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論文

日本語学校のエンパワメントを志向／試行する実践研究
『実践研究の手引き』作成の意義と課題

 三代 純平 * 佐藤 正則
 （武蔵野美術大学） （山野美容芸術短期大学）

概要

本稿は，2001年に財団法人日本語教育振興協会が刊行した『実践研究の手引き』の意義

と課題を再評価したものである。本研究では，『実践研究の手引き』が提起する「実践

研究」の日本語教育における意味を，プロジェクトメンバー5名および，座長を務めた

丸山敬介氏，プロジェクト立ち上げを支えた日本語教育振興協会の佐藤次郎理事長に

対するインタビューから考察する。

考察により，まず『実践研究の手引き』作成の問題意識として日本語学校の教師が直面

する日々の実践と日本語教育研究の成果に乖離があると感じられていたことを指摘す

る。さらに，日本語学校の教師が，自分たちの手で自分たちの実践の課題を解決する

研究に従事することで，日本語学校における日本語教育の社会的価値を証明すること

が必要だと考えていたことを述べる。最後に，この『実践研究の手引き』作成のプロセ

ス自体を日本語学校による実践研究として捉え直すことで，日本語教育に資する実践

研究のあり方とは何かを改めて検討する。
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1．はじめに

本稿は，2001年に財団法人日本語教育振興協会

（以下「日振協」）1により刊行された『実践研究の手

引き』（実践研究プロジェクトチーム，2001，以下

「『手引き』」）が提起した「実践研究」の日本語教育に

おける意義を，当時の社会的背景，とくに日本語学

* Eメール：miyo@musabi.ac.jp

1 1989年に，日本語教育機関の質的向上を目的とした
事業を行なうために設立された。

校2や日振協が置かれた社会的状況を踏まえ，再検討

することを目的としている。『手引き』は，1998年に

行なわれた日振協の第2回日本語教育セミナー（通

称「箱根会議」3）において発足した実践研究プロジェ

クトチーム（以下「プロジェクトチーム」）の研究成

2　日本国内の日本語教育実施機関・施設等のうち，法
務省告示を受け，留学生（就学生）を受け入れている機
関のこと。本稿では総称して日本語学校と記述する。

3　箱根にある文部省共済宿泊所にて1泊2日で行なわ
れたセミナー。日振協加盟校から学校長や教務主任など
が集まり，日本語学校のあり方について話し合った。箱
根会議については，三代，佐藤（2019）を参照のこと。
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果として編集された冊子である。丸山敬介氏を座長

とし，江副隆秀氏，奥田純子氏，加藤早苗氏，緑川

音也氏，山本弘子氏の5名がプロジェクトメンバー

として参加した。本冊子は，実践研究の概説，実践

研究のワークシート，実践研究のデータベース作成

のための分類表からなる。

『手引き』は，日本語教育で「実践研究」という

用語をいち早く使用したことで注目されるが，実践

研究の方法を提案するものとして取り上げられてき

た（市嶋ほか，2014；細川，2014）。しかし，プロ

ジェクトメンバーらへのインタビュー調査から明ら

かになった日本語教育における『手引き』の真の意

義は，プロジェクト発足から『手引き』の作成まで

の一連の過程全体が日本語教師が現場から立ち上げ

る実践研究となっていたことにある。『手引き』は，

日本語学校が教育機関として自らを定位し，日本語

学校同士，大学等の他機関と連携しながら，日本語

教育を共に創るための，さらに社会的アイデンティ

ティを構築するためのプロジェクトの一つとして企

画されたのである。

本稿では，インタビュー調査に基づき『手引き』

作成のプロセス自体を実践研究として捉え直す。そ

して，『手引き』を社会の変革をめざす社会実践とし

て取り組む実践研究の日本語教育における先駆けと

位置付け，その作成プロセスから今日の日本語教育

の実践研究の課題を明らかにする。

2．実践研究とは

2．1．日本語教育における実践研究

日本語教育学は教育実践に根ざし，教育実践に貢

献するものであるという認識は，日本語教育研究に

携わる者の間でゆるやかに共有されていると思われ

る。しかし，日本語教育における実践研究とは何か

という共通理解があるわけではない。日本語教育に

おける実践研究とは，「実践」を「研究」の対象とし

た研究の総称以上の合意はない（市嶋ほか，2014）。

また，本稿では実践研究という用語で統一するが，

実際は，授業研究，実践報告などいくつかの呼称が

存在する。

市嶋ほか（2014）によれば，80年代の実践研究は

Total Physical Response（TPR）やサイレント・ウェ

イといった日本語教授のためのメソッドの効果を検

証するものが中心であった。80年代後半になるとコ

ミュニカティブ・アプローチが普及し，学習者中心

の日本語教育の重要性が提起され，教室活動のデー

タをもとに学習者の言語学習の実態を調査すること

が志向された。また，特定のメソッドに頼るのでは

なく，現場に応じた教育の開発が教師に求められる

ようになり，日本語教師自身がそれぞれの現場で自

律的に学んでいく必要が主張された。90年代にな

ると，この自己研修型教師の育成を目的とし，アク

ションリサーチが推奨され，実践研究の一つの形と

なった。後述するように，本研究でとりあげる『手

引き』が提起する実践研究も，この日本語教育で普

及したアクションリサーチから影響を受けている。

上記のように，多様な形式，目的で実践に関する

研究が行なわれてきた。広義ではこれらすべてを実

践研究と呼ぶことができる。一方，日本語教育にお

いて「実践研究」という呼称が，従来の研究と区別

する形で，あるいは報告とは異なる意味を込めて意

識的に使用されるようになったのは2000年代以降

である。『手引き』はその先駆けであった。実践研究

プロジェクトチームは，日本語学校の日本語教師が

自身の実践の中にある課題を自身によって研究する

ことを実践研究と位置付けた。『手引き』によれば，

実践研究は一般化や理論化をめざすものではなく，

従来の学術研究とは異なり，現場の問題解決を第一

とする。『手引き』は，実践研究の取り組み方を具体

的に示した「手引き」として構成されている。しか

し，日本語学校が実践研究に取り組む背景には，日
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本語学校が自らの教育の質を高め，社会的にその価

