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要旨 

 本稿では、当事者意識を育む平和教育の必要性を感じている教師経験者 1名を対象に、

教師をめざすまで及び教師生活での経験を通して「どのような経験が教師の教育に対する

認識に影響を与えるのか」「教育の場でどのような当事者に対する認識がみられるのか」を

複線径路等至性アプローチ(TEA)を用いて考察する。結果から、協力者の取り組みは、子ど

もたちを中心に「ネーションを横断する物語や疑問に自らをさらした」。当事者意識を育む

平和教育の必要性を認識し教材作成する行為は、戦争の「非体験者」だからこそ可能にな

る様々な「戦争」についての語り方の実践例である。日本語指導が必要な子どもたちが増

加する昨今において、本稿でとりあげた Tの取り組みは、平和教育という枠を超えて、多

言語多文化の共生の可能性を拡げるものである。 
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はじめに 

 日本語指導が必要な児童生徒 1)たちが、日本の学校で歴史を学ぶ際に戸惑うことがある

という話を聞くことがある。また、保護者からは、日本の社会科教科書の戦争の記述につ

いて、信頼が得られないことが理由で、帰国を選択するという話も聞く。本稿では、学校

教育の場において、歴史の共有がどのようになされているのかを、教師経験者に対する聞

き取りをもとに検討していく。 

 

Ⅰ.どのようにして当事者意識を育む平和教育の必要性を認識するのか 

文部科学省（2019）の調査によると、日本語指導が必要な児童生徒の数は、約 5万人と

なり、2016年の調査より 16.3％増加した。うち、日本語指導が必要な外国籍の児童生徒数

は、約 4万人で前回調査より 18.7％増加した。日本語指導が必要な日本国籍の児童生徒数

は、約 1万人で前回調査より 7.9%増加した。日本語指導が必要な外国籍の児童生徒の母語

別在籍状況は、ポルトガル語が最も多く約 1万人、次いで中国語 9,712人、フィリピノ語

7,919人、スペイン語 3,788人、ベトナム語 1,845人、英語 1,106人、韓国・朝鮮語 595

人にのぼっている。こうした状況下では、様々な背景を持つ子どもたちに対して、相手の
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文化や言語、歴史的背景を含めた当事者意識をもつことが必要になる。 

