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（早稲田大学） 
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このエッセイは，2012 年から 2014 年にかけ，私

が日本語教育における実践研究に関し，行動をとお

し，思索した記録である。 

 

1．悪しきセクショナリズムを克服する運

動としての実践研究 

2012 年 8 月 17 日から 22 日にかけ，次の二つの

学会に参加した。 

 

・日本語教育国際研究大会  名古屋 2012

（ICJLE2012）http://www.nkg.or.jp/icjle2012/ 

・第 5 回「日本語教育とコンピュータ」国際会議

（2012CASTEL-J）http://2012castelj.kshinagawa. 

com/ 

 

ICJLE2012 では，「実践研究とは何か―教育実

践共同体構築の可能性」というパネルセッションを

企画し，パネリストとしてお話しした。 

「実践研究とは何か」は，ここ数年，仲間ととも

に継続的に取り組んできたテーマである。このテー

                                                           

* E-Mail: frynrak@gmail.com 

マに関し，発題するのは，2011 年度日本語教育学

会秋季大会，2012 年度日本語教育学会春季大会に

続き，今回が 3回目であった。 

これまでの発題において，我々は一貫して「実践

＝研究」という実践研究観を打ち出してきた。「実

践＝研究」とは，次のような実践研究に関する新し

いパラダイムである。実践研究とは，「よりよく」

するために，実践を研究する方法論であると同時

に，実践を研究するという活動をとおして，（日本

語教育）実践を取り巻く社会（具体的には，様々な

共同体）を「よりよく」しようとする社会実践でも

ある。（どのような状態が「よりよい」かは，実践

研究を行う人の価値観により異なる。） 

気のせいかもしれないが，上述した「実践＝研

究」というパラダイムに関する認知度が発題を重ね

るたびに上がってきているように思う。実際，我々

が実践研究に関する発表をすると，予想外に多くの

方々が聴きに来てくださるようになった。 

「実践＝研究」は，特に実践者の方々に支持され

ているように思う。それはおそらく，「実践＝研

究」というパラダイムに基づき実践を行い，行った

実践を記述・分析することが日本語教育を「よりよ

い」営みに変えるかもしれないという可能性を感じ
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させるからではないだろうか。 

日本語教育を「よりよい」営みに変えるプレイ

ヤーは，研究者ではない。実践者，より正確には，

実践研究を行う実践者，すなわち，実践研究者こそ

が日本語教育を「よりよい」営みに変えるプレイ

ヤーである。このように考えると，「実践＝研究」

というパラダイムに基づく実践研究は，実践者と研

究者を峻別し，お互いの役割を固定させようとする

悪しきセクショナリズムを克服しようとする社会運

動でもあるのかもしれない。 

 

2．実践は教師と学習者と制度の狭間にあ

る 

2012 年 11 月 24 日，第 9 回国際日本語教育・日

本研究シンポジウム（於香港）にてパネルセッショ

ンを行った。このパネルセッションは，私が 2012

年 6 月に香港を中心に活動する「つながろうねっ

ト」主催の第 5回日本語教育勉強会で実践研究に関

する対話型セッションを行ったことをきっかけに企

画された。その際，私は「よりよい」実践を行うた

めには，日本語教師による自身の日本語教育実践を

対象とする実践研究が不可欠であることを主張し

た。勉強会終了後，自身の実践を対象に実践研究を

試みたい方を参加者から募ったところ，香港で日本

語教育に携わる Y さん，H さんが応じてくださっ

た。そこで，香港のシンポジウムでパネルセッショ

ンを行うことをとりあえずの目標とし，Y さん，H

さんの実践を対象とする実践研究（具体的には，実

践の省察→省察に基づく計画）に協働で取り組むこ

とになった。 

前日，11 月 23 日に香港入りし，パネリストの Y

さん，H さんと打ち合わせを行った。初めて対面

で打ち合わせを行ったせいか，大いに話が盛り上が

り，「よいパネルになりそうだ」という感触を得る

ことができた。 

そして，翌日。意気込んで会場入りしたところ，

開始時間の 11 時 15 分に会場にいた参加者は，な

んと…1 名。開始後にぽつぽつと参加者が来場した

ものの，最終的な参加者も 7名と少し，いやかなり

寂しいパネルとなった。 

参加者が少なかったのは，正直，残念だった。し

かしながら，私は，前日の打ち合わせや当日のパネ

ルでのやりとりをとおし，重要な気づきを得ること

ができた。その気づきとは，自らの実践を省察し，

記述する際には，次の三つの観点が必要ではないか

ということである。 

 

