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1. 研究背景 
日本語母語話者教師注３がそのほとんどを占める日本国内の現場とは異なり、海外の日本

語教育の現場では、日本語非母語話者教師と日本語母語話者教師がともに働いていることが

多い。国や機関によってその割合や関与の仕方について差があるが、例えばタイの高等教育

機関においては、タイ人教師がタイへ赴任した日本語母語話者教師と協力して日本語教育の

現場を作り上げているのが一般的である。 
著者らは 2000 年代後半にタイの大学に赴任し、非母語話者であるタイ人教師とともに働

いた経験を持っている。我々が所属していた機関は異なっているが、それぞれの形で「日本

人教師としての役割」が求められていた。このような経験から、著者らはタイの日本語教育

の現場においてタイ人教師と日本人教師がともに働く上での役割と意識に関心をもち、研究

を進めている。 
香月・松尾（2009）では、タイの高等教育機関の一種であるラチャパット大学注４のタイ

人教師と日本人教師を対象にアンケートを実施し、両者が実際にどのような内容の仕事をど

のような分担で行っているかを調査した。その結果、様々な業務の中で、タイ人教師のみ、

日本人教師のみ行っている仕事があることがわかった。また、全体の仕事における事務的な

仕事の割合が、日本人教師の場合は 24%であるのに対し、タイ人教師の場合は 40%を占め

ることも明らかになった。 
松尾他（2014）では、タイの日本語教育機関においてタイ人教師とともに働いている、も

しくは働いた経験を持つ日本人教師 74 名に対して質問紙調査を実施し、日本人教師がタイ

人教師とともに働くことをどう捉えているかについて分析した。因子分析の結果、「協働困

難」「独自性重視」「関係性重視」の 3 つの因子が抽出され、そのうち、「協働困難」に関し

て、滞在期間（2 年未満か 2 年以上かの二群）と有意な相関が見られることを明らかにし

た。そこから、滞在年数を経る中で、日本人教師が協働に困難を感じなくなるように変容し

ている可能性があることを示した。 
さらに、香月他（2017）では、松尾他（2014）と同様の質問紙調査から得られた「不快な

経験」を分析し、不快な経験の主な要因に「情報共有ができていないこと」「役割認識の共

有ができていないこと」「プライベートの関係が仕事へ影響したこと」の 3 点があることを

指摘した。これらは、先行研究で指摘されていた「タイ人教師と日本人教師の関係構築上の

重要なポイント」（情報共有、役割認識の共有、円滑なプライベートの関係）を反対の側面

から描き出したものであった。また、滞在期間との関連を見てみると、これらの不快な経験

は、赴任後半年～1 年の段階で経験されたものが多かった。さらに、その時期の不快な経験
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に対しては、日本人教師は【「日本」「タイ」という二項対立的な評価をする】、【あきらめ・

受け入れの姿勢を見せる】といった傾向が強かったものの、赴任後 1 年半を越えてからの不

快な経験に対しては、二項対立的ではなく【一人の人間として相手を評価する】ようになる

という変化が窺えた。これらの結果は、赴任後 1~2 年の時期が協働の「葛藤」段階（池谷

他 2009）に重なり、その後協働の充実期を迎える（中山 2010）とする先行研究の指摘を支

持するものであった。 
これらの知見を総合した結果、「タイでの滞在を経ることで、タイの文化や価値観、とも

に働くタイ人教師に対する理解が深まっていき、そのことによってタイ人教師との協働に困

難を感じなくなる」という仮説が得られた。しかしながら、一連の研究は量的な分析によっ

て得られた結果、あるいは複数の事例を統合して得られた傾向である。また、質問紙調査で

は被調査者が不快だと感じたある時点での経験を抽出したに過ぎず、個別の事例を対象に、

一定期間における変容も含めて質的に分析を深めることが課題として残った。 
 そこで、著者らは、タイの高校で 10 ヶ月間ティーチングアシスタント（以下、TA）注５と

してタイ人教師とともに働いた日本人教師 S さんに対して、赴任直後から帰国までの期

間、8 回にわたりインタビュー調査を実施した。本稿では、松尾他（2016）で「不快な経

験」の原因の一つとして挙げられた「情報共有ができていないこと」という経験に注目する
注６。具体的には、S さんがその経験を通してどのように「情報共有」の姿勢を変容させてい

ったのかを記述し、その「情報共有」を支える要因について考察する。 
 
2. 先行研究 
2.1 タイの中等教育機関におけるタイ人教師と日本人教師の協働 
国際交流基金の日本語教育機関調査（2013）によると、タイの中等教育機関で教える日本

語教師のうち、23.1%が日本語母語教師であり、全体の 36.3%の機関に日本語母語教師が在籍

している。これらから、タイの中等教育機関における日本語教育の多くの場面で、タイ人教

師と日本人教師の協働が行われていることが窺える。 
タイの中等教育機関におけるタイ人教師と日本人教師について論じた研究として、例えば

中井（2009）は、日本語を学ぶ高校生とタイ人教師が求める日本人日本語教師像について因

子分析を行った。その結果、「資格と経験」「教師の人間性」「授業の実践能力」「教師として

の態度」「語学力」「異文化接触」の 6 つの因子が得られ、特に「授業の実践能力」「教師の人

間性」「教師としての態度」が強く求められていることを示した。また、高校生がコミュニケ

ーションのために日本人教師にタイ語や英語を話すことを求めるのに対し、タイ人教師は日

本人教師に母語話者としての役割を期待するために媒介語の使用をあまり求めないという相

違も明らかになった。 
門脇（2014）では、タイで日本語を学ぶ高校生への調査から、日本語母語話者教師と非母

語話者教師のチームティーチングに対する学習者の評価は 9 割以上が肯定的で、否定的な評

価はまったく見られなかったことを示した。 
中山（2016）では、タイの中等教育機関で働く日本人教師を対象に、タイ人教師との協働

に関するアンケートとインタビューを行い、その結果をまとめている。日本人教師が考える
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日本人教師の協働上の役割として挙がったのは「正確な発音や教科書の読み聞かせ」「会話の

