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１．はじめに 

2018 年 6 月末現在の在留外国人数は，263 万 7251 人で，前年末に比べ 7 万 5403 人

（2.9%）増加となり，過去最高を記録した（法務省 2018a）。また，政府は 2018 年 10

月に入管難民法改正案の骨子を明らかにした（法務省 2018b）。この骨子によると，政

府は就労目的の在留資格を高度人材に限定するこれまでの方針から，建設や農業など

の単純労働も対象とする在留資格を新たに設ける方針へと大きく舵を切り，今後在留

外国人数が急増していくことが予想される。  

在留外国人の増加に伴い，日本語学習者数と日本語教師数も増加している。 2017 年

11 月 1 日現在，日本国内の日本語教育実施機関・施設における日本語学習者数は，1990

年度の 4 倍に，日本語教師数は，4.8 倍に増加している（文化庁文化部国語課 2017）。

また，国外を見ると 2015 年度現在の国外の日本語教育機関における日本語学習者数は，

およそ 365 万人にも上る（国際交流基金 2017）。 

このような国内外における日本語学習者数の増加と多様化によって，日本語教育に

携わる者の育成がますます重要性を増している。文化庁文化審議会国語分科会は 2018

年 3 月に「日本語教育人材の養成・研修の在り方について（報告）」（以下，「新たな報

告書」）を発表した。これは，日本語教員の養成に関する調査研究協力者会議 (2000)に

おける「日本語教育のための教員養成について」（以下，「平成 12 年教育内容」）が文

化庁から発表された当初と比べ，さらに在留外国人が増加し，その在留目的が多様化

するなど，日本語教育を取り巻く環境が大きく変化したことによる。「新たな報告書」

では，日本語教育人材（１）を，活動分野，役割，段階別に整理した上で，それぞれの日

本語教育人材に求められる「資質・能力」が示されている。この資質・能力を，さらに

【知識】【技能】【態度】の 3 つの側面から提示した上で，具体的な教育内容やカリキ

ュラム案が提示されている。  

しかし，日本語教育人材に求められる資質・能力の１つとして示されている【態度】
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は知識とは異なり，一方的に与えられたり，独学で書籍から学んだりすることによっ

て，蓄積することができるものではない。このような態度は，どのように涵養すること

ができるのだろうか。態度の養成は，まずは気づきを促すこと，そして意識を持たせる

ことから始まると考えられる。  

そこで，本研究では，学部生・大学院生を対象に行った日本語教育人材育成のための

授業活動を報告する。筆者らは，国内外で活躍し，グローバルな視野を持つ日本語教育

者・研究者の語りを教材化した。そして，日本語学習者を広い視野から見渡せる，グロ

ーバルな視野と態度を身につけることを目的とした授業活動を行った。具体的には，

受講生が筆者らが開発した教材を読み，ディスカッションをし，自身の学びをレポー

トにまとめた。本研究では，12 名の熟練した日本語教育者・研究者の中から，オース

トラリアと日本を主な教育実践・研究の場とし，研究と発信を続ける C 氏の語りを読

み，受講生が何を学んだと記述しているのかを見ていく。この受講生の学びの記述は，

日本語教育を認識する新たな視点への気づき・意識化であり，このような意識を持つ

ことこそが，日本語教育人材に求められる【態度】を養成する第一歩となりうるのでは

ないかと考えた。そこで，本研究では，熟練した日本語教育者・研究者の語りを読む授

業活動において，受講生がどのようなことを学び，意識化したのかについて，日本語教

育人材に求められる【態度】の観点から分析を行う。以下，2 章では日本語教員養成の

流れを概観し，日本語教育人材に求められる【態度】，および，態度の変容に関する先

行研究を見ていく。そして，3 章では，本実践に使用した熟練した日本語教育者・研究

者 C 氏の語りの内容を紹介し，4 章では，学部生・大学院生を対象に行った授業活動の

概要を述べ，受講生がこの語りから何を学んだのか，「新たな報告書」で示されている

【態度】と照らし合わせながら，分析する。そして，5 章で考察を述べ，今後の日本語

教育人材に求められる【態度】の養成の展望について述べる。  

 

２．日本語教員養成に関する先行研究  

ここでは日本語教員養成のこれまでの流れ（ 2-1），文化庁文化審議会国語分科会

（2018）の「新たな報告書」で提示された「日本語教育人材に求められる資質・能力」

の記述（2-2），日本語教育人材に求められる態度（2-3），そして，態度とその変容に関

する先行研究（2-4）を見ていく。 

 

２．１ これまでの日本語教員養成の流れ  

まず，日本語教員養成の考え方が社会の変化に応じてどのように移り変わってきた

のかを見ていく。長野（2013）は，1976 年の『日本語教員に必要な資質・能力とその

向上策について』の内容について，文化庁文化部国語課（1983）をもとに概観し，その内

容には，日本語教師に必要な資質として，日本語に関する知識が重視され，教師の役割

は教師の持つ知識や情報を効率よく伝えることであるという当時の教育観が反映され

ているとしている。また，同報告書について川口・横溝(2005)も「専門性」のみで「人

間性」に関する記述がないと，同様の指摘をしている。 

佐々木（2010）は，国内における日本語教員養成には，2 回のパラダイムシフトがあ

ったとしている。第 1 のパラダイムシフトは，1985 年に始まった。この年，文部省に

よる「日本語教員養成について」が発表され，日本語教師の専門家に必要とされる知



大学日本語教員養成課程研究協議会論集 17:18-38 （2019）ISSN 2186−5825 
 
 

20 

識・能力と養成に必要な時間数や大学学部の専攻・副専攻に要する単位数が示された。

1987 年にはこれに基づき，日本語教育能力検定試験が開始された。佐々木（ 2010）は，

第１のパラダイムシフトの特徴は，言語構造に関する知識と教授知識・能力を有する

人材を専門家として確立することにあったとしている。長野（2013）も，1985 年の「日

本語教員養成について」では，国際的感覚と幅広い教養，豊かな人間性，日本語教育に

対する自覚と情熱といった，専門性以外の側面に関する記述があるものの，その内容

は 1976 年の報告書に準じたものであったとしている。  

佐々木（2010）によると，第 2 のパラダイムシフトは，2000 年に起きたという。こ

の年には，文化庁から「平成 12 年教育内容」が出され，教育内容として，「社会・文

化・地域に関わる領域」「教育に関わる領域」「言語に関わる領域」の 3 領域と「社会・

文化・地域」「言語と社会」「言語と心理」「言語と教育」「言語」の 5 区分が提示され

た。 

また，「平成 12 年教育内容」を見てみると，「日本語教師としての基本的な資質・能

力」として，「日本語を正確に理解し的確に運用できる能力を有すること」を基本とし，

「実践的なコミュニケーション能力を有すること」，「広く言語に対して深い関心と鋭

い言語感覚を有していること」「豊かな国際的な感覚と人間性を備えていること」，「自

らの職業の専門性とその意義についての自覚と情熱を有すること」の 4 つが挙げられ

ている。長野（2013）は，「平成 12 年教育内容」が 1985 年の報告書と異なる点として，

「コミュニケーション能力」や「深い関心と鋭い言語能力」といった知識以外のものに

触れられていることを挙げている。  

また，横溝（2002）は，教育学，英語教育学については，「専門性」「人間性」「自己

教育力」が教師に必要な資質として挙げられているのに対し，日本語教育学において

はその大半が「専門性」であり，「自己教育力」については，言及が見られなかったと

している。「平成 12 年教育内容」を見てみると，「教育内容」の一覧には「アクション

リサーチ」や「教師の自己研修」というキーワードが挙げられているものの，日本語教

師に必要な資質・能力として，「自己教育力」は明示的に示されていない。  

佐々木（2010）は，「平成 12 年教育内容」は，画一的で標準的な教育内容ではなく，

基礎から応用に至る選択可能な教育内容であるとしている点が画期的であったとして

いる。つまり，教育機関は受講生に合わせて独自のカリキュラムを組み立てていくこ

とが期待されていたのである。しかし，3 領域 5 区分の教育内容は浸透したものの，受

講生に対応して柔軟に教育内容を決めていくという理念は浸透せず，画一的な内容が

教授され，知識偏重になりがちであるのが現実であると問題を指摘している（佐々木  

2010）。そして，現在の教員養成には画一的なシラバスではなく，多様性に対応する柔

軟性や自己成長力が求められ，教員養成講座を編成する人々の意識改革が求められて

いるとしている。 

 

