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本書（細川，三代，2014）を読みながらメモし

た私のつぶやきは，これまでにないほど多く残っ

た。これらのつぶやきメモをもとにこの書評を執筆

すると同時に，本書が問う「実践研究は何をめざす

か」に，私自身の回答を探ってみることにする。こ

の表明は私が本書から受け取ったメッセージによる

ものなのだと思う。実際，この中の一つの章には，

私個人に向けた問いもある。まず，本書について私

が受けた全体的な印象をまとめてみる。その後，各

章を私がどう読み何を考えたかを述べていく。 

この本は，編著者の一人である細川氏の序章に始

まり，「第一部 理論編（第 1 章～第 4 章）」と

「第二部 実践編（第 5 章～第 10 章）」，最後に三

代氏のあとがきで結ばれている。ページ数からすれ

ば，後半の実践編は前半の理論編の約 1．5 倍のボ

リュームをもっている。私はこの本をまず実践編か

ら読むことにした。この読み方が編者の意図にそっ

ていないとは思いつつも，実践あっての理論だろう

と思ったからでもあり，そうあってほしいと期待し
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たからでもある。この本を読み終えてみて，私には

2 つの点で印象に残った。これを本書の特徴とし

て，以下に述べていく。 

まず，本書は読み飛ばしを許してもらえないほど

厚い（熱い）記述に埋め尽くされた論考だという印

象をもった。だからこそしっかりと満腹感をもたら

す書だった。満腹感と言ってしまうと語弊があるか

もしれない。単にほしい情報が多く得られたという

意味ではない。「実践研究は何をめざすか」という

問いに対し，本書の執筆者それぞれの見解が出され

るたびに，「それで，あなたは？」と読み手の私に

発言の順番が回ってくる。それならばと，執筆者た

ちとの議論に参加してしまい，言いたいことを遠慮

なく言ってしまった気になる。爽快な満腹感といっ

たほうがいいかもしれない。おそらく本書の記述ス

タイルは非常に対話的で，読み手に自然に語りかけ

てくるような書きぶりだからだろう。私にとって

は，各章とも読みながら自分にわいてくる思いの片

付け場所のない落ちつかなさと，結論に入っても著

者たちが強引に読者を畳み込もうとはしないことの

心地よさがあった。 
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こうした記述方法については，対話的であること

に加えて，研究論文フレームとしても特徴的だと感

じた。それぞれの論考がいわゆる研究論文のフレー

ムにとらわれず，独自の書き方をとっているからだ

ろう。記述のフレームを解放したとでも言いたくな

るような印象を受けた。本書の各章の記述フレーム

はそれぞれ異なっているものの，それらが編集され

た全体となったとき，そこに違和感はない。考えて

みれば，実践を記述しようとするとき，世の中に同

じ実践などありえないのだから，それらをみな統一

のフレームに入れ込んで記述することのほうが実は

非常に不自然なことなのかもしれない。しかしそう

いう私はといえば，これまで実践を記述するとき

に，「できるだけリアルに書こう」と思いつつも，

原稿の最終調整をするころには，まるで誰かに咎め

られたかのように，いわゆる研究論文フレームへの

入れ込みをやってしまってきた。論文執筆者の守る

べき態度として染み付いているのだろう。専門用語

の使用についても同様である。このような記述の掟

からの解放というのが，本書の一つ目の特徴だと感

じた。 

二つ目の特徴は，研究方法の斬新さだと思う。

「これってありなの？」と思わせるような方法で実

践を研究しているところである。たとえば，数年間

にわたる自らの実践のプロセスの省察を研究対象と

し，それをメタ的に捉え直すことで次なる段階の省

察へと進むといった研究方法などは見たことがな

い。第 6 章の筆者らのことばでは，「省察と省察に

基づく実践の改善というプロセスは，1 学期中の実

践において，あるいは実践後の学期と学期のあいだ

において，さらに学期をまたがってと，幾重にも積

み重なり，重層的に展開された」（p. 179）とある。

「また考えるのか，それでもまだ考えるのか」実践

に終わりなどないと言い切るかのように。実践研究

がめざすものとは，典型化などではなく，概念の共

有化なのだということだろう。これぞ「実践研究」

だと迫ってくる。この脅威は各章の随所に感じるこ

とができた。 

以上のような，記述スタイルと研究方法の２点が

私にとって非常に印象的だったことを最初に述べて

おく。以下では，各章ごとに私の読みの過程でのつ

ぶやきを述べていく。 

 

