同体」とは何か 

本研究では，学び合う実践共同体構築を考える理

論的枠組みとして，Wenger（1998）の「実践共同

体」の概念を援用する。 
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Wenger（1998）は学習の過程を社会的な参加と

捉える。ここでいう参加とは，「共同体における実

践への主体的な参加者となり，共同体との関係にお

いてアイデンティティを構築する過程」（p. 4，以

下，訳はすべて筆者）を指す。この参加の過程にお

いて，意味が獲得される（レイヴ，ウェンガー，

1991/1993）。このような学習の過程では，「意

味」「実践」「共同体」「アイデンティティ」とい

う四つの要素が深く相互に関連し合っている（p. 

5）。これら四要素を統合する概念的枠組みを，

Wengerは「実践共同体（community of practice）」

と呼ぶ（p. 5）。 

「意味」は，学習によって作られる成果物であ

る。過去に作られた意味と交渉し，新しい意味を生

み出す絶え間ない「意味の交渉」の過程の中で「意

味」は作られる。この「意味の交渉」の過程は，

「参加」と「具象化」という過程を含む。「参加」

は，共同体における実践に参加する経験を指す。ラ

イティング・センターにおいては，チューターとし

てセッションを行うことや，ミーティングに参加す

ることである。「具象化」は，この経験に形を与え

る過程と生成物を指す。ライティング・センターで

は，新人研修のワークシート，理念や実践の方針を

説明した資料，審査の観点をリストアップしたシー

ト等が挙げられる。これらを使用して実践を行い，

その意味を絶えず「交渉」することによってチュー

ターの実践知が作られていく。 

「共同体」としてのまとまりを生み出す「実践」

の側面として，Wenger（1998）は，「相互の関わ

り合い」，「共同の企て」，「共有されたレパート

リー」の三つを挙げる（p. 73）。人々が共同体の

成員として「相互に関わり合い」，「共同の企て」

を遂行することによって，「共有レパートリー」が

発達する。「共有レパートリー」は，「共同体が存

在するために生み出し採用し，その実践の一部に

なっているルーティン，言葉，道具，物事を行うや

り方，物語，ジェスチャー，記号，ジャンル，行

動，概念等を含む」（p. 83）。共有レパートリー

は本質的に多義的である。それゆえ，その意味が問

い直され，新しい意味が生み出される可能性を持っ

ている。（p. 83）ライティング・センターでは，

自立した書き手の育成という「共同の企て」を遂行

するために，チューターとスタッフが「相互に関わ

り合い」，意見を交換しながら「共同体」を形成し

ている。「共有レパートリー」には，チュータリン

グの理念や方針，セッションの流れに関するルー

ティン，採用・研修・審査の流れ，繰り返し語られ

る実践に関する工夫やノウハウ等が含まれる。 

このような実践共同体への参加を通して「アイデ

ンティティ」が構築される。アイデンティティは，

次の五つの性質から説明される（Wenger, 1998, p. 

149）。第一に，アイデンティティは，実践とその

意味づけによって説明される。ライティング・セン

ターでいえば，チューターとしての実践を経験し，

その経験の意味を説明することによって，アイデン

ティティが説明されるのである。第二に，アイデン

ティティは，共同体における成員性の度合，換言す

れば，共同体における実践を行う能力によって説明

される。新人チューター，ベテラン・チューターと

いったアイデンティティはその一例である。第三

に，アイデンティティは学習の軌跡として，つま

り，過去と未来の自分を現在の自分と関連づけるこ

とによって，説明される。過去にはできなかったこ

とができる自分，先輩チューターという目標に向

かって努力している自分，といった例が挙げられ

る。第四に，アイデンティティは，複数の成員性の

結びつきとして説明される。ライティング・セン

ターのチューターは，チューターであると同時に，

自分の専門分野における大学院生，他のアルバイト

先での成員等，複数の成員性を持っている。こうし

た複数の成員性をどう関連づけるかが，一人ひとり

のチューターを特徴づける。第五に，アイデンティ
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ティは，ローカルとグローバルの関係として説明さ

れる。チューターは，ライティング・センターとい

うローカルな共同体の一員であると同時に，高等教

育機関や言語教育実践者集団というより大きな共同

体の一員である。 

実践共同体の概念は，個人と共同体の相互関係に

注目する。実践共同体における学習の意味は，個人

にとっては「共同体における実践に関与し貢献する

ことに関わる問題」であるが，共同体にとっては

「その実践を精錬し，新しい世代の成員を確保する

ことに関わる問題」である（p. 8）。これは，実践

共同体への新参者の参加が新参者の側の学びになる

だけでなく，実践共同体にとっても重要であること

を示している。新参者が参加することによって実践

共同体とその実践が再生産されるだけでなく，新参

者の参加によって起こる「世代間の出会いは，新参

者にも共同体にも役立つ省察の過程を生み出す」

（p.249）からである。この省察は，実践共同体にお

ける実践を精錬し，発展させる契機となる。 

以上のような Wenger（1998）の実践共同体の概

念は，チューター同士が学び合う実践共同体の構築

を目指す本研究にとって重要な理論的枠組みであ

る。 

 

3．2．「実践共同体」における学びを促す要素 

では，実践共同体における学びはどのような環境

で促されるだろうか。レイヴ，ウェンガー

（1991/1993）は新参者が実践共同体に参加し十全的

参加者になっていく過程を「正統的周辺参加」と呼

び，「正統的周辺参加への鍵は，実践共同体と，そ

の成員性に伴うすべてに対する新参者のアクセスに

ある」（p. 83）と指摘する。 

実践共同体の十全的成員となるために新参者に保

障されるべきアクセスは幅広い。第一に，「広範囲

の進行中の活動，古参者たち，さらに共同体の他の

成員」（レイヴ，ウェンガー，1991/1993，p. 83）

へのアクセスである。これは，先輩の実践を観察

し，他の成員と交流する機会である。熟練した古参

者は「実践共同体で最十全的に実践を具体化」（p. 

67）している人々である。古参者とその実践にア

クセスすることによって，新参者は自身が到達すべ

き「熟練のアイデンティティ」を具体的にイメージ

できる（p. 67）。 

第二に，「情報，資源，参加の機会へのアクセ

ス」（レイヴ，ウェンガー，1991/1993，p. 84）も

保障されるべき対象である。「情報，資源」は，実

践共同体の実践を「具象化」した「共有レパート

リー」である。「参加の機会」は，共同体での実践

に自らも従事し経験する機会である。実践に参加し

「共有レパートリー」を使用する経験を通して，新

参者は実践についての意味を交渉し，より十全的な

参加者として能力を高めることができる。また，実

践に参加することによって，新参者は実践について

学ぶだけでなく，実践共同体の営みに貢献すること

ができるのである。 

このように，「実践共同体と，その成員性に伴う

すべてに対する新参者のアクセス」を保障すること

は，実践共同体の営みそのものへの参加を新参者に

保障することといえる。 

 

3．3．実践共同体における学び合いをどう深めるか 

実践共同体および正統的周辺参加の概念は，実践

に埋め込まれた学びを捉える理論的枠組みとして示

唆に富む。しかし，実践共同体に参加する成員が，

学ばれる内容やその過程について意識的であるとは

限らない。ライティング・センターのチューターが

省察的実践者として成長するためには，学びの内容

や過程に意識的になる必要がある。本研究は，実践

者が実践についての学びを意識的に行う方法とし

て，実践研究を捉える。本節では，まず実践研究と

は何か，またどのような特徴を持つかを，先行研究

を踏まえ論じる。ライティング・センターの実践は
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協働を重視した言語教育実践であるため，言語教育

分野での先行研究を中心に検討する。次に，本実践

研究で実施した省察と共有を促す具体的な方法を論

じる。 

3．3．1．実践共同体における学び合いとしての実

践研究 

細川英雄は実践研究を次のように定義する。「『実

践研究』とは，たえず自分の教室を振り返り，その

意味を考えては新しい試みをめざし，その試みの過

程で，常に自分のアイデアを他者とのインターアク

ションのふるいにかけ，よりよいものにしていくと

いう実験的かつ試行的な自己表現行為である」

（2012a，p. 167）。そして，「実践研究は，その振り

返りのサイクル過程において，それぞれの実践の理

念を問い，自らの実践に対して『なぜ』という批判

的な目を持つことを要求する」（細川，2012c，pp. 

184-185）とし，「自分にとっての自明の教育観・人

間形成観を批判的に問い直すときに生まれる，教育

課題意識と深く関わる研究」（細川，2012c，p. 

196）であることを指摘する。つまり，実践研究と

は，自身の実践とその前提となる枠組みを批判的に

振り返り実践をよりよくしていく，絶えざる「意味

の交渉」の営みといえる。 

言語教育以外の領域でも，実践の前提となる自明

の，あるいは無意識の枠組みを批判的に振り返り，

問い直すことの重要性が指摘されてきた。ショーン

（1983/2007）は，実践に関する「問題と役割に枠組

みを与える一定の方法」を「フレーム」と呼ぶ（p. 

327）。細川太輔（2010）は，「フレーム」の概念を

援用し，「教師の児童観・教師観・教育観といった

教育的な知識だけでなく，教師が今まで生きてきた

人生観・生活観などによって構成されている」フ

レームを明らかにし，相対化することが，「フレー

ムの変容のきっかけになる」と指摘する（pp. 35-

36）。クラントンは「批判的なふり返り」の方策と

して，「実践に関する前提を明確に述べる」，「前提

がどこから来てその結果はどうなるであろうかを理

解する」，「前提を批判的に問い直す」，「信じている

こととは別のものを想像する」（1996/2004，p. 

166）というプロセスを提案する。 

自身の実践の前提となる自明の，あるいは無意識

の枠組みを批判的に振り返り問い直す上で，他者と

の協働が重要である。松木（2009）は，教師の知

識／技能の大半は「実践にかかわって語り傾聴する

関係の中で培われることができる」，「謂わば『物語

知』」であり，だからこそ「教師は同僚がいてはじ

めて専門性を磨くことができる」と指摘する（p. 

37）。細川太輔（2010）は，教師が「自分のライフ

ストーリーと結びついたフレームを語り合う」（p. 

36），「協働的アクション・リサーチ」を提唱す

る。これにより「対等な学び合いが生まれ，お互い

のフレームを明確化し，相対化できるようになる」

（p. 36）と述べる。 

このような実践研究は，実践をよりよくするだけ

でなく，教師の学びにつながる。細川（2012a）は，

「重要なことは，調査や分析そのものではなく，そ

の作業を通じて教師自身の描く教室がどのように変

容するかという自己評価的内省なのである。だから

こそ，調査の結果よりも，そうしたデータの観察・

分析・解釈が教室実践者自身に何をもたらすかがき

わめて重要なのである」（pp. 165-166）と指摘す

る。同様に，舘岡（2010）は，実践研究のプロセ

スは，「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」であり，それはまた，「教師の成

長のプロセスでもある」と指摘する（p. 2）。実践

研究という学びの過程は教師のアイデンティティを

構築する過程なのである。 

さらに，実践研究の過程を他者に向けて公開する

ことも，実践研究の過程に含まれる。細川
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（2012b）は，「実践研究は，自らの教育活動を設計

し・実施・評価する活動であり，同時に，そのプロ

セスそのものを他者に向けて公開するという行為で

ある」（p. 174）と指摘する。ここでいう「他者」

は，論文等の学術的な媒体を通した不特定多数の他

者とは限らない。むしろ，教師が所属する組織の他

者に，実践研究を公開することが重要である。細川

（2012c）は，「実践研究によって培われた教室の思

想を組織全体に広げることで，その思想は，多くの

仲間と共有することができるようになる。教育機関

全体がこのような思想に裏づけられなければ，カリ

キュラム全体の中で，こうした思想は生きてこな

い。カリキュラムとしてこの思想が反映できるかど

うかは，関係スタッフの議論によって成立する。」

（p. 193）と述べる。つまり，実践研究を通して構

築された教師の思想は，組織の仲間と共有し，議論

することによって，組織全体に広げることが可能に

なるのである。これは，実践共同体の成員個人が実

践研究を通して交渉し形成した実践の意味を，共同

体全体に広げる過程である。まず，個人が形成した

意味を語りや文章，教材等の形に具象化し，他の成

員に対して公開する。それに対して共同体の他の成

員との議論を通して意味の交渉が行われ，共同体全

体の共有レパートリーとして受容，改変，あるいは

棄却される。受容あるいは改変された意味は，カリ

キュラム等の形に具象化され，共同体で共有され利

用される資源として，実践に影響を与えていくので

ある。つまり，実践研究は，実践共同体の成員が互

いに学び合い，教育実践に関する共有レパートリー

を協働的に作り上げ，共同体全体としての実践を精

錬していくための重要な過程といえる。この意味に

おいて，実践研究は学び合う実践共同体の構築につ

ながると考えられる。 

ただし，実践研究が効果的に行われるためには，

実践共同体におけるアクセスが保障されている必要

がある。牛窪（2013）は，日本語学校をフィール

ドとする自身の調査において，「教育機関内で気軽

に授業の話ができないと感じている新人教師は少な

くない」という現状を指摘する（p. 388）。牛窪が

言及する日本語学校では，他の成員へのアクセスが

制限されている。このような環境では，実践知につ

いての省察を他者と共有することは困難である。実

践研究が効果的に行われるためには，牛窪が指摘す

るように，「教育機関で同じ実践にかかわる同僚と

の間に自身の授業を位置づけ，教師としての自分や

教育ビリーフを積極的に交渉できる場」（p. 388）

をつくることが課題なのである。 

以上，実践研究に関する先行研究を検討してき

た。先行研究の議論から，実践研究は，自身の実践

をよりよくするための営みであり，次の二つの過程

を含むことが明らかになった。第一は，自身の実践

の前提となる自明の，あるいは無意識の枠組みを批

判的に振り返り，問い直す過程である。第二は，他

者，特に同僚と語り合い，傾聴しあい，共に学び合

う過程である。このような過程を経て行われる実践

研究は，実践をよりよくするだけでなく，実践者の

学びや成長につながると考えられる。さらに，実践

研究の過程を他者，特に組織の同僚と共有し，議論

することで，よりよい実践を協働的に作り上げる関

係が構築される。つまり，学び合う実践共同体が構

築されることが期待される。本研究では，このよう

な営みを実践研究と捉える。 

3．3．2．自身の実践を長期的に振り返り，共有す

る方法 

自身の実践を批判的に振り返り，他者と共有する

方法は無数にある。互いの実践を観察し合い，実践

の前提となる枠組みを問うたり，助言し合ったりす

ることもできる。実践記録を読み合い，互いの枠組

みを振り返ることもできるだろう。しかし，個々の

実践を検討する場合，省察の対象は限定され，実践

者の成長や，実践の前提となる枠組みとその源を振

り返るのは難しい。松木（2009）は，「1 回の授業
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を看て議論するときには，その時間内に起きたエピ

ソード，子どもと教師のやりとり，教材内容などが

省察の対象になる。子どもや教師の成長発達を省察

したければ，長いスパンの実践を真名板
 ママ

にのせねば

なるまい。」（p. 37）と指摘する。そこで，本項で

は，自身の実践とその変容を長期的に振り返り，共

有する方法を検討する。 

三輪（2010）は，自身の実践を長期的に振り返

り共有する方法として，「ラウンドテーブル」を提

唱する。「ラウンドテーブルは，6 人程度のメン

バーがグループをつくる語り手が，自らの実践を

〈省察〉しながら〈物語り〉，聴き手が報告者の語り

を，その文脈に沿いながら〈聴き〉，意見交換をし

あう学習方法」で，「物語ること，聴くこと，意見

交換をすること」が「セット」となっている（p. 

