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【論文】 

人間の福祉を志向する日本語教師養成論のための実践研究 

言語生態学の観点から 
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概要 

急速なグローバル化の進展によって，国境を越えた人々の移動は活発化し，日本語教師の

直面する実践現場でも多様化が進んでいる。本稿では，日本語教師が備えているべきとさ

れる「豊かな国際感覚」を，グローバル化社会における人間の福祉に対する感覚と捉え，

日本語教師養成プログラムを経た参加者が「豊かな国際感覚」をどのように学んだかを分

析した。活動は持続可能性教育としての言語教育に基づき，「日本語教育と自己」，「研究

と自己」，「世界と自己」の 3 つのテーマに沿ったグループ対話活動（全 11 回）で行っ

た。1 名の参加者の認識の変化を分析した結果，この参加者は仲間との対話を経て，他者

の視座を自己の視座に取り込み，高齢化が進む母国の状況や，将来担う家族の介護という

課題を EPA に重ね，グローバル化社会の内実を認識できるようになったことがわかっ

た。この認識の変容は生態学的リテラシーの育成によるものと考えられ，生態学的リテラ

シーの育成は，学習者の福祉のみならず，日本語教師自身や日本語教師仲間の福祉の向上

の原動力となり得ると考察した。 
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今日のグローバル化の急速な進展は，日本語教

師の直面する教育現場にも表れている。例えば，世

界のヒト・モノ・カネの流れを活性化させ，留学生
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の日本での就職を支援するグローバル化戦略として

の「留学生 30 万人計画」（文部科学省，2008）

や，貿易自由化を進める二国間の協定として締結さ

れた日・インドネシア経済連携協定（以下，

EPA），日・フィリピン EPA は，日本語を学び来

日，就労する人々への追い風となっている。これら

の人々の定住化も進んでいることから，文化庁の文

化審議会国語分科会日本語教育小委員会では，「言
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語・文化の相互尊重を前提としつつも外国人の我が

国における社会参加が促進されるよう，多様な背景

を持つ住民間の相互理解や共同参画意識を向上させ

るための共通語としての日本語の普及及び学習の促

進を行うことが求められている」（日本語教員等の

養成・研修に関する調査研究協力者会議，2012，p. 

65）として，グローバル化社会における日本語教

育の必要性を再確認している。今日の日本語教師

は，留学生やビジネスマンといった，一時滞在型の

学習者だけでなく，多様な言語・文化的背景の人々

と接するようになったと言えるであろう。 

では，グローバル化時代の日本語教育実践を行っ

ていくためには，日本語教師はどのような能力を身

につけていることが必要なのだろうか。『日本語教

育のための教員養成について』（日本語教員の養成

に関する調査研究協力者会議，2000）では，日本

語教師に望まれるのは「日本語を正確に理解し的確

に運用できる能力を持っていること」とされてい

る。その上で，日本語教師にとって大切な資質・能

力について，①実践的なコミュニケーション能力，

②言語に対する深い関心と鋭い言語感覚，③豊かな

国際感覚，④日本語教師の専門性と意義についての

自覚と情熱の 4つが挙げられている。本稿では，こ

のうち，グローバル化にも関連が深い「豊かな国際

感覚」について考えていきたい。「豊かな国際感

覚」は，先述の『日本語教育のための教員養成につ

いて』では，「国際的な活動を行う教育者として，

豊かな国際的感覚と人間性を備えていること」と説

明されている（日本語教員の養成に関する調査研究

協力者会議，2000）。 

日本語教師が備えているべき資質・能力として

「豊かな国際感覚」が日本語教育の現場でも重んじ

られてきたことは，2004 年に出された報告書『地

域日本語学習支援の充実』（文化庁，2004）からも

読み取れる。この報告書で日本語教育の場は「多様

な文化や考え方の市民が多数集まって活動している

場」，「日本にいながらにして世界を知る学びの場」

として位置付けられ，日本語教師には外国人と対等

な関係を結ぶ「ファシリテータ」の役割が求められ

るとされている（文化庁，2004，pp. 85-86）。『日本

語教育のための教員養成について』や『地域日本語

学習支援の充実』が出されてから 10 年が経過し

た。この 10 年の間にグローバル化経済も進展し

た。前述の「留学生 30万人計画」や EPAのような

政策や協定によって，国境を越えた労働者の流動性

の高まりに加え雇用の不安定化が起きており，人々

の将来の見通しが立てづらくなっている。派遣や有

期雇用という就業形態では一つの職場で働く期間が

あらかじめわからないため，結婚，出産，子育て等

のライフイベントを計画することが難しくなるので

ある。その結果，人々が幸福で満ち足りた暮らしを

追求することが困難になっている。このような状況

下で，日本語教師の「豊かな国際感覚」も，時代に

合わせた新たな意味付与が必要になってくると考え

る。 

筆者らは，今日の日本語教師に求められる「豊か

な国際感覚」を，人間の福祉（幸福。公的扶助や

サービスによる生活の安定，充足。『広辞苑』第 6

版）と結び付けて捉えていきたい。「豊かな国際感

覚」が，「国際的な活動を行う教育者として，豊か

な国際的感覚と人間性を備えていること」（日本語

教員の養成に関する調査研究協力者会議，2000，

下線は筆者）として，当初から「国際的感覚」が

「人間性」と並べて掲げられていたことの意味を改

めて考えたいのである。福祉に対する認識は人間性

の礎であり，それに支えられてこそ日本語教師の

「豊かな国際感覚」は，現場で多様な背景の学習者

と対話するファシリテータとしての活動に生きてく

ると考えられる。そこで本稿では，「豊かな国際感

覚」を，グローバル化社会における人間の福祉に対

する感覚として捉え，「グローバル化社会における

ヒト・モノ・カネの流れを人間の福祉と結びつけて
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捉える感覚」と定義する。 

多様な文化や考え方の市民が集まり活動する場，

世界を知る学びの場（文化庁，2004，pp. 85-86）で

ある日本語教育の場は，人間の福祉のために人々が

意見を交わし合い，改善の糸口を探っていくことが

できる場である。なぜなら日本語教育とはことばの

学びの場であり，ことばの学びとは世界をいかに認

識し，いかに自らの行動を形づくっていくかにつな

がる学びであるからである。日本語教育の場がその

ような学びの場であってこそ，日々の実践が，「豊

かな国際感覚」を磨き，更新していく場になってい

くのではないかと考える。 

上述のような考え方は，言語生態学の考え方に基

づく。生態学とは，「有機体そのものと有機体‐環

境間における関係学」（van Lier，2004/2009，p. 

28）であり，言語生態学は「言語使用と言語使用

の起こる世界との間の関係学」（ van Lier，

2004/2009，p. 61）であるとされる。つまり，言語

生態学的に考えると，日本語教育学は，日本語使用

の教育に加え，世界で起こっていることとの関係の

中で日本語を捉えていく学であり，日本語教師養成

とはその教育実践に携わる者を育成する実践であ

る。 

本稿は，著しく加速化するグローバル化社会の下

での日本語教師養成のあり方を模索するため，言語

生態学の考え方に基づいて行った実践からの一考察

である。次章では，言語生態学の考え方について述

べていきたい。 

 

1．理論的背景 

1．1．言語生態学と持続可能性教育としての言語

教育 

1 章では「豊かな国際感覚」を，「グローバル化

社会におけるヒト・モノ・カネの流れを人間の福祉

と結びつけて捉える感覚」と定義した。このように

定義するうえで，言語生態学を参照することは合目

的的であると考えられる。なぜなら言語生態学で

は，言語使用と言語話者の福祉を結び付けて捉える

学問だからである。では，言語生態学とはどのよう

な特徴や目的を備えた学問なのだろうか。また，言

語生態学の観点から日本語教育学や日本語教師養成

を捉えると，どのような実践や研究観点が見えてく

るだろうか。 

言語生態学では，「言語の生態の福祉（well-

being：あり方のよさ）の状況は言語話者の生態の

福祉（wellbeing）の状況に直結する。即ち，言語

は人の生活の質（quality of life）に直結する」（岡

崎，2009a，p. 12）という。つまり，言語の発達が

保持され，コミュニケーションが確保され，言語が

よい状態に保たれているとき，その言語話者の生き

方のよさも保たれている。本研究での日本語教師養

成実践にあてはめてみると，日本語教師養成課程に

ある者の言語のあり方のよさと生き方のよさは同一

線上にあるということになる。 

言語生態学の理論に基づいて提案されたのが「持

続可能な生き方を追求する言語教育（以下，持続可

能性教育としての言語教育）」である（岡崎，

2009a）。持続可能性教育としての言語教育では，自

己の生き方の形成のために，「世界＝人間生態系の

現実を見，認識を形作っていく端緒は，まずは，自

己というかけがえのない場」（岡崎，2009a，p. 