値を発信することによって業界全体のエンパワメン

トにつなげるという問題意識が根底にあった。

2．2．アクションリサーチに基づく実践研究

『手引き』の提唱する実践研究は，当時日本語教育

に普及していたアクションリサーチ（横溝，2000）

の影響を受けたと『手引き』のプロジェクトメン

バーは語っている。一方で三代，古屋ほか（2014）

は，当時の日本語教育のアクションリサーチを批判

的に検証することで実践研究のあり方を提案してい

る。その批判の要点は，従来の日本語教育における

アクションリサーチは，教師と教室活動の改善に閉

じられているという点である。本来のアクションリ

サーチは，社会的文脈の中で実践を捉え，よりよい

社会へ向けた実践の改善として機能するものである

と三代，古屋ほかは主張する。この視点は，『手引き』

のもつ意味を再評価する上で重要になるので，以下

に三代，古屋ほか（2014）の議論を元にアクション

リサーチとそれに基づいた実践研究の議論を概観す

る。

アクションリサーチのルーツはアメリカの心理

学者クルト・レヴィンとされている。レヴィン

（1948/1954）は，マイノリティとマジョリティ等の

集団相互関係を改善するための社会実践としてアク

ションリサーチを提唱した。アクションリサーチが

教育分野で大きく発展するのは，1970年代イギリ

スのカリキュラム改革運動である。運動を牽引した

ジョン・エリオットは，教育実践と教師の成長，カ

リキュラム開発，教育研究を一つの「省察的教育実

践」に統合することを主張した（Elliot, 1991）。つま

り，アクションリサーチを通じて，教育実践からボ

トムアップに教師主導でカリキュラム改革を行なう

ことをめざしたのである。ミクロの教育実践からマ

クロの教育政策までを地続きのものとして捉え，そ

こに現場の教師が主体的に関わる必要性を主張した

この議論は，後述するが，日振協が実践研究のプロ

ジェクトを立ち上げた意図と通底している。

オーストラリアの教育研究者であるウィフレッ

ド・カーとステファン・ケミスの研究もアクション

リサーチの理論的発展に大きく寄与している。二人

は，レヴィンが提示したアクションリサーチの循環

モデルをもとに，計画→実施→省察→新たな計画と

いう螺旋的に発展するプロセスでアクションリサー

チを進めることを提唱し，アクションリサーチを以

下のように定義した。

アクションリサーチは，社会的状況の中で，参

加者によって行なわれる自己省察的な（self-

reflective）探究の形式である。そして，それ

は，彼らの実践，実践の理解，実践が行なわ

れる状況の合理性と正義を改善することをめ

ざす（Carr & Kemmis, 1986, p. 162，筆者訳）。

レヴィンからカーらに至るアクションリサーチに

通底しているのは，実践を社会の中で捉え，社会を

よりよい形にしていくために実践を行なうという視

点である。さらに，Carr & Kemmis（1986）によれ

ば，社会を改善するようなアクションリサーチは，

実践に参加するメンバーが協働で従事する必要があ

る。三代，古屋ほか（2014）は，このアクションリ

サーチを基盤として，日本語教育の実践研究を以下

のように再定義した。

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（p. 80）

実践の社会的文脈を捉え，社会的な価値も含め，

実践を改善すること，そのため協働で批判的省察を

重ねることが必要であることを主張したのである。



35

『言語文化教育研究』19（2021）

本稿では，『手引き』自体ではなく，『手引き』作成の

過程全体がこの実践研究観を先取りするものであっ

たことを論じる。

また，上記の三代，古屋ほか（2014）の定義は，

教育実践を社会の中で捉え，教育実践を社会にひら

くという問題意識に基づいているが，Elliot（1991）

などが主張した教育現場から教育制度までをボトム

アップでつないでいくという視点を欠いているとい

う限界がある。つまり，ミクロな教師の経験をマク

ロな制度設計に反映させる道筋を描けていないので

ある。この点において，『手引き』は日本語学校業界

全体の改革と結びついた企画であり，本質的にその

視点を内在している。この点における『手引き』の

意義と課題についても本稿において論じる。

3．調査について

3．1．調査方法

『手引き』のプロジェクトメンバーおよび佐藤次

郎理事長へのインタビュー調査を基に，日本語学校

がどのような状況に置かれ，どのような目的で『手

引き』を作成したのかを明らかにし，『手引き』の提

起した日本語教育における実践研究の意義と課題を

明確にすることが本稿の目的である。

本研究は，1980年代以降の日本語学校において

日本語教師たちがどのような経験をしてきたかとい

うライフストーリーを聞き取る調査研究の一部であ

り，筆者らは日振協が設立される以前より日本語教

育に携わってきた方々にインタビューを行なってき

た。したがって，インタビューでは日本語教師に

なってから現在までの経験を聞いている。

調査の過程で，多くの調査協力者より，第1回箱

根会議が日本語学校にとって大きな転機になったこ

と，そしてそこから『手引き』が作成されたことが

語られた。そこで，本稿においては，調査協力者を

プロジェクトチームのメンバーとプロジェクトを支

えた日振協の佐藤理事長とし，『手引き』作成に関わ

る語りを中心に取り上げることで，『手引き』作成

の背景にある日本語学校の改革の意思から見える日

本語教育における実践研究の可能性を明らかにした

い。

3．2．調査概要

調査協力者は，プロジェクトチームに参加した日

本語教師6名，および日振協の理事長である佐藤次

郎氏である（表1）。調査は2015年から2019年にか

けて行なった。ここに調査協力者のプロジェクト参

加にかかる略歴を確認する。

佐藤氏は，1996年に日振協の理事長に就任した。

佐藤氏は，1989年に日本語教育施設の運営基準を策

表1．調査協力者一覧
氏名（敬称略）生年代 所属（1998年当時）・職名 所属（2021年現在）・職名 インタビュー時期 (時間 )

江副隆秀 1950`s 新宿日本語学校・校長 新宿日本語学校・校長 2016.2.5.(1:51:21) 
2017.10.14.(1:44:51)

奥田純子 1950`s コミュニカ学院・学院長 コミュニカ学院・学院長 2016.1.18.(5:32:16) 
2016.6.18.(1:33:40)

加藤早苗 1950`s インターカルト日本語学校信
濃町校・教務部長

インターカルト日本語学校・
校長

2016.3.16.(2:49:15)

佐藤次郎 1930`s 日本語教育振興協会・理事長 日本語教育振興協会・理事長 2017.1.24.(2:22:34)
丸山敬介 1950`s 同志社女子大学・助教授 同志社女子大学・教授 2017.7.21.(1:19:19)
緑川音也 1950`s 大同国際学院・教務主任 アイザック東京国際アカデ

ミー・校長
2015.11.7.(2:44:28) 
2019.2.18.(2:06:40)

山本弘子 1950`s カイ日本語スクール・代表 カイ日本語スクール・代表 2016.5.26.(1:56:41)
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定した際，文部省学術国際局審議官として参加して

