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タイ人教師と日本人教師の協働を支える仕組みの検討  

―正統的周辺参加論を手がかりに―  

 

Exploring Systems to Encourage Collaboration between Thai Teachers and Japanese Teachers:  

Based on Legitimate Peripheral Participation 

 

香月 裕介  

神戸学院大学  

 

1. 問題の所在  

1.1. タイの教師間協働における日本人教師  

タイにおけるタイ人教師と日本人教師の協働に着目した研究が見られるようになった

のは、2000 年代後半ごろからである。その多くは日本人教師の側に焦点を当てたものであ

るが、門脇（2015）、中山（2018）をはじめとする 10 年ほどの研究の蓄積によって、タイ

における教師間協働に関するいくつかの重要な知見が得られている。  

その知見の一つに、日本人教師がタイの教育機関に滞在する期間と協働の捉え方に関連

が見られるというものがある。たとえば、池谷他（2009）では、日本人教師がタイに赴任

して 1～2 年は協働の「葛藤」段階にあるということが示されており、中山（2010）は、赴

任後 2 年を過ぎると協働の充実期を迎えることに言及している。池谷他（2009）、中山（2010）

の指摘はいずれも M-GTA（修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ）による質的な

分析から導かれたものであるが、同様のことが量的調査の結果からも明らかになっている。

松尾他（2014）では、タイ人教師とともに働いている、あるいは働いた経験を持つ日本人

教師 74 名の質問紙回答を因子分析し、「協働に困難を感じるか」という点において、滞在

期間 2 年未満と 2 年以上で有意に差が見られることを示した。これらの研究成果からは、

タイ人教師と日本人教師の協働において、「2 年」共に働くという期間が重要な要素である

ことが窺える。  

翻って、タイで働く日本人教師の現状を見ると、タイの滞在期間が 2 年未満であること、

つまり、赴任後 1～2 年の滞在を経て、日本へ帰国したり別の国の教育機関に赴任したりす

ることは決して少なくない。そうだとするならば、多くの日本人教師が協働の「葛藤」段

階から抜け出すことができないまま、教育機関を離れてしまうという事態が懸念される。

また、それらの教師は、往々にして「初任1」段階であり、初任であるからこそ協働に困難

を感じやすいとも考えられる。上に述べたような先行研究の指摘は、こうした現状に基づ

いて導かれたものであろう。  

しかし、日本人教師が「葛藤」段階に留まったままで協働を終えて教育機関を離れてし

まうことは、日本人教師にとってはもちろんのこと、タイ人教師にとっても、また、その

教育機関にとっても有益なことではない。そのため、2 年未満の早い時点で日本人教師が

協働の「葛藤」段階から抜け出し、タイ人教師との協働をうまく成立させるための方策が

求められる。  

 

                                                        
1 ここで言う「初任」は、文化審議会国語分科会（2019）で示された定義に基づき、「0～3 年

程度の日本語教育歴にある者」（p.20）を指す。  
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1.2. 「仕組み」を検討する重要性  

