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第 1 章 現代日本における地域日本語教育の課題 

 近年、人々の国境を越えた世界規模の移動はますます活発化している。それは日本も例

外ではなく、様々な事情・目的によって日本に住む外国人1の数は年々増加しており、日本

は実質上の移民国家へと移行しつつある。日常生活において行われる言語行為の多くが日

本語によって成り立っている日本において、他のヨーロッパをはじめとする移民国家と同

様、外国人の言語教育保障をどうするかが、今後国が取り組むべき重要課題の一つとなっ

ている。その様な状況下で、外国人への日本語教育支援を支えている活動の一つが「地域

日本語教育」事業である。 

 本章では、まず、「生活者としての外国人」ならびに地域日本語教育・地域日本語教室が

現在どのような状況にあるのかを概観した上で、彼らのことばの学びを保障するにあたっ

てどのような課題があるのかを明らかにする。そして、地域日本語教室での活動を通じて

感じた筆者の問題意識と本研究の動機を述べる。 

地域日本語教育・地域日本語教室は、共通の明確な定義を持たない。既存の定義では「各

地域に定住する外国人を対象とした日本語教育」2あるいは、「南米を中心とした日系人労

働者とその家族、中国からの帰国者とその家族、日本人の配偶者、難民とその家族、研修

生、留学生、就学生、学校や企業で働いている外国人など、海外から日本に来て、日本語

がわからない人々のために開かれている教室」3というような定義付けをされている。しか

し、このような説明は、「地域日本語教育」の一端を示したに過ぎない。 

筆者は、地域日本語教育に「地域」ということばが付いていることは、地域日本語教育

の役割を考える上でとても重要な意味を持つと考えている。地域日本語教育は文字通り地

域で行われる日本語教育であり、当然その教室を有する地域と密接な関係にある。つまり、

「地域日本語教室とはこうあるべきだ」という唯一解は存在しないのである。それゆえに、

地域日本語教室はそれぞれの地域や教室を構成する要素の特性や状況を踏まえて、それぞ

れの教室の目指す有り様を模索していくことが求められるだろう。そしてそれは、誰かに

                                                        
1 母語（第一言語）が日本語であるか否か、日本国籍を有するか否か等、様々な事情が考

えられるが、本稿では議論するうえでの便宜上、外国にルーツを持つ人々のことを、事

情に関わらず「外国人」という名称を使用する。 
2 岩田一成・大関浩美・篠崎大司・世良時子・本田弘之(2015)『日本語教育能力試験に合   

格するための用語集』p38. 
3 多文化共生キーワード事典編集委員会編（2010）『【改訂版】多文化共生キーワード事 

典』p106. 
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教えられるものではなく、教室に関わる人たちの中から立ち上って来るものであるはずで

ある。つまり、他の誰でもない地域日本語教育の実践者であるボランティア自身が、その

時代における社会的な状況や制度、支援の対象となる人々の置かれた状況、更にはそれぞ

れの地域の特性等の様々な要素を踏まえた上で、それぞれの教室の実践を見直し、教室の

目指す姿を更新していく必要があるのではないだろうかと筆者は考えた。 

近年、日本社会の目まぐるしい変化に伴い、「日本語教育の考え方がきわめて多様化・

多相化しつつある」（細川 2012、p.28）。これからの地域日本語教育をより良いものにして

いくためのひとつの方策として、筆者は、国や市区町村等の公的機関が行うトップダウン

のアプローチと並行して、各教室がそれぞれの教室の捉え直しを目指して行うボトムアッ

プのアプローチを考える必要があるのではないだろうかと考えた。以上が筆者の問題意識

であり、本研究の動機である。 

 

第 2章 先行研究 

 第２章では、本研究を進める上での理論的枠組みとして、先行研究レビュー及び公的文

章精査を元に、入管法が改定され、外国につながる人々の日本への移動が活発化した 1990

年代から現代に至るまでの約 30 年の間、「地域日本語」を取り巻く状況がどのような変遷

を辿ったのか、研究者たちはどのようにその状況をどのように捉え、どのような思想をも

って議論をしていたのか、先行研究のレビューをすることを通してその変遷を辿る。西村

（2018）は、地域日本語教育に関する先行研究を、「①地域日本語教室の理念・方法論に関

する研究②外国人集住地域の学習者や地域に着目した研究③地域日本語教室に参加してい

るボランティアに焦点を当てた研究」（p.218）の 3つの観点から分類を行った。ここでは、

本研究の理論的枠組み構築のため、西村（2018）の分類を踏襲し、①地域日本語教育の展

開と研究者のまなざし、②地域日本語教室の役割をめぐる議論、③地域日本語教育の文脈

におけるボランティアをめぐる議論の以上３つの観点で先行研究を概観する。そして、そ

の議論をふまえ、先行研究レビューから見えて来た残された課題を示し、本研究の研究目

的ならびにリサーチクエスチョンを提示する。 

先行研究や公文書からは、制度や地域日本語教育の活動内容の妥当性、ボランティアの

専門的な知識や能力に関する課題への指摘は既に多く見られる。このような「専門家」の

育成やカリキュラムの制定、制度の確立などといったトップダウンのアプローチに関する

議論は既に多く提言されており、一部は既に着手されている。しかし、トップダウンのア
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プローチを充実させればそれで地域日本語教育の抱える課題が解決するのだろうか。国際