いた。理事長になると日本語学校関係者にヒアリン

グを行ないながら日振協の改革に取り組んだ（日振

協，2010；三代，佐藤，2019）。

丸山敬介氏は，1980年に伝統校である日米会話学

院にて日本語教師になる。教員養成なども担当し，

その後，同志社女子大学に勤務する。日本語学校

での経験が豊富な研究者として第1回箱根会議より

講師として参加し，プロジェクトチームの座長とな

る。

江副隆秀氏は，日本語教師の両親を持ち，1975年

に両親が新宿日本語学校を立ち上げる際に事務局と

して参加する。その後，新宿日本語学校の校長とな

り，日振協の前身の一つである外国人就学生受け入

れ機関協議会の立ち上げに関わるなど，日本語学校

業界を牽引してきた。

奥田純子氏は，1970年代にアメリカに留学し，そ

こで日本語教育と出会う。帰国後，異文化間コミュ

ニケーションの教育に携わりたいと考え，大使館の

関係者などに日本語を教える。1988年にコミュニカ

学院を法人化する。第1回箱根会議において実践研

究の必要性を主張し，プロジェクトメンバーに参加

する。

加藤早苗氏は，大学職員を経て1987年にインター

カルト日本語学校の日本語教師養成講座を受講す

る。修了後，インターカルト日本語学校に就職した。

第1回箱根会議には，信濃町校の教務部長として参

加する。2000年に同校の代表取締役に就任する。プ

ロジェクトには，1999年度のみ参加した。

緑川音也氏は，1989年に東京の日本語学校で日本

語教師としてのキャリアをスタートした。母体とな

る運営会社は5つほどの校舎を抱えるマンモス校で

あったが，徐々に規模を縮小した。その後緑川氏は

群馬県にあった大同国際学院に移る。第1回箱根会

議にはその教務主任として参加した。緑川氏は，私

費外国人留学生統一試験4の世界史対策の授業につ

いて1997年の日振協の日本語教員研究協議会で発

表したところ，その実践方法5が評判を呼んだことか

ら，日振協から電話がかかってきて，プロジェクト

への参加を要請されたという。

山本弘子氏は，1985年に千駄ヶ谷日本語学校の教

師養成講座を受講し，同校で専任講師となる。養成

講座出身ではじめての専任講師であったという。そ

の後，1987年にカイ日本語スクールを設立し，代表

を勤める。1993年に国立国語研究所長期研修B
6を修

了した経験を持つ。

以上の7名の調査協力者に対してインタビューを

行なった。インタビューの場所は，調査協力者の都

合に応じて日本語学校の一室や喫茶店を利用した。

基本は筆者らが二人で話を伺ったが，スケジュール

の関係で江副氏の2回目のインタビューのみ三代が

一人で行なった。インタビューは録音し，トランス

クリプトを作成した。なお，本稿の調査協力者は『手

引き』を作成したプロジェクトチームのメンバーで

あるため，調査協力者の実名を記載する。調査協力

者の方々には，その趣旨をお話し，了解を得ている。

分析・考察にあたっては，まず筆者である三代と

佐藤がそれぞれにすべてのトランスクリプトを分

析し，その分析結果を比較し，共通の解釈をつく

り上げた。まず，それぞれが調査協力者の語りを，

M-GTAの概念シート（木下，1999）を援用する形で

4　日本留学生試験の前身にあたる試験。2001年に廃止
された。

5　その実践方法については緑川（1999）を参照のこと。

6　国立国語研究所日本語教育センターにおいて1976年
度から2000年度まで行われていた１年間の長期研修。
日本語教員研修を担う機関が少なかった時期，大きな役
割を果たし，日本語教育業界を牽引する教師や研究者を
多く輩出している。
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概念化した7。次に生成された概念を筆者二人で比較

することを通じて，類似する概念を一つにまとめ，

異なる解釈は議論することで一つの解釈へと練り上

げた。生成した概念の中で，本研究のテーマである

『手引き』作成に関わるものを抽出し，整理すること

で，『手引き』作成の背景である日本語教育の状況，

『手引き』作成における実践研究観，『手引き』作成

のプロセスが明らかになった。

これらの解釈に基づき原稿をまとめた段階で，

データの公表の承諾とともに，語りの解釈の妥当性

や歴史的背景について各調査協力者にそれぞれ確認

し，修正を重ねた。調査協力者の方々には，執筆段

階でも原稿をお読みいただき，必要に応じて資料を

提供いただくなど，多大なご協力をいただいた。無

論，本論文の文責は執筆者らに帰する。

4．『実践研究の手引き』作成までの経験

4．1．箱根会議の開催

まずプロジェクトチームが発足するまでの経緯

を確認する。プロジェクトチームは，第2回箱根会

議の中で発足した。第1回箱根会議開催までの経緯

と箱根会議の意義についての研究には，三代，佐藤

（2019）がある。三代，佐藤（2019）に基づき，箱根

会議開催までの経緯と箱根会議の意義について確認

する。

1983年の「留学生受入れ10万人計画」を契機に

日本国内の留学生数は漸増を始めたが，1980年代後

半，中国からの就学生が急増し，それに伴い日本語

7　本研究は，M-GTAによる研究ではなく，調査協力者
に共通するモデルを提起するものではないため，厳密な
カテゴリー化，およびストーリーラインの作成は行って
いない。本研究の対象者は『手引き』の編者に限定され
るため，そのようなモデル化は適当ではない。むしろ，
一人一人の考え方がどのように『手引き』に反映されて
いるかを含め，分析している。

学校も増加した8。その中には悪質な営利目的の日本

語学校や偽造ビザで入国する就学生も多く，マスコ

ミを賑わすようになった（佐々木，2004）。さらに，

1988年のいわゆる「上海事件」9は日本語学校の経営

問題を国際問題化し，国内でも社会問題としてク

ローズアップされた。「上海事件」の反省を踏まえ，

日本語学校の審査・認定する公的機関として1989年

に日振協が発足した。

三代，佐藤（2019）によれば，発足当時から1996

年までは日振協と日本語学校は管理する側／される

側として対立関係が続くが，1996年に佐藤次郎氏が

新理事長に就任したことを転機に日振協と日本語学

校の関係が変化した。1996年から佐藤理事長が日本

語学校関係者にヒアリングを行なった一つの結果と

して，第1回箱根会議は開催された。箱根会議とは，

日振協に所属する日本語学校から校長や教務主任ら

が集い，教育的側面を中心に日本語学校の存り方に

ついて1泊2日で話し合った会議である。第1回は30

校から30人が参加し，温泉にも入らずに車座になり

議論を交わしたという。

三代，佐藤（2019）が第1回箱根会議参加者に対し

て行なったインタビュー調査から明らかになった箱

根会議の意義は，日本語学校の連携が生まれ，日本

8　1983年の就学生総数3,448人だったものが，1988年
には就学生総数は35,107人と急増した（寺倉，2011）。そ
れに伴い，日本語学校も増加し，1983年には約150校で
あった日本語学校は，1988年には約350校となった（丸
山，2015）。

9　日本政府がビザ審査を厳格化したため，すでに日本
語学校に入学金等を支払っていた中国人留学希望者た
ちの就学ビザが発給されず，彼らは抗議のために在上海
日本国総領事館を取り囲んだ（佐々木，2004）。なお，「上
海事件」は日本社会で主に使用される通称で，中国大使
館は他の事件等との混同を防ぐため，「上海就学生事件」
と呼ぶことを望んでいたことから，「上海就学生事件」と
いう記述も見られる（日振協，2006）
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語学校の社会的アイデンティティ 10の確立を共にめ

ざすことが確認されたことである。そして，そのた

めに手を取り合い，日本語教育の質の向上に努めて

いく素地が整ったことである。

4．2．実践研究プロジェクトチーム発足

第1回箱根会議では，日本語学校が連携し，日本

語教育の質の向上と社会的アイデンティティの確立

をめざすことが共有された。1998年に開催された第

2回箱根会議ではこの目的を達成するための2つの

プロジェクトが生まれる（日振協，1998）。一つが

「日本語教育施設における基礎日本語教育について」

であり，アカデミック・ジャパニーズの議論や日本

留学試験のあり方への議論につながっていくことに

なる。もう一つが「教育実践の研究の方法について」

であり，実践研究プロジェクトチームが編成される

のである。本節では，プロジェクトチームが発足す

る背景を述べる。

1996年に佐藤氏が日振協の理事長に就任すると

さまざまな改革にとりかかった。その一つが箱根会

議の開催であったが，並行して日本語教員研究協議

会の改編にも取り組んだ。従来の協議会は，大学の

研究者を講師とした講義形式で行なわれていたが，

往々にして日本語学校の現場の求めている知見と乖

離していた（奥田，2011）。日振協（2010）によると

「教育現場を知らない人の話で，われわれの実務に

は役に立たない。時間と金のムダだ」（p. 40）と不満

の声が強く，参加者も減少していた。そこで，箱根

会議に先行し，日振協改革の一環として協議会を日

10　三代，佐藤（2019）は「社会的アイデンティティとは
個人の社会的な属性に関するアイデンティティである。
それは，社会や他者が「私」に付与するイメージなどに
より社会的に構築されていくが，可変的であり，「私」に
は自らの社会的アイデンティティのあり方を交渉する
可能性が開かれている」（p. 175）と定義している。本稿
もその定義を踏襲している。