（1）教師としての自分の教育観 

（2）学習者の学習観 

（3）機関のルール，および機関を取り巻く制度 

 

（1）は，「教師である自身が日本語教育実践を行

う上で何を最も大切にしているか」である。（2）

は，「学習者が日本語を学習する上で何を最も大切

にしているか」である（これには「学習者が最も大

切にしているのはこれではないか」という教師の思

い込みも含まれる）。（3）は，「実践の場が何を目的

とするどのような機関に置かれているか」，「当該の

機関が制度の中でどのように位置づけられている

か」である。 

いかなる実践であれ，（1）が反映されない実践は

ない。（1）に基づき，実践がデザインされる。意識

的にせよ，無意識的にせよ，教師が行う教育実践に

は，必ず（1）が反映されている。が，（1）が

100%反映される実践もまた存在しない。なぜな

ら，いかなる実践も（3）の中に存在するからであ

る。実践は，（3）の中で様々な制約を受けつつ，つ

かの間存在する。さらに，実践の場には，常に学習

者が存在する。教師は，（2）との間である種の交渉

をしながら，実践を進めていかざるを得ない。 

実践は，（1）（2）（3）のせめぎ合いの中にあ
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る。より正確に言えば，自身の実践は，教師が（1）

（2）（3）の狭間で葛藤するプロセスの中で作り上

げられていく。したがって，教師が自身の実践を省

察し，記述する際には，（1）（2）（3）の狭間で自

身にどのような葛藤があったかを観点とする必要が

ある。そして，そのような観点で実践を省察し，記

述するためには，まず，当該の実践の前提となって

いる（1）（2）（3）を把握し，記述する必要があ

る。 

（1）（2）（3）の狭間で自身にどのような葛藤が

あったかが描かれることにより，当該の実践は，読

者である他の実践者にとって，より参照しやすくな

るはずである。同時に読者である他の実践者に勇気

を与えるかもしれない。 

 

3．実践を共有するために 

実践持ち寄り会という団体がある。私は，2013

年 2 月 16 日，第 7 回実践持ち寄り会に参加した。

実践持ち寄り会は，その名のとおり，日本語教育実

践を持ち寄る会である。Web サイトでは，会に関

し，次のように説明されている。 

 

「日本語を学ぶ人たちや日本語を教えようと

する人たち」を対象とした教育実践の探究と

改善，学習者・教師に関する理解をはかるこ

とを目的に，それぞれの実践を持ち寄って紹

介し合い，意見交換をする会を催します。こ

の会を通して，実践を共有し，学び合いま

す。（実践持ち寄り会 Webサイト http://www. 

cocopb.com/jissen_mochiyori/home.html より

引用） 

 

実践の持ち寄り方は，非常にユニークである。当

日の会において実践を紹介する人は，事前に決まっ

ているわけではない。自身の実践を紹介したい人

は，当日に自身の実践に関する何らかの資料を会場

に持ち込む。持ち込む資料に制約はない。自身の実

践がわかる資料であれば，シラバス，教材，学習者

の成果物等，何でも大丈夫である。主催者は，持ち

込まれた実践をグルーピングし，いくつかのグルー

プを作る。参加者は，自分が興味ある実践が紹介さ

れるグループを選ぶ。そして，グループで実践の紹

介と紹介された実践に関する意見交換が行われる。 

上述したような持ち寄り方には，次のような利点

がある。まず，発表等と異なり事前に準備をする必

要がない。そして，実践を紹介する機会が容易に得

られる。それらの結果として，実践を紹介する側と

しても，気軽に参加することができる。しかし，私

は，この気軽に参加できるという利点が逆に実践の

共有を妨げているような印象を抱いた。 

私は，実践を共有するためには，実践者の教育観

と実践が行われた社会的文脈に関する説明が不可欠

ではないかと考えている。実践者の教育観がわから

なければ，当該の実践が何を目指して行われたかが

わからない。また，実践が行われた社会的文脈がわ

からなければ，当該の実践がどのような制約のもと

に行われたかがわからない。しかし，実践持ち寄り

会においては，利点である「気軽な参加」が教育観

と社会的文脈が明確ではない実践の紹介につなが

る。共有するために実践を紹介する前提として，自

身の実践に関する深い省察が必要ではないかと思っ

た。 

断っておくが，私はこのような実践を共有する場

を創ろうとすること自体を否定しているわけではな

い。それ自体は，すばらしいことであるし，そのよ

うな場を創生されているみなさまには，深く敬意を

表する。ただ，実践を持ち寄ったその先に何が目指

されているのか，あるいは目指されていないのか，

そのあたりはよくわからなかった。 
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4．教育観を語り合う機会 