２．２ 文化庁『日本語教育人材の養成・研修の在り方について（報告）』について  

佐々木（2010）が，第 3 のパラダイムシフトは目前であると予告してから 8 年が経

過し，「新たな報告書」が出された。この「新たな報告書」では，生活者としての外国

人，留学生，児童生徒の活動分野別，日本語教師，日本語教育コーディネーター，日本

語支援者の役割別，養成，初任，中堅の段階別に，それぞれ日本語教育人材に求められ

る資質・能力が示されており，佐々木（2010）が画一的なシラバスとなってしまってい
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ると指摘した問題は，改善が図られている。  

また，「新たな報告」が「平成 12 年教育内容」と大きく異なる点は，「教育内容」の

みならず，日本語教育人材に求められる資質・能力として【知識】【技能】【態度】の 3

項目が提示されている点である。この点も，佐々木（2010）が述べている，専門的な知

識だけでなく，多様性に対応する柔軟性や自己成長力を備えた人材を養成すべく改善

された点であると考えられる。  

「平成 12 年教育内容」の「日本語教員に求められる資質・能力」と「新たな報告書」

で提出された「日本語教育人材に共通して求められる基本的な資質・能力」とを比べて

みると，「新たな報告書」では，新たな観点として文化的多様性の理解や尊重が示され

ていることがわかる。この点については，「新たな報告書」において，「平成 12 年教育

内容」の問題点として，「国内外で教育活動を行う日本語教師には，国際社会や学習者

の背景に対する理解や国際感覚（多様性に対する寛容さや，マイノリティーに対する

配慮など）が必要であるが，現在の養成研修の内容に十分に含まれているとは言いが

たい」(p.10)と明記されていることからもわかる。  

さらに，「新たな報告書」で示された「専門家としての日本語教師に求められる資質・

能力」には，「グローバルな視野」「日本語教育に関する専門性とその社会的意義につい

ての自覚と情熱」「常に学び続ける態度」といったものが新たなキーワードとして示さ

れている。横溝（2002）が不足していると指摘した「自己教育力」が，「常に学び続け

る態度」として明示されていることは特筆すべきだろう。  

 

２．３ 日本語教育人材に求められる態度  

以上，日本語教育人材，日本語教師に求められる素質・能力は，どのように捉えられ

てきたのかを見てきた。次に，「新たな報告書」で，活動分野，役割，段階別に示され

ている，日本語教育人材に求められる【態度】が，どのようなものであるかを見てい

く。 

【資料 1】は，「新たな報告書」で掲げられている，日本語教育人材に求められる資

質・能力として求められる【知識】【技能】【態度】の 3 項目のうち，【態度】の項目を

一覧表にまとめたものである。さらに，この【態度】の各項目の内容がどのようなもの

か整理するため，項目ごとに内容を端的に表すタイトルを一覧表の右側に「筆者ら分

類（タイトル）」の部分に付した。  

 次に，この【態度】のタイトルを内容が類似しているものごとに分類し，カテゴリー

名を付けたものが表 1 である。このカテゴリーは，社会的なレベルから個人的なレベ

ルの順に並べてある。カテゴリー①は社会的なレベル，カテゴリー②は機関を越えた

レベル，カテゴリー③は機関内のレベル，カテゴリー④～⑩は個人的なレベルである。

なお，カテゴリー⑤と⑥は個人的なレベルという点では同じであるが，⑤は教育を行

うに当たって必要となる学習者のニーズやレディネスといった背景のことであり，一

方，⑥は多様な文化や価値観の尊重・受容といった異文化対応力のことを指す。  
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表 1 日本語教育人材に求められる資質・能力【態度】の分類 

カテゴリー  タイトル  

①日本語教育と社会の関係を意識する  

1.日本語教育の専門性と社会的意義の自覚  

2.国内外の社会状況の変化への関心  

3.エンパワーメントとしての日本語教育の実践  

4.学習者のキャリア支援  

5.日本語教育の体制整備・地域社会の課題解決  

②他機関や他者との協力や知見の共有  
1.多様な関係者との連携・協力  

2.実践の共有  

③機関・プログラムの円滑な運営と質の保障  

1 他者との円滑な関係構築と協力的なプログラムの運営  

2.管理的立場の役割の認識  

3.後進の育成  

4.教師間の連携・協力  

④日本語・日本社会・文化の理解  
1.日本の言語・文化・社会の理解と実践への活用  

2.言語・文化への関心・言語感覚  

⑤学習者の背景・現状への理解  1.学習者の背景・現状への理解  

⑥多様な文化や価値観の尊重・受容  

1.異なる文化や価値観に対する関心・受容力・柔軟性  

2.学習者の言語・文化の多様性の尊重  

3.言語・文化の相互尊重  

⑦対等な関係  
1.教師や母語話者の権威性への自覚  

2.学習者との対等な関係の構築  

⑧学習支援の姿勢  
1.学習者のネットワーク構築の支援  

2.学習者の自律学習の支援  

⑨人間関係  1.良好な対人関係の構築  

⑩自己成長力  1.常に学び続ける姿勢  

 

この表には，活動分野，役割，段階に共通して，繰り返し提示されている【態度】も

あれば，特定の役割に求められる【態度】も含まれている。つまり，表１は，「新たな

報告」の日本語教育人材に求められる【態度】を網羅的に示していることになる。で

は，日本語教育人材に求められる【態度】はいかにして涵養できるのであろうか。以

下，詳しく見てみる。 

 

２．４ 態度とその変容 

 横溝（2002）は，日本語教育能力検定試験で測ることができるのは，主に「専門性」

で，「人間性」や「自己教育力」は，そもそもペーパーテストで測れるものではないと

し，これらの「人間性」や「自己教育力」については，教師自身が自己の人間性と自己

教育力を理解し，高めていこうとすることが肝要であるとしている。さらに，個人が持

っている資質は，変えることができるという立場を示している。横溝 (2002)でいう，

「専門性」は「新たな報告書」の「資質・能力」の構成要素として示された【知識】や

【技能】に，「人間性」と「自己教育力」は，【態度】に当たると考えられる。  

 では，態度とは何であろうか。『社会心理学事典』(2009, p.82)では，最も一般的な

定義として「経験を通じて体制化された心理的あるいは神経生理的な準備状態であっ

て，生活体が関わりをもつすべての対象や状況に対するその生活体自体の行動を方向

づけたり変化させたりするもの」という定義を示している。  

 池田（2016）は，態度変容の理論を日本語教員養成プログラム開発に応用し，態度変

容のためのコース設計の提案をしている。具体的には，学習障害を持つ日本語学習者

に対応可能な日本語教師を養成するためのコース設計である。池田(2016)は，態度変

容の理論やモデル，先行研究より，コース設計時に留意すべき以下のポイントを導き

出している。 
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 まず，必要な知識，認知面に働きかけるメッセージを与えることである。次に，メッ

セージが生き生きとして真に迫った例を含むものであることだ。さらに，類似するメ

ッセージを繰り返し提示すること，ディスカッションのような参加型活動を積極的に

取り入れることが効果的であるとしている。また，池田（2016）は，以下のように，態

度学習の行動面に焦点を当てた Smith & Ragan (1999) の 3 つの教授法を紹介してい

る。 

(1)尊敬できるロールモデルによって望ましい行動を示す  

(2)望ましい行動をロールプレイなどを通して実際に行う  

(3)望ましい行動をディスカッションなどを通して強化する  

（Smith & Ragan 1999，池田 2016，p.13） 

 

 以下，表 1 の【態度】の分類が C 氏の語り，および，C 氏の語りを読んだ受講生の学

びとどのような関係があるか，各分類を当てはめながら検討する。これにより，C 氏の

語りでは，どのような内容が語られ，また，それを読んだ受講生が日本語教育人材に求

められるどのような【態度】を意識化したのかを分析する。  

 

３．C 氏へのインタビュー調査と語りの概要  

  まず，熟練した日本語教育者・研究者に行ったインタビュー調査の方法を説明する

（3-1）。次に，日本語教育人材に求められる【態度】を当てはめながら，C 氏の語りの

概要について述べる（3-2）。 

 