45）。 

語り手にとってのラウンドテーブルの意味は，

「〈ロングスパン〉の実践を物語ることで，自らの実

践を〈省察する（振り返る）〉機会となり，多忙の

中で気づかなかった，自らのアイデンティティーを

構成する〈実践知・暗黙知〉に意識的になって言葉

に出していくこと」（三輪，2010，p. 46）である。

〈ロングスパン〉で語る理由は，「語り手のアイデン

ティティーに連なる価値観，実践知・暗黙知が表面

に出てくる必要があり，そのためには，実践をめ

ぐって一定の時間の長さと幅が必要」（p.47）だか

らである。どのくらいの長さを〈ロングスパン〉と

捉えるかは，「語り手の実践知・暗黙知がどのよう

な過程の中で生まれ，育っていったのかを語り手本

人が確認できるだけの時間の長さ」（三輪，2010，

p. 47）である。 

ラウンドテーブルにおいては，聴き手も重要な役

割を果たす。聴き手には，「語り手が実践知や暗黙

知を表現し，明確にできるようになるような，物語

の文脈に沿って聴く姿勢」（三輪，2010，p. 47）が

求められる。自身の実践知・暗黙知を言語化して表

現するという営みは，普段意識的に行うことが少な

いため，語り手がうまく表現できない場合がある。

そのような場合にも，語り手を「共感をもって励ま

し」，「語り手が，自らの実践知・暗黙知を秘技のま

まにせずに意識化し，言葉に出していくプロセスを

じゃませず，温かく見守っていく」姿勢が大切なの

である（p. 48）。そのために，聴き手は，「語り手

が自らの実践知・暗黙知に気づいていけるような

〈問いかけ〉」（p. 49）を行うのである。 

三輪の提唱するラウンドテーブルは，参加者が自

身の実践を振り返る過程で，価値観，実践知，暗黙

知といった実践の前提となる枠組みを意識化するこ

とをねらう。いわば実践者のための学びの方法であ

る。この方法は，前節で述べた実践研究の二つの過

程，つまり，批判的な振り返りと他者との協働を含

んでおり，実践研究の有効な方法といえる。 

実践者が自身の実践の前提となる枠組みに気づ

き，その源を知る上で，ライフストーリーの有効性

が指摘されている。高井良（1996）は，「ライフス

トーリーは自己形成史を語る営みであるとともに，

語る営み自体がアイデンティティを模索する対話的

実践」であるために，「教師がライフストーリーを

編み直していく過程」が，「教師のものの見方の変

容」につながる可能性を持っていると指摘する

（pp. 71-72）。飯野（2010）は，日本語教師による日

本語教師へのライフストーリー・インタビューの場

において，「聞き手が語り手の過去の経験と経験を

関連づける質問をすることによって，語り手の中で

つながっていなかった経験同士を新たに関連づけ，

語り手も聞き手も予想していなかった経験の新たな

意味づけを生み出」（p. 32）すと指摘する。そし

て，この「経験の新たな意味づけは，認識の変容の

みならず，その後の実践の変容，さらに課題の生成

の可能性にもつながる」と主張する（p. 32）。飯野

（2010）は，「研究全体としては，語り手である

個々の日本語教師の成長過程の把握」（p. 32）を目
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的としており，ライフストーリー・インタビューに

よる認識や実践の変容は副次的な効果と位置づけ

る。一方，細川太輔（2010，2012）は，教師のフ

レームを明確にすることを主目的として，ライフス

トーリーを用いる。細川（2010）は，「教師が自分

の実践を振り返る際に，自らのライフストーリーと

結びつけることで，自らが意識的に，あるいは無意

識的に行動の基準としていたフレームを明らかにす

ることができる」（p. 35）と指摘する。 

以上から，実践者が実践とその変容をロングスパ

ンで振り返るライフストーリーを互いに語り合い，

聴き合うラウンドテーブルは，自身の実践の前提と

なる枠組みを他者と協働で省察し，明確化するため

の方法として有効であると考えられる。そこで本研

究では，チューターを始めてから現在までのライフ

ストーリーを互いに語り合い，聴き合い，意見交換

をするラウンドテーブルを，実践研究における批判

的振り返りと他者との協働の過程として実施した。 

 

4．研究方法 

4．1．研究のフィールド―早稲田大学ライティ

ング・センター 

4．1．1．組織概要 

早稲田大学ライティング・センターは，2004 年

に国際教養学部の一機関として設立された。運営主

体が早稲田大学に移行した 2008 年以降は，全学の

学部生，大学院生，教員が利用できる。2014 年現

在，早稲田キャンパスのほかに，西早稲田キャンパ

ス（理工系），所沢キャンパス，TWIns キャンパス

（生命医科学系）に分室を持つ。2013 年度は年間合

計 3742 セッションを行った。書き手は自らの意志

で，必要に応じていつでも何度でも利用することが

できる。早稲田大学ライティング・センターでは，

英語あるいは日本語で書かれた文章に対応してい

る。大きな特徴は，セッションにおける対話の言語

に配慮している点である。日本語文章を検討する場

合は，日本語で対話するセッション 2種類（日本語

母語話者対象，および日本語学習者対象）と，英語

で対話するセッション（日本語学習者対象）の，3

種類から選ぶことができる。一方，英語文章を検討

する場合は，英語で対話するセッションと，日本語

で対話するセッションの 2種類から選ぶことができ

る。 

2014 年現在の構成員は，チューター22 名，ス

タッフ 11 名（教員 4 名，助手 4 名，受付 3 名）で

ある。チューターは主に大学院生が務める。全学の

研究科から募集し，書類審査と面接審査を経て採用

が決定する。書類審査では，アカデミック・ライ

ティングの授業を履修した経験があるか，高度な文

章作成力を持っているかを審査し，面接審査では，

コミュニケーション力，文章診断力等を審査する。

チューターの母語は，日本語のほか，中国語，韓国

語，ポルトガル語，オランダ語，タガログ語，チェ

コ語，英語等，多様である。また，専門分野も，日

本語教育学，教育学，言語学，政治学，経済学，生

命科学，数理生物学，国際関係学，文学，応用言語

学等，多岐にわたる。教師経験を持つチューターも

いるが，大半のチューターは教師経験を持たない。 

4．1．2．研修 

早稲田大学ライティング・センターでは，以下の

研修を行っている。 

（1）新人研修 

採用されたばかりの新人チューターを対象とした

研修である。まず，2 時間ほどの座学で，本セン

ターの理念や特徴，職務規定を学ぶ。その後は，

10 セッション分の実地研修を行う。実地研修期間

中は，先輩チューターと一緒にブースに入る。第 1

回は録音されたベテラン・チューターのセッション

を聴いて学び，第 2 回から第 5 回までは，決めら

れたテーマに沿って先輩のセッションを見学し，

ワークシートに記録する。第 6 回から第 10 回は，



太田，可児，久本「『チューター史』を振り返り語り合う実践研究の意義」 

 52

実際にセッションを行い，横についている先輩

チューターからセッション後にフィードバックを受

ける。その後，自身のセッションについての振り返

りをワークシートに記入する。チューターによって

は，これらの実地研修を自主的に 10 回以上繰り返

す。 

（2）週研修（チューター・ミーティング） 

学期中，毎週チューター全員が集まり，90 分間

の研修を行う。「自立した書き手」を育てるセッ

ションを実施できるよう，様々なテーマと方法で研

修を計画し実施してきた。企画は主に教員と助手が

行ってきたが，2014 年からはシニア・チューター

と呼ばれるベテランが企画を行い，チューターが持

ち回りで司会を担当するようになった。 

研修テーマには，例えば次のようなものがある。

「セッションの始め方」，「目的を書き手と設定す

る」，「意図的に質問をする」，「作業を取り入れ

る」，「専門性が高い文章を扱うセッション」，「書き

手のサインを読み取る」，「困ったセッション」，

「アーカイブ・トレーニング」等である。毎週一つ

のテーマを取り上げ，互いの経験や工夫の共有，模

擬セッションによる実践的な練習，その振り返り等

を行っている。「アーカイブ・トレーニング」で

は，録音，文字化された自分，あるいは他者のセッ

ションを分析し，グループで振り返る。振り返りの

内容は，学期末のミーティングで発表される。この

他にも，その時々の課題やチューターの希望に応じ

て，様々なテーマや方法を取り上げ，実施してき

た。 

（3）自由研究 

2012 年秋学期，2013 年秋学期に行った試みであ

る。関心の近い者同士でグループを作り，ライティ

ング・センターにおける実践に関するテーマを自由

に設定し，調査，分析を行う。2013 年秋学期は，

実践研究の概念や方法を紹介した上で，4 週間かけ

て自由研究に取り組んだ。各グループの研究成果

は，2014 年 1 月 20 日，および 27 日のミーティン

グで発表された。本実践研究は，この自由研究の一

つとして始められた。 

4．1．3．審査 

実地研修を終えた新人チューターに対しては，次

の二つの審査を行う。 

（1）独り立ち審査 

採用されたばかりの新人チューターは，教務補助

（Teaching Assistant）の身分で雇用され新人研修を

受ける。10 回の実地研修を終えたころ，セッショ

ンを一人で担当することを目指す独り立ち審査を受

ける。審査は助手，あるいはシニア・チューターが

行う。多くのチューターは，複数回審査を受けてか

ら独り立ちする。審査のたびに，セッションの良

かった点，補強の必要な点をフィードバックされる

ので，審査そのものが有効な研修である。合格する

と，独力でセッションを行うようになる。 

（2）教育補助審査 

独り立ちしたチューターは，しばらくセッション

経験を積み，教育補助（Teaching Associate）審査

を受ける。独り立ち審査と同様，複数回挑戦する

チューターがほとんどである。複数の審査項目に

沿って，助手または教員が新人チューターのセッ

ションを見学し，その様子を他の教員と助手に伝

え，教員，助手全員で合否を審議する。どのような

書き手，文章，課題にも対応できることが合格の基

準である。 

以上，本節では，早稲田大学ライティング・セン

ターの組織概要，研修，審査の内容を報告した。本

研究を行った可児と久本も，このような研修と審査

を経験している。 

 

4．2．実践研究の参加者と実践研究の背景 

筆者らのプロフィールは以下のとおりである。 

・可児愛美…チューター歴 3 学期間（2012 年 9

月から 2014 年 3 月）。日本語文章指導（日
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本語母語話者および留学生向け）担当。専門

は日本語教育学。 

・久本峻平…チューター歴 1 学期間（2013 年 9

月から 2014 年 5 月現在）。日本語文章指導

（日本語母語話者向け）担当。専門は数理生

物学。 

・太田裕子…教員。2006 年よりライティング・

センターにおける指導と運営に携わる。日本

語文章指導（日本語母語話者および留学生向

け）担当。専門は日本語教育学。 

本実践研究は，週研修における自由研究のグルー

プ活動として行われた。太田は以前から，チュー

ターの成長に関心があったため，自由研究のテーマ

として，自身の実践や成長を振り返る実践研究を挙

げた。可児は，自分のチューターとしてのスタイル

は何かという疑問から，久本は，当時進行中であっ

た新人研修のワークシート改良を提案できないかと

いう期待から，自身の実践を振り返ることをテーマ

に選び，共に実践研究を行うこととなった。 

自由研究はチューター研修の一環であるため，

チューターの主体的な取り組みが意図されている。

そのため，実践の振り返りと共有，および研究成果

の発表は，可児と久本が中心になって行った。太田

は実践研究のデザインの提案，ラウンドテーブルで

の司会等，サポーターとして関わった。一方，本稿

の執筆に際してのデータ収集，分析，執筆は，太田

が中心となって行った。そのため，本稿は，チュー

ターの成長を支援する環境づくりという太田の関心

を軸に構成されている。可児と久本による発表内容

は本稿において重要な部分を占めているが，学び合

う実践共同体構築という視点から再解釈されてい

る。本稿の草稿を可児と久本が確認しフィードバッ

クを行うことで，可児と久本の意図が太田の再解釈

によりずれないよう注意した。 

 

4．3．研究の手続き 

本研究は次の手続きで行った。 

（1）「チューター史」の振り返り 

可児と久本が，新人チューター時代から現在まで

の，チューターとしての実践経験を振り返り，

「チューター史」を作成した。2013 年 12 月 9 日の

ミーティングで研究テーマと方法を決めた後，各自

で振り返りを行った。久本は，新人研修のワーク

シートおよび，セッションで検討した文章をもと

に，実地研修で行った各回のセッションを回想し

た。その際，ベテラン・チューターからのフィード

バックも合わせて思い返した。自分の課題と実践の

変遷を，セッションの回ごとに時系列で書き出し，

全体の流れを俯瞰的に捉えられるように振り返りを

行った。可児は，まず新人研修のワークシートを見

ながら，その時々の課題を別紙に書き出した。印象

的な書き手やベテラン・チューターから受けた指

摘，先輩に相談した時の助言等も回想した。独り立

ち後についても，その時々に注意を向けていた課題

を，学期ごとに振り返った。 

（2）ラウンドテーブルにおける共有 

2014 年 1 月 6 日に，筆者ら 3 名でラウンドテー

ブルを行い，可児，久本の「チューター史」を共有

した。一人約 30 分で「チューター史」を語り，聴

き手の二人と意見交換を行った。「チューター史」

の共有と意見交換の会話は録音し，太田が文字化し

た。 

（3）発表準備のための振り返りと協働 

2014年 1月 20日のミーティングで，他のチュー

ターに向けて発表を行った。発表準備のため，可児

と久本は再度，自分の「チューター史」を振り返っ

た。また，ラウンドテーブルを通しての気づきを，

可児と久本が話し合い，資料を作成した。ミーティ

ングでの発表を発展させ，2014 年 3 月 8 日に行わ

れたライティング・センター・シンポジウムにおい

ても，可児，久本，太田の 3 名で研究発表を行っ
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た。その準備のために，可児と久本は，互いの

チューター史の振り返り方の違いや，振り返りと共

有の意味について議論した。太田は，研究背景と目

的，チューター史の振り返りと共有の背景にある理

論的枠組み等に関する資料作成，情報共有を担当し

た。 

（4）実践研究の経験についての振り返りと意見交換 

2014年 5月 17日に，実践研究を行った経験の意

味を 3 名で振り返った。太田の司会で約 2 時間か

けて行った。振り返りの主な内容は，チューター史

を作成し，互いに共有し，その成果を発表した経験

の意味と学び，その後の実践との関係等である。振

り返りのテーマは太田が提案し，可児と久本に事前

に伝えた。そのため，可児も久本も，メモを作成し

意見交換の場に持参した。会話は録音し，太田が文

字化した。 

本研究で分析の対象とするデータは以下のとおり

である。本文中では，ⅠからⅥの記号により，引用

元のデータを特定する。 

Ⅰ－（2）のラウンドテーブルにおける「チュー

ター史」と意見交換の音声文字化資料 

Ⅱ－（4）の実践研究の経験についての振り返り

と意見交換の音声文字化資料 

Ⅲ－（3）のミーティング（学内）における発表

資料 

Ⅳ－（3）のライティング・センター・シンポジ

ウム（学外）における発表資料 

Ⅴ－（4）の場に久本が持参したメモ 

Ⅵ－（4）の場に可児が持参したメモ 

 

5．結果 

本章では，実践研究の結果とその分析を報告す

る。2．で述べた研究課題は次の二つである。 

1. 「チューター史」を省察し他者と語り合う実践

研究には，省察的実践者としてのチューター

の学びと成長を支援する上で，どのような意

義があるか。 

2. 「チューター史」を省察し他者と語り合う実践

研究には，チューターの実践知を蓄積，共有

し，発展させる実践共同体を構築する上で，

どのような意義があるか。 

1．はチューター個人にとっての，2．はライ

ティング・センターという実践共同体にとっての，

本実践研究の意義を問う課題である。これらの課題

にこたえるために，本章では 2段階に分けて実践研

究の結果とその分析を報告する。5．1．では，

「チューター史」を語り合うラウンドテーブルに焦

点を当てる。分析対象としたデータはⅠである。ラ

ウンドテーブルで語られた内容を詳細に報告した上

で，ラウンドテーブルで共有され，省察されるのは

何かを考察する。5．2．では，実践研究の過程全

体に焦点を当てる。「チューター史」を語り合うラ

ウンドテーブルの経験，およびラウンドテーブルの

意義を考察した実践研究の経験についての振り返り

を詳細に報告する。その上で，一連の実践研究の経

験を通してチューターにどのような学びが起きたか

を検討する。分析対象としたデータは主にⅡである

が，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ，Ⅵも補足的に用いる。 

 

5．1．ラウンドテーブルで語られた「チューター

史」 

本節では，可児と久本がラウンドテーブルで語っ

た「チューター史」とそれに関する意見交換の様子

を報告する。「チューター史」は，ライティング・

センターという実践共同体における，チューターと

しての学びと成長の軌跡である。そのため，可児と

久本の共同体における学びと成長を，Wenger

（1998）の「意味」「実践」「共同体」「アイデン

ティティ」に着目して解釈していく。その上で，ラ

ウンドテーブルで共有され，省察されるのは何かを

考察する。 
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5．1．1．可児の「チューター史」 

本項では，可児が語った「チューター史」とそれ

に関する久本，太田との意見交換の様子を報告す

る。ラウンドテーブルを行った 2014 年 1 月 6 日時

点において，可児のチュータリング経験は約 3学期

間であり，卒業を 2か月後に控えていた。 

（1）セッション見学と先輩からの助言を通した

実践知へのアクセスと課題への取り組み 

可児は，ライティング・センターでのチューター

を始める前に，高校生に小論文を教える実践を

2011年 10月から約 1年経験していた。そのため，

チュータリングも同じようにできるだろうという気

持ちを持って新人研修に臨んだ。しかし，初めて先

輩チューターのセッションを見学した際，書き手が

持参した文章を自分がまだ読み終わらないうちに，

先輩チューターがすでに明確な方針をもってセッ

ションを開始したことに，可児は「すごく驚いた」

という。そして，自分がセッションを実践する段階

になっても，「どうしようっていう不安がすごく大

きかった」という。このエピソードは，ライティン

グ・センターという実践共同体に参加し，熟達した

先輩チューターの実践にアクセスしたことによっ

て，アイデンティティの変容が起きたことを表して

いる。高校生への小論文指導における熟達者として

のアイデンティティから新参者としてのアイデン

ティティへの変容である。 

新参者としてセッションに不安を抱えながらも，

可児は先輩チューターからの指摘や助言を誘因とし

て，数々の気づきを得ていく。以下，先輩チュー

ターの指摘や助言には下線を，それによって形成さ

れた意味には波線を引く。 

次の語りは，初めて自分で行ったセッションに対

する先輩の指摘についてである。 

私がその時に，先輩のチューターに言われた

ことが，「質問が尋問みたい」「質問を重ねす

ぎ」。あと，「質問を聞いて受け止めない」み

たいな「聞いてはいるんだけど，相手の話を

聞いていない」みたいなことを言われて，4

それがすごく結構，今でも印象に残ってい

て。質問をした時にすぐ答えが得られない

と，「あ，違う聞き方しなきゃ」みたいにす

ごく焦ってしまって……ということがまずあ

りました。 

可児は，「質問が尋問みたい」という手厳しい表

現で，〈質問の仕方〉や質問に対する〈書き手の答

えの受け止め方〉に課題があることを，先輩チュー

ターから指摘される。しかし，先輩の指摘によって

課題を自覚するものの，自分の質問に対して書き手

が沈黙すると「すごく焦ってしま」うというよう

に，この時点では課題を乗り越える方策までは気づ

いていなかった。 

〈質問の仕方〉は，その後も可児の課題として残

るが，新人研修で先輩チューターから，様々な助言

を受けるうちに，具体的な方策や考え方に気づいて

いく。 

質問の仕方っていうのは自分の中ですごく難

しくて……。質問をする時にも，日本語学習

者の場合，難しいことじゃなくてシンプルな

センテンスで，「何々ですか」とか，「どうで

すか」とか。しかも「どうですか」だけ

じゃ，何を聞かれてるか分からないから，

はっきり主語もつけて，「この文は」とかを

言うんじゃなくて，それを読んだりとかし

て，「どうですか」っていう風に聞くってい

うこととかを言われて。だから，結構私は先

輩のチューターに言われたことで自分が気づ

いたとか，そこから変わったってことが多く

て。 

また，次のエピソードでは，先輩チューターA の

助言から，質問に答えない書き手の沈黙の意味につ
                                                           

4  先輩チューターの指摘や助言には下線を，それによっ
て形成された意味には波線を引く。以下，すべて同。 
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いて気づきを得ている。 