103）であるという見方に基づき，生態学的リテラ

シーの育成を学習目標とする（岡崎，2010）。生態

学的リテラシーとは，①「世界はどうなっている

か」（生態学的世界認識），②「そのような世界でど

のように生きるか」（生態学的行動基準），③「人と

どのようなつながりを作っていくか」（生態学的人

間関係），④「これらの問いの下にある自分とは何

か」（生態学的アイデンティティー）によって形作

られ，上記 4 つの問いを手掛かりとして，「同じ問

いに繰り返し立ち戻りながらも，その過程で新たな
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つながりを価値づくることを通して，より高い次

元，より広い視野に進んで」いきながら紡いでいく

ものである（岡崎，2009a，pp. 65-66）。一例とし

て，グローバリゼーションの下で打ち出された「留

学生 30 万人計画」という対象を，持続可能性教育

としての言語教育で学ぶ活動を考えてみよう。そこ

では「留学生 30 万人計画」という政策を知識とし

て学ぶのではなく，「自己を起点とし，それと関連

を紡ぎながらあくまでも自己の生き方とつなげて考

える」（岡崎，2009a，p. 96）ことを行う。上述の

4 つの問いは「自己を起点として，自己との関連

（relevance）を紡ぐ形でつながりを紡」ぎ，「つな

がりで把握されるグローバル化する世界」（岡崎，

2009a，p. 85）を認識することから始まる。世界で

起こっているどんな現象が「留学生 30 万人計画」

の背景となっているのか，人々の雇用や賃金，働き

方はどうなっているのか，自分はどこで生活するの

か，どのように働くことを望むのか，家族や友人，

勤務先の人間関係をどのようにしていきたいのか，

そのような生き方を探る自分とは何か，といった問

いが，活動のあらゆる場面で繰り返される。その

際，学習者は自己を起点としつつも，「他の人の視

座も，自分の視座の中に保持して世界を見る」（岡

崎，2009a，p.78）ことが求められる。留学生，留

学しない学生，留学先の企業，母国の企業，雇う

側，雇われる側といった多様な立場の人々が世界の

中でどのように生きているかの群像を見，他者の持

つ視座を自己の「視座」に取り込むことにより，自

分なりの生き方を，自己との関連を糸口として言語

化し，想像力を確かなものにしていくのである。 

こうした言語教育のあり方は，何らかの目的のた

めのツールを得ることを目指して目標言語の能力を

養成する言語教育（たとえば受験英語）と対照的で

ある。受験英語に典型的なツールとしての言語教育

では，あらかじめ学習項目が定められている。他

方，持続可能性教育としての言語教育では，学ぶべ

き内容がトップダウンでは存在していない。そうで

あるから，1 章で定義した「豊かな国際感覚」を持

続可能性教育としての言語教育の観点から捉えれ

ば，それは一律に学べるものではなく，学び手それ

ぞれが自己を起点として捉え，自分なりの「豊かな

国際感覚」への理解を構築していくことになる。学

びとることがらが学習者一人一人によって異なるこ

とは，教師の役割にも影響を与える。岡崎

（2010）は，学習者と共に持続可能な生き方を最大

限模索し考える持続可能性教育としての言語教育教

師を「同行者としての教師」の概念をもって提示し

た。「同行者としての教師」とは，自分自身の生き

方と現在の世界の変動を同時に捉え，教師である以

前に一人の人間としていかに生きるかという問いと

向き合う教師の在り方を意味する（岡崎，2010）。

持続可能性教育としての言語教育においては，教師

自身も学習者に同行する学び手となり，グローバル

化の変動下にある世界がどうであり，そこでどのよ

うに生きることが自分にとって持続可能な生き方な

のか，模索する。それによって，自分自身と学習

者，そして世界を構成する人々のよりよい福祉を追

求するのである。 

 

1．2．ウェルフェア・リングイスティクスの観点

から見た日本語教師の「財」 

では，日本語教師が「豊かな国際感覚」を持つこ

とで，人間の福祉の向上にいかに寄与できるのだろ

うか。ここでは，福祉と言語学を結合させた理論的

支柱「ウェルフェア・リングイスティクス」の構想

を参考に考えてみたい。  

ウェルフェア・リングイスティクスは，経済学者

アマルティア・センのウェルフェア・エコノミクス

に発想の端緒を得た徳川（1999）が提唱した。徳

川は，センがウェルフェア・エコノミクスによっ

て，効率のよい利潤追求に陥った経済学へのプロテ

ストを試みたことを挙げ，言語学においても，社会
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に貢献する言語学を構想することを提案している。