では、その方策をどのように考えればよいだろうか。  

一つは、日本人教師個人の資質に求めるという考え方である。つまり、日本人教師個人

に、早い時点で協働の「葛藤」段階から抜け出せるような資質を求めるということである。

これは、「人」に依拠した考え方であると言える。  

この考え方は、たとえば、文化審議会国語分科会（2019）において見られる。文化審議

会国語分科会（2019）では、海外に赴く日本語教育人材の養成について、「海外では、現地

教師との協働が求められることがあるが、うまく協働できないケースも散見されることか

ら協働の姿勢について研修に組み込むことが求められる」（p.17）という課題が指摘され、

海外に赴く初任の日本語教育人材の資質として、「多様な文化背景や教育観を持つ教師間

で連携・協力を図ろうとする」（p.30）態度を身につけることが求められている。  

もちろん、海外の日本語教育においてこうした人材を養成することを目指す重要性は論

をまたない。しかし、このような目標が掲げられたからといって、タイに赴任するすべて

の初任日本人教師にこの資質が十分に備わっているとはかぎらないこともまた事実である。

そうであるなら、タイ人教師との協働をうまく成立させるための方策を日本人教師個人、

すなわち「人」だけに依拠するわけにはいかないであろう。「人」の資質だけに協働の成否

を求めてしまうことは、「この人とだから協働がうまくいく」「あの人とだから協働がうま

くいかない」という考え方につながりかねない。初任段階の日本人教師が赴任しては 2 年

未満で交代していくという状況に鑑みれば、こうした考え方は継続的・安定的な協働の実

現を妨げる要因となる。  

そこで、協働に関わる「人」ではなく、協働がなされる場の「仕組み」の観点から、協

働をうまく成立させるための方策について検討することが必要となってくる。「仕組み」と

して協働がうまくいく場がととのえられていれば、「この人とだから協働がうまくいく」で

はなく、「どの人とでも（それなりに）協働がうまくいく」という考え方で協働に取り組む

ことができるためである。  

次に考えなければならないことは、「仕組み」をどのような観点から検討するかというこ

とである。その糸口として、松尾・香月（2017, 2018）を取り上げたい。松尾・香月（2017, 

2018）は、タイの高校で TA（ティーチング・アシスタント）として 10 ヶ月間働いた S さ

んが、どのように情報共有の姿勢や役割分担に対する意識を変容させていったかを分析し

た。S さんが働いている高校では、毎年 TA が交代しているが、安定的に協働がうまくいく

場づくりが実現していた。そして、分析の結果、その場づくりを支える要因の一つに、TA

の正統的周辺参加（レイヴ＆ウェンガー , 1991/1993）を可能にする「仕組み」があること

が分かった。S さんは、10 か月間の正統的周辺参加を通して、情報共有や役割分担に対す

る意識を変容させていき、さらに、そのことによって、S さんとタイ人教師とのチーム・

ティーチングのあり方にも変容が見られたのである。この松尾・香月（2017, 2018）の考察

は、タイで働く初任の日本人教師、そしてともに働くタイ人教師にとって、正統的周辺参

加論の考え方に基づいて仕組みを検討することの有効性を示唆するものであると言える。  

そこで、本稿では、正統的周辺参加論の考え方を援用して、協働をうまく成立させるた

めの「仕組み」の検討を行う。松尾・香月（2017, 2018）では、データに基づく教師間協働

の分析によって正統的周辺参加の考え方が浮かび上がってきた。本稿では、反対に、正統

的周辺参加論という理論の側から教師間協働を捉え、新たな知見を得ることを目的とする。 
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2. 正統的周辺参加論という考え方  

正統的周辺参加（Legitimate peripheral participation）は、レイヴ＆ウェンガー（1991/1993）

において提示された考え方であり、社会的実践の共同体における参加の初期形態を指す。

共同体における初期の参加者、すなわち新参者は、正統的周辺参加の下での実践を通して

知識や技能を修得する。新参者は、初めのうちは、工程や責任という点において「周辺」

に位置づけられ、部分的に共同体の業務に参加する。ただし、周辺と言っても、この新参

者の参加は共同体の社会的実践において欠かせない一部を構成しており、その意味で新参

者の参加のあり方は「正統」である。レイヴ＆ウェンガー（1991/1993）によれば、「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」（p.1）であり、十全的参加への移行を通して、新参者は「実践の

文化を自分のものにする機会に恵まれ」（p.77）、「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）という。これが共同体における新参者

