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1.	 はじめに 
	 同じ教育機関で働く日本語教師らがそれぞれぶつかる壁を「同僚性」（秋田，

2007, p. 208）を通して乗り越える教師トレーニングの実践について報告し，主に
教師教育者の学びと実践を分析する。日本語教育機関が発展するに従い，若手教

員が増え，教員連携が組織力の鍵となりつつある。そのような状況で，同僚教師

を育てる中堅教師「ミドルリーダー」（文部科学省マネジメント研修カリキュラ

ム等開発会議，2005）の育成が欠かせない。したがって，今回実施した教師成長
支援プロジェクトでは，教師研修者である若手教員の成長を図るためだけでなく，

中堅教師の教師教育者としての成長を図るためにも行われた。本稿ではその実践

報告をし，メンタリングモデルを提案する。 
 
2.	 教師成長支援プロジェクト立ち上げの経緯	 
	 筆者らは所属機関においての同僚教師である。それぞれの経歴は表 1に示す。
所属機関においては，リーダーである日本語学科長，今回の教師教育者である中

堅教員，教師研修者である若手教員ともう一名の教員の計四名が所属している。

筆者らは同じレベル（初級）を教え，同じ総合教科書を使用し，同じシラバスに

則ってそれぞれのクラスを担当している。授業時間帯が違い，オフィスも離れて

おり，約束をしない限り顔を合わすこともないので，若手教員は雇用が決まった

日から基本的に一人で授業に取り組んでいくことになる。そのような中，カナダ

の大学院で TESOLを学んだ今回の教師研修者（以下，メンティ）は，TESOLの
知識と現実の授業の差に疑問を抱き始める。勤務開始から数年経ち，日常の授業

がうまくいかないと感じつつも，どのように 自分自身に変革をもたらすことが
できるのかと葛藤し，先輩教師である中堅教員（以下，メンター）にメンタリン

グを行ってほしいと自発的に要請した。一方，メンターを依頼された中堅教員は

その当時，勤務校に勤めて 15年の経験を積んだ教師であるが教員育成には関わ
ったことがなかった。教師の行動や思考がパターン化してしまう化石化（金田，

2006）を防ぎ，新たな成長を求め，今回のメンタリングを快諾した。 
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表 1	 教師教育者と研修者の経歴 
 所属機関

での位置 
教師歴 教育背景 日本語担当 

レベル 
教師の壁 

教師教育者

（メンター） 
中堅教員 15年 日本語教育を日

本で、SLEをカ
ナダで学ぶ 

レベル 1 
レベル 2 

化石化 

教師研修者 
（メンティ） 

若手教員 5年 TESOLをカナ
ダで学ぶ 

レベル 1 葛藤 
 

 
3.	 同僚性、ミドルリーダーの育成	 
秋田（2007）は同僚性を「求めるべき教育への共通の展望をもち，共に仕事を
していく関係」（p. 208）と定義している。また Johnston（2009）は，協働を通じ
た同僚性は，教師の孤立を助け，教師成長を育み，同僚と教師研修を行うことは，

権力関係の面において一番バランスがよく，授業内容に関して共通点が多いから

最適であると言及している。五名の同僚教師が日本語読解についての勉強会を行

った実践報告（牛窪 et al., 2012）では，同僚教師との間に水平的な関係，つまり
自由度が高く立場が同じという関係を築くことは，話し合いの場が思ったことを

言える場に繋がると報告している。また私立中高一貫校英語教員への聴き取り調

査を行った石田（2011）は，日本の学校文化においては教員は教育目標を共有し
授業に臨むことでマネジメント効果があると感じており，教授的な同僚性の有効

性をあげている。海外での教育機関であっても日本人講師で構成されている日本

語科にとっては興味深い点である。一方で，仕組まれた（contrived）同僚性
（Hargreaves, 1991, p. 191）の危険性も指摘されている。仕組まれた同僚性とは，
研修等が行政によって規制され，義務的であり，履行中心で，時間と場所が制約