的に国境を越えた移動が珍しくなくなり、移動が常態となった現在、少子高齢化により、

日本人の人口が減る一方で日本に暮らす外国人は過去最高の 256 万人に達した。4外国人は

最早遠い存在ではなく、共に生きる身近な存在となりつつある。EPA 制度の拡充や新たな

在留資格の創設など、日本政府も外国人、特に労働者の受け入れ拡大に積極的に取り組ん

でいる。2019 年４月には政府が進める外国人労働者の受け入れ拡大に対応するべく、新在

留資格の「特定技能」導入に伴って入国管理局を格上げした「出入国在留管理庁」を設置

する方針を固めた。このような時流の中で、日本社会では今後もっと外国人が身近な存在

となっていくことが予見できる。 

ここで指摘したいのは、日本社会は未だ外国人を「管理」する対象として見ており、彼

らを「日本の労働力不足を担う労働者」としての認識する傾向が根強くあるということで

ある。しかし、彼らは労働者であると同時に生活者でもある。彼らを生活者として考えれ

ば、そこには教育や福祉等様々な課題が浮かび上がって来る。外国人への対策は最早努力

目標ではなく、確固たる政策が必要となるだろう。政策としての外国人への日本語教育保

障において地域日本語教育がどのように関わっていくかを考えた場合、例えば「教授技術

が求められる初期指導は公的制度の下で『専門家』が担う、その後、日本語という道具を

身に付けた外国人は日本人と協働で交流を行える、ここにボランティアが参加する」（池上

2011、p.90）という関わり方が一つの有り様として考えられる。確かに制度を整え、教育

保障としての日本語教育を確立することは、重要な課題である。しかし公的な取り組みが

強化されたからといってそれが地域日本語教室の存在意義がなくなるという訳ではない。

何故なら、日本語を母語としない人を対象とした教育保障としての日本語教育と、交流を

通じて共に学び合う関係を目指す地域日本語教育はその目的において全く異なるものであ

るからである。つまり、公的な制度の充実を目指すことと並行して、これからの時代は「生

活者としての外国人」と密接な関係にある地域日本語教育の現場で何が起こっているのか、

その内実・内側にもっと目を向ける必要があるのではないだろうか。 

また、先行研究では、行政と教室、ボランティアと学習者、ボランティアと専門家の 3

つの関係の間にある課題についての議論を中心に研究が展開されている。しかし、地域日

本語教室を支える屋台骨であるはずのボランティアとボランティアの間の課題については

                                                        
4 法務省「平成 29 年末現在における在留外国人数について（確定値）」http://www.moj.g

o.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00073.html（2018 年 12 月 1 日閲覧） 
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アカデミックな議論が少なく、先行研究も少ない。まだ研究の余地の有るここにこそ、こ

れからの地域日本語教育を捉え直すうえでの重要な資源があるのではないか。 

以上、ここまで述べたことを総括し、本研究では、ある地域日本語教室を舞台に、今後

ますます増えることが予想される「生活者としての外国人」たちへの言語習得支援の場に

おけるメインアクターであるボランティアに焦点を当て、実践とインタビューを通して、

ボランティアによる地域日本語教室の捉え直しの試みの内実と地域日本語教育を支えてい

るボランティアの実践観とはどのようなものであるかを捉えていく。そして、その結果か

ら、これからの地域日本語教育に向けて、地域日本語教室を捉え直す際の観点を示すこと

を本稿の目的とする。 

 上記の研究目的を達成するために、以下の二つのリサーチクエスチョンを設定する。 

【リサーチクエスチョン】 

RQ１．ボランティアによる地域日本語教室の捉え直しはどのような方法で実現できるか。 

RQ２．地域日本語教育を支えているボランティアの実践観の内実はどのようなものか。 

 