センはウェルフェア・エコノミクスについて著した

書『福祉の経済学』で，経済学における福祉へのア

プローチについて説明している。 

センによると，人の福祉は以下のように説明され

る。「ある量の財を確保することにより，ひとはそ

の財のもつ特性に対して支配権を確立できる。たと

えば，食物を所有することにより，ひとは飢えをし

のぎ，栄養を摂取し，食べる楽しみを得，社交的な

集りを支援するといった，食物がもつ諸特性を入手

できるのである。しかし，財の特性はそれを用いて

ひとがなにをなしうるかを教えてはくれない。（中

略）ひとの福祉について判断する際には，（中略）

ひとの『機能』（functionings）にまで考察を及ぼさ

なければならない」（セン，1985/1988，p. 21）とい

う。つまりセンは，財そのものではなく，財の利用

によって達成できる機能（人間の生き方や在り方）

に着目することで，福祉の経済学の基礎を構築しよ

うとしたのである（鈴村，後藤，2001）。 

日本語教師にとっての財とは，例えば文法知識や

教授技術が挙げられよう。これらの財によって日本

語教師は，教壇に立ち，学習者に日本語の知識を伝

えるという機能を達成することができる。同様に

「豊かな国際感覚」も財と言えよう。この財があれ

ばこそ，日本語教師は多様な人々が学ぶ場でファシ

リテータとしての役割を担うことができる。 

センの主張に戻ると，人間の福祉について考える

とき重要なのは日本語教師が持つ財そのものより

も，「財の所有に基づいてひとが達成しうる《機

能》―《生き方》・《在り方》―」（鈴村，後藤，

2001，p. 185）であるということになる。日本語教

師がどのように社会に貢献していけるかを模索する

持続可能性教育としての日本語教師養成は，ウェル

フェア・リングイスティクスとしての日本語教師養

成の側面を持つ。そこで本章の最後に，日本語教師

が「豊かな国際感覚」という財を利用して，どのよ

うな機能が達成できるのか，誰に向けての社会貢献

ができるのかを考えてみたい。第一に挙げられるの

は，学習者のための機能である。日本語教師は生態

学的リテラシーを育成する場，つまりグローバル化

社会の成り立ちを考え，学習者の生き方を支える場

を提供することができる。日本語教師が，誰か他者

の福祉を守り育てることができるとするならば，そ

の他者とはまずは学習者であり，その意味で，日本

語教師の実践は，学習者の福祉を守り育てるための

ものであるといえよう。また，「同行者としての教

師」として学習者の学びに同行する教師もまた学び

手である。学習者とともに生き方を模索すること

で，日本語教師は自らの福祉を守る実践をも同時に

行っているため，「豊かな国際感覚」という財は，

第二には，日本語教師自身のために機能させること

ができるといえるだろう。第三には，日本語学習者

に限らず，広く市民のための機能が考えられる。

「豊かな国際感覚」という財は，日本語教師の活躍

の場を日本語教室から解き放つ。「豊かな国際感

覚」を持つ日本語教師には，例えば地域社会の共生

を推進するという役割も期待できるからである。そ

して第四には，日本語教師仲間のためにも「豊かな

国際感覚」という財を機能させる可能性を持つ。国

内で働く日本語教師 31,174 人のうち，ボランティ

アが 17,673 人（56.7％），非常勤教師が 9,408 人

（30.2％）を占め（文化庁，2013），日本語教師が不

安定な働き方をしていることは多く，脆弱な基盤に

さらされていることがわかる。日本語教師自らがグ

ローバル化社会のあり方を話し合い，日本語教師と

していかに生きていくかを日本語教師仲間で形作る

ことができれば，日本語教師の福祉の基盤を少しで

も堅固にすることにつながるのではないだろうか。

本稿で記す実践は，筆者らが言語生態学や持続可能

性教育としての言語教育を学ぶ過程で，このような

願いをもつようになり，自らと，仲間の福祉の実現

のために構築するに至った教室である。本実践自体
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が，日本語教師が持つ財を，後から来る若手の日本

語教師と共に，どのように育て合えるか，という課

題において行われたものであることをここに記して

おきたい。 

 

2．研究目的 

ここまでの議論に基づいて日本語教師養成を考え

ていくと，次の 2つの大きな問いが浮上する。すな

わち，「日本語教師は『豊かな国際感覚』をどう学

べるか」，そして「日本語教師は『豊かな国際感

覚』をどのように機能させ，人間の福祉の向上に生

かせるか」という 2段階の問いである。これらの問

いを一気呵成に片づけるのは困難であることから，

試論としての本稿では，まずは最初の問いに取り組

むこととし，日本語教師が「豊かな国際感覚」を学

ぶ過程を考察することを本稿の研究目的とする。 

 

3．先行実践 

持続可能性教育としての言語教育の実践例として

は，中国の大学生を対象とした日本語作文教育

（劉，2011）や，大学院生がチーム・ティーチング

で大学院入学を志望する研究生を支援するアカデ

ミック日本語教育（張，2012）等がある。いずれ

も日本語能力の向上にとどまらない教育効果が報告

されている。劉（2011）は，学習者が作文執筆を

めぐって，社会人経験のある親戚と仕事について話

し合ったり，卒業後の将来について考えを深めたり

するなど，教室内外の人間関係を使った言語使用が

実現されたこと，張（2012）は，アカデミック日

本語教室で大学院生と研究生が互いに持続可能な生

き方を探求する「知の探求の共同体」の構築が達成

できたことをそれぞれ述べている。 

持続可能性教育としての言語教育の実践例をまと

めた鈴木（2012）は，授業前に学習者に事前課題

を提示することと，授業時はグループやペアなどの

協働で教室活動を行うことを教育実践上の特徴とし

て挙げ1，それぞれの工夫に込められたねらいを以

下のように説明する。事前課題は，与えられたテー

マに関して授業前に思考活動を行っておくことによ

り，既有の知識を活性化し，個人の内省を深めてお

くために用いられる。次に，協働は，読む・聞く・

話す・書く活動を仲間と行う上で，「考える」こと

を統合する言語使用の機会として用いられる。 

そこで筆者らは，これらの先行研究から導き出さ

れた 2点の特徴，教室活動に先立って思考を活性化

させる事前課題を与えることと，協働による対話を

中心とした教室活動を行うことを教育上の工夫を組

み込み，人間の福祉の向上を目指す日本語教師養成

プログラムを実施した。 

 

4．実践研究の概要 

4．1．フィールドの概要 

本研究のフィールドは，日本語教育専攻の大学院

生および進学希望者を対象とした自主運営の会であ

る。この会は，日本語教師や日本語教師志望者が，

日本語教育を通じて世界を認識し，日本語教師とし

ての役割を模索しつつ自己の持続可能な生き方を探

ることを目指す日本語教師養成の試みとして位置付

けられる。本稿執筆者の 5 名が運営メンバーであ

る。発起人である第一筆者と，その呼び掛けに応じ

た 4名は共に言語生態学や持続可能性教育としての

言語教育を学ぶ仲間であり，その学びの過程で，本

実践を試みる意志を形成した。本実践は単位認定科

目ではなく，お茶の水女子大学構内のチラシ掲示や

メーリングリストなどで参加希望者を募って行っ

た。実践の場所はお茶の水女子大学の教室を使用し

た。参加者は，大学院の研究生や科目等履修生，修
                                                           

1  これに加え，JFL 環境で行う実践では，学習者の母語
を使用することも特徴に挙げられている。 
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士課程 1 年，大学院修了生ら 10 名である。運営メ

ンバーと参加者の詳細は表 1に示す。 

持続可能性教育としての言語教育に基づいて本実

践のシラバスを組むにあたり，1 章で述べたよう

に，グローバリゼーションという対象に対して「自

己を起点とし，それと関連を紡ぎながらあくまでも

自己の生き方とつなげて考える」（岡崎，2009a，

p．96）ことを行う日本語教師養成を念頭に置い

た。そこで，現在のグローバル化社会で起こってい

ることを，日本語教育を専攻とする参加者が，自己

を起点として理解できることを目指した。事前に参

加希望者に話を聴くと，本活動の参加者は大学院で

日本語教育の実践研究を学ぼうとしている者が大半

であり，研究というキーワードが参加者の関心に沿

うことがわかった。そこで運営メンバーの話し合い

の結果，活動の柱として，「日本語教育と自己」，

「研究と自己」，「世界と自己」の 3 つの柱を設定し

た。 

日本語教育，研究，世界のそれぞれを知識として

学ぶのではなく，自己を起点として学ぶことができ

るよう「日本語教育と自己」，「研究と自己」，「世界

と自己」のすべてに「自己」を入れたことについて

説明を加えておきたい。博士課程在学生及び修了生

であった運営メンバーとこれから修士課程に入学

し，初めて研究を行おうとしている参加者とでは，

知識，経験の差があった。参加者間でも，大学院修

了生から研究生までおり，例えば教育経験では，熟

達者と初心者といえる差もあったことは否めない。

しかし本実践では，「世界＝人間生態系の現実を

見，認識を形作っていく端緒は，まずは，自己とい

うかけがえのない場」（岡崎，2009a，p. 103）であ

るという見方をするため，知識，経験の差が，乗り

越えるべき差ではなく，文化背景や年齢，立場がも

たらす異なりであり，参加者が自分なりの生き方を

構築する際に参考にできる他者の生き方であると感

じられるように心がけた。  

活動は 2011 年 4 月から 7 月まで（週 1 回 90

分），全 11 回行った2。シラバスは，4 月に仮決め

してあったが，活動中に参加者から希望が出される

など当初の予定から適宜変更を加えたため，後行シ

ラバスの形となった。最終的なシラバスを表 2に，

一回の活動の流れを図 1に示す。 

                                                           