３．１ インタビュー調査の方法 

学部生・大学院生の日本語教員養成，および現職の教育者・研究者の研修などで使用

する教材開発を目的に，これまで会話データ分析を長年行い，社会的貢献をしてきた

日本語教育者・研究者 12 名を対象に，インタビュー調査を行った。インタビュー調査

は，2012 年から 2015 年にかけて，協力者 1 名につき 1 時間～4 時間程度行い，語りを

全て録音した。インタビューでは，協力者の研究と実践の経緯，および，どのような研

究を行い，どのように実践に役立てつつ，社会貢献を行ってきたのかについて具体的

に語ってもらった。 

インタビュー調査で得られた語りは，全て文字起こしし，読みやすいように，語りの

流れや内容・表現などを再構成した。そして，専門用語には注を付けて説明し，インタ

ビュー協力者に校閲を依頼するなどして，インタビューでの対話の形式で教材として

整えていき，中井他（2017）として出版した。 

本研究では，この 12 名の日本語教育者・研究者の語りの中から，特に，オーストラ

リアと日本を中心に教育と研究を行う C 氏の語りをまとめた読み物に焦点を当て，そ

れを読んだ受講生の学びについて分析する。C 氏の語りには，海外から，あるいは政策

面から日本語教育を俯瞰的に見る【態度】の重要性が強く謳われている。そのため，今

後，「グローバルな視野」を持って多文化・多言語社会に柔軟に対応できる日本語教育

人材に求められる【態度】の育成と繋がる点が多いと考え，今回の分析対象とした。以

下，C 氏の語りの概要をまとめる。  
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３．２ C 氏の語りの概要 

C 氏は，大学卒業後，日本国内の日本語学校勤務を経て，渡豪し，モナッシュ大学で

日本語教育に携わりながら，接触場面で起こる意味交渉をテーマに博士論文を執筆す

る。帰国後は日本国内の大学にて日本語を教え，現在は大学院で主に日本語教員養成

を行っている。活動の場を日本に移してからは，教師の管理下におかれていない日本

語学習者の言語習得，さらに，多文化・多言語時代を迎えつつある日本社会の問題や政

策に関して強い関心を持ち，研究・発信を続けている。以下，C 氏の語りの内容をまと

め，その内容が，表１に示した，日本語教育人材に求められる【態度】（表１）と関連

がある部分については，カテゴリー番号とタイトル名を【 】内に示した。 

 研究成果の社会への還元について，C 氏は，接触場面における意味交渉の研究によっ

て，意味交渉能力育成の重要性や日本語の教材で意味交渉が十分に扱われていない点，

現行の会話試験では学習者の意味交渉能力がはかれないといった点について問題提起

が行えるとしている【④2.言語・文化への関心・言語感覚】。一方，教師の管理下にな

い日本語学習者の言語習得の研究から学習者の自律学習能力に着目し，「教師のおかげ

で学習者は日本語が話せるようになっている」という一部の日本語教師へのアンチテ

ーゼとなると述べている【⑧2.学習者の自律学習の支援】。  

さらに，C 氏が行っている外国人介護士や外国人受刑者を対象とする研究の例を挙

げ，日本語教師の役割を教室内の日本語の指導という範囲にとどめずに，日本語教育

の知見を必要とする現場に出向き【②1.多様な関係者との連携・協力】，貢献するべき

であると提言している【①1.日本語教育の専門性と社会的意義の自覚】。なぜなら，こ

れからは日本語教育に携わってこなかった人々が，様々な現場で日本語学習者とかか

わる時代になるからだ。つまり，一般の市民が日本語教師としての役割を果たす，「市

民日本語教師」となる。そのためには，日本人の「市民リテラシー（２）」が必要になる。

そして，日本語教師は，日本語を教えることができる人材「アクター」であるととも

に，必要とされる人を必要とされる場所へと繋いでいく人材「エージェント」となるこ

との必要性を説き【②1.多様な関係者との連携・協力】，日本語教育を俯瞰的に捉え，

政策面も意識していくことの必要性を主張している【① 1.日本語教育の専門性と社会

的意義の自覚】。 

また，定住外国人の 9 割を占める教師の管理下におかれていない学習者に，より関

心を向ける必要性があると指摘している【①2.国内外の社会状況の変化への関心】【⑤

1.学習者の背景・現状への理解】。さらに，学習者を理解し，ニーズに合った日本語教

育を行うことが，外国人の自信に繋がることや，日本語や日本文化がわからないため

に犯罪を犯してしまうといった負の連鎖を断ち切るという例を挙げ，日本語教育が社

会に必要なソフトインフラとして機能することを説明している【① 1.日本語教育の専

門性と社会的意義の自覚】。  

さらに，C 氏は海外の日本語教育においては，その国の社会や言語教育事情などをよ

く理解することの必要性を述べ【①2.国内外の社会状況の変化への関心】【⑤1.学習者

の背景・現状への理解】，日本が日本語教育の主導的な立場にあるという自国中心主義

的な考え方への疑問を投げかけ【⑦1.教師や母語話者の権威性への自覚】，海外から日

本語教育を見つづけたいと述べている。  
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４．C 氏の語りの教材を読んだ受講生の学び  

 C 氏の語りの教材を読んだ学部生・大学院生がどのような日本語教育人材に求めら

れる【態度】を意識化したのかについて分析する。まず，C 氏の語りを読む授業の概要

を説明する（4-1）。次に，分析方法について述べ（4-2），C 氏の語りを読んだ受講生の

学びの分析を行う（4-3）。さらに，受講生の学びと日本語教育人材に求められる【態

度】の関係について分析する（4-4）。 

 

４．１ 授業概要 

 分析対象とする授業は，日本の大学の学部 1 学期分（2017 年 10 月～2018 年 1 月，

全 13 回）と大学院の授業 2 学期分（2016 年 10 月～2017 年 1 月，全 13 回，および，

2017 年 10 月～2018 年 1 月，全 13 回）である。 

学部の授業は，会話データ分析の手法，および，会話データ分析の実践への活かし方

を学ぶことを目的として行った。受講生は，全 38 名（学部 3，4 年生 31 名，研究生 7

名），日本人学生 29 名と外国人留学生 9 名（中国 7 名，東南アジア 2 名）で，日本語

教育，日本語学のほか，その他の外国語を対象とした言語学や言語教育学などを専門

としていた。受講生の大半は，一般就職を希望しており，日本語教師希望者はわずかで

あった。 

大学院の授業は，会話教育を中心とした日本語教育学の基礎を学び，自身の教育者・

研究者としてのキャリアプランを考えることを目的に行った。 2016 年度の受講生は全

34 名（修士課程 29 名，研究生 5 名）で，日本人学生 14 名，外国人留学生 20 名（中

国・台湾 13 名，東南・中央アジア 6 名，米国 1 名）であった。2017 年度の受講生は全

18 名（修士課程 14 名，特別聴講生 1 名，研究生 3 名）で，日本人学生 9 名，外国人留

学生 9 名（中国 5 名，東南アジア，中央アジア，欧州各 1 名）であった。受講生の専

門は，日本語教育，日本語学のほか，国際社会学，外国語を対象とした言語学，言語教

育学などあった。そして，受講生の中には，現職の日本語教師もいれば，日本語教師経

験が全くない者もおり，そのうち，日本語教師希望者のほか，別の分野での研究や職業

を目指す者まで様々であった。  

上記の両授業において，会話データ分析の研究成果を実践に役立て社会貢献してき

た教育者・研究者の語りを教材化した読み物（中井他 2017）を読む活動を行った。こ

の活動のねらいは，日本語教育の分野で研究と実践を行ってきた教育者・研究者の語

りの読み物を読む授業活動を通して，受講生が今後，どのように自身の研究を行い，社

会的貢献をしつつ，キャリア形成を行っていくのかを考えるきっかけとすることであ

った。これによって，熟練した日本語教育者・研究者という「尊敬できるロールモデル

によって望ましい行動を示す」（Smith & Ragan 1999，池田 2016，p.13)ことができ，

日本語教師に求められる態度を学ぶことにも繋がると考えた。 

読み物は，7～9 本取り上げ，ワークシートの設問項目（概要，共感点，重要点，疑

問点，今後の自身のキャリア形成で参考にしたい点）を記述する事前課題を課した。こ

れをもとに，授業で受講生同士が 3～5 人程度のグループになってディスカッションを

行った後，各自，読み物を数本選び，ワークシートの設問項目に沿ってレポートを 2～

3 頁作成した。 

なお，授業の詳しい手順は，中井・高田（2017）を参照されたい。本活動は，2-4 で

述べた，池田（2016）の態度変容のための手法と類似する点がある。まず，実際の教育
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者・研究者の語りがまとめられた読み物を読むことで，生き生きとして真に迫った例

