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はじめに
Presentación
スペイン日本語教師会（APJE）シンポジウム第 4 回大会は、2017 年 6 月 23、24
日の二日間に渡ってスペイン・サラマンカの地で開催されました。第 1 回大会「EU
に於けるスペインの日本語教育」
（マドリード）、第 2 回「日本語教育と e-ラーニン
グ」
（バルセロナ）、第 3 回「つなげよう、学習者の自律性と日本語教師の役割」
（サ
ンティアゴ・デ・コンポステーラ）に続き、今回のテーマは、「成長する教師―実
践研究のすすめ―」。
「いい教師になりたい、いい授業をしたい」という思いは日本語教師として誰も
が抱いているもの。そのために、研修やセミナーに参加したり、文献を読んだり、
学んだ教授法や新しい教室活動案を試したり、多くの教師が努力奮闘しています。
APJE でもその設立（2010 年）以来、活発に「教師の学びの場」作りに努め、多く
の会員が熱心に参加して、その学びを現場で活かしてきました。APJE の歴史は APJE
会員の成長の軌跡でもあります。では、次のステップとして、その努力と奮闘の経
験を実践報告として発信し、他者と共有することでさらなる成長を目指しませんか、
というのが今回のシンポジウムの趣旨でした。
それに応ずるように数多くの発表応募があったことは、主催者として大変嬉しく
ありがたく、またスペインの日本語教育の将来は明るいと心強く思われました。厳
正な査読の結果、当日は口頭発表 9 本とポスター発表 8 本が行われましたが、どの
発表も現場の教師の熱意と工夫が伝わる興味深い内容に、出席者側からも活発に意
見や提案が発せられ、まさに有意義な議論の場と化していました。
講師にお迎えした奥田純子先生（コミュニカ学院学院長）からは、ご講演の部で、
現場に根差した実践研究への参加は、
「成長する教師」に不可欠な要素であること、
また、その実践を他者と共有することで批判的に実践を捉え直すことが可能になり、
新たな実践への再構築へつながることをお話しいただきました。続くワークショッ
プの部では、より効果的、建設的な「共有化」を行うためにはどのようにすればい
いのか、数々のグループワークを通して学ばせていただきました。
シンポジウムの最後には、奥田先生と共に、今回初めて実践報告を発表した方を
中心に発表者数名にご登壇いただき、近藤裕美子先生（国際交流基金マドリード日
本文化センター日本語教育アドバイザー）の司会のもと、会場出席者全体でラップ
アップセッションが行われました。登壇者からは、今回の発表の体験が自己の成長
の糧になったことを実感する感想が語られ、多くの出席者に共感と刺激をもたらす
セッションとなりました。
本シンポジウムがかくも有意義なものになったのも、国際交流基金マドリード日
本文化センター（JFMD）、そしてサラマンカ大学日西文化センター（CCHJ）とい
う素晴らしい共催者に恵まれたおかげです。JFMD 吉田昌志氏、CCHJ 所長 José-Abel
Flores 氏と事務局 Elena Santos 氏に心より御礼申し上げます。また、サラマンカ大
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学には本シンポジウムを同大創立 800 周年記念事業に認定いただき、開会式には国
際化部副学長 María Ángeles Serrano García 氏よりご挨拶を賜りました。心より感謝
申し上げます。
最後に、半年以上前から準備を開始し、当日の運営まで素晴らしいチームワーク
で取り組んでくださった APJE 実行委員の皆様、日本語学生お手伝いチーム、査読
委員長鈴木裕子氏をはじめ査読委員の皆様、相談役として実行委員と共にシンポジ
ウムを支えて下さった近藤裕美子 JFMD 日本語教育アドバイザーに深く御礼申し上
げます。そして本論集の発行のために長期間に渡り校正作業、編集に当たってくだ
さった編集委員の皆様、本当にありがとうございました。このように心に残るシン
ポジウムを皆様と共に作り上げられたことに感謝し、今後も共に成長させていただ
くことを願ってやみません。
加藤さやか（サラマンカ大学）
第 4 回スペイン日本語教師会シンポジウム実行委員長
El IV Simposio de la Asociación de Profesores de Japonés en España (APJE) se celebró los
días 23 y 24 de junio de 2017 en Salamanca. Después de tratar diversos temas en los simposios
anteriores, concretamente Enseñanza del japonés en España en el Marco Europeo (I, Madrid),
Enseñanza del japonés y e-learning (II, Barcelona) y Enlazando el papel del docente con la
autonomía del alumno (III, Santiago de Compostela), esta vez el enfoque se dirigió directamente al
propio docente, con el título Docentes en constante desarrollo: Investigaciones prácticas.
“Quiero ser buen profesor; quiero mejorar mi didáctica”. Este sería el deseo de cualquier
profesor. Muchos se esfuerzan y luchan para lograrlo, asistiendo a sesiones de estudio, leyendo
trabajos de investigación, probando nuevos métodos e ideas de actividades en aula, etc. La APJE,
desde su fundación en 2010, celebraba y sigue celebrando varios seminarios al año para los
profesores, y muchos socios los aprovechan y ponen en práctica lo aprendido. En realidad, el
desarrollo de la APJE refleja la trayectoria de crecimiento de cada socio como docente. Ahora bien,
este simposio nos invitó a dar el siguiente paso: ¿por qué no compartimos nuestras experiencias
exponiéndolas en forma de investigaciones prácticas? Compartirlas con otros profesores significa
crear una red que promueve un proyecto útil en nuestro progreso como docentes.
En consecuencia, recibimos numerosas y entusiastas propuestas de ponencia por parte de
nuestros socios. Tras una cuidadosa selección, finalmente se presentaron nueve comunicaciones
orales y ocho en póster durante los dos días del simposio. Todas las comunicaciones fueron tan
interesantes que animaron a la audiencia a participar en el debate aportando sus opiniones y
propuestas.
En la conferencia plenaria, Junko Okuda, directora del Communica Institute, nos recalcó la
importancia de realizar investigaciones prácticas en el ámbito del desarrollo del profesor, así como
de compartirlas con otros profesores, ya que nos permite observarlas desde una perspectiva crítica y
objetiva, y, finalmente, reconstruirlas de forma más eficaz. Asimismo, aprendimos en su taller los
métodos para compartir dichas investigaciones de un modo más activo y constructivo.
El simposio finalizó con una sesión de recapitulación en el Salón de Actos: en la mesa
2
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redonda se sentaron la profesora Yumiko Kondo, asesora sénior de enseñanza de japonés de la
Fundación Japón de Madrid, en calidad de moderadora; la conferenciante Okuda, como
comentarista; y tres participantes que habían presentado su comunicación en el simposio. Cada uno
de estos tres ponentes comentó que la ocasión les había supuesto una experiencia realmente
fructífera y estimulante en varios aspectos desde el punto de vista de su desarrollo como docentes.
La sesión terminó despertando un interés renovado entre todos los asistentes.
Quisiera dejar constancia de nuestro profundo agradecimiento a la Fundación Japón de
Madrid (JFMD) y el Centro Cultural Hispano-Japonés de la Universidad de Salamanca (CCHJ),
con una mención especial al director Shoji Yoshida y la asesora sénior Yumiko Kondo de la JFMD,
y al director José-Abel Flores y a la secretaria Elena Santos del CCHJ. Sin su apoyo y comprensión,
no habríamos podido realizar nuestro simposio. Asimismo, aprovecho esta ocasión para expresar
nuestra deuda de gratitud con la Universidad de Salamanca, que reconoció este simposio como
evento oficial de la conmemoración del VIII centenario de la creación de dicha hermosa
Universidad, y especialmente a la vicerrectora de Internacionalización María Ángeles Serrano
García.
Por último, no puedo concluir mis palabras como presidenta del Comité organizador sin
agradecer la labor que han realizado todos los miembros del Comité organizador del simposio, del
Comité revisor de las ponencias coordinado por la profesora Yuko Suzuki, y del equipo de
estudiantes colaboradores. Y, por supuesto, también quiero expresar mi especial agradecimiento a
los editores, quienes han llevado a cabo un laborioso trabajo de edición y revisión, puesto que no
cabe la menor duda de que sin su esfuerzo y paciencia no habría sido posible publicar las presentes
Actas.
¡Muchas gracias!
Sayaka Kato (Universidad de Salamanca)
Presidenta del Comité organizador
del IV Simposio de la Asociación de Profesores de Japonés en España
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2017年 第 4 回スペイン日本語教師会シンポジウム
プログラム
一日目
（6月23日）

15:00-15:30
15:30-16:00

受付
開会式

16:00-19:50

基調講演＆ワークショップ
(場所：前半はSalón de Actos、後半は図書館)
（途中30分間コーヒーブレーク）
記念写真撮影

20:00-20:10
20:45-21:45

(場所：Salón de Actos)

懇親会（参加無料）
会場: Patio de Colegio Arzobispo Fonseca

二日目
（6月24日）

9:00
9:30-11:10

開場
口頭発表
（図書館とAula Magnaの二部屋で3本ずつ、計6本）

11:10-11:40

コーヒーブレーク

11:40-13:30

ポスター発表
（8本、場所：2階の教室6、7、8）

13:30-15:00

ランチ（各自自由）※13:45-14:45建物が施錠されます

15:05-16:15

口頭発表
（図書館とAula Magnaの二部屋で２本ずつ、計4本）

16:15-16:30

小休憩

16:30-17:00

ラップアップセッション

17:00-17:15

閉会式

(場所：Salón de Actos)

(場所：Salón de Actos)
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IV Simposio de la Asociación de Profesores de Japonés en España (2017)
Programa general del simposio
Día 1
(23/06/2017)
15:00-15:30

Registro de los participantes

15:30-16:00

Ceremonia de inauguración (Lugar: Salón de Actos)

16:00-19:50

Conferencia principal y taller
(Lugar: 1.ª parte - Salón de Actos; 2.ª parte - Biblioteca)
(pausa-café intermedia de 30 minutos)
Fotografía de grupo

20:00-20:10
20:45-21:45

Recepción (participación gratuita)
Lugar: Patio del Colegio Arzobispo Fonseca

Día 2
(24/06/2017)
9:00

Apertura de las puertas de la sede

9:30-11:10

Comunicaciones orales
(3 ponencias en 2 salas: Biblioteca y Aula Magna, 6 en total)

11:10-11:40

Pausa-café

11:40-13:30

Pósteres (8 participantes, aulas 6, 7 y 8, en la 2.ª planta)

13:30-15:00

Almuerzo (libre) ※El edificio cierra de 13:45 a 14:45

15:05-16:15

Comunicaciones orales
(2 ponencias en 2 salas: Biblioteca y Aula Magna, 4 en total)

16:15-16:30

Descanso

16:30-17:00

Sesión de recapitulación (Lugar: Salón de Actos)

17:00-17:15

Clausura (Lugar: Salón de Actos)
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〔基調講演&ワークショップ要旨〕
講師：奥田純子氏（コミュニカ学院学院長）
Resumen de la conferencia principal y taller: a cargo de Junko Okuda, directora del Communica
Institute

成長する教師
―実践研究のすすめ―

基調講演＆ワークショップ講師： 奥田純子氏 （コミュニカ学院学院長）

教師の成長にとって不可欠な要素とは、いったい何でしょうか。この問いへの応答
は一様ではありませんが、一つは、現場に根差した実践研究への参加があげられま
す。実践研究は、教育実践の充実、改善、創造を目指す、教師による実践の探求
（inquiry）活動です。
もう一つは、他者との実践の共有化です。実践の探求には、単に実践を対象に研究
するという以上の営みがそこには含まれます。実践を他者と共有すること、言い換え
れば、実践の公表(発表・報告)は、他者との協働による実践の批判的な再理解や新た
な実践の展開・深化につながります。
本講演では、実践の共有化とは、どのような営みか、どうすれば建設的な共有化が
可能になるのかを皆さんとともに体験的に考えたいと思います。そのうえで、共有化
を糸口に、実践研究とは、具体的にどのような営為かを考えてみます。
本講演で取り上げるトピックは、おおよそ以下のような内容です。
1)
2)
3)
4)
5)
6)

実践の公表：なにを？ どう？ なぜ？
実践の 3 つの公表様式
実践共有の参与スキル
実践研究とは？
教育現場／学習現場の実践、科学、哲学
これからの日本語教育における実践の「研究」と「探求」
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ポスター発表

6 月 24 日（土）
題目

発表者

所属

語学センターで学ぶ学習者への
反転型授業の実践報告
―予習動画導入による授業内外で
の学習形態の変化―

塚田真由美

バジャドリッド大学
語学センター

漢字の「見守り」学習における
練習問題の検討
―授業から自律へとつなぐ
漢字語彙学習促進にむけて―

中尾桂子

大妻女子大学短期大学部

インタビュー活動を通した
会話力および聴解力 UP の実践
―受容的対話能力の育成を
目指して―

福岡昌子

三重大学
地域人材教育開発機構

日本語会話クラブ
「日本語で話そう！Vamos a
Nihonguear」における日本語学習
支援の試みとその仕掛け

宮島知

国際交流基金マドリード
日本文化センター

スペイン語訳の難しい
日本語表現をどうやって教えるか

マリア
バウザ・セーロ

マドリード自治大学
卒業生

日本語中級学習者における
コミュニケーション能力の向上

辻井さとみ

コインブラ大学

関西弁を学ぼう
―トルコの大学における
授業外活動報告―

上林 彰仁
エルジェス大学
朽方 修一
久保賢子

スペイン高等教育機関の日本語専
攻におけるコースデザイン

守屋久美子
小澤咲
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サラマンカ大学
東京外国語大学
留学生日本語教育センター
サラマンカ大学

口頭発表

6 月 24 日（土）午前の部
題目

発表者

所属

学生による日本語授業
プランニング：
自律的学習への一試案

ダニエル
ルイス
マルティネス

サラマンカ大学

タスクと自己の関連付けを意識し
たプロジェクト学習
―教室の中と外をつなぐことを目
指したタスクデザインの
工夫―

杉山千尋

放送大学語学センター

加藤さやか

サラマンカ大学
日西文化センター

吉田理加

順天堂大学
国際教養学部

目標達成のための
ライティング指導
―授業と評価の一体化―

野崎美香

スペイン公立語学学校
アコルーニャ校

協働学習と自己評価を
取り入れたライティング活動
―社会人クラスにおける
実践報告―

松下恵子

国際交流基金マドリード
日本文化センター

今枝亜紀

国際交流基金マドリード
日本文化センター

日本語・スペイン語学習者間のメ
ール交換プロジェクト
実践報告
―読む・書く活動を通した主体的
な学びへの試み―

隈井正三
「ジョイさんの漢字」制作
実践報告
―漢字運用力養成を目指した
教材の開発と試用―

小島妙子
高橋水無子
永井聖子
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カサアシア
マドリード
サンティアゴ・デ・
コンポステーラ大学
語学センター
国際交流基金マドリード
日本文化センター

6 月 24 日（土）午後の部
題目

発表者

所属

学習者主体の日本語入門クラスを
目指して
－まるごと日本語オンラインコ-7
スを使った反転授業実践報告－

小島妙子

カサアシア
マドリード

鈴木裕子

マドリード
コンプルテンセ大学
現代言語センター (CSIM)

朽方修一

エルジェス大学

高橋水無子

サンティアゴ・デ・
コンポステーラ大学
言語センター

「ゆるキャラ」でつながろう！
―スペイン・トルコ日本語学習者
の異文化交流プロジェクト―
オンラインコミュニケーション活
動でのファシリテーターとしての
教師の役割
―学習者のアンケート分析から
見えてきたこと―
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Comunicaciones en póster
Sábado 24 de junio
Título

Ponente

Organización

El uso del vídeo preparatorio en la
Flippedclassroom: análisis del
proceso de aprendizaje de los
alumnos del Centro de idiomas

Mayumi Tsukada

Centro de Idiomas de la
Universidad de Valladolid

Examination of exercises in kanji
"watching over" learning: for
promoting kanji vocabulary
connecting the class activities to
learners’ autonomy

Keiko Nakao

OtsumaWomen's University Junior
College Department

Practicing speaking and listening
comprehension through interview
activities: Cultivating the ability to
comprehend the speaker’s
intentions

Masako Fukuoka

Organization for the Development
of Higher Education and Regional
Human Resources

Club de conversación “¡Vamos a
Nihonguear!” como prueba de
soporte de aprendizaje de lengua
japonesa y su mecanismo

Tomo Miyajima

FundaciónJapón, Madrid

¿Cómo enseñar expresiones
japonesas difíciles de traducir al
español?

María Bauçà Cerro

Universidad Autónoma de Madrid
[Graduada]

Improving communication skills for
intermediate Japanese language
learners

Satomi Tsujii

Universidad de Coimbra

Learning Kansai dialect: Report on
the extracurricular activities in a
university in Turkey

Diseño del Programa en la
Especialidad de Lengua Japonesa
en Instituciones de Educación
Superior

Akihito Uebayashi
Erciyes University
Shuichi Kuchikata
Masako Kubo

Universidad de Salamanca

Kumiko Moriya

Japanese Language Center for
International Students

Saki Ozawa

Universidad de Salamanca
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Comunicaciones orales
Sábado 24 de junio (Mañana)
Título

Ponente

Organización

El diseño de la clase de japonés
por parte de los alumnos: una
propuesta para desarrollar el
aprendizaje autónomo

Daniel Ruiz Martínez

Universidad de Salamanca

“Aprendizaje basado en
proyectos” bajo un enfoque en la
conexión entre tarea y estudiante:
Diseñar tareas con el fin de
conectar dentro y fuera de clase

Chihiro Sugiyama

Centro Universitario de Idiomas a
Distancia de la UNED

Sayaka Kato

Centro Cultural Hispano-Japonés
de la Universidad de Salamanca

Rika Yoshida

Facultad de Artes Liberales
Internacionales de la Universidad
de Juntendo

La enseñanza de la destreza de
“expresión escrita” en la Escuela
Oficial de Idiomas: enseñanzaaprendizaje y evaluación

Mika Nozaki

Escuela Oficial de Idiomas
de A Coruña

A Collaborative Learning and SelfEvaluation Focused on Writing
Activities: A Report from the
Practice in Classroom of Adult
Learners

Keiko Matsushita

Fundación Japón, Madrid

Aki Imaeda

Fundación Japón, Madrid

Informe de la práctica del
Proyecto del intercambio de Emails entre los estudiantes
españoles de japonés y los
japoneses de español: un intento
de estimular el aprendizaje
autónomo a través de las
actividades de comprensión
lectora y expresión escrita

Elaboración del material didáctico
"Joy of Kanji": creación y prueba
de material didáctico para mejorar
las capacidades de aplicación de
kanji

Shozo Kumai
Taeko Kojima

Casa Asia Madrid

Minako Takahashi

Centro de Lenguas Modernas
(CLM) de la Universidad de
Santiago de Compostela

Seiko Nagai

Fundación Japón, Madrid
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Sábado 24 de junio (Tarde)
Título

Ponente

Origanización

La experiencia piloto donde los
alumnos toman la iniciativa en el
proceso de aprendizaje:
introducción al japonés con el
método de aprendizaje de aula
invertida utilizando el curso
online de Marugoto

Taeko Kojima

Casa Asia Madrid

Yuko Suzuki

Centro Superior de Idiomas
Modernos de la universidad
Complutense de Madrid (CSIM)

Shuichi Kuchikata

Erciyes University

MinakoTakahashi

Centro de Lenguas Modernas
(CLM) de la
Universidad de Santiago de
Compostela

Más cerca gracias a los
personajes-mascota “yurukyara”
Proyecto intercultural de los
estudiantes de japonés
españoles y turcos Papel del profesor como
facilitador en las actividades de
prácticas de conversaciones online: Resultados extraídos del
análisis de las encuestas a los
alumnos
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語学センターで学ぶ学習者への反転型授業の実践報告

―予習動画導入による授業内外での学習形態の変化―
塚田 真由美
バジャドリッド大学 語学センター
mayumi.tsukada@alumnos.uva.es
【キーワード】 反転授業、予習動画、授業内活動の充実、学習者主体、学習スタイルの
変化
1

背景と目的

近年、反転授業が注目を浴びている。反転授業とは「従来は教室で行われていたことを
自宅で行い、従来は宿題として自宅でやっていたことを教室で行う」
（バーグマン・サム
ズ 2014: 40）ことであり、学習者は動画などを通じて学習内容を自宅で予習し、教室では
教師や仲間と共に課題に取り組む授業形態である。当該機関は、学習者の多岐にわたるニ
ーズに応えるという課題や、社会人学習者の長期欠席という問題を抱えている。よって、
小川（2015）が挙げる「時間の有効活用」や「時間外学習時間の増加」という点に着目し、
授業内活動の充実を目的とし、当該機関の日本語コースに反転授業を導入することにした。
2

実践概要

2.1

対象機関・対象者

当該機関は毎年 10 月からの約 5 か月間、120 分×週 2 回で計 80 時間の日本語コースを実
施し、テキストは「みんなの日本語 初級Ⅰ（以下、みんⅠ）
」を使用している。2016 年
度に開講されたレベル 1（A1-1、みんⅠ：1～7 課）とレベル 2（A1-2、みんⅠ：8～14 課）
のうち、後者の 12 名（大学生・高校生・専門学校生 8 名、社会人学生 4 名）のみを対象に
コース後半の 1 月下旬からの 34 時間（みんⅠ：10～14 課）本試みを行った。
2.2

動画作成から対面授業までの実践過程

現在、反転授業の素材となる動画はインターネット上に多く存在し、選択肢は幅広い。
しかし、今回は使い易さを考慮し筆者自身が文法解説動画を作成した。動画作成は Power
Point Mixで行い、各動画は 3～6分と短めに設定した。作成後は対象者全員が共有する SNS
にアップし、授業までに視聴するよう指示した。対面授業では文法解説は行わず、インフ
ォメーションギャップやインタビュー等の活動を中心に授業を進めた。
3