 現代日本では、地方自治体において、外国人施策が進められている。特に、外国人施策

に積極的に取り組んでいる自治体は、大きく三つに分けられる。第一に、1970年代に在日

コリアンを対象とする施策（主に人権施策）を始めた自治体と 1990年代にニューカマーを

対象とする施策（主に国際化施策）を始めた自治体である。代表例としては、大阪市（人

権型）、浜松市（国際型）、川崎市（統合型）があり、これらはいずれも人口規模の大きな

都市で、外国人の権利保障や生活支援に取り組み、その後、外国人の地域社会への参加の

促進、日本住民への働きかけ、多文化共生をめざす地域づくりへと施策の幅が拡大し体系

化された。特に、大阪市は、在日韓国・朝鮮人の人権保障に取り組んできた（山脇,2004）。 

「当事者」という言葉は「社会的弱者」という意味で使われることが一般的であるとい

う指摘がある。例えば、交通事故に巻き込まれた人たちや災害や犯罪などの被害者として

使われることも多い。「社会的弱者」と呼ばれる人たちは、自らが弱い存在ではなくて、社

会的に弱い存在にされている（ロニー,2004）。本稿での当事者意識は、相手の立場に立ち

ものを見たり考えることをさす。 

現在、世界では様々な平和教育が実践されている。「平和」と「教育」の二つの概念によ

って、「平和教育」が構成されていると考えると、村上は、5つの平和教育のタイプに分類

できると述べる。 

一つ目の「平和についての教育」（education about peace）では、戦争や紛争や構造的

暴力などの平和問題を題材（教材）として、取り上げ、平和問題に関する知識を提供しよ

うとする。二つ目の「平和のための教育」（education for peace）では、平和をめざして

の教育であり、平和を志向する性格や態度や技能（スキル）を学習者に育成することを目

的とする。三つ目の「平和を大切にする教育」（education in peace）または「平和を通じ

ての教育」（education through peace）では、教育方法そのものが平和的であるべきとさ

れる。四つ目の「教育における平和」（peace in or through education）では、教育行政、

学校、教室などの各レベルの組織において、紛争・暴力・葛藤などが少ない平和的な状況

（場）を形成しようとする。五つ目の「積極的平和としての教育」（education as a positive 

peace）では、単に戦争がない「消極的平和」の成立だけでは不充分とみなし、貧困・差別・

不正義がない「積極的平和」な社会においてのみ、一人ひとりの教育権（学習権）が充分

に保障されると考える。ここには、教育界における男女差別や障害者差別、マイノリティ

差別をなくすことがめざされる。さらに、日本国内のみを問題にするのではなく、開発途

上国の貧困問題を改善して子ども達の就学率の向上や教育権を人々に保障する社会状況を

創ることに参加することも期待される（村上,2004：279-280）。  

日本の平和教育は、第二次大戦の戦争体験の継承を中心に行われてきた。学校教師のほ

ぼ全員が戦争体験を持っておらず、子どもたちにとって戦争体験は過去の歴史的事項にな

りつつある。日本の学校では、平和教育は教科ではないため、平和問題に対する子どもた
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ちの自主的判断を育てるものでなければならない。また、学校現場での平和教育実践に対

して政治的規制が働くことがあるため、学校教師はあるべき平和の社会をイメージしなが

ら、論理的な平和問題の扱い方を実践力として身につけることが大切である（村上,2004）。

本稿における平和教育とは、過去の戦争に関わる場所を子どもたちが実際に訪れ、その場

所で何が起きたのか犠牲になったのはどのような人たちだったのかを考える教育をさす。 

反戦平和をめざした平和教育の実践は、保守政権による再軍備・防衛力強化、愛国心向

上をめざす政治状況の中で、教育現場で政治的対立を起こすことが多かった。米軍・日米

安保条約 2)・自衛隊基地や日本軍の戦争加害責任や日の丸・君が代などの政治的論争題を

「平和」を教える題材として学校教育内で扱おうとすると、学校外部からの政治的規制や

教職員間の葛藤が生じ、学校内が「平和的」でなくなるという意図と結果が異なる状況を

生み出すこともある（村上,2004）。  

また、平和教育への規制の強まりを感じる例として「学校現場で、戦争を体験した方々

が重い口を開いて話をされてきた「事実」に触れようとすることは、すでにそれほど簡単

なことではなくなっている」（北上田,2016：145）という変化も指摘されている。 

 このように日本では、平和教育が容易ではない事例も出てきているが、一つの方法とし

て次の指摘がある。テッサ・モーリス＝スズキ氏が韓国の独立記念館を訪れた際の体験で

ある。 

「大学院生は、韓国人、日本人、在日コリアン、そして日本にいるオーストラリアの交

換留学生たちだった。その一人一人が、自分自身の歴史教育の経験と大衆的なメディアか

ら得た歴史の記憶とを、記念館の極めてナショナリスティックな歴史展示と比較し合った

のである。日本人学生は、自らが受けた歴史教育と展示との落差を語り、韓国人学生のな

かには、この記念館のナショナリスティックな展示に批判的な見方をしようとする学生も

いた。さらに「朝鮮籍」の在日コリアンは、朝鮮学校（民族学校）で学んだ歴史の見方に

ついてコメントを述べてくれた。一緒に議論することで、見学に参加した私たちは、まさ

に議論したという経験によって自らの過去についての見方がわずかに変化したことに気付

いた」（テッサ・モーリス＝スズキ,2013：100-101）とあるように、一緒に議論することで、

自らの過去についての見方が変化することも明らかになっている。 

 かつては、戦争を体験した当事者がいたが、最近では、戦争を体験した当事者が減少し

ている。このことについて、前述した北上田（2016）は、「「戦争体験者に比べて若い人の

説明は重みがないね」「非体験者であるあなたに何ができるの？」といった言葉は何度も投

げかけられてきた」と述べる。戦後 75年が過ぎて、戦争を体験しその実相を語ることがで

きる当事者が減少している今の状況で、戦争を体験しない人々が当事者意識を持つことが、

戦争体験を継承することを可能にすると思われる。 

日本の子どもたちが戦争について学ぶ機会の最たるものは学校教育である。そこで教師

がどのような教育を行うかによって、子どもたちが当事者意識を持つかは異なるだろう。
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では、教師は具体的に「当事者意識を育む平和教育の必要性」をどのように認識するのだ