を含むメッセージに触れることが可能となる。また，各自読んだ内容について，授業で

ディスカッションする「参加型活動」を行うことで，より学びが深まるという点であ

る。さらに，そこから得た学びをレポートの形で整えて知識を整理することで，より深

く「認知面に働きかける」ことが可能になると考えられる。  

以下，オーストラリアと日本を中心に教育と研究を行う日本人 C 氏の語りの読み物

に焦点を当て，それを読んだ受講生のレポートをデータとし，受講生がどのようなこ

とを学び，どのような日本語教育人材に求められる【態度】を意識化したのかについて

分析する（３）。 

 

４．２ 分析方法 

C 氏の語りについて記述している受講生は，32 名（学部生 17 名，大学院生 15 名）

いた。これらの受講生によるレポートの記述から，C 氏の語りについて述べている箇所

を抽出し，内容のまとまりごとに分け，受講生の学びに繋がったと判断される記述を

特定した。そして，中井・高田（2017）を参考に，この学びの記述を分類してタイトル

を付けた。さらに，各タイトルの内容が近いものを 1 つのカテゴリーとしてまとめた。

この学びの分類の集計結果，および，学びの記述の抜粋から，受講生がどのようなこと

を学び，意識化したのかについて分析する（4-3）。 

なお，ここで言う「学び」とは，受講生が C 氏の語りから何か新しい視点や気づき

を得ていると記述から判断される部分である。つまり，そうした「学び」は，日本語教

育人材に求められる【態度】の意識化とも繋がると考えられる。そこで，この学びの各

タイトルが【態度】の分類（2-3 節の表 1 参照）のどれに当てはまるかについても分析

を行う（4-4）。 

 

４．３ 受講生の学びの分析 

 分析の結果，表 2 のように，C 氏の語りの読み物を読んだ受講生の学びの総数は 86

であり，A～C の 3 つのカテゴリー，15 のタイトルに分類された。  

 

表 2  学部生・大学院生の学び  

カテゴリー  タイトル  学部生  大学院生  総計  

A.社会との繋がりを意識

する必要性  
自分の仕事や研究と社会との繋がり  2 6 8 

専門性を社会に活かす  2 5 7 

B.日本における外国人の

問題解決の必要性  
広く俯瞰的な視野の必要性  4 4 8 

移民・労働者・定住者の受け入れと共存  3 3 6 

相互理解・相互尊重の姿勢の必要性  1 1  2 

様々な人の支援と日本語教育の必要性  9 5 14 

日本語教育の知識を発信する  0 4 4 

C.日本語教師の役割・姿

勢  
学習者の視点に立って考える視点の必要性  1 1 2 

実際の会話を見る必要性  3 1 4 

多様なニーズをもとに研究・教育を行う  4 2 6 

政策面も意識する必要性  1 5 6 

市民日本語教師の養成  6 2 8 

人と人を繋げる  2 2 4 

海外経験の必要性  1 3 4 

日本語教師のおごりへの警鐘  1 2 3 

  総計  40 46 86 
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以下，カテゴリーA～C においてタイトル数が多かったもの，および，C 氏の語りの

内容の特徴をよく反映していると思われる学びの記述を選び（表 2 網掛部），学部生・

大学院生の記述例をそれぞれ抜粋して原文通り示す。特に，受講生の学びが強く表れ

ていると考えられる部分に下線を付した。なお，大学院の授業では，日本語教育学の基

礎を学ぶ日本語教員養成，あるいは研究者養成を目的としているが，学部の授業では，

日本語教員養成ではなく，会話データ分析の手法とその研究成果の実践への活かし方

を学ぶことを目的としていた。そのため，本研究では，各学びのタイトルごとに，まず

日本語教員養成および研究者養成という観点から大学院生の学びを見て，それと対照

しながら，将来より広い分野で活躍するであろう学部生の学びについて見る。  

 

A.社会との繋がりを意識する必要性   

まず，大学院生の学びとしては，【自分の仕事や研究と社会との繋がり】という点に

ついて，言語政策なども含めたより広い視野で見ていく必要性を挙げている者がいた。

大学院生 A と B は，現職の日本語教師であるため，日本語教師という職業と社会との

繋がりを考える重要性を指摘している（例(1)(2)）。一方，学部生の学びとしては，日

本語教師を目指す者は，日本語教育と社会状況の変化に意識的になる必要性を指摘し

ている者がいた（例(3)）。また，一市民として外国人にとって生きていきやすい日本社

会に変えていくことの大切さ，および，社会と自身の分野を関連づけることの重要性

を指摘している者がいた（例(4)）。 

 

【自分の仕事や研究と社会との繋がり】  

例(1)日本語教育が「ソフトインフラ」という発想がなかったため，目から鱗であった。Ｃ先生が

おっしゃるとおり，普段は日本語の言語的な側面や「留学生」に対してどのような教授法や

指導法で教えるかということばかりに注意していたが，言語政策という自分とは一見無関係

なものにもっと意識を持ち，自分自身が日本語教師としてどのように社会と繋がり，そこに

寄与していくかを常に考える必要性があると感じた。（大学院生 A 日本人男性）  

例(2)「日本語は最も代表的なソフトインフラ」という言葉に新たな視点を得た。日本にいて日

本語教師が関わる学習者というのは留学生という全外国人の約１割であって，実際にはもっ

と日本語の支援が必要なフィールドは存在する。もっと広い視野を持って，残り９割のフィ

ールドに出て行き，日本語に関する支援を必要としている外国人や彼らと接する日本人を支

援し，インフラを整備することが必要である。そのためには，もちろん日本語そのものに対

する関心や知識も必要であるが，もっと広い視野を持って，言語政策の領域や，日本社会に

関する事象についても関わりを見出すことが大切であると思う。自分の仕事や研究を，常に

社会との繋がりの中で見ていかなければならないと感じた。（大学院生 B 日本人男性） 

例(3)「日本語教師は残念ながら，あまりにも世の中の動きと自分の専門領域がどのような関連

があるかを考えなさすぎだ」という言葉も印象的だった。日本語教師を目指している一人と

しては，日本語は自分の研究対象だけでなく，日本社会における一つのソフトインフラであ

って，人と人のコミュニケーション手段であること，日本語教育を通して社会状況の変化に

対応していかなければならないということを意識し続けていたいと思った。（学部生 A 日本

人女性） 

例(4)キャリア形成に関しては，日本社会を外国人がうまく参加して生きていけるような社会に

変えていくことに対し，一市民として関わることの大切さ，世の中の動きと自分の分野を関

連付けるようにすることなどを参考にしたいと思う。（学部生 B 日本人女性） 

 

さらに，【専門性を社会に活かす】という点について，現職の日本語教師である大学

院生 C は，日本語教師として，自身の学習者と社会の関わりを意識していきたいと述

べていた（例(5)）。また，大学院生 D は，自身の研究を実社会に活かすことで専門性
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を活かすべきだと指摘していた（例(6)）。 

 

【専門性を社会に活かす】   

例(5)日本語教師は世の中の動きと自分の専門領域がどのような関連の中で存在しているかをあ

まりにも考えなさすぎると彼は述べている。私もそれには共感する。もちろん，きちんと効

果的に文法を教えることも大切である。しかし，なぜ彼らが日本語を学ぶ必要があるのかを

意識しながら，また，日本語を話せるようになることで，学習者と社会との関わりがどう変

わっていくかを常に意識し，日本語で主張できる学習者を育てていきたいと思っている。（大

学院生 C 日本人女性） 

例(6)社会と自分の専門領域を結びつけることの重要性という点に最も共感しました。専門家に

よる専門家のための研究になってしまうといった状態は，どの学問分野においても見られる

のではないかと考えます。何のために研究をしているのか，机上の空論になっていないか，

実社会はどうなっているのか，ということを常に念頭にいれて研究を行う姿勢は重要です。

さらに，自分のした研究がどのように実社会に活かしていけるのかを常に考える必要がある

と，読みながら改めて考えることができました。（大学院生 D 日本人女性） 

 