1．第 1部 理論編 

第 1 部理論編には，4 つの理論研究の論文が編集

されている。 

 

1．1．第 1 章 実践研究はどのように考えられて

きたか―日本語教育における歴史的変遷（市嶋典

子，牛窪隆太，村上まさみ，高橋聡） 

ここでは，日本語教育における実践研究の変遷に

ついて，日本語教育学会誌をはじめとする膨大な量

の文献調査から明らかにしている。1960 年代に始

まる研究の歴史において，実践研究の黎明期は 90

年代前半であったことが分かる。たしかに，このあ

たりまでは何よりも客観性第一の研究でなければな

らなかった。日本語教育は科学的知見の蓄積を志向

していた時代だったからであろう（p. 31）。 

私は 90 年代中ごろに現職者として大学院に入学

し，日本語教育研究を始めた。それまでの自分の理

解では，世の中にある優れた教育技術をより多く身

につければ，それが即教育力となり教師として成長

していけるものだと信じていた。ところが大学院に

入学してみると，この理解はどうやら誤解だったこ

とに気づかされる。どこかにすでにある技術を探し

てきて駆使するのではなく，自らが新たな教育実践

を開発していけるようになることが教師の成長だと

いうことが徐々にわかってくる。ちょうどそのころ

（90 年代後半），研究活動として「内省モデル」に

よる教育実践プログラムの実施にかかわることに

なった。しかし，当時どうしても自分の中でうまく
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解釈できないでいたのは「教師の成長」ということ

ばだった。今思えば，「内省することで成長すると

いう方法論」（p. 33）がしっくりこなかったのだと

思う。内省と教師の成長とはどう関係しているのか

が理解できなかった。内省して次にどうするのかな

んて，言われなくても教師なら誰でも自分の実践の

改善へとつなげているではないかと思っていた。し

かし，内省することの意義について深く考え，認識

を新たにすることがなければ，往還のサイクルはい

つしか消えてしまうということを私は知らなかっ

た。 

本章は，こんなことを私につぶやかせ，実践研究

は何をめざすのかを問いかけてきた章だった。 

 

1．2．第 2 章 新しいパラダイムとしての実践研

究―Action Research の再解釈（三代純平，古屋

憲章，古賀和恵，武一美，寅丸真澄，長嶺倫子） 

本章では実践研究をアクションリサーチ（AR）

の観点から定義している。筆者らは，AR の実践に

参加する人々の協働と，その他の実践者たちとの協

働という二つの階層の協働が有機的に機能すること

で実践が発展すると主張する（p. 77）。新しいパラ

ダイムとしての実践研究を切り拓いていくために実

践研究の共同体を形成すること，そして，それは社

会実践としての「実践研究」を行うことで見出して

いくものだという（p. 83）。 

正直に白状すると，私は自分が書いた過去の論文

の中に，「実践とその研究」「実践を研究する」「実

践・研究」「実践研究」を混合して使用し，定義ど

ころか用語の統一もしないまま発表してしまったこ

とがある。チェックミスなどではなく，単に迷いの

結果だった。本章の筆者らの指摘のように，日本語

教育において「実践研究が従来の研究の下に位置づ

けられたり，研究の中で周縁化されたりするという

問題」（p. 50）を，私自身も常に抱えていた。確か

に「実践を改善していくこと」を目的としたデータ

分析などは従来のいわゆる「研究」の範疇からは周

縁化されていた感がある。実践研究というものが

「客観性」「再現性」を厳しく問われる「研究」とい

う世界にはどうしてもなじまないところがあるのだ

ろう。ならば，実践を改善していくことを「研究」

とあえて呼ばなくてもいいという選択肢もある。で

は，なぜ，これを研究といわなければならないの

か。「実践開発」，「実践考案」，「実践調査改善」と

言えばどうだろうか。なぜ実践＝研究なのか。実践

を振り返り，分析し，今後をよくするために何をど

う変えたらいいのかを考え，新たな提案をしていく

こと，教育実践を開発していくこと，これはやはり

「研究」なのかもしれない。実践研究は研究と呼ぶ

べきか否か，他の実践研究者たちへの問いとしても

立ててみたくなった。 

 

