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特集：教室・学習者・教師を問い直す 

【寄稿 ― 論考】 

日本語教育という場をデザインする 

教師の役割としての実践の共有 

 

三代 純平* 

（武蔵野美術大学） 

 

概要 

本稿は，地方大学において韓国の高校生を対象に行われたオープン・キャンパスに関する

実践研究である。大学の教職員，留学生，地域の方々と共に，韓国の高校生を受け入れる

ことで，そこに，ことばを学びあう場が生まれた。オープン・キャンパスというプログラ

ムに協働で携わることで，新たなコミュニケーションが生まれ，新たなコミュニティが生

まれた。その経験は，プログラムへの参加者それぞれに学びをもたらした。留学生は，地

域のコミュニティや将来参加したいと思うコミュニティに求められる日本語を体験的に学

んだ。この実践を省察することで，一つの実践を通じてことばを学びあう場をデザインす

ることが，日本語教育の目的となりうることを主張する。そして，そのための日本語教師

の役割に，実践の共有があることを論じる。 
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1．日本語教育という場のデザイン 

本稿は，2015 年 3 月に開催された言語文化教育

研究学会・第 1回年次大会のシンポジウム「教室・

学習者・教師を問い直す」において筆者が発表した

内容（三代，2015）を基に書かれている。シンポ

ジウムへの登壇が決まったとき，私自身は教室外の

活動の日本語教育的意義を話したいと考えていたた
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め，教室を問い直すということに焦点化し，発表す

るつもりでいた。しかし，登壇者間1の打ち合わせ

において，教室外の活動へと日本語教育を開いた

時，日本語教師の役割や日本語教育の専門性とは

いったい何なのかということを議論すべきであるこ

とが指摘された。また，登壇者間の議論から，同じ

日本語教師，日本語教育の専門家として大学に勤務

している登壇者間でも，現場とそこから立ち現われ
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る教育観が異なっていることに改めて気づかされ

た。従って，本稿では，私が関わった地方にある私

立大学という文脈を大切にしつつ，そこで私が携

わった実践の省察を通じて，日本語教育という場を

デザインする教師の役割，日本語教育の専門性につ

いて考察する。 

本稿における日本語教育という場とは，日本語の

教室のように教師がいて学習者を教育する場に限定

されるものではない。その場にいるものが日本語に

よるコミュニケーションを通じて学びを形成してい

る場のことである。その場をデザインすることが，

日本語教師の役割として重要であることを本稿では

主張する。その際，「デザインする」とは，周囲の

環境の中でどのように位置づけられ，周囲の社会的

実践とどう響き合うのかを見据えて場を組織するこ

とである（神吉，2015）。また「デザイン」という

ことばには，「新たな意味や規範を協働で作り出し，

より良い社会へと変えていく」（岡本，2013，p. 

373）という意味が含意される。つまり，日本語教

育という場をデザインするとは，日本語によるコ

ミュニケーションを通じた学びの場を，社会との関

係において，その社会の参加者と共に組織すること

で，より良い社会をめざすことであると言える。な

お，本稿は，主に私の専門である日本語教育を対象

に議論することになるが，日本語教育という場を，

日本語によるコミュニケーションを通じた学びの場

としたとき，それは単に第二言語教育としての日本

語教育に限定されるべきものではない。母語話者も

新たなコミュニケーションの学びを構成するだろう。

異文化間コミュニケーションとして捉えることもで

きるかもしれない。さらに日本語に限らず，他言語，

あるいは多言語の学びの場においても通底する議論

が可能である。本稿においても韓国語を学ぶ日本人

地域住民について触れることになる。言語文化教育

研究学会の理念でもある，ことばと文化の学びにお

ける連携の議論の契機になれば幸いである。 

本稿では，近年，少子化の影響等により留学生が

増加している地方私大の状況と課題を踏まえたうえ

で，場という観点から日本語教育を考えた実践例と

して「オープンキャンパス・プログラム」（以下，

OP）を取りあげる。OP の考察を通じ，日本語教師

が留学生の送り出し・受け入れに関わる多様な協力

者と実践を共有していく過程で生起した学びの意味

を論じる。そこから，地方大学が地域とともに留学

生を受け入れることと，地域というコミュニティと

共にある大学の日本語教育のあり方，さらには，そ

の際の日本語教師の役割について議論したい。 

まず，第 2章において，本実践の立場として，場

から日本語教育の意味を問い直すということを述べ

る。第 3章では，本研究の方法として実践研究につ

いて説明し，実践研究が行われた X 大学の状況と

直面していた課題を述べる。第 4章で OPの概要を

紹介し，その活動の意味や日本語教師として私が果

たした役割について考察する。第 5章において，本

稿の結論として，日本語教育という場をデザインす

る日本語教師の役割には実践の共有があることを論

じる。最後に，第 6章において，今後の課題と展望

を述べる。 

なお，本稿における「日本語教師」とは，教室内

で日本語を教える役割を担ったものに限定されず，

教師，あるいは日本語教育の専門家として日本語教

育という場のデザインに携わるもののこととする。

その意味で，「日本語教育担当の教員」「日本語教育

の専門家」という用語も互換的に用いられている。 

 

2．能力から場へ 

日本語教育という場ということばに私がこだわる

のは，日本語教育を，どのような能力を育成するか

よりもむしろ，どのような経験を作り出す場である

かという観点から問い直す必要があると考えている

からである（三代，2009a，2009b，2011a）。では，
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能力から場へとはどういうことか。まずこの点につ

いて述べたい。 

教育学者の佐藤学は，従来の教育が能力の育成を

中心に議論してきたことを批判する（佐藤，

1999）。そして，能力の育成を中心とした「学習」

に代わることばとして「学び」を定義している。 

 

学びとは，対象世界との出会いと対話であ

り，他者との出会いと対話であり，自己との

出会いと対話である。すなわち，学びは，対

象世界の意味を構成する認知的・文化的実践

であり，他者との関係を構成する社会的・政

治的実践であり，自己の編み直しを遂行する

倫理的・実存的実践である。「世界づくり」

「仲間づくり」「自分づくり」の実践と言って

もよい。（佐藤，1999，p. 29） 

 

佐藤にとって，学びとは，3 つの次元における対

話を通じた実践であり，その実践を通じて構成され

る経験，仲間，新しい自己なのである。教育学者で

ある佐藤は，主に子どもの学びを対象に論じている

が，対話を重視し，ことばの学びの重要性について

以下のように論じている。 

 

言葉との出会いを構成する教育は，言葉を

「道具」や「技能」としてではなく，「経験」

と「絆」として再認識する事を出発点として

いる。言葉は，関わりのなかで生み出され，

その関わりを表現している。その意味で言葉

は「経験」であり「絆」である。このことを

前提とするならば，言葉の教育は，「モノ」

や「こと」や「人」に無関心という，現代に

生きる私たちの根源的な病に立ち向かう教育

と言ってもよいのかもしれない。「モノ」に

触れ「モノ」を名付ける言葉，「こと」を問

い「こと」を定義する言葉，「人」に出会い

「人」と交わる言葉，それらの具体的な言葉

を一人ひとりの「経験」として体験し「絆」

として体得する実践が求められるだろう。

（佐藤，1999，p. 238） 

 

ことばの学びとして「経験」と「絆」を重視する

という佐藤の主張は，日本語教育においても重要で

ある。私は，留学生のライフストーリー調査から，

調査協力者たちがことばの学びとして，コミュニ

ティ参加の経験やそこで形成された人間関係を重視

していることを明らかにした（三代 , 2009b，

2011b）。ことばの学びとは，客観的に測ることの

できる知識や技能の獲得のことではなく，調査協力

者たちが世界，他者，自己との対話を通じて実感し

た主観的な学びのことである。つまり，留学生であ

る調査協力者が，留学生活という実践，その実践の

中で経験した対話を通じて，日本語によるコミュニ

ケーションについて学んだと感じたことがことばの

学びとして位置づけられる。 

調査協力者自身の語りから示唆されたことは，彼

ら／彼女らもまた，佐藤の指摘する「経験」と

「絆」をことばの学びとして実感していたことであ

る。彼ら／彼女らの語ることばの学びは，個人の能

力の向上に還元できないものを少なからず含んでい

た。たとえば，ある調査協力者は，自分がメンバー

シップを獲得したコミュニティでは相手も自分のこ

とばや言いたいことを理解できるし，自分も相手の

ことをよくわかっているのでコミュニケーションが

とりやすいと語る。そのように語った留学生は，そ

のコミュニティで流通していることばや言い回し

を，メンバーシップの表明として頻繁にインタ

ビューの中で使用する。それは単なる語彙の獲得の

みならず，メンバーシップを獲得した経験とその経

験に根差した自信などを含意していた。また別の調

査協力者は，アルバイト先で，自分に日本語を教え

るためのホワイトボードが設置されたことを語る。
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仕事中に調査協力者のわからないことばがあると，