2013 年 3 月 16 日，タイ国日本語教育研究会第

25 回年次セミナーの分科会にて，H さんと共同で

下記の発表を行った。（H さんは，香港で日本語教

育に携わっている。2章の Hさんと同一人物。） 

 

実践研究は海外の日本語教育に何をもたらす

か―香港における実践研究の事例から 

【概要】本発表では，まず，古屋が日本語教

育における実践研究を定義した上で，その意

義を述べる。次に，H が香港において行っ

た実践研究のプロセス（実践の省察，省察に

基づく次の実践の計画）に関し，報告する。

更に，実践研究のプロセスを記述した結果，

自身にどのような気づきがあったかを報告す

る。二つの発表を踏まえ，日本国外で日本語

教育に携わる実践者が実践研究を行う意義や

可能性に関し，議論する。 

 

この発表の中で，H さんが学習者と日本人留学

生の交流の場となるソーシャルギャザリングを計

画，実施するプロセスで自身，学習者，他の教師・

機関にそれぞれどのような変化が起こったかを話し

た。この H さんの話に対し，参加者の方から次の

ような反応があった。 

 

私はアクションリサーチを実際にやったこと

がある。やってみて，一番難しかったところ

は，自分が所属している機関の同僚の「こん

なことをやっていいの？」という反応だっ

た。アクションリサーチを行った後で，自分

自身や学習者に変化が起こるというのは，理

解できるし，いいことだと思う。しかし，ア

クションリサーチは，機関での同僚の教師と

の関係や機関の中での政治的な問題にも関係

してくるため，そこの部分は非常に難しいな

と思った。私が考える問題点が，一番身近な

ところにいる同僚と共有されないということ

にフラストレーションがたまった。発表を聴

いていて，特に他の教師・機関の変化という

ところを一番難しく感じた。 

 

この発言に対し，私は次のように答えた。 

 

そういうやりにくい現場があるんだろうとい

うことはよくわかる。自分ではこういうこと

がいいんじゃないかと思って実際にやってみ

たところ，「なんじゃこりゃ」みたいな反応

があるといったような。しかし，誰しも，機

関や実践をよりよくしていこうという気持ち

はあるのではないか。だから，例えば，勉強

会でも，研究会でも，とりあえず話せるよう

な環境を創って，そこから少しずつ影響を与

えていくというような方法で時間をかけて，

風土を変えていく必要がある。お互いの実践

について話す風土がないと何も始まらないの

ではないか。他の教師が行う実践に対する違

和感の背景には，「こういう教育がいいん

だ」というその人の教育観があると思う。だ

から，きれいごとかもしれないけど，自分が

日本語教育を行う上で何を大切にしているか

を話せるような機会があったほうがいいので

はないかと思う。 

 

