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論文

ある日本語学校経営者の学校や役割に対するまなざし
学校に対するまなざしの変容に関する語りを中心に

岡田 茉弓 *
（大阪大学大学院言語文化研究科）

概要

日本語学校の経営者たちは日本語学校の運営で重要な役割を担っており，彼らの他者

や事象をどのように見ているのかというまなざしが教育現場に影響を与えていること

は予想されるにもかかわらず，実際に彼らが日本語学校や日本語教育をどのようにま

なざしているのかについては，日本語教育研究においては現在まで言及されてこな

かった。そこで本研究においては，ライフストーリーから，経営者が日本語学校をど

のようにまなざしているのか，その影響はどのようなものなのかを理解しようと試み

た。そして，本研究においてはある日本語学校の経営者である Bさんの語りから，B

さんの学校に対するまなざしの形成や周囲の教員との対話による変容，それに伴う事

業承継の決定，また，Bさんの保持している役割に関する自認について記述した。最

終的に，それらの記述をもとに Bさん自身のまなざしが，一連の経営行動にどのよう

に影響を与えたのかを解釈した。
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1．研究動機

現在，日本国内における定住外国人数は年々増加

しているが（法務省，2021），外国人受け入れ初期

段階において重要な役割を担っているとメディアに

よって指摘されているのが，日本語学校である（西

日本新聞，2020；FNNプライムオンライン，2020）。

なぜなら，日本語学校は，日本語教育だけではなく，

高等教育機関への予備教育機関としての役割（文，
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2018）や難民支援（日本経済新聞，2017），就職支援

（USEN-NEXTGROUP，2019）といった役割も担っ

ているからである。これら日本語学校の運営および

事業継続で重要な役割を担っているのが，日本語学

校の経営者たちである。日本語学校の経営者たちは

学生の募集，教員の確保，施設管理，予算の配分等

を行い，日本語学校における教育事業継続の責任者

となるため，経営者の判断やその決定要因となる彼

らの価値観は，日本語学校全体に影響を与えること

が予想される。つまり，経営者の判断の要因となる

価値観は，教室内，ひいては教員や学習者にとって



155

『言語文化教育研究』19（2021）

無関係なものであるとは言い切れないのである。実

際に，人々が他人や事象，社会をどのように見るの

かということは「まなざし」と呼ばれ，日本語教育

においてもその影響は観察されている（中川，2011；

中野，2014）。そのため，日本語学校を構成する重要

な視点として，日本語学校経営者のまなざしも考察

を行う必要性があると考える。しかしながら，日本

語学校経営者が日本語学校や日本語教育をどのよう

にまなざしているのかについては，同じく日本語学

校の重要なアクターである教師（佐藤，三代，2019）

や学習者（チン，2020）のまなざしが，主に質的研

究によって明らかにされているにもかかわらず，言

及はされてこなかった。

一方で，日本語教育研究において日本語学校経営

者が全く描かれてこなかったわけではない。教員に

まなざされる客体化された記述ではあるが，経営者

たちの記述は存在する（牛窪，2013；有田，2016；

清水，2019）。ただし，共通して教員らの葛藤原因

になるネガティブな存在として描かれてきている。

日本語教育におけるまなざし論について論じた中野

（2015）は，ある客体に対する一方的なまなざしは，

固定化した関係を生み，相手を対象化し，まなざさ

れる者にとっては恐怖や暴力を伴うものとなると述

べていることから，日本語教育において経営者の描

かれ方がネガティブなものになる要因として，教員

側からのまなざしのみで描かれ，経営者側の思考や

事情に関しての記述が薄いことが挙げられると考え

る。このことから，日本語教育研究における経営者

に関する記述は公平性が保たれているとは言い難

い。

そこで，筆者は経営者からのまなざしを明らかに

するために，数名の日本語学校経営者に対して，日

本語学校経営に関する経験を中心に，幼少期から現

在までのライフストーリー調査を重ね，語りを収集

してきた。ライフストーリーとは個人が生活史上で

体験した出来事やその経験についての語りで，特別

な会話形態としてのインタビューを通して語られ，

それによって自己概念や自己と社会の関係のあり方

が表される（桜井，小林，2005）。日本語教育にお

いても，多くの関係者の語りがライフストーリーに

よって記述，分析されている。日本語学校経営者の

語りも三代，佐藤（2019）において，ライフストー

リーで調査分析が行われている。しかし，三代，佐

藤（2019）は，箱根会議と言うイベントに対する参

加者集団の語りに対してライフストーリーを用いて

おり，経営者個々人の人生のストーリーに対する調

査分析はいまだに行われていない状況である。

こうした問題意識のもと，筆者が調査を進める中

で，先行研究の中では対立軸で描かれている教員と

対話をし，彼らの意見に耳を傾けたことをきっかけ

に，長年保持していた学校に対するまなざしが変容

し，学校の事業承継を決めたという特徴的な語りを

行った Bさんに出会い，本研究では注目をすること

とした。Bさんの学校に対するまなざしはいったい

どのように形成され，変容はなぜ起こり，その後 B

さんや学校はどうなったのかという疑問を中心に，

本研究では考察を深めていきたい。そして，経営者

という日本語学校をまなざす一視点に関する事例を

紹介することで，言語文化研究に新たな視座をもた

らすらのではないかと考える。

2．日本語学校経営者の語りの必要性

2．1．日本語学校の概要と日本語学校における経営

者の位置づけ

本研究で取り上げる日本語学校と日本語学校経営

者について整理する。本研究における日本語学校

は，法務省告示機関のことを指す。法務省告示機関

とは，「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第

二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基

準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件」に
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て指定された機関のことである。そして，法務省告