実践の成果と課題

反転授業を導入した結果、授業内の文法解説の時間を授業内活動に充てることが可能に
なり（下記図 1 参照）
、授業内活動の充実が図れた。特に、Kahoot!を使った文法確認クイ
ズは学習者から好評で、学習者の約 8 割が反転授業を支持する理由に繋がった。また、学
13

習者からは動画を事前に視聴することで次の学習内容が把握でき、授業内での理解が深ま
ったという声も聞かれた。授業外学習時間については、予習として毎回動画を視聴してい
る学習者が約 8 割いるほか、復習やテスト前に用いる学習者もいた。また課題であった欠
席者の学習の補完にも役立っている。結果、動画を導入することにより学習効率が上がる
だけでなく、授業内外での学習形態の選択肢を多く与えることもできると言える。

2016年

9%

2017年

9%

18%

25%

8%

ウォームアップ
会話

25%

18%

23%

文法導入・解説
練習問題

20%

20%

動画に関するQ&A

10%

15%

運用練習・活動

漢字学習

図 1 反転授業導入前後での対面授業（みんⅠ：11 課導入時）における授業構成の変化
一方で、動画を視聴しない学生が約 2 割いるのが、現時点での課題である。その対策と
して、動画途中に理解度確認の質問項目を入れ、対面授業で解答を共有させること、動画
に教師の音声を加えることを検討している。更に、2017年度はコース開始直後から反転授
業を導入予定のため、年度前にコースデザインを見直す必要がある。
4

まとめと今後の課題

今回の試みで学習者が反転授業をほぼ肯定的に捉えていることは明らかになったものの、
現時点では実践期間や調査協力者数が少なく、動画内容と学習者の視聴動機との関係性ま
では考察できなかった。今後も継続的に反転授業を取り入れ、前述の関係性や反転授業自
体の有効性を検証していきたい。そしてその上で、学習者にとって魅力的でありモチベー
ションを上げることができるような動画を作成したいと考えている。また、反転授業は効
率的ではあるものの、動画の視聴自体は受動的で学習者の気づきを促すことが困難という
課題もある。予習動画作成時の工夫だけでなく、授業内活動の多様化による課題の克服も
考えなければならない。

＜参考文献＞
小川勤（2015）
「反転授業の有効性と課題に関する研究 ―大学における反転授業の可能
性と課題―」
、
『大学教育』第 12 号、pp.1-9、山口大学教育機構.
バーグマン, J.・サムズ, A. 山内裕平、大浦弘樹監修 上原裕美子訳（2014）
『反転授業』
オデッセイコミュニケーションズ.
船守美穂（2014）
「反転授業の可能性と課題：外国語教育において反転授業は有効か？」
、
『外国語教育メディア学会関東支部第 133 回研究大会発表要項』pp.46-51、外国語
教育メディア学会関東支部.
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漢字の「見守り」学習における練習問題の検討

―授業から自律へとつなぐ漢字・語彙学習促進にむけて―
中尾 桂子
大妻女子大学短期大学部
nakao@otsuma.ac.jp
【キーワード】 漢字・語彙学習、
「考える」練習、授業内外学習の連携、自律学習支援
1

はじめに

日本語学習における継続的な漢字学習の動機付けには課題が多い（Buasaengtham・義永
2015）
。また、学習者側の動機と教師側の学習環境の調整といった 2 つの異なる方向から
継続上の問題が起こることも多い。そこで、筆者はこれまで、この 2 方向を連携させる形
で継続を支援する方法を模索してきた。教師側では、教材作成とその継続のために、
（1）
＜継続的な授業外学習デザインの支援＞として、教師のための携帯用漢字学習アプリ自動
作成支援システムを開発した（中尾・森下 2016）
。また、学習者側では、オンライン上の
練習課題による授業内外学習の連携を考え、自律的学習の継続を支援する一案として、
（2）
授業内外の学習を教師が＜見守る＞学習デザインを提案した（中尾 2017）
。本報告は（1）
（2）の中に位置づける漢字・語彙を題材とした「考える」練習を提案するものである。
1.1

対教師支援：自律的学習へと誘う授業外学習用教材作成システムの開発

中尾・森下（2016）で開発したシステムは、学習者に委ねられることの多い孤独な漢字
学習を、L2 Motivation Self System: L2MSS （Dörnyei, Z. 2009）の観点から、教室という日本
語学習の社会的文脈の中で意義付け、そこから徐々に自律化にむけて学習者が拡張してい
くこと、それを教師が「見守る」ことを基本コンセプトとする。このシステムは、利用者
である教師が漢字・語彙をシステムに登録してオンライン教材を作成し、学習者が利用し
たら、その履歴や正答率が確認できるようになっている。これは管理のためではなく、学
習者個々の学習経験を次の授業で活用させる誘導上の手がかりを教師に渡すためである。
また、本システムを経て作成される練習問題は正答を選択肢から選ぶ単純な識別問題にし
てある。 成績と関連しない単純練習で学習への負担感を軽減して自律的な学習に誘導す
ることが目的だからである。
1.2

対学習者支援の有効性確認から練習問題拡張へ

本システムを経た練習問題の実行と継続、また、その練習の記録を元に教師からもら
う誘導を含め、意義の理解と内容全てに対する必要性の判断は学習者に委ねている。
2016 年 11 月に、東京都の就労支援日本語初中級クラスの学習者 4 名の有志（25 歳〜35
歳：カナダ人男性 1 名、コンゴ人女性 1 名、インド人男性 1 名、フィリピン人男性 1 名）
に、教材中の漢字をシステムに登録して作成した漢字練習問題の試用を依頼し、その印象
を質問した。4 名全員から漢字学習の自律的継続のための「見守り」というコンセプトに
賛同が得られたが、 授業内外の連携をとる活動を繰り返したいという意見があった。そ
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こで、今回、授業外の基本練習に加え、授業後の復習用教材として応用練習法を検討した。
2

授業内外学習の連携の取り方と、効果的な学習教材についての提案

授業内外学習の連携と漢字の復習は、次の 3 段階で進めるものとする。まず、授業外学
習として位置づけた基本練習と授業内学習での漢字利用で、学習したい漢字・語彙に繰り
返し触れる機会を設ける。その後、既習の漢字・語彙を題材にした応用練習を基にグルー
プで討論して「考える」
。予習、授業、復習といった一連の流れは、語の意味や漢字に関
する記憶を認知的に活性化させる機会であり、記憶の定着をねらうものである。復習のた
めの応用練習は、ピア・レスポンスにより批判的に討論する活動を中心として展開させる
ものであるが、これは藤田（2015）の漢字学習のコンセプトに倣うもので、解が一つとは
限らない問題を、母語や日本語等で討論しながら、学習者同士で「考える」活動である。
今回の応用練習を検討するにあたって、
『まるごと』A2/B1 の 5 課を利用した試作版を
作成した。2017 年 6 月、日本人短大生 12 人（漢検 3 級以上 2 級以下）に約 45 分間試作版
を試してもらい、その印象を聞いた。
「
（1 字ずつ書いて覚える従来の漢字練習では字体と
意味とは別に覚えていたが、これだと）漢字も覚えられるし、一緒に意味も覚えられる」
ので良いという意見や、
「
（クラスでピアと）話した内容が印象に残って（漢字を）覚えや
すい」
、
「授業を思い出すと同時に字も出てくる」
、
「好奇心を刺激する」等、漢字字体の記
憶だけではなく、継続の動機に良い影響を与えるという意見が出された。
また、漢字のイメージから考え、他の漢字や語彙との組み合わせ方を考えることや、
表記における平仮名や漢字とのコンビネーションを口頭で説明すること、さらに、類義語
との比較を自分の言葉で説明する活動に対しては、
「
（漢字・語彙のイメージが）理解しや
すい」ことから、
「
（漢字が）身近に感じられる」
、
「みんなで話をしながら覚えた方が楽し
いイメージになって記憶に残りやすい」という意見が得られた。
今回の検討は小規模の試作品によるものである。今後、より実践的で規模の大きい検
証が必要であることは言うまでもないが、漢字学習の形態的・意味的特徴を題材に討論す
る練習を、授業外の単純練習や授業内学習に合わせて組み込むことで、記憶定着への影響
が期待できること、さらに、自律的学習につながる動機にも影響する可能性が考えられる。
＜参考文献＞
Dörnyei, Z. and E. Ushioda. (2009). Motivation, Language Identities and the L2 Self: A Theoretical Overview. In Z.
Dörnyei and E. Ushioda (eds). Motivation, Language Identity and the L2 Self, pp. 9-42. Bristol: Multilingual
Matters.
Buasaengtham Arnon、義永美央子 (2015) 「ライフストーリーから見られた非漢字圏日本学習者の漢
字学習への動機つけ: L2 Motivation Self System の観点から」
、
『多文化社会と留学生交流: 大阪
大学国際教育交流センター研究論集』19、pp. 13-34、大阪大学国際教育交流センター．
中尾桂子（2017）
「自律を念頭においた｢見守り｣漢字学習に関する一考察―漢字練習アプリを併用
した授業外学習と授業内学習との連携方法をめぐって―」
『大妻国文』48、pp. 1-13、大妻
女子大学国文学会．
中尾桂子、森下淳也（2016）
「日本語学習者のための副教材用漢字練習アプリ作成キットの開発」
、
『人文科学とコンピュータシンポジウム論文集』2、pp. 45-50、情報処理学会．
藤田佐和子（2015）
『上級・超級日本語学習者のための考える漢字・語彙超級編』株式会社ココ出
版．
国際交流基金（2015）
『まるごと A2/B1』三修社．
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日本語会話クラブ「日本語で話そう！Vamos a Nihonguear」における
日本語学習支援の試みとその仕掛け
宮島 知
国際交流基金マドリード日本文化センター
tomo.miyajima@fundacionjapon.es
【キーワード】 言語エクスチェンジ、言語交流会、言語パートナー、学習コミュニティ
1

はじめに

本稿では、教室外の自律的な日本語学習支援の試みとして、筆者がデザインした日本語
会話クラブ「日本語で話そう！Vamos a Nihonguear」の実践について報告する。
具体的には、実施までのプロセスや実際に当日何を行っているかという点について明らか
にするとともに、背景にある同会の目的やデザインについても言及する。
2

会の目的と概要

同会は国際交流基金マドリード日本文化センター（以下、JFMD）の主催事業であり、
実施目的は、日本語学習者（以下、L）と日本語母語話者（以下、NS）に、日本語を通し
て、楽しみ、知り合い、発見できる場を提供することにある。同会の特徴として、基本的
に日本語だけで話すこと、初級前半 1 から上級までの幅広いレベルの学習者が参加できる
ことがあげられる。2014 年 10 月から毎月 1 回の頻度 2 で開催し、2017 年 3 月末時点までに
計 16 回の実施実績がある。表 1 のように各回平均で 40 人弱が参加、毎回の終了時満足度
アンケート調査（4 段階尺度評価）で各回平均 83％の参加者が最高満足度 4（とてもよい）
と回答し、両参加者層から高い満足度を得た。なお、各回の所要時間は約 90 分である。
学習者
日本語ネイティブ
合計数／各回平均
参加者数
365 人
237 人
602 人／37.6 人
最高満足度回答数
277 人（86%）
172 人（79%）
449 人／28.1 人（83%）
表 1 参加者数・満足度調査結果 （全 16 回、総回答数 541、2017 年 3 月末時点）
3
3.1

手順
実施前の準備

事業実施前の準備作業は、基本的に企画や資料作成など中身の部分を同会のコーディネ
ーター（筆者）が担当し、広報、申込受付、参加者への連絡業務は JFMD の日本語講座担
当者が担当している。事前準備項目、手順は全 6 項目あり（表 2）
、項目 1 の広報開始から
実施までの準備期間は通常 2 週間要する。
項目

手順
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JF 日本語講座 3 受講生にはメーリングリストを通じて、一般には
JFMD の Web サイトに募集案内を掲載。
2
申込受付
日本語セクションの代表メールアドレスに届いた参加申し込みを先
着順に登録。定員を超えた場合はウェイティングリストへ。
3 グループ分け 学習者を日本語レベルに合わせて、5～7 つにグループ分け 4。
4
企画
会話のテーマ及びアクティビティを企画、参加者にメールで通知。
5
資料作成
当日使用する資料（PPT など）や小道具を作成、収集。
6 ボランティア 当日の手伝い（受付、司会、会場設営など）を参加者の中から募
募集
集。
表 2 事前準備項目・手順
1

3.2

広報

当日の流れ

当日は同会のコーディネーターとボランティアが協力して会を運営する。ボランティア
は交代で受付や司会 5 を担当するが、参加者としても会話や活動に参加できる。一般的な
同会の次第とそれぞれの時間配分は、①受付（15 分）
、②はじめのあいさつとテーマ導入
（5 分）
、③グループ会話 1・2（20×2 回）
、④アクティビティ（10～20 分）
、⑤自由会話
（10～20 分）
、⑥アンケートの実施と終わりのあいさつ（5 分）となっている。
4

同会の目的達成のためのデザイン（仕掛け）

2 で触れた同会の目的達成のために、以下の点に留意してデザインした。
(1) 活発な会話活動につながるテーマ（L、NS 双方にとって関心・興味を持てる）を提供。
(2) 参加者がリラックスして場を楽しめるよう、心理的な負担を軽減する配慮（事前に会
話のテーマを通知する、司会が会の進行役を務める、L をレベルごとにグループに分
ける、ゲームやクイズ等のアクティビティを取り入れる）
。
5

同会の意義と今後の課題

近年スペインでは言語エクスチェンジ・言語交流会が積極的に行われているが、日本語
に限定した例は同会以外報告されていない。一見 NS には需要がないように思われるが、
これまでの実績数、反響から、日本語のみでも機能すると言える。継続して多くの参加者
数、高い満足度を得ている同会を一例として、教室外での自律的な学習支援のための交流
活動についての活発な議論を期待したい。また、本稿では具体的な仕掛けの中身（テーマ
やアクティビティ）については紙面の制限上言及できなかったが、どのようなテーマ、ア
クティビティがあり、どのような効果が見られたか今後明らかにしていきたい。

注.
1

CEFR 共通参照レベルの A1 修了程度。
冬期、夏期、イースター休暇中は実施なし。
3
国際交流基金海外拠点等において一般成人を対象にした日本語講座。JF 日本語教育スタンダー
ドに準拠している。
4
参加申込時に学習歴を聞き、レベル毎にグループを分ける。1 グループ構成人数は約 6 人。
5
司会は 2 名で担当し、1 名は日本語、もう 1 名はスペイン語で同じ内容を話す。
2
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¿Cómo enseñar expresiones japonesas difíciles de traducir al español?
Investigación de un método de enseñanza para hispanohablantes
María Bauçà Cerro
Universidad Autónoma de Madrid
mariabauzacerro@gmail.com
Palabras clave: japonés L2, hispanohablante, expresiones, metodología, investigación
1

Objeto de estudio

Nacemos rodeados de un lenguaje y una cultura que nos influye y nos guía en nuestra forma de expresarnos,
el lenguaje está vivo y en continuo cambio adaptándose a las necesidades de la sociedad que lo habla. Por esta
razón, en todos los idiomas podemos encontrar palabras y expresiones vinculadas a su cultura y sociedad que
no tienen símiles en otros idiomas. Para los estudiantes, estas particularidades generan grandes dificultades.
En la presente investigación analizamos hasta qué punto los hispanohablantes con japonés como L2 son
capaces de utilizar adecuadamente diez expresiones japonesas de uso diario (otsukaresama, mottainai,
sumimasen, shôganai, shitsureishimasu, ojamashimasu, daijôbu, iidesu, yoroshiku onegaishimasu y osewa ni
narimasu). A continuación, planteamos un método de enseñanza para aplicar en las clases de japonés.
2

Metodología

La extracción principal de los datos utilizados para comprobar el uso de las expresiones ha sido a través de
un test realizado a alumnos de japonés de la Universidad Autónoma de Madrid y a estudiantes de japonés que
han accedido a las pruebas de forma on-line1.
¡Pon a prueba tu japonés! (título del cuestionario) se divide en dos secciones: la primera sección cuenta con
cinco preguntas que exponen situaciones por escrito y se solicita una respuesta de desarrollo (Figura 1); la
segunda sección tiene seis preguntas relacionadas con imágenes y la respuesta es tipo test (Figura 2). Con la
división de estos dos formatos pretendo comparar la calidad del conocimiento sobre las expresiones.
Por último, se solicitado a los encuestados el nivel de japonés —según el examen oficial de japonés, JLPT—
que poseen para comprobar si existe una mayor capacidad de comprensión según va aumentando el nivel. De
JLPT N5 han participado 16 personas, del N4, 5; del N3, 5; del N2, 4; y del N1 no ha habido encuestados.

Figura 1. Preguntas de la primera parte cuestionario (de tipo desarrollo).
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Figura 2. Preguntas de la segunda parte del cuestionario (de tipo test).
3

Resultados y conclusión

En la primera prueba existen tres tipos de calificaciones: C (correcto), I (incorrecto) o NS/NC (no sabe, no
contesta). El porcentaje de respuestas se corresponde a C – 36%; I – 19% y NS/NC – 53%. Las preguntas de
esta parte requieren que el alumno imagine la situación y resuelva por sí mismo qué expresión utilizaría, sin
ningún tipo de ayuda. El porcentaje de respuestas correctas es principalmente por estudiantes con nivel JLPT
2 o 3, mientras que las respuestas NS/NC son mayormente por alumnos de JLPT 4 o 5.
En la segunda prueba tenemos que hay C – 52% y I – 48%. Las preguntas de esta parte presentadas en
forma de imágenes y con posibles respuestas ayudan al alumno a tener más confianza y a ser capaz de
completar la escena con respuestas correctas. Aun así, cabe destacar la proximidad entre respuestas C y I. Las
mayores dificultades en esta sección han sido las expresiones otsukaresama, shitsureishimasu y osewa ni
narimasu que presentan versiones diferentes en presente y pasado, modificando el significado y uso, lo que
crea más confusión. La expresión sumimasen crea problemas al utilizarse como sinónimo de gracias.
Vemos en los resultados que los estudiantes españoles de japonés tienen especial dificultad en asimilar estas
expresiones que no tienen equivalentes en el español. También hay que comprender que necesitamos crear en
el alumno la necesidad de decir ciertas expresiones, intercambiando un buenas noches al salir del trabajo por
un otsukaresama. Además, durante el experimento, los alumnos demostraron su interés por profundizar en
estas particularidades. A través de un estudio más detallado en el aula de estas expresiones2 el alumno podrá
acercarse a un uso más adecuado de ellas en el ámbito social.