私の回答は，きれいごとかもしれない。私も，ど

うすることもできないハードな現場がたくさんある

ことは，身を持って知っているつもりである。しか

しそれでも，実践，そして，実践研究は，お互いの

教育観を語り合うことからしか始まらないと思って

いる。 
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5．実践の共有と実践研究の関係 

2013 年 8 月 3～4 日，日本語教育学会 2013 年度

日本語教育現場からの実践研究フォーラム（以下，

「フォーラム」）が行われた。今回は，私が実行委員

として関わる最後の「フォーラム」だった。 

思えば，私は，2004 年に昭和女子大学で行われ

た第 1回の「フォーラム」に参加している。内容に

関しては，記憶が定かではないが，そのとき「あ

あ，何か新しいことが始まったんだな」と熱気のよ

うなものを感じたことはよく覚えている。その後，

2005 年（第 2 回）は，（当時，自身が今後どのよう

に実践や研究を進めていくかを見失い，グレていた

ため 笑）参加しなかったが，2006 年（第 3 回）

は，一般参加者として，2007 年，2008 年（第 4

回，第 5 回）は，発題者として，2009 年（第 6

回）は，発題者兼見習い実行委員として，2010 年

から 2013 年（第 7 回～第 10 回）は，実行委員と

して，「フォーラム」に参加した。つまり，私のこ

の 10 年は，「フォーラム」とともにあった 10 年

だったということである。 

今回の「フォーラム」では，パネルセッションに

おいて，日本語教育実践を共有することを主な目的

とする四つの集まり，すなわち，「日本語学校教育

研究大会」「日本語教育方法研究会」「実践持ち寄り

会」「実践研究フォーラム」の代表者にそれぞれの

集まりが「何を目指し，どのような場を創生してき

たか」，また「実践研究がどのように捉えられてき

たか」を話していただいた。私は「フォーラム」の

代表者として，「フォーラム」の 10 年をお話しし

た。 

「フォーラム」の 10 年を話すことは，私にとっ

ての実践研究に関し，リフレクションする機会とも

なった。「フォーラム」は，現場の声が反映される

ようなそれぞれの実践の中身を見せ合う集まりをコ

ンセプトとして始動した。私はこの 10 年，

「フォーラム」に関わりながら，「実践の中身を見せ

合う」ということを考えてきたように思う。「実践

の中身を見せ合う」ことは，実は容易なことではな

い。実践においては，ある一定期間に様々な人が参

加し，継続的に複雑な相互行為が行われる。その全

貌を見せるということは，本来的に不可能である。

ゆえに，「見せる」ためには，実践をことばで切り

取らざるを得ない。（もちろん，録音や録画を補助

的に用いることは可能であろうが，それでも，録音

や録画のみで実践が見せられるわけではない。実践

を「見せる」ためには，録音や録画を解釈すること

ばが必要になる。）それでは，「実践の中身を見せ合

う」ためには，実践の何をことばで切り取る必要が

あるだろうか。「実践の中身を見せ合う」ために

は，最低限，次の三点をことばで切り取る必要があ

るだろう。 

 

（1）実践を支える実践者の教育観 

どのような実践も，実践者が教育実践を行う上で

何を大切だと考えているかという教育観に支えられ

ている。（そして，それは，教育目的に反映される

はずである。） 

（2）実践が行われた社会的文脈 

どのような実践も真空の中に存在しているわけで

はなく，ある機関，共同体，社会の中に存在してい

る。 

（3）実践が行われたプロセス 

どのような実践も静態的ではなく，時間の経過と

ともにその様態が変容する動態的な営みである。 

 

実践を見せる側が（1）～（3）を説明すること

で，実践を見る側は自身の実践を対照させながら，

相手の実践を見ることが可能になる。このように自

身の実践を対照させながら，実践を見ることが「実

践の中身を見せ合う」，すなわち実践を共有すると

いうことではないだろうか。 
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私にとって日本語教育における実践研究とは，日

本語教師が自身の実践を対象に行う実践の計画→実

践の実施→実践の省察→省察に基づく次の実践の計

画→実践の実施→実践の省察・・・というサイクル

を継続する営みである。実践「研究」という呼称か

ら，どうしても，実践研究には，研究発表をした

り，研究論文を書いたりといったいわゆる研究っぽ

い行為が必須であると考えられがちである。しか

し，私は，実践研究において，いわゆる研究っぽい

行為が必須であるとは考えておらず，上記のサイク

ルを継続すること自体が実践研究であると考えてい

る。 

実践研究において，いわゆる研究っぽい行為は必

須ではない。しかし，省察は必須である。それも自

身の実践が立脚している前提を問い直すような批判

的な省察を行う必要がある。なぜなら，批判的な省

察を行い，それに基づいて実践を更新しない限り，

実践は豊かになっていかないからである。また，実

践者自身も創造的に実践を更新しなければ，自身の

仕事に面白さを見出しにくくなるのではないだろう

か。 

上述した「実践の中身を見せ合う」ために，最低

限，ことばで切り取るべき次の三点は，実はそのま

ま省察の観点となる。 

 

（1） 実践を支える実践者の教育観 

（2） 実践が行われた社会的文脈 

（3） 実践が行われたプロセス 

 

（1）～（3）の省察の観点を問いの形にすると，

次のようになるだろう。 

 