示機関を設置する者について，日本語教育機関の告

示基準解釈指針（法務省，2020）は条件として，必

要な経済的基礎を有することと日本語教育機関を経

営するために必要な識見を有することを条件として

挙げている。しかしながら，経営者が校長等の学校

のどの役職に就くかについての条件はない。そのた

め，ある人物が校長と経営者を兼ねる日本語学校も

あれば，理事長や事務局長等が日本語学校の経営を

担うこともある。このように個々の日本語学校の経

営者の位置づけは多様であるため，本研究において

は日本語学校経営者の定義を「日本語学校の資金計

画の意思決定および資金管理を実行する者」とし

た。

2．2．言語教育で問われるべき学校経営者論

日本語教育研究の中では注目がされていない日本

語学校経営者のまなざしであるが，サッチャー政権

に代表されるような新自由主義により，市場原理が

教育に持ち込まれたイギリスやアメリカ，イスラエ

ルといった国々の学校の長のまなざしが，彼らの学

校運営の行動に影響を与えていることは，様々な研

究成果によって指摘されている。特に注目されてい

るのは教育者としての倫理観と学生確保のための

マーケティングの実施状況に関する矛盾である。学

生確保に必要なマーケティングの実施状況は地域に

よって差があり，解釈は一貫しておらず，教職員と

マーケティングの手法やビジョンが共有されていな

い（Foskett, 1998；Hanson, 1979）。しかしながら，共

通したマーケティング・イデオロギーがないにもか

かわらず，多くの学校では組織的なマーケティング

活動の一部とみなされる行動を行っている可能性が

あることが示されている（Hanson & Henry, 1993）。

このような校長たちの矛盾した行動に関する先行研

究を受けて，イスラエルの校長たちのマーケティン

グに対する意識とその行動を調べた Oplatka（2002）

は，校長たちがマーケティングに対してイギリスを

はじめとする他の先進諸国の校長と同様に嫌悪感を

示し，否定的であるにもかかわらず，学生確保のた

めにマーケティングの重要性を認識し，生徒や保護

者のニーズに積極的に対応をしたり，口コミを駆使

したりとマーケティング行為を行っているという実

態があることを明らかにした。そして，これら校長

たちの矛盾した意識と行為を「contradictory dualism

（矛盾した二元論）」と名付けた。つまり，校長たち

はマーケティングの重要性を認識しつつも，マーケ

ティングという市場的な行動を行うことに対して教

育者の倫理観として抵抗があり，全体として一貫性

のないマーケティング活動につながっていると指摘

したのである。

一連の研究は，教育サービスの費用を利用者では

なく政府が負担する一方で，当事者間に交換関係が

ある「準市場」（児山，2004）と呼ばれる市場におい

て起こった事象に関する研究である。対して，本研

究が対象とする日本語学校はサービス費用を利用者

が負担する「市場」における私教育であるため，同

じ学校の長と言う立場であっても，日本語学校経営

者と先進諸国の学校の校長との役割に差異があるこ

とは想像に難くない。しかしながら，上記のよう

な「教育者である私はこうでなければならない」と

いった学校の運営者の自身に対するまなざしが，運

営行動に対して影響を与えているという報告は，経

営者のまなざしが学校運営に影響を与えているので

はないかと考える本研究においては示唆的である。

また，言語教育の研究においても，実践研究はな

されていないものの，第二言語学習が実施される学

校をはじめとするコミュニティの運営や経営は，教

室内，ひいては第二言語習得に影響を与える重要な

ファクターであることは指摘されている（Douglas 

Fir Group, 2016）。

以上の議論を踏まえ，言語教育の場を創造，運営
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し，教室内活動ひいては学習者や教師に影響を与え

る経営者に関する知見の蓄積を行うことは，言語教

育研究の更なる発展において問われるべき重要な研

究視点であると考える。

2．3．Bさんのライフストーリーに注目をした理由

本研究において，日本語学校経営者のまなざしの

理解を試みるが，中野（2015）は，日本語教育にお

いてまなざしを解明することの意義として，まなざ

しを可視化してこそ，人は初めて自らの持つイデオ

ロギーや，社会の慣習，歴史，言説などとの関係か

ら形成される個人の矛盾や葛藤に対峙できるためと

している。この意義に基づいて本研究を進めるなら

ば，一般化を目指さず，ある特定の人物の語りを丁

寧に考察し，その語りの背後に存在する様々なファ

クターを理解することが，本研究には求められてい

ると考えた。そこで，本研究においては，1980年代

から日本語学校の経営者の立場にある Bさん1名の

ライフストーリーに注目し，その語りを研究対象と

して研究を進めていくこととした。

Bさんと学校の概要であるが，Bさんは40年前自

身の理想とする教育を行うために日本語学校を創設

した。その学校を，Bさんは長年自身の引退ととも

に閉校する意向であった。しかしながら，その意向

を教員に伝えたところ反対にあい，対話を行う。そ

の対話の中で自身の学校に対するまなざしを変容さ

せ，教員の意向に沿う形で学校の事業承継を決めた

という経緯がある。Bさんは学校を創設し，所有し

ていることからオーナーであるとはいえ，一部会計

管理は Bさん以外の方も担当している。ただし，月

末の資金繰りを主体的に行い，最終決定権が自身に

あることを認めているうえに，学生獲得等の戦略部

分に関しても主体的に立案・実行していることか

ら，本研究の日本語学校経営者の定義である「日本

語学校の資金計画の意思決定および資金管理を実行

する者」に該当すると考える。また，Bさんには学

校以外に個人的な資産があり，赤字の際にはそれら

の資産を投入することもできる経済的基盤がある。

Bさんの学校の規模は Bさんの希望で学生数が100

名前後と小規模で，教員のほとんどを常勤雇用して

いる。そのため，「まあ小さい学校だからね，まあど

うしてもファミリーになってきますよね。」（3回目

のインタビューより）と Bさんが語るように，教員

や学生との距離感が近いことが特徴として挙げられ

る。

本研究でBさんのライフストーリーに注目した理

由は，2点挙げられる。1点目は日本語学校経営者も

意識変容することがBさんのライフストーリーから

見えたことである。日本語教育において，教師の意

識変容に関しては，教師の成長に関する研究として

様々な研究がなされている（小澤，丸山，2011；古

川，2016；三枝，2016）が，経営者の意識変容に関

しては日本語教育においては管見の限り報告がなさ

れていない。しかし，ベンチャー企業の経営者が対

象であるものの，経営者が他者との対話によって意

識変容をし，その後の運営行動が変化したという報

告はなされている（伊藤ほか，2016）。このことか

ら，日本語学校経営者に関する研究においても，日

本語学校の運営実態が経営者の学校に対する意識変

容によって変化するという事象が観察できるのでは

ないかと期待した。

2点目は，Bさん自身の役割に対する語りが，筆

者が収集している他の経営者の語りから逸脱してい

ることが挙げられる。Bさんと同じく日本語教師を

経て，日本語学校経営者になったある日本語学校経

営者は，自身の役割を「経営者の責任って事業，ま

あ学校の場合だったら事業継続だとか，その発展と

かっていうのがあって」と語っている。このような

「経営者」として学校を「発展」や「事業継続」しな

ければいけないという語りの傾向は，筆者が収集し

た他の研究協力者にもみられるとともに，筆者もそ
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の役割をすぐに理解できた。しかし，Bさんは自身