Notas:
1
2

Puede consultarse en https://goo.gl/forms/thokV795D4UzyL3b2
Ejemplo de PowerPoint utilizado en el aula: https://goo.gl/fSF5Dx

Referencias:
Hirano, T. (2016) Las expresiones de disculpa en japonés y sus diferentes significados. Espai Wabi-Sabi,
https://www.espaiwabisabi.com/las-expresiones-de-disculpa-en-japones (Fecha de consulta: 17-022017)
Serradilla, A. (2000) La enseñanza de frases hechas: un método para integrar la cultura en el aula. Centro
Virtual Cervantes.
マハリシ総合教育研究所 名古屋栄センター（2014）『「世話」の語源をご存じですか？』
http://www.maharishi.co.jp/sakae/cat73/post_115.html（2017 年 02 月 11 日閲覧）
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日本語中級学習者におけるコミュニケーション能力の向上
辻井 さとみ
ポルト大学文学部
satomi_tsujii@hotmail.com
【キーワード】 コミュニケーション能力、異文化理解、学生主導型、プロジェクト
1

研究の目的と方法

目的

従来の日本語教育は文法中心であったが、昨今コミュニケーション能力が重視される
ようになってきている。ゆえに、本稿では、中級学習者のコミュニケーション能力の向上
に焦点を当て、考察する。中級は、初級日本語を終えた日本語学習者が、上級に向けて能
力を向上していくうえで重要な期間であるが、学習者が前進に困難をきたす時期でもある。
停滞してしまう理由としては、学習意欲の維持が難しい、学習した文法が定着しておらず、
実際の場面で使用できない、といった問題や、語彙の不足などがあげられる。筆者は授業
の中でこれらの問題点を克服し、中級学習者が上級にスムーズに移行でき、コミュニケー
ション能力を向上できるように努めた。また、コミュニケーションを図るツールの一つと
して、異文化理解も授業に取り入れ、クラスでは、学生主導型の授業を心がけた。
方法

授業は日本の大学の国際センターにおいて、主にアメリカ人留学生（中級日本語学習
者、8 名）を対象に行った。授業は、生活日本語（20 時間）
、
『上級へのとびら』(140 時
間)、プロジェクト(20 時間)から構成されており、評価は、出席・宿題・筆記テスト・口
頭テスト・プロジェクト発表で行った。テキストは、
『上級へのとびら』を使用し、マル
チメディア（ビデオ、インターネットなど）を活用することにより、学習意欲を持続でき
るように試みた。授業では基本的に 4 技能すべての習得を目指したが、特にコミュニケー
ション能力の向上のため、さまざまな場面設定でのロールプレイやテキストのトピックに
関連のある場所の見学などの課外授業を取り入れ、既習文法、新出文法を実際の場面で使
うことができるよう指導した。また、プロジェクト授業では、学習者が選択したトピック
について、アンケート調査、インタビューなどを行い、学習者が自主的に日本文化につい
て学習する機会を作り、成果を発表することにより、達成感が得られるようにした。
2

実践結果

実践結果として、コース開始時のプレースメント・テスト結果（文法・語彙・作文・口
頭）と終了時の学期末試験結果（文法・語彙・作文・口頭・プロジェクト）を比較し、技
能別に向上した項目とコミュニケーション言語能力の推移について述べる。
2.1

4 技能別に見た向上の度合い

技能別では聴解、発話の伸びが大きかった。これは、ロールプレイ、プロジェクトの
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インタビューの効果によるものが大きいと思われる。プロジェクトの指導では学生同士が
お互いの発表に関してコメントを述べるという形式をとったが、これは学生同士の相互学
習ができるという点において効果的であった。聴解、発話の伸びに反して、読解の伸びは
やや低かった。インターネットの使用により、キーワード検索、映像、翻訳機能などに頼
りすぎるため、長文を読んで情報を得る必要がないことと、教科書の長文にはフリガナが
あり、語句説明もあるので自分で調べる必要性がないなどの理由があげられる。作文には
やや伸びが見られた。これはアンケート・ポスター・パワーポイント作成の際、ある程度
まとまった文章を書く必要があったためだと思われる。
2.2

コミュニケーション能力の推移

言語構造的能力においては、文法の助詞の誤用はあまり改善しなかった。コミュニケ
ーション能力を重視したため、文法の誤用があっても内容理解ができる場合には誤用に言
及しなかったことが理由として考えられる。一方、使える語彙は増加し、発音は大きく改
善された。社会言語能力については、プロジェクトのインタビューの効果により、学習者
のスピーチレベルに関する認識が向上し、より正しく使えるようになった。語用能力につ
いては、アンケート・インタビュー・ポスター作成の効果により、文章構成能力の改善が
見られた。
3

今後の課題

実践において、多くの学生にコミュニケーション能力の向上が見られたが、改善すべき
点もいくつかあった。特に、プロジェクト指導において、トピックの選び方に注意する必
要があるということと、学生主導型授業での教師の位置づけである。トピック選択につい
ては、アンケートやインタビュー対象者を見つけるのが困難なトピック、学習者の日本語
能力をはるかに上回ると思われるようなトピックは避けるべきである。文法の授業では、
一般的に教師は文法説明に時間をかけすぎる傾向があるので、学生主導型の授業をするに
は、例文を多く用意する、学生同士で誤りを発見させるなどの工夫が必要であると感じた。
学生のプロジェクトに関しては、多くの情報をインターネット上から得られるのは便利な
反面、映像、インターネット翻訳に頼りすぎるという難点もある。新聞などの紙媒体メデ
ィアを併用して、この問題点を克服する必要性もある。また、学習者が生の日本語に触れ、
コミュニケーションを図る手段として、国際交流基金によるウェブサイト「まるごと e ラ
ーニング」などの利用、日本人留学生との合同授業などを行うことにより、将来の展望も
広がるのではないかと考える。

＜参考文献＞
岡真由美、筒井通雄ほか(2009)『上級へのとびら―コンテンツとマルチメディアで学ぶ日
本語』くろしお出版.
鈴木敏恵（2012）
『プロジェクト学習の基本と手法』教育出版.
野田尚史(2012)『コミュニケーション能力を高める日本語教材』Journal CAJLE, Vol.13.
朴鐘裕、高梨信乃、水野マリ子(2009)「日本語教育におけるプロジェクトワークの意義と
課題」
、
『神戸大学留学生センター紀要』15、pp. 1-23.
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関西弁を学ぼう

―トルコの大学における授業外活動報告―
上林 彰仁 トルコ国立エルジェス大学
a.uebar2724@gmail.com
朽方 修一 トルコ国立エルジェス大学
s.kuchikata@gmail.com
【キーワード】 関西弁、トルコ、授業外活動
1

はじめに

現在、トルコ国内の大学では日本語教育というと共通語を学ぶことがメインであり、
筆者の勤務校であるエルジェス大学でも方言教育は行われていない。そこで今回、授業外
のクラブ活動の形式で、はじめてそれに取り組んだ。
そして、本発表では、関西弁クラブ参加学生への事前アンケートの結果と、彼らの活
動後の振り返りと気づきに基づき、日本国外の大学で方言教育を行う意義を考察した。
2

エルジェス大学「関西弁クラブ」の発足経緯と活動概要

日本語教育における方言教育の先行研究例として、関西弁教育では田中（2011）などが
ある。また、方言教科書では真田・岡本・氏原（2006）といった関西弁テキストも出版さ
れている。以上から、日本語教育の中で方言教育への関心は、決して低くないと言える。
エルジェス大学でも、2017 年 2 月頃に「関西弁を学んでみたい」と 7 名の学生が自主的
に申し出たことから、授業外活動の一環として「関西弁クラブ」が同年 3 月に発足した。
表１は、実際に行ったクラブ活動の概要である。この約 3 ヶ月間の部の最終目標は「非
日本語教育関係者の関西弁母語話者とネット電話で話し、自己紹介とそれに対する質疑応
答(2 個程度)ができる」とした。なお、顧問は第 1 筆者・上林(兵庫県出身)が担当した。
活動期間 2017 年 3 月 8 日〜5 月 24 日（90 分 1 回／週、計 8 回）
A. 5 年生 男 [N1 ﾚﾍﾞﾙ], B. 4 年生 女 [N2 ﾚﾍﾞﾙ],
参加学習者 最大 7 名
(平均
3
名)
C. 4 年生 女 [N3 ﾚﾍﾞﾙ], D. 4 年生 男 [N2 ﾚﾍﾞﾙ],
人数と内訳
学習内容

目標
目標到達度
の評価法

E. 3 年生 女 [N4 ﾚﾍﾞﾙ], F. 3 年生 男 [N3 ﾚﾍﾞﾙ], G. 2 年生 女 [N3 ﾚﾍﾞﾙ]
[基礎編] 動詞・名詞・形容詞の声調とアクセントルール、
各品詞の基本的な活用／曲用、名詞・ナ-形容詞の「〜や-form」、
動詞・イ-形容詞の「〜ねん-form」、関西文化（習慣、歌）の紹介
[応用編] 簡単な自己紹介、関西弁に特徴的な語彙と表現、
模擬対話練習（短いダイアローグ）、関西弁母語話者との生電話
① 音声・文法等の基礎知識を使い、関西弁母語話者に自己紹介ができる
② 関西弁母語話者からの質問（2 個程度）を理解して、それに答えられる
非日本語教育関係者の関西弁母語話者（兵庫県淡路島北部方言話者）とネット電話
で話し、目標の①・②に対し 4 段階評価を受けた(※)。
※とてもよくできた･よくできた･あまりよくできなかった･ぜんぜんできなかった

表 1 エルジェス大学「関西弁クラブ」活動概要（2017 年 3 月 8 日〜5 月 24 日分）
23

3

学習者の関西弁に対するイメージ、関西弁の学習動機（事前アンケート調査結果）

クラブ活動を始める前に、全 7 名の学習者に事前の聞き取りアンケートを実施した。そ
の結果、関西弁のイメージは「面白い・楽しい」という意見が最多であった(7 名中 3 名)｡
また、関西弁の学習動機としては「関西人と会ったときに話せるようになりたい」が一
番多かった（7 名中 5 名）。なお、この 5 名の中には「将来関西地方に住みたいので、そ
の前に少しでも土地の言葉を学びたい」と答えた者が 1 名いた。以下では、主にその学習
者 B（4 年生女子・N2 レベル）による学習の振り返りと気づきを中心に考察を行う。
4

結果と考察 ―学習者の気づきから分かった、外国における方言教育活動の意義―

この学習者 B は概ね楽しく学ぶことができていたが、最終課題の関西弁母語話者との
ネット電話においては「ものすごく緊張してしまい、うまく自己紹介できなかった」と大
変反省していた。しかし、続けて「それでも関西弁の学習を続けていきたい」と話した。
それは、彼女が前向きに自覚した気づきによるものと考えられる（表 2、分析①･②）｡
クラブ開始前の動機

自身の変化への「気づき」

筆者による分析

将来関西地方に住みた
いので、その前に少し
でも土地の言葉を学び
たい。

気づき①
クラブが楽しかったのは、関西弁が共
通語とぜんぜん違うために、新しい言語
をゼロから勉強するみたいだったから。
（トルコ語標準語圏のイスタンブール出
身なので、トルコ語でも方言を聞くと、
いつもそれを学びたいと感じる。）
気づき②
卒業後も、ネット等で教材を自分で探
し、絶対に関西弁を続けたい。独学で分
からなかった部分は、関西人の友達や先
生に聞いて解決していきたい。

分析①
約 3 ヶ月間の関西弁クラブの
活動を通して、当初の関西弁学
習動機が何によるものだった
か、学習者自身がより深く認識
できた。

※「クラブ開始前の
動機」と「自身の変
化への『気づき』」
は、学習者の意図を
変えない形で、表現
の一部を言い換えた｡

分析②
関西弁クラブの活動を経て、
自律的な学習動機が高まった。
(自律的学習への目覚め)

表 2 学習者 B（4 年生女子・N2 レベル）の関西弁クラブでの気づき、およびその分析
上に加え、他の学習者においても、方言学習への自律的な学習動機が高まる様子が観察
できた。例えば、方言（関西弁）の母語話者と直接電話で交流したことで「○○地方の人
と話すなら、○○弁のほうが興味を持ってもらえる」と気付いた学習者 D（4 年生男子・
N2 レべル）は、当時約半年後に控えた宮崎県留学を前に、独学で宮崎弁の学習を始めた｡
以上より、日本国外の大学での方言教育活動は、学習者一人ひとりが地域言語の必然性
を自分なりに認識する機会となりうる。またそれは、日本語の多様性の認識にも繋がる。
今後は、方言学習活動を正課授業にも取り入れるための可能性を模索していきたい。
＜参考文献＞
真田信治、岡本牧子、氏原庸子（2006）『新訂版 聞いて覚える関西(大阪)弁入門』ひつ
じ書房.
田中哲哉（2011）「方言（関西弁）に触れる」、『国際交流基金 日本語教育通信 授業の
ヒント』2011年7月25日号、 https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/hint/2011
07.html（2017年10月31日閲覧）
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スペイン高等教育機関の日本語専攻におけるコースデザイン
久保 賢子 サラマンカ大学
masako@usal.es
小澤 咲 サラマンカ大学
ozawa@usal.es
守屋 久美子 東京外国語大学留学生日本語教育センター
js_kumiko@hotmail.co.jp

【キーワード】 高等教育機関、コースデザイン、モチベーション、JF スタンダード、
Can-do
1

背景

本発表では、スペインの高等教育機関における日本語専門課程のコース全体をデザイン
したプロセス、特にCan-doを活かしたコースデザインについての実践を紹介し、その困難
点、課題、効果の分析を試み、スペインの日本語教育全体におけるさらなるレベルアップ
の一助となることを期待する。
前提として、スペインの高等教育機関に新たに日本語専攻を設置するにあたり、全体的
なコースデザインを行う必要が生じた。言語教育のコースデザインのためには、まずどの
ようなニーズがあるか調査する必要があるが、高等教育機関においては学習者の個人的ニ
ーズに沿うだけでは不十分である。高等教育機関としてどのような人材輩出を目指すべき
か検討した際、本専攻は大学の文献学部の一専攻であるということが念頭におかれる。文
献学部は、文献読解に特化した学部であるため、日本語の文章に内包された文化的側面を
も感受できるようになることを目標とし、日本語及び日本文化を広く学びながらも読解技
能に重点を置いたコースのデザインを試みた。
2

実施内容

2.1.

達成目標の設定

まず、ヨーロッパの他大学日本語専攻における4年次のレベルを参考にし、CEFRおよび
JLPTに示されたレベルを元に、達成目標を設定した。欧州における他の大学での一般的
到達目標であるB2を参考に、コースの到達目標を全体技能でB2としたが、特に読解にお
いては文献学部の特徴としてB2＋からC1と定めた。これは欧州における他の大学での一
般的達成目標であるB2と比較しても、高く設定されている。さらに、大学間における授
業数の差を考慮しても、目標の達成には学生自身が目標と現状のレベル差を認識し、能動
的に学ぼうとする姿勢が求められる。
2.2.

Can-do の具体的な設定

次に、それぞれの学年で求められるCan-doを具体的に設定した。「日本語能力試験Cando自己評価リスト」より各級合格者の下位層（合格ラインを基準に下から三分の一）が達
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成できる項目を参考にCan-doを設定した。本専攻における学習者の習得度の差を考慮した
結果、これを学習者の中位層が達成すべき目標とした。
第二段階で作成した Can-do リストをクラス内で使用する教材の Can-do と突き合わせ、
学習者が自身で評価を行うための Can-do のうち、今回は 1 年次用を作成した。使用教材で
ある『みんなの日本語 1』および『まるごと（かつどう A1）』それぞれの課ごとの Can-do
を表計算ソフトに記述し、JLPT の Can-do および CEFR とのすり合わせを行った。また、
それぞれ Can-do の機能および四技能別に分類した。
2.3

学生のニーズ及び目標の把握

しかし、実際の授業においては、一クラスの学生数、授業時間数や教室構造、期末試験
の実施といった機関において決められていることなどをはじめ、本課程における副専攻語
などの他教科の履修など、高等教育に特有の問題も山積している。目標は高く設定し、意
欲をもって始めたものの、だんだん日本語学習が追い付かなくなってくる学生も多くいる。
その中で、学部としての目標と、学習者が意欲的に言語を学んでいくための目標をすり
合わせるため「読みたいものアンケート」を実施した。そこから、学生のニーズ及び目標
を把握し、更に、JLPT、JFスタンダード及びJLPTUFSアカデミック日本語Can-doを参考に、
それぞれの学年で求められる能力をCan-doで具体化し、学習者に振り返りを行わせること
で、自身の能力を把握させることにした。
3

結果および考察

「読みたいものアンケート」の結果からは、漫画やポップカルチャー関係の読み物が多
くを占めるものの、学術的な読み物に対する関心もあった。つまり、高等教育機関の学習
者は日本語が好きなだけではなく、そこに専門性をつけようとする意図があるということ
だ。その目標の達成には、学習者自身が目標と現状のレベル差を認識し、能動的に学ぼう
とする姿勢が大切である。高等教育機関の教育者側がいかに学習者の意欲を維持させなが
らその高い目標を掲げ続け、共働で目標達成につながるコースがデザインできるかを再考
しつつ、今後は、ひきつづき3、4年次のCan-do及びカリキュラムを作成し、学習者がコー
ス全体の目標に照らし合わせながら自己評価を行えるようにしていく。

＜参考文献＞
国際交流基金 （2009）
『新しい「日本語能力試験」ガイドブック概要版と問題例集 N4, N5
編』凡人社.
国際交流基金、日本国際教育支援協会「日本語能力試験 Can-do 自己評価リスト」.
http://www.jlpt.jp/about/candolist.html （2016 年 6 月 29 日閲覧）
東京外国語大学留学生日本語教育センター「JLPTUFSアカデミック日本語 Can-doリスト」.
http://www.tufs.ac.jp/common/jlc/kyoten/development/ajcan-do/ （2017 年 3 月 2 日閲覧）
真嶋潤子（2009）「目標設定からシラバス・教材へ： 学習者中心主義の立場から」、
『Japanisch als Fremdsprache』1、pp.96-115、ドイツ語圏大学日本語教育研究会.
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学生による日本語授業プランニング

―自律的学習への一試案―
Daniel Ruiz Martínez
サラマンカ大学
druiz@usal.es
要旨
本論では、日本語の授業内で行われた「学習者による授業プランの作成活動」について
報告する。この試みは、学習者が授業の構成において主体的な判断能力とクリティカルな
視点を持つようにという目的の元に行われたものであり、具体的には、
『みんなの日本語』
を主教材としてデザインされたコース内で、特定の課全体を再構築する形で、A2 レベル
の学習者が授業プランニングを行った。この活動は、コースデザインで設定された Can-do
目標を出発点として授業の流れ（順）とアクティビティの選定に特に注意を払いながらの
授業プランニング、作成されたプランに沿った実際の授業、最後に振り返りという 3 つの
フェーズから成る。
結果は概して、学習者が学習プロセスそのものを意識するようになり、学習者の自律性
が高まるのに有用な活動となったと言える。

【キーワード】 授業プランニング、自律的学習能力、教師と学習者の役割交代
1

自律学習能力と授業プランニング

自律学習能力の定義には様々なものがあるが、簡潔なものに「自分自身の学習を管理す
る能力」
（Holec 1981: 3）がある。大事なのはこれが意識的プロセスであり、自然発生的あ
るいは無自覚なプロセスではないということだ。このプロセスにおいて学習者は能動的主
体である。というのもこの能力は「決断する意思と、下した決断に対して責任を持つ」
（Giovannini et al. 2003: 25）ことから成るからである。自律学習能力の概念は「learning to
learn」
（Dickinson 1987）
、また「学習プロセスを意識する学習者の能力。意識することによ
り学習効率効果、自己コントロールの向上につながる」
（Martín Peris et al. 2008）と密接な関
係にあり、学習者はメタ認知ストラテジーを駆使し発達させ、自身の学習そのものについ
て深く考えクリティカルな視点を持つ役割を担うようになる。
ヨーロッパ言語共通参照枠によれば（CEFR 2002: 141-142）
、自律学習能力は、学習者に
自身が下した決断の受容を促し、また、到達目標や教材、学習法をそれぞれのニーズやモ
チベーション、属性、リソースに合わせて選択する機会が学習者に与えられれば、自律学
習能力は強化される。
自律学習能力を伸ばすには、教師は言語を教えるという役割から、学習についてアドバ
イスをし学習者がネゴシエーション技能を獲得するのを援助する「助言者」という役割に
シフトする（Mozzon-McPherson and Vismans 2001, Morrison and Navarro 2012）
。自律学習能力発
達には、学習者が自身の学習について責任を持ち、決定を下し、さらに以下のような点に
関して教師とネゴシエーションすることが必要となる（Martín Peris et al. 2008）
。
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1. 学習の必要性と目的の明確化
2. 学習期間の設定
3. 内容と順序の選定
4. 教材の選定
5. 技術とストラテジーの習得
6. 自己評価
前提には、教師や教育機関とこの種のネゴシエーションをするプロセスそのものが、学
習者の自律性を高めるという仮定がある。
2

本実践研究の目的

筆者は自律学習能力という概念、特に「学習者が決定する」という自律行為そのものの
コンセプトに長年興味を惹かれていた。しかし漠然と何らかの形で学習方法や内容の決定
を学生の手にゆだねてみたのでは、学生の側にそれに答える準備ができていないという問
題がある。自律学習能力発達を支援する教師の役割とは何なのか、学習者が決定行為を行
うために教師ができることは何なのか、というのが本研究の出発点であった。
本実践研究の目的は、
「学習者が決定する」ことによって自律学習能力を高めることで
あり、決定事項として、学習者にとって主な学習の場となる「授業」そのものの構成を選
んだ。具体的な到達目標は「学習者が授業構成において、主体的な判断能力とクリティカ
ルな視点を持つようになる」というものである。
3

実施方法

実施期間：2017 年 4、5 月
機関：サラマンカ大学日西文化センター（スペイン）
レベル：A1、A2
使用教科書：みんなの日本語 I、II（課：25 課、37 課）
参加者：2 クラス（それぞれ 6 名と 7 名）計 13 名
教師のサポートは「手続き的助力（procedural autonomous support）
」
（Stefanou et al. 2004）に
とどめ、またベンソンが提示するフォーカス別分類（Benson 2011）より、リソースとクラ
スフォーカスを使用した。リソース（この場合には教材）と授業に焦点を絞ったのは、ま
ず本実践研究が実施された機関の環境的制約により現段階で学生に決定や選択をさせるの
が困難なカリキュラムフォーカスなどを除き、授業を学生がプランニングできるようにす
るというアイデアに基づいて決定選択事項を考えたためで、具体的に学生が自由に決定で
きるのは、アクティビティの種類、提示順、学習方法の 3 つに限った。
実験は以下の 3 つのフェーズから成る。
• フェーズ 1 実験の紹介と授業プランニング
• フェーズ 2 練られたプランに沿った実際の授業
• フェーズ 3 評価、振り返り
3.1 フェーズ 1
フェーズ 1 は、実験の説明及び学生のグループ作業による 1 課分の授業プランニングで、
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次のように行われた。
1. 実験の紹介
2. 外国語教育イントロダクション
3. 作業 1：個人による授業プランニング
4. 作業 2：クラスでの話し合い、クラス全体の最終案の決定
実験の説明後、作業前の予備知識として参考となるよう外国語教育、特にコミュニケー
ション能力に関して簡単に話し、JF スタンダードの木を使い JF スタンダードの説明をし
た。作業 1 に際しては、教師が予め作成しておいた教科書及び副教材の活動（様々な形で
提示される練習問題）リストを渡し、3 回分の授業をデザインするよう指示した（1、2 回
目 70 分。3 回目 50 分）
。

図 1 活動リストの一部
リストの記載内容は以下の通り。
• 活動番号
• 活動の名前
• 本に記載されているページ
• その課に相当する Can-do（Can-do は色分け）
• 該当する能力のカテゴリー（JF スタンダードの木と同じ番号と色を使用）
• それぞれの活動、練習問題の説明
• 所要時間の目安。長くかけたい場合と短くしたい場合の 2 種
情報量が大変多いため、学生が見やすいように、表は教材に出てくる順に活動を並べた
ものと（図 1 参照）
、Can-do ごとにグループ分けしたものの 2 種類用意した。後者はすべ
ての活動が Can-doごとにまとめられているため、Can-do別に授業プランを作りたい場合に
は便利であろうという仮定の元に作成した。実際、学生はほとんどこの表を使ってプラン
ニングしていた。
作業 2 はグループで、どの活動をどの順番で行うのか、時間配分をどうするか、Can-do
29