され，結果は予期可能なものを指す。従って，研修は自然発生的であり，教師の

研修に対する自発的な姿勢が理想である。また近年，学校の組織発展の点からみ

てミドルリーダーの育成が大きく取り上げられている。ミドルリーダー(注１)とは，

教育者としての使命感と学校のキーパーソンとしての責任感がある人（文部科学

省マネジメント研修カリキュラム等開発会議，2005）を指す。高校・大学等の教
育機関運営としてのミドルリーダー育成も大切であると同時に，日本語プログラ

ムという一つのプログラム運営としてのミドルリーダー育成も必要である。昨今

の日本語学習者増加に従い，教員増員を行っている日本語プログラムも多い。こ

れから所属機関で日本語プログラムが発展するためにもミドルリーダーの育成が

欠かせない。本稿では，同僚性を通してメンターのミドルリーダーとしての成
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長 ，そしてメンティが教師として成長するため，メンタリングを中心とした教
師支援プロジェクトを若手教員と中堅教員との間で行った。 
	 

4.	 教師成長支援プロジェクト	 
	 今回の教師成長支援プロジェクトは，教師研修者（メンティ）である若手教員

の成長を図るためだけでなく，中堅教員の教師教育者（メンター）としての成長

を図るためにも行われた。ここで言う教師成長とは，教師が自らを振り返り自分

に必要なことを見定め，その時に生じた学びや変化によって成長し続けていく

「自己研修型教師」（林，2006）に成長していくことを指す。今回のプロジェク
トでは，2012年 7月から 2013年 4月まで一年間を通してメンティがメンターの
授業を観察し（計 10回），オンライン上のフォーラムでディスカッションを行
った（投稿数 73本）。メンティが見学した授業はメンティが実際教えている内
容と同じである。見学終了後に感じたこと，特にメンティ自身の授業との違いに

関して質問や感想をフォーラム上で話し合った。メンティの内省の移り変わりを

見るため，プロジェクト前と後にメンティはエッセイを書いた。 
 

5.	 調査概要と分析方法	 
	 ディスカッションに非同時性のオンラインフォーラムが選択されたのは以下の

三つの理由からである。1）時間と場所を選ばない；2）読み書きに時間をかける
ことによって内省の促進ができる；3）記録に残る。また，プラットフォームは
学内で使用している Sakaiを使用した。このディスカッションを通してメンター
及びメンティにどのような学びがあったのかを分析する。分析したのは，1）オ
ンライン上に保存されたフォーラムでのやりとり，および，2）プロジェクト前
と後のメンティ対象のエッセイの二つである。 コーディングは次の二つの観点
に基づいて行った。1）メンターが行う働きかけ（横溝，2006）：フィードバッ
クを与える，問いかける，聴く，および，2）メンターの成長，である。まずデ
ータのコーディング作業を行い，コードをまとめてカテゴリーを生成した。表 2
にカテゴリー，サブカテゴリー，コード例を示す。 
	 

表 2	 カテゴリー表 
カテゴリー サブカテゴリー コード例 
フィードバ

ックを与え

る 
 

教え方に関して経験に基づい

てフィードバックを与える 
他の課との繋がり（時間表現，動詞

の導入，ある・いる構文）；ひらが

なの導入方法；自己紹介の活動方法 
教え方に関して理論に基づい

てフィードバックを与える 
Krashenの「i+1」;
「Communic'actionnal approach」 

ビリーフに関して経験に基づ クラスをどのように作るか；日本で
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いてフィードバックを与える の教員経験。 
ビリーフに関して理論に基づ

