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修士論文（概要） 

日本国外の初等中等教育段階における「人間教育」としての日本語教育のための教師研修 

飯野令子 

 

国際交流基金の調査（『2003 年海外日本語教育機関調査』）によると、日本国外の日本語

学習者約 235 万人のうち、6 割以上が初等中等教育機関の学習者（以下、児童・生徒）で

ある。日本国外で日本語を学習する児童・生徒がこれほど多くなっているにもかかわらず、

これまで、日本国外の児童・生徒を対象にした日本語教育の理念が日本語教育関係者によ

って十分に議論されることはなく、各国・地域の外国語教育政策に委ねられるのみであっ

た。 

川上（2001）はこれまでの日本語教育の問題点として、日本語教育自体の目的論に関す

る議論が十分になかったことを指摘し、コミュニケーションを行うための知識や技能の習

得だけを目指した言語教育では、より複雑化し多様化する 21 世紀の社会に対応する人間

を育成できないとしている。日本語教育全体でも、このような問題意識が高まるなか、日

本国外の初等中等教育段階においては、21 世紀の社会に対応する人間を育成することはさ

らに重要な課題となる。児童・生徒はあらゆる面で発達段階にあり、人間形成の時期でも

ある。そして、地域や学校の方針で開設された日本語を、選択科目や必修科目として学ば

なければならない状況にある場合が多い。そのため、日本語教育関係者が児童・生徒の日

本語教育の目的を明確にし、方向性を持った教育をすることが特に重要である。児童・生

徒が、これからの社会を生きていくために、日本語教育を通してどのような力を身につけ

ていくかは、日本語教育関係者が真剣に議論すべき大きな課題ではないだろうか。 

このような日本国外の日本語教育を支えるのは、言うまでもなく、現地の非母語話者日

本語教師（以下、非母語話者教師）である。非母語話者教師の割合は日本国外全体で約 7

割、日本国外の初等中等教育段階ではその割合はさらに高くなる。日本国外の日本語教育

のためには、非母語話者教師の資質向上が必要であることは以前から指摘されてきた。と

ころが、これまで実施されてきた非母語話者教師を対象にした研修は、教師の先にいる児

童・生徒にどのような力を育成するか議論されることなく、教師の日本語運用力、日本語

教授能力などの知識や技術を向上させることが中心とされ、児童・生徒は無視されてきた

と言っても過言ではない。 

日本国外の初等中等教育段階の日本語教師研修とは本来、教師の先にいる児童・生徒に



 2

育成する力を明確にし、その力を育成するために教師に必要な力を明らかにした上で、研

修内容を設計すべきであろう。しかも、児童・生徒に育成する力をもっとも真剣に考え、

そのための教育を実施していかなければならないのは、各国・地域の外国語教育政策を決

定する政府関係者でもなく、教師養成や研修を担当する講師でもなく、一人一人の現場の

教師である。したがって、児童・生徒の能力育成のための教師研修とは、各国・地域のガ

イドラインやシラバスおよび研修の授業を担当する講師（以下、研修担当者）の提案を出

発点としながらも、研修を受講する教師（以下、研修参加者）が日本語教育を通して児童・

生徒に育成する力と、その力を育成する方法について、自分の現場と照らし合わせながら、

自分なりに考える場となる必要がある。 

しかし、ここで注意しなければならないのは、児童・生徒に育成する力や、その育成方

法はそれぞれの国、地域、現場に合わせて教師一人一人が考えるべき課題であるという理

由で、研修参加者だけに議論させ、研修担当者が真剣な議論や意見の表明を放棄する場合

があることである。それでは、研修参加者と研修担当者の相互の成長、児童・生徒への教

育の改善、さらには今後の研修の改善にもつながらないであろう。研修担当者も研修を担

当する以上は現地の事情を十分知った上で、児童・生徒に対する明確な教育観を持ち、研

修参加者に提案していくことによって、研修参加者も新しい教育観に触れ、自分の教育観

を見直し、自分の現場の日本語教育の方向性を明確にしていくことができるだろう。さら