第 3章 研究方法 

第 3章では、第 2章で示した理論的枠組みを元に、どのように研究を進めるのか、調査

フィールドのプロフィール、研究方法、使用するデータの種類、研究倫理といった本研究

の手続きについて述べる。本研究の調査フィールドは、関東圏にあり、筆者が大学在学中

から参加している地域日本語教室「なのはな教室」である。本研究はボランティアの「勉

強会」実践と、ボランティア３名に調査協力を依頼した半構造化インタビューで得たデー

タを元に進めた。研究方法としては、実践では「アクションリサーチ」と「エピソード記

述」（鯨岡、2005）の２つの方法を採用した。インタビューでは、半構造化インタビューを

採用した。なお、本研究における調査は、早稲田大学日本語教育研究科・日本語教育研究

センター研究調査倫理ガイドラインが定める研究倫理に準拠して行った。 

 

第 4章 ボランティアによる教室捉え直しを目指した「勉強会」の実践 

本章では、筆者が他のボランティアと共に「なのはな教室」の捉え直しを目指す試みと

して計画して実施した、「なのはな教室」におけるボランティアの協働による「勉強会」に

ついて記述する。本実践は、「なのはな教室」のボランティアの間に対話環境を生み出すこ

とにより、対話を通してボランティアが自身の実践観を見つめ直すこと。そして、一人一
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人のボランティアに内在化している実践観を実践と結びついた知へと昇華し、それを材料

として社会の中に位置付けられた「なのはな教室」の課題に向き合って教室の意味を捉え

直すことを目指した。 

そのために先ずは、実践概要について、実践に至るまでの経緯と協働実践者である「な

のはな教室」のボランティアのプロフィール概要を示した。次に、教室の捉え直しを目指

した「勉強会」を筆者がどのようにデザインしたのか、本研究の研究課題に気付くまでの

経緯、本実践において教室捉え直しの方法として採用した「対話」の扱いについて述べ、

ボランティアの対話による教室の捉え直しを目指した「勉強会」のデザインについて説明

した。その上で、ここまで述べた研究背景のもと、「勉強会」実践をした際に得たフィール

ドノーツ等のデータを分析・考察し、その上で本研究の一つ目のリサーチクエスチョンで

ある「ボランティアによる地域日本語教室の見直しはどのような方法で実現できるか」と

いう問いに対する以下の答えを導き出した。  

RQ１．ボランティアによる地域日本語教室の捉え直しはどのような方法で実現できるか。 

①地域日本語教育に関する客観的なデータを対話の素材として提供する。 

その際扱う素材には提供後の議論の余地を残すことを心掛ける。 

②参加者の間に対話が生まれるように、一時的な対峙が可能な環境を作る。 

③ボランティアが自己の実践観と向き合い、自己の枠組みを見直すことを促す。 

 ④他者との対話と自己内対話を繰り返すことで、自己の実践観を深めると同時に、そこ

から生まれた個々の実践観を、対話を通じて教室全体の実践知へと昇華し、それを元

に「社会に位置付けられた教室の課題」を議論する。 

 

第 5章 地域日本語教室を支えるボランティアの実践観 

第４章で取り上げた実践を行う中で、筆者は一人一人のボランティアが有する実践にか

ける想いを聞くこととなった。「勉強会」の限られた時間内では多くを聞くことはかなわな

かったため、筆者はより深い話を聞く必要があると考え、本インタビューを実施した。こ

の章では、「なのはな教室」に長く関わっており、筆者との付き合いも長いボランティアの

相沢先生、池田先生、小川先生（すべて仮名）の３名へのインタビューを通して、地域日

本語教育を支えているボランティアは自身の実践をどのように捉え、どのような実践観を

持っているのか、その内実をボランティアの語りの分析を通してより詳しく考察する。 

そして、インタビューで得た３名の語りを分析・考察し、二つ目のリサーチクエスチョ
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ンである「地域日本語教育を支えているボランティアの実践観の内実はどのようなものか」

という問いに対する以下の３つの答えを示した。 

RQ2．地域日本語教育を支えているボランティアの実践観の内実はどのようなものか 

①地域日本語教育実践に関わるボランティアの実践観は、彼らの人生と深く結びつい

ている。 

②ボランティアは「教育されなければならない」存在なのではなく、自身の実践と向

き合う機会が十分でないために自身の実践観に意識的でないことが問題なのであ

る。 

③ボランティアは自身の実践と向き合うことを通して、自らの力で「日本語教育政策

に 

無意識な代理人」（宮崎 2011、p.93）から「自覚的に言語教育に役割参加する行為主

体者」（宮崎 2011、p.93）へと自身の有り様を再構築していくことができる。 

 