1．3．第 3 章 社会に埋め込まれた「私たち」の

実践研究―その記述の意味と方法（三代純平，古

賀和恵，武一美，寅丸真澄，長嶺倫子，古屋憲章） 

ここでは，過去に発表された実践研究と判断され

る 2本の論文が取り上げられ，実践研究論文の記述

のあり方はどうあるべきかの問いのもとに比較検討

が行われている。「実践研究の記述は，次の実践研

究のための一般理論を提供するのではなく，次の実

践研究を考えるためのリソースとしてのストーリー

を提供するのである」（p. 94）。という主張のもと

に，歯に衣着せぬ厳しい批判的議論が展開されてい

る。この章で比較検討された二つの論文のうちの一

本は，過去の私の論文である。当然のことながら，

当事者としての私にはとくに 1字たりとも目が離せ

ない章となった。容赦ない議論の展開は，まるで文

学論争のようだ。まな板の上の鯉となった私として

は，非常に痛いところを一突きされたという思い

と，こうして見事に解剖して見せてくれたことへの

感謝の気持ちで読み終えることができた。「ところ

で，あなた自身は今後，実践研究をどう記述してい
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きたい？」。本章からの今の私への問いが聞こえて

きた。今後の私が，実践研究の記述をいかに「私」

に対する再帰的なまなざしをもって書けるか（p. 

109）が，この痛い指摘への回答となるのだろう。 

 

1．4．第 4 章 「実践の用語」と「理論の用語」

―実践研究における論文のあり方を再解釈する

（牛窪隆太，武一美） 

本章は，2006 年に発表した本章の筆者ら自らの

実践研究論文を対象とし，その執筆プロセスを振り

返りながら，これを分析した研究である。筆者らは

この研究の動機について，次のように述べている。

「しかしながら，過去に私たちが実施した実践研究

において，必ずしもここで主張されていることが意

識され取りいれられてきたわけではない。では，私

たち自身は実践研究として何を行ってきたのか。本

書での批判的省察は，私たち自身の過去の実践研究

に向けられるべきものでもあり，…」（p. 121）。 

方法論としての斬新さというべきなのか，読み手

の私に戸惑いを起こさせる論考だった。過去の自分

自身が書いた論文そのものを対象にした研究方法と

いうのを私は見たことがない。「その方法はありな

の？」。しかしながら，理論研究の方法として，「勇

気ある，潔い，真摯な研究者魂」だとも思えた。第

4 章の筆者たちは「現場の教師が実践の用語を鍛え

ることによって，日本語教育という営みを外へと押

し広げていくものでなければならない」（p. 140）

と結んでいる。たしかに，「研究のフレーム」も

「専門用語」も，当該研究の独創性を無視して同様

の研究論文ラベルをつけてしまい，実践の現実を記

述する筆者の思いを客観性の犠牲とさせてしまう。

しかも，読み手に対してもまた，論文フレームが読

みの立ち位置を規定し，専門用語は読みの理解を限

定してしまう。 

本書の筆者たちは，実践者が捉えた現実を既成の

フレームなどにとらわれず，鍛えぬいた実践の用語

をもって記述すべきだと強調している。 

 