他の従業員がそれをホワイトボードに書き，手の空

いたときにクイズ形式で答えることで復習するとい

うルールができた。このことを振り返り，調査協力

者は，日本語を覚えるのに役に立ったと同時に，そ

うしてくれる気遣いがうれしかったと語った。その

調査協力者は，前の職場で休み時間の従業員同士の

会話に入れず疎外感を覚えたため，数カ月でやめる

という経験をもっていた。その調査協力者にとっ

て，ホワイトボードは日本語学習のツールであると

同時に，コミュニケーションを生起させる，あるい

は職場の人間関係を築くツールであった。 

以上のような語りから，私は「わかり合える」

「受け入れられている」という実感を伴う「経験」

やそのような実感を抱く他者との「絆」がことばの

学びにとって重要であること，さらにそのような実

感を生むことのできる場の必要性を主張した（三

代，2009b）。ことばの学びにつながる「経験」と

は，自分が参加したいと考える，あるいは，自分の

仲間がそこにいる，自分の居場所がそこにあると思

えるコミュニティへ参加する「経験」，そのために

費やしたコミュニケーションの「経験」である。そ

して，その「経験」を通じて知り合った人々との

「絆」こそがことばの学びの最たるものである。能

力から場へという主張は，このような「経験」と

「絆」という学びからことばの教育を再構築するた

めの視座であり，その際には，能力ではなく，「経

験」と「絆」を構成する場のデザインがことばの教

育の重要課題になるという主張である。 

場のデザインを日本語教育の中心に位置づけるこ

とに対する批判として，それは言語教育の範疇を越

えているというものがある。だが，山西（2015）

が指摘するように，それはことばの学びのもつ可能

性を制限するものである。山西（2015）は，言語

学的に見た日本語支援を重視することで，時として

日本語教育が日本語能力以外をその役割から外すこ

とを批判し，「ことばの道具的能力の形成をめざす

ことばの教育と，ことばを取り巻く生活上の課題や

ことばと文化の関連を問うことばの教育を，相互に

つないでいくこと」（p. 191）を提起する。この問

題意識は本稿の問題意識と通底している。 

また，場のデザイン自体よりも，学習者自身が場

に参加する能力，あるいは場でコミュニケーション

に参加できる能力としてのコミュニケーション能力

を育成すべきだという立場もある。しかし，佐藤

（1999）が批判するように，「能力」は，元来，コ

ミュニティへの参加に学びをみる新しい学習観2と

は対立する学習観の中で確立されてきた概念であ

る。たしかに，従来の個人に内在する測定可能の能

力という能力観を乗り越えようとしたコミュニケー

ション能力をめぐる議論もなされている。例えば，

細川（2002）は日本語能力の育成を日本語教育の

目的として自明視することを批判し，どのような能

力を育成すべきかを「教育」という観点から問い直

すことを主張した。そして細川自身は，全人的な成

長を視野に問題発見解決能力の育成を提唱した。た

だし，細川もまた個人の能力の育成を教育の前提と

している点では，従来の能力観と軸を一にしてい

る。一方で，社会文化的アプローチを理論的背景

に，個人ではなく，社会に埋め込まれた人間関係の

間にコミュニケーション能力を見出そうとする言説

も現れている（山下，2005，など）。だが，このよ

うな能力がどのように育成され，育成されたと判断

するのかということについての明確な言及はない。 

能力の育成という言説は，どのように育成される

のか，そしてどのように測定されるのかという問い

を喚起する。わかり合えた，受け入れられたという

感覚や経験の意味は，能力というアプローチでは議

                                                           

2  状況的学習論（レイヴ，ウェンガー，1991/1993）に代
表される個人の能力の向上，成長とは異なる学習理
論。本稿の問題意識も，この大きな学習観の転換に基
づいている。詳細は，三代（2009a）を参照のこと。 
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論できない。私たちが今一度問わなければならない

のは，どのような能力か，能力がどの程度育成され

たのかという問いは，関係性の中でコミュニケー

ションを捉えようとしたとき，はたして本当に生産

的な問いなのだろうかということである。無論，コ

ミュニケーション能力がないとも，議論する意味が

ないとも私は考えていない。ただし，コミュニケー

ション能力もまた社会的構成物であり，その規準は

社会的に議論していくべきものである3。加えて，

社会的に構成されるコミュニケーション能力を考え

る際，そこに潜むイデオロギーにも敏感である必要

がある。とくに Connolly（2000）が述べるように

個人の能力の議論は社会的責任をあいまいにすると

いう問題点があることは忘れるべきではない。こと

ばは必ずしも対等な権力関係で語られるわけではな

い。社会的に「話す権利」（Norton，2000）を保障

することで解決するコミュニケーションもある。

「わかり合える」「受け入れられている」という実感

は，個人の努力のみに帰するものではない。そのよ

うな実感を得やすい社会にしようという努力もまた

必要なのではないだろうか。また，多様性を認め合

うならば，画一的な能力を定め，その教育の方法を

考えることよりも，各々のコミュニティで対話を通

じて，それぞれの個性にあったコミュニケーション

の方法でそのコミュニティに受け入れられていく方

がよいと私は考えている。 

調査協力者たちは，「わかり合える」，「受け入れ

られている」という感覚やそこにたどり着くまでの

苦労を伴った経験を，自らの留学生活の重要な学び

と位置づけていた。また留学生活を通じて得た最も

大切なものを人間関係と語っている。彼ら／彼女ら

                                                           

3  バイラム（2008/2015）に指摘されるように，言語教育
は，それが行われる社会環境の中で考えなければなら
ない。その目的も，ことばの力も，社会的な議論を通
じて決定することには意味があるだろう。それは，ど
のような社会を共に志向するかを考え，共有する一つ
のアプローチであることは間違いない。 

は，自身の体験を通じて，「経験」と「絆」を学び

の中心として捉えているのである。一方，この「経

験」と「絆」は，能力中心の学習では周縁化され

る。それは，能力以外のものとして学習の周縁に位

置づけられるか，能力を獲得したプロセスとして理

解されるかである。それは研究者や教師だけではな

い。学習者も，このような能力観，あるいは言語学

習観を自身の学習者経験の中で内面化している。あ

る調査協力者は，私の「話してて伝わらないとか，

もう，そういうことはない？」という質問に対し，

友人たちは「わからない単語あったら，適当に話せ

ばわかってくれます」と笑った。そう語った調査協

力者は，「私のことをもっと表現しようと思ったら

受け入れてくれますので，それが関係だと思いま

す」とも語る。ここに私は，能力を超えた学びの可

能性を見る。しかし，その調査協力者は，そのよう

な人間関係が留学生活を通して得た最も大切なもの

だと語る一方，それを学びと言っていいのかわから

ないけど，とためらう（三代，2011b）。学習者も

また「経験」と「絆」をことばの学びとするか，従

来の学習観と照らし合わせ，躊躇するのである。よ

り積極的に「経験」と「絆」を学びとして位置づけ

ていくこと，そのような言説を共有していくことが

必要になっている。だからこそ，あえて能力ではな

く場という観点から「学び」を論じるべきだと私は

主張した。 

本稿では，以上の立場に基づき，X 大学における

実践 OP を考察する。前述したように，ことばの学

びはコミュニティへの参加，その参加の過程のおけ

る「経験」と「絆」であると私は考えている。よっ

て，OP を含めた X 大学における日本語教育という

場をデザインする際に，私が常に念頭に置いていた

のは，2つの軸の「参加」である。 

1 つ目の軸は，時間から考える縦の軸で，高校か

ら大学というコミュニティへの参加，さらに大学か

らその後の進路＝「想像のコミュニティ」（Norton, 
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2001）への参加である。日本語教育アーティキュ