本語学校の教師たちが自身の実践を発表する場に改

めた。

しかし，研究発表経験のない日本語教師たちが発

表すると，発表時間を守らない，論点が明確ではな

いなど問題があった（奥田，2011）。協議会に参加し

た調査協力者たちは次のように語る。

佐藤：学会でやってるのと同じように，何分発表，何

分質疑でやった。20分だったかな。1回目やっ

たんだけど，みんなわかんない。初めてやるで

しょう。時間も。第1回目だから，日振協の事

務局もわかんない。［中略］本人は一生懸命やっ

てるから［時間が］過ぎちゃう，どうしても。

山本：これはいかんという感じだったんですよ，本

当に。私も研究のことをわかっているわけじゃ

ないけども，やっぱりこれはいかんと思いまし

たね。

三代：具体的にどんな感じ？

山本：研究発表じゃないんです。研究ってやはり何

かテーマがあってそれをちゃんと調べてそして

理論，根拠があって先行研究で調べたみたいな

ものがありますよね。そういうのが。よく乗り

越えているわけじゃなくて，全然定石を踏まな

い悪い面だけが。本当に感想文みたいな感じ。

こんなのやってみて，こんなふうにうまくやり

ました，みたいな，ね（笑）。

従来の日本語教育研究と日本語学校の教師が日々

現場で向き合う実践の課題との間に乖離を感じ，実

践に根差した，教師である自分たち自身の手による

自分たち自身にとって有意義な研究をめざし，日本

語教員研究協議会が企画された。しかし，自分たち

の手による自分たちの研究が自分たちにとって本当

に有意義な形になるためには，実践研究の方法を開

発する必要があるという問題意識が生まれた。重要
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なことは，研究発表として多くの問題が残った協議