の経営行動や学校を共に「道楽」という特徴的なレ

トリックを用いて表している。そして，「道楽」と

いうレトリックを示しつつ，学校の発展，継続に対

して長年否定的であったことを語りの中で表してい

る。また，まなざしが変容し事業承継を決めたのも

学校に対する「道楽」以外のまなざしである「社会

の公器」が存在することに気づいたからだと述べて

いる。つまり，「道楽」という特徴的なレトリック

を用いて，Bさんは他の日本語学校経営者が表明し

ていない学校像や自身に対する役割を表明していた

のである。この「道楽」や他者の視点を獲得するこ

とで得た新たなまなざしである「社会の公器」とい

うレトリックが表出するものを探求することで，他

の経営者の言説から逸脱する語りを行う人物の語り

の背後にある他の経営者や社会が保持する規範意識

を描くことができると考える。もちろん，本研究だ

けでは完結はしないが，本研究を端緒として他の経

営者の規範意識とそれらから距離を取るBさんの語

りを比較検討することにより，日本語学校の経営者

が支配的に保持している「経営者」としての規範意

識や置かれた立場の認知を明らかにすることができ

ると考える。それによって，言語文化教育に携わる

ある特定の人々が所持する規範意識やそこから作り

出される論理性を示すことが可能になり，言語文化

教育の更なる理解・発展につながることが予想され

る。以上の点から本研究では，Bさんの語りに注目

をし，研究を進めていく。

2．4．リサーチクエスチョン

以上の議論を受けて，本研究では Bさんの語りを

以下3点の疑問を中心に記述・考察することとした。

（1） Bさんが語る「道楽」や「社会の公器」という

レトリックは学校に対するどのようなまなざ

しを表すのか。また，「社会の公器」のまなざ

しはどのように Bさんに知覚され，影響を与

えたのか。

（2） Bさんが語る「道楽」というレトリックは，B

さんのどのような役割を表しているのか。

（3） Bさんのまなざしは経営行動にどのような影

響を与えたのか。

3．研究手法

3．1．ライフストーリーに対するアプローチ

本研究は，「道楽」や「社会の公器」というレト

リックで表されるBさんのライフイベントや経営者

としての長年の経験で構築され，変容した自己の役

割や学校に対するまなざしがどのようなものなのか

を探求することを目的としている。そこで，本研究

ではBさんのライフストーリーのインタビューをス

トーリーとして考察することとした。インタビュー

をストーリーとして考察するということは，トラン

スクリプト化したインタビューの記録自体をライフ

ストーリーとして考察するということであり，トラ

ンスクリプトを直接引用し，その語りの意味を考察

することが特徴である（三代，2015）。以上の先行研

究を受けて本研究では，インタビューで表出したレ

トリックや出来事はインタビューの場で構築された

ストーリーであるとみなした。ストーリーとは，や

まだ（2000）が定義をした「2つの出来事を結び付け

て筋立てる行為」という意味で捉えた。そして，本

研究ではインタビュー中に語られた複数の出来事や

レトリックを見出したうえで，どのように Bさんが

それらの出来事やレトリックを筋立てて，説明する

かを中心に考察を行った。以上の研究手法の特徴か

ら，本研究では4．の結果部分を記述する際には，適

宜トランスクリプトを提示しながら，記述を行う。

本研究で複数の出来事やレトリックを見出す際に

は，桜井，小林（2005）を参照して行った。具体的な
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手順としては，まず語り手がよく使う言葉やカテゴ

リーを洗い出して語りの基本概念を把握し，それら

の言葉が登場するテクストのフレーズや段落にコー

ドをつけるコード化を行った。典型的な分析例とし

ては，よく使用する言葉として「道楽」や「社会の

公器」を抽出し，「道楽」が登場する「もう楽しく

私がやりたいと思うことをやろうと思って hh。そう

思ってるんで，もう道楽で始めた。だから，お金も

出せるわけよ，道楽だからね。別に，で，だ，だか

らまあそういう意味では道楽で始めたわけだから。

まあ道楽仕事だったわけよ。」という段落に対して

は，「Bさんの楽しみの『道楽』としての学校」とい

うコードをつける作業を行い，考察作業に移った。

3．2．調査概要とデータの記述

Bさんに対するインタビュー（表1）は，3回行い，

1回につき103分～ 170分であった。録音は，ボイス

レコーダーで行った。インタビューデータは逐語録

を作成し，Bさんに確認を行ってもらっている。ま

た，初回のインタビューの際に口頭で研究協力はい

つでも撤回できること，論文等で投稿する際には事

前に原稿を見せ，了承を得てから発表することを伝

えたうえで，研究協力に同意を得ている。

インタビューデータの文字化ルールは表2の通り

である。本論文体裁の都合上，本研究の主題に関連

していると筆者が判断した部分を中心に記述したた

め，データ中に【中略】も含まれる。

3．3．筆者の構え

本研究を考察するにあたって重要となる筆者の構

えを記す。筆者は2016年に非常勤講師として日本

語学校に就職する。当初勤めていた日本語学校の経

営者は奮闘していたものの，経営者自身が理想とす

る学校を作り上げることはできていなかった。これ

が本研究につながる筆者が日本語学校の経営者に興

味を持ったきっかけであった。その後，継続的に日

本語学校で非常勤講師を勤めながら，大学院に進学

をする。Bさんとは2018年に学会を通じて知り合

い，研究協力の承諾を得る。筆者から見ると Bさん

は業界の大先輩に当たり，Bさんの学校も素晴らし

い教育を行っている学校であると筆者は認識してい

るため，筆者にとって Bさんは敬愛の対象である。

新型コロナの影響で休職を余儀なくされた筆者に対

して，Bさんは気にかけてくださり，筆者にとって

大きな救いになった。ただし，「経営者」と一言で

表現される人にも，新たなアイデアを具現化する，

組織として大きくする，計画を実行するといった

様々な役割があるにもかかわらず，筆者は組織を発

展させ，継続させるといった経営者の役割をインタ

ビューの中で強調していた。Bさんに対してもこれ

らの役割を期待していた筆者は，これらの役割を否

定する Bさんに戸惑いを隠せず，インタビューに食

い違いが生じる場面もあった。

表1．調査概要

対象者名 経営者になった経緯 実施日 時間 実施場所 方法

Bさん 日本語教師から 2018/11/11 2:34:35 Bさんの学校の教室 対面

2019/4/4 1:50:05 Bさんの学校の教室 対面

2020/12/13 1:43:55 Zoom オンライン

表2．文字化ルール

［　］ 筆者注

h 笑い声

アルファベット 固有名詞
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4．日本語学校設立の経緯と学校に対す
るまなざしおよび自身の役割

本章においては，Bさんが大学在学中にアメリカ

に留学し，日本語教師となったのち，帰国後の日本

の社会に再適応にすることに困難を感じた「リバー

スカルチャーショック」の経験や，「リバースカル

チャーショック」の中での気づきをもとにした学校

の創設までの経緯を描き，その経緯によってもたら

された Bさんが「道楽」と筆者に表明をした学校に

対するまなざしおよび自身の学校内での役割につい

て，語りを示しながら記述を行う。そして，学校に

対するまなざしの変容をもたらした教員との対話，

その対話を契機とした事業承継の決定と現在に関し

て，さらに記述を行い，Bさんの学校や Bさん自身

に向けるまなざしを考察する。

4．1．留学経験をもとにした異文化間教育の重要性

の気づき

Bさんは学部生時代，アメリカの大学に留学をし

ていた。そして，アメリカでの教員の研究の一環と

して日本語を教えるように頼まれ，日本語教師を始

めた。これが，Bさんの日本語教師としてのキャリ

アスタートだった。Bさんにとって，アメリカでの

生活は自由で，ハッピーなものであったが，日本に

帰国後は大人として思ったことを率直に述べること

ができない社会に苦悩したと述べている。そして，

Bさんは，日本への再適応がなかなかうまくいか

ず，日本の社会に対して嫌悪感を抱く「リバースカ

ルチャーショック」になってしまう。リバースカル

チャーショックの原因として，Bさんはストレート

な物言いをしてしまい，様々な人々と衝突を繰り返

したからだと考えている。アメリカでは受け入れら

れていた振る舞いも，文化移動によって日本では衝

突の原因となっていることに苦悩する中，Bさんは

目的達成のためには移動先の文化に合った振る舞い

をすることが重要であることに気づく。また，文化

ごとに振る舞いを変化させることは，単に嘘を述べ

ていることとは異なるということにも考えが行きつ

く。そして，そのような能力を高める，文化移動や

異文化接触における人間形成に焦点を当てた言語教

育が重要であると考え，このような教育を行う日本

語学校を開校することを思いつく。以下，データ①

は自身が理想とする教育について語った後に続けて

述べた語りである。

【データ①】

B： でも，一番最初学校作ろうって思ったのは，そ

ういう風に文化を移動する，要するに文化間移

動っていうことに対する人へのインパクト。そ

れから，そこの中で自分が暮らしていくってい

うこと。勉強して，暮らしていくっていう人と

関係を作っていこうっていう風に，その言語は

かかわりを持つ。でも，戻ってきた時も，それ

はまた関わりを持つ。そういう文化間移動と言

語と発達。このことについて，やっぱり，あの，

どうしてこれからどんどん増えるであろうか

ら。どうしていくのかっていうことを，教育の

文脈の中で実現する必要があるし，考える必要

があるっていうのが学校作ったわけ。だから，

私の個人的な体験かもしれないけど。で，じゃ

あ，人と言語の関係はどうなっているのかって

いうのは，まあもう一回その当時習ったことを，

もう一回。あっそうだそうだ，こういう哲学に

おいては，このことをあの，あっ，この理論は

多分このこと言ってるなっていうので，もう一

回その勉強し直して。うーん，で，あっこれは

習ったことよねっていうのもあるし，まあ，あ

のーまあうちの祖父も研究者だったから，まあ

そういうような本もたくさんあるし。まあ，聞

いてることもたくさんあるしで，もう一回その
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理論的なこともあのー練り直して。それでまあ