レーション・プロジェクト（2012）は，日本語教

育のアーティキュレーション（連続性）の重要性を

主張している。日本語教育アーティキュレーショ

ン・プロジェクト（2012）によれば，アーティ

キュレーションとは，異なるカリキュラム間の連続

性や，同一プログラム内のレベル間の連続性などの

ことを言う。アーティキュレーションは，縦のアー

ティキュレーション，横のアーティキュレーショ

ン，教科間のアーティキュレーションの 3つに大き

く分類できる。縦のアーティキュレーションとは，

異なるレベルや機関間の連続性のことであり，日本

語教育においては，高校から大学への教育の一貫性

などがしばしば議論される。本稿における縦の軸か

ら考える参加は，この縦のアーティキュレーション

をコミュニティ参加という観点から考えることにつ

ながる。 

それに対し，横のアーティキュレーションは，同

一レベル，プログラム間の連続性で，教師間の連携

や技能別クラス間の連続性などが想定される。教科

間のアーティキュレーションとは，学校教育の中

で，全体の教育目的や方法を考えた連続性のことで

ある。この 2つのアーティキュレーションは共に同

時間の連続性を考えるうえで，2 つ目の軸，横の軸

の参加と関係する。横の軸は，空間の広がりから考

える軸で，留学生コミュニティへの参加，大学とい

うコミュニティへの参加，地域のコミュニティへの

参加などである。教育内容，教科間との連続性では

なく，コミュニティとの連続性から，横のアーティ

キュレーションを捉え直すことができる。この 2つ

の軸から日本語教育という場を描くと図 1のように

なる。 

私は，図 1 のようなイメージで参加を捉えなが

ら，コミュニティの連続性という，能力，方法，内

容といったものと異なる観点からアーティキュレー

ションを捉え直し，X 大学の日本語教育という場を

イメージした。能力ではなく場から日本語教育の意

味を捉え直し，2 つの軸の参加を学びと再定位した

うえで，そのような参加の場を日本語教育という場

としてデザインしようとしたのである。本稿では，

その試みの一端として，OPを考察する。 

 

３．研究方法―実践研究 

3．1．実践研究 

本研究は，実践研究である。実践研究とは，「実

践への参加者たちが協働で批判的省察を行い，その

実践を社会的により良いものにしていくための実践

＝研究」（三代，古屋，古賀，武，寅丸，長嶺，

2014，p. 80）のことである。つまり，実践を研究

するのではなく，実践の改善のために，繰りかえし

批判的省察とその省察に基づいた計画・実践を行

い，その一連のプロセスで実践を継続的に改善して

いくこと自体を実践＝研究として位置づける。ここ

でいう批判的省察とは，実践が置かれた社会的状況

を多角的に検証し，より望ましいと思われる社会に

つながる実践へと実践を再構成するために何が必要

かを理解しようとすることである（Carr & Kemmis, 

 

図 1 時間と空間から考える留学生のコミュニティ

参加 
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1986）4。したがって，本研究では，対象として取

り上げる X大学における OPをその社会的文脈も踏

まえながら，どのようなプロセスで計画・実践され

たのかを描く。同プログラムは，2011 年度夏期よ

り行われ，私自身は開始当初から 2013 年度夏期ま

で計 5 回にわたり運営に携わった。本稿では 4 回

におよぶ試行錯誤を踏まえ，2013 年度夏期に行わ

れた 5回目の実践を中心に紹介し，その意義を検討

する。 

なお，本来，実践研究は協働で行われるべきもの

である（Carr & Kemmis，1986）。OPも多くの共同

実践者とともに運営，改善してきた。特に X 大学

の留学生支援室の事務職員であった A さんとは，2

年間でおそらく 100 回を超えるミーティングを

もった。A さんの尽力なしに同プログラムは成立し

えなかった。また，同地域の特定非営利活動法人

（以下 NPO 法人）代表の B さんにも大変お世話に

なった。その他，X 大学の留学生をはじめ，数え切

れない方々との協働で本実践は行われたことをあら

かじめ記しておく。そのうえで，日本語教育の実践

研究者の立場から関わった私の視点・解釈を中心

に，実践を考察・記述する。その考察と記述の不備

に関しての全責任が私にあることは無論である。 

実践研究の記述方法は，三代，古賀，武，寅丸，

長嶺，古屋（ 2014）に準じる。三代，古賀ら

（2014）は，三代，古屋ら（2014）で提起した実践

研究を記述するための方法として，次のように提案

している。 

 

（1）教室の置かれた社会的文脈と実践の社会的

意味を批判的に省察し，丁寧に記述する。 

（2）一人称（「私たち」や複数の「私」を含む）

                                                           

4  Carr & Kemmis（1986）は，action research に関する
論考である。本稿でいう実践研究は，彼らの主張する
action research に基づく。この議論の詳細は，三代，
古屋ほか（2014）を参照のこと。 

を用いて，実践研究者の社会的立場や価値観

を明確にし，同時にそれを批判的に省察し，

その変遷を丁寧に記述する。 

（三代，古賀，ほか，2014，p. 118） 

 

上記の「教室」は，本実践研究では，OP という

プログラムに相当する。第 2章で記述を試みたよう

に本実践研究が日本語教育研究の中にどのような位

置づけられるのかということは無論重要である。同

時に，実践研究では，実践研究を社会の中に位置づ

けることも重要になる。すなわち，実践が埋め込ま

れた社会的文脈を批判的に省察し，実践がどのよう

な課題を解決するためのものかを明らかにする必要

がある。そして，実践研究を記述する際は，実践に

関わる自己自身の立場や視点を記述しつつ，それに

対する批判的な反省や，実践のプロセスにおける変

化も記述していくことが求められる。個別の実践を

社会に埋め込まれたものとして記述し，その実践と

ともに実践をいかに経験したかを丁寧に描くこと

で，読者は，自身の社会的文脈や経験と比較しつ

つ，実践を理解することができると考えるからであ

る。 

なお，本実践研究の考察において使用した主な

データは，私自身の実践記録，A さんら共同実践者

との打ち合わせ等に使用した資料，メールである。

加えて，本実践研究を記述するに当たり，地域の日

本人側から見た実践の意義を考えるために B さん

へ SNS を用いた聞き取り調査を行った。また，B

さんが主催する NPO 法人の理事を務めていた X 大

学の中国人留学生 Cさん（女性，当時 4年生），OP

に携わり，NPO 法人の活動にも参加している X 大

学の韓国人留学生 3 名（D さん（男性，当時 2 年

生），Eさん（女性，当時 2 年生），F さん（女性，

当時 3年生））へのインタビュー調査を追加で行っ 
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ている5。ただし，本稿で紹介する OP は，学生募

集と連動しているという OP の性質上，実践研究と

して記述することを私自身が想定していなかったた

め，個々の活動の映像・音声記録はない。インタ

ビューも関係者の一部にしか行われていない。物理

的にも，活動の場が非常に多岐にわたり，一つ一つ

を記録に残すことは極めて困難であった。したがっ

て，OP 内で行われた個別の実践や参加者個々の主

観を丁寧に考察することはできないという限界があ

る。しかし，場という観点から日本語教育を考える

うえで，さらに，地方大学における日本語教育から

日本語教師の役割を問い直すうえで，OP という実

践研究を考察することは意味のあることであると思

われたため，本特集を機会に記述を試みるに至っ

た。 

 

3．2．本実践研究の置かれた社会的文脈 

前節で述べたように，本実践研究の置かれた社会

的文脈から記述したい。本実践研究が行われた X

大学は，2 学部 6 学科からなる小規模大学である。

私が実践に携わっていた 2010 年代前半，学生総数

は 1000 人程度であり，うち 250 人余りが留学生，

その大半を中国を中心とした東アジア出身の留学生

が占めていた。X 大学は，多くの大学と同様に，少

子化による学生の減少から，留学生数の受け入れを

                                                           

5 本実践研究の主な登場人物は表 1の通りである。 

拡大していた。ただし， 2011 年以降は，東日本大

震災の影響で留学生数も微減という状況にあった。

また，X 大学は山口県東部にある唯一の大学であ

り，地域との関わりが深い。多くの産学連携プログ

ラムが行われ，センター・オブ・コミュニティとし

ての大学の役割について積極的に議論されていた。

留学生も地域の祭りや国際交流イベントに参加する

ことが多かった。 

一方，私は日本語教育および留学生の生活支援を

期待され，2010 年度秋に X 大学に赴任した。第 2

章で述べたように，私は「経験」と「絆」を学びの

中心に置いた日本語教育のあり方を模索していた。

X 大学においても，日本語クラスとして開講されて

いる授業と授業外の活動や専攻の授業を有機的に連

携させながら，「経験」と「絆」という学びをいか

にして実現するかに腐心していた。多様なコミュニ

ティへの参加を通じて，留学生に多様な経験と出会

いを提供したいと考え，いかにしてその体制を作る

かを試行錯誤する日々であった。同時に，大学とい

うコミュニティや地域というコミュニティにとっ

て，留学生の参加を「いいこと」として捉えてもら

えるような参加の仕方にすることも重要な課題で

あった。そのような立場から X 大学の留学生をと

りまく環境をみたとき，私の赴任時にあった課題は

以下の通りであった。 

 