ろうか。そして、教育の場で当事者意識を育む平和教育の必要性を感じるのにはどのよう

な経験がきっかけとなり、その経験が教師にどのような認識をもたらすのだろうか。そこ

で、本稿では、「当事者意識を育む平和教育の必要性を感じている」教師経験者 1名を対象

に、教師をめざすまで及び教師生活での経験を通して「どのような経験が教師の教育に対

する認識に影響を与えるのか」、そして「教育の場でどのような当事者意識に対する認識が

みられるのか」を、複線径路等至性アプローチ（Trajectory Equifinality Approach:以下

TEA）（安田・サトウ,2017）を用いて考察する。    

 

Ⅱ. 方法―TEAを用いて 

 教師の経験を詳細に把握する必要がある。そこで、教師が「当事者意識を育む平和教育

の必要性を認識し、教材作成する」に至った径路を分析するため、対象者の経験を抽出し、

それらに働く社会的な諸力を理解しつつ、非可逆的時間とともに生きる人間の経験を描く

ことができる TEAを用いて質的に分析する。 

  

A 調査協力者の概要 

 協力者は、大学で教育を専攻した後、小学校教員として児童に教える経験を通して当事

者意識を育む平和教育の必要性を感じている元小学校教師 1名（協力者 Tさん：以下 T）

である。インタビューは、2019年冬から 2021年春にかけて実施した。対面とメールで 1

回ずつ実施した後に半年ほど時間をあけて対面での確認を行い、分析結果に加筆修正を加

えた。 

 表 1は、研究協力者 Tの概要である。 

 

表１ 研究協力者 Tの概要 

元小学校教師の女性で、国籍は日本である。朝鮮戦争がおきた 1950年代に日本人の両親

の元に日本で生まれた。幼少期、実家の空いている部屋を朝鮮人の親子が借りて住んでい

た。朝鮮人の親は家の近くで働いていた。大学では教育を専攻した。日本の学校で教える

戦争体験に疑問をもち、教員時代から日本国内の戦争にかかわる場所を訪ね、資料や証言

を収集してきた。地域や修学旅行先の人たちとやり取りをする中で、戦争遺跡がなくなっ

ていくことや、現地に立ち、子どもたちが自分の目でみて理解できる教材が必要だと考え

るようになる。朝鮮人や中国人の戦争体験も含んだ戦争記憶の伝承の活動を実施してい

る。教師を退職後、平和教育に関わる教材を自費出版し、小学校、中学校、高校に配布し

た。 
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研究デザイン 

 本研究では、生を享けた個人がその環境のなかで生命を維持し人生をまっとうするため

に記号を取り入れつつ生きていくプロセスを描く心理学的試みである複線径路等至性アプ

ローチ（Trajectory Equifinality Approach:以下 TEA）を分析手法として用いる。 

 データ収集は、主に対面での半構造化インタビューを実施し、内容の確認はメールで行

った。インタビュー内容は、幼少期の経験や戦争にまつわる記憶のエピソード、教師時代

印象に残ったことなどである。 

 

分析方法 

 語りをもとにメモをとり、Tの人生のストーリーを再構成した。TEAは、分析概念が複数

存在する。本研究では、研究課題および研究協力者の属性・人数から等至点（Equifinality 

Point:EFP）、分岐点（Bifurcation Point:BFP）、社会的助勢（Social Guidance:SG）、社会

的方向づけ（Social Direction:SD）、統合された個人的志向性（Synthesized Personal 

Orientation：SPO）を用いた。 

 

TEAの概念説明 

 人が非可逆的時間を生きるなかで等しく辿りつくポイントがありこれを等至点と呼ぶ

（神崎・サトウ,2015）。等至点の前には、いくつかの分かれ道が存在しこれが分岐点であ

る（サトウ,2015）。等至点への歩みを後押しする力が社会的助勢（SG）であり、等至点に

向かうのを阻害する力が社会的方向づけ（SD）である（安田,2015）。統合された個人的志

向性（SPO）は、個人の内的志向性である（弦間,2012）。 

 

倫理的配慮 

 本研究は、倫理的配慮に基づき実施され、結果に影響を与えない範囲でプライバシー保

護を行っている。 

 

Ⅲ. 結果 

図１は Tの TEM図である。図の作成にあたり、廣瀬（2012）と上川（2017）の作成手順

および記述を参考にした。表 2は、図１を分析するために整理した概念表である。図を描

く際に、理論的に仮定される径路を点線で示した。 

 

表２ TEAの概念表 

概念 本研究の位置づけ 

等至点：EFP （Equifinality Point） 当事者意識を育む平和教育の必要性を認識し教材作成する 
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両極化した等至点：P-EFP 