学校を

筆者： まっ具現化して。

B： うん。だっていうのうのが，こう7，8年経った

時かな。で，これがある，だからそういう意味

ではなんとなく作ったわけ hh。

  （2回目のインタビューでのデータ）

日本語学校を開校するという考えの発端は，リ

バースカルチャーショックという個人的な体験か

らだが，上記の教育を可能にするために，Bさんは

様々な教育理論を学んだ。そして，7～ 8年後，日本

語学校をBさんは開校する。しかし，7～8年間苦労

し，教育理論を作り，開校しているにもかかわらず，

その開校に関しては Bさんは筆者に対して「なんと

なく作ったわけ hh」と述べている。開校までに7～

8年もかけたにもかかわらず「なんとなく」という

のは矛盾した表現である。この矛盾した表現は，「教

育の文脈の中で実現する必要があるし，考える必要

があるっていうのがあって学校作ったわけ。」とい

う語りからも分かるように，Bさんにとっては文化

移動や異文化接触における人間形成に焦点を当てた

言語教育を考え，行うことが最優先事項であり，学

校を作るというのはそれを叶える手段に過ぎないと

いうことを筆者にユーモアを交えつつ表明している

と考える。この Bさんにとって文化移動や異文化接

触における人間形成に焦点を当てた言語教育を行う

ことが最優先であるという姿勢や冗談交じりの語り

口は，インタビューの中で一貫して見られ，後述す

る「道楽」を読み解く上でも重要な視点である。

4．2．自身の「道楽」としての学校

Bさんは文化移動や異文化接触における人間形成

に焦点を当てた言語教育は重要であると考える一方

で，この考えは自身の経験を発端としており，その

経緯から学校を創設したという考えがあるため，B

さんは長年自身の学校をユーモアも交えて「道楽」

であると捉えていたと表明している。Bさんが語る

「道楽」は，自分の疑問を解決するために行う個人的

な活動やその手段としての組織という意味がある。 

【データ②】

筆者： 例えば雇われオーナーであったら，まあその

首を挿げ替えるだけですけど，どうしてもワン

オーナーってなると次の世代っていうのが，な

かなか大変ですよね。

B： その点は，まあね，うん。私もともとはね，あ

のまあ道楽で始めたことだし。まあ自分の道楽

が終わる時には学校を閉じて，で，うちの先生

を高ーい給料で，いろんないい学校にもうあの

もらってもらおうと思ってたの。

  （2回目のインタビューデータより）

Bさんから「道楽」という表現が出たのはデータ

②からである。この会話の直前まで教員にオーナー

シップを持って学校を引き継いでほしい，また後継

者育成も始めていると語っている。そして，筆者は

ワンオーナーである Bさんに対して，後継者育成の

大変さに同情心を示した。それに対して，Bさんは

「もともとは」としたうえで，「道楽」というレトリッ

クで学校を創設した動機がBさんの個人的な思いで

あったことを筆者に示している。そして，個人的な

思いが学校が存在する理由であるとBさんは捉えて

いるため，Bさんが引退すれば学校はなくなり，教

員には転職先の学校をあっせんするつもりであった

と語っている。

その後，教員との話し合いの末に，学校の存続が

決まったという対話をし，その段階まで後継者育成

を考えていなかったことに筆者は戸惑う。筆者とし

ては，経営者というのは自身の作った組織を永続さ

せることを当然望むものだと思っていたからであ
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る。その戸惑いが明確に示されているのが，下記

データ③の冒頭である。

【データ③】

筆者： じゃっもうここの段階の時には，そのー次，

次の世代のこととか。

B： もう全然考えてないの。もう楽しく私がやりた

いと思うことをやろうと思ってhh。そう思って

るんで，もう道楽で始めた。だから，お金も出

せるわけよ，道楽だからね。別に，で，だ，だ

からまあそういう意味では道楽で始めたわけだ

から。まあ道楽仕事だったわけよ。

  （2回目のインタビューデータより）

データ③から分かるように，筆者が Bさんに対

して学校に対するまなざしが変容する前の事業承継

に関する認識を聞いた際には，変容する前は考えて

いなかったと Bさんは明確に否定している。その

上で，「道楽」というレトリックを使用したうえで，

学校は自身が疑問に思っていることを解決するとい

う，個人的な思いを実行する場であるからこそ，学

校の赤字を自身の資産で補填するといった行動がで

きたのだと示している。そして，データ④は震災に

よって生じた赤字を自身の資産で補填したという B

さんの語りに，筆者があいづちをした後の Bさんの

語りである。

【データ④】

B： だからまあまああの結構個人でお金出してる人

もいるんじゃないって思うんだ，ワンオーナー

の学校で。だから，もう，私は，ほら，もう，

出発点がさあ，その道楽だから。そのあんまり

おっきなことはちょっと言え道楽で始めた学校

とかって書かれるとちょっと誤解がある。

筆者： も，も，もうちょっと，そのなんですかね。

まっあのーなんですかね，えーっと，そのまあ

B先生の意思を，えーっと，形にする，具現化

する学校であったと思っていたが，みたいな感

じの言い方ですかね。なんですかね。

B： 【中略】なんで異文化間教育っていうのかとか，

文化移動なぜ考えるのかとか，言葉のこと，な

ぜそんだけ言うのかっていうのは，自分がそ

の生きてきた経験がそこにすごく大きいわけよ

ね。で，それで，だから，えっと，うちの学校

の基本的なベースになってる理念とか，そうい

うような自分の経験とそれに様々で学習したこ

とを足して，ある程度そういうことを昇華させ

て，基本にしてあるわけね。だから，そういう

意味では，理論的ベースもその自分の経験から

出発したことなんだけど，それはこういうこと

じゃないかっていうことで，昇華させてこの学

校を作ったので，そういう意味では，その学校と

いう部分としては，まあまあある程度まともだ

と思うんだけど。でもこの行為自体が，は私に

とってはまっあの道楽だったからだから道楽っ

て言うとどうも，ちょっと誤解されると困るの

で。あの，まあ，あの，まあちょっと違うなっ

ていう。

筆者： はい，表現を変えます。

B： うんうん，ど，ど，道楽は，行為は道楽なんだ

けど，中身についてはものすごくちゃんと考え

られている。サイエンスに。

   （2回目のインタビューデータ）

データ④で Bさんは，「道楽」という単語が誤解

されないかを気にしている。そして「道楽」という

単語の使用は，学校の存在が自身の個人的な経験が

出発点であるということを言い表すために使用した

レトリックであることを，改めて筆者に対して示し

ている。そして「行為は道楽」としたうえで，対比

する形で教育の中身に関しては「サイエンス」と表

明し，学校は Bさん自身の主観だけで作り上げたも
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のではないことを明確に主張している。この「行為