今でもすっごいよく覚えてるんですけど，A さ

んていうチューターが「沈黙は天使の時間だ」

「人って黙ってることにも意味があるかもしれ

ないんだ」っていうこともおっしゃって。なん

かそれを聞いてから「ああ，そうか，じゃ，別

にいいのかなあ」っていうか……。「じゃあ，

なんかもう向こうが黙ってる間は私も黙っとこ

う」みたいな意識が生まれてからは，結構そ

の，怖くなくなったっていうか，「どうしよ

う，私が悪かったのかな」みたいな意識をあま

り持たずに，質問ができるようになったと思い

ます。 

先輩チューターA の「沈黙は天使の時間だ」とい

う印象的なことばによって，可児は，書き手の沈黙

の意味を再交渉している。その結果，沈黙を怖れず

に質問し，書き手を待つことができるようになった

というように実践も変化している。 

以上のエピソードのように，可児は新人研修の枠

組みの中で，先輩の実践を観察し，先輩から助言を

受けることで，先輩の実践知にアクセスしている。

それによって，実践における自身の課題についての

意味を交渉，再交渉し，学びを得ている。一方，可

児は所定の新人研修以外にも，自分が書き手として

セッションを受ける経験5を通して，先輩の実践知

にアクセスしている。 

たしか B さんのセッションだったと思うん

ですけど。私が言ってる内容を，紙に図で描

いてくれたんですよね。まるの中に私が言っ

てることを書いて，それを半分にして，で，

「今言ってることは二つあるよね」みたいな

                                                           

5  早稲田大学ライティング・センターは，全学の学生と
教員が利用できるため，大学院生であるチューターも
書き手としてライティング・センターを利用できる。
実際，多くのチューターとスタッフが自身の投稿論文
や学位論文を検討するためにセッションを受ける。 

ことを言ってくれたりして。で，自分が書き

手としてそのセッションを受けたことで，私

はいまだに図を作ったり関係性を見せたりす

ることが苦手ではあるんですけど，その有効

性を実感できたっていうのがすごく大きく

て。そこからは自分でも，「苦手だけど

ちょっとやってみよう」っていう意識が生ま

れた……とは思います。 

先輩チューターB のセッションで図によって思考

が整理された体験から，可児はセッションで図示す

ることの意味を再交渉する。図の有効性を実感し，

自分も挑戦しようという意識を持ち始めたのであ

る。このエピソードは，可児の学びが新人研修とい

う制度に限定されないことを示している。 

（1）で検討したエピソードから，新人研修期間中

の可児にとって，先輩チューターの実践観察と助言

が，自分の課題を認識し，それについての意味を交

渉する契機として非常に大きな位置を占めているこ

とが分かる。ライティング・センターでは，先輩

チューターの実践を観察し助言を得ることが新人研

修として制度化されている。また，書き手として自

由に先輩の実践を体験できる。このような，先輩の

実践知へのアクセスが十分に保障された環境の中

で，可児の学びが促進されたと言えよう。 

（2）目標の再交渉―実践の多様性へのアクセ

スと実践経験を通した自分らしさの模索 

先輩のセッションを観察し，先輩からの助言や書

き手の反応を受けとめながら実践経験を重ねる過程

で，可児の目標は徐々に変化していく。 

私が最初に見たのが，［先輩チューターの］

C さんっていう方で。結構淡々と進められる

んですけど，すごく鋭く突っ込まれるような

方で。初回に見たのがその人の［セッショ

ン］だったので目標にしてたんですけど，あ

る時に，「あれは私にはできないな」って気

づいて。で，それを目指しても絶対に無理だ
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から，「じゃ，私はどうしようかな」ってい

うのを考えたことがあって。で，その時に私

は，「書き手の笑顔を見られるようにしよ

う」と思って。で，週研修で練習をした段

階，自分がまだ観察してたころですね，たぶ

ん。〈雰囲気を作る〉みたいなテーマがあっ

た時に，一緒にペアを組んでいた人に，

「ずっとすごく笑顔だったからよかった」っ

て言われて，全然意識してなかったことだっ

たけど，きっと私が笑顔でいた方が書き手も

安心するかなと思って。で，書き手の人の笑

顔が見られたら，私も「あ，このセッション

意味があったのかな」とか「ちょっとは有益

だったのかな」っていうふうに思えるように

なったので。あと，実践 5 回目の時に初め

て，書き手の人から「ありがとうございまし

た」って言われたことがあって6，それも

すっごくうれしくって。その笑顔とありがと

うが，ずっと目標，自分のセッションで引き

出す目標になってます。 

ここで語られた「目標」は，一回一回のセッショ

ンにおける到達目標であり，同時に，可児が目指す

熟達したチューター像という意味での目標でもあ

る。最初にセッションを見た先輩チューターC のよ

うな「淡々と」「鋭く」進めるセッションを目標と

していた可児は，それは「私にはできない」と気づ

き，自分らしい目標を模索し始める。それは，毎回

のセッションで「笑顔とありがとう」を書き手から

引き出すという到達目標であり，そのようなセッ

ションができるチューターになるという，熟達化の

目標である。「笑顔とありがとう」を引き出すとい

う到達目標は，書き手を安心させ，書き手に有益な

セッションを行おうという，可児のチュータリング

観を反映している。自分らしい目標を模索するきっ

                                                           

6 書き手の反応には点線を引く。以下，すべて同。 

かけについて久本が質問すると，可児は次のように

答える。 

いろんな人と話しました。「こういう書き手

がいてこうやったんだけどどうしたらいい

か」，とか，「こういう時どうしてますか」っ

ていうのを先輩のチューターに聞いたりし

て，そうしたらいろんなやり方があるじゃな

いですか。なんかそういうのを聞いるうち

に，別に，C さんのチュータリングが私の

ゴールじゃなくてもいいんだってことを感じ

て。ほんと，新人研修時代は C さんに褒め

られることだけが目標でしたよ。 

この語りから，新人チューターにとって，研修初

期に関わる先輩チューターの助言や実践が，熟達し

たチューター像として強烈な印象を与えることが分

かる。しかし，必ずしもその先輩のやり方が，新人

自身に合ったやり方とは限らない。経験を積み，C

以外の先輩チューターと話し多様な実践知にアクセ

スすることによって，熟達したチューター像の目標

が変容したのである。これは，これからなっていく

自分のあり方という意味でのアイデンティティが変

容したことを表している。それに伴い，学びの方向

性も，（1）における先輩の実践知の修得から，自身

の実践知の構築へと変容している。これらの変容の

要因となったのが，他のチューターや書き手から得

た肯定的なフィードバックである。 

（3）時間と空間を越えた学び―書き手の主体

的な参加を促すレパートリーの構築 

独り立ち審査に合格した後から 2学期目までの期

間に，可児は先輩の助言やライティング・センター

以外の場での経験から，書き手の主体的な参加を促

すための行動のレパートリーを増やしていく。 

次の語りは，教育補助審査の際に助手から受けた

指摘をきっかけに，書き手が考え，意見を言うため

の具体的な行動を取り入れるようになったエピソー

ドである。 
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私，最初の教育補助審査の時に，ぜんっぜん

できなくて。相手にもほとんどしゃべっても

らえなくて，途中から私もどうしていいかも

う分かんなくて。書いてくれなくて。で，そ

の時審査してくれたのは［助手の］X さん

だったんですけど，「書き手がペンをとった

のが終わる 5分前ぐらいが初めてだった」っ

て言われて。で，そこから，私は，最初に音

読してもらう段階から，ペン立てに入ってる

ペンを書き手に渡して，「書いてくださ

い」っていう風にして，それでもどうしても

書かない人には，もう自分がペンを置いて，

私何もしないよっていうのを示したり，「書

かなくて大丈夫ですか。覚えられます

か。」っていうのをはっきり言うようにして

いきました。もう一つ，これも審査の時だっ

たと思うんですけど，せっかくメモを取った

り図を描いたりしているのに，書き手が左側

にいるのに，それを右側に置いたままにし

ちゃってたから，「なんのために書いた

の」って［助手の Y さんに］言われたこと

があって。それからメモとか全部書いたら真

ん中に置くようにして。で，あと，途中か

ら，書き手も自分も，（一部ずつ）ペーパー

持ってるんですけど，同じ一枚の紙を見て話

すようにするっていうのを始めたら，それが

直接関係あったかは分かんないんですけど，

結構書き手自身も考えてくれることが多く

なったような気がして。意見とかも言ってく

れるようになったので，それは結構今でも意

識的に継続してることですね。 

セッションを審査した助手 X と Y は，可児が意

識していなかったセッション中の書き手の行動（終

了 5分前までペンを持たない）や，可児の行動（書

いたメモや図を書き手から見えない位置に置いてい

た）を指摘している。その指摘を受けて，可児は，

セッションの最初に書き手にペンを手渡す，書いた

メモや文章は書き手と自分の真ん中に置く等，具体

的な行動を改善するようになる。その結果，可児は

「書き手自身も考えてくれることが多くなった」「意

見とかも言ってくれるようになった」という効果を

実感したのである。このエピソードは，実践経験と

助手からの指摘を契機として，実践における具体的

な行動のレパートリーが構築され，それを実践する

ことでその有効性を確認するという，学びの過程を

示している。 

書き手の主体的な参加を促すための行動のレパー

トリーは，ライティング・センター以外の場で得た

経験からも構築されている。例えば，以前受けた心

理カウンセリングの講座で聞いた，「相手の話を聞

くときに，なんか名前を呼んだら共感をしやすくな

る」という話から，セッションでも書き手を名前で

呼ぶように心掛けているという。ライティング・セ

ンター以外の場での経験とライティング・センター

での経験は，密接につながっていると可児は語る。 

やっぱり，ここ……ライティング・センター

のことも，外のことも，全部すごい私の中で

は一つというか……すごい繋がってるなと

思って。こっちでうまくいったことをもう一

つの実践の場で高校生対象に実践したりして

て。逆に，高校生対象の実践でやってみて，

うまく行ったらこっちに持ってくることもあ

ります。 

ライティング・センターでの実践と，高校生対象

の小論文個別指導という実践は，可児にとって「一

つ」であり，一方の実践で成功した方法を他方の実

践に転用しながら，両方の実践をよりよくしている

のである。（1）では，高校生への小論文指導の熟達

者としてのアイデンティティをライティング・セン

ターに転用できていなかったが，（3）では二つの実

践の場における経験が統合されている。これは

Wenger が指摘する，複数の成員性のつながりとし
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てのアイデンティティを示している。 

次のエピソードも高校生への小論文指導とライ

ティング・センターでの実践経験を統合し，実践に

おける具体的な行動のレパートリーを構築する過程

を示している。チューター経験 3 学期目の可児は

セッション開始時に書き手と雑談する時間を 1，2

分取るように心掛けているという。 

「寒いですね」とか，1 年生だったら「学校

慣れましたか」とか。あと，ライティング・

センターをどこで見つけたかみたいなことを

聞くって誰かが研修の時に言ってたのを聞い

て，それを始めてみたら，結構，「先生に言

われてきた」っていう人と，自分で来たって

いう人がいて……。先生に言われてきた子は

きっと先生が求めてる文にしたいから来てい

て，ちょっと来てみた，みたいな，好奇心だ

けの人もいて。だからそういう人の場合は，

とにかく楽しくしようと思ってやったり。そ

れが……自分がどういう姿勢でセッションに

挑むかっていうのに結構影響してるかなって

思います。 

セッション開始時の雑談は，書き手の目的や期待

を知り，それに応じてセッションに臨む姿勢を変え

るという，具体的な行動のレパートリーである。こ

れは，高校生への小論文指導実践の場で先に構築し

たレパートリーだという。授業の回数を重ねて生徒

と仲良くなると，「生徒が文章について，こういう

ことを思ったけどなんて書いていいか分かんなかっ

たみたいなことを率直に言ってくれるし，こっちも

相手のことが分かるから，言い方とかも工夫できる

ようになる」ことに気づいた。一方，ライティン

グ・センターでは，一人の書き手との時間は 45 分

間に限られている。そこで，「始まる前にちょっと

だけ話そうみたいな意識が生まれた」という。可児

は，3 学期目になってから書き手を理解しようとい

う意識を持ち，そのための工夫をするようになった

が，実は新人時代にも，先輩チューターからこの点

について助言をされていたという。 

新人の時に，「相手のことを知ろうみたいな

気持ちでやるといい」みたいなことを誰かに

言われて。だから結構多分，それとつながっ

てて。その意味がずっと分かってなかったの

が，一年ぐらいたってやっと分かり始めたっ

て言う感じですね。紙に表れてることがすべ

てじゃないから，その人を見ようみたいな意

識がちょっと生まれました。 

新人時代に先輩から得た助言の意味は，高校生へ

の教育実践での実感を経て，1 年後に，十分に理解

できたのである。 

以上のエピソードはいずれも，書き手の主体的な

参加を促すための具体的な行動のレパートリー構築

に関わる。（1）と（2）では自身の課題や目標と

いった実践の抽象的な側面に意識が向けられていた

のに対し，（3）では書き手の主体的な参加という理

念が行動に具象化され，実践されている。この学び

に影響を与えた要素は，先輩からの指摘や助言と，

ライティング・センター外の場での経験である。助

言は，実践知を他のチューターに共有する行為であ

る。可児は先輩の実践知の意味を，ライティング・

センター外の場での経験と統合しながら，セッショ

ンの文脈に合うように交渉し，具体的な行動へと具

象化している。この過程は雑談のエピソードのよう

に長期間を要することもある。いわば，時間と空間

を越えて実践知が形成され，行動が変化するのであ

る。「相手のことを知ろうみたいな気持ちでやると

いい」という助言の意味を理解し行動へと具象化す

るのに時間がかかった原因は，おそらく助言が抽象

的だったためであろう。それに対して，ペンや紙の

位置についての指摘やライティング・センター利用

のきっかけを質問するという助言は，セッションの

文脈に根差した具体的なものだったために，行動へ

と移しやすかったと考えられる。このことは，セッ
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ションの文脈と結びついた具体的な助言の効果を示

している。その一方で，実践における心構えや目標

等に関する抽象的な助言は，新人自身の多様な経験

を通して意味が交渉され，豊かな実践知に結実する

可能性を持っている。このような過程を経て形成さ

れた実践知に対して，チューターは「オーナーシッ

プ」，すなわち「交渉した意味を使い，影響を及ぼ

し，コントロールし，修正し，自分のものとして断

言できる度合」（Wenger，1998，p. 200）を強く感

じられるようになると考えられる。 

（4）チュータリング観，アイデンティティの変化 

新人時代に受けた〈書き手の答えの受け止め方〉

についての助言も，時間をかけて咀嚼され，他の経

験と合わさって可児の意識を変容させている。 

太田（以下 O）：質問の仕方についてはどう。だん

だん自信が出てきた？ 

可児（以下 K）：自信……ていうか，直接質問の仕

方じゃないんですけど，質問から返ってきた答

えに対して，最初の方は「書き手からの答えを

受け止める」っていう話をされた後に，「分か

らなきゃ」，「分からないのは自分のせいだ」み

たいな意識があったんですけど，「分かんない

時は分かんないって言っていいんだよ」って誰

かに言われてから，質問された答えがちょっと

分かんなかったりしたら，もっとそれを深める

ような質問したりとか，……落ち着けるように

なりました。 

O： だんだんこう自分の責任から書き手に責任を受

け渡していく感じ？ 

K： そうですね……。何かの質問をした時に，その

書き手も全然分かんないことがあって，「分か

んないです」とか「本に書いてあった言葉その

まま持ってきました」みたいなことを言われ

て。「本人が分かんないんだったら，絶対私分

かんないや」っていうことに気づいたことが

あって。そこからですね。 

〈書き手の答えの受け止め方〉について新人時代

に先輩チューターから指摘された時点では，書き手

の答えを「分からないのは自分のせいだ」という意

識を持っていた。これは，書き手の文章や話す内容

を，すべてチューターが理解しなければならないと

いう意識である。新人時代，可児はセッションにお

ける問題解決の責任がチューターにあるという

チュータリング観を持っていたといえよう。しか

し，他の先輩チューターからの「分かんない時は分

かんないって言っていいんだよ」という助言や，文

章を書いている書き手自身が内容を理解していない

という経験を経て，「本人が分かんないんだった

ら，絶対私分かんないや」という気づきを得る。こ

の気づきを踏まえ，書き手の答えが分からないとき

には，「もっとそれを深めるような質問」をすると

いうように，実践も向上していったのである。これ

は，可児のチュータリング観が，内容理解や問題解

決の責任はチューターではなく書き手にあるという

チュータリング観に変容したことを表している。可

児の気づきは，おそらく，先輩チューターが「書き

手からの答えを受け止める」という助言を通して伝

えたかったことであろう。しかし，先輩の助言その

ものではなく，助言を契機としたその後の悩みや，

他の先輩からの助言，書き手との関わりという経験

を通して，可児は〈書き手の答えの受け止め方〉に

ついて自分なりの解決策を導き出し，「落ち着ける

ように」なったのである。 

すべてを分からなくてもよいというチュータリン

グ観と同様，3 学期目の可児は，一回のセッション

で課題を残してもよいというチュータリング観を

持っている。 

未だにできないこととか苦手なこととかいっ

ぱいあるんですけど，最後にお互いちょっと

でもいい雰囲気で終われたら，こっちも不十

分だったことがあったし，もしかしたら向こ

うもその私に対して不満とかあったかもしれ
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ないけど，でも，まあ 45 分精一杯やったか