会であったが，従来の大学の研究者を招いた講義型

の研修よりも参加者の評価は高く，今後も同様の形

で続けたいという参加者が多かったことである。佐

藤理事長は以下のように述べる。

佐藤：研究発表というよりも，それぞれの学校でど

んな工夫をして，そしていい点があれば，また

現場の先生方が真似ると。そういう感じで。そ

うしたら，前年よりも参加者が増えた，相当ね。

結構。それで，アンケートを。こういう実践研

究をこれからやってみたいですかというのを出

したら，相当反応が良かった。ぜひやってみた

いという。

奥田氏は，日本語学校の教師が主体的に研究し，

発信していくことが日本語学校が社会的に認められ

るために必要だと考えていた。しかし，協議会を経

験し，研究し，発信していくためには，そのための

方法論を学んでいかなければならないという思いを

強くした。そこで，協議会の直後に行なわれた第1

回箱根会議で，実践研究の必要性を主張した。

奥田：社会的な位置づけをしようと思ったら業績を

出しなさい。業績はどっから出るの？こんだけ

実践しました，ではなくて，こんな実践はこうい

うことを考えてこんなふうなことでいいんじゃ

ないかと思ってやったんですって言わない限り

は実績にならないと。で，それを発信すること

によって，それは教育から見た，日本語学校の

教育観と言うんであれば，教育から見た社会的

位置づけになるでしょう。

このような奥田氏の主張は参加者たちに共有さ

れ，日本語学校が今後取り組むべき課題として実践

研究が位置付けられた。そして翌年の1998年の第2

回箱根会議で実践研究プロジェクトチームが立ち上

がるのである。

第2回箱根会議では，分科会にて「日本語学校に

おける実践研究のあり方」が議論された（日振協，

1998）。日振協（1998）によれば，分科会では「日本

語学校における実践研究の問題点」「実践研究におけ

るマップ作りの必要性」「実践研究の方法論」の3つ

の観点から議論された。

「日本語学校における実践研究の問題点」では，研

究の方法論の欠如や研究の質の低さ，教師や教育機

関の実践研究への意識の低さ，研究環境の不整備な

どが挙げられた。「実践研究におけるマップ作りの

必要性」では，マップ（研究領域の一覧）を制作し，

データベース化することで，過去の実践研究を検索

することができ，教師や研究機関が実践の課題を整

理することが可能になると指摘された。そして，「実

践研究の方法論」では，日本語学校における実践研

究は，日本語学校というフィールド特性が生かされ

た研究でなくてはならないこと，しかし，そのため

の方法論が共有されていないことが確認された。そ

して，実践現場に基づいた実践研究の方法論の開発

の必要性が主張された。

以上のような議論を経て，実践研究のデータベー

ス作成と方法論の策定を目的としたプロジェクト

チームが日振協内で発足することが決まったので

ある。座長には同志社女子大学の丸山氏が就任し，

データベース作成の必要性を主導的に訴えた江副

氏，実践研究の方法論の必要性を主張した奥田氏が

チームに入った。さらに，加藤氏，山本氏，緑川氏

が加わる形でプロジェクトチームが編成された。

5．『実践研究の手引き』

5．1．『手引き』の構成

プロジェクトチームは，1999年度から2000年度ま



40

日本語学校のエンパワメントを志向／試行する実践研究　三代純平，佐藤正則

での約2年間にわたって，月1回程度，持ち回りで所

属校に集まり，議論を重ねたという。そして，その

成果として2001年3月に『手引き』を刊行した。そ

のねらいは以下のように記載されている。

　この手引きは，私たち日本語教育機関の教

師のための研究入門書です。

　本書がねらいとするところは，次の3つの

点にあります。

　まず，一つ目は，教師間に実践研究に関する

共通の認識基盤を作ることです。そのため，

本書では，できる限りさまざまな角度から研

究とはどのような営みかを検討しています。

　二つ目は，実践研究の基礎的な技術を身に

つけるための素材を提供することです。した

がって，この手引きには，実践研究の進め方

の概要と実践研究ワークシートを載録してあ

ります。

　三つ目のねらいは，日本語教育機関の経営

者や責任者の人たちにも，教師の研究を理解

してもらうことです。現場教師が研究を進め

るためには，同僚や先輩教師の協力はもちろ

んのこと，機関の経営者や責任者の協力が不

可欠です。よって，本書は，新人教師，現職

教師のための研究入門書であると同時に，機

関の設置者たちのための研究解説書としても

位置付けられています。

 （実践研究プロジェクトチーム，2001，p. V）

『手引き』は，第1部の「実践研究基礎編」と第2

部に「実践研究ワークシート編」および「資料編」

からなる。「実践研究基礎編」では，日本語教育にお

ける実践研究を「現場型実践研究」と呼び，現場の

問題意識を研究課題へと昇華し，その課題を現場の

活動を通して解決する過程であるという。そして，

その意義を，教師と日本語学校の二つの側面から説

明している。教師にとっての実践研究の意義は「教

育現場のよりよい意思決定」「教師の自己成長」「日本

語教師としての専門性の開発」であり，日本語学校

にとっての実践研究の意義は「社会的アイデンティ

ティー（独自性）の確立」と「日本語教育環境の変化

への対応」とある。「実践研究ワークシート」は，実

践研究の具体的な手順が示されており，ワークシー

ト形式で記述していくことで実践研究を進めること

ができるようになっている。資料編では，実践研究

のデータベースをつくる際の分類表などが掲載され

ている。ただし，後述するように実際にデータベー

スが構築され，運用されるには至らなかった。

5．2．エンパワメントとしての実践研究

プロジェクトチームが立ちあがり，『手引き』が

作成された背景には，箱根会議があった。箱根会議

では，日本語学校が連携し，共に日本語学校の社会

的アイデンティティの確立をめざすことが確認され

た。そして，そのために日本語教育の質の向上に努

める必要性が共有された。つまり，日本語教育の質

を向上し，社会的アイデンティティを確立するため

に，実践研究を行なうことが推進されたのである。

加藤氏は第1回箱根会議に参加し，教育に情熱を

燃やす日本語学校の面々と出会い，「組める」と直観

したという。そして，日本語学校の社会的地位の向

上のために連携し，他者にむけて日本語学校の価値

を証明できるような授業研究の必要性を感じた。

加藤：そうですね。日本語学校の社会的地位みたい

なところですよね。明らかに低かったし，とい

うかここで上海事件とかにもまた絡むけど，結

局，日本語学校って犯罪の片棒担いでるんじゃ

ないの？　みたいな。［中略］そうじゃなくて，

ちゃんと日本語学校の価値というものを，まあ

自分たちはわかってる。わかってるけど，社会
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的にはそうでもなく，でもその時に整ってる

かっていうと，まあ研究もできるわけでもない

し，授業も自分がいいと思ってるんでしょ，み

たいな，そのレベルだけだったので，これはま

ず1回全体で上がらなきゃ，というので，横で

いろんなのをつくってったり。

『手引き』の1部と2部の執筆は奥田氏に大きく

拠っているが，その奥田氏は，日本語学校で教える

日本語教師が社会的地位を獲得するためには，研究

を発信することが必要であると主張する。さらに，

そのことはプロジェクトメンバーの共通認識であっ

たと語る。

奥田：自分たち（日本語学校の日本語教師）自らが社

会的な地位を獲得しようと思ったら，自分の実

績を自ら良くしていこうとしてる，そういうよ

うなその，切磋琢磨のプロセスを社会的に発信

することしかないでしょうと。だからそのため

には，その研究をすることによって，そして発信

することによって，社会的な地位だとか位置っ

ていうのを自らつくることになるよって。それ

がなくしてはあり得ないでしょうって。人につ

くってっていうことはあり得ないでしょうって

いうのは，私だけの考えじゃなくて，みんなに

共通していた共通認識，その時の委員の人たち

のね。

加藤氏と奥田氏の語りから，実践研究は，自分た

ちをエンパワメントするためのものであるという認

識が伺える。では，なぜエンパワメントのために実

践研究なのだろうか。Zimmerman & Rammpsport

（1988）は，エンパワメントを，個人が主体的に生き，

コミュニティへの民主的な参加を獲得するプロセス

であると述べる。また，安梅（2005）は，エンパワ

メントを「元気にすること，力を引き出すこと，き

ずなを育むこと，そして共感に基づいた人間同士の

ネットワーク化」（p. 5）と定義する。つまり，第1回

箱根会議を通じて醸成された日本語学校のエンパワ

メントの必要性とは，管理される側であった日本語

学校が自分たちで主体的に日本語教育のあり方を決

定することに参加し，同時に，自分たちの力＝教育

の質を引き出し，高め，共に連携をとっていくこと

の必要性だったと捉えることができる。

そのための方法として実践研究が選択されたの

は，何よりも自分たちの力を高めること，すなわち

教育の質を高めることが第一であった。さらに，そ

れを発信することで，「日本語学校の価値」を社会に

対して可視化し，社会的地位を獲得することをめざ

したからである。また，プロジェクトチームが実践

研究に取り組んだ際に意識的であったかどうかは不

明であるが，実践研究は本来的に実践研究に携わる

ものの連携を呼びかけ，協働を前提とする。日本語

学校全体業界のエンパワメントをめざす実践研究に

とって日振協のプロジェクトとして協働で取り組ま

れたことの意義も大きい。

5．3．現場から立ち上がる実践研究

プロジェクトチームが提起した実践研究とは，ど

のようなものであったのだろうか。山本氏によると

当時，日本語学校の多くには，自分たちが研究をす

るという発想自体が乏しかったという。

山本：現場の教師がそういうことをするという発想

みたいなこともほとんどなかったですよね。研

究というのは大学がやることか，［中略］教師が

そんな時間があったら教えろみたいなところが

あったし。

一方で，日本語学校で教鞭を取り，その後大学に

勤務した座長の丸山は，第1回日本語教員研究協議
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会から実践研究プロジェクトチームに参加するまで