の学びとなる。つまり、正統的周辺参加は、社会的実践の共同体における学びのあり方を

示したものであると言える。そして、こうした学びは、新参者に「参加形態とアイデンテ

ィティの変化」（p.34）をもたらす。また同時に、「実践共同体の再生産と変容」（p.32）に

もつながっていく。共同体における学びは、参加者自身と共同体に相互に変容をもたらす

のである。  

 この正統的周辺参加の考え方を教師間協働に当てはめてみると、正統的周辺参加を通し

て「参加者自身と共同体に相互に変容をもたらす」に至る段階、これが、協働がうまくい

っている段階であると考えることができる。そうであるなら、この段階に至るために、す

なわち正統的周辺参加という学びのあり方を成立させるために、必要なことは何かという

ことを検討することが本稿の目指すところになる。先に見た通り、正統的周辺参加の成立

を支える土台となるのは、「周辺」から十全的参加へ移行することと、「正統」なかたちで

社会的実践に参加することの二点であった。そこで、次章では、この「十全的参加への移

行」と「社会的実践への参加」に焦点を当てて、教師間協働のあり方を捉えていく。  

 

3. 正統的周辺参加論から見る教師間協働  

3.1. 十全的参加への移行  

新しく教育機関に赴任した日本人教師が十全的参加へと移行していくことは、どのよう

にして促されるだろうか。以下に、三つの方策を挙げる。  

まず一つ目は、日本人教師の役割が固定されることなく、徐々に変化していくようにす

ることである。松尾・香月（2017, 2018）においても、役割が段階的に変化していくような

「仕組み」にしておくことによって、S さんの十全的参加への移行が支えられていた。  

 

 S： 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、？？は毎年、一人、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、あのぉ、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。 

〔S さんへのインタビュー。松尾・香月（2017, 2018）より引用〕  

 

海外の日本人教師の役割は、現地教師との二項対立的な考え方によって、いわゆる「ネ

イティブの役割」としてしばしば固定的に捉えられがちである。しかし、赴任してからず
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っと同じ役割を担うのではなく、段階的に求められる役割が変化していくことによって、

日本人教師の学びが促されるようになると考えられる。  

二つ目に、日本人教師が他者にアクセスしやすくする「仕組み」を作ることである。レ

イヴ＆ウェンガー（1991/1993）は、「実践共同体の十全的成員となるには広範囲の進行中

の活動、古参者たち、さらに共同体の他の成員にアクセスできなければならない。さらに、

情報、資源、参加の機会へのアクセスも必要である」（pp.84-85）と指摘している。機関に

おける古参者や共同体の他の成員、すなわち同僚の教師や学習者へアクセスし、広範囲の

進行中の活動について情報を得ることを促す「仕組み」が重要だということである。これ

は、教師間協働において情報共有の重要性を指摘した先行研究（香月 , 2011; 香月・松尾 , 

2017）の見解と一致する。アクセスを容易にし、情報共有を促す仕組みとしては、たとえ

ば、連絡ノートやメーリングリストの活用が挙げられる。また、別の例として、「机の前に

置かれた椅子」を挙げたい。筆者が以前勤めていたタイの大学では、共同研究室にある各

教師の机の前に椅子が置かれていた。共同研究室に別の用事で来た同僚の教師や学生が、

「用事のついでに」そこに座り、私や他の教師と会話をしていくことが頻繁にあった。も

し椅子がなければ、その会話は生まれなかったかもしれない。「座る椅子がある」というこ

とが、「そこに座って会話をする」行為を触発していたのである。これは、アクセスしやす

くする仕組みづくりの好個の事例であると言えよう。  

三つ目に、機関外に自身の実践について語る場を作ることである。レイヴ＆ウェンガー

（1991/1993）によれば、「共同体内で正統的参加者になるための学習には、十全的参加者

として、いかに語るか（またいかに沈黙するか）という点が含まれている」（p.89）という。

十全的参加者として語るということは、機関における自身の実践を、「機関について語る権

利と責任を持つ機関の一員として」語るということである。それを可能にするのは、機関

の外で、他機関の教師に対して、自身が機関の代表として実践を語る場である。教師会や

研究会、その他教師同士のプライベートな集まりなどの場で「自分の機関の実践」を語る

ことは、共同体の成員としてのアイデンティティを高めることにつながり、自身のアイデ

ンティティを変容させる契機となる。日本語教育において、教師が実践について語る場を

作ることは、教師自身の省察を促すという観点から言及されることが多い（青木 , 2006; 末

吉, 2011; 池田・朱, 2017）が、それだけでなく、教師が所属機関における十全的参加者へ

と移行していくことを支えるという意味でも重要な役割を果たすのである。  

 