・留学生の急増によって，地域住民との間に摩

表 1 本実践研究における主な登場人物 

仮名 国籍 性別 立場 役割 

A 日本 男性 X 大学職員（留学生支援室） OP の共同責任者 

B 日本 男性 NPO 法人代表 イベント（4章参照）の責任者 

C 中国 女性 X 大学 4年生，留学生会会長，NPO 法人理事 NPO 法人と X大学の仲介 

D 韓国 男性 X 大学 2年生，NPO 法人会員 通訳，ファシリテート，等 

E 韓国 女性 X 大学 2年生，NPO 法人会員 通訳，ファシリテート，等 

F 韓国 女性 X 大学 3年生，本実践研究後に NPO 法人入会 通訳，ファシリテート，等 
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擦が生じていた。 

・日本語力の低い留学生による大学コミュニ

ティへの参加が難しいと大学関係者に捉えら

れていた。 

・日本語教育担当の教員と他の教職員とのコ

ミュニケーションが不足していた。 

・特定の留学生に「参加」の機会が限定されて

いた。 

・東日本大震災の影響から，留学生が減少傾向

にあった。 

 

多くの地方大学で共通する課題ではあるが（例え

ば，村田，2010），留学生が増加することで地域社

会との調整が必要になる。具体的には，ごみ捨て問

題や騒音問題などがあった。直接的な問題を解決す

ると同時に，急増した留学生を地域の一員として受

け入れてもらうことが必要であった。一方，留学生

の増加に伴い，一部の留学生は日本語で十分に意思

疎通が図れないようになってきた。留学生の増加に

より日本語をほとんど使用せずに生活できる環境が

できたことでその傾向は顕著になった。大学の教職

員からは，授業を理解できない，事務的なコミュニ

ケーションがとれないという声が聞かれた。そのよ

うな声は，日本語教師に日本語を教えることで解決

してほしいという声として私に届いていた。しか

し，私を含め，日本語教師側6は，日本語クラスの

みで現状を著しく改善することは難しいと感じてい

                                                           

6  OP が開始された時，X 大学の日本語教育を担当する
教員は，私を含めた専任教員が 2 名，非常勤講師が 4

名であった。OP をはじめとした教室外の留学生関連
業務が増加したため，2013年度より，専任教員 3名，
非常勤講師 1 名という体制に移行した。OP の企画
は，教員側として私，職員側として A さんが担当して
いたが，適宜，他の教員からのサポートを得た。専任
教員には，歓迎会の準備等を手伝ってもらった。非常
勤講師には，彼女が地域の日本語ボランティア教室の
運営に携わっていたため，そこを中心にホームステイ
のホストファミリー募集を依頼した。 

た。大学や地域全体で，留学生が日本語を使用する

環境を整えていかなければならないと同時に，日本

語習得や留学生活の困難について，受け入れ側の理

解も必要であると思われた。そのためには，日本語

教育担当の教員とその他の教職員が連携をより密に

する必要があったが，相互のコミュニケーションが

必ずしも十分ではなかった。 

日本語教育担当の教員とその他の教職員，特に留

学生支援室の事務職員との連携が十分ではなかった

ため，一部の留学生に「参加」の機会が限定されて

いるという印象を私はもった。国際交流関係のイベ

ントをはじめ，地域の要請を受け，留学生が地域コ

ミュニティに参加する機会は少なくなかった。しか

し，参加する学生は特定の学生に限定されていた。

事務職員は，日常的にコミュニケーションをとる機

会が多く信頼できる学生に参加を促すことが多かっ

た。一方，日本語教師はほぼすべての留学生に日本

語を教え，留学生全体が見えていたが，教職員間の

連携不足からイベント等の情報にアクセスできずに

いた。そこで，教職員間で情報や教育方針を共有す

ることで，多様な留学生が地域コミュニティへの参

加の機会を得られるのではないかと私は考えていた。 

本実践研究の直接の契機となったのは，2011 年

3 月 11 日の東日本大震災に伴った留学生の減少で

あった。2015 年現在，全国的に留学生は増加傾向

に転じているが，震災直後は多くの留学生が帰国

し，多くの留学内定者が留学を取り消した。X 大学

も一時大きく減少しため，留学生募集の一環として

OPは企画・開始された。 

以上の課題をすべて解決することは容易ではな

く，実際に課題は山積したままであった。しかし，

この課題を解決するために，日本語教育という場を

どのようにデザインするかという視点とその視点か

らの取り組みは一定の有効性をもっていたように思

える。そこで，その取り組みの一例として OP を紹

介する。 
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４．「オープンキャンパス・プログラム」

が構成した日本語教育という場 

4．1．「オープンキャンパス・プログラム」とは 

「オープンキャンパス・プログラム」は，夏期休

暇中，および冬期休暇中に，韓国の高校生を対象に

開始されたプログラムである。通常のオープンキャ

ンパスは，入学を検討する参加者に対し，体験授業
7やキャンパス案内，入学説明会等を行うものであ

り，X 大学でも同様のオープンキャンパスが年数回

行われていた。OP は，このオープンキャンパスに

参加できない在韓国の高校生を対象に特別に企画さ

れたプログラムであり，韓国の提携校の日本留学を

希望する生徒，日本に関心のある生徒を対象に行わ

れた。2011 年度夏期休暇中より，毎期行われ，私

自身は立ち上げであった 2011 年度夏期より 2013

年度夏期まで 5回にわたり運営に携わった。前述の

ように，OP が企画された契機は学生募集であっ

た。韓国の高校生に X 大学を見学してもらい，X

大学に関心をもたせることを目的としていた。ま

た，海外からわざわざ日本に来るということで，提

携校の意向もあり，OP は通常のオープンキャンパ

スに加え，文化体験学習的な意味をもたせるように

デザインされた。 

だが，実際にこのプログラムを運営してみると，

教員・職員・学生・地域が連携することで，参加し

た高校生8にとどまらず，X 大学の留学生9，さらに

                                                           

7  体験授業は，大学の教員がオープンキャンパスに参加
した高校生を対象に行う，大学の授業を体験するため
の授業のことである。 

8  以下「高校生」は，断りのない場合，OP に参加した
高校生を指す。 

9  以下「留学生」は，断りのない場合，X 大学の留学生
を指す。なお，OP への留学生の参加は任意である。
ボランティアとして参加を募集した。本稿で紹介する
第 5 回の OP では，韓国からの留学生を中心に 30 名
以上が参加した。X 大学の韓国人留学生は約 50 名で
半数以上は参加したことになる。 

は教職員にとっても大きな学びとなる可能性がある

と感じられた。また，OP を通じて，地域と連携し

た留学生受け入れの可能性も見えてきた。そこで，

2 回目の OP 以降，私は，留学生の日本語教育とい

う場を充実させることを，OP のもう一つの目的と

してプログラムのデザイン，運営に関わるように

なった。そして，本プログラムを通じて X 大学に

入学する留学生が増加したことで，高校と大学との

間のアーティキュレーション，つまり縦の軸の参加

という学びにおいても大きな意義が見出せた。 

プログラムの内容や期間は，提携校のニーズ等に

よって異なる。短い時は，3 泊 4 日で行われ，長い

時は 2 週間に及んだ。本稿では，過去 4 回の実践

に基づき企画された 5 回目の OP であった 2013 年

度夏期のプログラムを中心に紹介する。同プログラ

ムには，韓国の 2 つの高校より高校生 22 名が参加

した。なお，OP に参加した高校生は必ずしも日本

への留学を考えている生徒ばかりではなく，短期研

修的な目的で参加している生徒もおり，日本語をほ

とんど勉強したことがない生徒も多く含まれてい

た。 

 

 

4．2．2013 年度夏期「オープンキャンパス・プ

ログラム」 

2013 年度夏期の OP は，表 2 の日程で行われ

た。実際は，4 日目に，キャンパス・ツアーと入学

説明会も行った。また，4日目の後に 2泊 3日の観

光があったが，本稿では割愛する。 

表2 2013年度夏期オープンキャンパス・プログラム

日程 内容 

1日目 到着・地域のイベント見学 

2日目 歓迎会・ホームステイ 

3日目 ホームステイ 

4日目 体験授業（経営学・心理学） 
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1 日目 地域のイベント見学 

