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1.はじめに  
日本以外の日本語教育機関で日本語を教える仕事に携わっているのは主にノン

ネイティブの日本語教師であるが、日本国内の日本語教育機関ではネイティブの

日本語教師が圧倒的に多い。日本国内においてはネイティブ日本語教師が日本語

の授業を行うことは暗黙の前提となっている場合が多く、ノンネイティブ日本語

教師の存在についてはあまり議論されていなかった。 
日本語教育おいて、学習者の多様化だけではなく、教師もティーチングアシス

タント、チューター、ボランティアなど多様化し、それらのネットワーク化も進

んできている。また、日本語学習も母語話者による母語接触場面で使われる日本

語とは違う「共生日本語」を共に構築していく活動であると考えられるようにな

りつつあり、日本語教育における教師の役割も従来の教師指導型の教育から接触

場面における学習者の自立学習へと考えられるようになった（岡崎 2005）。その
ような背景から 近は日本でのノンネイティブの日本語教師も増加しており、そ

の役割や必要性についても述べられ始めている。 
北陸大学でも毎年、中国の提携校から派遣されるノンネイティブ日本語教師が

留学生に対し、日本語の授業を行っている。彼らから、ノンネイティブ日本語教

師として感じる大変さや苦労話を聞くことも多い。また、一方、ノンネイティブ

ならではの日本語教育についてのメリットなどを報告書等で見ることもある。 
	 そこで、本研究では、北陸大学に在籍するノンネイティブ日本語教師が日本で

日本語を教えることについてどのように考えているのかをインタビュー調査を通

じて明らかにすることを目的とする。特に、ノンネイティブ日本語教師として日

本語を教える前、来日後の日々の日本語教育を通して考えたことから日本におけ

るノンネイティブ教師についての意識を明らかにする。 
 
2.先行研究  
ノンネイティブ日本語教師に関する研究は、主に海外での日本語教育機関での

調査が多かった。これは、ノンネイティブ日本語教師が活躍する場を｢日本以外｣

と限定していたからであろう。 
ノンネイティブ日本語教師の意識調査では、石井（1996）や岡本（2010）など
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がある。教師としては母語話者が非母語話者に優るという意識が母語話者の側に

あることやノンネイティブ日本語教師も日本語教育はネイティブの日本語教師が

中心に行い、ノンネイティブは補佐的な役割を担っていると考えられているよう

にネイティブ日本語教師だけではなく、ノンネイティブ日本語教師もネイティブ

日本語教師が日本語教育の中心にあると考えている。更に、学習者の観点からも、

Cook（1999）が述べているように、言語の教育現場において「ネイティブ」を言
語能力や言語熟達度、言語知識という観点から「言語モデル」としてとらえる考

える傾向がある。このように、教師側にも学習側にも「ネイティブ教師＞ノンネ

イティブ教師」の考えが依然として根強く支持されているのが事実である。 
しかし、日本語教師の役割が｢教室内での日本語学習モデルとなり、日本語につ

いての知識を一方的に教授すること｣から｢インターアクションによる学習者の自

律的な学習を支援すること｣へ変化するに従って、日本語教師の多様性についても

研究され始めている。また、日本語学習者や日本語学習の目的の多様性が議論さ

れるに従って、田中（2013）が述べているように、日本語教育の目的が「日本人
のような日本語」や「正しい日本語」の存在、そしてその習得を目指す教育の在

り方に疑問が投げかけられ、「非日本人」を「日本人化」するための日本語教育と

は異なる方向性が模索されている。更に、言語能力、言語熟達度、言語知識につ

いても、ネイティブは全ての面でノンネイティブより上手にふるまうことができ

るわけではなく（Bachman 1990)、ネイティブ日本語教師、ノンネイティブ日本語
教師、学習者の「ノンネイティブ日本語教師」について考えにも変化がでてきて

いる。それに伴い、ノンネイティブ日本語教師についての研究が、日本国内でも

見られるようになってきた。 
ノンネイティブ教師の役割については、カイザー（1995）では、ノンネイティ
ブ日本語教師の座談会からノンネイティブ日本語教師の特徴を ①学習者と共通
の体験を持っている ②ネイティブとの日本語教師と役割を分担して教えること
が多い ③学習者のモデルになれるとしている。また、阿部・横山（1991）や石井
（1996）などがノンネイティブ日本語教師の利点を生かした教授法について研究
を行っている。そこでは、ノンネイティブ日本語教師のメリットとして、①学習