3.2. 社会的実践への参加  

日本人教師が社会的実践に参加しているとは、どのような状態のことを指すのであろう

か。レイヴ＆ウェンガー（1991/1993）は、次のように述べている。  

 

社会的実践への参加は―主観的であろうと客観的であろうと―世界内人間としての、

社会文化的共同体の成員としての個人への、きわめて明示的な焦点化を示唆する。（中

略）社会的実践の一側面として、学習は全人格を巻き込む。つまり、それは特定の活

動だけでなく、社会的共同体への関係づけを意味している（p.29）  

 

客観的な、現実的な意味合いで考えれば、日本人教師はある機関に所属して学習者に日

本語を教えているのである以上、社会的実践に参加していることは間違いない。しかし、

ここで考えるべき「社会的実践への参加」というのは、そうした意味合いに留まらない。
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レイヴ＆ウェンガー（1991/1993）の指摘に基づくなら、社会的実践への参加は、世界内人

間としての焦点化をもたらすものであり、それは社会的共同体への関係づけを意味する。

この世界内人間というのは、ハイデガーの言う「世界内存在」（ハイデガー , 1927/2013）で

あると考えられる。それはつまり、常にこの世界にある物事や他者、ここで言うなら社会

的共同体と関与しながら生きているという人間のあり方である。我々は、自分が世界内存

在であると理解し、それと同時に、他者もまた世界内存在であると間主観的に理解してい

る。そして、その理解が成立して初めて、人間は実存たりうる。そうであるなら、レイヴ

＆ウェンガー（1991/1993）の言う「社会的実践への参加」というのは、「この社会的共同体

に私が関与していることによって、私はこの社会的共同体に貢献している」のだという間

主観的に思える状態を指すと考えられる。  

この「社会的実践への参加」の考え方につながる一つの手がかりとして、Lortie（1975）

の心的報酬（psychic reward）が挙げられる。Lortie（1975）によれば、卒業生からの感謝の

言葉などによって得られる「満足感」は、教師にとって重要な報酬となり、金銭的報酬や

地位向上報酬よりも重視されるという。この心的報酬は、自身の実践が社会的実践であり、

自身が社会的実践に参加していると思えることを以て満たされるということを意味するの

ではないだろうか。タイの教師間協働においても、タイ人教師からの承認が日本人教師の

実践を支えるという重要な指摘（中山 , 2018）があることから、タイで働く日本人教師にと

っても心的報酬は重要であると考えられる。  

ここまで検討した「社会的実践への参加」の捉え方を踏まえて、改めて、教師間協働に

おける「情報共有」の意義を考えてみたい。香月・松尾（2017）では、情報共有がないこ

とによる日本人教師の不快な経験について分析を試みているが、情報共有がなかった経験

の例として挙げられていたのは、以下のようなエピソードであった。  

 

日本語学科が設立されてまもなかったため、1 年目は日本祭りをしなかったが、3 年

目ぐらいになったらしようという話を 1 年目にしていた。しかし、タイ人教師は 2 年

目に日本祭りをすることを計画し、その報告が日本人教師にはなかった。  

〔香月・松尾（2017）より引用〕  

 

