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第1章 序論 

本章では、問題意識に至るまでの筆者の背景、研究背景、研究目的および研究目的を達

成するための研究課題（RQ）について述べた。 

今日、日本語教育を学ぶことの専門性は日本語教師となるものだけではなく、より開放

的なものであるという議論が展開されており、日本語教育を学ぶことで得られる専門性が

見つめ直されている（細川 2007、鈴木 2011 など）。開放的な学問としての一つの方向性

として、筆者が当事者となった海外日本語教育実践プログラムである SEND プログラムに

おいて関連づけられている「グローバル人材育成」に着目した。しかしこの「人材」とい

うことばは「人的資源」という人を資源とみなす危険性のある考え方が潜んでいるという

嶋津（2014）の立場を取り、「グローバル人」という個人を育てる考え方を提案し、日本

語教育を学んだ日本語教育専門家と、「グローバル人」との関連性を検討した。 

 

グローバル人（＝広い国際的視野と共生していく姿勢を備えた個人）に必要とされる資質 

（1）宗教、文化、民族、あらゆる異なった背景をもつ相手のことを否定せずに多角的に

見つめ、その立場をも考えることの出来る想像力と理解力。 

（2）様々な変化や自分にとって新しい異質と思われるものにも応えられる柔軟性、また

柔軟に対応していこうという前向きな姿勢。 

（3）自らを客観的に見つめ直し、理解し、かつそれを相手に表現していく力。 

 

日本語教育を学ぶことにより磨かれる、または育てられる資質・能力は、日本語教員養

成という側面だけではなく、より開かれたものであるべきであり、それは今日、日本の教

育に求められている「グローバル人」としての人格形成に大きく関係しているものと考え、

日本語教育を学ぶ中でも特に、筆者が当事者ともなった海外日本語教育実践は「開放的な

日本語教育」として、「グローバル人」教育という人間教育にどのような貢献をしているの

かを明らかにするために、本研究において以下のリサーチクエスチョン（以下、RQ）を設

定した。 

 

RQ1. 海外日本語教育実践における当事者の「見方の変化」は当事者たちにどのような学

びをもたらしたのか。 
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RQ2. RQ1 で明らかにされた「見方の変化」は、日本語教育専門家としてどのような意

義をもたらしたのか。 

RQ3. RQ2 で明らかにされた意義は、「グローバル人」教育にどのように関係しているの

か。 

 

第2章 先行研究 

 第 2 章においては、第 1 章で確認したように日本語教育を学ぶことは開放的なものであ

るという議論が展開されているのにも関わらず、日本語教育を学ぶ過程における実習では

未だ教員養成という枠組みから抜け出さていないことを指摘した（才田 2003; 才田 2007; 

原田 2013; 古別府 2009 など）。多言語多文化共生を目指す共生日本語教育における実習に

着目した先行研究では、より実習生の個人の成長や学びに焦点があてられているが、研究

者は実習管理者あるいは第三者であった（張他 2009; 堀川・三輪 2007; 古市 2005; 清水

2007; 池田・ナイダン・劉 2007 など）。開放的な日本語教育として「グローバル人」教育

に何をもたらしているのかを明らかにするためには、より当事者たちの視点からの学び、

および学びをもたらしている要因を分析する必要があり、当事者でもある筆者が本研究を

行う意義を述べた。また、本研究にあたり、「グローバル人」教員、開放的な日本語教育、

海外日本語教育実践の位置関係を示した。 

 

図 1：「グローバル人」教育、開放的な日本語教育、海外日本語教育実践の位置関係 
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第3章 研究方法 