相手や作文の添削」「日本の文化を紹介すること」であり、タイ人教師の協働上の役割として

挙がったのは「教科書の文法の説明」「授業中のクラスコントロール」「担当授業のシラバス

作成」であった。中山（2016）は、日本人教師とタイ人教師がこのような固定的な役割観か

ら解放され、新しい協働観を互いに形成していくことの重要性を主張している。 
これらの先行研究からは、タイの中等教育において、タイ人教師・日本人教師・学習者の

それぞれが、タイ人教師／日本人教師の役割、あるいはタイ人教師と日本人教師の協働に対

してどのような認識を持っているのか、その傾向が見えてくる。しかしながら、タイ人教師

と日本人教師の協働について、個別の事例を縦断的に分析したものは見られず、そうした研

究が求められる。 
 
2.2 現地教師と日本人教師の「情報共有」 
現地教師と日本人教師がともに働く際の「情報共有」に関しては、様々な指摘がなされて

いる。高橋（2010）は、ベトナムの日本語教育機関におけるノンネイティブ教師とネイティ

ブ教師のチームティーチングを分析する中で、チームティーチングで生じた問題として、

「日々の忙しさによる「連絡不足」から、教師間で授業で扱う項目にずれが出たり、教室活

動が被ってしまったりした」例を挙げている。 
香月（2011）は、タイの大学で働くタイ人教師と日本人教師を対象にしたインタビューの

分析から、情報共有が学科運営や人間関係を円滑に進める重要な要素であること、また、学

科運営や人間関係がうまくいくことで、さらに情報共有の意識が強化されることを示した。 
池谷他（2012）は、タイの高等教育機関において、「情報共有」の姿勢で細かく定期的な話

し合いを求める日本人教師と、頻繁な話し合いを避けて手短に済ませたがるタイ人教師の姿

を示し、互いの協働観の違いを把握することが摩擦の回避につながると指摘した。 
これらの知見は、日本人教師の不快な経験の原因として「情報共有ができていないこと」

を挙げた香月他（2017）の指摘とも共通しており、タイ人教師と日本人教師の協働を円滑に

進めるために「情報共有」が果たす役割は小さくないと言える。そのため、先行研究では対

象となっていないものの、タイの中等教育機関においても、「情報共有」は重要な要素である

と考えられ、どのようにして「情報共有ができていないこと」という困難に対処するのかと

いう点は重大な関心事となる。したがって、タイの中等教育機関で働いた日本人教師を対象

に「情報共有」における姿勢の変容とその要因を分析する本稿の意義は、ここに位置づけら

れることとなる。 
 
3. 調査 
3.1 調査協力者：S さんについて 

S さんは関西の大学で日本語学を専攻しており、学部 4 年を休学して、タイ・バンコクの

S 高校に 2014 年 5 月中旬から 2015 年 3 月中旬まで赴任した。S 高校の学期は 5 月から 9 月

までが 1 学期、11 月から 2 月までが 2 学期なので、S さんの在職期間は 1 学期が始まってか

ら 2 学期が終わるまで、ということになる。S さんはその高校に赴任する 2 年前に、バンコ
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ク近隣の高校で 2012 年 8 月から 9 月までの 1 ヶ月間、TA として教えた経験があり、タイ人

教師とチームティーチングで日本文化を紹介する授業に携わった。また、国内でも約 1 年間

ボランティアとして年少者の日本語教育に関わっていた。ただし、いずれの場合も、タイ人

教師と一緒に授業を行ったり、マンツーマンで補習授業を行ったりするものであったため、

一人でクラスの授業を担当した経験はなかった。タイ語に関しては、学習意欲はあるもの

の、赴任当時はほぼ未習に近い状態であった。大学卒業後の進路について、日本語教育に関

わるかどうかは決めていなかったが、以前参加したスタディーツアーでタイの日本語教育の

現場を訪問したことがきっかけで、海外で日本語を教えることに興味を持ち、赴任するに至

った。 
 
3.2  調査機関：S 高校の日本語教育について 

S 高校はバンコクの公立高校で、1〜3 年生を対象に、専門科目及び選択科目として日本

語のクラスが開講されている。日本語を専門とする学習者は仮名から学び始め、卒業時に

N4 から N3 程度の日本語力を身につける。大学では語学以外の専門を希望する学生が多い

ため、そのような学生は大学入学試験注７が目標となるが、3 分の 1 程度の学生は日本語を専

攻する。一方、選択科目として日本語を勉強する学習者に対しては日本語力を身につけるこ

とよりも外国語学習を通して異文化理解能力を育むことに主眼が置かれている。 
S 高校は 2004 年から毎年継続して、S さんの大学の学生を 1 名、TA として受け入れてい

る。以前はタイ人教師が 1 名と日本人 TA が 1 名の 2 名体制であったが、現在はタイ人教師

が 2 名と日本人 TA が 1 名の 3 名で構成されている。タイ人教師 A（A 先生）は主任業務と

して会議等が多く、日本語教員の部屋にいることが多いタイ人教師 B（B 先生）の方が学内

外含めて日本人 TA と行動をともにすることが多い。以下に記述するインタビューにおいて

も B 先生との関係について述べることが多かった。 
日本語の授業は、国際交流基金がタイの中等教育向けに作成した初級教科書「あきこと友

だち」を使用し、進められている。ほとんどの授業はタイ人教師 1 名と日本人 TA1 名がチ

ームティーチングで入り、S さんの赴任当初は基本的には以下のような役割分担が行われて

いた。 
 
 日本人 TA ：文型導入（スキット）、発話練習、日本語での板書 
 タイ人教師：文型導入（スキット）、タイ語での補足説明、確認 
 
3.3 調査方法：インタビュー 
調査には、半構造化インタビューの手法を用いた。総合的な質問として「S 高校でどのよ

うな仕事を行っているか」というものを設定し、この質問を具体的に展開するものとして

「その仕事はうまく言っていると思うか」「その仕事を行っているときのタイ人の先生や学

生、教室の様子はどうか」「どのようなことに充実感や困難を感じているか」「タイ人の先生

との関係はどうか」などについて話を聞いた。S さんの回答に合わせて、詳細な説明を求め

たり、上記の内容に留まらない質問を行ったりもした。 
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インタビューは計 8 回行った。概要は以下のとおりである（表 1）。7 回目までのインタビ