らっていう。終わる時にできなかったことと

かあったら，「また来てください」って言え

るようになったっていうのもあるんですけど

……。「今日はここまでできて，まだこれも

あるから，困ったらまた来てくださいね」っ

ていう，その，最後に課題を残しててもいい

んだって。 

新人研修開始当初の語りには，セッションに対す

る〈不安〉，分からなきゃという〈焦り〉，書き手の

沈黙に対する〈怖れ〉といった負の感情がたびたび

登場していた。しかし，3 学期目についての語りに

は，〈分からなくてもいいんだ〉，〈課題を残しても

いいんだ〉というように，分からないことやできな

いことを受け入れ，〈落ち着いて〉〈笑顔で〉最善を

尽くそうというチュータリング観が表れている。こ

のチュータリング観は，セッションの責任を負おう

としたり，完璧を求めたりするのをやめたことで生

まれたと言えよう。 

可児のチュータリング観が，チューターがすべて

の責任を負おうとするチュータリング観から，分か

らないことや課題を残してもよい，不十分な点が

あったとしても，楽しい時間を作り，45 分間の

セッションを少しでもよい雰囲気で終わらせればよ

いというチュータリング観へと変化するのに伴っ

て，可児のアイデンティティも，不安や焦り，怖れ

を感じずセッションに落ち着いて取り組める，より

熟達したアイデンティティへと変容している。分か

らない自分，できないことや苦手なことがある自分

を認めることによって，より熟達したアイデンティ

ティが形成されている点は興味深い。 

以上，可児の「チューター史」を共有するラウン

ドテーブルの様子を報告してきた。では，可児が語

るラウンドテーブルで共有され，省察されたのは何

だっただろうか。 

第一に，可児のラウンドテーブルでは，可児の実

践知が共有され，省察された。可児が語る実践知に

は多様な形態があった。また，その形態は経験を重

ねるにしたがって変化していた。新人研修初期段階

の（1）では，可児が直面していた課題と，それに

ついての気づきという形態で実践知が語られた。つ

まり，質問の仕方や書き手の答えの受け止め方，図

示という課題について，書き手の沈黙の意味，図示

の有効性という気づきが語られた。続く（2）で

は，セッションの到達目標と熟達化の目標いう形態

で実践知が語られた。新人研修初期に目標としてい

た先輩チューターC の「淡々と」した「鋭」い

チュータリングから，「笑顔とありがとう」を書き

手から引き出すという自分らしい目標を確立する過

程が語られた。独り立ちしてから 2 学期目までの

（3）では，書き手の主体的な参加を引き出すという

抽象的な理念を具象化した行動のレパートリーが数

多く語られた。例えば，書き手にペンを渡す，メモ

を書き手と自分の間に置く，書き手を名前で呼ぶ，

セッション開始時に書き手と雑談する，等である。

3 学期目の後半である（4）では，チュータリング

観という形態で実践知が語られた。チューターが責

任を負おうとするチュータリング観から，たとえ課

題を残しても楽しい時間を作ろうというチュータリ

ング観への変化が語られた。語られた実践知の形態

は多様であるが，可児の実践知の根底には，セッ

ションと文章の責任は書き手にあり，書き手の主体

的な参加を引き出すことが重要だという枠組みが一

貫しているといえる。 

第二に，可児のラウンドテーブルでは，可児の実

践知が形成され変化する過程や，実践知に影響を与

える要因が語られた。可児の実践知に影響を与えた

要因には，（a）他のチューターの多様な実践知，

（b）書き手との実践経験，（c）ライティング・セン

ター以外の場での経験と実践知があった。（a）の他

のチューターの多様な実践知に，可児は様々な方法

でアクセスしていた。研修の枠組みの中では，新人
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研修における先輩チューターのセッション観察と自

身の実践に対する先輩チューターからの指摘や助

言，審査における助手からの指摘や助言，週研修に

おける模擬セッションでの他のチューターからの指

摘を通して，研修の枠組み以外では，他のチュー

ターのセッションを書き手として受けることや，他

のチューターとの会話を通して，多様な実践知にア

クセスしていた。（b）は，セッションで出会った書

き手の様子やことば，自分が試みた実践の工夫に対

する書き手の反応である。可児は，書き手からの

「ありがとう」といううれしいことばを契機とし

て，セッションにおける目標を意識化した。また，

新たな行動のレパートリーをセッションで試し，書

き手の反応によってその効果を実感していた。（c）

は，高校生への小論文指導という実践経験やそれを

通して形成された実践知，心理カウンセリングの講

座等で学んだ内容等である。これらの経験や実践知

は，ライティング・センターにおける実践や実践知

に転用されたり，逆に影響を受けたりしながら，可

児の実践知に統合されていた。 

第三に，可児のラウンドテーブルでは，可児のア

イデンティティが変容する様子が語られた。可児の

「チューター史」は，実践知を明確化し，具体化

し，個人化していく過程であった。可児は，先輩

チューターの実践知にアクセスすることによって自

身の課題や目標を明確化し，実践における行動を変

化させていった。そして，変化させた行動の効果を

書き手の反応によって実感し，具体的な行動のレ

パートリーを構築する過程で，チュータリング観を

変容させていった。このような，実践知を形成し，

変容させていく過程で，可児のアイデンティティも

変容していた。新参者として先輩を到達すべき熟達

者像と見るアイデンティティから，笑顔や楽しさと

いう自分らしさを活かした目標を持ち，分からない

ことがあっても落ち着いてセッションに取り組める

という，より熟達したアイデンティティへと変容し

たのである。 

5．1．2．久本の「チューター史」 

本項では，久本が語った「チューター史」とそれ

に関する可児，太田との意見交換の様子を報告す

る。ラウンドテーブルを行った 2014 年 1 月 6 日時

点において，久本は新人研修の途上にあった。独り

立ち審査に合格し，独力でセッションを行っていた

が，教育補助審査にはまだ合格していない段階であ

る。 

（1）成功体験と失敗体験を通した課題の意識化

―実践への参加を通した意味交渉 

久本の「チューター史」は，新人研修における観

察と実践の回を追って語られた。（1）は，成功体験

と失敗体験を通して自身の課題を意識化する過程を

示している。 

久本は，先輩のセッション観察 5 回を通して，

セッションの「大まかな流れは理解した」と感じて

いた。つまり，先輩の実践観察から〈セッションの

流れ〉についての「共有レパートリー」を解釈した

のである。観察の後行った実践 5回では，この共有

レパートリーを実践し「一応自分の中ではそこそこ

うまくできたかなあと，当時は感じて」いた。た

だ，その 5回でも「一番最初の，セッションの目標

を決めるっていう部分が，自分自身でも下手だ」っ

たが，書き手が，自分でセッションの目標を決めら

れる人だったために，セッションの目標を「割とす

んなり決められた」という。そのために，〈セッ

ションの目標設定〉という潜在的に苦手な部分に

は，最初の 5回では気づかなかったという。 

しかし，続く 3回のセッションで，久本は自身の

課題を自覚する。実地研修第 12 回（実践としては

6 回目）のセッションでは，書き手が「自分自身で

もやることが明確に決まってて，セッションでもこ

ういうことがやりたいっていうのが決まって」い

た。つまり，「対等」な立場でセッションに主体的

に参加する書き手であった。そのために，「会心の
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出来」のセッションができたという。しかし，13

回目，14 回目のセッションは大失敗だった。13 回

目の書き手は，留学が必修となっている学部の学生

で，留学志望書を持参した。その書き手は，留学を

志望する理由を特に持っていなかったが，留学を必

ずしなければならないために，「受かるような志望

書どう書いたらいいんですか」と久本に聞いてきた

という。それに対して，久本は「すごく困っちゃっ

て」「全然，もうかみ合わないような感じになって

しまって」と語る。久本にとって，この 13 回目の

セッションは「一番印象に残ってる失敗のセッショ

ン」だという。14 回目のセッションでは，書き手

が本を読んで内容をまとめるというレポート課題を

持参した。しかし，書き手が「全然その本の中身を

分かってない状態でレポートを書こうとして」お

り，「こっちが分かんない専門用語とかを聞いて

も，全然明確な答えが返ってこな」かったため，久

本は「相当，どうしようみたいな感じになって」し

まったという。この，12回から 14回の 3回のセッ

ションを，久本は次のように振り返る。 

最初にうまくいって，その後 2回ちょっと失

敗のセッションだったせいで，なんとなくそ

こでガクッと落ちてしまって。やっぱりそ

の，御自身で内容を分かってないとか，あん

まり目標とか決まっていないセッションとか

苦手だなって言う，苦手意識がちょっと形成

されたような感じですね。 

大成功のセッションと大失敗のセッションという

経験に対して，久本は，書き手のタイプがセッショ

ンの成否に影響を与えると意味づける。そのため，

大失敗だったセッションで対面した〈自身が内容を

分かっていない書き手〉というタイプに対する苦手

意識が形成されたのである。久本が苦手とする書き

手は，自分の文章に対する動機や準備が不足してい

るために，セッションで何を検討したいかが明確で

はない。このような書き手とどのように〈セッショ

ンの目標設定〉をするかが自身の課題と久本は自覚

したのである。そこで，久本は，〈目標の設定〉と

いう課題を克服するよう意識しながら，実践を重ね

ていった。 

（2）審査を契機とした課題への気づきと実践の改善 

独り立ち審査を受けた久本は，助手の助言によ

り，新たな課題を自覚する。 

その後，独り立ち審査を受けたんですけど。

もともと，目標設定がへたくそだっていうの

は自分でも分かってたんで，意識的に最初の

部分，目標設定をしっかりやろうと思って。

序盤はかなりしっかりやってたんですけど。

審査をしてくださった助手の方に，「だんだ

んだんだん終盤になるにつれて，安定性が下

がってきた」って言われまして。で，そこが

弱点だなーと思って。今度は逆に，最初と最

後の部分をかなり気をつけてやるようになり

ました。まとめに気を使うような形で，でき

てきました。 

久本は，（1）で自覚したセッション序盤の〈目標

の設定〉という課題を，実践の中で十分意識できる

ようになった。しかし，助手からの指摘によって，

セッション終盤も自分の弱点であることを自覚す

る。そこで，「最初と最後の部分」に意識を向ける

ように実践を変えていった。その結果，「できて

き」たという，より熟達した実感を得る。久本の語

りに対して，次のようなやりとりが起こった。 

K： 終盤ていうのは，具体的にというか，例えばど

ういう意味？……尻すぼみになったりってい

う？ 

久本（以下 H）：「じゃ，これでセッションを終わ

ります」っていう切り出しができないといいま

すか。時間があればあるだけできることを考え

てしまって，結果としてなんかまとまりがない

セッションになってしまってたりもします。な

ので，話が複雑になった時とかは，「じゃあ，
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今日のセッションではここやりましたよ

ね。」って再確認をするようにはしてます，最

近では。 

O： おさらいみたいな。 

H： そうですね。おさらいみたいな，セッション

の。それはでも，序盤の時よりは，割とあっさ

り解決はしました。 

可児の質問を受け，久本は，自身の課題と改善策

をより明確に表現していく。それによって，久本の

課題意識とそれに対応するための具体的な行動を，

可児と太田はイメージすることが可能になった。つ

まり，ラウンドテーブルでの対話を通して，久本の

実践知を具体化する行動のレパートリーが共有可能

となったのである。 

（3）多様な実践知へのアクセスと実践を通した

「理想」の意味の再交渉 

久本は，序盤と終盤の改善という課題に取り組

み，徐々に手応えを得ていった。しかし，再度独り

立ち審査を受ける前に，「一回，自分を見つめ直そ

う」「振り返ろう」と考え，それまでの実地研修で

観察したり助言を受けたりしていない先輩チュー

ターのセッションを，4，5 回観察する。そして，

いろいろなチューターの「スタイル」を目にして

「あ，こういうスタイルはこういういいところがあ

るんだ」という気づきを得ていく。この観察の過程

を，久本は，「理想を再確認」する過程だったと振

り返る。 

このエピソードは，久本が自分の実践を省察する

ためのリソースとして，他のチューターの多様な実

践知にアクセスしたことを示している。既に指定さ

れた 5回の観察は終わっているため，この時点での

セッション観察は，久本の自主的な取り組みであ

る。観察によって，先輩チューターの多様な実践知

を知ることで，久本はセッションの「理想」につい

て意味の再交渉を行ったのである。 

観察を経て，実践を再開した久本にとって「思い

出深い」セッションが，35 回目のセッションで

あった。この 35 回目のセッションについて，久本

は次のように語る。 

今までは割とかちっかちっとした流れみたい

なのを。最初にセッションの目標を共有し

て，で，何をするかっていうのをやって，時

間を見て，で，最後に終盤にこういう流れに

しましょうっていうふうにやってたんですけ

ど。35 回目の書き手の方がすごく焦って

らっしゃる方で，あんまり目標設定とかをす

る間もなくバーッと話し始めちゃって。どう

しようかなと思ったんですけど，こういう場

合は逆に，下手に設定するよりも，もう全部

言いたいことを吐き出してもらった方がい

いって考えて，特に目標設定っていうのは，

あまりやらずにやったんですけど，割とその

セッションがうまくいって。ある程度自分の

型ができて，さらにその型を応用できるよう

になったかなっていう実感があったセッショ

ンでしたね。 

35 回目以前の久本のセッションは，最初に目標

を共有し，終盤でまとめをするという「割とかちっ

かちっとした流れ」に沿っていた。これは，新人研

修のごく初期に形成された〈セッションの流れ〉に

ついての〈型〉である。しかし，35 回目では，焦

る書き手を前に「全部言いたいことを吐き出しても

らった方がいい」と即興的に判断し，自分の〈型〉

を留保する。その結果，セッションは成功する。未

経験の状況の中で〈セッションの流れ〉の意味を再

交渉し，書き手の状況に応じて柔軟に対処するとい

う，実践の中での省察が行われたといえよう。この

経験から，久本は，自分の「型を応用できるように

なった」と感じ，より熟達したアイデンティティを

実感するのである。 

その後は，「ある程度理想の流れがあって，でき

ればその理想の流れに近づけていくっていう作業を
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繰り返し」ながら，「もうちょっと応用が利くよう

になったかな」と感じているという。 

以上が，チューター1 学期目の久本が語った

「チューター史」である。これに関して，太田と可

児から，語りの内容を明確化する問いかけや，その

背景を問う質問がなされ，意見交換が行われた。 

（4）他者に語ることで意識化された課題 

〈目標設定〉が一貫したテーマだったのかという

太田の問いかけに答えながら，久本は別の課題につ

いて語り始める。 

H： 今，振り返ってみると，テーマの設定，ってい

うの自体もあるんですけど，やっぱりコミュニ

ケーションの部分っていうのが結構大事だった

かなって思いますね。それが多分できてなかっ

たことなんですよね。多分その辺はまだ慣れて

なかった，心の余裕がなかったせいもあると思

うんですけど。 

O： コミュニケーションっていうのは，どういうも

のなんですか。 

H： 例えば，ずっと話し続ける相手の気分を害さな

いようにうまく止めてあげる。ちょっと言い方

は悪いですけど，手綱を取る，みたいな部分。

もしくは全然しゃべらない方でしたら，そこを

促し引き出してあげる。その部分が……結構大

事だったのかなっていう。これはでも本当に，

今，冷静になって，見つめ直せたんで，そう

だったんだなって気づけたんですけど。 

久本は「チューター史」の中で，〈目標の設定〉

と〈自身が内容を分かっていない書き手〉への苦手

意識を語っていた。しかし，ラウンドテーブルでの

問いかけを契機にこの苦手意識について振り返り，

意味が交渉される。その結果，苦手意識の背景に，

「コミュニケーション」というより大きな課題が

あったことに，久本は気づいたのである。久本に

とっての「コミュニケーション」の意味は，話しす

ぎる書き手に対しては「うまく止めて」「手綱を

取」り，あまり話さない書き手に対しては「促し引

き出」すというような，〈書き手に応じたコミュニ

ケーション〉である。これは，書き手の主体的な参

加を促すことと，チューターがセッション進行の主

導権を握ることとのバランスをどう取るかという課

題ともいえる。 

H： それは無意識の……自分でも気づいてない問題

で，無意識のうちに改善してたっていう部分だ

と思います。最初から，積極的な方とはうまく

いけたなっていう気が。積極的じゃない方は，

最近やっとできるようになった形ですね，引き

出すっていうのは。 

O： できるようになる過程で何かあった？ 

H：いやー，それは，試行錯誤みたいな形でした

ね。たとえば全然案が浮かばない時は，わざと

関係ない話を振ってみて，ちょっと遠回りみた

いなことをやってみるとか。ただ，同じ積極的

じゃないでも，いろんな方がいるので，もうそ

れは，数をこなして，無意識のうちに。いろい

ろトライアンドエラーを繰り返してますね。…

…他の問題よりは，劇的に何かこれがあったと

いう形ではなく，解決された感じです。 

久本は，〈書き手に応じたコミュニケーション〉，

特に，積極的ではない書き手の話を引き出し，主体

的な参加を促すことが，自身にとっての課題であっ

たことを自覚する。久本はこの課題を「無意識のう

ちに改善して」いた。その要因は，多様な書き手と

セッションを行う実践経験といえる。ライティン

グ・センターのセッションを進める上で，書き手の

話を引き出すことが不可欠である。そのため，無意

識であっても書き手に応じて試行錯誤を繰り返す中

で，実践が改善されたのである。 

（5）「型」「理想」「重視する部分」についての他

者からの問い返し 

「チューター史」では，久本がセッションの流れ

に関する「理想」の〈型〉を意識していることは分
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かったが，その背後にあるチュータリング観は語ら