ごとに別の日に分けるか、復習になる活動をするかしないかなど、20 分間で話し合った。
話し合いは録音され、その録音を元に、話し合いで決まった案がすべて入ったグループ
の最終レッスンプランを教師がまとめ記述した。
3.2

フェーズ 2

フェーズ 2 は、フェーズ 1 で作られたプランに基づいた実際の授業で、毎回授業の最初
に、スクリーンに授業のレッスンプランを映し出した。
授業開始後は、予定時間に活動が終わらなかった場合にのみ、延長するか次の活動に移
るか学生に決定させたが、それ以外に活動間に説明やコメントは一切挟まなかった。
3.3

フェーズ 3

フェーズ 3 は、学生による評価と振り返りで、最後のセッションの 30 分で行われた。
評価は 2種、個人の匿名アンケートと、約 15分のクラスでの話し合いの形がとられた。
アンケートの質問項目は主に以下の点について聞くことを念頭に作成された。
A. レッスンプラン遂行度
B. レッスンプラン満足度
C. 参加の度合い
D. この実験で何を学んだか
E. 実験をもう一度やるとしたら
4

アンケート結果

フェーズ 3 の個人匿名アンケートの結果は以下のようにまとめられる。
（5 段階評価。1 が「まったくそう思わない」
、5 が「非常にそう思う」
）
項目
A. レッスンプラン遂行度
1. 授業が、作成されたレッスンプランと合致している
B. レッスンプラン満足度
2. 活動の選択
3. 活動の順序
4. 活動の所要時間
5. 最終案に満足しているか
6. 目的が達成されたか
7. もしもう一度するとしたら、レッスンプランを変えるか
C. 参加の度合い
8. 課の到達目標が達成できた
9. 前に学習した課よりも学習に力を入れた
10. 他の授業デザインになっていたら、もっと学習結果が
良かったと思う
11. 自分の学習結果について自分に責任があると感じる
D. この実験で何を学んだか
12. 教科書の理解
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数値
4.6
4.15
4.38
3.62
4.23
4.23
2.23
4.23
3.54
1.92
3.92
3.92

13. 各活動の意味と目的の理解
14. 授業の行い方、準備の仕方の理解
15. 自立する
16. 自分の学習に責任を持つ
17. 自分の日本語学習の仕方をより良くする
18. 自分自身をよく知る
19. クラスメートの意見や興味について知る
20. 先生の意見を知る
21. 日本語にもっと興味を持つ
22. 自律的学習能力について興味を持つ
23. 教科書の他の使い方に興味を持つ
24. 日本語の他の学び方に興味を持つ
E. 実験をもう一度やるとしたら
25. もう一度行ってもよい
26. 他の人にすすめる
表 1 アンケートの回答

4.08
4.62
3.67
3.92
3.83
2.92
4.00
3.67
3.67
4.17
3.83
3.83
4.23
4.15

レッスンプラン遂行度については、学生間で「レッスンプランと合っている」という意
見で一致していた。
満足度に関する質問では、学生たちがレッスンプランに概ね満足している様子がうかが
える。しかし活動時間については短すぎたという意見が大勢を占めた。早く進むので授業
がダイナミック、短いからこそ集中できたといったポジティブな見方もあったが、活動数
が多すぎたという意見が多かった。
本実験への取り組み方に関しては、概ね積極的に参加できたことがうかがわれる。習得
できたか否かへの学習者の側の責任感や学習取り組みの意欲の高さも見てとれる。
何を学んだかについては、概して学習方法や教科書の理解にこの実験が役立ったという
意見だった。ネガティブな結果となった「自分自身をよく知る」は個人的な性格の質問で
あり、質問の理解の仕方にかなり差があった。
授業プランニングを再度行う場合に関する項目では、この試みが学生に好意的に受け止
められたことが見てとれる。
5

結果－今後に向けて

日本語の普段の授業の中で学生の自律学習能力を伸ばすためにどんな実践ができるかと
いうことから出発した本試みの目的は、
「学習者の希望に沿った斬新なレッスンプランを
作り上げてもらう」ということではなく「学習者が自分の学びについてもっと意識を高め
て責任を持つようになるのに役立つ作業を学習者自身にしてもらう」ということだった。
この方法では、まず第一に、実際の授業のリアルな問題を課題として出しているという
こと、第二に、自分に直接関わる学び方について決定をさせることにより、結果が実際に
自分に影響するということから、真の意味で学生に関わってもらうことができたと言える
のではないかと思う。作業の結果が、授業の仕方という形で実際に直接学生に影響するた
め、当然、学生は作業を責任ある行為と捉え、真剣に取り組む。
今回の試みで明らかになった改善点としては、次のようなことが挙げられる。
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•

準備時間：今回は初めての試みであり、学生が作業に興味を示さない可能性を考
え個人作業時間は 10 分としたが、実際には作業にもっと時間をとるべきであった。
• レッスンプランの書き方：個人作業用にもグループ作業用にも、アイデアを書き
留めるためのフォーマットを教師が作成して用意しておいたが、うまく活用され
ず最終的には録音を元に教師がレッスンプランを記述することとなった。レッス
ンプランを簡単に書き込めるシンプルなフォーマット作りが欠かせない。
• 各活動の所要時間：各アクティビティ、練習問題の正確な所要時間の設定が作業
前に必要。教師の裁量で調節できる普段の授業と違い、学習者が 3 回分の授業の細
かい流れを決めるため、時間の正確さが重要なポイントとなる。
また、本実践研究を行ったグループでは問題とならなかったが、今後同活動を行う際に
予期される問題点として、以下のようなことが考えられる。
• 学習者の作成プランの失敗：作成プランに問題があり、その課の学習目標を達成
できなかった場合にどうするか。やり直しするのか。
• 学生数が多い場合、意見が合わない場合：学生数の多いクラスであっても最終的
に作り上げなければならないプランは一つ。また、学生が多かろうが少なかろう
が、意見が最後まで合わない場合にはどうするか。
今回の試みでは、参加学習者がポジティブに受け止め、教え方学び方のプロセスそのも
のへの意識を高めると同時に、教室で起こることへのクリティカルな見方を育てることが
できたと思われるが、今後、教師の準備作業と学生の決定できる内容について更なる検討
と試行を重ねて行きたいと思う。
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タスクと自己の関連付けを意識したプロジェクト学習

―教室の中と外をつなぐことを目指したタスクデザインの工夫―
杉山 千尋
放送大学語学センター
chihiro_sugiyama@outlook.com
要旨
本稿では、日本語初級コースで行ったビデオ作成プロジェクトについて具体的な
方法・手順を紹介する。プロジェクト実践にあたり、Task-Based Language Teaching
（以下 TBLT）の理念に基づき、どのようにタスクデザインをしたか説明し、スペイ
ンにおけるプロジェクト学習の一実践例として報告する。

【キーワード】タスクデザイン、自己とタスクの関連性、社会とのつながり
1

はじめに

コース開始前アンケートでクラス以外で日本語を使用する環境があるかどうか調
査したところ、受容活動に比べて産出活動が少ないという結果が得られた。そこで、
産出活動における実践的運用能力を高めることを念頭に置き「日本人に向けてスペ
イン紹介ビデオを作成する」というタスクをデザインした。放送大学語学コースの
基本はオンライン家庭学習であり、本プロジェクトを実施した面接授業への出席は
義務づけられていない。このような自律的な学習を必要とする環境にある学習者に
対して行ったタスクデザインの具体的な方法と文脈化のプロセスを紹介することを
本稿の目的とする。完成したビデオは次の YouTube リンクにて公開されている。
https://www.youtube.com/channel/UCuVIWEf39pxbhNqMzr0UFKw
本稿では、まず、本プロジェクトを実施した環境について説明する。次に、実践
にあたり参考にした TBLT の理念について、その定義と Presentation-PracticeProduction（以下 PPP）型学習との比較、「タスク」と「練習」の違いについて示す。
続いて、プロジェクトの具体的な手順を 7 つのプロセスで紹介し、各活動を行った
理由についても述べる。最後に、本実践の意義についてまとめる。
2

実施場所

このプロジェクトは放送大学語学センター、マドリードの面接授業クラスにおい
て実施した。コースは 10 月～5 月、週 1.5 時間、全 33 時間である。「エリンが挑
戦！にほんごできます。」（以下エリン）を主教材とし、この文法項目を軸にしたシ
ラバスに沿って授業を実施している。面接授業では毎回目標を設定し、コニュニケ
ーションに重点をおいた活動を行っている。コースの評価方法は、学期末の筆記試
験 50％、口頭試験 50％で、今回のプロジェクトは評価に含まれない。実践対象レベ
ルは A1- Inicial（12 名）と A1 Elemental（10 名）の 2 クラスで、A1- Inicial はエリン
の第 1 課～7 課、A1 Elemental は第 8 課～16 課が学習範囲となっている。10 代後半
から 60 代まで幅広い年齢層の学習者がいるクラスである。
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3

TBLT とは

TBLT とは学習者に達成させるべき課題（タスク）を与えて、その課題達成のため
の道具として学習言語を使用することにより、実践的運用能力を育成しようとする
手法である。TBLT は CEFR が採用している行動中心主義を基にしたタスク中心学習
の中の代表的な手法として位置づけられている。詳細は玉木（2009）に詳しいので
割愛するが、表 1 に伝統的な教授法といわれる PPP 型学習との比較を示す。
PPP
焦点 文型・表現
目的 指定された新しい項目を間違え
ないで使えるようになること
能力 与えられた練習をこなし、学習
したことを正確に再現する能力
表1

TBLT
意味
言語の正確さよりも、課題（タス
ク）を達成することを第一の目的と
する
与えられた課題（タスク）を達成す
るために必要な文型や語彙を自ら選
択して運用する能力

PPP と TBLT の比較

TBLT は提唱者によって、PPP 型を強く否定する立場、両方を必要に応じてバラン
スよく取り入れる立場等様々である（田丸 2003）が、筆者はバランスよく取り入れ
る Ellis（2014）の立場を参考にした。CEFR でも同様に「課題の実行」と「言語学
習の進展」の両方をバランスよく促すことを提示している。次に、Ellis（2014）の
立場を参考に「練習」と「タスク」の違いを表 2 にまとめる。
練習
テクストに何かしらの操作を伴う
o 文章の穴埋め問題
o 台本を見ての会話練習
o 文章やモデル会話の中の言葉
を置き換える
など。

タスク
テクストの創造を伴う。
学習者は、課題を達成することを目標と
して、持っているすべての能力を発揮す
る必要がある。情報のギャップを埋める
ことや、あるテーマについて意見を述べ
ることの必要性は活動の動機づけとな
る。
目的はターゲットとなる文型を正 目的は意味のあるコミュニケーションを
しく使って表現すること。
通して結果を得ること。課題を達成する
ための言語リソースは、学習者の能力や
課題そのものの状況によって、最低限の
使用でもそうでなくてもよい。
表 2 練習とタスクの違い
4

プロジェクトの具体的な内容と手順

タスク概要とプロジェクトの具体的な手順を「4.3 タスクの手順」で 1～7 のプロ
セスとして紹介する。
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4.1 タスクの概要
タスクの目的は「自律的な学習者を育てること」と「産出活動における実践的運
用能力を身に着つけること」とした。実践期間はコース中盤の 2 月末から 4 月末ま
での約 2 か月間である。タスクは「日本人に向けてスペイン紹介ビデオを作成する」
とした。タスクの条件として次の 4 つを設定した。
1) 視聴者は日本人と設定する
2) タイトルは「○○ガイド～○○のために」とする
3) 一般的なガイドブックには載っていない、とっておきの情報を入れる
4) 長さは 2～3 分（最高 5 分まで）とする
4.2

タスク設定理由

まず、発表手段をプレゼンテーションではなくビデオにした理由は、プレゼンの
場合、教師以外に日本人視聴者を得ることが困難だが、ビデオであれば視聴する場
所・時間などが限定されず、インターネットで世界中どこからでも視聴可能なため
である。1）の設定理由は、日本語で話す必然性を生じさせるためであり、2）は誰
に何を伝えたいのかしっかりとイメージするためである。3）一般的な観光ガイドを
作ることを避け、タスクがより各学習者に身近な内容になることを狙ったためであ
る。4）多くの人に見てもらえるビデオにするため、ガイドビデオとしては長くなり
すぎないよう上限を設けた。
4.3

タスクの手順

タスク活動は一般的に「プレ・タスク」「タスク」「ポスト・タスク」という 3 つ
のステージをとることが多い。表 3 に各ステージの活動内容を示す。
活動内容
プレ・タスク
タスク提案 、方法・スケジュール決定 、
目標設定
2
タスク
台本作成 、教師による修正・質問
3 クラス内での小タスク
4 ビデオ作成
5 台本・ビデオ提出
6 ビデオ公開
ポスト・タスク 7 フィードバック
表 3 タスクのステージと活動内容
1

活動場所
クラス内
クラス外
クラス内
クラス外
クラス内
クラス外
クラス内

4.3.1 タスク提案 、方法・スケジュール決定 、目標設定（プレ・タスク）
オリエンテーションで、「タスク」「条件」「プロジェクト」の目的を記載したプラ
ンニングシートを配布し説明した。その後、宿題でシートに仮タイトルとその選定
理由を記入するよう指示し、まず誰に何を伝えたいのかを意識するよう促した。プ
ランを提出させた理由は、伝えたいこと、つまり目標を明確にし「目標を達成する
ために日本語を学び、そのために何が必要かを考えながら学ぶ流れ」を作るためで
ある。与えられた Can-do 目標を達成することに加え、この大きな目標を意識するこ
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とで「考える場」が得られるよう考慮した。また、学生が伝えたいと思っている内
容を教師が把握することで、それをクラス活動に小タスクという形で盛り込めると
考えたからである。ビデオの提出期限、台本提出方法、個人かグループか、ビデオ
を公開するか等は学生に決定権を与えた。本タスクでの各クラス目標は、A1
Elemental では「ビデオを作成して、公開することができる」、A1- Inicial では「ビデ
オを作成することができる」に決定した。
4.3.2 台本作成、教師による修正・質問（タスク）
図 1 のような流れで台本提出・修正作業を進めた。台本の提出回数は 3 回程度で
あった。提出の度に 1、2 と順に番号を打ち、クリアホルダに保存した。この作業に
より台本の充実具合が視覚化され、自分の成長を感じられるのではないかと考えた
からである。台本の修正と同時に、教師からそれぞれのテーマについて知りたいと
思うことを質問し、学生一人一人との対話を心掛けた。

図1

台本修正作業の流れ

4.3.3 クラス内での小タスク例（タスク）
「地図を見ながら目的地までどうやって行くか聞いたり説明したりできる」とい
うクラス目標の際、導入時に各自ビデオプランをイメージし、目標に関連する内容
で自分たちのビデオではどんなことが言えると良いビデオになるか学生同士で意見
交換をする時間を設け、その後クラス活動を行った。最後にタスクの定義である
「テクストの創造を伴う」活動を行うため、台本で使う文をペアで協力して作る時
間を設定した。
4.3.4 ビデオ作成（タスク）
タスク提案段階で、言語クラスでビデオを作成した経験のある学生は 22 名中 1 名
であった。筆者の懸念はビデオ作成という言語能力以外のスキルを必要とする作業
が学生に過度な負担を与えないかということであった。しかし、学生同士の連携に
より、ビデオ作成という技術的な課題は学生間でクリアした。学生の多くは
Microsoft、Mac の提供するフリーソフトを使用したようである。
4.3.5 台本・ビデオ提出（タスク）
写真 1 のようにクリアフォルダ中に、タイトルシート（スペイン語と日本語）、プ
ランニングシート、全ての台本をまとめて提出した。このフォルダが最終的に自ら
の成長を顧みることのできるポートフォリオのようになることが狙いであった。ビ
デオ提出はペンドライブ、Dropbox を使用した。
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写真 1

タスクポートフォリオ

4.3.6 ビデオ公開（タスク）
YouTube で専用チャンネルを開設し公開した。YouTube で「スペインガイド」と検
索するか、次の URL にアクセスすると、公開されている 9 本のビデオを視聴できる。
https://www.youtube.com/channel/UCuVIWEf39pxbhNqMzr0UFKw
4.3.7 フィードバック（ポスト・タスク）
教師からのフィードバックは各ビデオの内容に対するコメントと、公開から 2 週
間経ったコース最終日に YouTube アナリティクスの内容を共有する時間を設定して
行った。アナリティクスとは、YouTube で公開した動画の視聴国、視聴時間または
回数などを知ることができる機能である。学生にはアンケートに答える形で、本プ
ロジェクト学習に対する評価をしてもらった。
5

実践結果

22 名中 16 名がタスクを達成した。3 名は台本まで完成させ、他 3 名はタスクをし
ないことを選択した。目的であった「産出活動における実践的運用能力はついたの
か」に関して、筆者は践的運用能力とは、クラスで習ったシチュエーションでの課
題を実行できるだけではなく、それ以外のシチュエーションに出会っても自分の持
っている能力を総動員してその課題を達成できることだと考える。クラスで取り扱
うテーマには限度があるが、ビデオの内容は学生個人の興味に基づいて決定され、
クラスで取り扱ったテーマ以外のものも多かった。例えば、料理、自然、スポーツ、
芸術などは、本コースでは目標トピックとしては設定していないが、学生は習った
事や自分で調べた事を総動員しビデオを完成させることができた。アナリティクス
によると、公開から一か月半での総視聴回数は 1,143 回であった。スペインに続き日
本での視聴回数が多く、全 13 か国で視聴されており、学生の予想を遥かに上回った
ことに満足感を得られた。
6

考察

川口（2016）は言語学習における「個人化」の重要性を述べている。今回は「日
本人に向けてスペイン紹介ビデオを作成する」というタスクと学生各個人の関連付
けを意識し、タスクを「個人化」し自分が表現したいことを言語化する場を提供す
ることができた。また、トムソン（2016 ）は様々な「つながり」とそれらがもたら
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す可能性について言及しているが、今回の実践でビデオを通じて 13 か国とつながり、
それを結果として共有できたことは学生にとって大きな成果だったと思われる。さ
らに、タスクをクラス活動に取り入れると、会話例や例文のないところから自らが
考え、タスクの定義通り必要な文型や語彙を選択してテクストを作り上げるという
過程を経験する。学生からは「台本作成は通常の宿題の倍以上時間がかかる」が、
「日本語でたくさん考えた」、「習ったことを実践で使える実感を得た」、「自分に何
が足りないか見えてきた」など、この考える作業に対して肯定的な意見が得られた。
今回使った方略や達成感は次に新たなシチュエーションに直面した時に生かされる
であろう。通常のクラス活動と平行し、このような「場」を提供することも教師の
仕事として大切であると再確認した。
7

まとめ

今回の実践を通し、教室という枠にとらわれることなく教室の外へ向けてつなが
りをつくること、学生自らが考えて行動する場を提供することに積極的に取り組ん
でいく必要性を感じた。ここでは主に実践報告にとどまったが、今後の課題として、
学生からのアンケート結果をもとに、語学学習におけるタスク活動の有効性、モチ
ベーションへの影響などの分析・評価を進めていきたい。
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「文脈化」・「個人化」アイデアブック第1巻』ココ出版.
玉木佳代子（2009）「外国語学習におけるプロジェクト授業」、『立命館言語文化研究』
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田丸淑子（2003）「外国語教育におけるタスクをめぐる問題：日本語教育の教師の視
点から」、『Working papers』13、pp. 59-69.
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日本語・スペイン語学習者間のメール交換プロジェクト実践報告

―読む・書く活動を通した主体的な学びへの試み―
加藤 さやか サラマンカ大学日西文化センター
sayaka@usal.es
吉田 理加 順天堂大学国際教養学部
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要旨
本稿は、日本の大学でスペイン語を学ぶ日本人学習者と、スペインの大学で日本語を学
ぶスペイン人学習者の間で 2015 年度と 2016 年度に行ったメール交換プロジェクトの実践
報告である。日・西両者が共有する目的は、学習者の主体的な学びを促進することである。
プロジェクト実施中のフィードバックや実施後のアンケート結果、並びに参加者のメール
文の分析から、さらに協働的なプロジェクトを目指し自己批判的な省察を行う。

【キーワード】 メール交換、異文化間、主体的な学び、スペイン人学生、日本人学生
1

はじめに

学習者の主体的な学びの重要性が言語教育の現場でも指摘されるようになって久しい。
学習者を社会で行動する者と捉える CEFR では、
「学習能力」を「過去の経験と新しい経
験を学習者が自ら結び付けながら学んでいく力」1 としている。これを言語の主体的な学
びの視点から言い換えれば、言語活動を行う中で自ら課題を見つけ、経験や知識を利用し
て考え、判断し、解決策を見つけていく力と言えるだろう。しかしながら、現代の大学生
にとってそのような学習姿勢や学習能力の習得は、未だ不慣れな課題のように見受けられ
る。本稿は、学習者を主体的な学びへと導く第一歩となることを目的に、スペインの大学
で日本語を学ぶスペイン人学習者と日本でスペイン語を学ぶ日本人学習者との間で実施し
たメール交換学習プロジェクトの実践報告である。
上述の問題意識に根差し、互いの母国語と学習言語をマッチングさせ学生同士が学び合
う「タンデム」という交換学習を対面式又はスカイプやメールなどの遠隔通信を用いて実
施している先行事例も多くあり、学習者の主体的な学びや動機向上、異文化的気づきなど
をある程度促進することが報告されている（小林 2016，山本 2013）
。
本稿では、2015 年と 2016 年に実施したスペイン語・日本語両言語を用いたメール交換
プロジェクトのうち、2016年度の第二回目に焦点をあて、スペイン・日本両側のプロジェ
クトの位置づけ、取り組みの方法、実際のメールのやりとりの分析、参加者アンケートの
結果などを取り上げ、本プロジェクトの効果・改善点などを批判的に考察する。
2

