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0. 概要 
 中田（2011）は、学校英語教師の教師オートノミーを促進させるために同僚性構築が重要だと主

張している。本論では、まずこの中田の主張を概観する。次にクラスにおける学習者同士の同僚性

構築が学習者のオートノミー促進の手段となる点について述べる。そして最後に「学習者の同僚性

構築」における教師の立ち位置について触れる。なお、本論文でページ数のみが記されている場合、

それは中田（2011）のページ数を指す。 
 
1. 日本の学校英語教師の教師オートノミーの現状 
1.1. 教師オートノミー 
中田は、教師オートミーについて、生徒の学習経験や教育環境という制約や制限あるいは自らの

教育観や力量を鑑みつつ学習オートノミーを促進するような仕掛けと支援を工夫し続ける能力と

捉えている。教師オートノミーは他者から押し付けられる専門的技能の開発とは違い、教師自らが

責任を持ち、納得したペース・やり方で育んでいくものである（p.194）。学校教育において学習者

オートノミーの発達に多大な影響を与えるのは教師である。従って、教師が教師オートノミーを保

持しなければ、学習者オートノミーを育てる実践も単なるスローガンに終わってしまう。故に、教

師が学習者オートノミー促進を目指すとき、先ずは教師オートミーを学校に定着させることが重要

となる（p.198）。 
 

1.2. 日本の学校英語教師の現状 
Little(2007)は、英語教師が持つ教師オートノミーの特徴として以下の３点を挙げている。 
1) オートノミーを持った学習者になるとはどういうことか体験を通じて理解している。 
2) 内省と自己管理のプロセスを教授活動に応用し専門的技術を自律的に活用できる。 
3) オートノミーを育てようとする授業において求められる英語に熟達している 1。 
一方、中田は、日本の学校英語教師の多くがオートミーを発揮した学習経験に乏しく、心理的な

葛藤を感じたり調和を重んじるあまり、相互に授業観察をして批判的省察を交えた議論を行うなど、

互いを高め合う段階には至っていないと主張している。そして多くの教師が英語で授業を行うだけ

の英語力も身につけておらず、また英語力を向上させる機会も見出せていないと指摘している

（p.199）。以上の点より、中田は日本の学校英語教師の多くがLittle の言う教師オートミーの特徴が

保持できていない状態にあると指摘している（p.199）。 
 

2. 同僚性構築と教師オートノミーの促進 
2.1. 同僚性とは 
 Little（1982）は、学校改革に取り組む小・中・高校を対象にしたエスノグラフィック調査の結果、

学校を成功に導く要因として「同僚性」を見出した。同僚性とは、教員同士がお互いの信念や行動

に注意を払いつつ、子どものために何が最も役に立つかという点について時には同じ考えを持つ同



僚と、時には違った考えを持つ同僚と議論をし、意思決定を重ねていく教師―教師間の相互作用を

指す(Little1990)。一緒に働く人たちは、個別に行動する個人の集合体よりも効率的であるというの

が同僚性の基礎であり（Martinez 2004 中田訳 p.201）、インフォーマルに発生する様々な形の教師同

士のつながりが同僚性を活性化させてく（秋田 1998）。このつながりを通じて教員は自らが持つ価

値観を顕在化させ、その深化・修正を行っていく（津田 2013）。 
 
2.2 同僚性と教師オートノミー 
 同僚性が構築され、生産的・建設的な意見交換という風土が学校に根付けばそれが文化となる。 
人の行動規範は周りの環境に影響されて行動し続ける中で個人の規範として内在化される（西川、