は道楽」という表現から教育の中身を作り上げる行

為を Bさんは楽しみとして捉え，その行為の遂行は

個人的なものであるため，赤字が生じた際には，個

人の資産を投入することで解消するという考えにつ

ながったのではないかと，本研究では解釈をした。

4．3．自身の役割への認識

4．2．までは学校に対するまなざしとして「道楽」

というレトリックを使用していたが，「道楽」という

レトリックは自身の役割に関しての語りでも用いら

れている。Bさんへの2回目のインタビューで，学校

の中でBさんはどのような役割を担っているのかを

筆者が尋ねた際に，「発展」や「事業継続」を目指す

経営者像を自認しているのではないかと考えていた

筆者に対して，そのような経営者意識はなく，「支払

いの時に自身を経営者かもと思うが，ほとんどアイ

デンティティとしてはない」と語る Bさんに，筆者

は戸惑う。3回目のインタビューにおいては前回の

インタビューを踏まえ，筆者は Bさんが経営者とし

ての役割を自認していないことを認めたうえで，ほ

かにどのような役割を認識しているのかを尋ねたの

がデータ⑤である。

【データ⑤】

筆者： で，一連のお話聞いてて思ったんですけど，

やはり，先生は，その前もありましたけど，経

営者としてのアイデンティティがほぼないと。

キャッシュフローの時だけ出てくるわみたいな

お話をされててて，やはり，その，まあ，先生

も教員であるとは思うんですけど，どちらかと

いうと研究者よりなのかなって今思ったんです

けど，アイデンティティとして。

B： 別に研究者ではないと思うよ。研究者ではない

けど，実践をやっていこうと思ったら，どっか

で研究的な発想を持ってないとそれはできない

でしょ。研究的な発想も持ってないと，ただべ

たっと実践だけって研究っていうかその実践を

どこかでメタ認知したり，あるいは見直すって

言うこと必要ですよね？

筆者： うん

B： ていうことは必要だと思うけれども，まあそれ

も研究と呼ぶのかどうかあれだけど。もう，あ

の，ディシプリンの中でやるような研究ってい

うというなのとはまた違うし，実践研究みたい

な枠でもないし，うーんどちらかと言うと，自

分たちのやっているこれでいいのかっていうこ

とを，どこかで見直していったり，あるいは何

か授業なりなんかやる時に，私はどちらかと言

うと仮説をもって出発しろっていうのが，あの

うちの先生たちにもお願いしていることで，そ

れはつまり何かうまくいかなかった時に，あの

迷った時に帰ってくるところがないとね，迷

いっぱなしになるじゃない先生たち。だから，

あれなの旅行に行くのに出発点がわからないま

まだと，どこに帰ったらいいのかわかんないん

じゃないですか。で，中間点があって学校まで

は正しいのかなっていう，ここが間違っていた

のかなっていうここがうまくいかなかった。だ

から，どこかで仮説をどこかで持ってて仮説を

別に検証するわけじゃないけど，あんまりにも

思い付きっていうよりもある程度の仮説を持っ

て，モノを始めましょうねっていうのがまあう

ちの方針でもあるので。だから，そういうよう

な，うん実践者っていう意識でもないかな，な

んだろうね道楽者 hh。道楽。

筆者： 経営者でもないんですもんね。

B： あんまりそういう発想でもお金のことだから

キャッシュフローとか月末になると私って経営

者なのかもって思う時があるけど。でも，まあ

ね，なんとかなるかもってどこかで思ってるか
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ら。でも，ならないかも。ならない時はしょう

がないかもみたいな，結構ざくざくないい加減

ですよね。もうちょっとね，やっぱりね，ちゃ

んとしたほうがいいと自分でも思うのよね。で

も，あんまりそういうの興味ないっていうか，

あんまりにもなんかうーん，なんかね。なんか

あんまり楽しそうじゃないねっていう感じ。

筆者： 楽しそうじゃない？

B： うん。その経営者としてね，何とかいろんなね，

細かいこと見ていったりとか。うん，そういう

のはねあんまり楽しそうじゃないじゃない？な

んかね。うーん。

  （3回目のインタビューデータ）

データ⑤でも分かるように Bさんは，自身の役割

に対して明確な答えを持っていない。そのため，筆

者が提示をした「研究者」や Bさん自身で提示をし

た「実践者」も仮説を立てて検証するような実践を

していることから，Bさんは自身の役割として否定

している。そこで，自身に合致する役割として再度

「道楽」と言う概念を示した。これは，「ある程度の

仮説を持って，モノを始めましょうね」という語り

から，自身が興味を持った教育的課題を仮説検証し

ながら進める人ということを表していると考える。

ただし，支払いをする際に，自身が経営者の役割の

一部を担っているのではないかと認識していること

は認めている。その一方で，Bさんが認識している

一般的な経営者の仕事である，数字を細かく見ると

いう行動はしていないため，Bさんは自身を経営者

とは認めていない。また，そのようなことに対して

興味が湧かないことも示している。

そして，自身のことを経営者ではなく，「道楽者」

となぜ答えるのかを，一般家庭出身の歌舞伎役者と

対比をしながら語り始める。データ⑥はその語りの

導入に対して，筆者が大きくうなづいた後の語りで

ある。

【データ⑥】

B： そういう何かが好きでって，突き詰めてプロに

なるっていうのは，もう道楽以上のことなわけ

ですよ。で，歌舞伎が好きでいつも見に行って

て，親に連れられて見たところがあって，で，

で，私はそこまでのプロになるっていう気もな

く。あの，あの普通の道楽やってるだけだから。

だから，ビジネスとしておっきくしてどうとか

みたいなとこの境地に行かないわけ。うん，道

楽でうん，これはなんか面白そうだし，やっと

こうみたいな。やりたいわみたいな，そういう

道楽の形ね。

   （3回目のインタビューデータ）

データ⑥の「道楽」はデータ③で示している疑問

に思ったことを解決する行為やその行為を行う学

校という意味ではなく，「プロ」の対比として使用

されている。Bさんは，何か好きなものを突き詰め

る人を「プロ」，好きだけで止まっている人を「道

楽」と区別している。Bさんが語る「プロ」の経営

者は，「ビジネスとして順調に事業を成長させる人」

というものがあり，同時に Bさんはそのようなこと

に自身は興味がないため，「プロ」の経営者ではな

いと語っている。Bさんは2．3．において述べたよ

うに，経営者としての役割を担い，活動を行ってい

るにもかかわらず，「経営者」として自身を位置づ

けることを拒否し，距離を取っている。この語りの

意味について，本研究では，二つの解釈ができると

考える。一つ目は「自虐」で，二つ目は「ビジネス

としておっきくして」というビジネスとしての成功

を願っている経営者が存在するということを踏まえ

た発言であることから，「ある種のプロ経営者に対

する皮肉」である。一つ目の自虐に関しては，自身

がプロの経営者らしいふるまいを避けていることに

対して，自身を卑下し「道楽」と自身を位置づけた

と考えることができる。二つ目の他者に対する皮肉
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は，日本語学校の経営者たちの中で，Bさんとは違