B.日本における外国人の問題解決の必要性   

 まず，大学院生の学びとしては，【広く俯瞰的な視野の必要性】という点について，

広く俯瞰的な視野で日本語教育を考え，外国人も日本人も住みやすい社会を作ってい

く必要性を挙げている者がいた（例(7)(8)）。また，日本語教育以外の研究分野におい

ても常に広い視野を持つことの重要性を指摘する者もいた（例(9)）。一方，学部生の学

びとしては，日本語教育に限らず，今後の自身の職業においても広い視野を持って臨

んでいく姿勢が重要である点を指摘している者がいた（例(10)(11)）。 

 

【広く俯瞰的な視野の必要性】  

例(7)「日本語教育を俯瞰的に見る人間がもっと増えなければならない」というコメントについ

て，専門知識，技術があるスペシャリストであるだけでなく，さらに広い視点で日本語教育

を考える人材が求められるのであろうと感じた。（大学院生 E 日本人女性） 

例(8)インタビュー後半で出てくる広い視野，俯瞰的というキーワードは，Ｃ先生の原点を象徴

していると思う。それまで日本語教育で主流でなかった学習者（日本語教室へ通わない者，

介護士や看護師）への教育を，日本語教育専門家ではない市井の人がどう担うべきかという

問題を提起し，その解決のために上のキーワードの重要性を説いている。つまり，広く俯瞰

的な視野を持って，これまで社会から手厚い保護が受けられていたとは言い難い人々のこと

を考えることを重視しているからである。外国人が暮らしやすい社会は日本人にとっても住

みよい社会であるという考え方は，移民の増えるであろう今後の日本でなくてはならない意

見だと思う。（大学院生 F 日本人男性） 

例(9)研究や教育に携わる人は，常に広い視野を持つことが大切であると実感した。これは日本

語教育の分野だけでなく他の分野を研究する上でも重要なことであると考える。（大学院生

G 日本人女性） 

例(10)Ｃ先生は，これからの時代は日本語教師を職業としていない人でも，日本語を教えなくて

はいけない場面に遭遇することを指摘している。特に顕著なのは介護の場面などで，東南ア

ジアからの実習生に指導をする上司などがその例だ。そのため，そういった人たちをけん引

する存在として，日本語教師は単に目の前の学生に文法事項を覚えさせるだけにとどまら

ず，日本語教育を取り巻く様々な社会状況に関心を持ち，視野を広く持つ必要があると指摘

している。（中略）そういう視点から見ると，今後どういった職業についたとしても，この

授業をはじめ大学で学んだ，母語や言語全般に関する感覚は必ず生かせるのだと勇気づけら

れた。（学部生 C 日本人女性） 

例(11)Ｃ先生の日本語教育を日本語教師が教えるものだけでなく，他の職種にいる人々も日本語

を教える可能性があるという広い視野を持ち，自らアクションを起こしていく姿勢はこれか

ら仕事をしていくうえで固執した考えにとらわれず，視野を広く持ち，新しいことにも挑戦

していくべきという意識にも繋がっていくと感じた。（学部生 D 日本人女性） 
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次に，【移民・労働者・定住者の受け入れと共存】という点について，外国人を受け

入れるに当たって，互いに理解し合い，共存を目指していくべきだと述べている者も

いた（例(12)）。これを述べた大学院生 H もかつて両親とともに海外に住んだ経験があ

り，その自身の外国人としての経験からこうした点を指摘していると考えられる。一

方，学部生の学びとしては，外国人住民と接触してきた自身の日常を振り返り，日本語

教師だけでなく，各々の市民が日本語教育に関わる必要がある点を指摘している者も

いた（例(13)）。また，日本在住外国人のための日本語教育の施設について意識するこ

との必要性を指摘する者もいた（例(14)）。 

 

【移民・労働者・定住者の受け入れと共存】  

例(12)日本人は外国人を受け入れるホストとして，外国人をただ，外国人として見るのではなく，

彼らの多くもホスト国の文化や言葉を理解し，無用の問題を避けたいと思っているというこ

とを理解することが重要であると考える。そして，一人一人が，共存を目指し，言葉の面も

含めて，どう向き合うことができるかを考えることで，それらの問題の数を減らし，状況を

少しでも改善していけるのだということである。（大学院生 H 日本人男性） 

例(13)各々の市民が外国人と日本語教育に関わる必要があるという指摘は，自身のキャリア形成

で大いに参考にしたいと思う。現在，語学教育に関する分野を学んでいるが，定住外国人が

日本で暮らしていく為に必要なサポートを考えることも十分関係があるのだ。私自身，米軍

基地の付近に住んでいる事もあり，幼少期からクラスに数人は外国人生徒がおり，また街を

歩いても外国人を多く見かける機会があった。また，自身が留学中に交流のあった学生が，

今度は留学で来日するなど，定住外国人を身近に感じることは多い。それだけに，日本語教

育は決して日本語教師を志す者だけでなく，日本社会に生きる人々全てが関わるものであ

る，と改めて思った。（学部生 E 日本人女性）  

例(14)教科書に日本在住外国人のうち留学生は１割未満であるという衝撃を受けた。残りの 9 割

の外国人のためにも，地域単位で日本語を学べる場が設けられていること，個人がそういっ

た施設の存在を知り，意識することで，少しずつ国際社会の流れに応じた環境が出来てくる

と思う。（学部生 F 日本人女性） 

 

また，【様々な人の支援と日本語教育の必要性】という点について，現職の日本語教

師である大学院生 C は，自身も日本語が不自由な人々の支援を行いたいと述べ，様々

な現場での日本語教育の必要性を指摘している（例(15)）。また，大学院特別聴講生 I

は，一般市民として市民リテラシーを意識しつつ，日本語で苦労している人々の支援

がしたいという思いを強くしていた（例 (16)）。 

 

【様々な人の支援と日本語教育の必要性】  

例(15)日本にいる留学生の数は，日本にいる外国人の約１割に過ぎないと書かれていたが，その

数字は，非常なる驚きであるとともに，日本語教育の必要性がどこにあるのかを私たち教師

が意識する必要があると強く感じた。「市民リテラシー」というコンセプトの重要性である。

私は，機会があれば，Ｃと同じように，日本語が不自由なために，社会の底辺にいる人たち

に日本語を教えたいと思っている。それは，例えば，日本語の読み書きができない日本人で

あったり，教育を受ける機会を持たなかったりする人たちであったりもするであろう。（大

学院生 C 日本人女性） 

例(16)私自身，市井の人として，市民リテラシーを意識し，日本に住みながら日本語教育を十分

受けられずに苦労している 9 割の外国人のために，何らかの力になれたら，という思いを強

くした。やはり，その国で生きていくためには，言語の問題は何より重要で，手助けが必要

なことだと思うから。（大学院特別聴講生 I 日本人女性） 

 

C.日本語教師の役割・姿勢   

 まず，大学院生の学びとしては，【多様なニーズをもとに研究・教育を行う】という
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点について，多様な学習者のいる現場に市民日本語教師が入り込み，ニーズに合った

日本語教育を提供していく必要性を指摘する者もいた（例(17)）。一方，学部生の学び

としては，外国人労働者や外国人受刑者の話から言語と生活の質の関係を見出し，教

室外のニーズを知る必要性に気づく者もいた（例(18)）。また，日本語教師が学習者の

文化や言語を知っておくべきだという点について指摘する者もいた（例 (19)）。 

 

【多様なニーズをもとに研究・教育を行う】  

例(17)教室で留学生や駐在員などに日本語を教えるといったイメージしか持っていなかった日

本語教育だが，実際には様々なニーズがあることを知り，社会の要請ということへも目を向

けなければならないと感じた。市民教師が現場に入り込む形で，ニーズに直結した日本語を

提供できないだろうか。（大学院生 J 日本人女性）  

例(18)日本語の注意書きをうまく理解できずケガをしてしまう労働者や，また日本語がうまく使

えない外国人受刑者の再犯率の高さについてのエピソードは，言語をうまく使えるかどうか

がその人の人生の質に大きな影響を及ぼすということを示していると思う。日本語教育は教

室内だけでは完結せず，教室外のニーズにあうような教育もとても必要とされていることを

学んだ。（学部生 G 日本人女性） 

例(19)Ｃ先生は“日本語教育”を語る際，学習者の国の文化言語を知らなければいけないとおっ

しゃっていた。自国のことを知ってもらって学習するのとそうでないのとでは，学習効果に

も雲泥の差があると感じた。（学部生 H 日本人男性）  

 