2  通常，大学における授業スケジュールでは 15 回授業
を行っているが，この年度は東日本大震災の影響で 6

月以降における電力供給の不足が予想されたことによ
り，お茶の水女子大学では授業期間を短縮する措置が
取られた。お茶の水女子大学内の教室で行った本実践
も大学の日程と合わせたため，全 11 回の実践となっ
た。活動の理念は鈴木・トンプソン・房・張・劉
（2012）も参照されたい。なお，図 1，表 2は前掲論文
から転載したものである（一部加筆修正）。 

表 1 本実践の運営メンバーと参加者 

者加参ーバンメ営運

名01名5数人

出身

日本（2名）
韓国（1名）
台湾（1名）
中国（1名）

日本（4名）
韓国（1名）
中国（4名）
ルーマニア（1名）

所属
博士課程在学生（2名）
修了生（3名）

研究生（2名）
科目等履修生（1名）
修士課程1年（5名）
大学院修了生（1名）

育教語本日攻専

大学・日本語学校
等での教育経験

経験あり（5名）
経験あり（5名）
経験なし（5名）

 



鈴木寿子，トンプソン美恵子，房賢嬉，張瑜珊，劉娜「人間の福祉を志向する日本語教師養成論のための実践研究」 

 132 

活動では主に第一筆者が司会を担当した。原則

90 分であったが，議論や作業に時間がかかった時

は無理に切り上げず，30～40 分程度延長して行う

こともあった。最初に，前週に示した事前課題に基

づくグループでの話し合いを約 50～60 分行った。

グループは，運営メンバーも含めて 3～4 名で構成

した。運営メンバーは「同行者としての教師」のあ

り方を念頭に置き，グループ内で発言の促し，全体

の理解や議論の進展を調整する役割を担いつつ，自

らも意見を述べ主体的に議論に参加するようにし

た。グループでの話し合いののち，全体共有を設

け，グループ内で出た意見を紹介したり，グループ

間でさらに質問を行うなどして議論を深めた（20

～30 分）。再びグループで話し合い（10～20 分）

表 2 実践のシラバス 
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をした後，各自でふり返りシートを記入した。最後

に，司会から次週のテーマと事前課題の提示を行う

（10分）までが 1回の活動の流れである。  

活動後，運営メンバーは 60～90 分程度のミー

ティングを行い，各グループでの話し合いの展開を

共有し，次回以降の活動内容や事前課題の内容や，

次回のグループ分けを決定した。事前課題はテーマ

に対する既有知識を整理することをねらいとし，次

の教室活動の準備となるような資料を読んだり自分

の考えを書いたりするものであった。事前課題の決

定に当たっては，参加者の興味関心を配慮し，さら

に運営メンバーが自分でも実際に課題を行ってみた

上で決定した。 

 

4．2．研究対象者とその変容 

本研究で着目するのは，周（仮名，修士課程 1

年，中国出身，20 代前半）の女性である。周は中

国で大学を卒業して来日し，大学院に進学した。分

析対象とするデータ3は，第 8 回目の「EPA と自己

のつながりを考える」というテーマの活動である。

ここでの EPA とは，インドネシアおよびフィリピ

ンとの EPA に基づく看護師候補者の受け入れのこ

とを指す。筆者らは，グローバル化における日本語

教育を考える上で，EPA をテーマにすることを実

践の当初から考えていた。EPA は「貿易や投資，

人の移動がスムーズになれば，ビジネスが活発にな

り，地域全体で経済が伸びるというメリット」

（EPA って何？，2006）があるといわれているが，

人間の福祉に対してはどのような影響があるのかを

日本語教育の立場から検討したいと思っていたから

である。日・インドネシア EPA，日・フィリピン

EPA では，インドネシア，フィリピン両国からの

看護師，介護福祉士候補者が日本の国家資格を取得

するための研修・就労，国家資格後の就労が認めら
                                                           

3  データの使用については，本実践開始時に研究協力の
説明書及び同意書を配布し，許可を得ている。 

れ（厚生労働省，2010，2012），本プログラムの実

践当時，インドネシアから来た第一陣の介護福祉士

候補者が来日 3年目を迎えているところであった。

候補者たちは日本語学習者でもあることから，この

政策は日本語教育に関係が深く，時事性も高いもの

として，本プログラムで扱う，「日本語教育と自

己」及び「世界と自己」に位置付く活動になると筆

者らは考えた。 

周という参加者に着目したのは以下の理由によ

る。実践参加前の周は，EPA について既有知識を

持たず，自分に関係のある問題とは見なしていな

かった。しかし周は全 11 回の活動日程が終了した

後のふり返りに，最も印象に残った活動としてこの

回の活動を挙げている。  

以下，周が全活動を終えた後に記したふり返り

シートから引用する（下線は筆者，以下同様）。 

 

〈特に印象に残った活動（7月 8日）〉 

一番気になる活動は EPA の話です。（中略）

最初の時，自分 EPA とのつながりを探した

のはとても大変だったんです。元々の考え

は，自分は留学生として，生活の面から考え

れば，どこでも EPA と関わらなかったんで

す。しかし，他の方の話を聞いて，自分は

EPA と直接につながらなかったですが，グ

ローバル化の傘の下で，きっと何かの形で関

わっていると思います。「つながり」とは，

私たちは見える，すぐ思い出せる物事の関係

だけではなく，真剣に考えないと出てこない

ものだと思います。（中略）EPA というテー

マをきっかけとして，「つながり」の重要性

は意識できました。 

〈仲間から学んだこと（7月 8日）〉 

EPA の授業で，最初の時，つながりを探し

た時，自分はパニックに陥ってしまったの

で，結局関係図ができなかった。しかし，グ
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ループのメンバーの話を聞いて，「ああ，な

るほど」のような感じが出てきました。そこ

で，仲間の力とグループワークの力も認識し

ました。 

 

ふり返りに基づいて実践参加前後の周と EPA の

関係を解釈すると，図 2 及び図 3 のようになる。2

章で述べたように持続可能性教育としての言語教育

では，「世界＝人間生態系の現実を見，認識を形

作っていく端緒は，まずは，自己というかけがえの

ない場」（岡崎，2009a，p. 103）であるという見方

をする。他方，グローバル化によって起こった世界

の変動は想像力を超えており，自己とのつながりを

見出せない事象も出てくる。周にとって EPA はま

さにそのような，自己との接点を見出せないであっ

たことが「自分は留学生として，生活の面から考え

れば，どこでも EPAと関わらなかった」「EPAの授

業で，最初の時，つながりを探した時，自分はパ

ニックに陥ってしまったので，結局関係図ができな

かった」とのふり返りからわかる（図 2）。「グルー

プのメンバーの話を聞いて，『ああ，なるほど』の

ような感じが出てきました」と綴っていることか

ら，周は仲間からの支援，つまり他者の視座によっ

てつながりを紡ぐことが可能となったことがわかる

(図 3)。最初は EPA とのつながりを見出すことが

「パニックに陥って」しまうくらいに困難な課題で

あったが仲間の存在によって最終的に可能になった

とふり返り，「仲間の力とグループワークの力」を

実感している。周は「他の人の視座も，自分の視座

の中に保持して世界を見る」(岡崎，2009a，p. 78)

ことを行った結果，生態学的リテラシーを更新した

参加者であるということができよう。周の EPA 理

解のプロセスはまさに持続可能性教育としての言語

教育で想定するプロセスをたどったと言える。さら

に，「EPA というテーマをきっかけとして，『つな

がり』の重要性は意識できました」とのふり返りか

ら，この日の活動は，周にとって「自己を起点とし

て，自己との関連（relevance）を紡ぐ形でつなが

りを紡」ぎ，「つながりで把握されるグローバル化

する世界」（岡崎，2009a，p. 85）の見方を獲得する
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きっかけとなったと言えるであろう。 