ューは S さんのタイ赴任中に、8 回目のインタビューのみ、S さんが赴任を終えて帰国した

後に行った。 
すべてのインタビューは、Skype の通話機能を利用して行い、S さんの承諾を得た上です

べて録音した。そして、録音したものを逐語的に文字化し、それをデータとした。 
 
表 1 インタビューの概要 

実施回 実施日 実施時間 実施回 実施日 実施時間 

1 回目 5 月 27 日 45 分 26 秒 5 回目 11 月 9 日 1 時間 23 分 19 秒 
2 回目 6 月 30 日 1 時間 30 分 56 秒 6 回目 1 月 10 日 1 時間 54 分 58 秒 
3 回目 8 月 13 日 27 分 40 秒 7 回目 3 月 15 日 1 時間 36 分 01 秒 

4 回目 9 月 7 日 1 時間 49 分 19 秒 8 回目 5 月 5 日 1 時間 46 分 47 秒 
 
3.4 調査協力者選定の理由 

S 高校で TA として働く S さんに協力を依頼した理由は、二つある。一つは、S 高校への

日本人 TA の派遣はすでに 10 年以上継続して行われており、タイ人教師と日本人 TA の協働

が「仕組み」として確立されているためである。S さん自身、S 高校の役割分担の「仕組

み」について、次のように言及しており、この「仕組み」がある程度〔うまくいってる〕

（2）注８ものとして機能していることが窺える。（以下、インタビューデータにおける R＝調

査者である著者の一人、S＝調査協力者である S さんを指す）。 

（2 回目のインタビュー：6 月 30 日） 
 
もう一つは、S 高校に毎年やってくる TA の任期が 10 ヶ月と決まっているためである。

先行研究の知見を踏まえれば、この任期中は、最後まで協働の「葛藤」段階に当てはまる。

協働の充実期に至る前に帰国するにもかかわらず、S 高校での協働が〔うまくいってる〕

（2）ものとして機能しているということは、10 ヶ月という短い滞在の中で日本人 TA に変

容をもたらす何らかの要因が、「仕組み」の中にあるのではないかと予想される。 
以上から、S 高校で TA として働く S さんに協力を依頼することは本研究の目的に十分に

適うものであると言える。 

R： 【S 高校のタイ人教師と日本人 TA の役割分担について】このような役割分担っていうの

は、S さんとしては、どのようにお考えですか。 
S： 今の役割分担ですか？ 
R： はい。  
S： あのーそうですね、私もそういう役割分担はすごくいい、というか、えーと、うまくいっ

てるなーという風に思います。 
  （中略） 

他の学校で教えてる日本人の先生とかと、えーお話する機会がありまして、で、他の学

校の先生のお話を聞いてると、せっかく日本人の先生がいてチームティーチングができ

るのに、その、役割分担ができていないというか。

69



 
4. 分析：Sさんの「情報共有ができていない」経験とそれを乗り越えるための「情報共有」 

S さんは、赴任して 1 か月のころ、自分の仕事内容について、このように語っていた。 

（2 回目のインタビュー：6 月 30 日） 
 
このときの S さんにとって、仕事というものは、〔「S 先生の仕事ですよ」という風に仕事

をいただく〕（2）ものであった。そして、S さんは、分からないときには質問したり相談し

たりするという形を採っていた。 
この語りだけを聞くと、S さんの働く学校では、相談や打ち合わせが十分に行われてお

り、「情報共有」ができているように思える。 
しかし、S さんは、赴任中に「情報共有ができていないこと」に関して、大きく 2 つの困

難を経験していた。それは、情報を受け取る側として経験した困難と、情報を与える側とし

て経験した困難である。そして、それらの困難を経た S さんには、「情報共有」の姿勢が見

られるようになった。以下、S さんの語りを見ていく。 
 
4.1. 情報を受け取る側としての経験 

S さんは、タイ人教師と一緒に授業を行った際に、タイ人教師からの〔無茶振りが多〕

（4）く、そのことに困難を感じていた注９。 

（2 回目のインタビュー：6 月 30 日） 
 
このように〔授業中の相談もあまりなく〕（2）〔授業中に、いきなり「これしてくださ

い」〕（2）と言われることに対して、S さんは戸惑いを覚えている。〔「おおっ」となったりす

る〕というのは、S さんの戸惑いの現れであると考えられる。S さんは、二人のタイ人の先

生の比較から、これは「情報共有ができていないこと」が原因で生じた困難だと認識する。 
 

S： あのーその、打ち合わせをきっちりはしてない分、授業中にえっと、相談したりしなが 
    ら進めることもよくあるんですが、えーとその、授業中の相談もあまりなく、えーと、 
  何て言うんですかね、「こうしてください」みたいな感じでいきなり言われて、「おおっ」

となったりすることは、ありますね。 
R： それは授業中に、こうしてくださいって言われるんですか。それとも。 
S： 授業中に、いきなり「これしてください」ですね。 