 本章では、本研究の概要について述べ、本研究で用いる自己エスノグラフィーと半構造

化インタビューについて、研究方法と調査の流れ、調査協力者のプロフィール、そして調

査における倫理上の配慮について述べた。 

自己エスノグラフィーについては「想起による語り」（エリス・ボクナー2006）の立場

を取り、「感情的想起」（エリス・ボクナー2006）の手法により、語りを起こした。可能な

限り「過去のある場面」に戻った視点から語りを起こすために、筆者が海外日本語教育実

践の間に記した、4 冊のフィールドノートおよび、日本に提出していた週報、当時の母と

の LINE（コミュニケーションアプリ）によるやりとりなどを振り返ることによって感情

を想起した。 

半構造化インタビューの手順としては徳田（2007）を参考に進めた。10 月某日にそれ

ぞれ行い、時間としては、1 時間半と 2 時間であった。インタビューに協力していただい

た協力者は日本語教育を専門として関東の A 大学院に通っている方、および修了された方

の 2 名、いずれも仮名である。 

 

村田さん 横山さん 

・インタビュー当時、社会人 2 年目、海外

実践帰国後 3 年。 

・大学では副専攻で日本語教育を履修して

いた。 

・大学卒業後の 4 月に大学院に入学し、修

士 1 年の 10 月～翌年 3 月までオーストラ

リアの小学校にて TA としてインターン。 

・インタビュー当時、修士 2 年、海外実践

帰国後 10 カ月。 

・A 大学の学部を卒業後、一般就職。退職

後の道として日本語教育に進んだ。 

・タイの大学にて、4 か月半の日本語教育

実践。 

 

データの分析については、池田・ナイダン・劉（2007）において意識変容を実習生の成

長の要素として明らかにされた「気づき→前提の吟味→前提の変化→見方の変化」の要素

に着目して語りを抽出し、海外日本語教育実践をとおして、どのような「見方の変化」が

起こっていたのかを当事者ごとに分析していくことを示した。 
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第4章 筆者の語り 

本章では、筆者の自己エスノグラフィーを中心に見た。筆者の二つの背景と、タイでの

実習からの 7 つの物語から見えてきたものは、「私」の中で無意識のうちに形成されてい

た物の見方や視野が、タイでの日本語教育実践や生活をとおして一方向ではなく、多角的

に見つめられるものとなっていった転機となっていたことであった。その結果として筆者

の語りを、「「思いやること」の本当の意味に出会う」とした。7 つの≪物語≫を、①「環

境に慣れるまで」、②「Z 大学での実習」、③「中高実習と補習校での実践」の三つに分け、

それぞれにおける「私」の「見方の変化」のプロセスを表にまとめた。「気づき」の前に「挫

折」、「否定」、「不安」といった負の感情が存在していたことが明らかとなった。 

 

第5章 村田さんの語り 

 本章では、村田さんの語りを中心に見た。村田さんの海外日本語教育実践には、高校生

活を中国で過ごしたという村田さんの背景が、日本に帰国後してからはプラスな経験とし

て受け取られることが少なかったことが大きく関係していた。自分の評価と差のある周囲

の評価に揺るがされたことにより失っていた自信を、日本語教育に携わることをとおして、

自分を取り戻していったプロセスが明らかとなった。 

 

第6章 横山さんの語り 

 本章では、横山さんの語りを中心に見た。横山さんの海外実践には、日本語教育に対す

る見方と「留学」への期待の二つの背景が関係し、そこからさらに、二つの世界の広がり

があったことが見られた。横山さんの全体的な歩みは、「進取」と「調和」の海外実践であ

ったと言えることがわかった。横山さんの「見方の変化」のプロセスは、①「授業外での

変化」と②「授業に関わる上での変化」の二つに分けられ、①では、負の感情からの「行

動」という要素が明らかとなった。 

 

第7章 総合考察 

 第 7 章では、第 4 章から第 6 章の分析から、RQ に対し総合的に考察をした。考察によ

り明らかとなった RQ に対する答えを以下にまとめる。 
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【RQに対する答え】 

RQ1. 海外日本語教育実践における当事者の「見方の変化」は当事者たちにどのような学

びをもたらしたのか。 

→「見方の変化」の要素として「気づき」、「前提の吟味」、「前提の変化」の他に、「挫折／

否定／不安」といった負の感情が大きく関係していた。4 つの要素から起こった複数の

「見方の変化」は、【新しい見方】の付加をもたらしていた。 

 