しかしながら，周のふり返りの記述だけでは，仲

間（グループのメンバー）が EPA のつながりをど

のように見出したのか，そしてそれがグループワー

クの中でどのように周に伝えられた結果，「グロー

バル化の傘の下で，きっと何かの形で関わっている

と思います」と周に理解されたのかは不明である。 

上述の事象を見ていくためには，周が，他者の視

座をどのように取り込み，EPA を理解していった

のかを示していく必要がある。そのための分析手法

として，岡崎（2009b）の生態学的意味の生成の分

析を参考にする。岡崎（2009b）では，主体から客

体への働きかけや，複数の主体間（主体 1，主体

2）の相互作用の過程でどのように言語が使用さ

れ，生態学的意味が生成されていったのかを時系列

に沿って分析している。本研究では，岡崎

（2009b）が主体 1，主体 2，客体の相互交渉的動態

を示した方法を援用し，本研究で対象とする周を

「主体」，学ぶ対象としてのグローバル化社会を「客

体」，周が参照した他者の視座を提供している人を

「他者」として図式化していく。使用するのは，活

動中の音声データと，周が作成したシートである。

また，筆者らが実践中に記述したメモも補足的に用

いる。 

 

5．結果 

5．1．活動序盤（グループ活動）の展開 

この回の活動は大きく①グループ活動，②全体共

有，③個人作業，④グループ活動の 4つに分かれて

おり，周の参加には，段階的な変化があった。以下

に示していく場面 1～4 のデータは，場面 1 と 2

が，①グループ活動でのもので，場面 3，4 が，④

グループ活動におけるものである。活動内容とデー

タを表 3に示す。 

この回は，参加者全体を 2つのグループに分けて

行った。周のグループには，周のほか，宮沢（仮

名，修士課程 1 年）と小野（仮名，大学院修了

生），運営メンバーの張（博士課程 3 年，台湾出

身）が参加している。 

次に示す場面 1 はグループ活動開始の場面であ

る。この回の事前課題は，EPA に関する記事をイ

ンターネットなどから一つ選び，自分とのつながり

を図示してくることであった。運営メンバーの張

が，グループのメンバーに，記事を持ってきたかど

うかを確認するところから始めている。 

 

場面 1：EPAに関する記事紹介 

1  張 持ってきました。持ってこない？持っ

てこなかったの 

表 3 活動の流れと内容及び発話データ 

活動内容（時間） 内容 データ 

①グループ活動（25分） 事前課題として持参した，EPA に関する

記事をグループで共有する 

場面 1，2 

②全体共有（40分） 運営メンバーが全体に対し「自己と

EPA」のつながりの図を説明する 

― 

③個人作業（20分） 参加者が個人で「自己と EPA」のつなが

りの図を作成する 

― 

④グループ活動（15分） 参加者がグループで「自己と EPA」のつ

ながりの図を説明，共有する 

場面 3，4 
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2→ 周 すみません 

3  宮沢 あ，一応記事 4はあるんですけど

（笑）。絵が書けない（笑）。これはどうですかね 

4→ 張 これを読んだ感じがある 

5  宮沢 感じがある 

6  張 ここ 

7  宮沢 そうですか 

8→ 小野 ざっというとこれは（EPA に）反対

している 

9→ 宮沢 あ，反対しているんですけれども，

（中略）日本人の介護福祉士の職場を，外国人が

来ることによって奪われるのではないかという

のが一般的な反対の理由なんですけれども，こ

の人が言っているのはそうではなくて，介護福

祉士の仕事が，きつかったり，低賃金だった

り，で，そういう職場に問題があって，その問

題が日本人，自分たちが解決できていないの

に，そこに外国人をいれることでなんとかしよ

うというのは，例えば放射性廃棄物のごみを，

日本に捨てる場所がないから海外に持って行っ

て捨てちゃえというのと，発想が同じだからそ

ういう理由で反対というふうに言っています 

10 張 そうか，職場の改善のほうを彼が望ん

                                                           

4  宮沢が持参したのは，以下の記事である。三好春樹
（2005）．介護夜汰話―外国人労働者導入反対の理由
『月刊ブリコラージュ』2005 年 5 号．http://www.mdn. 

ne.jp/~rihaken/Topics/0505yota_01.htm 

でいるというか 

 中略 

14→ 宮沢 今は EPA として国と国でやっている

ので，なんだっけ，JICWELS5とかいう仲介をす

る機関があって，老人ホームから募集して。そ

の老人ホームもなんか条件がいろいろあって，

住まいをちゃんとしているだとか，給料が基準

以上払えるとか，なんかいくつかの条件があっ

て，それをクリアしていないと通らないである

とか。だから申し込むほうも結構お金が掛かる

し，ハードルが高いみたいですね。（中略）だけ

どだんだん民営化していくと，その辺がだんだ

んあやふやになっていって誰でもこう，ブロー

カーみたいのが入ってきて，高いお金でね，手

数料を取って，条件の悪い所に入れられちゃっ

たり，介護福祉士の仕事のつもりで来たのに，

別の仕事させられちゃったりという問題につな

がるんじゃないか 

 

周は最初に事前課題をやってこなかったことを謝

罪した（発話 2）。そして記事を持参した宮沢が話

し手となる。宮沢が紹介した記事は，介護の現場を

知る理学療法士が書いた記事で，日本社会がつくり

出した高齢化の問題を，外国人労働者の導入で解決

                                                           

5  JICWELS は国際厚生事業団の略称である。EPA に基
づき，入国する外国人看護師・介護福祉士の受け入れ
及び受け入れ支援を実施している。 

主体

（周）

客体

（EPA）

他者

（宮沢）

×

記事の紹介

図4 場面1における主体・客体・他者の関係

聴き手
労働問題への危惧
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しようとする態度は倫理的に問題があるとして，

EPA に対する反対の意思を表明したエッセイであ

る。この記事を張は以前読んだことがあると述べ

（発話 4），小野は，宮沢の記事が EPA の政策に反

対しているものかどうか尋ねた（発話 8）。それに

応じ，宮沢が記事の内容を説明している（発話

9）。中略した箇所では宮沢が記事の内容について説

明しており，その後，発話 14 で，今後外国人介護

福祉士の就労が民営機関にゆだねられていくと，

「手数料を取って，条件の悪い所に入れられちゃっ

たり，介護福祉士の仕事のつもりできたのに，別の

仕事させられちゃったり」（発話 14）などの労働問

題が発生することを危惧している。この間，周は聴

き手となっており，発話はない。 

このやりとりを図式化すると，図 4 のようにな

る。場面 1 で周は，客体である EPA とのつながり

を見出せていない。それは記事をもってくるという

事前課題ができなかったことや，宮沢の記事をめぐ

るやりとりに一言も発することができなかったこと

にも表れている。この場面では，EPA が労働問題

をはらむものとして見る視座を示そうとしている宮

沢が中心となっており，周はこの間，宮沢の聴き手

としてグループに参加している。 

場面 1はその後，宮沢の記事の紹介に続き，小野

の選んできた記事の紹介に移っていった。話はさら

に外国人看護師の労働状況へと移り，宮沢，小野，

張の活発な発話が続いているが，場面 2が始まるま

での約 20分の間，周の発言はなかった。 

 

場面 2：中国の状況確認 

79  小野 試験に受かる前でも，一応その，お給

料はもらえるんですよね。もらえないんですか 

80  宮沢 ああ，どうなんでしょう 

81  張 たぶんもらってるんだよね 

82  小野 ですよね 

83  宮沢 ただ医療行為みたいなことはできない

んですよね。それは看護師。うん，たぶん，資

格を取る前にやっちゃいけないことというのは

あるので 

84→ 張 あれ，台湾の病院にはこういう人たち

いるのかな。ちょっと思い出せないです。中国

はいないんだよね 

85  周 いない，いない 

86  張 いないんだよね 

87→ 小野 中国人だけということですか。資格が

与えられるのは 

88→ 周 中国人だけ。もともと人がいっぱい 

89  張・小野・宮沢 確かに（笑） 

90  小野 中国では看護師さんの待遇はどうなん

ですか 

91→ 周 看護師さんは，病院だったら正式的な

看護師さんは給料はとても高い 

92  小野 あー 

93  張 とても高い 

94  周 とても高い 

 