S： 「S 先生の仕事ですよ」という風に仕事をいただくんですけど、あの「何か分からないこ

とがあったら聞いてくださいね」とか、最初にそういう感じで言ってくださいますし、

私自身も質問して相談したり、してたので。 
  （中略） 

授業の前に、その日の授業で何をするか、どういう順番で何を教えるかとか、打ち合わ

せはします。基本的に、授業の直前ですね。あまり細かいところまで詰めた打ち合わせ

はしないですね。大まかな流れとか、導入するときはこういう場面をしましょうとか、

こういう役でやりましょう、そういう打ち合わせはしています。 
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（4 回目のインタビュー：9 月 7 日） 
 
一方で、この困難に対して、S さんは〔私は頭の回転が速いほうじゃないので〕（4）〔あま

り例文を考えたり、パッと考えたりするのが得意じゃないので〕（4）と自分に原因があると

いう捉え方もしていた。 

（4 回目のインタビュー：9 月 7 日） 
 
 そして、このような「情報共有ができていない」という困難に対して、S さんは〔事前に

色々把握しておかないといけないな〕（4）と思うようになり、〔極力タイ人の先生に確認し

たり情報を求めたりっていうことは今するようにし始め〕（4）た。 

（4 回目のインタビュー：9 月 7 日） 
 
 S さんが〔普通のことかもしれないですけど、あの、今まではあまりそれを考えてなく

て〕（4）〔あまり細かいところまで把握はしてませんでした、私は。ただ結果的にそれでい

くつか綻びが出てしまっている〕と発言していることから、変容前の状態は S さんにとっ

て「普通」ではないものとして、「困難」として認識されたことが分かる。そのような認識

のきっかけとなった出来事についても S さんは言及している。 

S： 結局、TA の能力にもよるんだと思います。あのー、私があまり例文を考えたり、パッと 

考えたりするのが得意じゃないので、で、やりにくいというか、ま、頭を働かせないと

いけないっていうのはあるんですけど、ま、それに困らないような日本人だったら特段

やりにくさを感じないんじゃないかなと思いますね。 

S： あの、僕も事前に色々把握しておかないといけないなと思うようになりました。これは、 
    普通のことなのかもしれないですけど、あの、今まではあまりそれを考えてなくて。あ

の例えば今回のその日本語コンテストのことだったり、えーその日本から中高生が来る

プログラムだったり、って言うのを、まああまり細かいところまで把握はしてませんで

した、私は。ただ結果的にそれでいくつか綻びが出てしまっているので、あのー、でき

るだけあのー、私もタイ人の先生に常日頃から色々聞いて、「どうなってますか」とか「こ

れどうするんですか」とか話を、まず意識的にしたほうがいいのかなという風に。 

S： 片方のタイ人の先生は、割と、何て言うんですかね、無茶振りが多い。あまり、私と、細

かいところまで詰めずに、授業の中でも私を使うので、私としても、全然気を抜けない

というか。 
  （中略） 

その学年に教えた文法を使いながら、あの新しい文型を使って、っていう会話を考える

のはちょっと、私は頭の回転が速いほうじゃないので。 
  （中略） 

もう一人のタイ人の先生のほうは、逆に、あの、授業前に、色々場面、会話の細かいと

ころまで決める先生ですので。私としてもそっちのほうが、楽、ではあります。 
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（4 回目のインタビュー：9 月 7 日） 
 
このような経験を経て、S さんは〔情報がなければ何の、何て言うかな、対策もできな

い〕（4）、〔細かい情報っていうのを全員、私自身知っておいたほうが、ま、そういうときに

は、仕事がしやすいだろう〕（4）と思うようになり、〔タイ人の先生に常日頃から色々聞い

て、「どうなってますか」とか「これどうするんですか」とか話を、まず意識的にしたほう

がいい〕（4）と考えるようになった。これは、S さんが赴任した当初の〔「何か分からないこ

とがあったら聞いてくださいね」とか、最初にそういう感じで言ってくださいますし、私自

身も質問して相談したり、してた〕（2）という情報共有の姿勢と比べると、情報を手に入れ

ようとする能動性という点で大きく変わっていることが窺える。具体的には、情報共有を求

める頻度や内容といった面の変容が見られる。S さんがここで必要性について言及した「情

報共有」の姿勢とは、授業内容や「S さんの仕事」と任されたものに関する情報に留まら

ず、いわば仕事全体に関わるものである。こうした変容に至った背景には、先述の S さん

の「無茶振り」の経験や日本語コンテストに出る学生の指導を任された経験があったと考え

られるだろう。S さんは、能動的に「情報共有」の姿勢を見せることで、「情報共有ができ

ていない」という困難を乗り越えようとしており、そのことによって〔いい方向に向かえそ

うだ〕（4）と感じている。 
その後、S さんがこうした自発的な情報共有を意識するようになってからも、「情報共有

ができていないこと」や「予定が立たないこと」は生じ、その際にも S さんは自発的な情

報共有の重要性について改めて言及している。〔計画性のなさ、によって、あのもうちょっ

とできたのに、って思うことがあった〕（5）という S さんの語りからは、S さんがタイ人教

師との協働において能動的に関わり、協働をよりよいものにしようと考えている様子が窺え

る。 
一方で、S さんは、そうしてタイ人の先生に細かく情報を聞くことに対して〔細かく聞く

の申し訳ない気持ち〕（5）も感じている。 

S： 今回日本語コンテストで出る学生の、指導をしろという風に言われたんですけど、その、

指導しろって言われても、情報がなければ何の、何て言うかな、対策もできないので、と

なるとやっぱり、細かい情報っていうのを全員、私自身知っておいたほうが、ま、そう

いうときには、仕事がしやすいだろうなと思いまして。 
R:  なるほど。 
S： なので、極力、ま、タイ人の先生に、確認したり、あの、情報を求めたりってことは、今

するようにし始めました。 
R： あー、そうなんですね。何か変わってきました？少し。 
S： うーん、まあそんなに時間が経ってないので。具体的には分からないんですけど。まあで