れていない。そこで，久本の「理想」とその背景に

ついての意見交換が行われた。 

O： 最初の実践の 5回で結構うまくできてって言っ

てたんだけど，そのー，理想のセッションみた

いなのっていうのは，どこから得たの。 

H： えっと，理想のセッションは……。最初の観察

5 回させていただいた方のセッションを統合し

たのと，あとはやっぱり……自分でできてたっ

ていう実感を得たのは，相手の書き手の方と，

コミュニケーションがうまくいってっていう部

分で，うまくいったなっていう風に実感した感

じですね。なので，まだそんなに，セッション

としての完成，みたいなのは全然……意識はし

てなかったですね。 

この語りから，久本の理想のセッション像は，観

察した先輩チューターの実践と，成功した自分の実

践から形成されたことが分かる。では，久本は何を

「理想」としているのか，太田はさらに問いかけ

る。 

O： 新人研修のいろいろを振り返って，自分の型に

ついて気づいたこととか，今後につながってい

きそうな傾向とか課題とかって見えそう？ 

H： 今は，独り立ちできたっていうことなので，一

応，どこか欠けている部分ていうのが特にある

わけではないだろうっていう風に思ってますけ

ど。ただ，やっぱり全体の完成度を，これから

は上げていかなければいけないのかなあとい

う。（中略）あとはやっぱり，（中略）最初に 5

回観察して，実践をしばらくやった後にまた観

察するっていうのは結構，有効というか，かな

りよかったなっていう風に思います。特にいろ

んな方をできるだけ見たというのは，わりとそ

の自分自身の選択肢の幅が広がった形で。 

O： 他の方のセッションを見るとき，どういうとこ

ろに注目します？ 

H：そうですね。やっぱりその，コミュニケーショ

ンの取り方というのか，接し方ですね。割と押

していくタイプなのか，もしくは引いていくタ

イプなのかとか。後は，重要視する部分がどこ

なのかっていうのが結構ありまして。それは，

［先輩チューターの］D さんに見ていただいた

時に言われたんですけど，Dさんはすごく書き

手の方の満足っていうのを重視する方で，その

部分を重視する方もいますし，もしくは，やっ

ぱり文章力をつけてもらうっていう部分はあり

ますし。なので，満足感をっていう形でした

ら，できるだけ書き手に寄り添う形で，やっぱ

り文章をよくしていってもらいたいという方

は，書き手の意図と多少そぐわないところが

あっても，こういうところがっていう部分を，

結構指摘する。 

先輩チューターのセッションを観察する際に久本

が注目したのは，「コミュニケーションの取り方」

であった。このコミュニケーションの取り方を決定

づけるのが，「重要視する部分」，いわばチュータリ

ング観である。久本は，セッションの到達目標とし

て〈書き手の満足〉を重視するか，〈文章をよくす

ること〉を重視するかによって，「書き手に寄り添

う」か，「書き手の意図と多少そぐわな」くても

「指摘する」かが決まると考えている。先輩チュー

ターのセッション観察を通して，久本はチュータリ

ング観とコミュニケーションの取り方との関係につ

いて，意味を形成したのである。 

O： いろいろ見たうえで，今，久本さんは，何を重

視してるんだと思いますか。 

H：うーん……そうですね。僕は逆に，その……よ

くも悪くもどっちつかずじゃないんですけど…

…。結構状況によって変えていく形もあります

し。割とあの，締切が近いとかですと，書き手

の方に安心感を与えるっていうことを重視しま

すし。逆にもっと長いスパンでも，たとえば，
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卒論を何回にも分けて来られるとかでしたら，

やっぱりテクニック……もしくはその文章力っ

ていうのを重視する形です。なので，あんまり

どちらかっていう絶対的な部分は置いていない

です。 

O：最初からそうですか。 

H：そうですね。最初は割と文章をよくした方がい

いだろうっていう風に思ってたんですけど，D

さんに指摘していただいた時に，「あ，そっ

か。書き手の方の満足感ていうのもあるの

か」って気づいて，そこでまた選択肢が生まれ

たっていう感じですね。 

セッションの到達目標に関するチュータリング観

を問われると，久本は「よくも悪くもどっちつか

ず」と答える。新人研修開始当初は「文章をよくし

た方がいい」と思っていたが，〈書き手の満足〉を

重視する先輩チューターDの指摘によって，自分の

「選択肢の幅が広がった」のである。この一連の語

りから，久本は先輩チューターの多様な実践知に意

識的にアクセスすることによって，セッションの到

達目標に関する選択肢を広げながら，自身のチュー

タリング観を模索していることが分かる。 

以上，本項では久本が語った「チューター史」

と，それに関するラウンドテーブルでの意見交換の

様子を見てきた。では，久本が語るラウンドテーブ

ルで共有され，省察されたのは何だっただろうか。

久本のラウンドテーブルにおいても，久本の実践

知，それに影響を与えた要因，アイデンティティが

共有され，省察された。 

久本の「チューター史」（（1）から（3）まで）

で共有され，省察されたのは，セッションの流れの

〈型〉に関する実践知であり，その形成過程であっ

た。新人研修における先輩のセッション観察を通し

て，久本はセッションの流れに関する共有レパート

リーを解釈する。実践における失敗経験から，久本

は，序盤での目標設定が弱点だという課題を自覚

し，目標設定に特に注意を払うことによって実践を

改善していく。また，助手の指摘によって，セッ

ションの終盤も課題であることを自覚し，セッショ

ンの最後にセッション全体のまとめをするという具

体的な行動のレパートリーを形成する。久本が理想

とする〈型〉は，どのような書き手にも汎用性のあ

る〈型〉である。しかし，焦る書き手とセッション

を行った経験から，書き手に合わせて理想の〈型〉

を応用することも学んでいた。このように，一つ一

つの課題を意識し，改善するたびに，久本はより熟

達したアイデンティティを形成していた。久本の実

践知に影響を与えた要因は，観察した先輩チュー

ターのセッション，書き手，実践における成功・失

敗経験，審査における助手の指摘であった。 

ラウンドテーブルでの対話（（4）と（5））を通

して省察された実践知は，意識化されていなかった

課題とチュータリング観である。省察を促す要因と

なったのは，他者からの問いかけであった。

「チューター史」で語られた課題についての問いか

けによって，久本は，自分の課題は〈書き手に応じ

たコミュニケーション〉であったと初めて意識す

る。つまり，書き手に応じて，セッションの進行と

書き手の主体的な参加を促すこととのバランスを取

るという課題である。久本は，多様な書き手との実

践における試行錯誤を通してこの課題が解決したと

いう成長の実感を得ている。また，先輩チューター

のセッションを観察する際の視点を問われることに

よって，〈書き手の満足〉と〈文章をよくするこ

と〉のどちらを重視するかというセッションの到達

目標に関するチュータリング観とコミュニケーショ

ンの取り方の関係が省察された。久本自身のチュー

タリング観を問われることによって，久本が書き手

の状況に応じてセッションの到達目標を調整してい

ること，久本自身のチュータリング観は模索の過程

にあることが明らかになった。 
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5．1．3．ラウンドテーブルで共有され，省察され

るもの 

本節では，ラウンドテーブルにおいて語られた可

児と久本の「チューター史」とそれに関するやりと

りを報告し，ラウンドテーブルで共有され，省察さ

れるものは何かを検討してきた。本項では，二人の

共通点と相違点を整理しながら，ラウンドテーブル

で共有され，省察されるものは何かを考察する。 

二人のラウンドテーブルでは，実践知と，実践知

が形成され変化する過程や実践知に影響を与える要

因，そしてアイデンティティが共有され，省察され

た。 

（1）実践知 

ラウンドテーブルにおいて共有され，省察された

実践知の形態に関しては，二人に共通する部分が多

かった。可児も久本も，自身の課題，具体的な行動

のレパートリー，チュータリング観を共有し，省察

していた。チュータリング観は，セッションの到達

目標や，セッションにおけるチューターの役割等，

チュータリング実践についての理解やイメージをこ

とばで表現した理念であり，実践を方向づける枠組

みである。 

一方，共有され，省察された実践知の内容には相

違点が多くあった。まず，可児と久本では，自身の

課題として着目した実践の側面が異なっていた。可

児は書き手の気持ちや書き手とのコミュニケーショ

ンに関わる個々の要素（質問，沈黙，笑顔とありが

とう，楽しい時間等）に着目していたのに対し，久

本はセッション全体の流れ（型）に着目していた。

また，可児は具体的な行動のレパートリーに数多く

言及した（ペン，ペーパー，セッション開始時の雑

談等）のに対して，久本が言及した行動のレパート

リーは少なかった（セッション後のまとめ）。さら

に，可児は自身のチュータリング観を「チューター

史」においてもラウンドテーブルにおいても度々表

現していたのに対して，久本はラウンドテーブルで

の他者からの問いかけを契機に，自身のチュータリ

ング観の省察を行っていた。このように，「チュー

ター史」を省察する観点が，可児と久本では異なっ

ていたのである。 

省察され，共有された二人のチュータリング観

は，それぞれの個性を反映して異なるが，共通点も

見られた。久本は，セッションの進行を主導しよう

としながらも，〈書き手に応じたコミュニケーショ

ン〉によって書き手の主体的な参加を促そうと試行

錯誤していた。一方，可児のチュータリング観は，

チューターが責任を負おうとするチュータリング観

から，セッションと文章の責任は書き手にあり，書

き手の主体的な参加を引き出すことが重要である，

たとえ課題を残しても楽しい時間を作ろう，という

チュータリング観へと変化していた。二人のチュー

タリング観は，セッションの流れに着目するか，書

き手の気持ちに着目するかという点で異なってい

る。しかし，どちらも，セッションにおける責任と

いう問題に関心を寄せている。セッション進行，文

章改善の責任を，チューターと書き手のどちらがよ

り負うのかという問題である。可児も久本も，書き

手の話を引き出し，書き手が主体的に考えること，

つまり，書き手が主体的にセッションに参加するこ

とを目指し，そのためのコミュニケーションの取り

方に注意を払っている。その一方で，久本は，〈書

き手の満足〉と〈文章をよくすること〉のどちらを

より重視するにしても，セッション開始時に立てた

目標を達成するために，チューターがセッションの

進行を調整する役割を負うと考えているのである。

可児は，新人研修中，チューターがすべてを理解

し，問題解決の責任を負わなければならないという

意識を持っていた。 

二人のチュータリング観における共通点は，ライ

ティング・センターの共有レパートリーといえる。

書き手の主体的な参加は，書き手の意図を尊重しな

がら文章作成過程を支援するライティング・セン
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ターのセッションにおいて不可欠である。そのた

め，研修において常に強調されてきた。同時に，

チューターは 45 分のセッション進行を調整し，書

き手の文章作成を支援する役割も担う。そのため，

セッション進行や文章診断等をテーマとした研修も

行われてきた。セッションにおける責任という問題

は，ライティング・センターで共有された重要な問

題なのである。このことから，ラウンドテーブルに

は，チューター個人の実践を省察し，共有し，互い

の共通点を知ることによって，実践共同体の共有レ

パートリーの省察と共有を促す可能性があるといえ

る。 

（2）実践知に影響を与える要因 

「チューター史」は，実践知が形成され変化する

過程に関する語りである。「チューター史」を語り

合うラウンドテーブルでは，実践知に影響を与えた

要因が省察され，共有された。二人の語りから，次

の要因が浮かび上がる。（a）他のチューターの多様

な実践知，（b）書き手との実践経験，（c）ライティ

ング・センター以外の場での経験と実践知，（d）ラ

ウンドテーブルにおける他者の問いかけである。 

ラウンドテーブルにおいて，可児も久本も，（a）

と（b）に繰り返し言及していた。このことから，

チューターの実践知に，他のチューターの多様な実

践知へのアクセスと実践経験が，非常に大きな影響

を及ぼすことが示唆される。チューターは，書き手

とセッションを行い，書き手の反応を得て，実践の

成否や新しい試みの効果を省察する。また，そのよ

うな実践に対して先輩チューターからフィードバッ

クを得る，他のチューターのセッションを観察する

等によって，多様な実践知にアクセスし，自分の実

践を省察し，改善するためのリソースとする。この

ように，書き手との実践経験と他のチューターの多

様な実践知が相互に密接に関連しながら，チュー

ターの実践知を形作っているといえよう。 

ラウンドテーブルでは，可児と久本が研修の枠組

みの内外で，他のチューターの多様な実践知にアク

セスしていたことが明らかになった。これは，早稲

田大学ライティング・センターにおいて，他の

チューターの多様な実践知へのアクセスを保障し，

促進する環境が整っていることを示唆している。早

稲田大学ライティング・センターでは，新人研修に

おける先輩チューターのセッション観察と自身の実

践に対する先輩からのフィードバック，審査におけ

る助手やベテラン・チューターからのフィードバッ

クが制度化されている。また，研修以外でも，自主

的に他のチューターの実践知にアクセスしやすい環

境が整っている。例えば，自身が書き手としてセッ

ションを受ける，チューター控室等で他のチュー

ターと交流する等である。二人の事例から，ラウン

ドテーブルは，実践共同体が他者の実践知へのアク

セスを保障し，学び合いを促進する制度や環境を提

供しているかを省察する手段となることが示唆され

る。 

（c）のライティング・センター以外の場での経験

と実践知は，ライティング・センターにおける経験

と実践知以上に多様で，個別的である。そのため，

チューターの実践知の背景にある枠組みが，なぜ，

どのように形成されたのかを省察し，そのチュー

ターの個性を省察する上で有効である。ラウンド

テーブルにおいて，各チューターの個性を省察し，

共有することは，同時に，実践共同体における

チューターとその実践知の多様性を顕在化させる。

他のチューターの多様な経験を知ることによって，

自身の実践知の背後にある無意識の経験や実践知を

省察することが促されると考えられる。（d）のラウ

ンドテーブルにおける他者の問いかけは，無意識の

実践知を意識化させ，意味を再交渉する契機となっ

ていた。このことから，ラウンドテーブルの場自体

が，実践知に影響を与えるうることが示唆される。 

（3）アイデンティティ 

ラウンドテーブルでは，「チューター史」を通し
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て，補強すべき課題を抱える新参者としてのアイデ

ンティティから，課題を一つ一つ解決し，より熟達

したチューターとしてのアイデンティティへと変化

していく様子が語られた。自身の熟達化の実感を表

す語りは多様であった。可児は，実践を始めた当初

は不安や焦りを感じていたが，経験と共に，落ち着

いて笑顔と楽しさを追究するようになったというよ

うに，感情の変化によってアイデンティティの変化

を語っていた。久本は，実践において自身の問題が

解決したという実感によって，より熟達したアイデ

ンティティを語っていた。さらに，可児と久本はど

ちらも，自身の実践における書き手の反応の変化

や，セッションの成否によって，自身の行動の効果

を実感し，より熟達したアイデンティティを感じて

いた。 

ラウンドテーブルでは，熟達したチューター像や

自分が到達したい成長の目標など，これからなって

いく自分としてのアイデンティティも語られた。可

児にとっては，新人時代に目標としていた先輩

チューターC が，久本にとっては，チュータリング

全体の完成度を上げていきたいという目標が，これ

にあたる。可児の目標が変化したように，これから

なっていく自分としてのアイデンティティは，

チューターの成長と共に変化していくことが示唆さ

れる。 

ラウンドテーブルで省察され，共有されたアイデ

ンティティの変化は，実践知の形成，変容と分かち

がたく結びつき，チューターとしての成長の軌跡を

表していた。ラウンドテーブルにおいて，これまで

の自分と現在の自分，そしてこれからなっていく自

分を省察し，共有することは，自分自身にとっての

実践の意味や，今後の学びの方向性を省察すること

を促進すると考えられる。 

また，可児のラウンドテーブルでは，ライティン

グ・センター以外の場におけるアイデンティティと

チューターとしてのアイデンティティの関連が省察

され，共有された。自身の多層的なアイデンティ

ティとチューターとしてのアイデンティティを関連

づけ，統合することは，自分の人生全体における

チュータリング実践や，チューターとしての成長の

意味を省察することにつながると考えられる。 

一方，可児と久本が語らなかったアイデンティ

ティの側面もある。それは，Wenger（1998）のい

うローカルとグローバルの関係としてのアイデン

ティティである。可児と久本がラウンドテーブルに

おいて省察し，共有したアイデンティティは，自分

自身のチュータリング実践における熟達化の実感に

限られていた。いわば，セッションというローカル

な場におけるアイデンティティであった。一方，よ

り大きな実践共同体との関係として語られることは

なかった。例えば，自身のアイデンティティを，ラ

イティング・センター全体への貢献の度合として，

あるいは大学における教育活動全般への参加として

語られることはなかった。 

 