第 6章 総合考察：これからの地域日本語教育にむけて 

 この章では、第 4章で記述した「勉強会」の実践と第 5章で記述したインタビュー調査

から得た知見を元に、総合考察として、これからの時代の地域日本語教育を考える上で重

要な観点とは何かを提言する。そして本研究では十分に扱うことができなかった今後の課

題と今後の展望について述べる。 

本研究を通して見えた「地域日本語教育」を捉え直すための観点は以下の３点である。 

観点１）地域日本語教育を協働実践として捉える観点 

観点２）ボランティア一人一人の実践知を「教室」の資源と捉える観点 

観点３）地域日本語教育の現場を社会の縮図と捉える観点 

本研究は、全国各地に数ある地域日本語教室の一つの事例を示したに過ぎないかもしれ

ない。しかし、既存の研究に見られるような研究者としての立場からではなく、長年共に

地域日本語教室の活動に取り組んできた協働実践者としての立場から研究を行ったこと、

そして、ある教室の捉え直しを目指した「勉強会」の実践を通して、一人一人の実践観を

ボランティア全体の学びへとつなげていく試みの内実を示したこと、今まであまりアカデ

ミックな議論がされてこなかった地域日本語教室におけるメインアクターであるボランテ

ィアの実践観を、インタビュー調査を通して明らかにしたという点で意義があると考えら

れる。多文化共生社会へと転換しつつある現代日本において、地域日本語教育の在り方が
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従来のままでいられるはずがない。地域日本語教育は、「教える・教えられる」「日本人・

外国人」の概念を是正し、対等な関係の元で共に学び合うという新たなステージへとパラ

ダイムがシフトしつつある。そのような場面において、ボランティアは「『日本語教師が実

践するような外国人参加者との関わり方』とは違う形で外国人参加者と関わることができ

るはずである」（西口 2008、p.27）。それも含めて、地域の特性や教室の構成員等の要因を

鑑みた上で個々の教室を今後どのような場として展開していくのかを考えることは、個々

の教室に課された課題である。今後、「普遍性のある教育の枠組み構築と並行して、当該地

域に住む人々の日本語能力を多角的に検討し」（安藤 2010、p.165）ていくことが求められ

る。その多角的な検討を可能とする複数の視点は現場の実践者であるボランティアに委ね

られている。本研究は地域日本語教育を支えているボランティアの実践観とはどのような

ものであるか、その一端を明らかにし、一人一人の実践から立ち上って来る実践観や知見

を教室活動へと還元していくことを目指すアプローチの一つの試みを示すことができた。 

しかし、本研究には以下のような課題も残った。 

一つ目の課題は、本研究はボランティアに着目したため、同様に地域日本語教室のメイ

ンアクターであるはずの学習者を考慮した議論まで進めることができていないという点で

ある。本稿内で度々述べているように、これからの地域日本語教室は学習者とボランティ

アが共に学び合う場となることを目指すものとして位置付けられている。そうであるなら

ば、当然学習者の見解を聞かずして、地域日本語教室の有り様を捉え直すことは不完全な

試みであると言えるだろう。ここでこれからの社会に向けた地域日本語教育の捉え直しを

次の段階へ進めるためのヒントとなる、「なのはな教室」の学習者であるテイさん（仮名）

の事例を紹介したい。テイさんは就労のため来日し、来日直後から「なのはな教室」に参

加している。彼は来日直後と比べかなり日本語が上達し、職場にも慣れたと話す。人好き

のする性格の彼は様々な社会活動に積極的に参加し、国籍・年齢・性別問わず友人も多い。

彼は既に日本での生活基盤を確立しているにも関わらず、それでも教室への参加を欠かさ

ない。筆者は既に日本で生活するために必要な日本語能力を獲得しているように思える彼

が日本語を学ぶ目的を知りたいと思い、尋ねた。その問いに彼は、「日本人のように話せる

ようになりたいから」と答えた。その理由を彼は「日本人のように話せれば、それだけ日

本人と仲良くなれる。日本人と仲良くなって距離が近くなればより信用してもらえる。信

用してもらえればそれだけ色々なチャンスを得る可能性が高まる」と語った。彼のような

熟達した学習者は、従来の地域日本語教育が対象として想定していなかった学習者である。
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しかし、学習者の多様化が進む現代において、彼のような存在を無視して地域日本語教室

の有り方を考えることは現実的ではない。彼の事例からもわかるように、地域日本語教室

の有り方を考える上で、学習者の意見も取り入れて議論する必要がある。そのためには、

先行研究で取り上げた、野々口（2010）や萬浪（2016）らの「参加型学習」の実践を参考

として、今回行った「勉強会」のような活動におけるアクターの幅を拡大し、学習者も巻

き込んで議論を展開していく必要があるだろう。 

二つ目に、今回は「この教室はどのような有り様を目指すのか」といった「教室」内に

閉じた議論となった。しかし、地域日本語教室は閉じた空間ではなく、地域社会の中に位

置付けられた場であるべきである。地域日本語教室の活動をどのように地域社会へ繋げて

いくかその方法を考えることも今後の課題である。 

以上二点を本研究で網羅することのできなかった今後の課題とし、それらの課題とどの

ように向き合い解決していくのか、その方法を引き続き実践を通じて探っていきたい。 
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