（1） 私は実践を行う上で，何を最も大切にして

いたか，学習者にどのようになってほしいと

思っていたか，そして，それは実践を実施す

る中でどのように変容したか。 

（2） 私の実践は，どのような機関，共同体，社

会の中にどのように埋め込まれていたか。ま

た，学習者は，どのような背景や経緯で当該

の実践に参加していたか。 

（3） 私は実践をどのように実施していたか，実

践を実施する中で何をいいと思い，何を足り

ないと思ったか，そして，それらのいいと

思った点や足りないと思った点はどのように

発生し，変容したか。 

 

（1）～（3）の観点に即し，省察を行った結果を

公表するか否か，つまり，実践を他の実践者と共有

するか否かの判断は，実践者の手に委ねられる。省

察を行った結果を実践者個人や実践者グループのも

とに留め，あえて公表しないという判断もあるであ

ろう。（実際，様々な事情により，公表できないと

いう場合も多いであろう。）しかし，公表された省

察を行った結果は，必ず受容者である他の実践者に

何らかの示唆や（場合によっては）ある種の勇気を

与えるはずである。そして，そうやって実践を他の

実践者と共有することが，ひいては日本語教育実践

をより豊かな営みにすると私は考えている。 

 

6．「なぜ」という問いかけ 

2013 年 8 月 7 日，私は日本語学校教育研究大会

に参加した。今回，私は二日目の分科会と自由研究

発表に参加した。午前中は，奥田純子先生（コミュ

ニカ学院）がコーディネーターを務める次の分科会

に参加した。 

 

授業実践の共有を通した学びあい・その方法

―初級文法，漢字指導，読解授業をトピッ

クに 

 

この分科会では，まず，実践の共有には，次の三
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つのスタイルがあるという説明があった。 

 

小技・小ネタ・小道具：リソースやアイディア

の活用法を共有する。 

授業紹介：授業で何を（内容），どのように（方 

法）行ったか，その結果，どのような課題

が発生したか，また，教師にどのような気

づきや変化があったかを共有する。 

実践探求：どのような前提のもと，授業で何を

（内容），どのように（方法）行ったか，そ

の結果，どのような課題が発生したか，ま

た，教師にどのような気づきや変化があっ

たか，そして，それらをどのように次の授

業につなげたかを共有する。 

 

そのあと，それぞれのスタイルによる三つの発表

があった。発表の大まかな内容は，次のとおりであ

る。 

 

小技・小ネタ・小道具：漢字の導入に関するリ

ソースやアイディアの紹介 

授業紹介：初級文法の授業内容，及び授業方法

の紹介 

実践探求：読解授業を改善するプロセスの紹介 

 

本分科会がおそらく次のような意図のもとに，

オーガナイズされていたのであろうことは，理解で

きた。 

実践者は，実践を紹介するにあたり，当該の実践

をどのレベルで共有しようとしているかを意識す

る。また，実践を共有する場を創る者も，どのレベ

ルで実践を共有する場を創ろうとしているかを意識

した上で，場作りを行う必要がある。 

しかし，私には，なぜか違和感が残った。それ

は，おそらく私がある実践を「小技・小ネタ・小道

具」までとか，「授業紹介」までというように限定

的に共有することはできないと考えているからであ

ろう。 

いかなる小技・小ネタ・小道具もそれ単独で行わ

れるわけではない。必ず授業のプロセスの中で創案

され，実施される。いかなる授業もそれ単独で行わ

れるわけではない。必ず実践を改善するプロセスの

中で行われ，変容していく。また，必ず当該の授業

を支える教育観がある（このような説明は，分科会

の中でもなされていた）。このように考えれば，や

はり実践を限定的に共有することは難しい。確かに

実践の全体像を把握し，表現することは困難であ

る。しかし，最初からあきらめるのではなく，まず

は語り始めてみることが大切ではないか。その際，

有効なのは，「なぜ」という問いかけである。「なぜ

授業でその小技・小ネタ・小道具を使用したか」，

「なぜ授業をそのような内容で行ったか，また，な

ぜそのような方法を用いたか」，そのような問いか

けに答えようとすることで実践は少しずつ共有され

ていくはずである。 

 

7．新たな価値の創造としての実践研究 

2013年 9月 22日，私は第 1回多文化系学会連携

研究会に出席した。多文化系学会連携研究会は，多

文化系学会連携協議会内に設置されたばかりの研究

会である。多文化系学会連携協議会とは，次の四つ

の学会間の連携に関し，協議する会である。 

 