また，【市民日本語教師の養成】という点について，日本人も日本語を教えるとい

う点で学ぶべきであると述べる学部生もいた（例(20)）。 

 

【市民日本語教師の養成】  

例(20)ここで重要な点は「日本人のための日本語教育」という点で，日本語教育を学んでいない

人も外国人とともに生きていかなければならないという今日の状況を考えることである。そ

のため外国人だけでなく，日本人も同時に日本語を教えるという点で学ばなければならない

のである。（学部生 I 日本人男性）  

 

さらに，【人と人を繋げる】という点について，大学院生の学びとしては，日本語教

師が教師以外の人と学習者を繋いでいくことの重要性に気づいた者もいた（例 (21)）。

一方，学部生の学びとしては，就職を控えた学部生が物事を主観的，客観的に見る両方

の視点が社会人に必要であることを述べている（例(22)）。 

 

【人と人を繋げる】  

例(21)自分が「アクター」として指導に携わるだけでなく，「教師以外の人」と「学習者」，「学習

者」と「日本社会」をつなぐ「エージェント」としての役割も教師が担っていることに初め

て気付かされた。常に自分も学習者も日本語教師でない日本人も社会を通して繋がっている

ことを意識し，繋げることやその結びつきを強くすることに貢献できる教師になりたい。（大

学院生 A 日本人男性） 

例(22)「アクター（行動主体）として日本語を教えられる人材であるだけでなく，エージェント

（代理人）として必要とされる人を必要とされる場所につないでいける人材にならなくては

ならない」とある。常に物事を主観的だけでなく客観的に見ることで，その分野のより広い

発展，認識へと繋げることができるのは確かである。社会で働くうちに無意識にできるよう

になるかもしれないが，意識的に行えることは後々自分の中での大きな成長に繋がると思

う。再来年社会に出る時には，両方の視点を持てる人材になれるよう，今のうちから意識し

ていきたい。（学部生 F 日本人女性） 

 

最後に，【日本語教師のおごりへの警鐘】という点について，教師のおかげで学習者
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の日本語が上達しているという教師の傲慢さへの気づきについて述べる大学院生もい

た（例(23)）。 

 

【日本語教師のおごりへの警鐘】  

例(23)私が特に心に残ったのが「自分のおかげで学習者は日本語を話せるようになったと思って

いる」日本語教師は多いという指摘である。一種の教師の傲慢さを戒める強い言葉であり，

教訓にすべき点であるように感じた。（大学院生 K 日本人男性） 

 

４．４ 受講生の学びと【態度】の関係の分析 

 表 3 は，C 氏の語りを読んだ受講生の学び（表 2），および，日本語教育人材に求め

られる【態度】の分類（表 1）の関係を示したものである。ここから分かるように，C

氏の語りからの学びは，様々な【態度】を意識化する機会となっていたと考えられる。  

その中でも，特に，受講生の学びの数が最も多かった【態度】のカテゴリーは，「①

日本語教育と社会の関係を意識する」であり，全学びのタイトル 86 件中 49 件（56.97%）

と，半数を超えている。このカテゴリーのタイトル別に見ると，「 1.日本語教育の専門

性と社会的意義の自覚」（15 件），「2.国内外の社会状況の変化への関心（8 件）」，

「3.エンパワーメントとしての日本語教育の実践（14 件）」，「4.学習者のキャリア

支援（6 件）」，「5.日本語教育の体制整備・地域社会の課題解決（6 件）」と，それ

ぞれの学びの件数が見られた。ここから，C 氏の語りの中でも特に，日本語教育と社会

の関係性を意識する態度を持つことについて学んだ受講生が多かったことがうかがえ

る。 

その他に，「③機関・プログラムの円滑な運営と質の保障」の「3.後進の育成（8 件）」

も学びの件数が多く見られた。これは，C 氏が「市民日本語教師の養成」の必要性を訴

える語りの部分から，より広い多様な現場に日本語教育の知見を広め，外国人と接す

る一般市民が対応できるようになる必要があるということが意識化されたためだと思

われる。 

さらに，「⑥多様な文化や価値観の尊重・受容」の「1.異なる文化や価値観に対する

関心・受容力・柔軟性（6 件）」の学びも見られた。これは，C 氏が「移民・労働者・

定住者の受け入れと共存」の必要性を唱える語りの部分から，異なる文化や価値観を

受け入れつつ，外国人の問題を解決していく方法を検討していく必要性が意識化され

たためであると考えられる。  
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表 3 受講生の学びと【態度】の関係  