も、あの、気持ち的には、今すごく、あのー、うーん、いい方向に向かえそうだなという

気はしてます。 
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（5 回目のインタビュー：11 月 9 日） 
 
 また、このような〔細かく聞くのが申し訳ない気持ち〕（5）だけでなく、こうした「情報

共有」も含めた仕事の進め方に関して、S さんは〔あんまり日本人的なやり方ばっかり押し

付けちゃってもタイ人の先生もそれで苦労されるかもしれない〕（5）というように、自身の

価値観を押し付けることへの葛藤も感じていた。 

（5 回目のインタビュー：11 月 9 日） 
 
4.2. 情報を与える側としての経験 

情報を受け取る側として困難を経験した後、S さんは、情報を与える側としても困難を経

験した。 
2 学期になると、チームティーチングにおける S さんの役割が変化し、〔授業の内容を考

えるというところで、私が考えることが主になって〕（6）きた。 

S： 結局、タイにいるわけなので、うーん、あんまりその、日本人的なやり方ばっかりを押

し付けちゃっても、タイ人の先生もそれで苦労されるかもしれないし、日本人的なやり

方っていうのは、タイの学校にフィットするかどうかも分からないですし、うーん。日

本人と働くっていう理由だけで、日本人のやり方とか考え方を押し付け、「こうしてくだ

さい、もっとこうしてくださいよー」とかって押し付けちゃうのは、それってよくない

んじゃないかなーという気もしていました。 

S： 期末試験が終わって、その後、期末試験のその点数が悪かった学生が、落ちた学生ってこ

とになるんですけど、落ちた学生の再試をしなければいけないんですが、その再試をす

るのを、いつ、何日にするかっていうのが、はっきりしなくてですね。えー、まそれでち

ょっと、困ったとまではいかないですけど、「おいおいいつするんだよ」っていう気持ち

でした。 
  （中略）

S： その何日にするっていうのをはっきり知らせてくれたほうが、私も前もって予定を分か

った上で、予定を立てて仕事をやったりできるので、ま日にちぐらいはあの、固定して

ほしいなと思いました。 
  （中略） 
S： 1 学期、その、計画性のなさ、によって、あのもうちょっとできたのに、って思うことが

あったので、これはそのこちらが一応細かく予定を聞いたりして、そうそう把握してお

くことで、改善はできることだと思うので、ま 2 学期からでもそこは改善して、改善、

できるんじゃないかと思うので、やってます。 
  （中略） 
S： 【細かく予定を聞くことに対するタイ人の先生の反応について】私がすごく色んなこと

を細かく確認するんですけども、あのー先生も大学院に行かれて勉強もされてますし、

学校の仕事もあるので、あのすごくちょっと忙しそうっていうのが。だからそれで細か

く聞くのが申し訳ない気持ちにはなってます。 
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（6 回目のインタビュー：1 月 10 日） 
 
すると、〔私が考えた授業内容っていうのをタイ人の先生とシェアする時間〕（6）を確保

することが難しくなったり、そのことによって〔授業が滞ったり〕（6）するという新たな困

難に直面するようになった。このような情報を与える側として経験する困難は、それまでの

S さんの語りには見られなかったものである。 

（6 回目のインタビュー：1 月 10 日） 
 
 この困難に対処するために、S さんは、何とか〔その授業をする日の朝とか、もしくは朝

教室に先生が来ない場合は授業の直前とかに〕（6）可能な限りの打ち合わせをするようにし

ていた。しかし、それでも〔授業のコマ数が増え〕（6）たことも影響し、タイ人の先生が

〔さっきの授業と混乱しちゃって忘れちゃった〕（6）ということが起きている。 

S： 授業、一学期は割と授業の手法というか、えーと、内容を考えたり、授業を進めたりっ

ていうのの主導がタイ人の先生に結構頼っていることが多かったんですが、えー、ま、 

2 学期になってから、ちょっと、あの、それが変わってきまして、えーと、授業の内容

を考えたり、授業を進めたりっていう、進めたりっていうのはあんまりないかもしれな

いですけど、授業の内容を考えるというところで、えとー、割と私が考えることが主に

なってきました。 

S： 授業の内容を考えるのが基本的に私主導になっていったんですけど、えーと、その私が

考えた授業内容っていうのを、タイ人の先生とシェアする時間が、えーと、授業の前と

か、あータイ人の先生が日本語の教室にいないこともよくあったので、だからそのわり

と授業の直前にシェアすることになっちゃって、うーん何だろうな、これ、もうちょっ

と授業前に相談しといたほうが、授業前に、あのー息の合った授業ができたかなーと思

うことはありました。 
  （中略） 
S： で、結局、その、なんだろ、えーと、授業の内容を考え、内容を頭に入れてるのが、こ

っちの方に、私の方になってきたので、あの、授業中にタイ人の先生が、で、次なんだ

っけ、みたいな感じで、えっと、なんだろうな、そういう風に、ちょっとだけ授業が滞

ったりっていうことは、ありました。 
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（6 回目のインタビュー：1 月 10 日） 
 