小松 2001）。従ってこの文化の中で、学習者オートミーを育てることにコミットしている英語教師

は、「当たり前の行動」として内省と自己管理のプロセスを教授活動へ応用し、授業活動改善ある

いは自らの英語能力の向上のために同僚と批判的省察を交えた議論を行い自らを高めていくであ

ろう。そして、その体験を通してオートノミーを持った学習者とはどういうことかを理解していく

はずである。この点より中田は、まずは教師が相互依存的になり同僚性の構築に寄与する姿勢を持

つようになることが教師オートノミーへの一歩となると主張している（p.202）。そして（学習者オ

ートノミーを育てるために）同僚性を発揮して対他教師だけではなく対管理職、対生徒という 3 つ

のタイプの相手と対話を行い、それを通じて、自身を振り返り修正するために自分自身との自己対

話ができる教師が（Nakata2009）教師オートノミーを確立した教師であると主張している。 
 
2.3 同僚性を基礎とした教師オートノミー促進 
 中田は同僚性を基礎とした教師オートノミー促進に向けたアプローチとして明示的なものと暗

示的なものがあると主張している（p.207）。明示的アプローチとしては、観点別に評価項目が整理

された授業観察シートを用いての相互省察を挙げている。実際の授業を観察しあう場合もあるが、

例えば教師の英語能力向上を目指す取り組みの場合には、教師同士がマイクロティーチングを行う

のもよい。この際は授業者自身が評価してほしい点を明示しておくことが重要となる。暗示的アプ

ローチとしては質問紙などを用いて生徒に授業に関する質問や意見を求めたり、「どんな学習者に

育てたいのか」という視点より、他教員と協働でシラバスを作成したりすることなどを挙げている。

中田はこれらの活動を通じて、教師が自身の教育理念や授業について気づき、自分を見つめなおす

機会が得られると主張している（p.215）。 
  
3. 言語学習者の学習者オートノミーの現状 
学習者オートノミーは学習者による学習コントロール能力（Benson2001）を指す。しかし学習の

目標や方法、評価について自ら決定し実行できれば学習者オートノミーが備わっているというわけ

ではない。学習者オートノミーは「他者との協力」や「建設的な方法による軋轢の解決」など相互

依存の概念を含むものだからである（Kohonen 1992）。この点、中田も学習者オートノミーを育て

ることについて「他者への配慮ができ、自身を内省でき、社会の中の責任のある市民として、組織

の構成員として、主体的かつ長期的に活動できるような技能と心を身につけるよう導くこと」と主

張している（p.193）。一方、日本語学習者について見てみると、多くの場合、学習者にオートノミ

ーが確立されているとは言いがたい（少なくとも教師はそう感じることが多い。）。学習者オートミ

ーとはシステマティックで効果的な学習コントロール能力（Benson 2001)である。例えば学習者が



言語学習の際に自らの学習ペースや学習方法を管理しようとしたり、気持ちや感情のコントロール

を図ろうとすることは珍しいことではない。しかしこれらは往々にして偶発的・非効率的である。

ゆえに、学習者は学習オートノミーの発揮とはどいうことかを体験的に理解していない場合が多い。

また、自らの学習をコントロールしていくためには内省と自己管理のプロセスが重要であり、その

ためには他者との相互依存が欠かせない。しかし武ら（2013）が指摘しているように、学習者はク

ラスメートとの能力差を敏感に意識しそれに基づき教室内における自他の役割を固定化させる。従

って、多くの場合、学習者はクラスメート同士で批判的省察を交えた議論を行い互いを高める段階

には至っていない。更に、目標言語を使用することより自らの目標言語能力に関する「気づき」が

生まれる点、また学習者オートノミーを育てるための活動（例えばメタ認知を育てる自己評価の記

述）には目標言語が必要となる点など、学習者オートノミーを確立するためには目標言語能力の保

持・向上が欠かせない。しかし多くの日本語学習者がそれに必要なレベルの日本語能力を身につけ

ていない。しかし、こう見てみると、多くの日本語学習者が学習者オートノミーの特徴を保持でき

ていない状況は、日本の学校英語教師の多くが教師オートミーの特徴を保持できていない状況と同

じであると言える。 
 

4. クラス内における学習者の同僚性構築という考え方 
2.3 で述べたとおり、中田は同僚性が構築され生産的・建設的な意見交換という風土が学校文化

として根付けば、それが教師オートノミー促進に大きく寄与する点を示している。そして、その第

一歩として教師自身が同僚性の構築に貢献する姿勢を持つことが大切であると主張している。そし

て、3.で示した通り、学習者がオートミーを確立できていない状況は、教師が教師オートノミーを

確立できていない状況と相違ない。だとすれば、クラスメートを学習目標達成を共有する同僚と捉

えた上で、生産的・建設的な意見交換という風土（つまり同僚性）をクラス文化として根付かせる

ことは学習者オートノミー促進に寄与するはずである。そして、学習者自身が同僚性に貢献するこ

とが学習オートミーへの第一歩となるはずである。また、このアプローチとしては観察シートなど

を用いて学習者同士で相互省察を行う明示的なもの、振り返りシートなどを用いてクラスメート同

士で質問や意見を出し合い読み合ったり、「目標達成のために自分達は何ができるようになればよ

いのか」という視点から協働でシラバス（小さな達成項目）を作成する暗示的なものが有効となる

はずである。 
 
5. 教師の立場と役割 

学習者同士の同僚性構築を望む場合、教師の立ち居地は、教師が同僚性を構築しようとする際の

管理職（校長）と同じとなる。中田は、教師の中には「忙しい」「自分の授業はうまくいっている」