いプロの経営者として活動している人たち，つまり

細かい数字を見て，合理的に学校経営を行っている

人達を指し，彼らとは違い数字よりも教育を優先す

る姿勢を明確にするために「道楽」という表現をあ

えて使用したと考えられる。しかしながら，本研究

のデータにおいてはこれらいずれの解釈が明確な答

えであるかは示すことはできないため，Bさんがプ

ロの経営者像と自身の役割は距離があることを表明

するために「道楽」と自身を評したという結論のみ

を示すこととする。

4．4．「学生が来た時に学校がなかったらどうしま

す？」

上記の通り，Bさんは長年自身の学校を個人的な

経験をきっかけにして誕生したものであると捉えて

いた。そのため，自身の思いが存在理由であるなら

ば，自身の引退とともに閉校するものであるとも捉

えていた。しかし，そのような考え方は，学校の存

続を望む教員らの反対にあう。そして，「学生が来た

時に学校がなかったらどうします？」という言葉が

Bさんの学校に対するまなざしの変容のきっかけと

なった。下記のデータ⑦は後継者育成を始めたきっ

かけを筆者が聞く場面からである。

【データ⑦】

筆者： はー後継者をその次の世代を作ろうって話し

たのは，もう5年前ぐらいからってことだった

んですか？

B： まあ10年，まあ5年が，そうね5年か，10年ぐら

い前かな。で，その後継者を作ろうじゃなくっ

て，その学校は私で終わるつもりでいたから。

だけど，それいいんですかって言って。だから，

あの子たちのずるいのはさ，学校を残しましょ

うとか言わないわけよ。ねっ，なぜ残す必要が

あるかって，学生が来た時に学校がなかったら

どうします？って言って。

筆者： hh，グサッとくる。

B： そうグサッと。そう，そういう風に考えたこと

もなかったなっと思って。

   （2回目のインタビューデータ）

データ⑦から分かるようにBさんは教員から再訪

する学生という存在を提示され，彼らのことを考え

るのであれば，学校を存続させるべきではないかと

提案される。この一連の教員との対話を回想する中

で，筆者の「グサッとくる」という提示に対して，

Bさんは同意を示したうえで，教員から提示される

まで，卒業し，再訪する学生のために学校を残すと

いう考えは Bさんの中には全くなかったと，付け加

えている。

Bさんは再訪する学生のために学校を残すという

ことは教員との対話まで学校を残す動機としては考

えていなかったものの，学生がまた戻りたいと思え

るような教育を行ってきたということは他の語りの

中でも認めている。つまり，Bさんにとって「再訪す

る学生」という存在は優先順位が高い存在であり，

その存在を出されるとBさんは反論が難しくなって

しまうのである。そのことを教員側もある程度把握

しているうえでの発言であるとBさんは考えている

ため，Bさんは教員たちを「ずるい」と評している

と考える。また，データ⑦で Bさんは「あの子たち」

と教員を呼称している。3回目のインタビューの際

に，その点について筆者が質問をすると，Bさんは

「先生方」と言うべきだったと後悔の念を述べてい

る。ただし，筆者はこのとっさの単語に代表される

経営者である Bさんと教員との密接な関係が，Bさ

んが教員からの要望に耳を傾け，教員の要求を叶え

る要因になったのではないかと考える。
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4．5．「社会の公器」となっていた学校

「学生が来た時に学校がなかったらどうします？」

という言葉によって，Bさんは自身の学校が個人的

な疑問を解決する場から，他者から存続を望まれて

いる一定の社会性を保持した存在になっているのだ

と，学校に対するまなざしを変える。データ⑧は存

続を決めた後の話を促す筆者に対して，改めてその

新たなまなざしの意外性をBさんが示すところから

始まる。

【データ⑧】

筆者： 存続させるという

B： ていうか，その帰って学生帰ってきて，学校な

かったらどう思いますっていう風に考えたこと

がないから。だからえっ！みたいな hh。あっ

そうだわね，みたいなね。だって私は私の目線

でしか物考えてないから。私が必要だと思うか

ら作った，でこれでいいと思ったから辞めて。

私たち引っ込むから当たり前のことなんだけ

ど。それがある言葉を変えてと言うんなら，そ

の Bさんの学校が私個人のものから，ある社会

性を持ったっていうことなんだろうと思うわけ

ね。うーん，あの個人的なものから，その非常

に個人的な，うーん範囲の楽しみのものから，

それが，ある一定の社会としての意味付けがで

きるようにされるようになったって。その，松

下幸之助じゃないけど社会の公器になったって

いう。まあ，そういうことじゃないかなってい

う。そこで，どういうような認識をされるよう

になったっていうことなんだろうなと。だか

ら，それに合うように，まあ私も変わっていか

ないといけないなって。だから，私が変わった

んじゃなくて，その外から変えてくれたってい

うか，変えてもらった。どう言ったらいいのか

よくわからないけど，変えられたっていったら

いいの hh。

   （2回目のインタビューデータ）

「学生が来た時に学校がなかったらどうします？」

という言葉から，個人的な範疇であれば閉校は Bさ

んの意思によって自由にできるが，関係者が増えた

ことによって，閉校は簡単にできないのだというこ

とにBさんは気づく。データ⑧でBさんはレトリッ

クとして松下幸之助の「社会の公器」という表現を

使用している。元来，松下幸之助が使用した「社会

の公器」の意味は「企業は，人，土地，資源といっ

た社会からの借りもの・預かりものでできており，

また，企業の役割は，社会の足らざるところを補い，

これを潤沢に作りだすことで，世の貧困を失わせる

ものでなければならない」（政策シンクタンク PHP

総研，2018，p. 6）ということだが，データ⑧では一

定の社会性を持った組織という意味のレトリックと

して使用されている。

以上のような学校に対するまなざしの転機は自身

の考えによってもたらされたものではなく，データ

⑧のしばらく言葉を迷ったのちに「変えられた」と

いう表現に落ち着いたところからわかるように，教

員と言う第三者によってもたらされたものであるこ

とを強調している。そして，教員のまなざしに合わ

せる形でBさんの学校に対するまなざしが変容した

のだと Bさんは示している。

4．6．事業承継の決定

1980年代から学校を始めた Bさんは一般的には

引退の時期に差し掛かっている。そのため，Bさん

は学校内の人材を後継者として育成した上で，事業

承継を行うことを決める。ただし，これらの判断に

関しては Bさんが自発的に決めたことではなく，教

職員が決断したものであるとしている。データ⑨は

筆者とBさんが引退時期について対話をしたのちの
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データである。