そこで、S さんは、2 学期の新たな取り組みとして、〔中間試験の開始日程に合わせて、

何月何日にこの文型ってそこまでかっちり決める〕（6）というスケジュール作成の作業を行

った。 

（6 回目のインタビュー：1 月 10 日） 
 
 このスケジュールの作成は、S さんの提案によって始まったものであったが、〔タイ人の

先生の意見を参考にしながら〕（6）行われた。S さんは〔教育現場の経験がほんと、ない〕

（6）こと、つまり、タイ人の先生との経験の差を認識した上で、〔タイ人の先生と話し合っ

て〕（6）スケジュールを決めていった。このことによって、情報が見えやすくなり、S さん

S： 2 学期が始まってから、えーと、中間試験が、えとー、はっきりしまして、中間試験の

開始日程に合わせて、何月何日にこれ、この文型を教えてっていうのを、今度は早い段

階でタイ人の先生と話し合って、えとー、決めました。これは、一学期の間はしてなか

ったので。はい。何月何日にこの文型って、そこまでかっちり決めるっていうことをし

てなかったんですけど 1 学期は。2 学期が始まってこれをした、して、したので、あの

ー、何だろうな、準備がしやすかったというか。

R： あー。なるほど。 

S： はい。あの授業の内容も私がかん、基本的に考えなきゃいけないので、分かっておきた

いっていうのもあるんですけど、あのーすごく見通しが立ったので。えーと、計画を立

てやすかった、授業もほんとにだから、あこれをしてこれをしてっていうのを、先を見

ながら作れたので、あのー、これこのまま続けていかなきゃいけないなと思いました。 

（中略） 

S： 私は教育現場の経験がほんと、ないので、えーと、タイ人の先生が、これ、この文型と

この文型はまず先に教えて、こっちは先に、あ、これは後回しにした方がいいと思いま

す、とかってことをおっしゃってくれるので、あの、そういう感じで、タイ人の先生の

意見を参考にしながら、順番を決めていきましたね。だから、私一人では決められなか

っただろうなと思います。 

S： 一番多いのは、授業の日、その授業をする日の朝とか、もしくは朝教室に先生が来ない

場合は授業の直前とかに、えーっと、話をして、「これを、まずこれをして、これをし

て、でそれからこれをしましょうか」っていうのを決めることが多いですね。 
  （中略） 
S： 2 学期に入って、授業のコマ数が増えまして、週にじゅう、コマ数で言うと、週に 26 だ

ったかな、26 コマあって、単純にコマ数で例えばその何曜日は 1 年生が 2 時間連続であ

ったりとかっていうことにもなるので。授業の何だろう、タイ人の先生と一緒に、タイ

人の先生と全部一緒に入ってるんですが、あの結局そのタイ人の先生と打ち合わせをし

なきゃいけない、準備の、そのしなきゃいけない授業の数が多いので、だからちょっと

タイ人の先生も、あれちょっとさっきの授業と混乱しちゃってあれ忘れちゃったーって

いうことも、あるのかなと。 
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は〔準備がしやす〕（6）くなった。それだけでなく、〔すごく見通しが立った〕（6）し、〔計

画を立てやす〕（6）くなった。S さんは、これを〔このまま続けていかなきゃいけないな

と〕（6）思った。 
 

これらの S さんの語りから、S さんは「情報を受け取る側」としても「情報を与える側」

としても「情報共有」について困難を経験していたことが分かった。そして、S さんは、そ

の困難に対処するために、自ら情報を確認したり、情報を見えやすくしたりした。S さんの

「情報共有」に対する姿勢は、明らかに変容していると言える。 
 
5. 考察：Sさんの「情報共有」を支える「正統的周辺参加」 
 この S さんの「情報共有」の姿勢の変容は、どのようにして成されたのだろうか。この変

容の要因を、S さんやタイ人の先生の性格や価値観から考察することも可能であろう。しか

し、前述の通り、本稿の関心は、S 高校で行われているタイ人教師と日本人 TA の協働がう

まくいく背景にある「仕組み」であり、本稿では、その「仕組み」を S さんの変容を支え

る要因として考察する。その「仕組み」を捉えるための手がかりとして、本稿では、レイヴ

&ウェンガー（1991/1993）の「正統的周辺参加」論を用いる。 
「正統的周辺参加（Legitimate peripheral participation）」とは、社会的実践の共同体におけ

る参加の初期形態を指す。学習者は正統的周辺参加の下での実践を通して知識や技能を獲得

するが、「知識や技能の修得には、新参者が共同体の社会文化的実践の十全的参加（full 
participation）へと移行していくことが必要」（レイヴ&ウェンガー1991/1993, p.1）だと考え

る（つまり、参加の初期形態は「十全」的参加ではない。その意味での「周辺」である）。

一方で、そうした新参者の知識や技能の修得、すなわち学びは、社会的実践において欠かせ

ない一部となる（これが「正統的」の表すところである）。 
この「正統的周辺参加」における学びの捉え方は、S 高校における S さんの情報共有の姿

勢の変容と大きく重なる。 
まず、日本人 TA である S さんとタイ人教師との間に、「新参者」と「古参者」という関

係が成立していることが挙げられる。日本人 TA の派遣が 10 年以上続いている S 高校へ経

験の浅い S さんが赴任し、授業やイベント実施などの実践を重ねていくことは、まさにレ

イヴ&ウェンガー（1991/1993）の「正統的に周辺的なやり方で参加できるということは、

新参者が円熟した実践の本場に広くアクセスできることを意味している」（p.96）というこ

とだろう。S さん自身、赴任初期の〔「S 先生の仕事ですよ」という風に仕事をいただく〕

（2）という語りはもちろんのこと、赴任後半年以上過ぎた時点でもタイ人教師と比べて

〔教育現場の経験がほんと、ない〕（6）と述べており、S さんは一貫して自身を「新参者」、

タイ人を「古参者」という位置付けで認識している。 
次に、S さんの変容は社会的実践（ここでは S 高校におけるタイ人教師との協働による日

本語教育）として位置づけられている。S さんは、情報を受け取る側として経験した困難を

きっかけに、能動的に情報を得るようになった。また、授業の内容を考えるという役割を任

された S さんは情報を与える側としても困難を経験し、その結果、タイ人教師への情報共
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有を実行するだけでなく、タイ人教師とともに授業のスケジュール作成も行った。そして、

これらの取り組みについて、S さんは〔いい方向に向かえそうだ〕（5）〔このまま続けていか

なきゃいけないな〕（6）と、自身の学びを社会的実践の構成要素として認識している。 
これらは、S さんが「与えられた情報をもとに仕事に取り組むだけのお客様的な存在」か