RQ2. RQ1 で明らかにされた「見方の変化」は、日本語教育専門家としてどのような意

義をもたらしたのか。 

→RQ1 において明らかにされた、複数の「見方の変化」が【新しい見方】をもたらしてい

たことは、当事者たちに①「ことばによる活動とは何かという問いを持つこと」、②「固

有性（個別性）と共有性（公共性）に着目する力」、③「自分自身を見つめ直し、自らの

立場を更新し続ける姿勢」という日本語教育専門家としての三つの専門性をもたらした

ことが見られた。 

 

RQ3. RQ2 で明らかにされた意義は、「グローバル人」教育にどのように関係しているの

か。 

→（1）から（3）の三つの「グローバル人」の資質それぞれに対し、日本語教育専門家と

しての専門性がどのように関係しているのかを明らかにした。（1）「相手のことを多角

的に見つめ、考えられる想像力と理解力」および、（2）「変化に対応する柔軟性」に対

しては RQ2 における①と②が、（3）「自己認識および自己表現力」に対しては③が関係

していた。しかし、（3）における「自己表現力」に関しては、海外日本語教育実践を終

えた時間経過が関係してくることがわかった。 

 

第8章 結論 

 本章では、本研究において研究目的である「グローバル人」教育の観点からみる開放的

な日本語教育としての海外日本語教育実践の意義を明らかにするべく進めてきた議論から、

導かれた結論を提示した。それを踏まえ、本研究が開放的な日本語教育としての海外実践

にどのような示唆をもたらすのかを提言し、最後に本研究の課題と今後の展望を述べた。 
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 本研究において、「グローバル人」教育という観点から日本語教育を学ぶ過程にある者が

海外実践においてどのような学びを得ているのかを明らかにしてきた。当事者の視点から

分析した学びのプロセスには日本語教育専門家としての専門性が育成されていること、さ

らにその育成された専門性は「グローバル人」と大きく関連していることが確認できた。

「日本語教育が日本語運用技術の教授を超えた社会的仕事であると日本語教育内外に認知

させていくことをもって日本語教育の「開放」と位置づけたい」（鈴木 2011: 36）という

立場に身をおき、開放的な日本語教育としての海外日本語教育実践の意義を見てきた。日

本語教育が単なる日本語という言語を教授するだけの教員養成を目標としていないことは

議論されてきているのにも関わらず、未だ開放的な学問としての市民権を得られていない

理由として、まずは日本語教育内においても、日本語教育を学んだ者が日本語教育という

開放的な専門家であるという自覚ができていないためであると考えられる。 

 したがって、開放的な学問として、日本語教育は日本語教育専門家という開放的な専門

家を育てているという自覚を持つべきであると言える。 

 

 

開放的な学問として日本語教育が持つべき視点＝ 

日本語教育専門家という開放的な専門家を育てているという自覚 

 

 

次に、本研究により明らかにされた知見をもとに、開放的な日本語教育に対する提言と

して、以下の二点をあげた。 

一点目として、「日本語教育専門家たちの開放的な専門性に対する自覚の必要性」をあげ

た。「日本語教育が日本語運用技術の教授を超えた社会的仕事であると日本語教育内外に認

知させていく」（鈴木 2011: 36 ）ことを実現に向かわせるために、また、次世代の日本語

教育専門家へと自覚が受け継がれていくことを可能にするためには日本語教育専門家たち

が己の専門性を自覚することが優先事項である。 

二点目としては、「日本語教育専門家たちの社会における役割の自覚の必要性」をあげた。

日本語教育専門家としての自らの専門性を自覚したうえで、その専門性を持って社会にお

いてどのような役割を担っているのかを認識することにより、グローバル化し続ける社会



 

8 

 

において、様々なバックグラウンドを持った人々の共生を可能にする存在となると考える。 

最後に、本研究において残された課題として、海外日本語教育実践当事者の縦断的な意

義の変容の解明、本語教育の中で異なる部分についての開放的な一面を明らかにすること、

異なる側面からの日本語教育の開放的な一面を提示することの三点をあげた。日本語教育

の開放的な学問としての地位の確立のためには、開放的な一面を自覚し、多角的にみつめ

続けることが重要である。 
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