場面 2で外国人看護師の待遇について話が及んだ

とき，張が周に中国の状況を尋ねた（発話 84）。小

野が，中国の看護師資格保持者は中国人だけかと問

うと（発話 87），周は，人口が多い中国には中国人

看護師しかおらず（発話 88），「看護師さんは，病

院だったら正式的な看護師さんは給料はとても高

い」と説明している（発話 91）。この周の発話は，

中国では看護分野における労働力の不足はなく，給

与も安定しており，EPA は日本特有の問題である

との理解に基づいていることがわかる。ここから周

は，このテーマを，中国出身者である自己とは関係

がない話題として切り離して認識していることが推

測できる。 

 

5．2．活動中盤（全体共有）の展開 

場面 2 を経て，約 25 分のグループ共有が終わっ
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た後，活動は全体共有に移った。全体共有では，運

営メンバーの張が，自分と EPA のつながりをどの

ように見出しているかを参加者全体に向かって板書

した。以下，張が板書した EPA と自己のつながり

の図（図 5）とその説明をまとめる。 

〈台湾にいる家族の立場〉 

台湾には，EPA とは異なる制度だが外国人

の介護労働者が就労しており，張の家でも，

インドネシア人介護労働者を雇い，祖母が介

護を受けている。叔父はインドネシア人介護

労働者への給料として，毎月日本円にして 6

～7 万円ほど支払っている。台湾人の介護労

働者を雇うよりは安いが，大きな出費であ

る。介護労働者を雇い続けるために，叔父も

仕事を続けざるを得ない状況にある。 

 

〈日本にいる自分の立場〉 

自分の家庭でも祖母の介護をインドネシア人

介護労働者に助けてもらっているという実感

があるため，日本の EPA について，外国人

労働者が来日することに反対しづらい。他

方，最近読んだ本6によると，外国で働く介

護労働者は稼いだお金を自国に送金し，自国

の家庭で家事労働者を雇うことも多いとい

う。そこで，外国人労働者を雇い入れること

は権力の再生産につながることではないかと

思うようになった。 

 

台湾出身の張は，日本での看護師候補者の厳しい

労働状況や，医療労働者不足のインドネシア国内の

状況，国家試験合格率の低さなど，EPA をめぐる

状況を考えると，EPA で医療労働者が来日するこ

とに賛成しかねていた。他方，自分の家族が台湾で

インドネシア人介護労働者を雇っており，それに

よって祖母の介護が楽になったという現実があり，

ジレンマを感じていることを吐露した。それは，自

                                                           

6 張が言及したのは以下の文献である。Lan, Pei-Chia 

(2006). Global cinderellas: Migrant domestics and newly 

rich employers in Taiwan. Durham: Duke University 

Press. 

自己

祖母

|

母

インドネシア人

介護士

台湾 日本

図5 張が板書したEPAと自己のつながりの図

主体

（周）

客体

（EPA）

他者

（張）

事例の共有

聴き手

図 6 張のつながりの図共有時における

主体・客体・他者の関係

台湾の外国人介護労働者

家族の状況
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分の家族が外国人介護労働者を雇うことで発生する

金銭のやりとりによって，〈雇用‐被雇用〉の権力

構造を再生産する営みに加担しているのではないか

という懸念である。 

この場面における主体・客体・他者の関係を図 6

に示した。張は，台湾における外国人介護労働者の

就労と自分の家族のあり方を結びつけながら EPA

を認識している。聴き手となった周が張から与えら

れたのは，EPA を国家政策としてのみならず，要

介護者を抱える家族の生活と直結するものと見る視

点である。張の発話はグループ活動ではなく全体に

対する発話であったため，ここで張の話した内容を

周がどのように受け止めたかがわかる発言はない。

そのため，周が EPA という客体に対してどのよう

な意義付けを与えたかは不明であるため，図 6の，

主体から客体に伸びる矢印は点線で示しておく。し

かし，事前課題として EPA とのつながりを全く考

えてくることができなかった周にとっては，宮沢が

示した記事に加え，2 つ目の，参照できる他者の視

座が与えられたのであり，この回の最後の活動であ

る，EPA と自己のつながりの図の作成時に，与え

られた視座が結実することになる。 

 

5．3．活動終盤（グループ活動）の展開 

 張の全体共有の後，20 分の個人作業時間をも

ち，参加者各自が，キーワードを書いた付箋を A3

サイズの白紙に貼り付けることによって，自分と

EPA のつながりの図を作図した。図を作成した

後，周のグループでは宮沢から順に，自分が作成し

た図の説明を始めた。ここでのやりとりを場面 3と

して示す。 

 

場面 3：宮沢の EPAとのつながり 

205 宮沢 私は自分と自分のうち 

206 周 うん 

207 宮沢 祖母はもう亡くなったんですけど母が

ずっと介護をしていて，老人ホーム，ショート

ステイは行ってましたけど，入らないで 

208 張 へー 

 中略 

240 宮沢 （介護の現場には）わざと深爪をして

虐待とか，ベッドに縛り付けるとか，そういう

イメージがあったんです。それで，もし自分の

母親が，そういう所に入ったら嫌だと思ってい

たんですけど。自分も現場を知ろうといろいろ

調べ始めました 

241 張 うんうん 

242 宮沢 調べる中でさっき見せた記事を書いた

人，三好春樹さんという人の記事を見て，実は

介護の現場というのはすごく想像力が必要で，

楽しい現場なんだ 

243 張 へえー 

244 宮沢 みたいなことが書いてあって。それで

この人が『関係障害論』という本を書いてい

て，それが自分にはショックで 

245 張 へえ 

246 宮沢 老人のぼけというのはアルツハイマー

とか脳が壊れてしまうこともあるんですけれど

も，人間関係。例えば親しい老人が亡くなって

しまったとか，家族が急に会いに来なくなった

とかいうときに，問題行動が起きるらしいんで

す。だからその時は，人間関係を作れるような

環境を整えてあげるのが，介護福祉士の役目

で，介護福祉士は，この老人のバックグラウン

ドはどんなものかとか，この人に何が起こって

こういう問題行動が起きているのか，ってこと

を想像する 

247 張 ああ 

248 宮沢 その人に寄り添う仕事であり，その解

決の手段を作りだす，創造する仕事であり，と

てもやりがいのある仕事なんですという話をし

ていたときに，自分は（自分の祖母に）話して
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も分からないからと話さなくなったのは，本当

にそれしか道がなかったのかみたいな（笑）。想

像力をもっと使えば良かったのにみたいな感じ

で。この辺につながっていて 

249 張 そっかそっか 

250 宮沢 やっぱりこう，老人というのは，病院

と老人ホームの違いは，病院は病気を治す所。

で，入院した人は治って出て行くじゃないです

か。でも老人は一旦入っても治らない 

251 周 うーん 

 中略 

260→ 宮沢 母が抱えていた問題っていうのは実は

社会の問題なんだな，というところで，あまり

日本語とか社会とか EPA とかグローバルとか出

て来ないんですけど（笑）。自分の中ではこうい

うつながり 

 