ら「能動的に情報を得て仕事に取り組んでいくメンバーの一人」へと変容したことを示して

いる。つまり、S さんに、正統的周辺参加を通して学び、言い換えれば「参加形態とアイデ

ンティティの変化」（レイヴ&ウェンガー1991/1993, p.34）が起きたと言える。そして、この

S さんの学びの一つが、「情報共有」の姿勢の変容なのである。 
このような S さんの「情報共有」の姿勢の変容は、「十全的参加」を段階的に促す仕組み

によって支えられていると考えられる。 
先述のとおり、S さんは、1 学期のときには、タイ人の先生が考えた授業内容について情

報を与えられる形でチームティーチングを行っていた。その後、2 学期に入ってから、授業

内容を考える立場になった。これは〔だいたい毎年 2 学期ぐらいから、あのー、日本人 TA
が授業の内容を考えてっていう形が増えていく〕（6）もので、〔毎年そういう流れ〕（6）とし

てできあがっている「仕組み」である。 

（6 回目のインタビュー：1 月 10 日） 
 
レイヴ&ウェンガー（1991/1993）は、新参者が正統的周辺参加によって学びを進めてい

く過程について、「通常展開されていく系列とは異なる系列で学ばなければならない――実

践のより中心的側面に入り込む以前には、周辺的で、より軽い、より単純な、より致命的な

らざる作業が学習されるならば。」（p.80）ということを指摘している。この指摘を S 高校で

の日本語教育に当てはめて考えるならば、通常は「授業内容を考える」→「授業を教室で行

う」という系列で行われる実践を、「授業を教室で行う」→「授業内容を考える」という順

序で学んでいくということである。これは、S さんのチームティーチングへの関わり方の過

程そのものである。S 高校に赴任した日本人 TA は、まず、「授業を教室で行う」というこ

とから始め、そこから「授業内容を考える」へと実践を広げていくという仕組みができあが

っていた。その仕組みが、S さんの「情報共有」の姿勢の変容を支えたのである。 
S さんの S 高校での仕事は、〔「S 先生の仕事ですよ」という風に仕事をいただく〕（2）形

で始まった。そして、その仕事を通して、S さんは少しずつ S 高校でのタイ人の先生との協

働における「実践の文化」（レイヴ&ウェンガー1991/1993, p.76）を学んでいった。この「実

践の文化」について、レイヴ&ウェンガー（1991/1993）は、「正統的な周辺性に十分長くい

ることで、学習者は実践の文化を自分のものにする機会に恵まれる。広く周辺的な見方から

R： それは、えーと、必然的というか、そのー、何かタイ人の先生からこれをやってください

って風に言われたのか、それとも、何か自然にそういう風になったんですかね。 

S： えーとですね、ま、これはタイ人の先生がおっしゃっていたんですが、だいたい毎年、あ

のー、以前もお話ししましたように、この学校は毎年、1 人、日本人の TA が来ているんで

すけども、あの、だいたい毎年 2 学期ぐらいから、あのー、日本人 TA が授業の内容を考

えてっていう形が増えて行くそうです。それは毎年そういう流れだそうで。 
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はじめて、徒弟は次第に共同体の実践を構成しているものが何かについての一般的な全体像

をつくりあげる」（p.77）と述べている。S さんは、タイ人の先生とのチームティーチング

や日本語コンテストといった仕事を通して、実践を構成する「情報共有」の重要性を認識し

たと考えられる。こうして、S さんは〔情報がなければ何の、何て言うかな、対策もできな

い〕（4）、〔細かい情報っていうのを全員、私自身知っておいたほうが、ま、そういうときに

は、仕事がしやすい〕（4）ということに気づき、〔タイ人の先生に常日頃から色々聞いて、

「どうなってますか」とか「これどうするんですか」とか話を、まず意識的に〕（4）と行う

ようになった。S さんは、正統的な周辺性に身を置く中で、「共同体の実践を構成している

ものが何かについての一般的な全体像をつくりあげる」までの過程を辿っているのである。 
そして、2 学期には、S さんが授業内容を考える立場になった。これは、先述の通り、S

さんの実践が「授業を教室で行う」だけに留まらず、「授業内容を考える」という側面へと

広がっていったことを意味する。そのことによって、S さんは、「タイ人の先生から情報を

受け取る」立場だけでなく、「タイ人の先生へ情報を与える」立場にもなった。先の「実践

の文化」に関連して、レイヴ&ウェンガー（1991/1993）は「このような一般的な見方は当

初の印象で固まるわけではない。実践を理解していくもとになる見方は、分業への変化する

参加、共同体での変化する社会的関係を通して進化するものである」（p.77）と述べてい

る。この指摘の通り、S さんは、役割分担のあり方、タイ人の先生との関係の変化を通し

て、「実践の文化」に対する見方を進化させ、さらに情報共有を能動的に行う姿勢を見せる

ようになっていった。その結果、〔その授業をする日の朝とか、もしくは朝教室に先生が来

ない場合は授業の直前とか〕（6）の打ち合わせを能動的に行った。 
さらにその後、S さんの提案で、〔中間試験の開始日程に合わせて、何月何日にこの文型

ってそこまでかっちり決める〕（6）というスケジュール作成を実現した。これは、今までの

S 高校の実践にはなかった仕組みである。レイヴ&ウェンガー（1991/1993）は正統的周辺参

加の重要な視点として、「正統的周辺参加は実践における知性的技能の熟練のアイデンティ

ティの発達と、実践共同体の再生産と変容との両方に関連している」（p.32）ことを指摘し

ている。つまり、新参者がアイデンティティを変容させていくのと同時に、実践共同体それ

自体も再生産され、変容していくということである。S さんの提案によるスケジュール作成

が実現したことは、S さんの「情報共有」の姿勢が変容したこと、そしてそれを通してタイ

人の先生と S さんの実践の形が再生産され、変容したことを示すものだと考えられる。 
このように、S さんの「情報共有」の姿勢の変容をもたらした背景には、十全的参加を段