者と母語が同じ、②学習者と文化背景が同じ、③学習者としての経験がある、④

ネイティブ日本語教師とノンネイティブ日本語教師が相互に発信・受信を行うこ

とができる環境を作ることによって両者がお互いに学ぶ機会を得ることができる、

と述べられている。また、アルク（2002）での座談会では、試験のストラテジー
や、日本語の学習以外の生活についてのアドバイスなどを与えることができると

いう意見が見られる。 
また、日本語教師をめざすノンネイティブに対する日本語教育についての研究

では、古市（2005）、加納（2010）などがある。古市は、非母語話者実習生の多言
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語文化教育を目指す実習からノンネイティブ日本語教師は日本語学習者に対して

対話を促す学習支援、マイノリティをしての心理的な支援、生活者としての社会

的な活動支援から支援ができ、ノンネイティブ日本語教師だからこそこのような

支援ができるとノンネイティブ日本語教師は感じていることを示唆している。ま

た、加納は、大学院での日本語教師養成プログラムでのノンネイティブ学生に対

して、ノンネイティブ日本語教師の役割をどのように考えているかを日本語の知

識、教え方・指導法について、日本語の使用について、社会文化的な側面につい

て の 4つの点から調査した。その結果、学習が難しいと感じるところを説明でき
るなど学習者としての経験を生かしながら教えることができる、日本語を客観的

にとらえることができるなど困難点に対する気づきがあることがメリットだと考

えている学生が多いことを明らかにしている。 
 
3．北陸大学でのノンネイティブ日本語教師  
北陸大学では、2004年から中国の姉妹校から日本語教師の受け入れを開始した。
姉妹校の教員は 1年間、ノンネイティブ日本語教師として、北陸大学で日本語の
授業を担当する。姉妹校からの日本語教師の採用についての本来の目的は、①学

生確保のため、②学生の生活支援のため、であった。 
現在は、日本におけるノンネイティブ日本語教師の役割をも考慮し、毎年 3名
のノンネイティブ日本語教師を採用している。彼らの日本語能力に関しては日本

語使用者としても問題なく（OPI 上級・超級）、日本語教育に関しても、中国の
大学で日本語教育の経験がある教員を採用している。日本語の授業については、

中国語を母語としない学習者もいるため、基本的には日本語のみで授業を行って

いる。また、担当科目については 1つの科目をネイティブ日本語教師とノンネイ
ティブ日本語教師が、それぞれ一コマ（90分）ずつ担当し、内容も聴解、読解、
作文、会話とノンネイティブ日本語教師が担当する科目と同じ科目を担当してい

る。 
 
4.調査概要  
北陸大学で2014年度に日本語の科目を担当している3人の中国人ノンネイティ
ブ日本語教師(表１)を対象とし、半構造化インタビューを行い、そのデータを分
析した。インタビューは日本語で行い、一人につき 50分～80分かけて行った。 
インタビューの内容は、日本でノンネイティブ日本語教師として日本語を教え

ることについて、来日前、来日後の日々の日本語教育を通して考えたこと、また

それに関する具体的な出来事についてであり、それによって日本でのノンネイテ

ィブ日本語教師についての意識を明らかすることを試みた。 
分析は質的データの分析手法であるSCAT（大谷 2008）を使用した。インタビ
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ューを文字化し、コーディングを行い、ストリーラインを作成した。そこから、