【データ⑨】

筆者： あっ，もうなんですかね，Bさんの学校とい

う学校はもう出来上がったし

B： いや出来上がってないけど，あのそれは全然出

来上がってないんですよ。出来上がってないん

だけど，私の努力の範疇で，私が疑問に思って

たことの教育的なその仮説だとか，いろんなこ

とまあある程度こういうことだろうなっていう

ことが，まあまあ私は私なりにわかったとか。

あ，ある程度結論ができたので，まあ別に道楽

やめてもいいなっていう感じですけど。そんな

ことしたらなんか卒業生困るじゃないですか，

帰ってきたら学校がないのは困るでしょとかみ

んな散々言われて，まあじゃあまあそれだった

らまあ道楽から社会の公器へっていう転換も図

らないといけないかなっていう，だから道楽基

準で言ったらまあ別にいいんですよっていう。

   （3回目のインタビューデータ）

データ⑨から分かるように，Bさんは自身が明ら

かにしたい範囲についてはすでにある程度明らかに

しているため，自身の教育的な疑問を解決するため

の「道楽」としての学校はすでに役割を終えている

ことを認めている。この語りから注目をしたいの

は，Bさんにとっての学校の役割に関しては変容が

なく，一貫して「道楽」であり続けていることであ

る。学校が周囲の人間にとっては必要とされる「社

会の公器」になったことは理解しているものの，そ

れは他者のまなざしであり，Bさん自身のまなざし

ではないのである。Bさんは従来とは違う学校に対

するまなざしを持ったとデータ⑧では述べているも

のの，それは他者の視点から見る学校の役割を認識

したに過ぎないのである。つまり，Bさん自身の学

校に対するまなざしは変容していないものの，他者

の学校に対するまなざしを獲得したことによって，

将来的な行動を変容せざるを得なくなったのであ

る。

そして，事業承継を決め，後継者育成を始めた B

さんの学校であるが，いつ事業承継を行うのかとい

う新たな問題が発生した。

【データ⑩】

筆者： じゃあいつ辞めるっていうのは結構難しい，

け，継承の準備はちゃんとできてますけど，い

つ辞めるっていう明確にどう打ち出すかってい

うのは，なかなかまあ。

B： そうなんですよね，だから，私もほんとにね，

あの別に，私的には今日でも明日でも全然大丈

夫なんだけど。あの，それをみんなにしたら，

なにその無責任なみたいなことになって，なる

わけでしょ？だからうーんだからね，まあもう

ちょっと社会の公器としてのどういう形でどん

な風にしとくかっていうことの方向性が，まあ

で，で，見えたていうか，私今なったらってい

うところうーん，そうね，少しずつ，うん，社

会も変わってくるし。そのただコロナ禍で，新

しい日本語学校のその形も考えていかないとい

けないだろうし。で，そういう意味で転機，転

換点ですよね。まっ私が辞めるとか辞めないと

かそういう個人的な問題ではなくってね。

筆者： あっそうですねコロナ禍でっていう。

B： うん，コロナもあってそしてまあこれだけ日本

語学校800も乱立してきて，でそしてコロナで

まあ社会構造も，少し社会の産業構造も変わっ

ていく中で，外国人っていうものの，その，あ

の労働者として，今後どう言う風に扱うのかと

かっていうこと含めて，留学も含めてね。で，そ

ういうようなこともあるので，まあちょっと今

までとはちょっとセグメントが変わったって感

じですよね。だからその中でどうしていくかっ
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ていうことがある程度方向づけられーないとい

けないんだろうなと思いますよ。

筆者： それを終えてじ，まあ，事業継承というか先

生たちにっていう。

B： うーん，思いますね，たぶんね。だけど，今ほ

らコロ，コロナでいろんなものがその新しく，

その今5Gとか6Gも来るだろうし，まああるい

はそのAIだとかそのあのDX時代が来るという

かデジタルトランスフォーメーションでどんな

風にモノが変わっていくかっていうこともある

し，でああいうパンデミックなことが起きたこ

とで世界的なその，あの，ありようだとか取り

組みがたぶん変わってくるでしょうしね。だか

ら，それは今まで想定してなかったわけでしょ，

されてなかった。まあ5Gがきて，6Gになっ

て，そのうーん Socciety5.0だかなんとかなるっ

て言ってても，それって臨場感があるようでな

かったけど，今すごくあるわけですよね。そう

すると，その留学にしても，地元留学みたいに

デジタル留学だったり，いろんな新しい形がで

きてくる中で，Bさんの学校だったら Bさんの

学校としてそのなんだ，日本語教育っていうど

ういうものとして捉えてやってくかっていうの

は，新しいそのちょ，挑戦になるわけだから。

だから，それはまだ見えていないわけですよね。

ど，どういう方向でどういうやり方で行くかっ

ていうそれは始まったばっかりだから，で，ま

だパンデミック終わってないし収まってないか

ら。だからまあそこらへんのことがちょっとそ

ういう意味ではあのこれからど，どうやってあ

の B先生の学校っていうものが進んでいくの

かっていうようなことをまあ方針としてね。見

えてこないと，うーんダメなんじゃないかなっ

て思いますけどね。だから，F先生もね，85歳

で現役だからね。

   （3回目のインタビューデータ）

データ⑨でも示した通り，Bさんのまなざす「道

楽」としての学校の役割はある程度終えている。そ

のため，Bさんはすぐにでも経営者を辞めたいと考

えている。しかし，学校が刹那的なものから，「社

会の公器」として今後継続していくためには，どの

ように進むべきなのかを決めるのはBさんの役割で

あると周囲が考えているため，方針が決まるまでは

経営者をやめることができないとBさんは考えてい

る。また，Bさんの学校の問題だけではなく，新型

コロナといった社会的な問題，AIや5Gなどの技術

革新など日本語教育を取り巻く様々な課題が断続的

に登場し，Bさんを中心としてこれらの課題に対す

る解決策を学校として決めるまで，周囲の期待から

Bさんは引退ができないと考えている。それは，B

さんの学校のためというよりも，日本語教育全体に

寄与したいためだと考えている。しかし，山積する

課題に対応する中で，辞めたいと思いつつも，なか

なか事業承継が進まないということも認めている。

また，それは Bさんだけの問題ではなく，他の日本

語学校経営者も同様の状況になっているでのはない

かと，Bさんは考えていることがデータ⑩から分か

る。

5．ライフストーリーの考察と今後の課
題

本章では，Bさんの学校の事業承継を決定づけた，

Bさんの「道楽」および「社会の公器」という言葉

に代表される学校に対するまなざしをとその変容を

考察するとともに，学校とともに「道楽」とまなざ

した自身の役割に関するまなざしについてもまとめ

ていく。そして，本研究の限界を明らかにし，今後

の課題に関して検討をしていく。
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5．1．「道楽」という現在と過去との一貫性をもった