受講生の学び  【態度】の分類  
受講生

の学び  

カテゴリー  タイトル  カテゴリー  タイトル  総計  

A.社会との

繋がりを意

識する必要

性  

自分の仕事や研究と社

会との繋がり  ①日本語教育と社会

の関係を意識する  

1.日本語教育の専門性と社会的

意義の自覚  

8 

15 

専門性を社会に活かす  7 

B.日本にお

ける外国人

の問題解決

の必要性  

広く俯瞰的な視野の必

要性  

①日本語教育と社会

の関係を意識する  

2.国内外の社会状況の変化への  

関心  
8 

移民・労働者・定住者

の受け入れと共存  
⑥多様な文化や価

値観の尊重・受容  

1.異なる文化や価値観に対する  

関心・受容力・柔軟性  
6 

相互理解・相互尊重の

姿勢の必要性  

2.学習者の言語・文化の多様性

の尊重  
2 

3.言語・文化の相互尊重  

⑦対等な関係  2.学習者との対等な関係の構築  

様々な人の支援と日本

語教育の必要性  

①日本語教育と社会

の関係を意識する  

3.エンパワーメントとしての日

本語教育の実践  
14 

日本語教育の知識を発

信する  

②他機関や他者との

協力や知見の共有  
2.実践の共有  4 

C.日本語教

師の役割・

姿勢  

学習者の視点に立って

考える視点の必要性  

⑤学習者の背景・

現状への理解  
1.学習者の背景・現状への理解  2 

実際の会話を見る必要性 

④日本語・日本社会・

文化の理解  
2.言語・文化への関心・言語感覚 

4 ⑤学習者の背景・

現状への理解  
1.学習者の背景・現状への理解  

多様なニーズをもとに

研究・教育を行う  

①日本語教育と社会

の関係を意識する  
4.学習者のキャリア支援  

6 
④日本語・日本社会・

文化の理解  
2.言語・文化への関心・言語感覚 

⑤学習者の背景・

現状への理解  
1.学習者の背景・現状への理解  

政策面も意識する必要性 
①日本語教育と社会

の関係を意識する  

5.日本語教育の体制整備・地域

社会の課題解決  
6 

市民日本語教師の養成  

③機関・プログラム

の円滑な運営と質の

保障  

3.後進の育成  8 

人と人を繋げる  

②他機関や他者との

協力や知見の共有  
1.多様な関係者との連携・協力  

4 

③機関・プログラム

の円滑な運営と質の

保障  

1.他者との円滑な関係構築と協

力的なプログラムの運営  

2.管理的立場の役割の認識  

4.教師間の連携・協力  

⑧学習支援の姿勢  
1.学習者のネットワーク構築の  

支援  

⑨人間関係  1.良好な対人関係の構築  

海外経験の必要性  ⑩自己成長力  1.常に学び続ける姿勢  4 

日本語教師のおごりへ

の警鐘  

⑦対等な関係  
1.教師や母語話者の権威性への  

自覚  

3 

⑧学習支援の姿勢  

1.学習者のネットワーク構築の  

支援  

2.学習者の自律学習の支援  

合計  86 
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５．考察  

以上，C 氏の語りから受講生がどのようなことを学び，それがどのような日本語教育

人材に求められる【態度】の意識化，および，変容に繋がる可能性があるのかについて

述べ，受講生のレポートの記述から分析した。以下，受講生の全体と背景別の学び，お

よび，日本語教育人材に求められる【態度】の分類との関係について考察する。  

まず，日本語教育者・研究者である C 氏の語りを読むことで，受講生は，「A.社会と

の繋がりを意識する必要性」として，【自分の仕事や研究と社会との繋がり】を考え，

【専門性を社会に活かす】といった点を学ぼうとしていた。また，「 B.日本における外

国人の問題解決の必要性」として，【広く俯瞰的な視野の必要性】を意識し，【移民・労

働者・定住者の受け入れと共存】について考え，【様々な人の支援と日本語教育の必要

性】を意識化したと言える。さらに，「C.日本語教師の役割・姿勢」として，【多様なニ

ーズをもとに研究・教育を行う】といった姿勢を学び，学習者が参加する様々な場面で

の日本語教育が実施できるように【市民日本語教師の養成】や【人と人を繋げる】こと

の重要性を学び取っていた。それと同時に，教師だけの努力で学習者の日本語習得が

進むのだという【日本語教師のおごりへの警鐘】を心に留め，学習者による自律的な学

習の可能性を意識する点を学んでいたと言える。  

特に，日本語教師を目指す学部生・大学院生，または，現職日本語教師の大学院生

は，日本語教師としての立場からの記述が見られた。そして，日本語教育と社会との繋

がりを考え，多様な学習者の支援に目を向けるべきだという点を意識化していた。こ

うした点からも，日本語教師としてのキャリア形成を自覚していく機会となっていた

と言える。 

さらに，日本語教師を目指さない大学院生は，自身の研究分野，研究者としての立場

から，常に広い視野を持ち，自身の専門分野の研究を社会に活かすといった点を意識

化していた。また，日本語教師を目指さない学部生は，一般市民としての立場から，外

国人の受け入れのあり方を考え，市民日本語教師や日本語教育の施設の整備の必要性

を意識化していた。また，就職を控えている学部生は，広い視野を持って，自身の職業

と社会の関係を捉え，仕事に臨んでいくべきだという点を学び取っていた。この他に，

外国人住民との接触経験が日々ある者や，海外経験がある者は，自身の経験から外国

人の問題を考えようとする姿勢も見られた。  
 さらに，受講生の学び，および，日本語教育人材に求められる【態度】の分類の関係

を見てみると，特に，C 氏の語りから「①日本語教育と社会の関係を意識する」といっ

た態度を意識化をしている様子が見られた。これは，C 氏自身の教育や研究に対する態

度を受講生がその語りから読み取り，共感したためであろうと考えられる。つまり，C

氏が日本語教育を教育現場の世界だけに閉じて考えるのではなく，常に教育現場を取

り囲む社会状況や政策の面からも俯瞰的に捉え，自身の専門性をいかに様々な学習者

とその周りの関係者に還元できるかを考えて行動するという態度を語りの中で伝えて

いたと言える。このように，熟練した日本語教育者・研究者の教育理念・研究理念とい

った態度がその語りを通して，受講生に伝わったものと言えよう。  

ここから，C 氏の語りを教材として読む活動は，日本語教師だけでなく，一般市民，

および，他分野の研究者の態度養成に役に立つと言える。そして，外国人と共存してい



大学日本語教員養成課程研究協議会論集 17:18-38 （2019）ISSN 2186−5825 
 
 

34 

く日本社会を俯瞰的な視野から見つめ，変革を行っていく態度を養成することの一助

となっているとも考えられる。つまり，C 氏の語りを読む活動は，多言語化する社会に

貢献できる人材としてキャリアを形成していく上で必要な【態度】を養成していくの

に有効であったと言える。このように，熟練した日本語教育者・研究者の語りを読む活

動は，日本語教育養成課程の学生に，尊敬できるロールモデルを提示し，生き生きとし

た例を含むメッセージを与えることができる。これらは，学生の感情に訴えかけ，そし

て，態度を変容させる第一歩へ繋がる可能性をもたらすだろう。これは，「常に学び続

ける態度」としての「自己教育力」（横溝 2002）とも繋がると言えよう。 

また，佐々木(2010)が指摘するように，これからの日本語教育に求められるのは，多

様性に対応できる柔軟性と自己成長力を有する人材である。このような人材の育成を

目指し，これまでの知識偏重の日本語教員養成からいかに転換し，これからの日本語

教育人材に求められる態度を養成していくかが重要である。現実には，態度変容はそ

れほど簡単なことではなく，池田（2016）が述べるように，経験や繰り返しメッセージ

を受け取ることが必要だろう。だが，本活動で扱った語りは，生き生きとして真に迫っ

た例を含み，受講生に直接的に訴えかけてくるようなメッセージ(池田 2016)があった

と言える。そして，その語りをもとに授業でディスカッションし，レポート執筆を行う

ことを通し，受講生により深い学びが起きていたのではないかと考えられる。本授業

活動によって，受講生の態度が完全に変容したとは言えないだろうが，変容への第１

のステップとなるきっかけを与えることはできたと考える。そして，態度変容を行動

面に反映させるためには，2-4 で述べた，Smith & Ragan (1999) の態度学習の行動面

に焦点を当てた 3 つの教授法が参考になると言える。まず，(1)「尊敬できるロールモ

デルによって望ましい行動を示す」という点は，本活動の中で，C 氏の語りから日本語

教育者・研究者の望ましい行動をロールモデルとして示せたのではないかと考えられ

る。だが，(2)「望ましい行動をロールプレイなどを通して実際に行う」については，

ロールプレイなどによって実際に行動してみるという活動までは行えなかった。また，

(3)「望ましい行動をディスカッションなどを通して強化する」については， C 氏の語

りを読んで学んだことをグループでディスカッションするという活動を行ったが，さ

らに「望ましい行動」とは何かについて深く議論し，より明確に意識化していく活動が

必要なのではないかと考えられる。  

 

６．おわりに 

以上，熟練した日本語教育者・研究者 C 氏の語りを読む授業活動において，学部生・

大学院生がどのようなことを学び，どのような日本語教育人材に必要な態度を意識化

したかを分析した。その結果，C 氏の語りから，特に，日本語教育と社会の関係を意識

するという【態度】の学びに繋がっていたことが分かった。  

上記の分析から，熟練した日本語教育者・研究者の語りを読む授業活動が日本語教育人

材に必要な態度の養成に有効であるということが言えよう。本研究で取り上げた学部生・大学

院生対象の各授業には，現職日本語教師，日本語教師を目指す者，他分野の研究者を目

指す者，一般就職を希望する者など，様々な受講生が参加していた。だが，それぞれの
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受講生がそれぞれの立場から，C 氏の語りに触れ，そこから日本語教育人材に必要な態

度を意識化していた。受講生が意識化していたのは，まさに C 氏が語る，様々な日本

語教育現場で必要とされる「市民リテラシー」であると言えるだろう。  

今後もこうした熟練した日本語教育者・研究者の語りを読む授業活動をできるだけ多

くの受講生を対象に行いたい。これにより，自身の専門性を社会に還元していける日

本語教師，および，市民リテラシーを身に付けた市民日本語教師それぞれに求められ

る【態度】を持つ人材の育成に努めていきたいと考える。さらに，C 氏の語りだけでな

く，その他の熟練した日本語教育者・研究者の語りからも，また異なった学びが得られると考

えられるため，より多くの語りに触れられるような授業を行っていければと思う。今後も，より多くの

日本語教員養成の現場で，熟練者の語りなどを扱った日本語教師，市民日本語教師の態度

養成が行われていき，多様化する日本語学習者，外国人住民の問題，および，多文化化する

日本社会の問題に対処できる人材が育っていくことを願う。 

 

注 

(1)「新たな報告書」では，「日本語教育に携わる人材の活躍する場はますます多様化しており，

日本語教師のみならず，日本語教育コーディネーターなど様々な役割で関わっている人た

ちも増えてきている」(p.1)とし，「日本語教師」「日本語教育コーディネーター」「日本語

支援者」(p.15)の日本語教育人材の三つの役割を提示している。  

(2)「市民リテラシー」という概念は，宮崎（2009:27）で提案されている。これは，「自己や社

会を成長させる公共的または共通教養として，接触場面の参加者全員が学ぶべき」もので

あり，共生しあう社会の中で母語話者も非母語話者も互いに許容性をもち，寛容に調整す

る能力であるとしている（宮崎 2009:27）。 

(3)その他の日本語教育者・研究者の語りを読んだ受講生の学びについては，中井・高田（2017），

中井（2019）を参照のこと。  
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【資料 1】日本語教育人材に求められる資質・能力【態度】：  