を以下のように振り返る。

丸山：当時，日本語学校が何か研究みたいなところ

でやると，何と言うか，研究になってないと言

いますかね，要するに一言で言うと，こんなこ

とやりましたっていうような，それを発表する

だけの会で，だから，同じようなの，それは前

あったじゃないとか，どうしてこういうことし

ないのかな，ここ詰めないのかなというのが

いっぱいありましたよね。

 　ただ，それを大学の研究みたいな手法で，ちゃ

んと先行研究を押さえて，テーマをちゃんと貫

き通して，分析の手法もちゃんとこうやってと

いうふうなことをやりますと，何か以前の，お

もちゃ箱をぶちまけたような，カオスだけどす

ごいエネルギーというかね，それが途端に消え

ちゃったんですよね。型にはめて，大学の教員

の研究みたいなパターンにはめちゃうと。そう

すると，これはちょっと，何かわれわれ見落と

しているんじゃないかと。おもちゃ箱をぶちま

けたような，あのエネルギーを生かしたまんま，

何か研究とかができないかと。そういうふうな

のがもともとの発端かなと思いますけどね。

実践を当時の大学で主流であった研究に準じた手

続きで分析すると，実践のもつ「おもちゃ箱をぶち

まけたような，カオスだけどすごいエネルギー」を

失ってしまう。そこで，実践のエネルギーを生かし

た日本語学校ならではの研究の形を探究したいとい

う問題意識が実践研究を考える出発点にあったと丸

山氏は指摘する。

『手引き』を中心的に執筆した奥田氏は，研究者に

よる従来の研究とは異なる，現場の教師による「実

践研究」という土俵をつくる必要性を主張すること

が『手引き』の第一の目的であったと語る。

奥田：あの時［手引きを執筆したとき］にすごく自

分の，その心の中にあったのは，あの，研究者

の土俵でけんかするんじゃなくて自分の土俵を

つくらないと駄目っていうのがあったんです

ね。日本語学校の先生が，実践現場を持ってる

教師が教師として自分の教育を良くするための

研究の道具を持つべき。そういう意味での土俵

を持つべきで，研究者の隣のその土俵で相撲を

とる必要ないと。で今，隣の土俵しか，土俵1

個しかないから，その違う土俵をつくる必要が

ある。だからそれが実践研究の方法であり，教

師が実践研究っていうそのスペックをつくりた

かった。［中略］だから方法論を教えてあげたり

とか学んでもらうっていうことは主旨の中の1

番ではなくてそれは2番目の話で，まず土俵を

つくるっていう発想を持とうっていうことをみ

んなに知ってほしかった。

奥田氏によれば，実践研究のマニュアルという形

式をとる『手引き』であるが，本当の目的は，日本

語学校の教師が自分たちの手で，自分たちのため

に，実践研究に取り組むという土壌を形成すること

にあった。教師たちが主体的に研究を行ない，教育

の質を高め，発信することで社会的地位を高めると

いう点においては，プロジェクトメンバーの問題意

識は共通していた。一方で，「研究」とは何かという

明確なイメージが当初から明確に共有されていたわ

けではなく，奥田氏が提起する従来の研究とは異な

る現場の教師のための実践研究という議論は，難解

に感じられたと山本氏，加藤氏，緑川氏は口を揃え

る。ただし，緑川氏によると徐々にその理念は共有

された。

緑川：［奥田氏が］何を言っているかわからなかっ

た。私は，ま，当時ね，議論して，ま，毎回，

月1回いろんな，あの，新宿［日本語学校］とか
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カイ［日本語スクルール］とかインターカルト

［日本語学校］に集まっては会議していたんで

すよ。あのね，私は，「日本語学校からソシュー

ルやらね，チョムスキーが出たっていいじゃな

いか」みたいなことを言っていたんですよ。と

ころが奥田さんは，「実践研究というのはアカ

デミズムではないんだ」と言うんですね。実践

研究とアカデミックな，その，大学の先生なん

かが研究で発表するようなそれとは一線を画さ

なきゃいけない。で，やっぱり，その，日本語

学校に研究目的で，その，学生をサンプルにし

て研究するために入ってきている先生たちも結

構いたから，それとは違うんだということを彼

女は言っていたんですね。私はそれ，何を言っ

ているかわからなかった。

 　［中略］でも結局，奥田さんが言うには実践研

究というのは現場の問題の解決なんだと。で，

現場の問題がどこに原因があるのかという分類

をしたんですね。つまり教材の問題なのか，カ

リキュラムの問題なのか，あるいは学校の募集

方法の問題なのか，あの，生活指導の問題なの

か，教師の問題なのか，教授法の問題なのかと，

それをずっと分類して，今，現場で起こってい

る問題の何が問題だとみんなこう，集めるわけ

ね。KJ法ですか。そして，どこに原因があるの

かって，じゃ，それをどうやって解決したらい

いんだって，そういうふうな現場の問題をどう

解決するかというのが実践研究であって，研究

のための実践ではないんだと，というふうに視

点をね，出したわけです。

以上のように『手引き』は，現場の問題解決を第

一とし，現場のエネルギーを保持したまま現場の改

善に資する実践研究のあり方を探究するプロジェク

トの中で作成された。そして，その実践研究は，従

来のアカデミズムによる研究とは一線を画すものと

して委員の間で理解されていたのである。

5．4．データベース

プロジェクトチームの目的は，実践研究の方法論

の開発と並行して，研究課題フィールドマップを作

成することであった。つまり，実践に関する研究や

報告の情報を検索できるデータベースの構築を試み

た。データベースの構築は，丸山氏と江副氏がその

必要性を指摘し，当時，データベース構築のための

ソフトウエアを使用することができた江副氏と山本

氏を中心に作業を進めた。江副氏は，その問題意識

を次のように語る。

江副：たぶんみんながいろんなこと［実践］をやって

るだろうと本当に思ってたのね。だからアーカ

イブっていうか何て言うんだっけ，そういう文

献，そうそう，みんなの文献が分かるような形

にして，そこから引いていけばいいんじゃない

か，そうしないと同じ研究やるじゃないかって

いう，単純にそういうことだったような気がす

る。

江副氏らは，日本語学校で実践研究を推進するた

めに，分野や研究のタイプなどの項目で分類し，蓄

積することが重要であると考えた。また，共通の枠

組みで新しい研究も蓄積することで日本語教育の広

がりを描くことができる考えていた。そこで，過去

に行なわれた日本語教育の実践に関する研究を読み

込み，分類表を作成した。またその分類表にした

がって既存の研究を整理する作業を行なった。しか

し，データベース自体は完成せず，その後の運用も

見送られた11。

11　ただし，データベース化の作業を基に，江副氏は助
詞の指導に関する書籍をまとめている（江副，2007）。
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山本：もうちょっとちゃんと分野だとか研究タイプ

だとかそういったもので整理をし直すべきだと

丸山先生がおっしゃって。それはもう紙の時代

じゃないからファイルメーカー12か何かで整理

をしようといって。たまたま私と江副先生が

ファイルメーカーをすごくよく使っていたの

で，それで整理をするような分類表をつくりま

しょうというので，やりましたね。

三代：この［『手引き』の］後ろのほうが，そういう

整理，現状の整理をするデータベースをつくる

みたいな。

山本：そうそう。つくりあげて，そこで終わっちゃっ

たみたいな（笑）

三代：データベース自体はなかなか見つけられない

でいるんですけど。

山本：そうそう。データベース自体までいかなかっ

たんです。枠だけつくって，入れたは入れたの

かもしれないけど，そこら辺でもうそのあと更

新していないんです。だから結局，そういうふ

うにいくらしても，［コンピュータの］検索機能

のほうが上回っていて，分類分けする意味がな

いみたいなところになっちゃって。こういうよ

うなものをチェックして入れたところであまり

意味を感じなくなっちゃって，それでそのまま

になっちゃったのかなと思いますね。やり始め

の時はああでもない，こうでもないって，いろ

いろどういうふうに中を分けるかみたいなこと

は，それは面白かったですけど，作業としては。

 　［中略］

三代：みんなで一緒にやってたんですか？ 

山本：一緒にやって，一緒に意見を出してどういう

ふうに分けるかというのをガンガンやって，ど

ういうふうにデータを入れて，ファイルメー

カーは私と江副先生がわかっていたので，じゃ

12　データベース作成用のソフトウェア。

あこういうふうにしたらいいんじゃないみたい

な話をして，ここまで何とかこぎ着けたという。

このデータベースという発想は，一般化をめざさ

ない実践研究が構築する知にとって重要である。こ

の点については後述したい。

6．『手引き』の提起した実践研究の意義
と課題

6．1．主体的な改革のための実践研究

『手引き』は，日振協を中心とした日本語学校業界

の主体的な改革の潮流の中で生まれたものである。

それは「留学生受入れ10万人計画」に端を発した

私費留学生受入れ拡大と日本語学校の乱立，上海事

件，日振協の設立，日振協と日本語学校の「管理す

る側／される側」という関係からの軋轢という一連

の背景を受けて，日振協に所属する日本語学校が主

体的に，教育機関としての日本語学校という社会的

アイデンティティを構築するための改革であった。

その一つの象徴として実践研究というテーマが選択

され，プロジェクトチームが立ち上がった。その成

果物として実現したのが『手引き』だったことがわ

かる。

このことは，『手引き』が実践研究の方法論を提示

したマニュアルという体裁をとっているが，その意

義は，方法論の開発にあったわけではないことを示

唆する。インタビューの中で奥田氏と丸山氏は，『手

引き』作成の過程では，当時日本語教育で注目され

ていたアクションリサーチの議論も検討し，参考に

したと語っている。横溝（2000）が提案しているアク

ションリサーチも現場の教師の成長を主目的とし，

従来の研究とは異なることに言及しており，奥田氏

の実践研究観と通底している。また，『手引き』の提

示する方法論は仮説実証型に基づいており，必ずし
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も方法論的観点から新規性のあるものではない。