ノンネイティブ日本語教師としての意識の変化、ノンネイティブ日本語教師のメ

リット、必要性に関わるものを抽出し、考察した。 
 
表1 調査対象者情報とインタビュー時間 
対象者                教師歴              インタビュー時間 

A（女性）               7年                       63分 

B（女性）              18年                       84分 

C（女性）              10年                       51分 
 
5結果及び考察  
5-1 ノンネイティブ日本語教師としての意識の変化 
 ノンネイティブ日本語教師としてのケーススタディとして、3人のノンネイティ
ブ日本語教師の意識の変化をストリーラインにしたものをまとめる。 
 
� Aさんのケーススタディ 

Aさんは、｢日本で日本語を教えること｣に不安を感じていた。その理由として
は、｢日本語のみで授業をした経験がなく、どのように授業を進めていくのかが分

からなかったから｣である。授業の進め方というのは、授業で使用する日本語の能

力に関することではなく、｢日本語が分からない学習者にどのように説明をする

か｣ということである。授業で使用する日本語については問題ないが、｢日本語が

分からない学習者にどのように接したらいいか｣が分からなかった。｢中国の大学

では日本語が分からない学習者に対しては、中国語を使って説明することができ

たが、学習者の大部分が中国語を母語としていてもその他の学習者には不公平に

なるので、日本語で説明をしなくてはならないこと｣に不安を持っていた。 
しかし、｢実際に授業を行ってみると、全く分からない学習者はいなく、理解で

きない場合は、簡単な日本語で説明することによって学習者は理解できること｣

が分かってきた。また、一方、｢日本語で日本語を説明する難しさ｣にも気がつい

た。特に、｢文法事項を教える時に説明すればするほど学習者が混乱してしまう時｣

もあった。｢中国語で説明すれば、一言で通じるのにと思ったこと｣もある。更に、

｢ニュアンスの違いを伝えるような日本語の説明が難しい｣と感じた。 
  日本語の授業では、｢学習者が仲間として見てくれる場面｣があったり、｢日本で
の体験やその時の気持ちを話すと共感してくれる場面｣があったりした。 
 
 このように、Aさんは、日本語が理解できない学習者に対しての日本語使用につ
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いて不安があったが、日々の授業を通じて、教えることについては不安を感じな

くなった。しかしながら、｢日本語で日本語を教える｣難しさに気がついた。これ

は、ネイティブの日本語教師も日本語教師になりたての頃に感じる難しさと同じ

ものであろう。また、ノンネイティブ教師ということで、学習者も教師を身近に

感じてくれる場面があり、ネイティブ教師にはないメリットを感じたようであっ

た。 
 
� Bさんのケーススタディ 

Bさんも Aさんと同様に、｢日本語だけを使用して、日本語を教えること｣に不
安を感じていた。｢理解できない学生がいた場合に、媒介語の使用の制限があり、

その際にはどのように対応するか｣が分からなかった。しかしながら、｢教師が話

す日本語について学習者は大体理解している｣ようで問題なく、｢本当に分からな

い学習者には授業後に中国語を使用して、教えること｣もした。それによって、｢ネ

イティブの日本語教師ができないことを自分はできる｣ということに気がついた。 
初は｢学習者がネイティブ教師の方がよいと感じている｣気がした。Bさん自

身も｢ネイティブの日本語教師に日本語を習った方がよい｣と感じていた。しかし、

いろいろなタイプの教師がいるのと同じで、｢様々な背景を持った教師がいるのは

日本語教育には必要｣だと感じた。しかし、ノンネイティブ教師だけの授業ではな

く、｢ネイティブ教師もノンネイティブ教師もいるような日本語学習環境は学習者

にとって良い｣と思うようになった。 
  

Bさんも日本語で日本語を教えることについての不安を持っていた。Aさんと
同じく、教える際に使用する日本語ではなく、理解できない学習者に伝えること

についての不安であった。Bさんの意識には｢ネイティブ教師＞ノンネイティブ教
師｣というのがあったが、ネイティブ教師にはできないことを発見し、教師の多様

性も発見したようである。また、ネイティブ教師とノンネイティブ教師が協力す

るクラスの必要性も感じた。 
 
� Cさんのケーススタディ 
  Cさんも｢日本語だけで授業する経験｣がなく、どのような問題があるかが分か
らなかったので、不安を感じていた。しかし、実際に授業を行ううちに、｢問題な