OP の 1 日目は，地域のイベント見学であった。

このイベントへの参加者，役割などは図 2の通りで

ある。夕方に X 大学に到着した高校生たちは，地

元の NPO 法人が主催する町興しのイベントに参加

した。X 大学のある地域は工場夜景を観光資源とし

ていたが，港で夜景を見ながら飲食が楽しめるイベ

ントが 2013 年より開始された。OP は，その第 1

回開催にあわせて日程を調整された。 

イベントを主催する NPO 法人は，地域の日本青

年会議所のメンバーを中心に運営されている地域活

性化を目的とした団体で，さまざまなイベントを企

画していた。この NPO 法人の存在は，留学生のコ

ミュニティ参加という学びを大きく支えている。私

が，NPO 法人代表の B さんを紹介されたのは，当

時 X 大学留学生会の会長を務めていた中国人留学

生 C さんからであった。C さんはリーダーシップ

のある学生で，教職員からの信頼も厚く，NPO 法

人の理事としても活躍していた。B さんから NPO

法人の活性化のために X 大学の留学生を紹介して

ほしいと頼まれた C さんは，私のところに相談に

来た。私は NPO 法人の活動に関心のある学生を募

り，韓国人留学生の D さんと E さんを紹介すると

ともに私自身も NPO 法人の会員になった。C さん

はすでに卒業し，東京の企業に勤務している。私も

勤務校を変え，現在は X 大学の留学生支援には関

わっていないが，X 大学の留学生と NPO 法人の関

係は年々深まっていると聞く。2014 年度には，D

さんの主導で，X 大学の学園祭に NPO 法人が出店

するなど活動も広がっている。 

OP の日程をこの NPO 法人が主催するイベント

にどうしてもあわせたいと私は考えた。イベントの

企画段階の打ち合わせに私も数回参加したが，そこ

での経験は OP の意義や，このようなプログラムに

おける日本語教師の役割を考えるうえで非常に重要

であった。打ち合わせのあいだ私は，まったくの新

参者であった。その地域で育ったわけでもなく，イ

ベントに活用できる専門性もない。「先生」と呼ば

れるのがあれほど苦痛だった記憶はない。一方で，

その地域に生きる人たちが街の活性化のため活発に

議論している様子に感動を覚え，このような場所に

参加できるだけで，留学生は多くのことを学ぶだろ

うと感じた。同時に，留学生である C さん，D さ

ん，E さんは，私よりもよほど有能な人材であっ

た。彼ら／彼女らは，自分の郷土料理を活かした屋

台を企画し，活発に議論していた。換言するなら

ば，彼ら／彼女らは，留学生というアイデンティ

ティを活用しながら，地域の十全な参加者という新

 

図 2 地域のイベント見学における関係図 
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しいアイデンティティを獲得しようとしていた。ま

さに参加による「経験」と「絆」という学びがそこ

にはあると私には感じられた。 

このようにして企画されたイベント，そこで活躍

している留学生をぜひ OP 参加者に見てほしいとい

う願いが私にはあった。そうすることで，地域とし

て留学生を受け入れていることや，地域の一員とし

て留学生が活躍できることを知ってほしいと考え

た。そこに地方の小規模大学に留学する意味がある

とさえ考えていた。なぜなら，地方の小規模大学だ

からこそ地域と密着した教育を構想しやすい。そこ

に都市部の総合大学とは異なる小規模大学で学ぶ意

義があると私は感じていた。オープンキャンパスが

大学での学びを体験するための場所であるならば，

地域と密着した活動を体験することには，もう一つ

の体験授業のような意味合いがあると言える。 

また，地域のイベントに海外からツアー客のよう

に韓国の高校生が来ることは，イベントの活性化に

もつながり，地域においても韓国や留学生に対して

親しみを覚えてもらうことが期待できた。 

当日のイベント見学では，留学生と職員が高校生を

引率した。また，NPO 法人の活動に参加している

留学生は，前日の設営からイベントの準備に携わり，

当日は，屋台で料理を作ったり，販売したりした。 

2～3日目 歓迎会・ホームステイ 

2 日目は，歓迎会とホームステイである。主な参

加者は，図 3の通りである。歓迎会には，高校生，

留学生，大学の教職員，国際交流に関心のある日本

人学生，さらに地域からホストファミリー，日韓友

好協会の方々が参加した。 

歓迎会も，OP を重ねるたびに徐々に改善されて

きた。OP が始まったときは，高校生，一部の韓国

人留学生，X 大学の教職員，ホストファミリーが主

な参加者であった。日本語が堪能な特定の留学生が

通訳と司会を担当し，歓迎会を進行していた。しか

し，回を重ねるたびに参加する留学生や教職員の数

も増え，歓迎会にも教育の機会を見出すようになっ

た。2013 年度の OP では，留学生支援室 A さんの

発案により，X大学 1年の留学生によって企画され

たアイスブレーキングのゲームもプログラムに加

わった。1 年生のうちから協働で企画する経験を積

むことでリーダーシップのある学生に成長してほし

いという A さんの提案であった。その 1 年生の多

くは，前年度の OP に高校生として参加した経験を

もつ学生であった。さらに，韓国以外の留学生や日

本人学生も参加するようになり，X 大学の学生同士

にとっても交流の場へと発展した。 

食事の際は，ホストファミリーとそのファミリー

 

図３ 歓迎会・ホームステイにおける関係図 
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に受け入れてもらう高校生を中心に，韓国人留学

生，その他の留学生，日本人学生，教職員がバラン

スよく混ざるグループに分かれての歓談とした。そ

の際，X 大学の韓国人留学生が通訳を担当した。拙

いながらも通訳の経験は，彼ら／彼女らにとって非

常に勉強にもなり，また自信にもなる。この通訳を

きっかけに，ホストファミリーと高校生が翌日観光

に出かけるときも通訳として同行し，地域のホスト

ファミリーとのつながりが留学生にも生まれた。 

歓迎会が終わると，高校生は各ホストファミリー

とともにホームステイに出かける。ホームステイ

は，OP に参加した高校生対象に行っているアン

ケート調査で毎回もっとも評価が高い。高校生に

とって地域の生活を体験するよい機会である。さら

に，高校生が後日 X 大学に留学する場合も，ホス

トファミリーがいることで地域への適応がスムーズ

になるというケースも見られた。例えば，韓国人留

学生 E さんは，第 1 回の OP 参加を契機に X 大学

への留学を決め，その後いろいろな形で OP に関

わってくれた学生だが，ホームステイ先でできた日

本人高校生の友人 2 人と 4 年間連絡を取り合って

いる。 

また，私は，高校生だけではなく留学生にもホー

ムステイを経験させたいと考え，2013 年度前期よ

り課外活動として希望者がホームステイにいく活動

を導入していた。国際交流に関心のある家庭が申請

するため，ホストファミリーは OP と大学の課外活

動とで重なっている場合も多かった。このことによ

り，歓迎会は，地域の家庭と留学生の再会の場にも

なり，地域と大学との交流をより重層的にした。ホ

ストファミリーは，国際交流や韓国文化，韓国語学

習に関心のある家庭が多く，X 大学でホームステ

イ・プログラムができたことに好意的であった。歓

迎会の際，ある家庭は，以前市外の他大学のホーム

ステイ・プログラムに参加していたが，送迎に 2時

間かかり大変だったので，地元に同様のプログラム

ができてよかったと語ってくれた。留学生も，ホス

トファミリーの子どもの運動会に参加するなど，地

域との交流を報告してくれるようになった。 

 

4 日目 体験授業 

4 日目は，体験授業である。図 4 で示したよう

に，体験授業は担当教員と OP を運営する教職員，

留学生との協働で企画・実施された。体験授業の科

目は，高校側のニーズと X 大学の学科にあわせて

決定していた。2013 年度夏期の OP では，経営学

と心理学の体験授業を行った。体験授業はグループ

ワークを取り入れ，各学科・各コースの留学生が講

 

図４ 体験授業における関係図 
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師の通訳とグループワークのファシリテートを行う