に、研修担当者も、研修参加者の意見を聞き、考えを知ることで、より現地に合った、新

たな教師研修の提案をしていけるのではないだろうか。このように、お互いの教育観を出

し合い、真剣に向き合うことが何よりも重要であろう。 

そこで、本論では、まず、日本国外の初等中等教育の児童・生徒に育成する力について

明確にする。筆者は、先行研究を踏まえ、日本国外の初等中等教育における日本語教育に

よって児童・生徒に育成する力を「文化を超えて人間関係を構築する力」とする。それは、

その学習過程において「考える力」「文化を捉える力」「日本語によるコミュニケーション

力」などを育成する上に成り立つものであり、そのような日本語教育を「人間教育」とし

ての日本語教育と呼ぶ。ここでの「人間教育」としての日本語教育とは、単なる言語能力

としてのコミュニケーション能力を育成するだけの、これまでの日本語教育ではなく、児

童・生徒を人間的に成長させ、これからの社会で生きていく力をつける教育である。 

そして、先行研究を踏まえ、「文化を超えて人間関係を構築する力」を育成する方法を

明らかにした上で、その方法を実施するための教師の力を導き出す。そのうえで、その教



 3

師の力を育成する「人間教育」としての日本語教育のための教師研修の枠組みを提案する。

さらに、その枠組みの各国の文脈に合わせた使用の可能性を示すため、筆者が以前よりか

かわってきた中国の初等中等教育段階の日本語教師研修として実施する場合を考えていく。 

つまり本論は、筆者自身が日本国外の初等中等教育段階の児童・生徒に、日本語教育を

通してどのような力を育成するかという明確な目的を持ち、その教育を実現するための方

法を教師研修の中で提案するものである。ただし、これはあくまでも筆者から研修参加者

に対する提案に過ぎず、研修参加者に筆者と同じ教育観を持ち、同じ方法を実践させるこ

とがねらいではない。研修の本来のねらいは、筆者が提案した内容を通して、研修参加者

が自分の日本語教育の理念を考えていくきっかけを作り、それを自分の現場で実現するた

めの方法を自分で見つけていけるようにすることである。それは、筆者自身が、児童・生

徒に対する目的を持った日本語教育を教師研修の中で実践し、研修参加者も児童・生徒に

対して目的を持った日本語教育が実践できるようになることを目指した研修である。 

本論の構成は次のとおりである。まず、第 1 章では、主に国際交流基金日本語国際セン

ターの調査から、日本国外の初等中等教育段階における日本語教育の現状を概観し、教師

研修の重要性を述べる。そして、初等中等教育段階の日本語教育が盛んな上位４カ国（韓

国、オーストラリア、米国、中国）の現状を詳しく見ることにより、日本国外における初

等中等教育段階の日本語教育に共通する特徴と課題を明らかにする。その上で、課題の解

決策としての教師研修の必要性を述べるとともに、これまでの教師研修では、研修参加者

の先にいる児童・生徒の力の育成について考えられていなかったことを指摘する。 

第 2 章では、これまでの日本国外の初等中等教育段階の日本語教師研修において、研修

参加者の先にいる児童・生徒が無視されてきた原因を、学習者中心の視点から考察する。

そして、従来の研修のためのニーズ調査の結果報告から、従来の教師研修の内容は、誰が

どのように決めてきたのかを分析し、従来のニーズ調査においては、教師研修に「本当に

必要な要素」を導き出せていないことを指摘する。さらに、研修参加者自身が教師研修に

「本当に必要な要素」を導き出す力を育成するため教師研修の事例を挙げ、分析する。そ

して、日本国外の初等中等教育段階における教師研修の内容を決めるのは誰なのか、研修

担当者としての筆者の立場を明らかにする。 

第 3 章では、日本国外の日本語教育（あるいは外国語教育）の先行研究から、日本国外

における初等中等教育段階の日本語教育の目的として重視すべきことを挙げる。それは、

（１）単に言語能力としてのコミュニケーション能力を育成するのではなく、日本語教育
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を通して異文化的背景を持つ他者との協力や共生をするための「文化を越えて人間関係を