西・日両言語でのメール交換プロジェクトの概要

2.1

プロジェクト概要

サラマンカ大学翻訳学部のスペイン人日本語学習者と順天堂大学国際教養学部の日本人
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スペイン語学習者間のメール交換プロジェクトを年度ごとに一回ずつ実施した。第一回目
（2015 年度 12 月～1 月）は、試みとして自由放任を基本に、教師の介入は参加希望者の
取りまとめと折々の声掛けなど最低限に留めた。実施後のアンケートで、メール交換自体
は歓迎する意見が多かったものの、学習の視点から達成感を伝える意見は少なかったとい
う結果を踏まえ、第二回目（2016 年度 11 月～1 月）には、教師側の「主体的な学びへ」と
いう目的を、①学習言語を自分の言語として内面化させる、②異文化性の認識や理解を意
識化させる、③メタ認知力の向上を目指す、④自律学習への導線にする、というより具体
的な目標に言語化することからスタートした。
上述の目的に基づき実施計画を立て、更には、表 1 に示されるようにスペインと日本の
学習現場の事情や学習者の条件が異なるという現実を考慮して、両国それぞれに特有な学
習コンテクストに適するようにメール交換プロジェクトの位置付けを工夫した。
スペイン側

日本側

学習言語の
位置づけ

翻訳学部の選択第二外国語

国際教養学部の選択必修第二外国語

学習言語
レベル

2 年生 A2 前半～同後半

1 年生（A1 後半）2 年生（A2 前半）

参加可能人数

3名

6名

プロジェクト
の
位置づけ

日本語科目（2 時間×2 回/
週）内の活動の一つ

自主学習、3 月に実施されるサラマン
カ・スペイン語研修の準備

授業時間内と宿題

授業外の自主学習、学習カウンセリ
ングでスペイン語ネイティブ教員の
サポートと日本人教員 1 名のメール
でのサポートあり

活動の場

表 1 スペイン側と日本側それぞれの学習現場の状況と学習者の条件
2.2

参加者の属性と参加動機

表 1 の通り、スペイン側は翻訳学部内の選択第二外国語「日本語」を履修する 2 年生 3
名が授業時間内を中心に活動を行った。他方、日本側は国際教養学部の選択必修第二外国
語でスペイン語を履修する学生（120 名）に教室外自主学習の一環としてスペイン人学生
とのメール交換希望者を 6 名限定で募り、参加動機書（日本語）と自己紹介文（日・西両
言語）を提出させた結果、1 年生 5 名、2 年生 1 名の計 6 名が参加することになった。そ
の 6 名の主な参加動機は、1）国内ではスペイン語に触れる機会がない、2）国際教養学部
なので英語とスペイン語の両方をマスターしたい、3）サラマンカ研修に参加するために
役立つのではないか、4）サラマンカの日常や学生のことを知りたい、5）スペイン語で書
く習慣を身につけたい、6）半年間習ったことをアウトプットしたい、であった。
2.3

学習目標とメールのテーマ

学習目標と、何について書くかというメールのテーマは、スペイン側が科目シラバスに
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準じて以下のようにタスク型に設定した（表 2）
。第一回目の反省から、予め約一か月半
のメール交換期間をある程度区切って予定を立て、テーマごとに、最初に発信する側とそ
れを受けて返信する側を決めておき、合計三つのテーマについてやり取りを行った。
メールのテーマ初者

ラスペイン人側の学習目標

1. 自己紹介をする
1. 伝えたい内容・構成・展開を考えて書く力をつける
2. 自分の町を紹介する
2. 文化の違いを察知し、それを配慮して相手とコミュニ
3. 住居と日常生活につい
ケーションする力をつける
て説明する
3. キーボードで日本語の文章を書くスキルを向上させる
表 2 メールのテーマとスペイン人側の学習目標
2.4

ペアリングとメールの記述方法

メールのやり取りに際し、スペイン人 1 名に対し日本人 2 名というペアを三組作った。
第一回目の際は、参加希望者を募った後、教師の判断で両者のペアを選んで組ませたが、
第二回目は学習者の意思を可能な限り尊重する方法を考え、テーマ 1「自己紹介」を利用
して、スペイン側で次の要領でペアリングを行った（図 1）
。

ステップ 1 自己紹介文の下書きを準備する
ステップ 2 日本側から届いた全 6 名分の自己紹介文を全員がそれぞれ読む（宿題）
ステップ 3 授業中、文面を分析し、構成や文化的要素など観察したことを話し合う
ステップ 4 それぞれがペアに望む日本人を 2 名ずつ選ぶ
ステップ 5 選んだ相手 2 名に返信する形で自己紹介文を修正し送信する（宿題）

図 1 ペアリングのプロセス
ステップ 1 でスペイン側が用意した自己紹介の下書きは、教科書のモデル文に沿って、
氏名、年齢、職業（サラマンカ大学の学生）
、勉強していること（ほんやくとつうやく）
を単文で羅列したものであった。その後、ステップ 2 で受け取った日本人からの自己紹介
メールと、それに返信する形に修正した自己紹介（ステップ 5）の一部を図 2 に示す 2。
修正後では、文の長さの他、相手の内容に応じるインターアクションが成立しているこ
と、テーマを個人化していること、そして何より、自分のことを知ってもらいたいという
モチベーションが認められ、ペアリングの工夫は一定の成果をもたらしたと考えられる。
一方、メール文の書き方にも言語学習の視点から工夫を凝らした。メールは基本日本語
とスペイン語の両方で書くが、まずメールの始めに相手の学習言語で書き、数行空けて、
今度は同じ内容を自分の学習言語で書く形式をとった。つまり、訳を「先渡し」する（山
田2004）ことになるのだが、このやり方によって、受信者はまず自分の学習言語のメール
文の読解に取り組み、分からない語彙や表現にぶつかると、下の自国語の文を見てすぐ確
認することができるため、多少長いメール文や未習の語彙や表現が含まれていても比較的
短時間で読み終えることができた。さらに、それらの語彙や表現の意味と使い方が文脈を
伴って頭に残るためか、次に自分が同じテーマで書く時に早速利用する傾向が見られた。
この点は、日本人学生も効果的だったというアンケート結果が出ており、母語と学習言語
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を組み合わせたメール交換の利点と認められる。
「私の名前は田中まゆみ(たなかまゆみ)です。初めまして。
私は 18 歳です。日本は千葉県の出身です。
私の好きなスポーツはテニスとサッカーです。私はテニスをするのが好きです。テニスをテレビ
で見るのも好きです。私は家族と一緒にサッカーを見るのが好きです。あなたは何のスポーツが好
きですか？
私は寝ることが大好きです。普通、土曜日と日曜日に私は 8、9 時間寝ます。お昼寝も好きです。
またお話ししましょう。まゆみより」

「はじめまして。マリアと申します。20 歳でサラマンカの大学の生徒です。英語と日本語の翻訳と
通訳を勉強しています。
私はサッカーがあまり好きではありません。すみません。でも、テニスを見ることが好きです。
おばあさんと一緒にテニスの大事な試合いつも見ます。私の一番好きなスポーツは空手道です。毎
週月曜日と水曜日と金曜日に道場に行って空手道をしています。
私も寝ることが大好きですが、まゆみさんよりもっと寝ます。週末に 10、11 時間多少寝ます。怠
け者です。よろしくお願いします。
」

図 2 日本側の自己紹介メールとスペイン側の修正後の自己紹介返信メール
3
3.1

西・日それぞれの側の実践報告と考察
スペイン側からの報告

2.1.で述べた目的のうち、とりわけ③と④を意識し、学習者に「目標‐実行‐振り返り」
のサイクルを通して学習過程をメタ的に認知し、その学びを次に活かす経験をさせること
狙った。ここでは、分析と振り返りのやり方と、その際の学習者の言動について考察する。
3.1.1

メール文面の分析と「振り返り」の時間

メール文面の分析は、自分とペア相手のメールだけでなく、他のペアのやり取りメール
も対象とした。教師は、文章の構成がどうなっているか、文化的差異が感じられる記述が
あるか、発信メールと返信メールの間にメッセージのキャッチボールが成立しているか等
気づきを促す質問を投げ、学習者は互いに観察したことや考えを述べ合って意見交換をし
た。そうすることで、ペア相手が使った構成や語句・表現を整理してクラスメートに説明
することになり、結果として学習の定着に繋がったようである。また、他のペアのやり取
りメールをも分析することで、二者のインターアクションを客観的に可視化できたことは、
初めての経験として収穫だったようである。
「振り返り」の時間は、一つのテーマにつき一通りメール交換が終わった後に設けた。
自分の学習過程での思考や発話をモニターさせメタ認知に繋げることを狙い、学習目標の
達成度を問うだけでなく、活動を通して何を学べたか、それはどうしてか等、教師はファ
シリテーター的に介入しながら自由発言形式で行った。中には、
「自己紹介の際、日本人
はペットも家族の一部として紹介することに気づいた。それで、自分も家族を紹介すると
き、飼っている鳥も含めて書くことにした」など、文化的な差異に気づいた自分、そして
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それにどう対応するか考えて行動を決定した自分をモニターしていることが窺われる発言
や、
「日本人とのメール交換は初めての経験だったが、自分がそれまでに学んでいた知識
を現実のシチュエーションで、異文化の人を相手に実際に使うことができて有益な経験だ
った」と自分の学習経験と成長をモニターする発言もあった。
これらのことから、文面の分析や「振り返り」を設けたことの有意義性は明らかだが、
一方、学習者自身が、それらの作業を通したモニタリングが学習にもたらす効果を認識し
たわけではない。効果を意識させ、教師に言われずとも自主的に行えるよう導くことが、
主体的な学びへの次の課題と思われる。
3.2

日本側からの報告

日本側は授業外に自主学習としてメール交換に取り組んだため、プロジェクト終了後に
実施したアンケート結果を振り返りながら考察する。
3.2.1

アンケート結果

表 3 に日本人参加者のアンケート結果の一部を掲載する。全員が一生懸命取り組んだと
回答している反面、サラマンカでメール交換相手に実際に会ったのは 2 名に限られており、
現在（アンケート実施時）も連絡を取り合っていたのは 1 名に過ぎない。他方、大半がス
ペインの社会文化的知識を習得したり、異文化的な気づきが得られたりしたとしており、
日・西両言語でのメール交換が有意義であったことがうかがわれた。
設問

一生懸命取り組んだ。
スペイン語学習動機が向上した。
スペイン語力が向上したと思う。
スペインの文化や風習や価値観を学ぶことができた。
メール交換を通して異文化的な気づきがあった。
両言語で同一メッセージを書いてメール交換したことで、スペイン
語の知らない単語・わからない文章の意味を日本語で確認できた。
次にメールを書くときに相手が書いてきたスペイン語表現・語彙を
用いることができた。
サラマンカ研修の事前準備勉強として有効だった。
サラマンカでメール交換相手に会った。
現在も連絡を取り合っている。
表 3 日本人学生参加アンケート結果

肯定的回答
100%
83.3%（5 名）
66.7%（4 名）
83.3%（5 名）
50%（3 名）
83.3%（5 人）

83.3%（5 人）
100%（5 名）
33.3%（2 人）
16.7%（1 人）

上記の結果を見ると、はじめに挙げた②異文化性の認識や理解を意識化させることについ
てはある程度効果があったと推察されるが、その他の目的、特に④自律学習への導線にす
るという「主体的な学び」のプロセス化には成功しているとは言えないことがわかる。
3.2.2

考察

アンケートでは、習得した社会文化的知識についても自由記述で回答を促した。3 名が、
スペイン人学生はアルバイトをする習慣がないことを挙げていた。日本人学生の自己紹介
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では、自分のアルバイトについて書いた上で、相手にもどのようなアルバイトをしている
かを尋ねるメールが多くあった。つまり、自文化を前提にコミュニケーションを図ろうと
し、相手からの返信で初めて、スペインでは学生アルバイトが一般的ではないと知り驚い
たようである。また、食べ物の話題では、スペインの arroz con leche（ミルクプリン）の描
写（米と牛乳を主材料とする甘いデザート）に、日本人学生が違和感を示すやり取りがあ
った後、そのスペイン人ペアは実際にサラマンカで会った際に arroz con leche を作って持っ
て来た。相手がわざわざ自分のために作ってくれたという体験は、他者の文化であった
arroz con leche を心的距離が近い身近なものに変貌させ、結果として異文化的事象の肯定的
受容に繋がった。これは、メール交換という行動中心主義アプローチがうまく作用したケ
ースと言えるだろう。
しかし、3 回のメール交換では、得られる社会文化的知識が偏り、誤ったステレオタイ
プを助長する危険を孕んでいることにも留意する必要がある。そして、上述したように他
者と繋がる自律的な社会的主体としての学習者の育成においては成功したとは言えない。
4

まとめと今後の課題

全体を振り返ってみると、相手の学習言語を母語とする学習者同士で、かつ、学習言語
のレベルがほぼ同等という条件は、両者間に言わば「対等な関係」を作り出し、学習意欲
の向上を促したと思われる。さらに日・西両言語で記述するという工夫により、
「読む」
・
「書く」活動がより効果的に行われることも確認された。一方、メール交換期間が終了す
ると、その約 2 か月後にサラマンカでペア相手に会う機会があったにもかかわらず、自主
的に相手と繋がろうとする姿勢は見られなかった。本プロジェクトの目標「学習者による
主体的な学び」のために、考えられる改善点の一つは、学習者にプロジェクトの計画・デ
ザイン段階から関わらせることである。教師が全て考え準備するのではなく、学習者自ら
が学習をデザインする機会を作っていくことが教師の役割として重要だと思われる。
注．
1
2

トリム（2014）CEFR5.1.4.参照
匿名性を保障するため参加者の氏名は仮名を用いる。

＜参考文献＞
小林浩明（2016）「タンデム学習の意義と可能性」、『北九州市立大学国際論集』14、
pp.135-145、北九州市立大学国際教育交流センター.
トリム, J.L.M.（著）
（2014）
『外国語教育II 外国語の学習、教授、評価のためのヨーロッパ
共通参照枠 追補版』
（吉島茂・大橋理枝編訳）朝日出版社.［原著：Trim, J., B. North
and D. Coste. (2002) Common European framework of reference for languages: Learning, teaching,
assessment (3rd printing). Cambridge: Cambridge University Press.］
山本冴里（2013）
「山口大学多言語化プロジェクトの現状と課題：Language Exchangeプログ
ラム≪Tandem」を中心に」
、
『大学教育』10、pp.54-66、山口大学大学教育機構.
山田憲昭（2004）
「リーディング授業、今年は訳先渡しで」
、
『英語教育エッセイ』4月号、
pp.14-15、大修館書店.
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目標達成のためのライティング指導

―授業と評価の一体化―
野崎 美香
スペイン公立語学学校ア・コルーニャ校
mnozaki64@gmail.com
要旨
2010 年から 2014 年までの試験結果を分析したところライティング技能のポイントが他
の技能を下回っていることが判明した。この結果を踏まえ、その原因を解明するために内
省を行い、授業の改善を図ることにした。本稿は筆者が担当している初級 3 年コースで試
みた評価を念頭においたライティング指導に関する実践報告である。

【キーワード】 内省、コミュニケーションのためのライティング、評価
1

はじめに

ガリシア州の公立語学学校（以下 EOIs）では、2007 年度より Marco Común Europeo de
Referencia para las lenguas（以下 MCER）に準拠したカリキュラムを導入している。日本語
学科では初級の 3 年間で A2 のレベルに達するよう到達目標が設定されている。そして初
級最終学年のコース終了時には、その到達度を測定する MCER レベル認定試験（以下認
定試験）1を実施している。この認定試験は読解、聴解、ライティング、オーラルの 4 技
能から成り、各技能 25 点満点である。筆者は 2010 年度から毎年初級 3 年目のコースを担
当してきた。そして授業と評価の関係の適正さを図るため過去の認定試験の結果を調べて
みた。その結果は次の通りである。
年度
読解
2010-2011
18.2
2011-2012
18.9
2012-2013
18.6
2013-2014
19.2
表 1 認定試験の過去の技能別平均点

聴解
17.8
17.4
18.2
18.5

ライティング
15.3
15.4
15.8
16.7

オーラル
16.8
17.8
17.2
17.4

表 1 の結果から毎年ライティング技能の平均点が他の技能のそれを下回っていることが
判明した。また、ライティング技能に関しては、平均で 60％程度しかコース目標を達成
していないことも明らかになった。この結果を受け止め、その原因を模索し、ライティン
グ授業の改善を試みることにした。本研究の目的は、現状の問題点を明らかにし、初級 3
年目のライティング授業の新たな指導法の提示を試みることにある。
2

現状把握と内省
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2.1

認定試験のライティング評価

目標に到達しているかを測定する認定試験において、作文の何を評価しているのかを
再認識することにする。2ライティング試験の評価は、ガリシア州の EOIs 共通のルーブリ
ックを用いて行っている。ルーブリックの評価項目は以下のようになる。

•

•

•

表2

適正さ
結束性
言語能力
語彙力
タ ス ク の 目 的 • 文 章 全 体 の 構 • 文法が正確か
• テーマに適し
が達成できて
成ができてい • 文型が豊富に
た語彙や表現
いるか
るか
用いられてい
が用いられて
文章全体を通 • 文と文をつな
るか
いるか
して一貫性が
ぐ接続表現が • 正書法に従っ
あるか
効果的に用い
て、正しく仮
タスクに適し
られているか
名や漢字が書
たレジスタが • 指示語が効果
けているか
用いられてい
的に用いられ
るか
ているか
各問 5 点満点
各問 2.5 点満点
各問 2.5 点満点
各問 2.5 点満点
ガリシア州 EOIs ライティング認定試験ルーブリック（筆者紗訳）

本来、コースをデザインするにあたって教師は次の過程を踏む（国際交流基金）
。
①コースの目標を考える。
②目標に合った学習内容を構築する。
③学習成果の評価について考える。
そして目標から評価まで一貫性があるものになるため、教師は評価の観点や評価方法が学
習成果を評価するのに適切か、目標と評価につながりがあるかを確認しながらコースデザ
インを行うことになる。しかしガリシア州 EOIs の場合は、教育省よりすでにコース目標
と評価すべき項目が提示されており、それを各教師が変更してはならないことになってい
る。つまりガリシア州 EOIs において教師は、目標と評価に適した授業内容を考えること
が要求されていることになる。
2.2

授業内容の内省

目標と評価に適した授業が行われていたかを確認するために、2014 年以前のライティ
ング授業の内容を振り返り、ライティング指導の問題点を整理することにする。それまで
のライティング授業の流れは、以下の通りである。
①教師が作文のテーマを提示
②学習者が作文を書く
③教師が作文を添削する
④学習者が添削された作文を確認する
この流れから、ライティングの授業が教師から学習者へ、学習者から教師へと一方向
に行われていたことがわかる。また、作文を書くというプロセスを学習者が一人で行って
いたことが見えてくる。しかし学習者が頭の中で描いている「書きたいこと」を文章化す
るには、書くプロセスを指導する必要がある（有吉 1997）
。また、石黒（2014）は、ファ
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シリテーターとしての教師の役割、協働の場としてのライティング教室活動の重要性を強
調している。つまり、書くプロセスを支援するような対話型の指導が必要であることが判
明してきた。次に③において教師は作文のどんな点を添削していたかを振り返ってみるこ
とにする。すると、添削箇所は、文法、語彙、語の用法、つまり「JF スタンダードの
木」の言語構造的能力にあたる部分の誤用に関して重点が置かれていたことが見えてきた。
3
しかしガリシア州 EOIs のライティングは、MCER に準拠したコミュニケーションのため
のライティングを目的としている。従って添削による指導では、言語構造能力の部分のみ
ならず、社会言語能力や語用能力の部分に関しても指導が行われなければならないはずで
ある。由井（2010）は、コミュニケーションのためのライティングに必要なことは、読み
手となる相手や媒体に応じた内容の選択ということがもっとも重要であると述べている。
また、コミュニケーションの書く教育には、だれが、だれに、どんな目的で書くのかとい
う設定を学習者に理解させる必要性を指摘している。由井の指摘は、表 2 のルーブリック
評価で「適正さ」の項目が他の項目より比重が高くなっていることと一致する。
2.3

学習成果の分析

2014 年以前の学習者の認定試験の作文を再度見直し、学習成果の分析を行うことにす
る。するとそこから見えてきたことは、文と文のつながりが上手に出来ていない作文が非
常に多かったことである。また、結論のない作文や状況説明なしに、ただ自分の主張だけ
を書いた作文など全体の構成ができていないものも多く見られた。これはそれまでの授業
においてその点について十分に指導が行われていなかった結果と言えるだろう。
3