ようにした。 

通訳やファシリーテーターとして活躍する留学生

の姿を見て，高校生やその引率の教員は，大学の教

育を信頼してくれた。特に，引率の教員が体験授業

を通じて留学生を非常に高く評価してくれた。通訳

やファシリテートをする留学生をしきりに褒め，授

業の後に留学生に X 大学での生活等を詳しく聞く

様子が印象的であった。 

加えて，体験授業を担当した教員と留学生は打ち

合わせをしたり，体験授業で使用した資料の翻訳を

したりしたが，この経験が留学生側にとっても勉強

になっていた。教員側も留学生とコミュニケーショ

ンをとるよい機会になったようで，留学生を再評価

する声が聞かれた。さらに，体験授業を依頼する過

程で留学生担当の教職員と専門課程の教員との間に

コミュニケーションが生まれた。私自身，普段留学

生が学んでいる経営学や心理学の教員の授業を観る

よい機会であった。興味深かったのは，体験授業を

担当した教員も，通訳を介さなければことばが通じ

ない高校生を相手にどのようにすれば関心を惹ける

のかを試行錯誤し，徐々に体験授業の形が洗練され

てきたことである。それ自体は当然のことかもしれ

ないが，留学生が増加した大学の授業を担当する教

員にとっても意味のある経験であると思われた。 

 

4．3．その他の活動 

2013 年度夏期の OP は，一連の実践研究のプロ

セスで 4 回の改善を行った結果のものであり，4 回

の経験から学んで設計，実行された。ただし，スケ

ジュールの関係で，参加者，X 大学の留学生，地域

の 3者にとって有意義だと私が感じていた活動で行

うことができなかったものがある。その中から主な

2 つとして日本語の授業と韓国語講座へのゲスト参

加を紹介する。 

まず，日本語の授業である。日本語の授業をプロ

グラムに組み込む時間があったときは，留学生が

TA として授業をサポートした。高校生に日本語を

教えるという経験は，普段日本語を教わる側の留学

生にとって新鮮な経験で，普段の授業より積極的に

発言している様子が印象に残っている。日本語の授

業はホームステイの準備として行われ，あいさつ，

自己紹介などの練習が中心であった。ホームステイ

後は，留学生のサポートの下でホストファミリーに

手紙を書くという活動を取り入れた。 

もう 1つは，韓国語講座へのゲスト参加である。

X 大学はエクステンション・センターで韓国語講座

を地域に開講していたが，E さん，F さんを含む留

学生が講師を務めていた。非常に人気で申し込み受

付開始数時間で定員に達するという状況であった。

受講生は地域の大人の方々で，講師である留学生を

非常にあたたかく受け入れてくれていた。NPO 法

人，アルバイトとならび，留学生にとって大きな地

域との接点になっていた。例えば，韓国人留学生 F

さんは，1年生であった 2011年の OP開始時から 5

回の OP すべてに参加した学生であるが，インタ

ビューで，大学で何を学んだかと言われるとすぐに

答えられない，自分は NPO 法人の活動と韓国語講

師の経験とそこで出会った人たちに支えられて，留

学生活全体からいろいろなことを学んだと感じてい

ると語った。その韓国語講座の日程と OP があった

ときに，高校生を参加させて受講生と交流を図ると

いう試みを行った。高校生と受講生の交流はどのよ

うにすれば盛り上がるか，講師である留学生が試行

錯誤していた。授業は終始和やかな雰囲気で，双方

に少ない語彙で四苦八苦しながらコミュニケーショ

ンを図っていた。事前に，私に授業活動について相

談に来た留学生や，日本語の授業で行った活動を援

用しながら授業を行う留学生もいて，日本語の教室

とのつながりを感じることもできた。また，講師を

務める留学生から受講生に依頼して，ホストファミ

リーを担当してもらったこともあったが，その場
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合，ホストファミリーとゲストである高校生が共に

学び合うという場があることも，ホスト，ゲストの

関係を越えたコミュニケーションの可能性を感じさ

せるものであり，より積極的に検討する価値がある

ように思われた。 

 

4．4．「オープンキャンパス・プログラム」の意義 

以上，2013 年夏期に行われたプログラムを中心

に OP の概略，活動の様子，日本語教育という場と

してどのように機能したのかを述べた。それを基に

OP という実践がどのような日本語教育という場を

構成することに貢献したのかを考えたい。 

第 2 章で述べたように，私は 2 つの軸を思い描

きながら「参加」を考え，その中で X 大学の日本

語教育を構想してきた。縦の軸は，高校から大学，

その先の進路である。本稿は OP に焦点を絞り論じ

ているので留学生の進路支援についてまでは述べら

れないが10，この OP 自体が高校から大学へのアー

ティキュレーションを担っている。海外の日本語教

育では，高校で初級を学んだ学習者が大学で再び初

級から学ばなければならないというケースがあり，

このアーティキュレーションの問題をどうするかな

どが議論されている。またグローバル化社会で，国

境を越えていく学習者たちの日本語学習のアーティ

キュレーションも議論され始めている。ただし，従

来のアーティキュレーションの議論の主眼は，日本

語能力を中心に据えて教育の一貫性を保証すること

にあった。しかし，本稿におけるアーティキュレー

                                                           

10  ただし，プログラムを主体的に運営したり，通訳をす
る経験や NPO 法人をはじめとする地域の方々とのつ
ながりは，留学生の進路決定において貴重な「経験」
と「絆」になっている。実際に，NPO 法人に深く関
わっていた Cさんや Fさんは，インタビューで自身の
就職活動において NPO 法人の方々に多くのアドバイ
スと励ましをもらったと語っている。また OP とは別
に，X 大学における就職支援も「場」という観点から
地元企業との協働で行っていた（紙矢，三代，
2013）。 

ションは場の意味から考えるアーティキュレーショ

ンであり，「経験」と「絆」を中心に据えたアー

ティキュレーションである。参加者である高校生は

OP を通じて，X 大学の留学生，教職員，地域住民

とつながりをもつ。特に通訳や地域のイベントで活

躍する X 大学の留学生は，留学を考える参加者に

とってよきロールモデルになる。X 大学側として

も，すでに知っている学生が来ることで受け入れが

スムーズに行えるという利点があった。 

縦の軸は，主に将来 X 大学へ進学する高校生を

中心に考えられる。一方，横の軸は，X 大学の留学

生として OP に関わった留学生の立場を中心に考え

られる。OP を通じて様々な関係性が重層的に構築

され，留学生は多様なコミュニティへの参加の機会

を得た。まず，OP の運営に留学生が携わることで

留学生コミュニティがより充実した。打ち合わせ等

で集まることも増え，責任感をもち一つのイベント

に携わることで協働して仕事をする経験にもなって

いる。さらに，プログラム運営は，大学の教職員と

の協働のもとで行われるために大学コミュニティへ

の参加の機会にもなっている。これは，教職員に

とっても，留学生や教職員相互のことをより知り，

協力し合う経験を得るという意味で大きな学びと

なっており，大学というコミュニティ自体の成長と

して捉えられるべきものでもある。そして，地域コ

ミュニティへの参加も重層的に行われた。NPO 法

人，ホストファミリー，韓国語講座等，地方の狭い

地域では人が重なっていたり，相互に知り合いで

あったりするため，その関係は非常に重層的であっ

た。特に通訳や韓国語講師として関わることは，単

に支援の受け手ではなく，ひとつの役割を担った十

全な参加者として関われるために重要である。アー

ティキュレーションの議論で言えば，従来，横の

アーティキュレーションは，日本語能力を基準に

し，同一レベルでの教育内容や方法等の連続性が議

論の中心であった。しかし，複数のコミュニティへ
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の参加，コミュニティ間の連携が，場から考える

アーティキュレーションの可能性として見えてく

る。 

同時に，OP を通じて，教職員間や大学と地域の

連携も進んでいることも地域全体における留学生の

学習環境を考えるうえで，あるいはその地域とその

地域に根差した大学のあり方を考えるうえで大きな

意義があった。OP は，そこに関わる人それぞれが

地域で共に生きるためのコミュニケーションを経験

する実践となり，その「経験」とそれを通じた

「絆」は，参加者個々の学びとなっていたと捉える

ことができる。そして，それは単に個人の学びに還

元されるのではなく，OP という実践がコアにな

り，多様な実践コミュニティ（レイヴ，ウェン

ガー，1991/1993）が重なり合いながら成立してい

る地域に新しい実践コミュニティが形成されたとい

う，コミュニティの発展としても理解できる。それ

は，大学や NPO 法人などの実践コミュニティを内

包する，地域というより大きなコミュニティの発展

や豊饒化に資する可能性をもっているのである。 

また，2 つの軸から「参加」という学びをデザイ

ンしていくと新しい軸，斜めの線が立ち現われ，縦

軸＝時間軸と横軸＝空間に広がるコミュニティへの

参加という学びはより立体的になる。図 5で示した

ように，地域全体で OP を通じて，高校生を受け入

れることで，彼ら／彼女らは，単に高校から大学へ

進学するのではなく，地域と関わりながら人生の次

のステージに進む。将来，彼ら／彼女らは，大学生

として，次にやってくる高校生を地域と共に受け入

れるだろう。その活動を通じて，大学，地域とつな

がりながら，それらのコミュニティに支えられ，彼

ら／彼女らは次の人生のステージをめざす。やや理

想論的ではあるが，X 大学の一部の留学生にはこの

ような循環が現実にみられ始めていた。 

OP にも積極的に参加し，NPO 法人でも活躍して

いた D さんは，小さな都市の小さな大学に来たか

図 5 コミュニティで支えるアーティキュレーション 
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らこそ，自分が特別な存在として活躍できたと考え