場面 3 では，宮沢が EPA を家族介護の問題と照

らし合わせて理解したことをグループで共有してい

る。宮沢が示したのは，家族介護という観点であ

る。宮沢は母親が祖母の介護を担っていたことか

ら，介護福祉士の仕事について調べ，「母が抱えて

いた問題っていうのは実は社会の問題なんだ」（発

話 260）と気づくに至ったことを語っている。ここ

主体

（周）

客体

（EPA）

他者

（宮沢）

事例の共有

図7 場面3における主体・客体・他者の関係

聴き手 社会の問題としての

家族介護
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でのやりとりで現れた主体・客体・他者の関係を図

7 に示した。全体共有で提供された張の事例に加え

もう一つの事例を周はここで得たことになる。場面

3 では宮沢が自身の書いた図に沿って長いターンを

とって語っており，周が宮沢の発話をどのように受

け止めたのかが分かる発話はない。そのため，この

時点で周が EPA に対してどのような認識を持って

いるかは不明である。周が，張や宮沢によって示さ

れた EPA に対する理解をどのように自分のものと

して取り入れ，自己とのつながりのあるものとして

解釈したのかは，次に紹介する場面 4で語られてい

る。場面 4における周の発話は，周自身が作図した

自己と EPA のつながりの図である図 8 の説明とし

て語られたものである。 

 

場面 4：周の EPAとのつながり 

294→ 周 やっぱりまずグローバル化によって，

途中，発展国には，経済の発展が可能になるこ

とによって，私が日本へ留学することができま

す 

295 張 うん 

296→ 周 経済の発展によって私は日本に留学で

きるようになります。ま，日本へ留学して，日

本語教育を勉強して，日本語教育を勉強するこ

とをきっかけとして，EPA のことを知り始めま

した 

297 張 うんうん 

298 周 もし私がずっと中国にいたら，たぶん

永遠に知らないという可能性もあります 

299 張 うーん 

300→ 周 うん，そして，今，中国は一人っ子政

策で 

301 宮沢 ああ 

302→ 周 私たちのその負担は大きいから 

303 宮沢 うーん 

304 周 私の上で 4人。今私 6人の 

305 張 なんで 6人。ああ，おばあちゃん 

306 周 叔母ちゃん。母の妹と弟 

307 張 ああー。叔父さん叔母さんまで面倒み

ないといけないんだ 

308 周 そうそうそう 

309 張 子どもがいないという話 

310 周 子どもがいない 

311 宮沢 周ちゃん 1人に対して，お父さんとお

母さんと，叔父さんと叔母さんと，叔父さんと

叔母さん 

312 周 そうそう 

313 宮沢 がいるの。周ちゃん 1人 

314 張 知らなかったですか。私も最近知った

んですよ 

315 宮沢 すごいね。大変だね 

316 張 助ける人が必要 

317 宮沢 本当だ 

318 張 確かに 

319→ 周 ま，EPA，じゃなくても同じような感

じで，介護を助けてくれる人が，きっと，私が

欲しいんです。そういう要求 

 中略 

333 宮沢 今はでも，高齢化問題は，中国にもあ

るんじゃないですか 

334 張 ま，これからですよね 

335→ 周 これからの 10 年 20 年。私の世代

が，たぶん，30 代 40 代ぐらいになったら，

きっと厳しい社会問題になると思います 

 

この場面までほとんど発話をしなかった周である

が，場面 4 では，グローバル化，EPA，日本語教

育，自分，一人っ子政策，家族，といったキーワー

ドを順序立てて用い，語り始めた。まず周はグロー

バル化によって経済の発展があり，自分の日本留学

も達成されたこと，日本で日本語教育を勉強する過

程で EPA のことを知り始めたことを起点として述
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べた（発話 294，296）。さらに，一人っ子政策の結

果，進行する中国の少子高齢化の状況があり，「私

たちのその負担は大きい」と話している（発話

300，302）。次の世代を担う者が親族の中で自分の

みであり，両親に加え，子どものいない母の弟妹と

その配偶者の老後を将来一人で担うという家庭の事

情から「介護を助けてくれる人が，きっと，私が欲

しい」と，将来の自分を予測する（発話 319），中

国としても「これからの 10 年 20 年。私の世代

が，たぶん，30 代 40 代ぐらいになったら，きっと

厳しい社会問題になる」との見通しを語った（発話

335）。母国の中国を見る視点は，張が台湾のこと

を語った全体共有から得ており，家族の介護という

避けがたい事態をどう担うかという視点は，張と宮

沢の語りから現実味を帯びた問題として周に継承さ

れているものと推測できる。  

周はここで，グローバル化の波に，日本も中国も

自分も巻き込まれていることを実感している。周は

自らが日本に留学する機会を得たのも，EPA とい

う施策ができたのもその背後にグローバル化がある

と捉え，グローバル化の多面性を認識している。周

は，事前課題に取り組む段階では EPA というテー

マに自己との関わりを全く見出すことができなかっ

た。しかし周は本活動を通じて，他者がどのように

EPA との接点を見出しているかを捉える過程，つ

まり他者の視座を保持して世界を見ようとした結

果，自己と EPA のつながりを，自分の家族や母国

である中国の未来の姿と重ねて理解することができ

るようになったのである。 

 

5．4．周が本活動で獲得した認識 

EPA というテーマを扱った本活動で形成された

主体（周）と客体（客体）の関係は，最終的に図 9

のように図示できる。周はこれまでの過程で聴き役

であり，沈黙を守ることが多かったが，その沈黙

は，仲間の語りを自分とは関係のないものとして聴

き流していたことを意味しない。他者からの視座と

して自分の中に取り込んで世界を見ようとしたから

こそ，活動の最後には，高齢化する中国と自分の家

庭の状況と EPA を重ね合わせて図式化し，グロー

バル化をめぐる EPA と自己の関係を言語化するこ

とによって仲間と共有することができた。図 8のよ

うに周の理解が形成された過程は，仲間の視座が取

り込まれていった結果であり，仲間に支援されなが

ら展開していった結果であると解釈することができ

よう。 

また周は，本実践参加前後で，日本語教師の定義

を大きく変化させた。周の実践参加前と参加後の日

本語教師の役割の定義を以下に示す。 

 

〈参加前（4月 15日）〉 

（教師経験がないので，日本語教師の役割

を）想像するしかありません。学生が日本語

ができるということをきっかけに，何らかの

ことが達成できることが期待にあります。 
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〈参加後（7月 8日）〉 

日本語教師は単なる日本語の知識を教えるの

ではなく，学習者と学習者の間のつながりを

重視して，見えないところで何かが起こって

いるのか学習者と一緒に考えるべきだと思

う。そして，そこでの問題を提起することに

よって，教室活動を行うというものです。 

 

本実践参加前後で周の日本語教師と学習者との関

係性の捉え方は大きく変化している。参加前には

「学生が日本語ができるということをきっかけに，

何らかのことが達成できる」という漠然としたもの

だったのが，参加後には，「学習者と学習者の間の

つながりを重視」すること，「見えないところで何

かが起こっているのか学習者と一緒に考える」こ

と，さらには「問題を提起することによって，教室

活動を行う」という教師の役割を構造的に見出して

いる。学習者と一緒に考えるという日本語教師の役

割理解には，「同行者としての教師」として学習者

の学びに同行することに価値が見出されていること

がわかる。 

 