文化庁『日本語教育人材の養成・研修の在り方について（報告）』  

 

  

役割・段階・
活動分野

筆者ら分類（タイトル）

1
日本語だけでなく多様な言語や文化に対して深い関心と
鋭い言語感覚を持ち続けようとする

言語・文化への関心・言語感覚

2
日本語そのものの知識だけでなく、歴史、文化、社会事象
等、言語と切り離せない要素を合わせて理解し、教授活動
に活かそうとする。

日本の言語・文化・社会の理解と実践への活用

日本語教育の専門性と社会的意義の自覚

常に学び続ける姿勢

言語・文化の相互尊重

学習者の背景・現状への理解

5
指導する立場であることや、多数派であることは、学習者
にとっての権威性を感じさせることを、常に自覚し、自身の
ものの見方を問い直そうとする。

教師や母語話者の権威性への自覚

異なる文化や価値観に対する関心・受容力・柔軟性

多様な関係者との連携・協力

日本社会・文化の伝統の保持

学習者の言語・文化の多様性の尊重

言語教育者としての態度 1
学習者の多様な背景、ニーズ、学習環境を的確に捉え、
その個別性と学びに向き合おうとする。

学習者の背景・現状への理解

2
学習者の背景・文化・日本における生活状況を理解しよう
とする。

学習者の背景・現状への理解

3
学習者の自律学習を支援し、主体的に学ぶ力を育てようと
する。

学習者の自律学習の支援

4
学習者が人とつながり、ネットワークを構築する力を育てよ
うとする。

学習者のネットワーク構築の支援

多様な関係者との連携・協力

エンパワーメントとしての日本語教育の実践

1
複数の教員でクラスを担当するチームティーチングについ
て理解し、講師間で連携・協力を図ろうとする。

教師間の連携・協力

2
日本語学習だけでなく、進路選択に関しても担当者と連携
し、多様な関係者と共に関わり、指導を実践しようとする。

学習者のキャリア支援

学習者に対する態度 3
学習者の自律学習を促進し、主体的に学ぶ力を育てようと
する。

学習者の自律学習の支援

4
留学生を取り巻く国内外の社会状況の変化に関心を持と
うとする。

国内外の社会状況の変化への関心

5
学校外の地域社会や他者とのつながりを持つことの意味
を理解し、社会とつながる機会提供に努めようとする。

学習者のネットワーク構築の支援

1
キャリア支援の視点から、児童生徒等の日本語学習支援
の在り方を考え、実践しようとする。

学習者のキャリア支援

2
日本語指導の現場だけでなく、学校や地域、家庭など多
様な角度から児童生徒等の日本語の使用や習得状況を
捉えようとする。

学習者の背景・現状への理解

3
担当教員、学校関係者や保護者、地域関係者と円滑に協
働し、効果的に日本語学習支援を行おうとする。

多様な関係者との連携・協力

学習者に対する態度 4
複雑な事情を抱える多文化家族の背景を理解し、児童生
徒等に寄り添おうとする。

学習者の背景・現状への理解

文化的多様性・社会性に
対する態度

5
指導する立場であることや多数派であることは、児童生徒
等やその保護者にとって権威性を感じさせることを常に自
覚し、自身のものの見方を問い直そうとする。

教師や母語話者の権威性への自覚

日本語教育人材に求められる資質・能力【態度】

日本語教師【養成】

学習者に対する態度

文化的多様性・社会性に
対する態度

日本語教師【初任】
（生活者としての
　外国人）

学習者に対する態度

文化的多様性・社会性に
対する態度

6
異なる文化や価値観に対する興味関心と広い受容力・柔
軟性を持ち、多様な関係者と連携・協力しようとする。

日本社会・文化の伝統を大切にしつつ、学習者の言語・文
化の多様性を尊重しようとする。

7

地域社会や多様な機関と連携・協力し、「生活者としての
外国人」が自立的に生活するための、エンパワーメントとし
ての日本語教育を実践しようとする。

5

日本語教育に関する専門性とその社会的意義についての
自覚と情熱を有し、自身の実践を客観的に振り返り、常に
学び続けようとする。

言語教育者としての態度

3

日本語教師【初任】
（留学生）

言語教育者としての態度

文化的多様性・社会性に
対する態度

日本語教師【初任】
（児童生徒等）

言語教育者としての態度

4
言語・文化の相互尊重を前提とし、学習者の背景や現状
を理解しようとする。
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日本語教育の専門性と社会的意義の自覚

常に学び続ける姿勢

2
日本語教師（初任）や日本語学習支援者に対して、振り返
りや学びの機会を積極的に提供しようとする。

後進の育成

3
学習者や他の日本語教師と共に学び合い、成長していこ
うとする。

常に学び続ける姿勢

学習者に対する態度 4
学習者が学びに向き合えるように様々な方策を用いて、
共に課題解決に当たろうとする。

学習者の自律学習の支援

5
教育実践や課題、成果等を記録・発信し、教育実践の質
的向上に生かそうとする。

常に学び続ける姿勢

多様な関係者との連携・協力

プログラムの運営

日本語教育の専門性と社会的意義の自覚

常に学び続ける姿勢

2
日本語教師（初任・中堅）及び日本語学習支援者等に対し
て必要となる研修を把握し、その受講機会を積極的に提
供し、中長期的な視点で人材育成をしようとする。

後進の育成

3
日本語教育プログラムにおける管理的立場としての役割を
認識し、前向きに取り組もうとする。

管理的立場の役割の認識

4

自地域における日本語教育プログラムの取組を積極的に
公開・共有するとともに、他地域の事例を収集・共有する
などし、地域全体の日本語教育の活性化に寄与しようとす
る。

実践の共有

5
地域日本語教育の体制整備に向けて、日本語教育の立
場から地域社会の課題解決に取り組もうとする。

日本語教育の体制整備・課題解決

日本語教育の専門性と社会的意義の自覚

常に学び続ける姿勢

2
日本語教師（初任・中堅）に必要となる研修を把握し、その
受講機会を積極的に提供するとともに、教員のキャリアを
含む中長期的な人材育成に努めようとする。

後進の育成

3
組織内の中間管理職としての立場と役割を認識し、前向き
に取り組もうとする。

管理的立場の役割の認識

4
地域を含めた他の関係機関・団体との交流等を通じて、多
様な教育機会を提供しようとする。

多様な関係者との連携・協力

1 学習者の背景や現状を理解しようとする。 学習者の背景・現状への理解

言語・文化の相互尊重

学習者との対等な関係の構築

3 学習者や支援者などと良好な対人関係を築こうとする。 良好な対人関係の構築

4
学習者が自ら学ぶ力を育み、その学びに寄り添おうとす
る。

学習者の自律学習の支援

異なる文化や価値観に対する関心・受容力・柔軟性

多様な関係者との連携・協力

日本語教師【中堅】

言語教育者としての態度

文化的多様性・社会性に
対する態度

日本語教育の専門家として、自らの職業の社会的意義に
ついての自覚と情熱を有し、自身の指導や対応について
客観的に振り返るとともに、自らの立場と役割を認識し、自
らに必要となる知識・能力を獲得しようとするなど、常に学
び続けようとする。

6

1

1

日本語教育の専門家（中堅）として、日本語教育の社会的
意義についての自覚と情熱を有し、自身の実践を分析的
に振り返るとともに、新しい知識を習得しようとするなど、常
に学び続けようとする。

異なるビリーフを持つ関係者と円滑な関係を構築しなが
ら、協力的にプログラムを運営していこうとする。

日本語教育の専門家として、自らの職業の社会的意義に
ついての自覚と情熱を有し、自身の指導や日本語教育プ
ログラムについて客観的に振り返るとともに、自らの立場と
役割を認識し、必要とされる知識・能力を獲得しようとする
など、常に学び続けようとする。

日本語教育
コーディネーター
【主任教員】

1

日本語教育
コーディネーター
【地域日本語教育
　コーディネーター】

日本語学習支援者

学習者の言語や文化を尊重し、対等な立場で接しようとす
る。

2

5
異なる考えや価値観を持つ他者と協働できる柔軟性を持
とうとする。