いてフィードバックを与える 
学生のアンケート結果を紹介； 
「Community of Practice」を紹介； 
学生からの期待に関しての記事を共

有。 
問いかける 教え方に関して問いかける クラスによってうまくいく・いかな

い，という原因を追究 
ビリーフに関して問いかける 「クラスとは」という譬えを問う

（メタフォー）；今までの外国語授

業経験を問う（ライフヒストリー） 
聴く まとめる メタフォーとライフヒストリーから

「学生への期待」と「クラスを作

る」という二点を繋げる。 
同意・同苦・共感 理論（TESOL）と現実の違い 

成長 気づき クラスの譬えによってメンター自身

がリーダーシップに重きをおいてい

ることに気づく。 
反省 授業テクニックを学ぶ、経験だけで

はいけないことに反省。クラス作

り，万民受けの授業に反省。 
自己分析 授業を観察されることによって自己

分析。 
決意 他の課との繋がりを勉強する決意。 
自問自答 ペアの作り方に自問自答。 
追求 「Communic'actionnal approach」の

追求。 
学ぶ メンティからひらがな練習方法を学

び，メンターの授業に導入。 
 
6.	 分析結果と考察	 
	 分析の結果をメンターが行った働きかけ（表 3）とメンターの成長（表 4）に
まとめた。表 3によると，ディスカッションの主なトピックは教え方とビリーフ
についてであることがわかる。メンティは Communicativeアプローチが実際の授
業にうまく応用できない戸惑いを感じていた。メンターはフィードバックを与え

る際，自分自身の経験や理論に基づいてフィードバックを与えている。 

このあいだロンドン（イギリス！）のワークショップに行った時，ゲスト

スピーカーのプレゼンで，「Communic'actionnal approach」という新しい
アプローチに関して話されていました。とても興味深かったです。往来の

文法中心授業，または、Communicativeアプローチではなく，「文法＋コ
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ミュニケーション＋アクション」が大事だと主張されていました。TESOL
もその時代時代で変わっていくと思うので，（私を含め）先生が受けた時

の TESOLが当時大きく取り扱っていた Communicativeアプローチの影響
を確かに私達は受けているのかもしれませんね。（メンター） 

	 その後メンティは TESOLで学んだことを振り返り，メンターは SLEで学んだ
ことをお互い振り返る。メンターの経験値は中堅教員にある利点であるが，経験

だけに頼ることはできない。理論に基づいてのフィードバックは，文献や今まで

参加したワークショップやコースで学んだことに則しており，メンターの理論に

対する知識のアップデートも常時必要である。 
	 メンターがメンティに行った第二の働きかけは問いかけである。メンターが行

った質問数の多さは特筆すべきである。通算 47 回もの質問をメンティに尋ねた。
これは書き言葉でのやり取りにおいて的確なフィードバックを与えるのに必要だ

ったのだと考えられる。ここでは問いかけに使われたメタフォーとライフヒスト

リーの効果について述べておきたい。Lakoff・Johnson （1980）は，メタフォー
を「日常生活，それは言葉だけでなく考えや行動に浸透しているものである」

（p. 3）と定義している。また Connelly・Clandinin （1988）は，教師にとってカ
リキュラムを評価するのにメタフォーを使うのは効果的だと述べている。よって，

メタフォーは教師のビリーフを表現することができると考え，今回のディスカッ

ションでは，以下のようにメタフォーが導入された。 
 

白川先生にとって，クラスとは何ですか？クラスを何かに譬えると何です

か？「クラスとは～～である。」という文の～～に当てはまる言葉を入れ

て下さい。例えば，「クラスとは、庭・ガーデンである。」その心は，ク

ラスは学生一人一人が花を咲かせる場で，教師は花が必要な水・栄養・日

光を捧げる役を担う場である。（メンター） 

この質問をきっかけに，文献を提供したり，さらに質問をして，抽象的な表現か

らメンティが何を大事にしているのか探っていった。そしてメンティに気づきが

生じた。 
 

こうかくと，やはり私は「自分の位置」や「役割」よりも，学生のことば

かりを考えていたきらいがあると気がつきます。（メンティ） 

	 また振り返りに役に立つもう一つの方法として，ライフヒストリーがある。教

師のライフヒストーリー研究を横溝（2006）は「教師自身が，自らのこれまでの
生い立ちを自分のことばで書きとめたものを，自分で分析することにより，『自

己理解』『自己受容』を深めていく方法」（p. 167）と定義している。今回のデ
ィスカッションでは，メンティが受けてきた様々な外国語授業を振り返った。振

り返ったことで，メンターはメンティが理想としているクラスが過去に受けてき

た授業に影響されてきたことに気づく。 
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「クラスを作る」と「期待」が繋がりましたね。アメーバークラスを理想