ライティング授業の新たな試み

内省により以上のような問題点が明確になった。そしてそれらを改善するために次の
二点を試みることにした。
3.1

「ライティングのための下準備活動」の導入

多くの学習者の作文に共通して出現する誤用に関して、正しく使えるようにするため
には、時間をかけて整理や練習が必要である（筒井 2014）
。これを受け、従来の作文の授
業以外に、
「ライティングのための下準備活動」を行うことにした。結束力を高めるため
の練習、語彙力を養うための練習、文法練習など表 2 の評価項目の各パートを個別に練習
し、各部分の力を伸ばしながら作文全体の質を高めることを狙いとしている。この活動は
多くの学習者の作文に出現する誤用をメインに練習問題を作成し、月に 2、3 回、通常の
授業の 15 分から 20 分ぐらいを費やして行った。以下に、この活動で行った練習例を掲げ
る。
1．次の文の二番目の「パソコン」に指示語を加えてください。
きのうパソコンを買いました。パソコンは軽くて、便利です。
2．次の A と B の文ではどんな違いがありますか。
A: パソコンを買いました。パソコンは便利です。
B: パソコンを買いました。このパソコンは便利です。
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「パソコンは軽い」と「このパソコンは軽い」では、意味合いが変わってくることを確認
し、指示語の大切さを理解させた。いつ指示語を付けるのか、付ける場合には、
「コ、ソ、
ア」のどれに当たるのかを学習者に考えさせることに留意した。そうすることによって、
実際に作文を書く際に、学習者自身がその判断を下せるようになるのではないかと考えた
からである。
3．接続表現を用いて、文と文の関係を明らかにしなさい。
今日、日本語のクラスがあります。私はいそがしいです。クラスに行く
ことができません。
過去に学習者が書いた作文を読むと、文と文のつながりがない上記のような文章が多く
書かれていた。言いたいことの意味は理解できるが、結束性がない。そこで結束性のある
文章を書けるようになるために、このような練習を行った。
次に語彙力アップと文法確認のための活動例を紹介する。活動の手順は以下の通りであ
る。
① 教師がテーマを選び、そのテーマに即したトピックスを考える。
（例. テーマ:
「旅行」
、トピックス: 「交通手段」
、
「宿」
、
「旅行ですること」
）
② 学習者をペアもしくは 3 名程度の小グループに分け、そのトピックスに関連
した動詞を出させる。
（例.「交通手段」: 予約する、買う、乗る、降りる、着く
など）
③ 各グループから出された動詞をクラス全体で確認した後、それらの動詞を用い
て文章を作成させ、模造紙など大きな紙にそれらの文章を書かせる。文章が
出された後、各グループが他のグループが作った文章を確認し、文法の誤りが
ないかを確認する。
下準備活動で上記の練習を行ってから実際にライティング授業で「旅行」について作文
を書かせると、以前の作文に比べ、語彙の量が増え内容に膨らみがでてきた。このように、
下準備活動では作文を書くための基礎力を養う練習を行った。
3.2

ライティング授業の改善

2.2 で言及したそれまでのライティング授業を表 3 のように改善することにした。コミ
ュニケーションのための作文を意識し、②の部分を丁寧に行うことを心掛けるようにした。
ここでは教師はファシリテーターの立場に立ち、学習者から意見が出るように促すことに
徹した。③では、単に教師が一方的に指摘するのではなく、内容の説明不足や飛躍してい
る箇所を質問の形で示し、学習者に「何が不足しているのか」
、
「何が必要なのか」などの
意識化を促すことにした。こうして各プロセスを設け、全体の構成を考察しながら書くよ
う指導することを心掛けた。
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導入

①作文タスクの提示

プロセス 1

プロセス 2

②タスクの内容確認
誰が、誰に、何の目的で書くのかなどをディスカッションする
③下書きメモを作成する
書く内容を整理したり、作文全体の構成を考える
メモを作成した後、それを基に学習者と教師の話し合いを行う
④メモを参考に作文を書く

プロセス 3

⑤学習者同士が作文を交換し、お互いにコメントを出し合う
⑥そのコメントを基に、手直しが必要な場合は書き直す
⑦作文を教師に提出し、フィードバックする
表 3 改善後の授業の流れ
4

まとめ

4.1

考察

上記のような改善を図り、学習者の作文の内容に変化が現れた。下準備活動で接続表
現の練習を数多く行い、学習者の作文に結束性が見られるようになった。また、全体の構
成も以前より良くなった。一方、下準備活動で助詞の使い分け練習を行い、正しい助詞の
使い方が定着したかと思ったが、実際に学習者が書いた作文を確認すると毎回同じ助詞の
間違いを繰り返す学習者が数人いた。
4.2

結果

授業内容の改善と認定試験結果の関係を知るために、試験結果を調べてみる。すると
授業の改善前は合格点ギリギリ程度に留まっていたライティング技能の平均点が授業改善
後は 1 ポイント以上上がっていることが確認できる。
年度

ライティング試験の
平均点
2010 - 2011
15,3
2011 - 2012
15,4
2012 - 2013
15,8
2013 - 2014
16,7
2014 - 2015
17,8
2015 - 2016
18,1
2016 - 2017
17,8
表 4 認定試験ライティング技能平均点

授業内容の改善後
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5

今後の課題

学習者の誤用への気づきと修正に関して行った調査報告では、学習者が誤用に気づい
た箇所に関しては、高い修正率が見られている（石橋 2000）
。また MCER は学習者が自ら
の言語能力を自己評価することの重要性を提唱している。これらのことを踏まえ、今後は
学習者が自らの作文を自己評価できるような自己評価チェックシートの作成を検討してい
る。このシートを用い、毎回繰り返される誤用に対して、学習者の誤用への意識化を図り
たいと考えている。

注．
1

ガリシア州の日本語認定試験は A2、B1、B2 の三つのレベルがある。この試験は学習事項を出題
範囲とした学期末テストとは異なり、レベルに達しているかを測るものである。この試験は、ガ
リシア州にある EOIs 全ての学校で同じ試験を同時に実施している。
2
ライティング試験は、モノローグとやり取りの二問で構成され、所要時間 55 分である。各タスク
の文字数は 250 字から 300 字以内となっている。ここで述べる作文とは、メールや手紙などを含め
たものを指す。
3
「スタンダードの木」とは、国際交流基金が 2010 年に発表した「JF 日本語教育スタンダード」の
中に書かれている。言語によるコミュニケーションを、言語能力と言語活動の関係でとらえ、一
本の木で表現したものである。

＜参考文献＞
有吉英心子（1997）
「日本語教育における作文指導の研究 : 中級レベルの就学生を対象と
した場合」
、
『言語・地域文化研究紀要』1、pp.133 -156 、東京外国語大学大学院地
域文化研究会.
石黒圭（2014）
『日本語教師のための実践・作文指導』くろしお出版.
石橋玲子（2000）
「日本語学習者の作文におけるモニター能力：産出作文の自己訂正から」
、
『日本語教育』106 号、pp.56 -65、日本語教育学会.
国際交流基金（2017）
『JF 日本語教育スタンダード【新版】利用者ガイドブック、第二章
実践』国際交流基金.（https://jfstandard.jp/pdf/web_chapter2.pdf）
（2017 年 10 月 7 日閲
覧）
小宮千鶴子（1992）「日本語教育における初級段階の作文指導」、『中央学院大学教養論
叢』4 巻、2 号、pp.49-69、中央学院大学.
筒井千絵（2014）
「誤用の修正の実際―修正フィードバック授業を例に」石黒圭著『日本
語教師のための実践・作文指導』
、pp.199-208、くろしお出版.
宮谷敦美（1997）
「初級作文クラスで何を教えるべきか：談話構造に着目したシラバス作
成に向けて」
、
『日本語教育方法研究会誌』Vo1. 4、No. 2、pp.26-27、日本語教育方
法研究会.
宮谷敦美（2002）
「談話構造分析を活かした初級作文指導の可能性」
、
『岐阜大学留学生セ
ンター紀要 2001』pp.17-30、岐阜大学.
由井紀久子（2005）
「書くための日本語教育文法」野田尚史編『コミュニケーションのた
めの日本語教育文法』
、pp.187-206、くろしお出版.
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協働学習と自己評価を取り入れたライティング活動

―社会人クラスにおける実践報告―
松下 恵子
国際交流基金 マドリード日本文化センター
keiko.matsushita@fundacionjapon.es
要旨
本稿は、コミュニケーション活動を重視した教室における「ライティング活動」とは
どのような活動なのか、社会人を対象としたライティング活動における効果的な協働学習
（ピア・ラーニング）とはどのようなものかを検討するために行った実践報告である。具
体的には、書き手・読み手の立場を交代しながら行う「ピア・レスポンス」活動を「書く」
という行為の中だけでなく、
「話す」
「演じる」といった会話活動にも応用し、
「作文」を
題材としながら様々な活動を通して行う「ピア・レスポンス」の実践例を報告する。
【キーワード】 ライティング活動、協働学習、評価、自律学習、社会人学習者
1

目的

現在、日本語教育ではコミュニケーション能力を身につけるための様々な教室活動の
一環として、協働学習（ピア・ラーニング）を取り入れたライティング活動が行われてい
る（池田・舘岡 2007, 牛窪 2010, 石黒 2014）
。しかしながら、その報告の多くは留学生や大
学生のためのアカデミック・ライティングを対象としているため、筆者が担当する社会人
対象のクラスにおいては活動が適さない事もある。したがって現場に合った協働学習の形
を考えていく必要がある。
現在、筆者は社会人を対象とした中級クラスを担当し、日本語によるコミュニケーシ
ョン活動を重視した授業を行っている。授業の中では、ある 1 つのトピックをテーマに
「聞く」
「話す」
「読む」
「書く」という 4 技能別の活動を 5 回に分けて行っているが、特
に「書く」活動においては、他の活動との調整で行わなかったり、宿題にしたりしている
のが現状である。
本実践の目的は、コミュニケーション活動を重視した教室における「ライティング活
動」とはどのような活動なのか、社会人を対象としたライティング活動における効果的な
協働学習（ピア・ラーニング）とはどのようなものかを検討することである。
2

先行研究

2.1. ピア・ラーニング
池田・舘岡（2007）によると「ピア・ラーニング」とは、ピア（peer：仲間）と協力し
て学ぶ（learn）という方法であり、その大きな特徴の一つとして、学習の「過程」を「共
有」することであるとする。またその目標として、
「人と人との社会的な関係を築くこと
を学び、自分自身というものに気づき、自分自身を発見していくことである（p.51）
」と
述べている。
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ライティング活動における「ピア・ラーニング」と通常の教師による添削との違いとは、
前者は「現実の相手（ピア）」を読み手としており、活動プロセスにおいて「目的・意
図・手段を明確」にしてから活動を行うが、後者の場合は「添削する教師」が読み手であ
るため、教師を強く意識し「教師からの高評価を目標」とした活動となることである。
2.2. ピア・レスポンス
池田・舘岡（前掲）は、ピア活動の方法の例として「ピア・レスポンス」を紹介してい
る。
「ピア・レスポンス」とは、
「書き手・読み手の立場を交代しながら検討する」活動の
ことである（p.95）
。メリットとしては、書き手は「自分の文章がどう読まれるのかを知
ることができ、相手との話し合いから文章の改善の手がかりをつかむことができる」こと、
読み手は「相手の文章を分析的に読むことで書き手の意図を理解し、また相手の文章をよ
りよくするために具体的な改善策を一緒に考えることができる」ことなどを挙げている。
2.3. 事例「リライト活動」
牛窪（2010）は、池田・舘岡（前掲）のピア・ラーニングの理論に基づき「リライト活
動」という授業実践を行った。タイ・バンコクの全日制日本語学校の中級レベル学習者を
対象に、宿題で課したメモや作文をもとに教室活動としてピア・レスポンスを行いながら
リライト活動を行うことで、協働学習としてのライティング活動について検討した。
結論として牛窪は、教師が念頭に置くべきことは「学習者の表現意図自体を掘り起
こしながら、それをそれぞれの学習者が、自分の日本語でよりよく表現する方法を探るた
めの話し合いを行う（p.14）
」ということであり、教室活動の中でそのことを実現してい
くことが重要であると述べた。
牛窪による実践報告は、
「ピア・レスポンス」や教室におけるやり取りを通して、学習
者自身の表現したいことに合った日本語表現を見つけていくという活動であり、協働学習
を通して学習者自身が間違いや新しい表現に気づくことを目指す、いわば自律学習を取り
入れた実践であるとも言えるだろう。
3

方法

これまで筆者の行ってきたライティン
グ活動は、①事前課題、②教師の添削、
③リライト、④教室活動、⑤宿題・自己
評価という流れであったが、今回の実践
では④教室活動の中身について検討した。
図 1 実践内容
まず、先行研究で紹介した牛窪（2010）
の実践を参考にした実践 1「ピア活動・
リライト」を行い、その結果や反省点をふまえて実践 2「ロールプレイ・会話」を行った
（図１）
。調査対象は、筆者のクラスである JFMD（国際交流基金 マドリード日本文化セ
ンター）B1-5（中級 2）の社会人学習者 4 名である。
3.1. 実践１「ピア活動・リライト」
実践１では事前課題で書いた作文を持ち寄り、教室活動の中でピア活動を行った。ピア
活動の流れとして、初めに「チラシを書くポイントとは何か」
、
「どの部分を改善すべきか」
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ということについて全体で話し合いを行った上で、ペアになりピア・レスポンスを行った。
その後、全体活動として作文を一つずつ取り上げ、内容について全員で質問やコメントを
し合うという活動を行った（表 1）
。
学習トピック
Can-Do（目標）
作文課題
ピア活動

Topic 4 舞台を見るなら『まるごと中級 2』
地域の行事や催しなどについて、内容や見どころを説明する案内が書ける
自分の国や街で行われる催しについて、日本人に案内するチラシを作る
書くポイントを全体で確認した後、ピア・レスポンスを行う

表 1 学習内容（実践 1）

3.2. 実践 2「ロールプレイ・会話」
実践 2 では、発展活動としてのピア活動を行った。まず、場面設定を統一して、クレー
ムメールを書く活動と全体活動として作文を一つずつ取り上げ、内容について全員で質問
やコメントをし合うという活動を行った。その後、立場を交代しながら行う「ピア・レス
ポンス」を応用させ、商品購入者と販売者に分かれて「電話でお詫びをする」
「家を訪問
しお詫びをする」というロールプレイを行った（表 2）
。
Topic 5 これが欲しい！/ 返品を希望します
商品が故障したり、説明書と違っていたりしたときに、状況を説明するク
Can-Do（目標）
レームのメールを書くことができる
商品を一つ考えて、クレームのメールを書く。クレームメールのポイント
作文課題
をふまえて書く
発展活動
通信販売で購入した扇風機が壊れていた。交換の手配を 3 回行ったが、毎
場面設定
回商品が壊れていた。返金をしてほしい。
ピア活動１
全体活動で各自、ポイントを発表する
ロールプレイ
クレームメールへのお詫び（電話／自宅訪問）
ピア活動 2
全体活動で改めてクレームメールについて気づいたことをコメントし合う
学習トピック

表 2 学習内容（実践 2）
4

結果

4.1. 実践１「ピア活動・リライト」
実践 1 は、
「地域の行事や催しなどについて、内容や見どころを説明する案内が書け
る」という目標に基づいた「チラシを作る」というライティング活動である。全体活動の
中で筆者が「チラシを書くポイントとは何か」と学習者に質問したところ、
「読み手が行
ってみたいと思える」
「シンプルで長くない」
「絵や写真などを効果的に使いイメージがし
やすい」
「魅力的なキャッチコピー（タイトル）
」といった答えがあった。これらの回答を
ふまえた上で、改めて事前課題で書いたチラシのリライトを行い、全員がリライトを終え
た後にピア・レスポンスを行った。その際に、
「書く際に意識したポイント」を相手に伝
え、そのポイントについてピア相手と話し合うことを強調した。
ピア活動の中で相手を気遣いながら「この文はとてもいいですね！」
「この文章もいい
ですが、私だったらこう書きます」といったコメントを言い合うこともあったが、その一
方で、
「3 時間かけて書いたのに…これ以上変えたくない」
「批判されているようで気分が
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あまりよくない」「何だか悪口を言って
いるようでコメントをしにくい」といっ
た意見もあった。話し合いがなかなか進
まなくなったため、筆者から「相手の文
章の改善点についてどのようにコメント
するのがいいか」と問いかけたところ、
学習者から「自分の作文には指摘できる
が、他の人の作文は遠慮してしまう」
「教師のアドバイス通りに書くのが一番
からいい」などの答えが挙がった。
実践 1 では先行研究で紹介した牛窪
図 2 実践 1 「ピア活動・リライト」結果
（2010）のようなピア・レスポンスがう
まく機能せず、社会人の多い筆者のクラスでは、相手の気持ちを考えすぎてコメントをし
ないといった傾向がみられた（図２）
。つまり、立場を交代しながら行う「ピア・レスポ
ンス」においては、作文内容についての改善といった活動そのものよりも、相手の気持ち
を考えて発言するといった「コミュニケーション能力」に重点を置くことで、筆者の考え
るライティング活動における協働学習が成立するのではないかと感じた。
4.2.

実践 2「ロールプレイ・会話」

実践 1 の反省をふまえて行ったのが実践 2 である。実践 2 においてはライティング活
動の後に「ピア・レスポンス活動」を行ったが、いわゆる通常のピア活動ではなく、その
中に「ロールプレイ・会話活動」を取り入れた。ロールプレイの中では、ある役割を演じ
ることで学習者本人ではなく別の人物として接することができる。実践 1 で相手の改善点
を指摘できなかった理由は、クラスメイトの気持ちとお互いの関係性を考えてしまうから
であり、もし、別の人物という役割の中でピア活動を行えば、実際の学習者同士の関係を
意識せずにお互いにコメントが言い合えるのではないかと考えたからである。
流れとしては、作成したクレームメールの内容を一人ずつ発表してもらい、その際に書
く際に気を付けたポイントを伝えてもらった。
「日本人っぽく優しい文章で書いた」
「問題
点を先に書き、経緯をシンプルにまとめた」
「怒りの気持ちを伝えたかった」というコメ
ントがあり、同じ設定であるために、ポイントや文体の違い、表現方法の違いなどについ
て比較することができ、様々なコメントや意見が出た。
次に「クレームメールを読んだ通信販売会社のクレーム担当者が、顧客に対して電話で
詫びる」
「電話で納得してもらえない顧客
に対して、通信販売会社の担当者と運送会
社の担当者の二人が家を訪問して詫びる」
という二つの設定でロールプレイを行った。
これらのロールプレイを行った後に、改め
て各自のクレームメールを読み直し、自由
にコメントするというピア活動を行った。
「丁寧体／普通体」の違い、感情表現をど
う文章に表すか、日本とスペインのクレー
図 3 実践 2「ロールプレイ・会話」結果
ムメールの違いというように、様々な観点
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からコメントがあり活発なピア活動が行われた（図 3）
。
5

考察

本実践においては、教室における協働学習（ピア・ラーニング）を取り入れたライティ
ング活動について 2 つの実践活動を行うことで、コミュニケーション活動を重視すること、
社会人学習者に適したピア・ラーニングの内容について検討を行った。
実践１では、
「ピア・レスポンス」を取り入れたピア活動とリライトを行った。相手の
気持ちを考えながらコメントを言い合う活動を通して、
「相手を思いやりながらポジティ
ブな発言をする」という活動は上手くいったものの、
「改善点を指摘する」という活動は
相手を思いやる気持ちや文章に対する思い入れなどが影響してうまくできなかった。
実践 1 を通して筆者が考え直したことは、活動の目標（Can-do）である。テキストに記
載されている学習目標は「地域の行事や催しなどについて、内容や見どころを説明する案
内が書けること」であるが、この目標を学習者が教室活動を通して達成することにどのよ
うな意味があるのか、今行っている教室活動の最終目標としてふさわしいかどうか、そし
て、学習者が求めている教室活動はどのようなものかといったことについて、実践 1 を通
して考え直す機会を得た。ライティング活動を「書く」という行為や能力の中だけで捉え
ず、
「コミュニケーション能力」に重点を置いた総合的な活動としてのピア・ラーニング
の内容について検討することにした。
実践 2 は、
「ピア・レスポンス」の新しい形として「ロールプレイ（会話活動）
」を取り
入れたものである。まず 1 回目のピア活動で各自がどのような意図を持ってクレームメー
ルを書いたかについて話し合う。そして、ロールプレイを行いクレームメールの書き手と
読み手という役割を交代しながら演じる。2 回目のピア活動で、もう一度クレームメール
について自由にコメントをし合うというものである。
活動を通して、学習者はクレームをする人／クレームを受ける人という役割を交代で
演じながら、その場や雰囲気に適した言葉づかいや自分の気持ちに適した表現などについ
て、メールと実際の会話活動の両方を通して学んでいくことができた。また、ピア活動の
目的を文章の改善点について話し合うのではなく、何でも自由に思ったことをコメントす
るという内容に変えたことで、様々な視点からコメントができるようになった。
図 4 は池田・舘岡（2007）による「ピア・レスポンス」の特徴と今回の 2 つの実践活動
を並べたものである。これまでは「書く」という活動の中だけで行われてきた「ピア・レ
スポンス」を、今回の実践においては、
実践 1「ピア活動・リライト」で「書く」
「読む」活動を通して行い、実践 2「ロ
ールプレイ・会話」では「話す」「演じ
る」活動を通して行った。学習者自身が
書いた「作文」について様々な活動を通
して協働学習を行うことは教室における
「ライティング活動」において重要なこ
とであり、教師が意識すべきことである。
図 4 ピア・レスポンスの活動内容
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6