（Polarized Equifinality Point） 

これまでの平和教育に疑問を持たずに生きていく 

分岐点：BFP（Bifurcation Point） 日本語を話せない朝鮮人親たちとの出会い 

社会的方向づけ：SD 

（Social Direction） 

被害者としての戦争体験しか知らない教員たち 

社会的助勢：SG 

（Social Guidance） 

①父の戦争体験 

②朝鮮戦争の影響を肌で感じる 

③教師に反論できる高校・大学時代 

④勉強会に参加 

⑤サークル活動での経験 

⑥マイノリティが権力に抑圧される社会に違和感 

⑦戦争に関わる証言・資料収集 

統合された個人的志向性：SPO 

（Synthesized Personal Orientation） 

当事者意識を育む教育が次世代に必要  

 

A 当事者意識を育む平和教育に対する協力者 Tの認識－TEM図からの分析結果 

 

 協力者 Tが EFP「当事者意識を育む平和教育の必要性を認識し教材作成する」に至るま

での経験を TEM図に表し、その全体像を 4つの期間に区分した。具体的には、以下の通り

である。 

 

  第Ⅰ期 朝鮮人の親子に出会いマイノリティに関心をもつ 

  第Ⅱ期 マイノリティの生活支援 

  第Ⅲ期 教員として経験を積み批判的に自らの経験を振り返る 

  第Ⅳ期 当事者意識を育む平和教育の教材作成 

 

それぞれの区分ごとに、表２で示した分析結果を中心に、協力者 Tの語りを記述する。

図１は、協力者 Tの語りに基づいて、当事者意識を育む平和教育に関する協力者 Tの経験

を TEM図に示したものである。第Ⅰ期～Ⅱ期は、マイノリティとの経験が語りの中心であ

り、第Ⅲ期は、SDと SGの影響をうけながら SPOが示され、第Ⅳ期の EFPに向かっている

ことから、協力者 T自身が当事者意識を育む平和教育の必要性を認識している期間と考え

られる。 

以下では、TEMの概念により分類された経験を＜ ＞で示す。 
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第Ⅰ期 朝鮮人の親子に出会いマイノリティに関心をもつ 

 Tは、＜朝鮮戦争がおこった 1950年代に生まれる＞。満州国での＜父の戦争体験＞を聞

いて育つ。住んでいた地域は、朝鮮戦争による好景気の影響を受けており、＜朝鮮戦争の

影響を肌で感じる＞。近くに朝鮮人が働く職場があり、実家では＜朝鮮人の親子に部屋を

貸す＞ことがあった。この頃から、＜マイノリティが権力に抑圧されることに違和感＞を

感じていた。 

 

第Ⅱ期 マイノリティの生活支援 

 ＜教師に反論できる高校・大学時代＞を過ごし、＜大学で戦後の日本の教育を学び影響

を受ける＞。大学では、いろいろなことに挑戦した。＜勉強会に参加＞し、教育について

議論する日々を送った。＜サークル活動での経験＞を積み、台風で家が流された人のため

に、小学校の先生と解決のために奔走する。＜子どものためのサークル活動で様々な立場

の人に出会う＞。「被差別部落出身者もおられたけれど、小学校の先生と相談に行きました」

と語った。＜朝鮮人の子どもや保護者の支援活動に参加＞することもあった。＜日本語を

話せない朝鮮人親たちとの出会い＞があり、＜マイノリティの生活支援＞に力をいれて大

学生活を送った。その後、小学校の＜教員になる＞。大学時代から継続して＜マイノリテ

ィが権力に抑圧される社会に違和感＞を持っていた。 

 