く、言いたいことが伝わる｣ことが分かってきた。しかし、｢日本語能力が極端に

低い学習者には、やさしい日本語で説明をしても理解できなく、難しい｣と感じる

ことがあった。 
｢ニュアンスの違いなどを教える際には、ネイティブの日本語教師なら｢私はそ

う言いますよ｣というと学習者は納得することが多い｣が、｢ノンネイティブ教師は
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きちんと説明｣しなくてはならない。この点において、ノンネイティブ教師はうら

やましいと感じた。 
｢授業以外の場面で、ノンネイティブ教師は元学習者であることから学習方法に

ついてのアドバイスができるということ｣を感じた。そして、学習者から｢ネイテ

ィブ教師は学習者としての辛さが分からない｣が、｢ノンネイティブ教師は分かる｣

ということを聞き、｢ノンネイティブ教師の役割｣を感じた。また、｢同じノンネイ

ティブということで学習者は安心して、ノンネイティブ教師の授業を受けている｣

ことも学習者から聞いた。更に、｢日本での体験をノンネイティブ教師が話をする

と学習者は非常に興味を持って｣聞いてくれた。 
 

Cさんも 2人と同様に日本語の分からない学習者に対しての指導について、不
安を感じていたようである。しかしながら、やさしい日本語に置き換えたり、元

学習者としての経験を生かしたりしながら、日本語のみで行う授業は問題がない

ことに気がついた。一方、やさしい日本語を使用しても、極端に日本語の能力が

低い学習者には言いたいことを伝えるのは難しいと感じたようである。また、日

本語の授業を通じて、ネイティブの｢私はそう言います｣という一言が非常に学習

者にとっては信頼度が高いが、ノンネイティブ教師はきちんと説明しなければ、

学習者は納得しないことに気がついた。しかし、それはノンネイティブ教師のメ

リットにもなると感じたようであった。更に、元学習者のノンネイティブ教師は

学習者から共感されやすく、それもノンネイティブ教師のメリットであると感じ

た。 
 
5-2ノンネイティブ日本語教師のメリット 
ノンネイティブ教師のメリットについては、①日本語の知識・能力、②教え方、

指導法、③日本語の使用、④社会文化的な側面、の 4つの点に分類し、表 2のよ
うにまとめた。 
まず、日本語の知識については、元学習者という点を生かして、何が学習者に

とって難しい語なのかを判断し、学習者にとって分かりやすい語に置き換えるこ

とができることがノンネイティブ教師のメリットであると考えている。また、文

法の説明は、ノンネイティブ日本語教師よりも分かりやすく説明できると思って

いる。更に、元学習者として、試験に対するストラテジーがあり、それを学習者

に伝えられることがメリットであると考えていることが分かった。 
教え方・指導法に関しては、ここでも元学習の経験を生かして、難しいとされ

ている文法事項や間違えやすいところを上手に教えることができると思っている。

また、母語が同じ場合は、日本語で説明するより、媒介語を使用して説明するこ

とができることがメリットであると考えている。非常に似ている文法事項や語彙
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などの違いの説明もネイティブ教師よりも上手にできると 2人のノンネイティブ
教師は話していた。 
日本語の使用では、いわゆる｢かたい日本語｣を教師が使用したり、小さな間違