5．2．実践研究を行った経験の意味 

前節では，可児と久本が語る「チューター史」

と，それに関する意見交換の様子から，ラウンド

テーブルで省察され，共有されるものは何かを考察

した。では，この「チューター史」を振り返り，ラ

ウンドテーブルで語り合うという経験を，可児と久

本はどのように捉えていただろうか。また，ラウン

ドテーブルの経験を振り返り，他者に向けて発表す

る過程で，どのような気づきを得ただろうか。本節

では，一連の実践研究の経験を通してチューターに

どのような学びが起きたかを検討する。 

本節で引用される語りは，断りのない限り，実践

研究の経験についての振り返りと意見交換の音声文

字化資料（Ⅱ）に基づいている。その他のデータ

（Ⅲ：ミーティングでの発表資料，Ⅳ：シンポジウ

ムでの発表資料，Ⅴ：久本の振り返りメモ，Ⅵ：可

児の振り返りメモ）を補足的に用いる場合は，記号
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によって引用元を特定する。 

5．2．1．「チューター史」を振り返り，ラウンド

テーブルで共有する経験の意味 

（1）振り返り方の変化―実践の中での省察，

批判的な振り返りへ 

久本も可児も，自身の実践全体を振り返り他者に

語ることはこのラウンドテーブルで初めて経験した

という。週研修でも互いの実践について語り合うこ

とはあるが，週研修では特定のテーマに焦点を当て

て部分的に振り返るのに対して，ラウンドテーブル

では自分の実践全般を振り返る点で異なる。他者に

語るために自分の実践全体を振り返る経験を通し

て，可児も久本も，実践を振り返る方法が変化した

と感じている。 

久本は振り返りや共有の仕方に「客観的な視点」

（Ⅴ）を得たと言う。以前は，セッションの終了後

に，「書き手や文章に対する情報がすべて出そろっ

ている状態」で，「あの時点ではああすればよかっ

た，こうすれば良かった」と「時系列を考慮しない

結果論的な振り返り」をしていたが，このような

「主観的な振り返り」は意味がないと久本は気づい

た（Ⅴ）。それよりも，セッションのその時々の

「時点で得ている情報がこれだけあって，その情報

の中でこういう選択をするのが間違っていないかと

いう部分に注目した方がいい」と考えるようになっ

たという。このような，セッションの流れを時系列

で冷静に追う「客観的」な振り返りは，あたかも実

践の最中に行う省察を再現するかのようである。既

に終わった実践を振り返る時にも，セッションの流

れを時間軸に沿って追いながら，その時々の状況と

それに対する自分の判断や対応を批判的に省察する

のである。このような振り返りの仕方は，進行中の

実践を省察するための訓練ともいえよう。 

可児は，他者に向けて説明するために振り返る経

験を通して，自身の思考の流れや自分の行為，その

結果を，より意識化したと語る。一人で振り返るよ

りも，理由を考えたり深く詳細に考えたりするよう

になったという。これは，行為の「前提がどこから

来てその結果はどうなるであろうかを理解」（クラ

ントン，1996/2004，p. 166）し，「自らの実践に対

して『なぜ』という批判的な目を持つ」（細川，

2012c，p. 184）という，批判的な振り返りといえ

る。他者に語るというラウンドテーブルの前提が，

批判的な振り返りを深めている点は興味深い。 

では，個人で振り返った「チューター史」を他の

2 名と共有した経験はどうだろうか。久本は，振り

返りと共有を往還させるプロセスの面白さについて

振り返る。 

H：自分がまず人に説明するために，今まで無意識

にやってたことを言語化とか意識化できたって

いうのと，逆に指摘してもらうことによって，

まだ自分だけでは無意識でやってた部分を，ま

た意識化できるって，その，両方の側面がある

と思うんですね。セルフの部分と，他の人から

の部分っていうのは。振り返りして共有するっ

ていうのは，すごく新鮮というか面白いなと思

いました。 

K：振り返りを，自分の中でとどめてちゃいけない

んだなって思いました。話して初めて意義が深

まるっていうか。 

久本は，他者に向けて自分の実践を語ることと，

それに対する他者からの指摘を得ることの両方に

よって，無意識だった自分の実践知を意識化，言語

化できたと実感している。可児もまた，振り返りを

共有する意義を実感している。 

（2）実践知の多様性への気づきと多様性が生ま

れる背景についての省察 

他者の語りを聴くことによって，二人は，互いの

実践知や振り返り方の違いに気づき，チューターの

実践知や振り返り方の多様性が生まれる背景を省察

していた。 

可児は，チューターの「スタイル」が形成される



太田，可児，久本「『チューター史』を振り返り語り合う実践研究の意義」 

 72

過程について考察している。 

同じ経験を，ライティング・センターで

チューターとしてやってたり，同じ学生を見

てたりもするのに，どういう場面でどう対応

したかっていうのは個人でいろいろ違って，

その結果，全部異なる経験になって。私はラ

ウンドテーブルをやったことで，「あ，みん

なが言ってた『スタイル』ってこういうこと

なのかな」っていうことに気づきました。同

じことをやってるはずなのに，詳細を見ると

違ってて，その結果学生の文章も変わるし，

学生の反応も変わるし。その，スタイルも，

独りじゃなくて，書き手ありきでできてくも

のかなって思いました。ラウンドテーブルで

共有して，「あ，そう考えることができるん

だ」とか，「あ，この人はこうやるんだ」っ

ていうのが単純に面白かったし，それが全部

……その違いがスタイルを生んでるのかなっ

ていう感じですね。 

可児は，「どういう場面でどう対応したか」とい

う実践における個別的な状況への対応の積み重ねが

「異なる経験」を作り，それがチューターの「スタ

イル」の違いを生むと考える。可児のいう「スタイ

ル」は，実践知と，それを反映したチュータリング

実践の総体と考えられる。その「スタイル」は，文

章や書き手の反応という実践の結果にも影響すると

同時に，書き手によっても「スタイル」が作られ

る。可児は，これまで，チューターの「スタイル」

の違いは少しずつ見えてはいたものの，その違いが

何に起因しているかは見えなかったが，実践全体を

互いに振り返ることによって，お互いの「スタイル

の違いとその理由」全部が見えたと感じているとい

う。 

久本は，「僕もまず，みんな同じような研修を受

けてるんで，同じような感じで振り返るのかなって

思ったら，そもそも振り返り方も全然違って，って

いうところがかなり驚きましたね。」と，振り返り

方にも多様性があるという気づきを語る。 

ラウンドテーブルを通して気づいたチューターの

実践知や振り返り方の多様性について，可児と久本

は，その後の研究の過程でさらに省察し，議論し

た。2014 年 3 月のシンポジウムにおける発表で

は，チューターの実践知や振り返り方の違いが生ま

れる理由は「チューター観の違い」（Ⅳ）にあり，

「チューター観」は「個人の感性＋先輩チューター

の影響」（Ⅳ）によって形成されると考察する。こ

の考察について，可児と久本は自身の事例をもとに

次のように説明する。可児は自分にとって「先輩

チューターの影響」が非常に大きく，「誰にあの時

何を言われた，誰はこうしてたっていうのが自分の

中の見本みたいな感じだった」と振り返る。一方，

久本は，どの先輩の影響が特に大きいということは

ないが，多くの先輩チューターのセッションを見学

したことから，先輩チューターたちの影響が部分的

に組み合わさり，総合的に大きく影響していると振

り返る。「個人の感性」について，可児は「完全に

自分が楽しむことでした」と振り返る。「自分が楽

しくなきゃ相手も楽しくないだろうなっていうの

が，日常でもいつもそうなんですけど，思ってるか

ら，セッションでも，文章でも楽しもうって思って

いました」と語る。久本は，「視点を高くして俯瞰

的に客観的に見たい」という思考傾向を，自分に

とっての「個人の感性」だと述べる。そして，ラウ

ンドテーブルをすることによって，この思考傾向に

気づくことができたという。 

では，この「個人の感性」は何に起因しているの

だろうか。太田がその源について問いかけると，久

本は次のように語る。 

［専門が］生物研究で，非常に主観性の入り

そうな分野っていうのがあると思うので，そ

こをできるだけ排除したいっていうのが，無

意識のうちに働いていると思うんです。だか
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ら，研究を進めるときも，とにかく，大枠

で，これやってこれやってていうのを全部決

めてからスタートしないと迷走するっていう

のを経験的に知ってる感じなんで。計画立て

ずにやって，失敗したことが多かったんで，

たぶんそう思うようになってるんじゃないか

なって思います。 

久本にとっては，自身の専門分野での意識や研究

の進め方に関する経験が，「視点を高くして俯瞰的

に客観的に見たい」という意識につながっているの

である。一方可児は，「レポートとかで，書いてて

楽しかったものの方が，絶対クオリティも高いし評

価も高いしっていう感じだったから，楽しもうって

思っちゃって」と語る。自身の文章作成における成

功体験が，「楽しむ」という意識につながっている

のである。 

二人の振り返りから，チューター観を構成する

「個人の感性」の部分は，チュータリング経験以前

の，ライティング・センター以外の場での経験に

よって形成されていることが分かる。これは，「自

分の実践を振り返る際に，自らのライフストーリー

と結びつけることで，自らが意識的に，あるいは無

意識的に行動の基準としていたフレームを明らかに

することができる」（細川太輔，2010，p. 35）とい

う指摘と重なる。 

（3）他者の実践知を知ることによって深まる自

分の実践知の省察 

ラウンドテーブルでは，他者の実践知が共有され

る。ラウンドテーブルを通して知った他者の実践知

を，二人はどのように意味づけただろうか。 

久本は，ラウンドテーブルにおいて可児の語りを

聴くことで，自分のセッションにも取り入れられる

具体的な行動のレパートリーに気づくだけでなく，

「意識もしていなかったアプローチとか，思考方法

とか，それを使うかは別として，そういう選択肢が

あるっていうのが，聞いているうちにどんどん広

がっていく」と感じたという。例えば，書き手の笑

顔や満足を大事にするという可児のチュータリング

観は，考えてはいても実感としてよく分かっていな

かったが，「常に必ず優先するかは分からない」も

のの，「そういう部分もやっぱりあってもいい」と

感じたという。これは，他者の「チューター史」を

聴くことが，語り手の実践知にアクセスする機会と

なっていることを示している。自分では意識してい

なかった様々な実践知にアクセスすることによっ

て，自身の実践知として取り入れる選択肢が広がる

のである。しかし，他者の実践知は，全てそのまま

取り入れられるとは限らないことが久本の語りから

示唆される。 

同様に可児も，他者の話を聴き実践知の違いに気

づいても，自分の実践に取り入れる部分と取り入れ

ない部分があることに気づいたという。「その人が

成功してるパターンと分かってるのに，なぜやろう

と思わないんだろう」と考えた結果，「多分，それ

を取り入れると，自分が今までやってきたやり方が

崩れて，どうしていいか分からなくなるから，それ

はできない」と気づく。なぜなら，他者が行ってい

る方法の背景にある考え方や全体の中での位置づけ

が，自分の行っている実践全体の背景や考え方と異

なる場合に，他者の方法を取り入れるためには，

「自分が今までやってきたことを捨てなきゃいけな

い」からである。この気づきは，久本の行動のレ

パートリーを取り入れようとして失敗した経験に基

づいている。ラウンドテーブル後，可児は，セッ

ションの最後にセッションのまとめをするという久

本の行動のレパートリーを，自分のセッションに取

り入れようとした。しかし，当該セッションのポイ

ントや検討した課題を一言で示すことはできても，

40 分間のセッションで行ったことを 5 分にまとめ

て言うことが，可児には「全然できな」かった。可

児はその理由を，「全体像を見えた上でのセッショ

ンなのか，自分の意識してる，チューターとして意
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識したポイントの要素だったのかっていう違い」に

よると考える。他者の実践知を取り入れるか取り入

れないかは，自分の実践知全体との関係で吟味され

るのである。つまり，他者の実践知は，自分の実践

知との関係において意味を交渉した上で，取捨選択

されるのである。この過程で自分の実践知について

も意味の交渉が行われる。それゆえに，この過程で

「自分が結局深まる」と可児は語る。 

可児のこの振り返りを受けて，久本も，よいと

思っても自分には取り入れられない先輩チューター

の実践知について，具体例を挙げて語った。 

僕は，「じゃあ，どういうところが気になり

ますか」っていうのを全部言ってもらって，

それダーって書き出して，「じゃあ，一つ一

つ解決していきましょう」っていうスタンス

を取るんですけど，［助手の］Z さんは，文

章の課題が出てきたときに，その都度やった

方がいいんじゃないかって。それは，その時

の書き手の思考に寄り添っているからってい

う風におっしゃられたんですね。それ聞いて

僕は，その方法もありかなあとも思ったんで

すけど，でも，今までの経験的にそれをやっ

てしまうとなんかうまくいかない方が多かっ

たんで，「それはちょっとできないです」み

たいなふうに言ったんですけど。そこから，

書き手の方にどんどん寄り添っていくタイプ

なのか，逆にその全体像をこっちで把握して

みたいなのか，っていうのかなって。 

この語りから，久本は，「書き手の思考に寄り

添って」セッションを進めるよりも，自分がまず書

き手の問題意識等の「全体像を把握して」からセッ

ションを進めるタイプであると認識していることが

分かる。4 か月前のラウンドテーブルでは，自分の

チュータリング観を「よくも悪くもどっちつかず」

と語っていたが，時間を経て，久本が自分のチュー

タリング観をより明確に意識したことがうかがえ

る。自分のチュータリング観を意識しているからこ

そ，助手 Z の助言をそのまま受け入れるのではな

く，自分の経験も踏まえて意味を交渉し，「できな

い」と答えたのである。 

この一連の振り返りは，実践共同体としての実践

知の共有と継承の意味について示唆を与えている。

チューターの実践知は，語られることによって，他

のチューターが利用可能なリソースとなる。語られ

る実践知が豊かであるほど，他のチューターは利用

可能な選択肢の幅を広げることができる。しかし，

チューターの実践知はそのままの形で他者に継承さ

れ，実践に取り入られるわけではない。各チュー

ターは自分の実践知の総体との関係から他者の実践

知を吟味し，取捨選択するからである。あるいは，

可児の「チューター史」で語られたように，長い時

間を経て，ライティング・センター内外での実践経

験を経て，初めて先輩の実践知の意味が理解され実

践に取り入れられることもある。このように，

「チューター史」の語り合いは，チューターの実践

知をそのまま他者に継承する方法というよりも，他

者が利用可能なリソースとして，互いの実践知を共

有するために有意義な方法といえよう。 

5．2．2．実践研究を行い，発表した経験の意味 

「チューター史」を振り返りラウンドテーブルで

共有した実践研究の成果を，筆者らはライティン

グ・センターのチューター・ミーティング，および

シンポジウムで発表した。その経験の意味につい

て，振り返った。 

（1）実践共同体への貢献とアイデンティティの

変化 

実践研究の成果をチューター・ミーティングの場

で発表した経験は，可児にとって，実践共同体への

貢献を実感し，アイデンティティを変化させるもの

であった。 

可児は，気持ちの上で自分は新人寄りであるの

に，自分よりもずっとベテランのチューターたちを
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前に，「新人対ベテラン」の対比として発表するこ

とに，最初は大きな抵抗があったという。しかし，

先輩たちの前で発表したことの成果は大きかったと

語る。自分を育ててくれた「メンター的な」先輩た

ちに，「自分の経験と自分がいつ何を考えてたって

いうのを知ってもらえた」ことがとてもよかったと

いう。発表の後，「メンター的な」先輩チューター

E が，「自分のアドバイスがどう生きてたとか，そ

ういうことを知れてよかったって言ってくれた」の

である。可児は，今までの研修では「教えてもらっ

たことで終わってたのが，その結果私，こう思った

よっていうのを先輩に伝えるっていうのが大事だっ

ていうことをすごく感じました。」と語る。 

この語りは，実践研究を発表することが，ライ

ティング・センターという実践共同体の他者，特に

新人を指導する立場にあるベテラン・チューターに

とって，省察の機会となることを示唆している。ま

た，可児のアイデンティティに変化が見られる。発

表前には，「新人寄り」というアイデンティティ

と，久本との対比における「ベテラン」という新た

なアイデンティティの間にずれを感じていた。しか

し，発表を聞いた「メンター的な」チューターから

のことばによって，先輩から「教えてもらった」こ

とに対する自分の考えを先輩に伝えることは，先輩

の学びに対する貢献であると気づく。これによっ

て，先輩の学び，広くは実践共同体全体の学びに貢

献できる自分という，実践共同体の一員としてのよ

り熟達したアイデンティティが芽生えたといえる。 

可児はまた，ミーティングでの発表には，卒業前

の「最後のミーティングで自分のチューター経験の

すべてを総括して話せた意義」があったと振り返

る。早稲田大学ライティング・センターでは，毎学

期最後のミーティングで，卒業するチューターが

「置き土産プレゼン」を行う。チューターとしての

自分の成長と，後輩に伝えるチュータリングのポイ

ントを，7 分間で話すのである。この「置き土産プ

レゼン」は，話せるポイントが絞られるのに対し

て，実践研究の発表では，自分の成長をすべて総括

して示せたことが大きかったと可児は言う。自分を

育ててくれた先輩や教員，そして後輩たちの前で，

「『チューターとして私がここで働いた意味は［私の

人生にとって］これだけありました。ありがとうご

ざいます。』って言えたっていうのは，本当に良

かったと思います」と可児は語る。可児にとって，

自分の成長を総括して示すことは，ライティング・

センターという実践共同体で自分を育てた先輩や教

員，共に働いた仲間に対する感謝を伝えることに他

ならないのである。この語りには，ライティング・

センターという実践共同体の一員としての可児のア

イデンティティが表れている。 

この，実践共同体の一員としての，より熟達した

アイデンティティは，ラウンドテーブルでは語られ

なかった。ラウンドテーブルで語られたのは自分の

チュータリング実践における熟達化の実感に限ら

れ，実践共同体との関係でアイデンティティが語ら

れることはなかった。実践研究の成果を発表する経

験は，自身のアイデンティティを実践共同体との関

係から捉え，熟達化を実感する契機となることが示

唆される。 

（2）自身のチュータリング実践を捉える視野を

広げる学び 

実践研究を行い，その成果を発表した経験は，自

身のチュータリング実践を捉える視野を広げる学び

の機会となっていた。 

可児は，実践研究の過程を通じて行ったやりとり

から，「話しながら改善・解決することの本質」は，

「チューターだからとかセッションだからとか全然

関係なくて，日常のどのレベルでも同じだ」という

気づきを得たという。 

常に，何かを誰かとやる時って，話して，私

はこう思う，相手もどう思うっていうのを聴

いて解決してく。そこでやってることって，
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毎回のセッションでやってることと一緒だ