まとめ

以上、協働学習を取り入れたライティング活動について、2 つの実践活動を通して検討
してきた。今回の実践を通してわかったことは、教室の中におけるライティング活動にお
いて自分の受け持つクラスや学習者に合わせた「ピア・ラーニング」の中身を教師がデザ
インしていくことの重要性である。筆者の場合は、書き手・読み手の立場を交代しながら
検討する「ピア・レスポンス」を、
「書く」という行為だけでなく「話す」
「演じる」とい
った会話活動に広げて行った。
「ピア・ラーニング」とは、学習の「過程」を「共有」することであり、人と人との
社会的な関係を築くことを学び、自分自身というものに気づき、自分自身を発見していく
ことである（池田・舘岡 2007: 51）
。筆者にとっての「協働学習を取り入れたライティン
グ活動」とは、作文を題材とした様々なコミュニケーション活動を通して学習者が他者と
の社会的な関係を築くことを学び、また、様々な角度から「作文」を捉えなおすことで、
自分自身というものに気づき、新たな自分自身の可能性を発見していくことを目指す活動
であるといえる。

＜参考文献＞
池田玲子・舘岡洋子（2007）
『ピアラーニング入門：創造的な学びのデザインのために』
ひつじ書房．
牛窪隆太（2010）
「協働で書く試み ピア・ライティングとしての「リライト活動」の可
能性をめぐって」
、
『言語文化教育研究』第9巻1号、早稲田大学日本語教育研究セ
ンター 言語文化教育研究会．
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学習者主体の日本語入門クラスを目指して

―まるごと日本語オンラインコースを使った反転授業実践報告―
小島 妙子
カサアシア マドリード
kojimataeko3@gmail.com
要旨
本稿は 2016 年 7 月に国際交流基金が公開した、日本語学習のためのプラットフォーム
「JF にほんご e ラーニング みなと」上で開講された、
「まるごと日本語オンラインコー
ス A1-1」
（以下、
「まるごとオンラインコース」
）を導入した入門レベルの反転授業につい
ての実践報告である。まず、この実践を行うにあたっての経緯やコースデザインについて
示し、その後、授業後に行った学習者へのアンケートの結果について報告する。
アンケートからは、日本語の勉強にあまり必要性を感じていなかった学習者が積極的な
姿勢で学習に取り組むようになったことが明らかになった。また、ペアやグループでの協
働学習、そして自身が興味を持っていることについて話す自由参加型プレゼンテーション
を通し、入門レベルでも学習者主体の授業ができることも明らかになった。

【キーワード】 学習者主体、反転授業、まるごと日本語オンラインコース
1

実践の背景

1.1

機関について

この実践は、ICEX（スペイン貿易投資庁）とメネンデス・ペラヨ国際大学との共同開
催の、国際経営学マスターの中の日本語選択者 23 名を対象に行った。
学生たちは国際経営学に関わる科目を勉強する傍ら、必須科目として日本語、中国語、
ロシア語、アラビア語の中から一言語選び、60 時間の入門コースを履修しなければなら
ない。専門科目の成績によって絶えず学生の順位が入れ替わり、その順位によって将来の
赴任先が決まるため、専門科目の比重が高い。順位に影響しない語学の授業へのモチベー
ションはあまり高くなく、単位取得のために勉強しているというのが実情である。
このコースは指定の教科書「Japanese for Busy People 1 かなバージョン」
（以下 JBP）を
使用した、90 分、全 40 回の構成となっている。
2011 年よりこのコースを担当しているが、それ以前からもコース終了時の学習者アンケ
ートよりいろいろな問題点が見えていた。その一例が、①文法は分かったがコミュニケー
ションが取れない。②学習する動詞が 6 つだけで実用的でない。③試験に会話のテストが
あるのに会話の練習時間がほとんどない、という意見である。
そこで入門コースでありながら学習者主体のクラスができないかと考え、
「まるごとオ
ンラインコース」を使った反転授業を導入することにした。
1.2

日本語教育における学習者主体とは

牛窪（2004: 27）は日本語教育における学習者主体とは、
「教室の意思決定や学習に学習
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者が主体的に関わるといった「教室‐学習者」間の主体性ではなく、
「日本語‐学習者」
間での主体性を問題とすること」だと言っている。つまり、教室でどんなことをどんな方
法で勉強するのかという意思決定を学習者にゆだねる「教室‐学習者」の関係ではなく、
「日本語と学習者」の関わりに焦点を当て、学習者の考え方や興味を取り上げ、教室内で
中心的に扱っていこうとするものだと言える。
このコースでは学習者主体の授業を実践するにあたって、学習者が自発的に感じた「日
本語や日本文化についてもっと知りたい」
「他の学習者と共有したい」と思ったことを授
業の中で積極的に取り上げることにした。
1.3

反転授業とは

バーグマン・サムズ（2014）によると、反転授業とは説明型の講義など基本的な学習を
宿題として授業前に行い、個別指導やプロジェクト学習など、知識の定着や応用力の育成
に必要な学習を授業中に行う教育方法のことである。今回の実践では、語彙の説明や文法
解説などの導入部分を予習に回し、授業の中では予習してきたことを踏まえて、会話練習
をしたり自分の意見を発表したりする、相手がいないとできない活動を多く取り入れるこ
とにした。さらに反転授業を行うことによって捻出された、今まで授業内で扱ってきた導
入部分の時間を学習者の「知りたい、共有したい」という知的欲求を満たす、より主体的
な授業にできないかと考えた。
1.4

「まるごと日本語オンラインコース」について

「まるごと日本語オンラインコース」は国際交流基金が開発した日本語学習のためのプ
ラットフォーム「JF にほんご e ラーニング みなと」
（https://minato-jf.jp）に 2016 年に開講
された。その名の通り、コースブック「まるごと 日本のことばと文化」とそれに付随す
る「まるごとプラス」をベースに、日本語と日本文化を一つのサイトで学ぶことができる
のが特徴である。登録すると無料で受講でき、2017 年 9 月現在、英語、スペイン語、イン
ドネシア語、タイ語で開講されている。
2

「まるごと日本語オンラインコース」を使用したコースの実践

2.1 コースデザイン

図 1 コースデザイン
上で述べた通り、このコースは 1.5 時間の授業が 40 回の全 60 時間の入門コースで、使
用する教材は JBP と「まるごとオンラインコース」である。
「まるごとオンラインコース」
を使用した授業でのみ、反転授業を行った。
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JBP かなバージョンを使用するため、ひらがな、カタカナが読めるようになるまでこの
教材は使うことができない。そこで、初めの 15 セッションで文字（hiragana memory hint,
katakana memory hint のアプリを使用）と、トピック 1「わたし」トピック 2「かぞく」トピ
ック 3「たべもの」を取り上げた。日本語の知識を少し身につけたところで、JBP の Unit
1-2 自己紹介、時間、買い物を学習し、その後中間テストを経てまた「まるごと日本語オ
ンラインコース」のトピック 5「せいかつ」に取り組んだ。最後の 9 セッションで JBP の
Unit 3 スケジュール確認、出張の単元を学習して、最終試験（筆記・口答 各 1 セッショ
ン）で終了する。最終試験の成績は評価の 7 割を占め、筆記試験と口答試験の評価の割合
は同じである。
2.2 オリエンテーション
一日目の授業ではオリエンテーションを行い、学習者に動機づけとこのコースが目指す
ゴールを明確にした。オリエンテーションの流れは、①コース概要、②日本語概要、③日
本文化、の 3 つのステップがある。
①コース概要では図 1 を用いてコースの全体像を示した後、反転授業について説明した。
その後「まるごとオンラインコース」を教室のスクリーンに映し出しながら使い方を説明
し、授業中に「みなと」への登録をさせた。ここで気を付けた点は、予習の大切さを理解
させること、そして「まるごと日本語オンラインコース」を実際に操作して見せることで、
学習の意欲を高めることの 2 点である。さらに教師はこのコースではファシリテーターと
しての役割を果たす旨を話し、学習者が主体となって進める授業になることを周知させ、
最後に評価について説明した。
②の日本語概要ではパワーポイントを使って、文字、文法などについて説明した。日本
語既修者が 2 名いたため、早速その学習者に教壇で日本語文法について知っていることを
話してもらい、付け加えたいところをパワーポイントを用いて補った。日本語は難しいと
感じている学習者が多いため、女性名詞、男性名詞の区別がないこと、人称によって語尾
変化がないことなどを説明し、難しいという印象を少しでも減らすように努めた。
③日本語のクラスでは「日本文化」は、時間が余った時のおまけのような扱いをされる
こともあるが、このコースでは主体的に学習するための大切な部分であるため時間をかけ
て行った。ペアで日本文化について知っていることをリストアップしてもらった後、4 人
のグループを作り、それぞれが今作ったリストに書いてある項目を発表し合った。知らな
い言葉、興味がある言葉があった場合、それについて簡単に説明したり話し合えるような
時間を取り、学習者がどんなことに興味があり、どんなことを知りたいと思っているのか
を巡回しながら観察した。ただのおしゃべりで終わらないように、何に興味を持ったか考
えながら話すように促した。
それぞれが話し終えたのを見計らって、プレゼンテーションの提案をした。プレゼンテ
ーションは 5 分から 15 分、内容は日本と関係があることなら自由、1 人でもグループでも
いいとし、今興味を持った項目について、もっと深く調べてプレゼンテーションをしてみ
たいと思う学生はいるかと聞いたところ、2 人（そのうち 1 人は既修者）が手を挙げて、
「文字、特に漢字について」
「日本のアニメについて」発表したいと申し出てくれた。コ
ース終了までに「すしデモンストレーション」
「日本を安く旅行する方法」
「日本のビジネ
スマナー」の 7 人による計 5 つのプレゼンテーションが行われた。
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2.3 「まるごと日本語オンラインコース」を使った授業と使わない授業との授業の時間
配分の比較
これは、カサアシアで行っている「まるごと 日本のことばと文化」のコースブックを
使ったクラス（左図）と、今回実践を行った「まるごと日本語オンラインコース」を使っ
た反転授業（右図）の時間配分を比較したグラフである。

図 2 時間配分の比較
Can-do チェックではその課の目標と背景について確認し、語彙の導入では写真やイラス
トを見ながら聞いて言い、リスニングでは今ある知識を使って会話をおおまかに理解し、
そこで気づいたことをクラスメートと共有しながら深く掘り下げる。会話練習は今聞いた
内容を理解したうえで自分の言葉で使ってみるという産出の活動である。
オンラインコースを使ったクラスでも、コースブックを使ったクラスと同様にその課の
目標をしっかりと確認し、クラス全員が同じゴール地点を目指すことを意識した。語彙の
導入・リスニングは、オンラインコースでも予習してきていることを前提にしているが、
ただ「見てきた」だけなのか、定着するぐらいまで覚えているのかによって個人差が大き
く出る。そこで、授業内でもういちど問題をやってみて、その答えや内容をペアもしくは
クラス全体でチェックできる時間を設けた。
会話練習では、まずは慣れるためにペア活動で練習したあと、相手を変えてインフォメ
ーションギャップ、自分が持っている情報から相手を探す活動、インタビューなどを行い、
その後無作為に選びだした何人かに、教壇で会話をしてもらった。
コースブックを使った生活と文化では、まるごとプラスを使ってその課にあった映像を
見ることがほとんどだが、オンラインコースを使った授業ではもう見ているので、映像は
使わず、文化活動を行った。学習者たちが自主的に調べて発表するプレゼンテーションの
ほかに、
「年賀状の作成」
「まめまき」
「ひな人形作り」などを行った。この文化活動も、
教師からはヒントを与えるだけにとどめ、まずは学習者たちが自分達で調べてから活動に
移るようにし、学習者たちの知的好奇心を高めるように努めた。
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3

アンケートから見える結果と考察、今後の課題

3.1 アンケートの方法
アンケートはコースの最終日に Google Form を使って匿名で行い、回答方法は選択式と
記述式の二つにし、23 名全員からの回答を得た。
3.2 アンケートの結果と考察
質問 1「まるごとオンラインコース」は日本語学習
の役に立ったか、の質問には 9 割以上の学生が肯定
的な答えだった。時間と場所を気にせず勉強できる
こと、正誤がすぐにわかること、辞書など他の物を
使わず学習できること、さらに目新しい学習方法だ
ったことなどが学生の興味を引いたようである。

質問 1
質問 2「まるごとオンラインコース」は授業中のコ
ミュニケーション活動に役立ったかを問うための
質問では、約 86％の学生が「とてもそう思う」
「そ
う思う」と答えた。モデル会話を理解できるまで
何度も聞けること、ステップ 4「使ってみる」で練
習ができることが役立ったということだ。

質問 2
質問 3 では日本語の勉強を続けたいかどうかを聞いた。
日本語を単位取得だけのために学習している学生が多
い中、約 82％が続けたいと回答したことはこのコース
を通して日本や日本語に対する関心が増したためと言
えるだろう。

質問 3
質問 4 最後にこの実践報告をするにあたって一番知
りたかった「まるごとオンラインコース」を使った反
転授業によって学習者主体の学びができたかについて
聞いた質問では、全員が「はい」と答えた。学習者が
話したい、共有したいと思える学習者主導の環境作り
が実を結んだのだと思う。

質問 4
3.3 考察と今後の課題
初めのころには授業にしかたなく来ていた学生の間から、時間が経つにつれ日本語のク
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ラスが楽しみだという声も上がるようになり、教師として成長して学生に還元したいとい
う私自身のモチベーションの高まりにもつながった。今回のシンポジウム「成長する教師
たち」に申し込んだ理由もその一つである。
学習者主体のクラスを目指すにあたって分かったのは、学習者が入門レベルだからとい
って何も知らない、できないというわけではなく、大きな可能性を秘めているということ。
その可能性を信じ、尊重し、私も学習者と一緒に学べたことは大きな収穫となった。反転
授業もオンラインコースの使用も初めての試みで毎日が試行錯誤だったが、コース全体の
教科の評価では最高点の 10 がつけられていたことを見ると、今回の試みは十分続ける価
値があると言える。
今後の課題として 2 点挙げるとすれば、一つ目は事前学習がどれだけできているのかの
実態の把握の重要さである。事前学習をしてきたといってもその理解度には差があり、理
解度を高めるために何ができるのか考察することも必要だ。二つ目には、これは自分の反
省でもあるのだが、
「まるごとオンラインコース」の導入をどこまで丁寧にできるかがコ
ース運営の鍵になるということが挙げられる。というのも、この実践ではコースに登録す
るところまでは授業中に行うことができたが、その後内容を紹介しただけで、コンテンツ
の魅力については十分に説明ができていなかったからだ。そのため、学習者のやる気を引
き出すためにも、どうしてこのコンテンツを使うのかその理由、その結果どんな効果が期
待されるのかをあらかじめ教師がよく把握して、全体像を始めにはっきりと示すことが必
要だと感じた。
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「ゆるキャラ」でつながろう！

―スペイン・トルコ日本語学習者の異文化交流プロジェクト―
鈴木 裕子 マドリード・コンプルテンセ大学現代言語センター
yukosuzu@ucm.es
朽方 修一 エルジェス大学
s.kuchikata@gmail.com
要旨
CEFR が目指す言語教育は、ヨーロッパに住むすべての市民が外国語や異文化に対して
心を開くこと、つまりヨーロッパ的文化アイデンティティの構築の実現にあり、その教育
を「異文化的性格」 1の育成だと述べている。学習言語を使っての異文化コミュニケーシ
ョンを考えたとき、第一に考えられるのが、学習言語を母語とする人たちとの交流である
が、もう一つの可能性として、言語も文化も全く違う学習者同士が、学習言語を媒介語と
して行う異文化交流が考えられる。本稿では、スペイン、トルコの日本語学習者が、日本
の文化「ゆるキャラ」をテーマに異文化コミュニケーション学習を行った実践報告を紹介
する。実践報告では、プロジェクトのプロセス、結果から、日本語を媒介語とした他国間
の学習者同士の異文化コミュニケーションの可能性を探っていく。
【キーワード】 「異文化的性格」の育成、ゆるキャラ、媒介語、異文化交流

1

はじめに

要旨でも述べているが、異文化コミュニケーション交流プロジェクトを考えたとき、二
つの可能性が挙げられる。一つは、学習言語を母語とする人たちとの交流。そして、もう
一つは、母語も文化もまったく違う学習者同士が、学習言語を媒介語として、お互いの文
化を紹介する異文化交流である。今回は、日本発祥の「ゆるキャラ」をテーマに、スペイ
ンとトルコの日本語学習者が、オリジナルの「ゆるキャラ」を作り、自分の町を「ゆるキ
ャラ」を通して紹介するビデオを作成した。ビデオを見て、コメントをすることで、学習
者たちは次の三点について、気づき、成果を上げる結果となった。
・互いの国の文化（共通点・相違点）を知ることができた。
・コメントを通じて、伝わる日本語について内省できた。
・
「ゆるキャラ」プロジェクトをすることで、日本語学習意欲が高まった。
以下で、そのプロセスを紹介するとともに、今後このプロジェクトを各国に広め、日本語
学習者の輪を広げるきっかけになることを提案したい。
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2

「異文化的性格」の育成

CEFR の目指す教育は何かという問いに対し、奥村・櫻井・鈴木（2016: 23）では、
「外
国語・異文化に接し、それらを自分の中に取り込んでいくことによって学習者の言語的・
文化的アイデンティティが確立されることを目指しています」とまとめている。CEFR で
は、ヨーロッパに住むすべての市民が外国語や異文化に対して心を開くことで、ヨーロッ
パ的文化アイデンティティの構築が実現されると考え、その教育を「異文化的性格」の育
成と呼んでいる。今回の「ゆるキャラ」プロジェクトとは、この育成を意識しながら行っ
た活動である。また、CEFR の第 5 章では次のことが挙げられている。
（吉島、大橋 2004:
113）
・自分の出身文化と外国の文化とをお互いに関係づけることができる力
・文化に対する高い感受性と、他文化の出身の人と接する時に使えるさまざまな方略を
知っていること、また、実際に使える力
互いの文化を尊重し、比較し、歴史、習慣、食生活、行事などから、異文化を知り、ま
た、自国の文化を再認識することで、異文化間技能を学ぶきっかけになったのではないか
と考える。
3

「ゆるキャラ」とは

「ゆるキャラ」は、みうら（2004: 2）において「全国各地で開催される地方自治体主催
のイベントや、村おこし、名産品などの PR のために作られたキャラクターのこと。特に
着ぐるみとなったキャラクターを指す」と定義され、2010 年からは毎年 1 回「ゆるキャラ
グランプリ」も開催されており、未だその人気は衰えていない。地方自治体だけでなく、
教育現場でも注目されており、日本国内の学校や、海外の日本語教育現場でも「ゆるキャ
ラ」を作る活動が行われている2。しかし、異なる国の日本語学習者が「ゆるキャラ」を
通じて交流するのは、本プロジェクトが初の試みではないだろうか。
4

「ゆるキャラ」プロジェクトの流れ

本プロジェクトは、トルコ、エルジェス大学とスペイン、マドリード・アウトノマ大学
の学習者間で行われた。以下に、各大学におけるおおまかなプロジェクトの流れを表で示
し（表 1、表 2 参照）
、4.1 でエルジェス大学での取り組みを、4.2 でマドリード・アウトノ
マ大学での取り組みを詳細に述べる。
時期
内容
2016 年 12 月末 「ゆるキャラ」ビデオを作成し、スペインに送る。
2017 年 4 月
スペインからのコメントを見て、振り返り。
2017 年 5 月
スペインのビデオを見て、コメントを送る。
2017 年 5 月末 「ゆるキャラ」プロジェクトのアンケートに答える。
表 1 トルコ、エルジェス大学でのプロジェクトの流れ
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時期
内容
2017 年 1 月末 「ゆるキャラ」プロジェクト開始。
2017 年 3 月
トルコのビデオを見て、コメントを送る。
2017 年 4 月
「ゆるキャラ」ビデオ作成開始。
2017 年 5 月
トルコにビデオを送る。
2017 年 5 月
トルコからのコメントを見て、振り返り。
2017 年 5 月末 「ゆるキャラ」プロジェクトのアンケートに答える。
表 2 スペイン、マドリード・アウトノマ大学でのプロジェクトの流れ
4.1

エルジェス大学での取り組み

エルジェス大学文学部日本語日本文学科で初めて「ゆるキャラ」を授業で取り上げたの
は、2016 年春学期（2 月～5 月）に行われた 3 年生対象科目「Japon Pop Kültürü（日本のポッ
プカルチャー）
」という科目においてであった。授業後、授業に参加しなかった学生から
も反響があったため、今回のプロジェクトは、学生の希望に応じ、2016 年秋学期（9 月～
12）月開講の 2 年生対象科目「Gramer Uygulaması（文法応用）
」という、N3～N2 レベルの
文法を中心に学ぶ科目の中で行った。この科目の受講生数は 27 名（出席義務なしで定期
試験のみ必須の再履修者 9 名含む）であり、授業は週 180 分（90 分×2 コマ）行われる。
今回は、12 月の JLPT 後から同月末の期末試験の間に、日本語を使った楽しめる活動とし
て「ゆるキャラ」作成活動を取り入れた。学習者はすでに「ゆるキャラ」のことをある程
度知っていたので、簡単に紹介し、作成に入った。キャラクターのデザインおよび言葉づ
かい、性格、仕事内容などを含むプロフィール作成を必須の課題とし、スペイン、マドリ
ード・アウトノマ大学との交流に同意した学習者はキャラクターを紹介するビデオ作成も
行った。ビデオ作成時には、マドリード・アウトノマ大学からのコメントをもとに学生自
身の気づきを促すことを目的に、教師からアドバイスや指導はせず、自由に作ってもらっ
た。最終的に 13 名の学習者がビデオを作成した。新学期に入り、同一科目内で、こちら
のビデオにつけられたスペインからのコメントを振り返る、スペインからのビデオにコメ
ントをつけるという活動を行った。学習者は自分の作成したビデオにコメントをつけても
らえることに喜びを感じ、コメントの内容から改善点などを見いだすことができた。また、
スペインからのビデオにコメントをつける際には、日本語母語話者以外の日本語に触れる
ことを通じ、聞き手に伝えるための日本語を意識することができた。