の元が，ESLと大学院時代の TESOLのクラス。それに反するのが，日
本で受けた英語の授業や中国語の授業，また，スパルタバレー部。反アメ

ーバークラスは，教師の高い期待の押し付けに成り立っていた。（メンタ

ー） 

このようにメタフォーもライフヒストリーもビリーフを確認することに役に立つ

ことがわかった。 
	 メンターがメンティに行った第三の働きかけは聴くことである。上記の例に見

られるようにメタフォーとライフヒストリーを通してのメンティの振り返りから，

「クラスを作る」ことと「教師の学生への期待」を繋げてまとめている。また聴

いた後，メンターは同意，同苦，共感を表す。例えば TESOLの応用が日本語の
クラスで効かないというメンティの葛藤に対して，メンターは以下のように同意，

共感を表している。 

あまりにも当たり前に語られる理論と現実との違い。悩まれるのがよくわ

かります。	 （メンター） 

さらに，学生への期待度をどのように調節したらいいか迷うメンティに対して， 

これ，私も教え始めた時，悩んだことです。（メンター） 

と，同苦，共感を表している。 

表 3	 メンター働きかけ一覧 

 

	 また表 4から，メンターがさまざまな刺激を受け，メンティのために行ったプ
ロジェクトがメンター側にも内省を与えたことがわかる。以下はその例である。 

• クラスの譬えによって，自身がリーダーシップに重きをおいていることに
気づく。 

• 授業テクニックを学ぶ。経験だけではいけないことに反省。 

フィードバックを与える	  

• 教え方に関して	  
• 経験に基づいて 	  	  
• 理論に基づいて	  

• ビリーフに関して	  
• 経験に基づいて	  
• 理論に基づいて	  

問いかける	  

• 教え方に関して	  
• ビリーフに関して（メ
タフォー・ライフヒス
トリー）	  

聴く	  

• まとめる	  
• 同意、同苦、共感	  
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• クラス観察をシェアすることによって，自己分析。 
• 他の課との繋がりにおいて勉強する決意。 
• ペアの作り方に自問自答。 
• 「Communic'actionnal approach」の追求。 
• クラス作り，万民受けの授業に反省。 

 
このように，気づき，反省，自己分析，決意，自問自答，追及，学ぶ，といった

刺激をプロジェクト期間中絶え間なく受け，プロジェクト後半でメンターは以下

のように書き綴っている。 

毎日理想のクラスを作るために挑戦していく。これ以外に答えがないのか

もしれません。でも，この挑戦が長年教えていると途絶えてしまうことが

あります。そのためにも，今回のプロジェクトは私にとっても有意義なも

のとなりました。（メンター） 

メンティのために始めた教師成長支援プログラムであったが，プロジェクトはメ

ンターにとっても「有意義」なものと捉えていると同時に，メンターの変化を通

して，教師自身の振り返りと決意でメンターが成長したと捉えられる。つまり，

メンターにとって今回のプロジェクトは化石化を溶くきっかけであり，授業観察

でメンティに見られることによって自身を改めることができた。そして知識を共

有し，持続的なコミュニケーションを保ちながら，同じ方向へ一緒に進むことに

自身の成長を見出した。 
 
表 4	 メンターの成長図	  

 
 
	 以上の結果から，メンターは教え方を教えるというより一緒に寄り添い，一緒

に成長していくという姿勢をとっていたことがわかる。同じ教科を教える教師と

いう立場であり，プログラムの方針を理解している立場からメンティをプログラ

ムの一員として巻き込むことができた。また肯定的な態度を忘れず，自分の持っ

ているもの（知識，経験）を授業とディスカッションを通して提供した。これが

できたのも，メンティの成長とプログラムに所属する学生のことを願ってである。

気づき	  

反省	  

自己分析	  

決意	  自問自答	  

追求	  

学ぶ	  
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これは，今まで一教師として自分の仕事だけを行っていた中堅教員が，メンタリ