なっていうことが大きくて。じゃあ，セッ

ションでやってることとそれが一緒なんだっ

たら，今このやりとりもそうだし，職場で話

すやりとりだったり会議で話すこととかも全

部一緒だなっていう風に思って。全部の本質

にそれがあるんだなっていう感じのことを思

いました。例えば先輩とかにどうですかって

きいて，こうですって言われても違うと思っ

たら，でもこうじゃないって言ったりする

じゃないですか。言いにくかったりもするけ

れど，言ってく必要性は絶対にあると思うの

で。そういう意味では，話し合って何かを目

指すとか。特にペーパーの場合，人の思考

じゃないですか。チューターからすれば。人

の思考が表れたものを指摘しなくちゃいけな

いっていう立場にいたのは，指摘の仕方を考

えたり，ただ悪いところを指摘するんじゃな

くて，じゃあどうするっていうところまでを

考えて指摘するっていうのが結構，どの場面

でも必要かなって思います。 

可児は，実践研究の過程でのやりとりも，チュー

ターとしてセッションで行っているやりとりも，日

常的に行っている言語活動も，「話しながら改善・

解決する」という意味において本質的に同じである

という気づきを得た。これは，チュータリングとい

うローカルな実践を，言語活動，ことば，相互行為

の本質というグローバルな視点から捉え直して構築

した，可児のチュータリング観，あるいはコミュニ

ケーション観といえる。実践を振り返り，共有し，

発表するという一連の実践研究の経験は，自身の

チュータリング実践を捉える視野を広げる学びの機

会となることが示唆される。 

久本は，個人での振り返り→3 名でのラウンド

テーブルでの共有→ライティング・センターにおけ

るミーティングでの発表のための振り返り→発表準

備のための共有，という過程を通して，自分の視野

が，個人からライティング・センター全体へと広が

り，より俯瞰的な視点へと変化していったと感じて

いる。実践研究を行う過程で，実践を捉える視野

が，自分個人からライティング・センターという実

践共同体全体へと広がったのである。このことか

ら，実践研究は，経験の浅いチューターにとって

も，実践共同体全体の実践を俯瞰する広い視野を獲

得する機会となることが示唆される。 

可児と久本の語りから，実践研究の発表に向け

て，何度も話し合いが行われ，そのたびに省察と共

有の往還があったことが分かる。その過程で，視野

の広がりや思考の深まりが二人に起きている。特

に，チュータリング実践の意味を，ライティング・

センター全体，さらには言語活動全体という広い視

野から捉え直した点は，非常に重要な省察である。

このことから，発表に向けて話し合う過程自体が，

省察を深め視野を広げる学びの機会になっていると

いえる。 

（3）実践研究を行った経験のその後の実践への

影響 

では，実践研究の経験は，その後の実践とどのよ

うに関連しているだろうか。 

本実践研究を経験したことで，久本は「自分のス

タンスってこうなんだ」と自覚するようになった。

久本のいう「スタンス」とは，書き手のタイプにか

かわらず，「そのチューターが何を優先するか」を

意味する。これは，刻々と変化するセッションにお

いて，最善のアプローチを選択していくために必要

な判断基準だと久本は考える。実践研究の過程で自

分のスタンスを自覚したことで，それに沿ってセッ

ションを行うようになり，それによってさらにスタ

ンスを自覚するという「強化」があったという。そ

の発端は，「やっぱりこのラウンドテーブルだっ

た」と振り返る。スタンスが必要だという気づきを

裏づける経験もあった。ある書き手とのセッション
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で苦戦しながらも，「セッションとしてはがっかり

しなかった」経験をしたが，なぜそのセッションが

「がっかりしなかったのか」を考えた際，自分の指

針をある程度決めてそこから外れないようにしたか

らだと気づいたという。この経験から，ふらふら他

の人のスタンスに変えるよりは，自分のスタンスで

常に一定にしたほうがよいと考えたという。久本

は，自分のスタンスを，「全体を把握して，方針を

決めてやるっていうところ」と語る。このようなス

タンスが明確になることによって，課題もより明確

に見えるようになったという。逆に，ラウンドテー

ブルを行った時点では，「スタンスが固まっていな

かったから課題が見えていなかった」と語る。 

可児は，実践研究の経験が自身の実践にどのよう

に影響しているかを意識していなかったが，振り返

りの話し合いの中で，次のような変化があったこと

を思い出した。それは，ライティング・センターの

セッションにおいても，卒業後に行っている高校生

向けの学習塾での小論文と英語指導の実践において

も，「なぜ自分がそれをしようとしていうのかって

いうことを考えるようになった」ということであ

る。これは，自分の実践を振り返る方法の変化とも

重なる。「自らの実践に対して『なぜ』という批判

的な目を持つ」（細川，2012c，p. 184）批判的な振

り返りを，実践研究の後も継続して行っているので

ある。例えば，何かを目の前の学生にしてもらおう

としたとき，「なぜ今自分はこの人にこれをしても

らおうとしているのか」を考え，その目的を共有す

るという。そうすることによって，相手が納得すれ

ば自分の「求めているところに近づく速さも速く」

なり，相手も「考えを言ってくれる」と実感してい

る。つまり，批判的な振り返りの内容を学生に対し

て共有するというように，可児の実践そのものの中

に，批判的な振り返りと共有のプロセスが浸透した

のである。 

実践研究を経験した後の実践では，久本も可児

も，実践を行っている最中に，実践の背景にある

「スタンス」や，自分がやろうとしていることの理

由を省察しているのである。これは，ショーン

（1983/2007）が言う，「自分の実践の中で（in），自

分の実践について（on）省察する」（p. 64）行為に

他ならない。このことから，実践研究を通して，久

本と可児は，省察的実践者として成長したといえよ

う。 

 

5．2．3．実践研究の振り返りによって深まる省察 

（1）チュータリング観の明確化 

ここまでの振り返りでは，「スタイル」，「チュー

ター観」，「個人の感性」，「スタンス」，「タイプ」と

いうことばで，実践の前提となる枠組みに言及され

てきた。そして，可児と久本の枠組みが，断片的に

語られてきた。では，二人の実践を貫くチュータリ

ング観は何だろうか。それをより明確にするため

に，意見交換を行った。 

O：自分のチュータリング観て何ですかって言われ

たら，どう答える？どんなチュータリングを目

指しているとか，書き手にどうなってほしいと

か，私はどんなチューターで，あるいはどんな

チューターを目指しているのかっていうと，ど

う？ 

K：私はやっぱり最初に楽しいがきちゃうかな。文

章を書くときに楽しくなってくれたらいいなっ

て。チューターによるセッションをちょっとで

も楽しいって思ってくれたら，文章を書くとき

に楽しいって思ってくれる，文章を書くために

考えることとかも，楽しいって思ってくれるん

じゃないかなあっていう。文章を書く過程に，

楽しいことが一つでもあったって思えば，次書

くときにプラスに働くかもしれない。 

H：僕はいろいろ悩んでる最中ではあるんですけ

ど，最近思ったのは，やっぱり書き手の方の成

長が大事だろうって。「とにかく直してく
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れ」っていう書き手もいるんですけど，直して

ほしいっていうところ以前の問題があったとき

に，指摘すべきだっていう風に考えていまし

た。書き手の満足っていう意味では，書き手の

やりたいことをやるのがいいと思うんですけ

ど，それが本当に書き手のためになるかってい

う部分だと思うんですよ。やっぱり，文章をよ

くするとか，書き手自身の成長につながる部分

に，重きを置くべきかなって，最近思ってまし

て。厳しく言ってしまうと書き手の方も必ず反

発するんで，そこをうまくどう持ってくかが自

分の中での課題です。書き手のやりたいことを

やった方が楽は楽なんですけど，妥協せずに常

に書き手と向き合っていくっていうのが大事か

なって今は考えています。 

可児も久本も，これまでに語ってきたことばで，

自身の「チュータリング観」を語っている。可児は

〈楽しいセッション〉をすることによって，書き手

が「文章を書くときに楽しくなれたらいい」と考

え，久本は，「書き手の満足」よりも「文章をよく

すること」や「書き手の成長」を重視し，指摘すべ

き点は指摘すると考える。「チューター史」を語っ

た 1 月時点では，「書き手の満足」と「書き手の成

長」のどちらを取るか決めかねていたが，5 月に

行ったこの振り返りでは，「書き手の成長」をより

重視することを明言している。 

（2）共通言語の意味をめぐる交渉による解釈の

多様性への気づき 

二人のチュータリング観は一見大きく異なる。し

かし，可児は，「『楽しい』は私の中の最低ライン」

と語り，その先には，久本と同様「書き手の成長」

を目指すという。では，久本と可児のいう「書き手

の成長」とはどのような意味なのだろうか。 

K：自分で文章を書くときに自分でいろんなことに

気づけるか。読者を意識するっていうか。自分

の意図が伝わるかっていうところがペーパーを

書くことの本質だと思うので，そこに向かって

いけるような助けができるといいなって。 

O：文章観につながっていくよね。いい文章を書

くってどういうことか，いい書き手って何か。

久本さんが「書き手の成長」って言った時に，

どんな書き手になることが成長ですか？ 

H：やっぱり学術的文章としての最低限のスタイル

を押さえるっていうところが大きいですね。序

本結が書けるとか，一文一義がしっかりしてる

とか。逆に言えば，そこさえできていれば，あ

とは書き手の満足にいってもいいのかな。だか

ら，僕の言ってる，成長を優先させるっていう

のは，ある意味最低限の土台まで持って行くっ

ていう部分かな。 

O：最低限はみんな一緒なのかな？ 

K：私は最低限は，書いていることが相手に伝わる

かだと思う。形式より。 

H：僕の場合だと，逆に形式が整っていないと伝わ

らないかなっていう風に思う。やっぱり，相手

に伝わるっていう最終目的は一緒なんだなって

いう。 

このやりとりから，「書き手の成長」という表現

の意味が，可児と久本では異なっていることが明ら

かになった。可児にとっては，「自分の意図が伝わ

る」文章を書けるようになることが「書き手の成

長」であるが，久本は，「学術的文章としての最低

限のスタイルを押さえる」ところまで持って行くの

が「書き手の成長」と捉えていたのである。この差

は，二人が持つ「文章観」，つまり，どのような文

章がよい文章かについての考え方に起因している。

二人とも，「相手に伝わる」文章を最終目的として

いるが，久本は「学術的文章としての最低限の」

「形式が整っていないと伝わらない」と考え，可児

は「形式よりも」「読者を意識する」ことによって

「相手に伝わる」文章に向かうと考えているのであ

る。 
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では，「書き手の成長」と対比して語られる「書

き手の満足」は何を意味するのだろうか。 

O：書き手の成長と書き手の満足も，私は対立はし

ないと思うんだけれども。 

K：結構，ま，バランスですよね。 

O：そうだよね。成長した方が満足な人もいるかも

しれないし，厳しく言ってくれた方が満足って

いう人もいるだろうしね。書き手の満足ってな

あに。 

K：それじゃないですか。相手のニーズに応える。 

O：なるほど。書き手の満足＝ニーズに応える。例

えば，ネイティブチェックしてください，きれ

いにしてください，正しい日本語にしてくださ

いっていう，そのニーズ？ 

K：その中でも，特に何が気になってるのかを聞く

と思います。「助詞です」って言われたら共通

する間違いを探したり，「自然な日本語です

か」って言われたら「じゃ，何が自然ですか。

どこが気になりますか」っていうことを確認し

たり。どうしても，意味がまったく通じないよ

うな表現は指摘しますけど。ネイティブチェッ

クっていっても，これ多分，前の研修でも話題

になりましたけど，何をネイティブチェックと

するかの内容も全然違う。 

O：ニーズっていうか，「直してください」ってい

うのがリクエストだとしたら，それに応えるの

じゃなくて，その人が「直してください」って

いう背景に持ってる「助詞が苦手，課題」って

いう「課題」に対処する，っていう意味なのか

な。 

K：そうですね。 

O：ニーズに応えるというと，「はい，添削してあ

げましょう」っていう意味にもなると思うけ

ど。 

K：でも，どうしてもそれっていう人にはやります

けど。博論とか持ってきて，「時間ないんで

やってください」って言われたら。 

このやりとりでは，「書き手の満足＝相手のニー

ズに応える」という可児のことばの意味を巡って，

太田が問いかけを重ねている。太田は，「相手の

ニーズに応える」という可児のことばに対して，ど

のような「ニーズ」であっても，それをそのまま受

け入れ，やってあげること，特に，チューターが一

方的に文章を添削することに対して抵抗を感じてい

る。それは，「『紙を直す』のではなく『書き手を育

てる』」（佐渡島，2013，p. 238）というライティン

グ・センターの理念に反するからである。しかし，

可児が言う「相手のニーズに応える」という意味

は，太田のイメージとは異なっていた。可児は，書

き手が例えば「自然な日本語ですか」と言った時

に，「何が自然ですか。どこが気になりますか。」の

ように，相手の意図を具体的に確認するという。そ

の上で，「指摘」のみするのではなく，「共通する間

違いを探」す等，書き手と一緒に作業をし，書き手

の学びを促すのである。これは，書き手との協働を

通して，書き手の学びを支援する行為であり，ライ

ティング・センターの理念を具現化した実践といえ

る。 

このように，チュータリング観を明確化するため

に行ったやりとりを通して，「書き手の成長」「書き

手の満足」という，ライティング・センターにおい

てたびたび使われる共通言語の意味が，筆者らそれ

ぞれで大きく異なることが明らかになった。「書き

手の成長」「書き手の満足」という概念は，実践共

同体における「共同の企て」，つまりライティン

グ・センターが遂行しようとしている活動が，言語

化，具象化された「共有レパートリー」といえる。

Wenger（1998，p. 83）が「共有レパートリー」は

本質的に多義的であると指摘するように，「書き手

の成長」「書き手の満足」という概念は筆者ら 3 名

の間でさえ多様に解釈されていた。しかし，「共有

レパートリー」の多義性は，「意味の交渉」により
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新しい意味を生み出すリソースとなる（Wenger，

1998，p. 83）。それゆえ，「書き手の成長」「書き手

の満足」の捉え方を互いに話し合うことによって，

ライティング・センターにおける実践は何をめざす

のかという「共同の企て」の意味を実践共同体全体

で交渉することにつながると考えられる。 

（3）批判的な振り返りを行うための関係づくり 

共同体全体で「共同の企て」の意味を交渉するた

めには，実践やそれに関わることばの意味を批判的

に振り返り，話し合う関係や習慣が構築されている

ことが条件となろう。ラウンドテーブルを行った時

点では，ことばの意味を明らかにしたり，問い直し

たりするやりとりは起こらなかった。筆者ら 3名の

間での解釈の違いは，互いのチュータリング観を構

成することばの意味を一つ一つ問い直し，やりとり

を重ねたことによって初めて明らかになったのであ

る。現在のライティング・センターにおいて，「書

き手の成長」等の共通言語の意味を，改めて話し

合ったり問い直したりする機会は設けられていな

い。これまで，こうした共通言語の意味を改めて議

論しなかった理由について，可児は，「もし違う機

関のセンターの人と話すと，絶対話すと思う」が，

同じライティング・センターの仲間同士では「言わ

なくても分かるみたいなのがあったのかもしれな

い」と振り返る。しかし，5 月の振り返りから，共

通言語の意味が，一人ひとりのチューター，スタッ

フによって全く異なっている可能性が示唆された。

以上から，実践研究には，批判的な振り返りと共有

の過程を通して，実践共同体の共通言語の多義性へ

の気づきと意味の再交渉を促すことが明らかになっ

た。また，実践研究は，実践を批判的に振り返り共

有する関係や習慣を作る上でも意義があることが示

唆された。このような関係や習慣は，実践共同体全

体で実践の意味を交渉し，新たな意味を協働で構築

するために必要である。 

可児と久本のチュータリング観と，その背景にあ

る文章観や「書き手の成長」「書き手の満足」の捉

え方は，ラウンドテーブル，研究発表のためのやり

とりを重ねる過程で，徐々に明確化されていき，5

月の実践研究過程全体についての振り返りの中で，

一つ一つのことばの意味を改めて確認し問い直すこ

とで，互いが持っている前提の違いを明確に認識す

ることができた。まさに，互いの実践の前提となる

自明の，あるいは無意識の枠組みを批判的に振り返

り，問い直す過程であった。この過程は，省察的実

践者としての学びと成長の過程であるといえる。 

 