しかし，それでもなお『手引き』が日本語教育に

おける実践研究において注目されるべき意義を持っ

ていると筆者らが考えるのは，それが日本語学校の

改革という箱根会議に象徴される一連の問題意識と

地続きとなっている企画であったという点である。

三代，古屋ほか（2014）は，横溝（2000）を批判的に

検証する中で，実践研究は社会の改善を志向し，実

践に携わるものと協働で取り組まれる必要があるこ

とを論じている。『手引き』は，その内容よりもその

作成の背景と作成のプロセスにおいて，より実践研

究として意義のあるものであったと言える。

実践研究プロジェクトは，実践研究を核とし，教

師の専門性の向上と教育機関が実践研究を推進する

環境形成をめざした。それは，日本語学校全体の教

育機関としての質の向上と社会的認知の向上につな

がると考えたからである。また，この日振協の改革

の原点には，日本語学校が常に管理される側という

立場に置かれ，現場の知見が日本語学校を取り巻く

制度に反映されていないという問題意識もあった

（三代，佐藤，2019）。つまり，現場の教員および現

場で教育に関わる日本語学校が主体的にボトムアッ

プで日本語教育の制度をつくっていくことまでを実

践研究プロジェクトチームはめざしており，そのた

めの礎として実践研究という意識を日本語学校の日

本語教師と共有するために『手引き』は作成された

のである。まさにこの点に，日本語教育における実

践研究の議論の一つの出発点としての『手引き』の

歴史的価値はある。

前述のように，イギリス政府のトップダウンの教

育改革に対する現場の教員からの抵抗としてアク

ションリサーチは導入された（Elliot, 1991）。アク

ションリサーチ，すなわち実践研究は，現場の教員

の教育の質の向上から教育政策の改革までをつなぐ

ものであったのである。佐藤（1996）は，カリキュラ

ムを制度的なものと固定的に捉えることを批判し，

「学びの履歴」として捉え直すことを主張する。「学

びの履歴」として現場の教育実践から制度的な教育

のあり方までを捉え直すことで現場の知見に基づい

た教育改革が遂行できるのである。そしてその改革

を駆動するエンジンが実践研究なのである。『手引

き』を一つの成果物とした日振協の実践研究プロ

ジェクトは，このカリキュラム改革の議論と問題意

識を大きく共有する。いわば，『手引き』作成のプロ

セス全体が日本語学校という教育現場から提起され

た実践研究であったことが，日本語教育における実

践研究を考える上で最も重要な点であると言える。

この視点は，現在まで日本語教育の実践研究におい

て十分に議論されてこなかったことであり，これか

らの日本語教育における実践研究を考える上で非常

に示唆的である。なぜなら，「日本語教育の推進に関

する法律」（文化庁，2019）の施行など急速に日本語

教育の制度設計が進められているなか，現場の声と

制度をつなぎ合わせ，ボトムアップに日本語教育を

構築するための実践研究のあり方がこのような視点

から展望できるからである。

また，実践研究プロジェクトチームが，一方で，

従来の研究とは異なる実践研究という「土俵」を打

ち立てようとし，他方で，実践研究のデータベース

を構築しようとしたことも興味深い。そこには，実

践研究特有の知のあり方が関わっている。三代，古

賀ほか（2014）は，実践研究の知見が現場に根ざし

たものであり，一般化される理論とは異なると論じ

ている。実践研究の知見は，理論ではなく事例とし

て参照されることで，次の実践の改善へと波及して

いく。このような事例としての実践研究の蓄積が重

要であり，そのためにはデータベースの構築も視野

に入れるべきであることを指摘した。理論ではなく

一つの事例として研究の知を打ち立てることの重要

性は，近年，当事者研究（例えば，石原，2013；向

谷知，2018）の領域でも議論されている。当事者研

究が提起する知について現象学者の河野哲也は以下
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のように論じている。

普遍性を訴える科学は，人間に関しては何を

研究しているのだろうか。様々な人間存在の

中から，一般的な性質を抜き出し，抽象化す

ることが科学なのだろうか。そうした一般論

は，個々の事例の重要な特殊性を取りこぼし

てしまう。それでは，自分の問題を何とか改

善しようとしている当事者にとっては，十分

に役立つものとはいえない。人間に関する科

学は，個々の人間の成長に役立つ知を提供す

べきであり，そうした科学の目的は，普遍性の

発見ではなく，個々の事例の問題解決であっ

てよいはずだ。（河野，2013，p. 10）

プロジェクトチームは，この当事者研究が提起す

る新しい知のあり方に対し，必ずしも意識的ではな

かったが，現場の問題の解決を第一とする実践研究

においてその知を蓄積するようなデータベースは補

完的な役割を果たしうるものであったと言えるだろ

う。

6．2．『手引き』の課題

上述したように『手引き』作成のプロセスは，実

践研究のあり方を考える上で非常に重要な視点を提

供している。その『手引き』の価値は，箱根会議か

らの歴史的経緯の中で，関わった日本語学校関係者

たちの想いと共に再評価されるべきものであると考

える。一方で，成果物とのしての『手引き』とその

運用には課題も残されている。奥田氏は，この点に

ついて以下のように語っている。

奥田：自分のその，フィロソフィーとして，その［自

分の実践の］後ろには何があるのっていうこと

も，書いたほうがいいよっていうことをチョ

ロッとだけ出してるんですね。それが，あんま

り言うとなんか反発が，みんなの反発が強かっ

たので。

三代：そうですよね。

奥田：それよりも方法，方法と先生は言うから。

三代：だからそう，そのフィロソフィーの部分が

やっぱり，この『実践研究の手引き』の中で落ち

てきちゃったと。なんかこう，手引きっぽくな

りましたよね。

奥田：うん。だってもう手引きとしてしかね，しょ

うがなかったから。

奥田氏によれば，奥田氏が最も重視していた実践

研究の理念の部分を十分に表現できず，方法論とし

て受け取られてしまったことに問題を感じている。

しかし，奥田氏は，理念的な部分を説明することに

よってこの課題を解決できるとは考えていない。な

ぜなら，もう一つの『手引き』の課題は，仮説実証

型の従来の研究に準じる方法論を提示したことで敷

居を高くしてしまったことだからである。当時はそ

の方法で研究としても通用することをめざしていた

が，2016年のインタビュー時点では，もっと小さ

な実践の工夫のようなものを報告するという形も許

容できる実践研究のあり方が望ましいと思うように

なったという。そして，その小さな工夫の向こうに

フィロソフィーの議論ができればいいのではないか

と奥田氏と語る。さらに，その実践研究のあり方

は，実証主義に基づいた研究ではなく，ナラティブ・

モード（ブルーナー，1990/2016）による実践研究，

あるいは実践探究とでも呼ぶべきものなのではない

かと考えているという。

奥田：こんなことしました［というような実践の報

告，筆者注］で，日本語学校は十分じゃないかっ

ていう，もう今私は，ころんと変わってってこと

はないけど，そういうわけでもないんだけど，そ
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こまで言わなくてもいいじゃないって。実践研