ングに関わることによってミドルリーダー：教育者としての使命感と学校のキー

パーソンとしての責任感がある人（文部科学省マネジメント研修カリキュラム等

開発会議，2005）に近づくことができたということであろう。その姿はまさしく
Malderez（2009）が提案するメンターの役割に則ったものであった（表 5）。往
来の教師研修はメンターがメンティの授業を観察し，メンターがコメントすると

いうものである。それではトップダウン的な指導となってしまう危険性がある。

Lortie（1975）が推奨する「観察による徒弟制（apprenticeship of observation）」
のように，実習生や若手教員は観察することによってビリーフを形成していく。

メンティがメンターのやり方を見て学び，またMalderezが提案するメンターの
役割が発揮できるようなメンタリングモデルが必要である。 
 
表 5	 教師教育者の役割	 （Malderez, 2009 [筆者訳]） 
メンターとは： 

• 教師としてのモデル 
• 特定の学校文化に適応で
きるように助ける人 

• サポーター 
• スポンサー 
• 教育者 

である。 

メンターとは： 
• 評価する人 
• アドバイスする人 
• トレイナー 

ではない。 

 
 
7.	 メンタリングモデルの提案	 
	 メンティが教師として成長するとともに，メンターがミドルリーダーとして成

長できるメタリングモデル（表 6）を提案する。まず実践前には，どのような教
師研修ができるか，またメンター自身が実践研究を行うなど，自己研鑽が必要で

ある。自己研鑽はメンティとのディスカッションをより深く行うためにも必要で

ある。今回のプロジェクトでは，主に「クラスルーム運営」や「教師研修」に関

しての本を参照した。次にメンティのビリーフを知るため，エッセイを書いても

らう。メンティと同じ授業内容を行っている授業時間帯を選び１学年間を通して，

特にメンティが苦手なレッスン時にメンターの授業を観察してもらう。ここでは

メンティがメンターの授業を観察するということ，および同じ教科内容を教えて

いることが鍵である。授業観察を行うのと同時進行で，オンラインディスカッシ

ョンを行う。ディスカッションでは，メタフォーとライフヒストリーの導入がビ

リーフを確認するのに有益である。最後に，プロジェクト終了後にはメンティに

再びエッセイを書いてもらい，ビリーフにどのような変化があったのか見る。 
 
表 6	 メンタリングモデル 
実践前 
Step 1:	 準備（教師研修に関しての本，実践研究の経験） 
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Step 2:	 メンティのビリーフを知る 
実践 
Step 3:	 メンティがメンターの授業を観察（メンティの授業内容と同じ） 
Step 4:	 オンラインディスカッション（メタフォー，ライフヒストリー含む） 
実践後 
Step 5:	 メンティのビリーフ変化を知る 

 
8.	 まとめと今後の課題	 
	 本稿では，同じ教育機関で働く教師が繋がることの有効性を考察し，現職教師

研修の重要性について言及した。今回教師教育者（メンター）および教師研修者

（メンティ）に変化が起こった理由は以下のように考えられる。まず，同僚間で

信頼関係がすでにできていた。そして中堅教員である教師がメンターになること

によって権力関係の差が大きくならず，メンティも評価を気にせず活発に参加で

きた。そして，メンティにもたらされた変化の要因は，メンティに変わろうとい

う意欲があったことである。一方メンターは，始終肯定的な態度を取り，自分の

知識と経験を供給し，メンティと共にメンター自身も振り返ることによって成長

できた。今後の課題として，同僚間での信頼関係の構築方法，中堅教員のミドル

リーダーとしての役割に対する認識の向上，そして，若手教員の自発性の促進に

ついてさらに考察を深めたい。 
	 

注	  
(1) 文献によってはミドルリーダーを，学部長の役職にあたる人としているも
のがあるが，本稿では学部長・学科長等の日本語プログラムを統括する人

をリーダーとし，役職に関わらず中堅の位置にいる教師をミドルリーダー

とする。 
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