このエピソードにおいて、情報共有がないことを日本人教師が不快に感じたのは、どの

ような理由に拠るものだろうか。もちろん、「情報共有がないことによって仕事に支障が生

じた、困ったから」という理由もあるだろうが、それだけではないように思われる。むし

ろ、不快に感じた理由として大きいのは、「情報共有がないことによって自分が学科に無関

係の人間のように扱われたから」ということではないだろうか。つまり、情報共有がない

ことによって、「社会的共同体に私が関与していることによって、私はこの社会的共同体に

貢献している」ということが否定されたように経験されたことが理由なのではないか、と

いうことである。  

このように考えると、教師間協働における「情報共有」の意義が、違う角度から見えて

くる。香月（2011）をはじめとして、教師間協働において情報共有の重要性を指摘する論

考はいくつかあるが、それらは情報へアクセスすることで現実的に滞りなく仕事が進むと

いう観点で情報共有の意義を捉えていた。一方で、本稿の検討で見えてきたのは、日本人

教師が「社会的実践への参加」の実感を可能にする「社会的共同体との関係づけ」として

の情報共有であった。そうであるなら、教師間協働における「情報共有」で必要な情報と
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は、「この情報は仕事上共有するべき必要な情報か否か」という判断に基づく情報だけでは

なく、社会的共同体との関係づけを実感できる情報、つまり、「社会的共同体に私が関与し

ていることによって、私はこの社会的共同体に貢献している」と感じられる情報というこ

とになる。なぜなら、レイヴ＆ウェンガー（1991/1993）の指摘にもあるように、情報共有

は「特定の活動だけでなく、社会的共同体への関係づけを意味」するものだからである。

それは、共有した情報の内容に意義があると考える以前に、情報を共有するという行為そ

のものにまず意義があるとする考え方である。 

この「情報共有」の考え方を理解するための補助線として、宇田川（2019）の「対話」

の考え方を取り上げてみる。宇田川（2019）は、組織における問題解決に必要なのは「対

話」であるとし、「対話とは、一言で言うと『新しい関係性を構築すること』」（p.7）である

と述べている。この「対話」は、組織において、本稿で用いてきた言葉に代えるなら社会

的共同体において、問題解決の際のみならず常に求められるものであると考えられる。「こ

の情報は仕事上共有するべき必要な情報か否か」という判断に依る情報共有というのは、

すでに構築されている関係性を前提になされるものである。そうではなく、「この情報は必

要ではないかもしれないが共有する」という判断に依ってなされる情報共有は、「あなたが

いずれこの情報を必要とするかもしれない」「私とあなたがこの情報を共有しておいてよ

かったと思うときが来るかもしれない」という未来に生じうる新しい関係性を内包したも

のである。これがあってはじめて、新しい関係性の構築、つまり宇田川（2019）の言う「対

話」が可能になると言える。このようにして新しい関係性の構築を常に見据えながら仕事

をしていくことで、「参加者自身と共同体に相互に変容をもたらす」ことが可能になる。こ

れがまさに協働がうまくいっている段階であるということは、先に述べたとおりである。

自身と共同体の変容が実感できれば、日本人教師は「社会的実践への参加」についての間

主観的な理解をさらに強くするだろう。  

 

4. まとめと今後の課題  

本稿では、正統的周辺参加論の考えに基づき、タイにおける教師間協働に必要な仕組み

を検討した。正統的周辺参加論の中でも特に「十全的参加への移行」と「社会的実践への

参加」に焦点を当てて考察した結果、次の四つの点が見えてきた。  

 （１）日本人教師の役割が固定されることなく、徐々に変化していくようにすること  

 （２）日本人教師が他者にアクセスしやすくする仕組みを作ること  

 （３）機関外に自身の実践について語る場を作ること  

 （４）社会的共同体への関与という観点から情報共有を行うこと  

一点目と二点目については、先行研究ですでになされた指摘を支持するものだと言える。

三点目と四点目については、先行研究で重要性が指摘されていた「語る場の設定」や「情

報共有」が、別の側面からも意義を持つことを示した。  

本稿は正統的周辺参加論という理論の側から検討を行ったため、上述の四点が抽象的な

指摘に留まっていることは否めない。これらの四つの指摘を具体的な「仕組み」として共

有可能なものにするための更なる検討を今後の課題としたい。  
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