究と言わなかったら言う必要ないので。研究と

やっぱり対等のものとして見せたいと思ったか

ら，若気の至りでそういうこと［実践研究が必

要だと，筆者注］言ったけども，そんなのフィー

ルド違うし，もういいよね，みたいになってて。

で，これはこんなことしました。でもなんか，

なんとなく，こんなことしたらいいんじゃない

かなと思ったので，みんなで酒蔵行って，お酒

屋さんにインタビューしてみたら，みんな楽し

いって言いました，みたいな，そんなんで。

『手引き』を作成した頃は，実証の手続きを踏んだ

実践研究が必要だと考えていた奥田氏は，約15年が

経過した現在，「こんなことしました」という報告で

もいいのではないかと思うようになったという。例

えば，酒蔵でインタビューする活動をしたら，楽し

かったというような素朴な報告から始めることでも

構わない。ただし，重要なのは，その素朴な報告か

ら，なぜ，ということを探究していくことであると

奥田氏は述べる。

奥田：例えば，宿題，じゃあこれ宿題ねって，はいっ

て言うけど，全然宿題出さないとかね，いう現

場の問題があった時に，で，本当にこれどうし

たらいいかって問題意識になる。［中略］問題意

識から，それを解く方法を持ってる。そしたら

inquiryで探して，ナラティブで探しても構わな

いですね。私，ナラティブの例，すぐ言えない

からあれだけど。で，そういうふうにしていく

ことによって，で，その時にそもそもなんで私

はそういうことにそう思ってるのって。そした

ら自分の背景もできたら書いてね，例えばじゃ

あ，なんで学生は宿題を出さなきゃいけないの

と思ってるとか，なんで宿題を出すのが先生で

なければいけないの，とか，宿題というのは必

須なのかということを考えたら，ここに自分の

教育としての理念なりミッションなり，あるい

はフィロソフィーが出るじゃない。こういうの

もあったほうがいいよ。それに基づいてこれを

やったっていうようなことを，ワンパッケージ

で書かれたものを実践探求と呼ぶ。

実践研究は，現場の実践というミクロの部分と教

育制度というマクロな部分を地続きにし，現場の知

見からボトムアップで改善していくものであり，研

究というよりもむしろ社会実践という側面が強い。

『手引き』は，理念としてその社会実践という側面を

強く持っていた一方，表面的には方法論として提示

され，従来の実証主義的な研究観を反映した方法論

を採用していた。そのため，現在の実践研究が議論

している研究の新しい形としての実践研究という部

分が十分に共有されなかった。一方で，研究という

形を強く打ち出したため，現場の教師が広く実践研

究に取り組むという環境をつくり出すところまでい

くことはなかった。

奥田氏は，この課題を乗り越えるためにナラティ

ブ・モードによる実践研究（実践探究）に可能性を

見出している。つまり，「こんなことをしました」

という教師の個人的な経験から始めて，なぜ，自分

はこのような実践をしたのか，そこにはどのような

教育観があるのか，ということは批判的に探究しな

がら記述していくことで，日本語教育の「フィロソ

フィー」の部分まで議論できるのではないかと奥田

氏は考えているのである。奥田氏自身はこの新しい

形について明確なビジョンがあるわけではないとい

う。しかし，英語教育において柳瀬（2018）は，実

践研究がナラティブ（物語）の形で書かれる必要性

を主張していることは興味深い。柳瀬は，実践研究

をナラティブ形式で記述することで，教師の省察は

深まり，他者との共有も可能になることを主張して

いる。ナラティブによる実践研究は，教師の質の向
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上や教師コミュニティの成熟に資するという柳瀬の

議論と奥田氏の上記の語りは共通の地平に立ってい

ると考えることができるだろう。

7．おわりに

『手引き』は，日本語教育の中でいち早く「実践

研究」ということばで実践についての研究を論じた

ものとして知られている。その意義は以下の3点で

あった。①現場の教師のための実践研究という新し

いフィールドの構築を提案したこと，②実践研究を

通じて，現場の教師が主体的に日本語教育のあり方

に関わろうとしたこと，③日本語学校と日本語教師

のエンパワメントを志向／試行したこと。

以上の3点は複雑に絡み合う。前述のようにエン

パワメントは，民主的な参加とネットワークによっ

てなされる。自身の実践を探究し，発信するため

の実践研究というフィールド＝土俵を構築すること

で，日本語教師は，自己の専門性を高めるとともに，

社会に自分たちの価値を共有することができる。つ

まり，社会的アイデンティティを構築することがで

きると実践研究プロジェクトは考えた。そして，そ

の先に見ていたのは，日本語学校とそこで教鞭をと

る日本語教師たちが，主体的に自分たちのあり方の

決定に関わる力を得ることであった。『手引き』作成

の目的は，このエンパワメントにあったと言える。

すなわち，実践研究プロジェクトチームは，『手引

き』作成を通じて，日本語学校のエンパワメントを

めざし，挑戦していたのである。

この『手引き』の試みは，現在の日本語教育にお

いてどのような課題を投げかけるのだろうか。『手

引き』の企画の背景には，大学の研究者と現場の教

師という二項対立がある。しかし，日本語教育は日

本語教育実践に資する学問であり，その研究の大き

な部分は実践に関わる。実際は，大学の研究者もそ

の本務の中に教育実践が含まれ，その実践の改善へ

向けた実践研究に取り組んでいる。さらに，実践研

究の議論（三代，古屋ほか，2014）やナラティブによ

る研究と実践についての議論（北出ほか，2021）が

進み，研究においても，『手引き』に込められた実践

研究の理念はその価値を高めている。奥田氏は，研

究者に対して，現場の教師の「土俵」をつくること

を提案したが，今求められているのは，日本語教育

全体において，多様な立場の実践者がいる中で，そ

の実践者たちが実践研究に携わり，お互いに実践研

究を共有する新しい「土俵」を構築することである。

そのために，その課題を含めて『手引き』制作の経

験を再評価し，参照することで教育機関や実践の立

場を越境した議論が可能になると思われる。

また，現在，「日本語教育の推進に関する法律」が

施行される（文化庁，2019）など急速に日本語教育

の制度設計が進められている。日本語教育の制度設

計に現場の声を届けることがいかに重要なことかを

箱根会議に象徴される日本語学校の議論は私たちに

教えてくれる。そして，この声を形成するためのこ

とばの一つとして実践研究があると思われる。『手

引き』の経験や『手引き』が明らかにした課題を基

に日本語教育全体が現場の声と制度をつなぎ合わせ

る，あるいは，現場の声からより大きな社会を紡い

でいくためのことばとしての実践研究を議論する必

要がある。今後は，奥田氏が課題として提示したナ

ラティブ・モードの実践探究などを視野に実践研究

のあり方を検討したい。

なお，『手引き』の完成後，3年間日振協は，『手

引き』を用いた研修を行なっている（日振協，2003，

2004，2005）。今後，研修に参加した教師へ聞き取り

を行ない，『手引き』が提起した実践研究をどのよう

に受容したのか，またその後，実践研究が十分に普

及していない現状の原因などについて考察を加える

ことで，日本語教育における実践研究のあり方を検

討するための資料としたい。
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Abstract

This study re-evaluated the significance and challenges of an “Action Research Guide” 

(Action Research Project Team, 2001) published in 2001 by the Association for the Promo-
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