えをすることにより、日本語の多様性を学習者に伝えることもできると考えてい

る。また、それによって、学習者も自分たちと同じグループであると感じてもら

うことができ、親近感を持ってもらえる所がノンネイティブ教師のメリットであ

ると考えている。 
社会文化的な側面では、知識としての日本はネイティブ教師の方が豊富である

が、ネイティブ教師では気づかないようなものもノンネイティブ教師は発見する

ことができると考えている。また、その発見を学習者に伝えることができ、それ

が学習者にとって共感できるものである場合が多いと話していた。 
 
表 2 ノンネイティブ教師のメリット 
日本語の知識 
・試験対策としての日本語の知識がある。（B） 
・学習者が分かりやすい単語を使って説明ができる。（A）（B） 
・文法の知識が豊富である。（C） 
教え方・指導法 
・学習者としての経験があるので、間違えやすい所が分かる。（A）（B）（C） 
・母語が同じ学習者には母語を媒介して直接指導できる。（A）（C） 
・感覚的な違いを教えることもできる。（A）（B） 
日本語の使用 
・親近感を持ってもらえる。（A）（C） 
・誤用の原因が分かりやすい。（A）（B）（C） 
社会文化的な側面 
・日本人には気づかないことも気づくことができる（A）（B）（C） 
・自分の体験を話すことができる。（A）（C） 

 
5-3ノンネイティブ日本語教師の必要性 
インタビューを通じ、3人のノンネイティブ日本語教師は日本でのノンネイテ
ィブ日本語教師の必要性は十分あると考えていることが分かった。その理由とし

ては、①元学習者の強み、②日本語の多様さを伝える、というのが 3人の共通し
た意見であった。 
元学習者としての経験を生かせることができるというのは、具体的には｢知識だ

けではなく、日本語学習の方法について学習者に伝えられる｣、｢客観的に日本で
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の体験を語ることができる｣、｢よい学習者のモデルになれる｣などである。日本語

学習者の先輩として、どのように日本語を学んできたのを伝えることができ、そ

の学習ストラテジーは学習者が使用可能なストラテジーである。そして、ノンネ

イティブ日本語教師は日本語学習の成功者であり、そのストラテジーは成功のス

トラテジーのひとつである。それを提示できるのはノンネイティブ教師のみがで

きることであると話していた。 
また、ネイティブ教師が話す日本語がすべて正しいわけではなく、学習者に批

判されがちな｢教科書的な日本語｣も日本語であり、それによって日本語の多様性

を伝えることができることがノンネイティブ教師の役割であると考えている。そ

れによって、少々のローカルエラーを気にしないで、意思疎通をするための日本

語教育も行えるのではないかということに気づいた。 
ただ、ノンネイティブ日本語教師の強みはあるが、ネイティブ教師の強みもあ

り、それを相補うことでより良い日本語教育ができるのではないかという意見も

あった。 
 
6まとめ  
 今回、日本でのノンネイティブ日本語教師のインタビューを通じて、教師は日本
でのノンネイティブ日本語教師の体験から、ノンネイティブ教師のメリットや必

要性を感じることが明らかになった。 
日本でのノンネイティブ日本語教師という体験を通じて、日本語で日本語を教

えることの大変さや学習者にどのように思われているかなどの不安を乗り越え、

ノンネイティブ教師のメリットを感じていた。 初は、不安だった日本語での教

育も実際に授業をするうちに母国で行っていた教育を日本語話者として行うこと

によって問題がないことが分かってきた。一方、知っている日本語の知識を日本

語で説明することの難しさや日本語のレベルの高くない学習者に対しての教育が

難しいことも感じるようになった。このような学習者との日々のコミュニケーシ

ョンを通じ、日本におけるノンネイティブ日本語教師の役割を感じていく過程が

見られた。そして、元学習者としての体験や経験がノンネイティブ日本語教師の

メリットとして考えられていることが明らかになった。それにより、日本におけ

るノンネイティブ日本語教師を｢ネイティブ日本語教師の代替｣としてではなく、

ノンネイティブだからこそ生かせる特徴があり、その必要性を感じていることも

明らかになった。 
今後は更に多くの日本でのノンネイティブ日本語教師にインタビュー調査を行

い、ノンネイティブ日本語教師をどのような形で授業で生かしていくのかを検討

したい。 
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