6．まとめと考察 

本章ではまとめとして，日本語教師が「豊かな国

際感覚」を学ぶ過程を考察するという本稿の研究目

的に従い，周が本活動で「豊かな国際感覚」を学ん

でいったプロセスをふり返りたい。周は当初，自己

と EPA というテーマのつながりを見出せていな

かった。外国人看護師がおらず，看護師の給与が安

定している中国では無縁の問題だと認識していたか

らである。他方，張や宮沢が自己と EPA とのつな

がりを，母国の状況や家族の介護という観点と引き

つけて捉えたことは，周の認識を変えていく手助け

をした。周は，張や宮沢の理解の例を，参照できる

他者の視座として自己の視座の中に保持し，自分の

母国や家庭の状況ではどうかを考え始めたのであ

る。 

これらのことから，周の EPA をめぐる「豊かな

国際感覚」の形成は 2つのステップによって達成し

たと考えられる。まず，仲間の認識の成り立ちを聴

く段階，次に，それによって自分なりの背景や既有

知識と結びつけるという段階の 2つである。  

今回の周の事例については，仲間の認識の成り立

ちを聴く段階では，周の長い沈黙があった。実践を

ふり返って見ても，宮沢がグループで積極的に発言

し，貢献しているのと対照的で，事前課題をやって

こず，他者の発言に意見も表明しない周の態度は，

運営メンバーであった筆者らには，活動に対して関

心が低い参加者のそれのようで，協働的なやりとり

が成立しないようにも思われた。しかし，最後に示

された図 8や，それに沿っての周の語りを見ると，

協働は成立したと判断できる。だからこそ，他者の

視座が周の視座に取り込まれるまでに時間を要した

ことは，留意しておきたい。池田・舘岡（2007）

は，協働の 5 つの要素として「対等」「対話」「創

造」「プロセス」「互恵性」を挙げている。活動の途

中までで判断すると，発言の多い宮沢や張に対して

周は「対等」に「対話」しておらず，周は「創造」

に参加しているように見えないこともあるからであ

る。しかし池田・舘岡（2007，p.7）が「協働する

ことによって，ひとりで行っていた思考に，他者の

視点が加わることでそのプロセスが発展し，やがて

は共有の創造を生み出すことになる」と述べている

ように，他者の視座が取り込まれるまでに長い沈黙

があっても，他者の視座を自分の視座に保持して世

界を見るとは，それ自体，協働の営みであると筆者

らは考える。 

本実践の意義は，第一に，学習者の福祉の観点か

らの意義である。もし，周が EPA を，自分とは何

の関わりもないものであると認識したままで日本語

教師となったとすれば，学習者が日本語教室に来る
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に至った背景を想像することなく，日本語というこ

とばの面だけの“下請け”に徹して教えるような日

本語教師にもなり得る。今回，EPA とのつながり

を見出すことができた周は，今後もし EPA によっ

て来日した労働者に接する機会を得たならば，葛藤

する可能性が高い。グローバル化によって来日し日

本語を学ぶことになったかれらと自分との接点や，

家族の介護を外国人労働者が担うことの意味を考え

るだろう。しかし，その葛藤は，避けるべき葛藤で

はなく，日本語教育が関わらざるを得ないグローバ

ル社会の一面を正面から見据えるためには不可欠の

葛藤である。この葛藤こそが，目の前にいる学習者

と向き合い，かれらと世界，そして自己との結びつ

きを複眼的に想像するための力であり，学習者の福

祉を保全するための原動力となるものではないだろ

うか。第二に，周自身の福祉の観点からの意義であ

る。場面 4で語られたように，周は，いつかは親世

代の介護に何らかの形でかかわることになるであろ

う。本活動を通して周は，他者の視座を取り入れて

「世界はどうなっているか」（生態学的世界認識）を

理解し，「そのような世界でどのように生きていく

か」（生態学的行動基準），「人とどのようなつなが

りを作っていくか」（生態学的人間関係），これらの

問いの下にある自分とは何か（生態学的アイデン

ティティー）（岡崎，2009a，pp.78-79）を考え始め

る，それらの総体である生態学的リテラシーを育成

することができたのである。EPA をきっかけとし

て，家族とどのような関係を築いていくかという問

いが投げかけられたことは，自己の福祉を保全する

営みのための第一歩ではないだろうか。さらに，本

実践の第三の意義として，筆者らの福祉の向上とい

う意義を挙げておきたい。周や宮沢，張が，本活動

を経て自分なりの EPA とのつながりを図示，言語

化できたのと同様，本実践の計画，実施，本稿の執

筆という機会は，筆者らにとっても生態学的リテラ

シーを育成する機会なのである。EPA のような日

本語教育に関連の深い条約が結ばれ，知識としてそ

れを知ることができたとしても，日本語教師とし

て，また一個人としてどう向き合っていくかを言語

化する場は，筆者らの感覚では希少であると感じ

る。運営メンバーにとって，本実践の企画運営を経

て，EPA と自分との接点はどこにあるのか，教師

としてどのような態度をとるのか，グローバル化社

会でどのように生きていくのかを問い，考えを深め

たことは，人間としての生き方と教師としての生き

方を一つの視野の下で一体化して捉える機会となり

（鈴木・トンプソン・房・張・劉，2012），筆者ら

の福祉のためにも有用であったことを述べておきた

い。 

では，周がこのような変化を遂げたことを，ウェ

ルフェア・リングイスティクスの観点からどのよう

に捉えたらよいだろうか。周がこの活動を通して

EPA と自らのつながりを可視化できるようになっ

たことは，日本語教師の卵としての「豊かな国際感

覚」という財が形成され始めたことを示すと筆者ら

は考える。他方，センの主張では，財はそれを所有

しているだけでは効能が発揮されないのであり，人

間の福祉のためには，財を利用することによって達

成される機能に注視していく必要がある。そうであ

れば，日本語教師にとって，「豊かな国際感覚」と

いう財を用いて何がなされるのかを見ていく必要が

あるだろう。 

 

7．今後の課題 

本稿では，「日本語教師は『豊かな国際感覚』を

どう学べるか」に焦点を絞って論じた。周の事例

は，当初，ある主体にとってつながりがないと感じ

られたテーマでも，別の主体の認識が共有されるこ

とで自分の問題として認識しうることを示した。周

がここで学んだことを，日本語教師としてどのよう

に活用しできるかは，日本語教育専門家として教育
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課程を巣立っていく彼女のその後の取り組みを待ち

たい。 

今後は，本稿で扱えなかった第 2の課題「日本語

教師は『豊かな国際感覚』をどのように機能させ，

人間の福祉の向上に生かせるか」を取り上げ，追求

する。2 章で挙げたように，学習者，日本語教師自

身，市民，日本語教師仲間に対し，日本語教師がそ

の実践において「豊かな国際感覚」をどのように機

能させていくかを見ることができれば，ウェルフェ

ア・リングイスティクスに位置付く日本語教師養成

を構想していくことができよう。特に，教育機関等

で働く日本語教師としてのみならず，日本語教育の

専門知を携えて日本語の教室外から日本語教育を支

える「在野の日本語教師」（鈴木，2011）が市民の

福祉の向上に寄与する存在になり得るとするなら

ば，どのような実践が構想できるか。これらのテー

マを人間の福祉に資する日本語教育および日本語教

師養成の在り方として考えていきたい。 
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Abstract 

Globalization brought us both instability and mobility in our lives, which has made the welfare 

of people fluctuate. This paper examines how a participant in a JSL teacher training program for 

promoting well-being for human beings learned rich international sensibility. The program 

consisted of eleven classes with the three themes of ‘teaching JSL and oneself,’ ‘research and 

oneself,’ and ‘world and oneself’ based upon language education for sustainable living. Each 

class featured dialogic group activities. We examined how one participant changed her 

perspective about the globalized world. The result shows that the participant took in her peers’ 

perspectives through dialogues with them, related issues of an EPA (Economic Partnership 

Agreement) to her own circumstance of the aging population in her country that may force her 

to care for her entire family in the future, and finally recognized what the globalized society 

means to her. This result implies that she learned to view the world in a multifaceted manner 

and gained ecological literacy through the program. It is further suggested that a JSL teacher 

training program aimed at developing such ecological literacy could drive JSL teachers to 

improve their own well-being as well as that of JSL learners. 
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