第Ⅲ期 教員として経験を積み批判的に自らの経験を振り返る 

 教員になると、＜日本に住む朝鮮人や中国人が戦争でどんな目にあったのか取り上げに

くい日本の教育に直面＞する。この頃から、＜当事者意識を育む教育が次世代に必要＞だ

という内的志向が表れた。＜被害者としての戦争体験しか知らない教員たち＞に出会い、

子どもたちの教育をどうしようか日々考えた。＜戦争被害者として教える日本の教育に違

和感を覚える＞日々を過ごす。教員時代、修学旅行先は京都か伊勢神宮だった。「このまま

では子どもたちのためにならないのではないか」と考え、＜修学旅行先について疑問を持

ち行動をおこす＞。修学旅行先を広島に変更し、戦争体験について多面的に教えるように

なった。そして、＜犠牲になった隣人たちを視野に入れて空襲・原爆投下を教える＞教育

を続けた。＜朝鮮人中国人に向き合った平和教育が必要＞と実感し、授業や修学旅行の傍

ら、＜戦争に関わる証言・資料収集＞を行った。広島に子どもたちを引率した際は、日本

人被爆者の話だけでなく、犠牲となった朝鮮人の話もして、子どもたちと対話を重ねた。 

「歩いて探すことで分かってきたことがあるんです。戦争に協力した暮らし、戦争末期の

暮らし、オーストラリア兵らが川崎重工に向けて歩いた新開地、韓国併合や朝鮮中国との

かかわり、戦後すぐに朝鮮民族の言葉を教える学校を作ったが、GHQに中止を命じられた

阪神教育闘争も調べました」資料館で話を聞いたり、学校の 100年史などを活用した。            

 丸山に連合国軍捕虜の収容所があったことや空襲にあったといわれる朝鮮人労働者の骨
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がまつられる供養塔、神戸電鉄の工事をした朝鮮人労働者を記念する像や朝鮮人集落跡、

中国人空襲犠牲者の慰霊碑がある中華義荘なども歩いて調べた。 

 

第Ⅳ期 当事者意識を育む平和教育の教材作成 

Tは、戦後生まれであるが、父親から戦争のことをよく聞かされ、「子どもたちにも戦争

のひどさを語り、真実を知り考え、戦争を止められる人になってほしい」という思いを抱

いて教員を続けていた。 

 定年退職後、＜当事者意識を育む平和教育の必要性を認識し教材作成する＞に本腰をい

れ、平和教育に関する教材を自費出版した。 

平和教育の教材には、かつてのアメリカ軍の無線基地がいまは観光地となっている場所

や学童集団疎開の記録、朝鮮人労働者の像、中国人犠牲者の慰霊の位牌などが掲載されて

いる。また、Tが父親から聞かされたエピソードすなわち 1930年代の中国東北部「満州」

においては、朝鮮人や中国人が軍隊によって残酷な目にあったり、戦争に召集された立場

では、本当のことは知らされず、あるいは言えない状況であったことも載せてあり小学生

から高校生までが活用できる内容である。 

その根底にあるのは、「子どもたちや若い人に戦争の実相を伝えたい」という思いと、＜

当事者意識を育む教育が次世代に必要＞という教員時代からの認識だった。 

 

B  当事者意識を育む平和教育に対する認識に影響を与えた SDおよび SG 

 

 ここでは、「どのような経験が教師の教育に対する認識に影響を与えるのか」を考察する

にあたり、協力者 Tの認識に影響を与えた社会的要因と心理的要因を明らかにするために、

TEM図から示された SDを表３に、SGを表４にまとめた。  

 

表３ TEM図から示された SD 

1.同僚教員との関係 被害者としての戦争体験しか知らない教員たち（第Ⅲ期） 

 

表４ TEM図から示された SG 

１．家族関係 父の戦争体験（第Ⅰ期） 

２．研修・教育 勉強会に参加（第Ⅱ期） 

サークル活動での経験（第Ⅱ期） 

３．教師との交流 教師に反論できる高校・大学時代（第Ⅱ期） 

４．社会環境 朝鮮戦争の影響を肌で感じる（第Ⅰ期） 

マイノリティが権力に抑圧される社会に違和感（第Ⅱ期、第Ⅲ期、第Ⅳ期） 

５．教材準備 戦争に関わる証言・資料収集（第Ⅱ期、第Ⅲ期、第Ⅳ期） 
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図 1 Tの TEM図 
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まず、SDは表３のように、「被害者としての戦争体験しか知らない教員たち」が示された。

第Ⅰ期から第Ⅲ期までまとめると、教員になり様々な背景をもつ同僚との交流から被害者

としての戦争体験をもつ教員の存在に気づいたことが SPOの＜当事者意識を育む教育が次

世代に必要＞という志向を表す要因になったことがわかった。 

 次に、SGは表４のように「家族関係」「研修・教育」「教師との交流」「社会環境」「教材

準備」の 5種が明らかになった。第Ⅰ期～Ⅳ期までまとめると、家族関係や研修・教育、

教師との交流、社会環境、教材準備等の具体的な経験が主体的な行動につながり、SPO＜当

事者意識を育む教育が次世代に必要＞という志向性を表した。SPOや EFPへ影響を与えた

と考えられる。 

 