学校に対するまなざし

Bさんにとって学校は，自身の個人的な経験を

きっかけとして誕生した自身の疑問を解決するため

の手法だという認識であった。この概念を Bさんは

「道楽」としている。しかしながら，再訪する学生と

いう存在を教員から提示され，学校が他者にとって

組織としての継続が望まれる「社会の公器」となっ

ていたことに，Bさんは気づき，学校の存続を決め

る。ただし，一貫して Bさんにとって学校は，自身

の楽しみの追求の結果として存在している「道楽」

である。つまり，Bさんにとって「社会の公器」と

は ,他者が保持しているであろう学校に対する価値

観をBさんが受け入れたことを端的に表明するため

に使用された表現なのである。また，「道楽」として

の役割もデータ⑨でも分かるように，ある程度はす

でに終えていると認識されていることから，Bさん

自身は学校を去ることを望んでいる。この一連の語

りからも明らかなように，Bさんの中で「道楽とし

ての学校」という存在の位置づけは現在まで不変で

ある。私の歴史の中で起きた，あるいは起きなかっ

た変化を説明する現在と過去との一貫性（Bamberg, 

2012）においては，Bさんの学校に対するまなざし

の語りは現在と過去との一貫性を示している。つま

り，学校の存続，承継を決めたのは確かに Bさんの

学校に対するまなざしの変容が関与しているが，そ

のまなざしの変容は教員との対話の中で，学校が自

身が考えている価値以外の価値を他者が保持してい

ることに気づき，学校に対する新たな視点を獲得し

たに過ぎないのである。ただし，新たなまなざしを

獲得した Bさんは，そのまなざしに応える形で，学

校の円滑な継続のための方針を決めるという新たな

運営行動を自身に課していることが，データ⑨や⑩

から読み取れる。

5．2．アントレプレナーとしての Bさん

「道楽」という言葉は学校だけではなく，データ

⑤でも分かるように「道楽者」としての Bさんとい

う，自身の経営者としての役割に対するまなざしの

レトリックとしても用いられている。このようなレ

トリックで Bさんは自身を「自虐」または，他の経

営者と自身が異なることを表明している。このよう

に「道楽」と表される Bさんの役割はどのような

ものなのか，その役割に対するまなざしはどのよう

に運営行動に影響を及ぼしたのかを本節では考察す

る。

まず本研究の結論として，Bさんが表す「道楽者」

というのは，不安定な状況下において，新たなアイ

デアを推進するアントレプレナー（起業家）の役割

を言い表したものである，と解釈をした。この結論

について説明をするために，まず経営学の知見をも

とに，アントレプレナーの概念について整理する。

アントレプレナーという言葉には，通常2つの使

い方があるとされる。1つは，新しいビジネスを創造

し，組織化して運営する人を指す言葉である。もう1

つは，発明やアイデアを経済的に成り立つものに変

えていく人，つまり会社を作ったり運営したりする

かどうかにかかわらず，革新者を意味する（Baumol, 

1993）。日本語では前者は「起業家」，後者は「企業

家」と表記される（磯辺，1998）。本研究において

は，Bさんは日本語学校という組織を創造するとと

もに，自身のアイデアを経済的に成り立つものにし

たことから，両者に相当すると考える。アントレプ

レナーは，学校をはじめとする非営利組織において

もみられ，新しいアイデアを創造し，将来的なリス

クを賭けた行動さえ見通して実行する人材とされる

が，組織の官僚制化が進むと，リスクを取るアント

レプレナーよりも，リスクを減らす堅実な経営者が

望まれるため，組織の管理はアントレプレナーから

ルーティン・ワーク的な処理に長けた人材に交代し
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なければならないとされる（田尾，吉田，2009）。

アントレプレナーの特性として Brockhaus and 

Horwits（1986）は達成についての欲求，内的コント

ロール，リスク・テイキング，不確実性に対する許

容能力を挙げている。達成についての欲求とは，あ

る程度リスクのある仕事を自身の努力で達成するこ

とに満足感をもち，結果についての情報に強い関心

を持つことである。内的コントロールとは，自らの

努力や行動によって様々な出来事をコントロールで

きると信じている程度のこと，リスク・テイキング

は適度なリスクテイカーであることである。最後に

不確実性に対する許容能力であるが，不確実な状況

に対する心理的な状態で，アントレプレナーは不確

実な状況を歓迎し，チャレンジの意欲を起こすとさ

れる。

Bさんはこれらの特性を発揮しているのでないか

と，語りから推察される。Bさんは道楽という概念

の元，経営が不安定になり，赤字になった際には自

身の資産を注入して対処をしているが，一連の行動

の動機は理想の教育を追求することの楽しさに還元

されていることから，達成についての欲求とリス

ク・テイキングの特性を発揮していると解釈でき

る。また，語りからも分かるように，日本語教育を

取り巻く様々な課題に対して，Bさんは自身の学校

という枠にとどまらず，何かしらの挑戦をしたいと

いう意欲に満ちており，教育に対して仮説を立てた

うえで課題達成することに信念を持っていることか

ら，達成についての欲求や不確実性に対する許容能

力を保持していると考えられる。この傾向は Bさん

だけではなく，他の日本語学校経営者も抱いている

ものではないかと Bさんは考えている。

しかし，Bさんはそのような経営者の特性は，一

般的な経営者の特性ではないとしている。Bさんの

述べる経営者像は，細かい数字をチェックし，事業

の発展を望む経営者である。このような経営者像

は，田尾，吉田（2009）でも指摘をされている，ルー

ティン・ワーク的な処理に長けた人材としての経営

者像に合致するものである。ただし，Bさんの経営

者としての形は，経営学上の多様な経営者像の一つ

であり，Bさんも経営学上ではアントプレナーとい

う一種の経営者像に合致をしていることは重ねて記

述しておく。

また，Bさんは自身の考える経営者像と対比する

形で，自身のことを「プロ」ではなく，「道楽者」と

する役割アイデンティティ（Hoang & Gimeno, 2010）

がある。経営者，特に創業者の役割アイデンティ

ティを研究した，Hoang and Gimeno（2010）は役割

アイデンティティを社会が期待する一連の行動の役

割を個人が担うこととしたうえで，創設者の役割の

アイデンティティには，将来の創設者自身の行動と

考えと感情に対する規範が含まれるとした。このこ

とから，Bさんは「道楽者」という概念が表す役割

アイデンティティによって，自身が理想とする教育

の達成に近づく行動をすべきという規範が形成され

たと考える。そして，赤字回収のために無理に学校

を大きくする等の教育的に悪影響を及ぼしかねない

運営行動を抑制している。そして実際に赤字が出た

際に Bさんは，学校に自身の資産を投入するとい

う行動をしている。このような教育に真摯に向き合

う Bさんの役割アイデンティティが，筆者の目に B

さんの学校が「素晴らしい日本語教育を行っている

学校」と映る一因になっているのではないかと考え

る。

5．3．まとめと本研究の課題

本研究の目的は，従来教員のまなざしを通しての

み語られていた日本語学校経営者に関して，経営者

主体で描き出し，経営者のまなざしを理解すること

であった。そして，本研究においては Bさんの語り

からBさんの学校に対するまなざしの形成や周囲の

教員との対話による学校のまなざしの変容，また，
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Bさんの保持している役割アイデンティティを描き

出せたことで，一事例ではあるものの学校運営に携

わる人のまなざしの変容とそれに伴う一連の運営行

動を描き出すことできた。また，これらのまなざし

が日本語学校における日本語教育の質を維持してい

る一要因なのではないかということを示唆すること

ができた。

一方で，本研究ではいくつかの研究の限界があ

り，それらは今後の研究の課題としたい。まず，本

研究は Bさんという1名の経営者の語りのみを取り

上げたため，筆者の保持している他の経営者たちの

語りに関して明らかにすることができなかった。他

の経営者たちの語りの中での日本語学校や自身の役

割に対するまなざしは，2．3．でも記述したように

他の経営者はほぼ同一の傾向を示しており，その傾

向は Bさんと大きく異なる。それらのデータを記述

することで，他の日本語学校経営者のまなざしの理

解だけではなく，日本語学校経営者コミュニティに

おける日本語学校像に関するモデルストーリー（桜

井，小林，2005）の記述が可能になると考える。ま

た，より明確なモデルストーリーの記述のために

は，「オーナー」「(実質的な )経営者」「オーナー経営

者」「雇われ校長」等，それぞれの立ち位置やその要

因も考慮すべきであると考える。今後はそれら多様

な経営者に関するデータを随時記述，発表を行って

いきたい。

また，本研究において Bさんは事業承継を決め

たものの，日本語学校を取り囲む状況が不安定なた

め，アントレプレナーとしての能力がある Bさん

は引退することができずにいる。このような事象は

Bさんの語りから推測できるように，他の経営者た

ちも同様の状況に置かれていることが分かる。しか

しながら，いくら優秀な経営者であってもいつかは

引退をしなければいけない時が来る。その際に，ど

のような人材が引き継ぐべきなのか，どのようなタ

イミングで引き継ぐべきなのか，そして実際に引き

継いだ人々はどのように日本語学校をまなざしてい

るのかは調査の対象ではなかった。1980年代後半，

日本語学校は増加をし，その後淘汰をされたが，そ

の時期に日本語学校を創設した経営者の多くは事業

承継を余儀なくされる時期を迎えているため，この

点を考えることは今後の日本語教育の安定的な発展

のためにも必要な知見であると考える。以上2点の

研究課題に関して，今後も様々な日本語学校経営者

を対象に調査をしていく中で，明らかにしていきた

い。
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Abstract

Japanese language school managers play an important role in the operation of Japanese 

language schools. It is expected that their observations and events will have an effect on 

the educational field. Despite this, their position and contribution in Japanese language 
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and their outlook on Japanese language schools and their influence. Specifically we look 

at the story of Ms. B, the owner of a Japanese language school, the formation the school, 
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Then, based on those descriptions, we interpret how B’s outlook affected a series of man-

agement behaviors.
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