2．第２部 実践編 

日本語教師ならば，自らの実践の中には必ず，誰

かに伝え，誰かと共有し，それについて議論したく

なるような過去の感動場面を一つや二つはもってい

ることだろう。本書の実践編には，日本語教育実践

者が，自分と自分に関わる者たちを含む実践の場を

変革したと確信できる過去の実践が熱く語られてい

る。本章を読みながら，私もまた自分にとっての

「あの実践」（p. 283）を語りたい衝動に駆られてし

まった。 

これまで，自分にとって間違いなく変革の瞬間

だったといえる場面があったとしても，それは日常

の中の単なる偶発的な出来事だと判断するだけで，

研究者の位置に立ってその出来事を捉えなおそうと

はしていなかった。その種の出来事は，個人の記憶

の中に押し込められる運命にあるか，仲間との日常

的な雑談の中で共有し消化してしまう類のものだっ

たように思う。しかし，もし，それらを実践研究と

して公開することができたとしたら，自分とその実

践に関わった人々，そして読み手，さらにはやがて

読み手に関わることになるであろう将来の関わり範

疇までの人を巻き込んだ「協働の環」となるかもし

れない。議論の場を創出し，そこで関わった者たち

を新たな実践のステージへと進めてくれるものなの

かもしれない。実践の軌跡には，磨かれるのを待っ

ている原石がいくつも放置されている。「実践＝研

究」という捉え方がそれを可能にしてくれるのでは

ないだろうか。 

実践者にとって「日々の実践」をどう位置付ける

かが重要だと思う。教師が計画した授業の枠の中

で，あるいは学校の教育計画という枠の中で方向付

けられた「仕組まれた実践」は，それが実現すると

きには，実践に関わる人々のさまざまな意図やその
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複雑な絡み合いが，予想外の「日々の実践」となっ

て具現化する。つまり，予想外のことが起きる現実

とは，実は教師の意図と実践の参加者たちの意図，

そしてその場の関わりの中で新たに生じてくる意図

をも反映した現実なのである。教育実践は，教育計

画として仕組まれたものが土台となっているだろ

う。しかし，その場の関わり合いは，常に予想外の

現実を展開してくれる可能性を含んでいる。その可

能性をうまく引き出せたとき，教師には驚きと感動

をもって計画の枠を越えた現実を見ることができ

る。第二部の実践編で描かれた実践は，仕組まれた

実践の範疇を大きく超えたところにまで拡大した感

動の事実である。 

 

2．1．第 5 章 介入する他者，つなぎ目としての

多文化教育コーディネーター―高等学校における

実践研究共同体創出の可能性（武一美，井草まさ

子，長嶺倫子） 

本章は，神奈川県の公立高校での 4 年間の実践

を，多文化教育コーディネーターの視点から縦断的

に記述・分析した実践研究である。一つの高校での

実践が，コーディネーターがつなぎ目となって別の

高校へと波及し，やがてそこに問題を共有し協働し

て解決していく実践研究共同体が創出されていく。

ここでは，このプロセスにおけるコーディネーター

の役割と行動の変化が記述されている。 

異なる個人と個人が関係性を構築していかなけれ

ば生きていけない現代社会の状況にあって，柔軟さ

と多機能性が求められるコーディネーターの役割は

不可欠なものとなってきている。しかしながら，こ

れまでにない役割ゆえに，コーディネート行為をど

う遂行するのかの手がかりもない。実践の中に埋め

込まれているあらゆる要素を認識しつつ進めていく

のだろう。だからこそ，ここに実践研究の意義があ

る。ここでのコーディネーターの役割がつなぎこと

を可能にしたのは，「実践の公開」があったからで

あろう。これを筆者らは「のりしろ」と呼んでい

る。のりしろが実践者をつなぎ，実践の変化，拡大

を可能にしていったという。 

私はこの「つなぎ役」の機能の重要性については

声を大にして訴えたい。ところが，「つなぎ」とい

う表現はつながれる本体に対するものという意味か

らすると，残念ながらあまりに謙虚すぎて価値相当

ではない。もっと他のことばはないものかとも思っ

てしまう。しかし，つなぎの重要性への理解もま

た，この実践研究の発展によって変わってくること

が期待される。つなぎが機能することで，社会の中

の個人を変化させ，個人と個人の関係を変化させ，

やがては社会構造全体の大きな変革をも可能にする

のだと私は思う。 

 

2．2．第 6 章 「イベント企画プロジェクト」の

挑戦―実践共同体が立ち上がるプロセスに埋め込

まれた共生のための言語活動（古賀和恵，古屋憲

章，三代純平） 

本章では，留学生が日本の大学に身をおきながら

日本人学生との接触もないまま孤立している状況に

焦点を絞っている。この問題について，本章の筆者

らの研究会で提案されたのは「イベント企画プロ

ジェクト」だった。本章は，この日本語教育実践の

3 学期間の取り組みを実践研究したものである。

「省察と省察に基づく実践の改善というプロセス」

は，重層的に展開されたものだったという（p. 