ており，そのことを高く評価していた。E さんは，

第 1 回 OP への参加者であったが，OP をきっかけ

に X 大学へ進学した。日本国内の企業に内定して

いる E さんは，NPO 法人の人々から学んだ大人と

のコミュニケーションが就職活動で非常に役に立

ち，自身の NPO 法人での活動自体も高く評価され

たことが就職につながったと考えている。今では，

街を歩いているとすぐに声をかけられるようにな

り，X 大学とその大学のある地域に留学して本当に

よかったと Eさんは語る。1年生のときから OPを

はじめ大学のイベントを多く手伝ってくれたのが F

さんであった。1 年生のとき，通訳を頼んだ際はと

ても緊張していたが，2 年生以降は，中心メンバー

として歓迎会の司会・通訳などを担当してくれた。

前述のように F さんも，地域に支えられた留学生

活であったと語っている。F さんはすでに日本国内

の企業で働いているが，就職活動の際には，NPO

法人の方から多くのアドバイスをもらったという。 

一方，NPO 法人代表の B さんによれば，留学生

の参加により，地元住民もさまざまな学びを得てい

る。前述した町興しイベントをはじめとした NP0

法人の活動を通じて，留学生と協働することで，海

外の文化に触れることができるのは，貴重な経験と

して捉えられている。そのうえ，自分が育った町で

ない，海外の町興しに参加する姿勢自体を学ぶべき

ことだと B さんは述べる。トランス・カルチュラ

ルなものとローカルな文化とが共存しながら発展す

る可能性もここには見て取れる。 

 

4．5．「オープンキャンパス・プログラム」におけ

る日本語教師の役割 

OP において私が日本語教師あるいは日本語教育

の専門家として果たした役割について述べておきた

い。OP は学生募集の一環として企画されたプログ

ラムであり，第一の目的は韓国の高校生に X 大学

を知ってもらうことであった。大学教員としての私

は，当然そのプログラムの円滑な運営にかなりの時

間と労力を費やした。一方，この点において日本語

教育の専門家としての役割は限られていた。プログ

ラムにおける言語的配慮などを指摘する程度であ

る。 

だが，OP を，留学生にとっても学びの場となる

ようにデザインしたことは，日本語教師である私の

役割であり，そこには日本語教育の専門家としての

知見が生かされたように思う。ここでは，日本語教

育の専門家として私が果たした役割について，日本

語教育という場という観点から振り返りたい。日本

語教育という場とは，日本語を教える場のことでは

ない。日本語を用いたコミュニケーションを通じ

て，多様な学びが生起する場のことである。参加者

が相互に学び合えるコミュニケーション空間こそが

日本語教育という場である。 

OP という学生募集の実践を，日本語教育という

場としてデザインしたこと，あるいは，実践を日本

語教育という場として考察することは日本語教育の

専門家であったからこそ可能であった。OP を日本

語教育という場として位置づけることで，2 つの軸

からコミュニティ参加を捉えることができた。翻っ

て考えるならば，そこにある場を，日本語教育とい

う場として捉える目をもつこと，その目から場の改

善を試みることが日本語教師の役割であったと言え

る。 

具体的には以下の 4 点に日本語教師として着目

し，場のデザインを考えた。 

 

① 多様な参加の機会 

② ことばの学びという視点からの人員配置 

③ 学びの実践コミュニティとしての留学生コ

ミュニティ形成 

④ 日本語教育と専門教育の連携 

まず，①についてであるが，OP を通じて留学生
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の参加の機会が広がるようにプログラムを工夫し

た。第 4 章で述べた NPO 法人，歓迎会，ホームス

テイ，それぞれに高校生だけではなく，できるかぎ

り多くの留学生が参加できるように OP をデザイン

した。②は，日本語教育という場における日本語教

師の役割を考えるうえで重要である。留学生を単な

る OP 運営の補助として捉えるのではなく，参加す

ることが留学生のことばの学びにつながるようにプ

ログラムをデザインし，あるいは，ことばの学びと

いう観点から同様のプログラムを捉え直し，人員配

置を行った。基本的に，人員配置は企画の責任者で

あった私と A さんが相談のうえで決定した。体験

授業に関しては，専門の教員のゼミ生が担当する

ケースもあった。私が心がけたのは，それぞれが

「少し頑張ればできる」程度の役割を担うというこ

とである。例えば，第 1回の OPでは，日本語が上

手だと見なされている学生，あるいは社交的だと思

われている留学生が通訳や司会を担当していた。し

かし，第 5回では通訳や司会などの機会が大幅に増

加し，多くの留学生が参加できるようになった。歓

迎会のグループでの通訳や体験授業のグループ活動

のファシリテートなどは，低学年でやや通訳などに

は不安があるが，日本語を上手に話したい，社交的

になりたいと考えているように私から見えた学生を

優先的に配置した。その際，わからないことがあっ

たらすぐにサポートが得られるよう全体を見ている

上級生を待機させた。一方，歓迎会全体の司会や来

賓の通訳，体験授業の講師の通訳などは上級生が担

当したが，回数を重ねることで，前年度グループ通

訳をした学生が次年度に全体の通訳をするといった

段階的な参加の仕組みもできた。このような学生の

状況が私自身で判断できるように，またこのように

体系的に留学生が OP に参加するように，留学生コ

ミュニティのあり方には非常に意識的になっていた

（③）。例えば，留学生の増加により廃止された留学

生の新入生歓迎会も留学生支援室と留学生会の共催

により再開した。X 大学では，1 年生は日本語の授

業を多く履修するが，学期中に 1，2 回，日本語教

育の専任教員が担当学生と面談をもつことを制度化

し，面談シートを作成することで情報の共有も可能

にした。さらに OP 自体も留学生コミュニティに寄

与していた。OP を経験して入学する留学生は，す

でに上級生や教職員と面識をもっている。加えて，

OP という実践を定期的に共有することでコミュニ

ケーションの機会も多くなった。最後に，日本語教育

と専門教育をいかに結ぶかということは大学の日本

語教育担当者にとっては大きな課題である（④）。

私自身，通常のカリキュラムやシラバスにおいても

このことを意識していたが，OP も重要な役割を

担っていた。OP では，教職員間のコミュニケー

ションを大切にしていた。OP を通じて，他の教職

員が留学生とコミュニケーションをとる機会を増や

すとともに，OP において活躍する留学生の姿を X

大学の教職員に見せることで，留学生に対する評価

の改善も視野に入れていた。OP の打ち合わせなど

から留学生の実態についても理解を促した。また，

教員間の連携にも改善が見られた。例えば，経営学

の体験授業を担当した教員と相談して，経営学を専

攻する学生に知っておいてほしい語彙リストを作成

してもらい，私の授業で使用するなど新しい試みも

始まった。 

 

5．地方大学から日本語教師の役割を問い直す 

以上，私が地方私大である X 大学で携わった

「オープンキャンパス・プログラム」について概観

し，日本語教育という場としての可能性を考察し

た。本稿における議論，特に OP を通じた地域参加

は，X 大学の置かれた社会的文脈に大きく依存して

いる。小さな地方都市にある小規模の大学に，アジ

アからの留学生を受け入れるとはどういうことか，

どのように受け入れることで，その地域の参加者た
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ち，それぞれに学びが生起し，その地域自体の発展