構築する力」を育成すること、そして、そのためには（２）「文化や社会には異質性、多様

性があり、流動的で絶えず変化しているという動態的モデル」（川上 1999：8）に立って

文化を捉え、摩擦を乗り越えながら文化に対応していく力を育成することであるとする。

その視点から各国の外国語（日本語）教育のガイドラインやシラバスを分析すると、その

文化理解は、まだ、児童・生徒が多様で流動的な文化を捉え、摩擦を乗り越えながら対応

していく力を育てていく内容とはなっていない。そのため、中心とされるコミュニケーシ

ョン能力の育成においても、協力や共生を目指した、人間関係の構築を目標とした内容が

提示されているとはいえない。したがって、今後ますます国際化、多文化化する社会を生

きていく児童・生徒には、現在の各国のガイドラインやシラバスより、さらに一歩進んだ

力、すなわち、文化背景の異なる他者との協力や共生などを目指した人間関係構築のため

の力を育成すること、そのためには多様で流動的な文化を捉え、戸惑いや誤解を乗り越え

ながら人間関係を創造する、「文化を越えて人間関係を構築する力」を育成する「人間教育」

が必要であると考えられる。 

さらに、先行研究を踏まえて、「文化を越えて人間関係を構築する能力」の育成の方法

を考えると、その育成過程で、予想したり、想像したり、内省したりする「考える力」、文

化を捉えたり、他者との関係を調整したり、異文化接触による問題を解決したりする「文

化に対応する力」、さらに、それらの活動の中で日本語を使い、「日本語でのコミュニケー

ション能力」を育成することが重要であるといえる。その具体的な方法として①異文化に

接触する②普遍的価値観（愛、思いやりなど）を活性化する③自己を振り返る④他者を理

解する⑤学習者同士および教師が協働する⑥発見し、考え、調べ、作るなどの活動を行う

⑦自国対日本などの二項対立を超えた視野を持つ⑧実際の場面で日本語を使う、が挙げら

れる。  

そして、その方法で日本語教育を実施するための教師は、教師自身が「文化を越えて人

間関係を構築する力」を持ち、さらに「教師としての力」も持つものである。その「教師

としての力」とは、先行研究を踏まえたうえで、「文化を越えて人間関係を構築する力」を

育成する「教授能力」を持っていること、自分の「教育観」を持っていること、「自己研修

型教師」（岡崎・岡崎 1997）として「自己研修能力」を持っていることであると考えられ

る。 

さらに、教師にそれらの力を育成する教師研修、すなわち、「人間教育」としての日本
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語教育のための教師研修の枠組みを提案する。その枠組みとは（１）自分の教育観を持つ、

（２）「人間教育」としての活動を体験する（３）教授能力を伸ばす（４）教授活動に必

要な日本語力を伸ばす（５）研修を評価する、の 5 つの要素から成るものとして提案する。 

第４章では、日本国外の初等中等教育段階の日本語教師研修を考える場合、まず、それ

ぞれの国・地域の状況に合わせた研修を行うことが重要であることから、筆者が以前より

かかわってきた中国を取り上げ、中国の初等中等教育段階の日本語教育の現状を概観する。

そして、第 3 章で提案した「人間教育」としての日本語教育のための教師研修の枠組みを

中国の初等中等教育段階の日本語教師を対象にした研修に用いる場合の留意点をまとめる。

それを踏まえ、国際交流基金日本語国際センターで実施された中国の中等教育段階の日本

語教師を対象にした研修において、筆者が担当した授業の内容を、筆者が提案した研修の

枠組みをもとに分析し、研修参加者の様子から、その授業の成果と課題を明らかにする。

それをもって、中国で、筆者が提案した研修の枠組みを用いて教師研修を実施する場合の

留意点とする。ただし、筆者が担当した授業では、筆者の理念にのっとった「人間教育」

としての日本語教育を実践した教師研修にはなったが、研修の枠組みの（１）自分の教育

観を持つ、および（５）研修を評価する、という要素についての活動はできず、研修参加

者が自分の教育理念を持ち、それを自分の生徒に対する日本語教育へつなげる研修とはな

らなかった。 

そこで第５章では、これまでの議論を踏まえ、中国の初等教育段階の日本語教師を対象

に、「人間教育」としての日本語教育のための教師研修の枠組みを用いた研修計画を提案す

る。これは、研修全体を通して、研修参加者の教育観とその実践方法を模索していく活動

とする。まず、日本語教育を通して児童に育成する力について参加者同士が意識し、話し

合うことからはじめる。そして筆者が提案する、教科書以外のリソースを使った活動を行

っていく。リソースを使った活動例は中国の教育現場で手に入りうる材料を使った６例を

考案し、提示する。その活動を体験した後、研修参加者が、自分の教える児童に対して行

う授業案を作り、発表し、お互いに検討する。そして、ひとり 1 度ずつ模擬授業を行い、

相互に評価する。最後に、研修を通して参加者自身がどのように変化したか意識すること

によって研修の評価とする。さらに、研修で行った授業案を研修参加者の現場の授業でも

実践できることを目指す。 

この研修を体験した参加者がどのような授業案の作成を目指すか明確にするために、筆

者が考案した児童に対する授業案も提示する。児童に対する授業案は、筆者が制作協力し
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た中国寧省の小学生用教材『小学日語教材』（曽主編 2002）の使用を想定し、研修の活動

で使った 6 種類のリソースを使用しながら、実際に中国の小学校現場で実施しうる内容と

した。 

 本論で提案する研修案および児童への授業案は実際に実施したものではなく、その成果

と課題を分析することはできない。今後、この案を教師や児童に実際に実施する機会を得

て、その結果から、さらに、日本国外の初等中等教育段階の教師研修において、筆者の提

案する「人間教育」としての日本語教育の体験をきっかけとして、児童・生徒の力の育成

という目的を持った日本語教育を実施できる教師の育成方法について、さらに考察を深め、

よりよい教師研修の方法論を提案していきたい。 
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