・異文化間教育学会 http://www.intercultural.jp/ 

・日本学校教育学会 http://www.gakkoukyouiku. 

com/ 

・日本コミュニティ心理学会 http://jscp1998.jp/ 

・日本語教育学会 http://www.nkg.or.jp/index.html 

 

今回行われた第 1回多文化系学会連携研究会にお

いて，本研究会は，今後，実践研究をテーマとし，
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活動することになった。具体的には，各学会から質

が高いと思われる実践研究論文を持ち寄り，研究会

のメンバーで読みながら，質の高い実践研究の記述

の条件を探るという形態で活動を進めていくことに

なった。 

第 1回研究会の席上，各学会における実践研究を

めぐる現状に関する報告があった。私は報告を聴

き，各学会における実践研究が共通する次のような

問題を抱えているということを実感した。 

（1）実践を分析・記述する方法が確立されていな

い 

各学会の会員には，自身の現場を持つ実践者が多

いようである。そのため，自身が携わっている実践

を研究対象とする場合が多い。（または，多くの方

が，自身の実践を研究対象としたいと思ってい

る。）しかし，実践を分析・記述する方法が確立さ

れていない。そこで，仕方なく，主に測定や選択式

質問紙などの量的手法でデータを収集し，統計的な

分析を行っている。しかし，量的手法でデータを収

集し，統計的な分析を行うだけでは，自身の描きた

い現場のリアリティが描けていないような気がす

る。かといって，単に実践者の主観に基づき，実践

を記述するだけでは，足りないような気がする。 

（2）実践を対象とする分析・記述が研究として認

められにくい 

実践を対象とする分析・記述は，その方法が確立

していない（そのため，評価の観点も確立していな

い）ため，研究として認められにくい。そのため，

実践を対象に分析・記述した論文は，学会誌の査読

を通りにくい。その結果，実践を対象とする分析・

記述を行っていても，なかなか研究業績を積むこと

ができない。 

（3）（1）と（2）がごっちゃになって議論されてい

る 

（1）は，どのように実践を分析・記述すれば，実

践のリアリティを読者（他の実践者）と共有できる

かという問題である。そのため，（1）を基点とすれ

ば，実践を記述するための独自の方法を創造すると

いう方向に議論が展開する。一方，（2）は，どのよ

うに実践を分析・記述すれば，従来の研究として認

められるかという問題である。そのため，（2）を基

点とすれば，どうすれば，実践を対象とする分析・

記述を従来の研究のフォーマットに合わせられるか

という方向に議論が展開する。 

以上のように，（1）と（2）は，全く異なる方向

に展開する問題である。（1）は，新たな方法を創造

する方向に展開する問題である。これに対し，（2）

は，従来の方法を肯定する方向に展開する問題であ

る。しかし，現実には，（1）（2）が明確に区別さ

れることなく，渾然一体となって，実践研究の問題

として論じられている。 

私は，多文化系学会連携研究会における実践研究

をめぐる議論は，上記の（1）を基点とし，現場の

リアリティが描けるような実践の分析・記述方法を

創造するために行われるべきではないかと思う。ま

た，その際，常に誰に向け，何のために実践を記

述・分析するかを念頭に置き，議論すべきであろ

う。そうすることにより，全く異なる現場を持つ実

践者が歴史的・社会的文脈の全く異なる実践を相互

に参照することが可能になる。また，実践を対象と

する分析・記述は，実践の改善・発展に，ひいては

よりよい社会を創造するために有益であるという新

たな価値が創造される可能性がある。 

 

8．北京で実践研究と協働実践を考えた 

2014 年 4 月 26 日から 30 日まで中国の北京に滞

在した。北京師範大学で行われた「協働実践研究会 

第 7回研究会」に参加し，司会を務めることが，今

回の北京訪問の主な目的であった。研究会では，自

身で発表等は行わず，司会に専念した。そのため

か，研究会における議論や研究会の進行を全体的に
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眺めることができた。 

研究会は，ポスター発表→ラウンドテーブルとい

う構成で行われた。ラウンドテーブルは，「なぜ協

働学習か」をテーマに次のような目的で行われた。 

 

・協働学習への理解を深める。（協働学習とは？

協働学習の目的・意義） 

・参加者自身が，協働的に活動することの重要

性を理解する。 

・日本語教育実践に関し，他の日本語教師や同

僚と共に考えることの重要性を理解する。 

 