Ⅳ. 考察－教育の場でどのような当事者意識に対する認識がみられるのか 

 本稿では、TEMにより協力者 1名が EFP＜当事者意識を育む平和教育の必要性を認識し教

材作成する＞に至る径路を分析した。そして、当事者意識を育む平和教育に対する認識に

影響を与えた SDおよび SGを検討した。  

 「教育の場でどのような当事者意識に対する認識がみられるのか」に対しては、協力者

が大学で、研修・教育や教師との交流、社会環境等の SGを受けながらサークル活動や朝鮮

人の子ども、親たちとの出会い、社会的マイノリティとの出会いを通して、多様な立場に

置かれている人々の当事者意識を学び、育んでいたと思われる。 

 他方、教員になってからは学校で子どもたちとの対話や、地域社会および修学旅行先で

人々や遺跡を通して当事者意識を育む教育が必要であることを認識していったと考えられ

る。こうした結果から考えると、学校で子どもたちに対して、当事者意識を育む教育を行

うためには、教師自らが学生時代に大学の外の社会に目を向けて、経験を積むことが大切

であるといえるだろう。 

 

Ⅴ. まとめ 

  協力者 1名を対象に TEAを用いて分析し、協力者 Tの EFP＜当事者意識を育む平和教育

の必要性を認識し教材作成する＞に至るまでの経験とその経験に影響を与えた社会的・心

理的要因を記述した。 

 協力者Tの平和教育の取り組みは、子どもたちを中心に「ネーションを横断する物語
ナラテイヴ

や

疑問に自らをさらした」（テッサ・モーリス＝スズキ,2013：101）と言えるだろう。また、

「当事者意識を育む平和教育の必要性を認識し教材作成する」行為は、戦争の「「非体験者」

だからこそ可能になる様々な「戦争」についての語り方」（北上田,2016：149）の実践例で

あろう。日本語指導が必要な子どもたちが増加する昨今において、本稿で取り上げたTの当

事者意識を育む平和教育をめぐる取り組みは、平和教育という枠を超えて、多言語多文化

の共生の可能性を拡げるものである。 
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おわりに 

 本稿は、教師経験者 1名を取り上げたもので、現在の日本の教師の「平和教育」につい

て、一般化することは困難である。今後は、学校で平和教育を行った経験のある他の教師

にも聞き取りをおこない、検討を重ねる必要がある。崔文衡
チェ・ムンヒョン

元韓国歴史学会会長は、歴

史の共有について、「近頃の「韓流ブーム」もあるが、両国若手研究者たちの日露戦争共同

研究を通じての歴史共有基盤の準備が、歴史学徒としての私の一つの希望である」（2005

年 4月）と述べている（崔,2015）。様々な角度からの歴史の共有が期待されている。 

 当事者意識を育む教育は、日本における多文化共生社会の実現に向けても、優先される

べき重要な取り組みの一つである。  

 

注 

1)文部科学省総合教育政策局国際教育課の平成 26年 1月の発表によると、「日本語指導の対象

となる児童生徒」について、「小学校、中学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の小

学部及び中学部に在籍する日本語指導が必要な児童生徒」と定義している。本稿では、高等

学校に在籍する生徒も含めて日本語指導が必要な児童生徒という言葉を用いる。 

2)日米安全保障条約は、1951年に調印され 1952年 4月に講和条約・日米行政協定とともに発

効された。1960年 1月に新日米安全保障条約が日米地位協定とともに調印された。日本国と

アメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約である（山本,2020）。  
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The Peace Education by a Former Teacher 
ICHIKAWA, Akiko 

Abstract 

  This research investigated a former teacher, who recognizes the peace education helping 

students have a sense of ownership as significant, using Trajectory Equifinality Approach/TEA. The 

aims of this study were to delineate “What kind of experience affects teachers’ recognitions towards 

education?” and “What kind of people are recognized in the field of education?” employing TEA. 

Results in this study show that the approach for peace education, which was conducted by the 

participant in this study, exposed oneself to stories and questions which are across the nation. In 

addition, it was also implied that the acts to recognize the importance of the peace education 

helping ones have a sense of ownership and to make the teaching materials were the examples of 

war-story telling that only non-war-experienced people could conduct. In the recent situations 

where these the number of children who need Japanese-language education increasing, the attempt 

of T that this paper reports broadens the possibilities of multilingual and multicultural beyond the 

range of peace education. 

 

Keywords： Teacher, Peace education, sense of ownership, TEA 
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