に貢献できるのかということが，私の大きな関心事

であった。 

その意味で，この実践研究，日本語教師の役割の

議論は一般化できるものではない。だが，日本語教

育という場は，すべて社会的文脈に大きく依存す

る。この点を積極的に踏まえた日本語教師の役割の

議論が，今後より多様化する日本語教育には必要だ

と考えている。特に，日本の少子化，世界的なグ

ローバル化の流れの中，現在，日本の大学の役割は

改めて問い直されている最中である。その中で，日

本語教育の果たすべき役割も問い直されていくだろ

う。本実践研究を紹介，議論したいと私が考えた背

景には，このように日本語教育が多様化する状況

で，2000 年代以降，地方私立大学の留学生数は急

増しているが，地方私立大学の日本語教育の課題と

可能性が積極的に議論されてこなかったのではない

かという問題意識がある。小さな地方都市の小規模

大学だからこそ，大学全体，ひいては地域の協力の

もと，OP を運営，実践できた。そして，それは今

後の日本社会にとっても意味のある実践であるし，

参加に基づく「経験」と「絆」を中心にした学びの

場を日本語教育という場と位置づける意味でも考察

に値する実践であると考えた。 

以上の問題意識を踏まえ，最後に，本実践を通じ

て，私が考える日本語教育の専門性や教師の役割に

ついて述べたい。前述の通り，私の考える日本語教

師の役割は，日本語教育という場をデザインするこ

とであり，日本語教育の専門性とは，そのデザイン

にいかに貢献できるのかということである。この点

から，日本語教師の役割として，実践の共有の意義

を主張したい。 

実践の共有には，2 つの意味がある。まず，1 つ

の目の意味は，実践として参加者の間で共有するこ

とである。ことばの学びは，コミュニティへの参加

のプロセスにある「経験」と「絆」であった。なら

ば，この参加に対してどのように関われるのかが，

日本語教師にとって重要な課題となる。日本語教育

という場をデザインするためには，どのようにその

場を実践コミュニティとしていくのか，関係者間で

どのように実践として共有していくのかが重要にな

る。OP の経験を踏まえると，その時，日本語教師

の「素人性」と「専門性」の双方のバランスが必要

になる。ここでいう「素人性」とは，自分が何がで

きないのかというのを理解し，できる人との協働へ

向かう姿勢のことである。この考えには，前述の私

自身が NPO 法人に参加した経験が影響している。

また，赴任当初，私は，この地域，新しい勤務校に

おいてまったくの新参者であるにも関わらず，自分

が携わる日本語教育カリキュラムを中心に置き，そ

の周囲にあるコミュニティに参加していくことをイ

メージしながら，日本語教育という場をデザインし

ようとしていた。図 6 で示したように，日本語教

育，あるいは日本語教室を中心に置き，そこから外

図６ 日本語教室から広がるネットワーク 

 

図７ 既存のネットワークに日本語教室を組み込む
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に向かって参加をデザインしていくイメージが強す

ぎたのである。しかし，それは，なかなかうまくい

かなかった。日本語教室を中心にネットワークを広

げ，新しいコミュニティを作ろうとする試みや既存

のコミュニティを再構成しようという試みは，とき

に周囲との摩擦を生んでしまった。 

それが徐々に，NPO 法人の活動を自身で学び，

すでにあるネットワーク，コミュニティの重要性に

私自身が気づかされたり，そこで活躍する人材との

つながりができたりする過程，すなわち私自身が

「経験」と「絆」という学びを構成する過程で，

徐々に図 7のように参加という学びのイメージが私

の中で変化した。つまり，既存のコミュニティにど

のように参加し，それを日本語教育という場として

捉え直していくかという姿勢に変わったのである。

この頃から，地域のコミュニティの様々なことが見

えてきたように思う。逆説的ではあるが，ことばの

学びをつくるために参加するという立場から教室外

のコミュニティにアクセスするのではなく，教室外

にあるコミュニティに，まず私が周辺的に参加し，

メンバーシップを得ることから始め，そこで留学生

と共に既存のコミュニティに貢献できる参加のあり

方を考える。そして，結果としてのことばの学びを

振り返る目を日本語教育の専門家としてもち続ける

ことが日本語教師の役割であると考えるようになっ

た。 

既存のコミュニティに参加しながら日本語教育と

いう場をデザインすることに，日本語教育の専門性

があり，それは，日本語教師の役割であった。ただ

し，ここに一般化できる役割があるわけではなく，

参加する留学生や受け入れる地域，大学の人々に

とってことばの学びとは何かを考えつづけ，行動す

るということだけである。留学生は，「留学生」と

いうアイデンティティを活かしながら，NPO 法人

の活動に参加し，そのプロセスで，地域のメンバー

シップを獲得していった。そこには，単純な「留学

生」と「日本人」という二項対立的なアイデンティ

ティはない。「留学生」というアイデンティティを

活かし，地域の「日本人」たちと「共に生きる人」

としてのアイデンティティを獲得しているのであ

る。日本語教育の専門性とは，具体的な何かという

よりも，それをひとつのアイデンティティとして交

渉しながら，その社会に生きる人びとと，「共に生

きる人」として日本語教育という場をデザインして

いくことにあるのではないだろうか。 

ときに，日本語教師（である私）は，日本語教育

に，あるいは自分自身に無力さを感じる。それは教

室活動のみで解決できることはあまりに小さいとい

う無力さであったり，日本語教育の政治的，制度的

な周縁性であったりする。政治的，制度的な無力さ

は，時に，実践研究を，教室活動に制限するという

傾向を生む（三代，古屋ほか，2014）。たが，この

無力さは，実は，有意な無力さであり，この無力

さ，つまり「素人性」から始めることで，実践研究

は広がっていくことがあることを，私は OP から学

んだ。 

実践の共有の 2つ目の意味は，日本語教育関係者

間での実践の共有である。秋田（2005）は，二重

の環が協働による実践研究を通じて形成されるとす

る。内側の環は，ひとつの実践に協働で参加する者

の環である。これは，1 つ目の実践の共有に相当す

る。そして外側の環は，実践研究を行う者たちによ

る協働の環である。つまり，それぞれに実践研究を

行う者たちが連携することで，それぞれの実践研究

をより充実したものにするための協働である。再三

述べたように，本稿で議論した実践研究は，その地

域や大学の社会的文脈に大きく依存したローカルな

実践である。ただし，実践は，基本的にすべてロー

カルなもので，そこに共通する 1つのセオリーを見

出し，共有するというグランド・セオリーの適用に

よる実践の改善というストーリーには限界がある

（三代，古賀，ほか，2014）。ローカル性を含めて
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実践を共有することで，それを，理論というよりも

むしろリソースとして参照しながら，個々の実践研

究に還元していく。それをまた共有していくこと

で，より豊かなリソースを用いながら，私たちは日

本語教育という場のデザインに臨むことができる。

そのように考えるならば，実践研究を通じた実践の

共有も，大切な日本語教師の役割と言える。 

 

6．課題と展望―ことばの学びという場
のデザインへ 

最後に，本稿の課題と展望について述べたい。ま

ず，第 3章でも述べたように，実践研究として考察

するうえで，データが非常に限定的であった。教室

活動を録画し，録音し，談話分析を行うなどの深い

考察には至っていない。時間的に，空間的に広がり

をもつ実践研究は，今後いかにデータ収集を行い，

考察，記述できるかは，倫理的な観点や物理的な観

点等も含め，検討が必要になっている。 

次に，本稿は『言語文化教育研究』への寄稿とし

て書いたものであるが，日本語教育研究として書か

れている。本実践の示唆することは，より多様なこ

とばの学びへと広がることで，翻って日本語の学び

も生起するのではないかということである。ことば

と文化の教育全般で共有できる記述のあり方は，検

討すべき大きな課題である。私は，自身が携わった

地方私大の日本語教育という社会的文脈をできるか

ぎり書き込むことで，逆説的に，それはその現場の

みの話である，日本語教育のみの議論であるという

陥穽にはまることから逃れたいと考えた。なぜなら

社会的文脈を書きこむ中で共有できる部分が見つか

るのではないかと考えたからである。しかし，この

点はより多くの議論が必要である。どうすれば，日

本語教育という場がことばの学びという場へと広

がっていくのか，この点について今後議論していき

たい。 
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Abstract 

This action research analyzes the Open Campus carried out for Korean high school students at 

a university located in a rural area of Japan. While the faculty members, international students 

on campus, and people at the local community were collaboratively networking with high 

school students from Korea, all the participants were mutually learning their languages. New 

communication and community were also created through this collaborative practice. 

Furthermore, this experience brought some new learning to all the participants. International 

students at the campus experientially learned Japanese language that is needed in the local 

community they belong to and the community they would like to belong to in the future. 

Reflecting on this practice, I conclude that designing the place where people collaboratively and 

mutually learn their languages in a practice can be an aim for Japanese language education. 

Lastly, in order to make this happen, I argue that sharing our own practices is one of the 

significant roles for Japanese language teachers. 
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