6．考察―学び合う実践共同体構築に向

けた実践研究の意義 

本研究の目的は，チューターの学びと成長を促

し，実践知を蓄積，継承し，発展させる実践共同体

を構築する方法を探究することである。本研究で

は，チューターの成長を省察的実践者としての省察

と捉え，そのための学びを実践共同体への参加の過

程と捉えた。そして，この学びを意識的に行う方法

として実践研究を捉え，チューターの省察を中心に

据えた実践研究を実施した。本章では，個人で

「チューター史」を振り返り，ラウンドテーブルで

それを他者と語り合い，さらにその経験について振

り返り，実践研究として発表するという，一連の実

践研究の意義を，冒頭で示した以下の研究課題に

沿って考察する。 

1. 「チューター史」を省察し他者と語り合う実践

研究には，省察的実践者としてのチューター

の学びと成長を支援する上で，どのような意

義があるか。 

2. 「チューター史」を省察し他者と語り合う実践

研究には，チューターの実践知を蓄積，継承

し，発展させる実践共同体を構築する上で，

どのような意義があるか。 
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6．1．チューター個人にとっての実践研究の意義 

本節では，一つ目の研究課題である，「『チュー

ター史』を省察し他者と語り合う実践研究には，省

察的実践者としてのチューターの学びと成長を支援

する上で，どのような意義があるか」について考察

を行う。5 章の結果から，個人の学びと成長を支援

する上で，実践研究には次の四つの意義があること

が示唆された。 

1． 自分の実践について省察する手段としての意

義 

2． 実践知を吟味し拡充する手段としての意義 

3． 実践共同体のより熟達した成員というアイデ

ンティティの形成を促す手段としての意義 

4． 自身の実践を捉える視野を広げる手段として

の意義 

以下，それぞれについて説明する。 

（1）自分の実践知を省察する手段としての意義 

第一は，自分の実践知を省察する手段としての意

義である。本実践研究の過程において，個人での振

り返りと他者との共有や意見交換を繰り返すことに

よって，それまで無意識だった，あるいは自明だと

考えていた，自分の課題，チュータリング観，文章

観，コミュニケーション観等が意識化，言語化さ

れ，その意味や，背景にある経験，理由等が批判的

に問い直された。そして，振り返りと共有の往還を

重ねるにしたがって，問い直しがより批判的に行わ

れるようになり，互いの意識もより明確に表現され

るようになっていった。複数の先行研究で指摘され

ているように，批判的な振り返りと他者とのイン

ターアクションによって，実践の前提となる自明

の，あるいは無意識の枠組みが意識化されたといえ

る。自身の実践の枠組みを意識化する上で，他者の

チュータリング実践全般，つまり，実践における具

体的な行動のレパートリーとその背景にあるチュー

タリング観やそれが形成された背景を合わせて聴く

ことの重要性が示唆された。他者の実践全般を聴く

ことで自分とは異なる考え方や工夫を知ることが可

能となる。他者と自分の相違を知ることで，自分の

チュータリング実践の工夫やその前提となるチュー

タリング観を相対化し，自分らしさとは何かをより

強く意識できるのである。 

また，実践研究の過程で振り返りと共有の過程を

繰り返すことによって，自身の実践に対する振り返

りの仕方についての省察が深まり，「自分の実践の

中で（in），自分の実践について（on）省察する」

（ショーン，1983/2007，p. 64）姿勢が身につくこと

が示唆された。この実践の中での省察は，実践研究

後も継続されていたことから，実践研究は，省察的

実践者として学び続ける方法を体得する上でも意義

がある。 

（2）実践知を拡充する手段としての意義 

第二の意義は，実践知を拡充する手段としての意

義である。「チューター史」を語り合い，他者の実

践全般を聴くことは，他者の実践知にアクセスする

機会となっていた。自分では意識していなかった

様々な行動のレパートリーやチュータリング観にア

クセスすることによって，利用可能な実践知の選択

肢が広がるのである。他者の実践知の中には，すぐ

に自分の実践に取り入れやすいものもあれば，長い

時間をかけて咀嚼されてから取り入れられるものも

ある。しかし，他者の実践知が全てそのまま取り入

れられるとは限らないことも，本実践研究で明らか

になった。他者の実践知は，自分の実践知との関係

において意味を交渉した上で，取捨選択されるので

ある。したがって，実践研究には，他者の実践知へ

のアクセスを通して，自身の実践知を吟味し拡充す

る手段としての意義がある。 

（3）実践共同体のより熟達した成員というアイ

デンティティを形成する手段としての意義 

第三の意義は，実践共同体のより熟達した成員と

いうアイデンティティを形成する手段としての意義

である。 
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「チューター史」は自分のチューターとしての学

びと成長の軌跡に他ならない。「チューター史」を

振り返ることで，過去の課題が克服され，豊かな実

践知が形成されているといった，自身の成長を自覚

することが可能になる。それによって，より熟達し

たチューターとしてのアイデンティティを意識化で

きるのである。また，これからなっていく自分の目

標を省察することは，今後の実践と成長の方向性を

意識化し，主体的な学びを促すことにつながるだろ

う。さらに，実践研究では，ライティング・セン

ター以外の場における経験や実践知への省察も促さ

れた。自身の多層的なアイデンティティとチュー

ターとしてのアイデンティティを関連づけ，統合す

ることは，自分の人生全体におけるチュータリング

実践や，チューターとしての成長の意味を省察する

ことにつながると考えられる。 

実践研究は，実践共同体のより熟達した成員とい

うアイデンティティを形成する意義もあった。

「チューター史」では，先輩チューターや実践共同

体の様々な環境が自分の学びと成長を促す要因と

なっていることを意識化できる。自分の成長と他者

との関係を意識化することによって，実践共同体の

一員としてのアイデンティティをより強く感じられ

よう。また，より熟達した実践共同体の成員という

アイデンティティは，実践研究の過程で他者の学び

に貢献することでも形成することができる。

「チューター史」を互いに語り合うことによって，

他者の実践知を意識化させる，自分の実践知を共有

する等の貢献ができる。実践研究の成果を実践共同

体の他者に向けて発表することも，他者の学びへの

貢献になる。たとえ新人であっても，他者の学びに

貢献する経験ができるため，実践研究は，実践共同

体のより熟達した成員としてのアイデンティティを

形成できるのである。実践共同体のより熟達した成

員というアイデンティティを形成することは，さら

なる学びを促す上で重要である。レイヴ，ウェン

ガー（1991/1993）が指摘するように，「共同体の一

部になるということ」（p. 97），「熟練した実践者と

してのアイデンティティの実感が増大していくとい

うこと」（p. 98）は，学習の重要な動機づけになる

からである。 

（4）自身の実践を捉える視野を広げる手段とし

ての意義 

実践研究の第四の意義は，自身の実践を捉える視

野を広げる手段としての意義である。ラウンドテー

ブルにおいて「チューター史」を共有した時点で

は，可児も久本も，自分個人の熟達化の過程とし

て，自身のチュータリング実践を捉えていた。しか

し，振り返りと共有の意味を考察する実践研究の過

程で，可児と久本は，自分個人からライティング・

センターという実践共同体全体に視野を広げてい

た。また，可児は，発表に向けて久本とやりとりを

行った経験から，ライティング・センターにおける

チュータリング実践を，日常の言語活動全般という

広い視野から捉え直し，チュータリングやコミュニ

ケーションに関する理念を構築していた。 

以上の四つが，チューター個人にとっての実践研

究の意義である。これら 4 点において，「チュー

ター史」を省察し他者と語り合う実践研究には，省

察的実践者としてのチューターの学びと成長を支援

する意義がある。 

 

6．2．実践共同体にとっての実践研究の意義 

本節では，二つ目の研究課題，「『チューター史』

を省察し他者と語り合う実践研究には，チューター

の実践知を蓄積，継承し，発展させる実践共同体を

構築する上で，どのような意義があるか」について

考察を行う。5 章の結果から，実践共同体にとって

の実践研究の意義として，次の 4点が示唆される。 

1． チューターの実践知を蓄積し継承する手段と

しての意義 

2． チューター同士が学び合う関係を構築する手
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段としての意義 

3． 実践共同体としての実践を精錬し発展させる

手段としての意義 

4． チューターの学びに影響を与える実践共同体

の制度や環境を省察する手段としての意義 

以下，それぞれについて説明する。 

（1）チューターの実践知を蓄積し継承する手段

としての意義 

第一の意義は，チューターの実践知を蓄積し継承

する手段としての意義である。本実践研究では，

「チューター史」を小グループで語り合うことに

よって，互いの実践知が共有された。また，小グ

ループでの研究成果をミーティングで発表すること

によって，他のチューターとも実践知を共有するこ

とが可能になった。さらに，「チューター史」やそ

れに関する省察を詳細に文章化した本論文は，

チューターの実践知を未来のチューターに継承する

ためのリソースとなっていくであろう。本実践研究

が示したように，「チューター史」を省察し他者と

語り合う実践研究は，メンバーの入れ替わりが必然

的に起こるライティング・センターにおいて，実践

知を蓄積，継承する手段として意義があるといえ

る。 

ただし，既に述べたように，チューターの実践知

はそのままの形で他者に継承され，実践に取り入れ

られるわけではない。各チューターは自分の実践知

の総体との関係から他者の実践知を吟味し，取捨選

択するからである。これは，省察的実践者として重

要な行為である。ライティング・センターにおける

実践知の継承は，先輩の実践知を無批判に取り入れ

ることを意味するのではない。むしろ，他者が利用

可能なリソースとして実践知を共有し，蓄積し，次

世代に残していくことが，実践知の継承だといえる。 

実践知を蓄積し継承する上で重要なのは，実践知

の背景にあるチュータリング観や経験，実践知が利

用できる実践の状況等と共に伝えることである。こ

れによって，他のチューターの実践知を自分の実践

に取り入れるかどうかを判断しやすくなる。互いの

実践知の全体像を共有する方法と事例を示した本論

文は，先輩チューターから新人チューターへの助言

や研修を行う際に参照可能なモデルとなりうる。 

（2）チューター同士が学び合う関係を構築する

手段としての意義 

実践研究の第二の意義は，チューター同士が学び

合う関係を構築する手段としての意義である。本実

践研究の過程で，振り返りと共有を繰り返し行った

ことによって，話し合われる内容が次第に深まって

いった。例えば，1 月に行われたラウンドテーブル

では語られなかったチュータリング観やことばの意

味が，5 月の意見交換で問い直され，省察がより一

層深まった。このように，実践研究は，実践を批判

的に振り返り共有する上で必要な，学び合う関係を

構築する手段として意義がある。 

（3）実践共同体としての実践を精錬し発展させ

る手段としての意義 

実践研究の第三の意義は，実践共同体としての実

践を精錬し発展させる手段としての意義である。ラ

ウンドテーブルでは，二人のチューターのどちらも

が，セッションにおける責任という問題を省察して

いた。これは，ライティング・センターのチュー

ターにとって重要な共通の問題である。本実践研究

から，ラウンドテーブルで互いの実践知の共通点に

着目することによって，実践共同体の共有レパート

リーが顕在化し，それに対する省察が可能になるこ

とが示唆される。また，実践研究の過程を振り返る

話し合いでは，ライティング・センターにおいてよ

く使われる共通言語の意味が，互いに異なっている

ことが明らかになった。共通言語の意味を互いに話

し合うことによって，実践共同体における「共同の

企て」の意味を交渉することが可能になる。つま

り，実践共同体全体としての実践を問い直し，発展

させるのである。このような営みを行う手段とし
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て，実践研究は意義があると考える。 

（4）チューターの学びに影響を与える実践共同

体の制度や環境を省察する手段としての意義 

実践研究の第四の意義は，チューターの学びに影

響を与える実践共同体の制度や環境を省察する手段

としての意義である。「チューター史」では，

チューターの実践知の形成に他のチューターの多様

な実践知が大きな影響を及ぼしていたこと，そし

て，早稲田大学ライティング・センターでは，他の

チューターの多様な実践知へのアクセスを保障し，

促進する制度や環境が整っていることが明らかに

なった。このように，「チューター史」を語り合う

実践研究は，実践共同体が互いの学び合いを支援す

る制度や環境を提供しているか否かを，チューター

の視点から省察する手段となる。実践共同体の制度

や環境に関する省察は，実践共同体の環境づくりを

行う上で不可欠である。 

以上の四つが，実践共同体にとっての実践研究の

意義である。これら 4 点において，「チューター

史」を省察し他者と語り合う実践研究には，チュー

ターの実践知を蓄積，継承し，発展させる実践共同

体を構築する上で意義があるといえる。 

 

7．結論 

本研究の目的は，チューターの学びと成長を促

し，学び合う実践共同体を構築する方法を探究する

ことである。本研究では，ライティング・センター

におけるチューターの成長を省察的実践者になるこ

とと捉え，自身の実践に対する省察を中心に据えた

実践研究を実施した。具体的には，チューターとし

ての自身の成長の軌跡である「チューター史」を振

り返り，ラウンドテーブルで語り，筆者ら 3名で意

見交換を行った。また，ラウンドテーブルの成果を

他者に向けて発表した。本稿は，「チューター史」

作成，「ラウンドテーブル」での共有，発表という

一連の実践研究の過程を報告するとともに，実践研

究の過程がチューター個人および実践共同体にとっ

てどのような意義を持つかを考察した。 

本実践研究の結果，チューター個人にとって，実

践研究には次の四つの手段としての意義があること

が明らかになった。（1）自分の実践について省察す

る，（2）実践知を吟味し拡充する，（3）実践共同

体のより熟達した成員というアイデンティティの形

成を促す，（4）自身の実践を捉える視野を広げると

いう，四つの手段としての意義である。この結果か

ら，「チューター史」を省察し他者と語り合う実践

研究には，省察的実践者としてのチューターの学び

と成長を支援する意義があることが示唆された。一

方，実践共同体にとって，実践研究には次の四つの

手段としての意義があることが明らかになった。

（1）チューターの実践知を蓄積し継承する，（2）

チューター同士が学び合う関係を構築する，（3）実

践共同体としての実践を精錬し発展させる，（4）

チューターの学びに影響を与える実践共同体の制度

や環境を省察するという，四つの手段としての意義

である。この結果から，「チューター史」を省察し

他者と語り合う実践研究には，チューターの実践知

を蓄積，継承し，発展させる実践共同体を構築する

上で意義があることが示唆された。 

本稿は「チューター史」を振り返り他者と語り合

う実践研究の意義を論じてきたが，本論文の執筆も

また，実践研究の営みである。細川が指摘するよう

に，実践研究は「そのプロセスそのものを他者に向

けて公開するという行為である」（ 2012b， p. 

174）。また，「実践研究によって培われた教室の思

想」は，組織の仲間と共有し，議論することで，

「組織全体に広げる」ことが可能になる（細川，

2012c，p. 193）。実践研究を実施し，その過程と意

義を論じた本論文は，チューターの実践知の蓄積，

継承，発展に貢献しうる。例えば，可児と久本の

「チューター史」を記述した部分は，チューターの
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実践知を時間と空間を超えて共有可能なリソースと

して蓄積し，未来のチューターの省察に寄与しう

る。また，実践研究を行おうとするチューターに

とって，本論文は有益な先行研究となる。さらに，

本論文は，学び合う実践共同体の構築という思想を

他のスタッフと共有し，それを実現するための視点

を検討するための共有資料となりうる。このよう

に，本実践研究論文の執筆もまた，学び合う実践共

同体の構築に貢献する可能性を持っているのであ

る。 

ライティング・センターを設置する大学が増える

中，省察的実践者の育成という視点からチューター

の省察に注目した本研究は，チューターの育成・研

修を考える上で有益な資料を提供できたと考える。

また，本研究は，個人の実践の向上や成長だけでな

く，実践共同体の構築という観点から実践共同体の

意義を考察した点で，意味があると考える。 

今後の課題は，本研究を踏まえ，学び合う実践共

同体の構築を実行に移し，その成果や課題を明らか

にすることである。また，より多くのチューターに

よる「チューター史」を蓄積し，公開することに

よって，チューターの認識や学びの多様性と共通点

を示すことも，今後の課題である。 
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Abstract 

The purpose of this study is to examine the significance of the practice research through 

reflecting on and sharing of tutor experiences (“personal tutoring history”) for individual tutors 

and the Writing Center community. Our results suggest that the practice research is significant 

for individual tutors as a means of: (1) reflecting on their practical knowledge on tutoring, (2) 

expanding their practical knowledge on tutoring, (3) encouraging the development of their 

identity as a member of the Writing Center community, and (4) broadening their perspectives of 

reflecting on their own tutorial practices. Our results also suggest that the practice research is 

significant for the Writing Center community as a means of: (1) accumulating and passing on 

the practical knowledge of tutors, (2) building a relationship in which tutors can learn from 

each other, (3) improving the practice of the community, and (4) examining if the system and 

the environment of the community of practice supports tutors' learning. These results indicate 

that practice research is an effective means of cultivating a community of practice where 

mutual learning occurs. 
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