179）。この実践のプロセスの記述には実践者自身

の「葛藤」の場面と，学びの中で学習者に起きたで

あろう葛藤の状況が詳細に記述されている。教師側

の葛藤は，自分たちが予想した授業の展開，期待し

た変化が学習者に見られないとき，それがなぜなの

かの戸惑いに始まる。実は，それを解く鍵は学習者

の学びの姿の中にあることに，やがて教師たちは気

づかされ，彼らは実践共同体の捉え方を転換させて

いった。 
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この章を読んで私が考えさせられたことは，学び

と葛藤の関係である。葛藤のない学びを効率的な学

習だと捉え，葛藤のない教育実践をよく計画された

実践だという見方もある。つまり，これまで葛藤に

よって課題遂行が阻まれるようなデザインの授業

は，学習者に適した授業ではないと見なされてき

た。しかし，この教室で何かに阻害されることのな

い効率的な学習ではなく，考え悩み，その苦悩の中

から独自の見解や創造を生み出してほしいと教師た

ちは考える。ただ，こうした学びの場では，苦悩を

避けて学びを回避してしまう学習者もいるのではな

いだろうか。あるいは教師自身が葛藤に耐え切れず

に，目指した実践を断念してしまうことはないだろ

うか。それならば，葛藤を緩和したほうがいいのだ

ろうか。たとえば，教師が学習者にこれからの学び

が苦悩のなかで展開することをあえて予告するので

ある。おそらく，教師が葛藤の意味や苦悩の予告を

明示的にするほうが教師にも学習者にもストレスが

軽減されるにちがいない。けれども，明示的にする

ことは，そのこと自体が両者に葛藤を避けることを

推奨し，苦悩の体験をいくらか軽減させてしまうこ

とになるにちがいない。結果，この種の学びの体験

が実現できなくなってしまうだろう。 

もちろん，私は自分の授業は葛藤の意義を深く理

解できる学びの授業としたいと思っている。しか

し，同時に学習者には方向転換や挫折をしてほしく

ないとも思う。私の実践には，今も葛藤の意義を事

前に明示的にするべきか否かの迷いがある。私はこ

の迷いと今後どう向き合っていくのか。この課題を

再認識させた論考だった。 

 

2．3．第 7 章 日本語学校におけるカリキュラム

更新―大学院進学クラスの継続的な実践がもたら

したもの（佐藤正則） 

本章は，日本語学校の日本語教師たちがカリキュ

ラムを更新していく 4年間の実践の取り組みを省察

したものである。大学院クラスの新設という状況変

化の機会に，大学院へ進学しようとする留学生に必

要な能力とは何か，日本語学校の教育とはどのよう

に形作られてきたのか，それはどうあるべきかにつ

いて問いなおすことになった。カリキュラムの更新

に取り組んできた経緯を，「活動システムのモデ

ル」をツールとして分析考察している。 

同僚教師との協働的取り組みは，教師たちに固定

化していたカリキュラム観を問い直す。こうしたプ

ロセスを通して新たなコース開設がきっかけとなっ

たカリキュラム更新が実現する。本章の筆者は最終

年 2009 年度の実践を省察し，「即興的にカリキュ

ラムを変更していくとによって，2008 年度までの

矛盾に対応していった年度」と表現している。日本

語学校での実践研究の意義については，佐藤

（1996）を援用し「同僚性」という概念で捉えた。

同僚との協働はカリキュラムの更新を可能にし，彼

らの間の信頼関係を構築していった。 

本章は，日本語教育の実践の場において，固定化

した教育にある矛盾を問いなおす行為としての実践

研究の必要性を訴えている。すでにある制度やシス

テムについて大きな支障でも生じない限り，日常の

中であえて個人が問題点を探り出し，即座に改変へ

と取り組むなどということはほとんどないだろう

（よほどの条件を獲得した個人でないかぎり）。本章

の筆者は，日常の中の矛盾を認識し，偶発的な問題

発見の機会を見極め，それを変革へと展開していく

事実を提示してくれた。整然とした日常にも潜んで

いるかもしれない矛盾，漠然とした違和感に目を留

め，それを問うことの意味とその機会とをこの実践

研究は示唆してくれた。 

 

2．4．第 8 章 参加者の生活・人生にとって教室

実践活動はどのような意味をもつのか―教室の外

からの視点（高橋聡） 

本章は， 日本語学校の授業として「自分誌」活
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動の実践について記述されている。この活動におい