具体的には，次のような流れで進行した。 

 

（1）話題提供と論点の提示 

話題提供者がそれぞれの日本語教育における協働

学習に関する実践や考え方を発表した上で，それぞ

れ次のような論点を提示した。 

・協働学習において，教師はどのような役割を

担うか。 

・協働学習において，どのような評価が考えら

れるか。 

・今までやってきた授業に協働学習を取り入れ

ることで何が補完できるか。 

（2）グループ分け 

自身が話し合ってみたいと思った論点ごとにグ

ループに分かれた。 

（3）ディスカッション 

ファシリテーターの進行の下，ディスカッション

を行った。（話題提供者も自身が提示した論点を話

し合うグループに参加し，自身が発表した実践や考

え方に関する質問等に適宜，対応した。） 

（4）ディスカッション内容の共有 

ディスカッション内容を全体に報告した。 

 

私自身の興味・関心に即し，報告すれば，ポス

ター発表においても，ラウンドテーブルにおいて

も，実践をどのように共有するか，そしてそれは研

究なのか，つまり，「実践研究」が話題の一つに

なっていたようであった。話を聴く限り，彼の地で

は，やはり実践のサイクルそのものが研究であると

いう考え方は，浸透しておらず…，というか知られ

てもおらず，実践研究というと，実験として実践

（授業）を行い，当該の実践の教育効果を量的に測

定することで理論を検証することであると思われて

いるようであった。そのため，実験ではない実践，

つまり統制をしない実践を対象に記述，分析を行

い，それを研究であるとすること自体が驚きである

ようであった。 

上述したような論点に関し，考えるためには，結

局，自身がどのような教育観・学習観に基づき，ど

のような社会的文脈の中で実践を行っているかを意

識化する必要がある。そして，それは正に自身の実

践を対象に行う実践研究のプロセスの中で意識化さ

れる。つまり，日本語教育における協働学習に関す

る様々な疑問を乗り越え，自身にとっての協働学習

を明確化するためには，実践研究が不可欠であろ

う。 

 

9．教育観と教育実践を取り巻く社会的文

脈のせめぎ合いのプロセスとしての実践研

究 

いかなる教育実践も，実践者の教育観に支えられ

ている。教育観とは，「実践者が日本語教育実践を

行う上で何を最も大切にしているか」である。こと

ばを換えれば，「この教育実践をとおして，参加者

（学習者）にこのようになって欲しい」という思い

と言ってもよい。実践者が自身の教育観を意識する

ことの重要性に関しては，4 章ですでに述べた。確

かに語り合い，言語化することをとおし，自身の教

育観を意識することは重要である。しかし，教育観
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を意識したとしても，その後には，様々な制約の中

で自身の教育観を教育実践として，どのように具現

化するかを考えなければならない。2 章では，自ら

の実践を省察し，記述する際に必要となる観点とし

て，「教師としての自分の教育観」，「学習者の学習

観」に加え，「機関のルール，および機関を取り巻

く制度」を挙げた。これは，いかなる教育実践も機

関のルールのもとに置かれていると同時に，様々な

制度に取り巻かれているという認識に基づいてい

る。 

教育実践は，常に何らかの社会的文脈に埋め込ま

れている。社会的文脈，すなわち，実践者と教育実

践を取り巻くルールや制度は，自身の教育観を意識

し，自身の教育観に基づいて教育実践を行おうとす

る実践者にとって，ある種の障害として，立ちはだ

かることも多い。しかし，教育実践が社会的文脈に

埋め込まれている以上，それらの障害をどのように

かいくぐり，場合によっては妥協しながら，自身の

教育観をいかに具現化するかが，実践者の，そし

て，教育実践そのもののオリジナリティであろう。

また，教育実践は，実践者の教育観がどのように具

現化されているかによって，評価できるのではない

か。 

教育観，すなわち思いが強すぎる教育実践は，ひ

とりよがりな感じがする。しかし，思いが全く感じ

られない教育実践には，魅力を感じない。教育実践

は，実践者が自身と教育実践を取り巻く社会的文脈

とせめぎ合った結果として現れる，一回性の作品と

して存在する。そして，その一回性の作品が創造さ

れるプロセスを記述し，共有することもまた実践研

究である。 