「時間的な余裕がない」「教師それぞれに考えがあるので他人の授業には踏み込めない」などの理

由で他者と議論することに消極的なタイプがいると指摘する（p.202）。このとき、校長はこの「自

閉的（p.202）」なタイプの教員を変えるために教員のグルーピングをしようとするであろうか。あ

るいはもし校長が教員のグルーピングを行い協働をさせたとして、自閉的な教師をそれに感謝し協

働の重要性を理解するであろうか。恐らく自閉的な教師は校長の指示には従うものの、心の中では

「余計なお世話だ」と思い協働の重要性を理解するには至らないであろう。秋田（1998）の指摘す

るように同僚性はインフォーマルに発生する様々な形の教師同士のつながりが基礎となるもので

あり、管理職がイニシアチブを持つ「設計された同僚性（秋田 1998）」からは生まれない。一方、



教師が授業観察シートを用いて同僚と相互省察を行う際、そして質問紙などを用いて生徒に授業に

関する質問や意見を求めるとき、校長が「自分にも読ませろ」と観察シートや質問紙の内容をすべ

て読み教師を指導しようとするであろうか。恐らくこれらの行為は教師の自律的な協働を妨げるも

のとなるだけで、教師オートノミーの促進には寄与しないであろう。管理職としての校長の仕事は、

インフォーマルに発生する様々な形の教師同士のつながりの発生をサポートすることである。これ

は同僚性構築の要となる学校の目標を語ることであり、教師がより多くの他者と繋がれるようリソ

ース情報を提供することであり、学校目標達成のため教師たちが自律的・インフォーマルに進める

協働作業が妨げられないよう制約や制限について再考し必要であればこれを修正するために（例え

ば教育委員会と）交渉することである 2。 
 これに従うと、学習者がクラスメートとの同僚性を構築することを望む場合に教師が行うことは

インフォーマルに発生する様々な学習者同士のつながりをサポートすることなる。これは、クラス

における学習目標（コース目標や本時の目標）を語り、より多くの他者と繋がれるようリソース情

報を提供することであり、学習者同士の自由な協働を妨げる制約や制限について再考し必要であれ

ばクラス外で交渉をすることである。一方、教師がグルーピングにイニシアチブを持ち小グループ

による協働学習を強制したり、学習者の観察シートや振り返りシートを教師がすべて読みコメント

し、指導したりすることは、教師の狙いとは裏腹に学習者同士の自律的な協働を妨げ、学習者オー

トノミーの促進に寄与しない結果を生むと考えられるだろう。 
 
6. 実践例 
クラス内における学習者の同僚性構築を目指すクラスは、クラスで掲げた学習目標を達成するた

めに学習者自身が自律的に様々な形の協働を行うことを目指すクラスとも言える。日本語教育の例

はまだほとんどない 3が、日本の学校英語教育では上越教育大学の西川純が提唱し「アクティブラ

ーニング 4」の一手段としても広まりつつある『学び合い』が同様の取り組みを目指したものとな

っている（西川ほか 2016）。『学び合い』は、学習者が「多様な他者と協働することが自らの目標達

成にとって有効であること」を実感できることを目指す授業である。そして、これを実現するため

に「課題の重要さを理解・共感してもらう」「自分だけではなくクラス全員が目標を達成すること

を求める」「課題達成に向けた自由な探求（自由に誰とでも話してもよい）に必要な場と時間を保

障する」等のアプローチを取っている。例えば三崎・西川・久保田・水落（2009）は同アプローチ

により、教師が特にコミュニケーション指導を行わずとも学習者間の会話が経験を交換しあいなが

ら学ぶ「粘り強いやりとり」に変化することを実証している。『学び合い』による英語授業実践例

に関しては『すぐ実践できる！アクティブ・ラーニング中学英語』（西川ほか 2016）で読むことが

できるし、ウエッブサイト『Find!アクティブラーナー』（https://find-activelearning.com/）に無料登録

し、左メニューより『学び合い』で検索をすれば実際の授業を見ることも可能である 5。 
 
7. クラスだからできる学習者オートノミー促進のアプローチとは 

チュートリアル、ポートフォリオ、協働学習など、クラスの中で取り組まれる学習者オートノミ

ー促進のためのアプローチは、いずれも「教師（あるいはチューター）が個々の学習者のオートノ

ミーを伸ばす」ということが基本になっている。すなわち教師と学習者が１対 1（協働学習の場合

は例えば１対 2）で向き合う個人教授におけるアプローチの延長上にあるものだと言える。一方、

クラス内における学習者の同僚性構築を基礎とするアプローチはクラスだからこそできる、学習者



自身が自らの学習オートノミーを育てていくためのアプローチと言えるだろう。そしてこのアプロ

ーチの成功の鍵を握るのは、我々教師は自らが教師オートノミーを発揮するときに「あってほしい

管理職の姿」を教師としての自らの姿に投射し行動することにあると言えよう。 
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1 メタ認知向上を目指した日誌やポートフォリオを英語で記入させるために必要な教師の英語力など。 
2 「わが校の目標は○○だ。」「あ、それなら○○先生が詳しいよ。」「○○学校でも似たような活動をし

ていたな。」「わかった。校長会議で話し合ってみる。教育委員会にもかけあってみる」など。 
3 若井（2017）は相互依存を意識したポートフォリオ導入例を紹介している。 
4 課題の発見・解決に向けた主体的・協働的な学び。（初等中等教育分科会教育課程企画特別部会 2015) 
5 2017 年 4 月現在では宮城県の中 2 と新潟県の中 3 の英語授業を見ることが可能である。 