て特定の学習者に焦点を当て，その学生にとっての

教室活動の意味を考察した。この自分誌活動では，

自分にとっての生きるテーマを教室の仲間との対話

の中で自己のアイデンティティの更新を主体として

進めるものだとした。夫の仕事の関係で来日した一

人の学習者が，この活動を通して自己のおかれた状

況を不満として捉えていた過去を，仲間との対話活

動を重ねていくことによって，やがて仲間や教師か

ら出される異なった視点に気づく。この気づきか

ら，この学習者の日本語学習や就職活動への努力が

始まり，彼女の中に確実に価値観の変容が起きる。 

ことばの学習が学習者自身の具体的な生活・人生

と必然性をともなった「ことば」の要望の中で学ば

れるとき，彼女を取り巻く具体的な世界が理解さ

れ，自分で自分の生きることに取り組むためのこと

ばの力となっていった経緯が記述されていた。 

教室活動のやり取りの会話データからは，学習者

の生の声が聞こえてくる。彼女を取り巻く環境を彼

女がどう捉えているのかの教師の語りは，学習者の

声と重なって言語教育のあり方の本質を読み手に問

いかけてくる。ことばの教室が自分自身の生きるこ

とそのものの場所とできる可能性と，こんなにも学

習者自身の価値観と行動を変えていく力となった事

実をこの実践研究は見せてくれた。 

 

2．5．第 9 章 結節点を結ぶ―「あの実践」の

手ごたえと価値をめぐって（山本冴里） 

「結節点を結ぶ」のタイトルで書かれた本章は，

本章の筆者がフランスの大学で体験した驚嘆と感動

の日本語教育実践の事実を記述したものである。本

章の筆者はこの実践を「あの実践」と呼び，自分の

中に特別な記憶として深く残っていることを冒頭で

述べている。この実践に取り組む筆者自身の心境

を，「授業のみで終わるのではなく，より大きな

（クラス以上の）枠でよくしていくことはできる

し，そのために努力すべきだと考えた」と記してい

る。本章の筆者がこの大学で担当することになった

「理解」と「表現」の授業科目を「学びへの思考と

行動をより充実させること」（p. 291：コース目的

より抜粋）の目的にそって実施した授業だった。と

ころが，グループプロジェクトとしてスタートした

一つのグループでは，教師が提示したテーマをもと

に，学習者たちは自身でさらに具体的な問いを立

て，その問いに対し次々と自主的に活動を起こして

いったのだという。「このグループの場合，プロ

ジェクトの関係する範囲は，クラスも，日本語学科

全体をも越えていくものになった」（p. 302）と筆

者自身は記している。 

私はこの章を読み終えて，著者がタイトルに見せ

た「あの実践」とは，この実践だったのかとしばら

く感動の余韻に浸ってしまった。著者は「学生たち

の「日本語能力の伸び」などといったことばでは表

現しにくい。だからこそ，これまで書けずにきた。」

（p. 283）と冒頭で述べている。つまり，本書が実

践研究をテーマとするものだったからこそ，ここで

公開することができたということである。たしか

に，日本語教育の研究論文が研究論文であるために

は，書くべき内容も書き方さえも制約されてきたの

は事実だと思う。私もまた強くこの制約を認識して

きた一人である。「これを書くと研究論文ではなく

なる？研究っぽくない？」「これを言うには，研究

論文として，このように書く必要がある」などと。

本章の筆者はあえて「本章では，『あの実践』を，

周辺状況こみ
．．
で描こうとしてきた」（p. 305）と宣

言している。 

実践の現実をほんとうにリアルに伝えようとする

とき，その現象に関わるあらゆる要素を何一つそぎ

落としたくはないと誰もが思うことである。実践研

究は何をどう書くべきなのか。「削ぎ落とさないこ

とだ」と言ってしまいたい気分にさせる論考だっ

た。 
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2．6．第 10 章 「生きることを考える」ための実

践研究―高等教育機関における教師養成のあり方

をめぐって（山本晋也，細川英雄） 

本章は，「考えるための日本語」の教育実践に教

育実習生として参加した筆者と，その実践の設計者

であったもう一人の筆者とが，それぞれにとって，

この実践研究の意味について考察した論考である。 

実習生の筆者がこの教育実践を体験したことによ

り，なぜこれほどまでに自らの価値観を揺さぶられ

たのか。その教室では「個人と社会を結ぶ」という

課題のもとに，教師から学習者への「なぜ」の問い

が常に向けられていた。「考えるためのことば」を

実習生の筆者は「対話＝コミュニケーションの基本

は，この相手のことを知りたい／理解したいという

気持ちである。その気持ちに応えるためのことば

は，ほかの誰から与えられるものではなく，自分自

身との対話の中でしか出せるものではない。」もの

と解釈した。しかしながら，実習生の筆者にとって

は，この体験からの学びの意味の理解は，2 年後に

この実践記録を書く中で見えてきたという。 

一方，実践の設計者のことばでは，「実践研究」

について次のように述べている。 

 