階的に促す仕組み、つまり、実践の周辺的な部分から段階的に関わっていく注１０ような S 高

校の仕組みがあったと考えられる。「情報共有」の姿勢を変容させていく過程で、S さん

は、〔私は頭の回転が速いほうじゃないので〕（4）〔あまり例文を考えたり、パッと考えたり

するのが得意じゃないので〕（4）と自分に原因があるという捉え方をしたり、細かく情報を

聞くことに対して〔細かく聞くの申し訳ない気持ち〕（5）を感じたり、〔あんまり日本人的

なやり方ばっかり押し付けちゃってもタイ人の先生もそれで苦労されるかもしれない〕（5）

と葛藤を感じたりしていた。これらのことがあってもなお S さんに「情報共有」の姿勢の

変容が見られたのは、この十全的参加を段階的に促す「仕組み」がうまく機能し、S さんの
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変容を支えたからに他ならないだろう。 
 

6. おわりに 
本研究では、香月他（2017）で「不快な経験」の原因の一つとして挙げられた「情報伝達

ができていないこと」に着目し、その困難を乗り越えようとする S さんの「情報共有」の

姿勢の変容を分析した。さらに、その変容を支える要因についても考察した。その結果、本

調査の対象である S さんは、10 ヶ月間の TA という立場での赴任であったが、その短い期

間で「情報共有」の姿勢を変容させたことが分かった。その変容には、S さん自身の自己認

識の変容が関わっており、S さんが所属した機関の「十全的参加」を促す仕組みの存在が深

く影響していた。 
タイの中等教育機関に赴任する日本人教師は、赴任時に比較的経験が浅く、1～2 年の間

に、つまり、協働の充実期を迎える前に、現場を去ることも多い。そのような日本語教育の

現場で、タイ人教師と日本人教師の協働実践をよりよいものにしていくためのひとつの方策

として、日本人教師の赴任期間内で計画的に、かつ段階的に「十全的参加」が促される仕組

みを作ることは有効であると考えられる。その具体的な仕組みの模索・検討が今後必要とな

るだろう。 
S さんのインタビューデータからは、香月他（2017）で挙げられている残り二つの要因

「役割認識の共有ができていないこと」「プライベートの関係が仕事へ影響したこと」に関

しても、多数の言及が見られた。この二点についても分析を深めていくことを今後の課題と

したい。 
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注１：本稿は、2016 年日本語教育国際研究大会（於：Bali Nusa Dua Convention Center、2016 年 9 月 10 日）

での口頭発表（発表者：香月裕介・松尾憲暁・井上智義）の内容をもとに、松尾・香月が加筆・修正したもので

ある。 

注２：本稿の執筆は、松尾が 1・3・4 章、香月が 2・5・6 章を担当した。 

注３：「非母語話者教師」「母語話者教師」と類似した語に「ノンネイティブ教師」「ネイティブ教師」というも

のがあるが、本稿では明確な区別は行わず、同義として扱う。また、タイの教育現場の場合には、「タイ人教師

（現地教師）」「日本人教師」という語を用いる。但し、引用文献中で「ノンネイティブ教師（非母語話者教

師）」「ネイティブ教師（母語話者教師）」が用いられている場合には、原文に従って記述した。 

注４：タイにおける高等教育機関は、国立大学と私立大学の2つに大別され、前者は旧来からの国立一般大学と

旧師範学校から発展した地域総合大学、高等専門学校を前身とするラチャモンコン工科大学という3つに分けら

れ、ラチャパット大学はその中の地域総合大学のことを指す。 
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注５：タイにおける TA は日本における位置付けが若干異なっており、授業を担当する教員の支援だけではなく

一人で授業を行うこともあり、その業務内容等を考えると教員に近い。そのため、本稿においては、TA も広義

の教師と捉え、S さんを「日本人教師」と記述する。 

注６：その他の要因の一つである「役割認識の共有ができていないこと」に関わるものとして、役割分担に関す

る意識の変容について分析を行ったのが松尾他（2017）である。 

注７：牧（2016, p.71-74）によると、タイの大学入試制度は、各大学が実施する直接入試と、全国学長会議

（AUPT）と国家教育試験機構（NIETS）が実施する統一入試（CUAS、通称は Admission）の 2 つに大別され

る。その中で、語学に関する入試形態としては、GAT と PAT があり、日本語は PAT の 7 種類ある選択科目の一

つである外国語学（PAT7）の 6 外国語のうちの一つとなっている。 

注８：以下、〔 〕は S さんのインタビューデータの抜粋、その後の（ ）内の数字は、当該データが得られた

インタビューの実施回を表す。 

注９：S さんの語りについて、2 名いるタイ人教師を一括りにして捉えている点については注意する必要がある

だろう。語りの中では、一部、特定の教員名を挙げて事例を示すこともあったが、多くの場合、「タイ人の先

生」という言葉で語られており、どちらのタイ人の先生との関わりかということまでは判別できない。 

注１０：このことは、S さんの実践が周辺的な部分から「ひとつの決まった中心」へと向かっていることを意味

するのではない。このことは、レイヴ&ウェンガー（1991/1993）でも「実践共同体において「中心的参加」とい

ったようなものは存在しない。周辺性が示唆するのは、共同体によって限定された参加の場における存在には複

数の、多様な、多くあるいは少なく関わったりつつみ込んだりする仕方があるということである。周辺的参加と 

いうのは社会的に位置づけられていることを示すことばである。変わりつづける
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

参加の位置と見方こそが、行為 

者の学習の軌道（trajectories）であり、発達するアイデンティティであり、また、成員性の形態でもある。」

（pp.10-11）と指摘されている。つまり、「実践共同体における向心的（centripetal）参加の到達点を、一様な、

一義的な「中心」とか、直線的に進む技能習得に帰着させないということが重要」（p.11）なのである。 
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