「生きること」の総体がすなわち「実践」な

のである。その「生きること」を考えること

が，すなわち「実践研究」だということにな

る。ただ漫然と「生きる」だけでは，考えた

ことにはならない。「生きる」ために深く考

え，行動すること，これが「研究」である。

その結果，個人と社会が結ばれ，社会とは何

か，社会に参加するとはどういうことか，そ

のとき自分は社会のために何ができるのかと

いう問いが個人に生まれるのであろう。言語

教育という分野・領域で考えようとするなら

ば，言語によって活動するという行為から

「生きることを考える」ことが，この「実践

研究」に該当することとなろう。（p. 336） 

 

私は本章を読んで，今後自分はあらためて「個人

にとっての社会」とは何かについて，考えてみよう

という気になった。正直言えば，私はこれまで「個

人と社会」という表現を目にするとき，自分では勝

手にこの部分を「社会の中の個人」と置き換えてい

た。そうでないと，個人の課題はどこにもたどり着

けないと感じていたからである。個人としての自分

をまずは「社会」の中に仮置きでもしないことに

は，個人についてのいかなる議論も宙に浮いてしま

いそうに思っていたのかもしれない。本章で言われ

ているのは，人として，考えることは生きること，

生きることとは考えること。人が考えるとき，それ

が何についてであっても，他者について考えないこ

となどない。なぜなら考えることができるのは人な

のだから。つまり，この他者について考えることが

個人と社会の関係を考えることになると言っている

のか。考える個人も他者もとりあえず社会の中の存

在であるとして，個人にとっての社会，社会の中の

個人を認識する。その認識の過程で，人はその認識

によって初めて他者とともに存在する自分の位置が

社会の中の位置として見えてくるという解釈に至っ

た。 

では，なぜ言語教育の現場で個人と他者との関係

を考えなければならないのか。言語は人が生きるた

めに考える，その手段だからなのか。これもまた漠

然としか言えないのだが，今の自分に，自分の姿が

他者との関わりを見ようとするときにだけ，見えて

くるように思えた。 

 

3．おわりに 

細川氏は，序章で教育実践と教育研究の位置づけ

の問題を指摘していた。 

「研究とはクラス活動としての教育の現場から一
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歩離れて，分析的な観点からモノを言うことだと捉

えていたからであろう」という。つまり，研究とは

現実を変える必要があってはじめて「研究」するこ

との意味が認められるはずのものなのだが，これま

では研究の成果は現実の変革に貢献するものとは

なっていかなかったと指摘している。「実践＝研

究」の捉え方について，細川氏は日本語教育が技術

主義のドグマを抜け出す可能性は「実践研究」にあ

る，実践研究こそが言語教育が今全力を挙げて取り

組むべき課題だと主張している。この実践研究の重

要性とその必要については，近年の日本語教育分野

では，細川氏のこの主張に対する理解は近年確実に

広がりつつあると感じる。私としては，これまで実

践と研究がつながっていなかったことの指摘につい

ては自明の事実だとは思うが，日本語教育が他の研

究分野や言語教育研究の中で独自の位置を確立して

いくプロセスにおいては，この乖離の問題は避けら

れないものだったと言い添えたい。これまでの日本

語教育研究が研究のための研究となってしまい，現

実への回帰のない研究となっていた事実が明確に

なった今だからこそ，今後の日本語教育研究のめざ

すべき方向性は，即座に現実を改善していける研究

の確立なのであり，それが本書のいう「実践研究」

に他ならないと私も思う。さらに言えば，ここで確

立しなければならないのは，研究のための研究など

ではなく，真に実践に根ざしたものであり，しかも

変革を考える議論がそのまま変革への通路を開く力

をもった研究である。それこそが「実践研究」と呼

ばれるものなのではないだろうか。 
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