図 1 エルジェス大学の学生によるコンヤのゆるキャラ「エトゥリエクメックン」
65

4.2

マドリード・アウトノマ大学での取り組み

今回のプロジェクトは、マドリード・アウトノマ大学文学部東アジア研究日本学科 3 年
生の「Teoría y práctica de la primera lengua（第一言語の理論と実践）
」という、
「話す」
「聞く」
技能実践に特化した科目の中で行った。週 180 分（木曜 120 分、金曜 60 分）の授業の中
で、プロジェクトは、約半年をかけて実施した。人数は 15 名、レベルは A2 である。
はじめは、
「ゆるい」
「かわいい」
「癒し」などに代表される、日本の「カワイイ文化」
に注目し、一体どんなものが「カワイイ文化」に代表されるものなのか、学習者が調べて
発表した。キティーちゃんをはじめ、J-Pop のきゃりーぱみゅぱみゅ、画家の村上隆など、
様々な形で表現される「カワイイ文化」がクラスで発表された。その中で一番多かったの
が、キャラクターもので、ペコちゃん、Line のスタンプなどのほかに紹介されたのが、ご
当地のゆるキャラ「ひこにゃん」
「くまモン」などだった。そこで、日本ではどんな「ゆ
るキャラ」があり、何のために作られ、どんな役割を担っているかを学習者一人一人が発
表した。
「ゆるキャラ」の役割が、先に述べられているように村おこし、名産品の PRなど
を担っていることを理解したうえで、自分たちの出身地に因んだオリジナルの「ゆるキャ
ラ」を作ることになった。
自分のゆるキャラ作成期間中に、トルコ、エルジェス大学から届いた「ゆるキャラ」ビ
デオを見て、コメントを書いたりした。トルコの学生たちの「ゆるキャラ」の紹介の仕方、
ビデオの構成などは、自分が紹介ビデオを作るために非常に参考になったと学習者は言っ
ている。
「ゆるキャラ」のデザイン、紹介のスクリプトができた時点で、OJAD（Online Japanese
Accent Dictionary）の韻律読み上げチュータスズキクンにかけた。その音声とテキストをも
とに、自律学習として、家で紹介文の読み上げを練習し、録音も各自で行った。OJAD の
韻律読み上げテキストと音声を聞きながら、100 回以上練習したという学生もいた。テキ
ストに書かれた区切りや「へ」の字を見ながら、相手に伝わる日本語を意識して、ビデオ
の録音には一人一人かなりの時間をかけたようである。
完成した「ゆるキャラ」ビデオは、まず、クラスで発表し、クラスメートがそのコメン
トを書いた。その後、トルコの学習者にコメントを送り、学生、先生両者からもらったコ
メントを学習者に渡した。

図 2 OJAD 韻律読み上げチュータスズキクン
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図 3 マドリード・アウトノマ大学の学生によるテネリフェのゆるキャラ「バナちゃん」
5

アンケート結果

今回のプロジェクトのまとめとして、トルコ・スペイン両学習者に、以下の点について
アンケートを行った。
①
②
③
④
⑤

どんなところがよかったですか。
どんなところが大変でしたか。
どんなところが勉強になりましたか。
「異文化」として気づいたことがありますか。
自分の「ゆるキャラ」で何かしたいですか。

①では、
「もう一度自分の町について見直し、町を PR することができた」
「相手の国の
ことをより深く知ることができた」など、自国の再認識、他国を知ることの意義を感じて
いるコメントが多かった。また、
「今までの日本語学習とは全く違う形の学習で大変だっ
たが、やりがいがあった」
「キャラクターの性格や生活を考え、デザインするのが楽しか
った」と学習のやり方に肯定的なもの、
「コメントが励みになり、学習意欲が高まった」
「自分の作ったキャラや町に興味を持ってもらえた」と異文化交流をポジティブに捉えて
いる意見も多かった。②では、
「日本語でどう表現したらいいか、スクリプトを考えるの
に時間がかかった」
「辞書を引いても、どの語彙を使えばいいか、わからないことがあっ
た」など、生きた日本語、伝えたいことを日本語にする難しさを体験したようである。③
では、
「日本語の発音、イントネーション、はっきり発音するために何度も練習した」
「ゆ
っくり話す、
「間」をおくことを学んだ」など、録音するための苦労が結果として勉強に
役立ったというものや、
「コメントをたくさん書いたので、聴解練習と早くコメントを書
くことができるようになった」と聴解、作文の練習になったというもの、そして、言葉の
違う国の学習者のビデオを聞くことで初めて分かった「自分の国の固有名詞（地名・料理
名）をカタカナ発音することの大切さを学んだ」などがあった。④では、
「ビデオを交換
して、ほかの国の文化をはじめて知ることができ、お互いの文化の共通点（伝統的な衣
装・祭りなど）
、相違点（料理、特に豚肉・飲み物など）がわかった」と言っている。最
後の⑤では、
「もう少し手を加えて、自分の町の市役所に紹介したいと思っている」
「自分
がデザインした「ゆるキャラ」の T シャツをつくりたい」
「故郷に帰ったら、家族、親せ
67

きに見せたい」など、自分が考え、作った「ゆるキャラ」とそのプロモーションビデオに
誇りを感じているコメントが多かった。
6

結果と今後の課題

結果としては、冒頭でも少し述べたが、トルコとスペインいう異文化を知るきっかけと
なり、文化的側面と日本語の学習的側面、両方を兼ね備えたプロジェクトであったといえ
る。そして、学習者たちが気づいた一番大きな点としては、自国の学習者同士では気づか
なかった母語の言葉の伝わりにくさ（特に固有名詞（地名・料理名）
）が挙げられる。一
番大切な情報なのに、母語であるために、そこだけ早口になり、カタカナ語としての意識
が抜けていることに多くの学習者が気づいたようである。
このプロジェクトをきっかけに社会貢献を考えている（自分の「ゆるキャラ」を町に売
り込む）学習者もいるようだが、このプロジェクトの輪をどのように広げていくかが、今
後の課題といえよう。2017 年 7 月 2 日～7 日にブルガリア、キテンで行われた第 6 回「バ
ルカン半島日本語サマーキャンプ」では、この「ゆるキャラ」プロジェクトがキャンプ中
に行われ、
「ゆるキャラ」を作成するだけでなく、紹介する際には「ゆるキャラ」ソング
まで作ったグループもいた。
「ゆるキャラ」プロジェクトを国内外に発信して、
「ゆるキャ
ラ」コンクールなどを実施し、異文化交流の輪を世界に広げていければと考えている。
注．
1
2

吉島、大橋（2004）p.113 参照。
詳細は、本論文末に挙げた参考サイトを参照。
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オンラインコミュニケーション活動でのファシリテーターとしての
教師の役割

―学習者のアンケート分析から見えてきたこと―
高橋 水無子
サンティアゴ・デ・コンポステーラ大学 語学センター
minako.takahashi@usc.es
要旨
本研究は、オンライン上で行う活動においてファシリテーターとしての教師の役割につ
いて着目したものである。オンライン会話実践練習に参加した学習者にアンケート調査を
実施し、学習者の視点からそれを分析した。その結果、教師はオンライン上の「場づくり」
に重点を置くべきであることが明らかになった。
【キーワード】 オンライン会話実践練習、ファシリテーター、場づくり
1

はじめに

地方在住のスペイン人日本語学習者にとって学習した知識を実践できる機会を得ること
は容易ではない。そこで筆者は、日ごろの学習を実践練習できる機会を提供することは有
意義と考え、オンライン上に学習者同士で会話を練習できる場をデザインしようと試みた。
では、このような会話練習の場で、教師はどんな役割を担うべきか。
近年、日本語教育にピア・ラーニングやアクティブ・ラーニングが取り入れられるよう
になり、また、学習者の多様化も伴って、教師に学びの促進者であるファシリテーター
（facilitator）としての役割が求められるようになってきた。そして、IT 技術の目覚ましい
進歩によって教育の現場にもインターネットが活用されるようになった昨今、教師のファ
シリテーターとしての役割は、リアルの場のみならず、オンライン上でも同様に必要であ
ると認識されている。それでは、オンライン上で会話練習を行う際、教師はファシリテー
ターとして何をすればいいのか。
ファシリテーターとは、中立な立場から活動内容をグループに任せ、その活動の過程の
みを管理・支援し、グループのチームワークを引き出しながら納得度の高い成果となるよ
うに支援するもの（リース2002）である。ファシリテーターの役割にもいろいろあるのだ
が、その一つとして「場づくり」が指摘されている（リース 2002）
。ここでいう場とは、
参加者同士が相互観察をしながらコミュニケーションを行い、相互に働きかけて刺激をし
合う状況の枠組みのことで、場のマネジメントは場の生成と場の舵取りである（伊丹
2000）。つまり、教師がオンライン・ファシリテーターとして会話実践練習を行うには
「場づくり」を重視する必要があると推測できる。
本研究はファシリテーターの役割の一つである「場づくり」に着目し、オンラインで遠
隔交流をする際の教師側の役割に注目した研究として価値があり、また本研究の結果は今
後のオンラインコミュニケーション実践練習時の参考になり得ると考えられる。
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2

オンライン・ファシリテーターとしての教師の実践内容

教師は、オンライン会話実践練習（以下、会話練習）の場が機能するために、学習者を
巻き込んで場を盛り上げ、目標に向かってスケジュールを進行させることを重視し、学習
者同士の自主的なコミュニケーションによって気づきや学びが生成されるよう場をデザイ
ンした。教師が行ったことについては、1）場づくり（会話練習に適した雰囲気づくり、
日本語を話しやすい雰囲気づくり、会話練習に適した環境づくり、不測の事態に臨機応変
に対応）と 2）学習者に対しての教師の態度（学生に対する受容と敬意、どの学習者も参
加しやすいよう配慮、会話練習への熱意、学習者の参加を応援、会話練習で困難にぶつか
った学生をサポート）に重点を置いた。
（稿末資料参照）
3

研究の概要

本研究では、アンケート調査から教師の役割を考察することを目的とする。
3.1.

会話実践練習の概要

2017 年 4 月に、サンティアゴ・デ・コンポステーラ大学語学センターと国際交流基金マ
ドリード日本文化センターの日本語学習者（CEFR B1 レベル）計 10 名1を対象にして場を
設定した。これは教室内活動として時間を設けた。
当会話練習の目的は、
「面識のない他者（非日本語話者）と日本語を共通語にして会話
の実践練習をすることでコミュニケーション能力の伸長を図り、既習の知識を活かして場
面や状況に応じた表現が使える良き話し手、良き聞き手になれることを目指す」ことと、
「自分のこと、興味があることなど身近なことを話題にしながら日本語の運用能力を伸ば
す」である。
なお、会話練習では、一人当たりの会話時間・発話回数が増えるようにWeb会議ツール
「ZOOM」2の機能を使用して学習者を 2～3 人の小グループに分け、会話練習時間を 1 回
20 分程度に設定し、テーマを変えながら計 4 回実施した。会話のテーマには学習者が話し
やすいものを選定した 3 が、学習者がテーマ以上に自由に会話を発展できるようテーマに
関連した具体的な項目や内容のリストアップはあえてしなかった。また、学習者たちが自
己を振り返り、内省や気づきを会話練習の糧にできるよう各回の会話練習を録画して学習
者たちと共有した。
3.2.

アンケート調査

4 回目の会話練習終了後に会話練習に関するアンケート調査を実施し、参加学習者 10 名
のうち 9 名からの回答を得た。回答方法は 5 件法の選択式と自由記述式を用いた。
4

分析結果

アンケート調査の 5 件法の質問は全部で 28 項目あり、大別して、1）教師が行ったこと
を評価するもの、2）会話練習全体の評価、3）学習者の気づきや学びに関する評価、4）
学習者の内省評価、となる。評価値は、回答の中央値と平均値を評価値とした。また、自
由記述式では、会話練習の印象や良い点・問題点について問うた。
今回の会話実践練習での印象を一言で言い表してもらったところ、
「楽しかった」
、
「役
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に立った」
、
「興味深かった」
、
「急進的だ」
、
「素晴らしい」といった言葉がみられた。
今回の会話練習の満足度を尋ねる質問には、「予想していたより遥かに良かった」（5
名）
、
「予想していたより良かった」
（3 名）
、
「予想通りだった」
（1 名）の回答があり、今
回のような活動にまた参加したいかの有無を問うと 8 名が「はい」と答えた。
4.1

教師が実施したことへの評価

教師が行ったことについて 5 段階の評定尺度法で学習者が評価したところ、教師の学習
者との関係性に関連した質問や場の雰囲気づくりに関する評価はどれも 4 点以上となった。
（表 1 参照）
質問項目
会話練習をするのに適した雰囲気を作ったか
日本語を話しやすい雰囲気を作ったか
学習者との関係で受容と敬意の態度を明らかにし
ていたか
会話練習をするのに適した環境を作ったか
会話練習に参加できるよう配慮してくれたか
会話練習に熱意を持って当たっていたか
学習者の参加を応援してくれたか
会話練習で困難にぶつかった学生がいればサポー
トする体制ができていたか
教師は不測の事態に臨機応変に対応したか
表 1 教師が実施したことへの評価
4.2

評価の平均値
4.6 点
4.6 点
4.8 点

評価の中央値
5.0 点
5.0 点
5.0 点

4.4 点
4.7 点
4.9 点
4.7 点
4.7 点

4.0 点
5.0 点
5.0 点
5.0 点
5.0 点

4.5 点

5.0 点

会話練習の場に対する全体的な評価

視点を変えて、会話練習の場に対する全体的な評価を見てみると、こちらもどの項目に
対しても 4 点以上という結果が得られた。
（表 2 参照）
質問項目
場の全体的な雰囲気
協働しやすい雰囲気
安心感
会話を発展しやすいテーマ
会話練習時の人数の適正度
「ZOOM」の使い方の分かりやすさ
場の盛り上がり
表 2 会話練習の場に対する全体的な評価
4.3

評価の平均値
4.6 点
4.5 点
4.0 点
4.2 点
4.7 点
4.6 点
4.2 点

評価の中央値
5.0 点
4.0 点
4.0 点
4.0 点
5.0 点
5.0 点
4.0 点

学習者の気づきや学びに関する評価

会話練習時の学習者の気づきや学びに関しての評価は、表 3 のようになった。
質問項目
活動の目的の明確さ

評価の平均値
4.7 点
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評価の中央値
5.0 点

学習の意義が感じられた
自己の日本語のレベルを自覚できた
持っている知識が使えた
新しい発見や気づきがあった
会話の相手からの学びがあった
振り返りができた
表 3 学習者の気づきや学びに関する評価
4.4

4.3 点
4.3 点
4.3 点
3.9 点
3.9 点
4.0 点

5.0 点
4.0 点
4.0 点
4.0 点
4.0 点
4.0 点

学習者の内省評価

学習者の内省評価では、
「教師が会話の中に入ってこないので、自分の日本語で何とか
会話を頑張ろうとした」の中央値は 4 点であるにもかかわらず評価平均値は 3.3 点となっ
た。この項目には評価を 2 点とした学習者がおり、学習者によって自発性に関する内省評
価に差が出る結果となった。
（表 4 参照）
質問項目
参加感を抱けた
意欲的に参加できた
達成感
充実感
教師が会話の中に入ってこないので、自分の日本
語で何とか会話を頑張ろうとした
表 4 学習者の内省評価

評価の平均値
4.0 点
3.8 点
3.7 点
3.7 点
3.3 点

評価の中央値
4.0 点
4.0 点
4.0 点
4.0 点
4.0 点

また、自由回答記述の部分では、会話練習での問題点として技術的な面（
「相手の声が
聞こえにくかったりハウリングの問題があった」や「学習者たちの日本語レベル」に関す
るもの）が上がった。
一方、良かった点としては、会話練習での満足感（
「学習者同士の会話が楽しめたり、
日本語運用力を向上させる良い経験になった」というもの）や学習者の相互作用を良しと
する感想（
「他の学習者たちと練習することで日本語能力を自己評価できた」
）がみられた。
5

考察

今回の会話練習は、学習者から全体的に良い評価結果を得ることができた。これは、加
藤（2010）が指摘している協働的な学習の場での教師の役割である「能力的ファシリテー
ション（知識の共有や練習の場の構築など）
」と「心理的ファシリテーション（学習の動
機付け、学びやすい雰囲気や信頼関係の構築など）
」を完遂できたことによると考えられ
る。
学習者の回答から、オンラインツールの選択、学習者への動機づけ、会話練習を行う人
数、テーマの選び方なども適切であったことがわかり、ハウリングなどの問題があったも
のの、教師は会話練習をするのに適した環境を作り上げたと言える。そして、教師が行っ
たことが、学習者にとって場に入りやすい雰囲気や安心・安全の場の形成に繋がり、教師
の学習者に対する態度や接し方が相互の協働的な良い関係を築くことを可能にして、協働
しやすい雰囲気の場を形成できたのだと考察できる。
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特にオンラインでは、教師は参加する学習者と協同してファシリテイティブな場づくり
をする必要がある。そして、オンライン・ファシリテーターとしての教師の役割とは、オ
ンライン上に集まった学習者個々を繋ぎ、心理的に近い関係を築き上げ、学習者がチーム
として自ら気づき、学びを発見し、問題を見つけ解決できる、または学習者なりの結論に
辿り着くことができる場を作り上げることだと言えよう。
今回、学習者によっては自発性に関する内省評価に差が出る結果となった。しかし、活
動への「参加感」を抱き有意義な体験と評価していることから、今回のような経験を積み
重ねることで今後エンパワメントされることにつながり、学生主体の学びの場が深まって
いくと考えられる。
6

今後の課題と展望

今回の研究では、オンライン・ファシリテーターとしての教師の役割として重要なのは、
場づくりであることが明確になった。オンライン上で良好な場づくりを行うことによって、
場の気まずさや参加者の関係性の不安定さに左右されることなく学習者主体のオンライン
活動が実現可能であろう。次は、良好な場で発揮される学習者の日本語運用力について考
えてみたい。

注.
1

予備調査として、SNS（ソーシャルネットワークサービス）に関するアンケートを行い、オン
ラインでコミュニケーションツールを使用することに抵抗がないことを確認した。

2

https://zoom.us/

3

会話練習のテーマ：第 1 回め「自己紹介で良い印象を与えよう」
、第 2 回め「日本語を学ぶきっ

かけを語ろう」
、第 3 回め「好きなことについて、その素晴らしさを語ろう」
、第 4 回め「最近の出
来事、体験したことを話そう」

＜参考文献＞
石川一喜、小貫仁編集（2015）
『教育ファシリテーターになろう！グローバルな学びを目
指す参加型授業』弘文堂.
伊丹敬之（2005）
『場の論理とマネジメント』東洋経済新報社.
加藤伸彦（2010）
「ピア・ラーニングにおける『ファシリテーターとしての教師』―理論
と実践から見る教室内における二つのファシリテーション―」
、
『国際交流基金バ
ンコク日本文化センター日本語教育紀要』7、pp.61-70、国際交流基金バンコク日
本文化センター.
森元圭子、金龍男、武一美、坂田麗子（2009）
「学習者が主体的に参加するとき―総合活
動型日本語教育の初級クラスの実践から―」、『言語文化教育研究』8-2、pp.100123、言語文化研究学会.
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の時代』プレジデント社.
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＜稿末資料：オンライン会話実践練習で教師が実施したこと＞
1）場づくり
会話練習に適した
雰囲気づくり

•
•

日本語を話しやすい •
雰囲気づくり
•
•

会話練習に適した
環境づくり

•
•
•

不測の事態に臨機応 •
変に対応

2）学習者に対して
の教師の態度
学生に対する受容と •
敬意
•

どの学習者も参加
しやすいよう配慮

•

会話練習への熱意

•

学習者の参加を応援

•

•

•

会話練習で困難にぶ •
つかった学生をサポ
ート

実施内容
会話練習時、場のアイスブレイクに努めた。
グランドルールを学習者と再確認し、学習者を巻き込んで場を盛り上げ、
目標に向かってスケジュールを進行させることを重視した。
文法的な間違いを恐れたりせず、楽しくコミュニケーションすることを学
習者に説明し、会話練習の場を安心・安全の場となるよう心がけた。
会話にはテーマが設定してあるが、テーマに拘り過ぎずに自主的に会話を
発展させたり意見交換を行ったりできることを学習者に伝えた。
趣味が似ている学習者同士を同じグループにして会話が弾みやすいように
配慮した。
使用する Web 会議ツールには、ブレイクアウトルーム（Breakout Rooms）1
や録画機能を備えている「ZOOM」を選択した。
ZOOM の試用を行い、機能を十分に使いこなせるようスキルを習得した。
学習者各自が録画した会話練習のビデオを自己の振り返りとして内省評価
することとし、録画ビデオは学生が共有できるようにした。
会話練習で一番問題となったのはハウリングだったため、対策として、教
師と学習者全員がイヤホンやヘッドホンを使用することにし、空き教室を
利用して同じ機関の学生同士も実際に距離が離れている状態になるよう工
夫した。
実施内容
会話練習時、学習者が主体となって会話練習を発展していけるよう、教師
はむやみに介入せず、何もしないで学習者たちの様子を見守る形をとっ
た。
（場のコントロールを手放し、場を仕切らない）
会話練習の場を教師と学習者が共に作り上げているということを実感でき
るよう、各回の会話練習後には学習者たちに感想を聞き、気づきを共有
し、改善点があれば意見交換を行い解決策を模索した。
「ZOOM の使い方」というマニュアルを作成し、学習者に配布した。
使用に技術的な不安がある学習者には、他の学習者と共に ZOOM のアカウ
ント作成やオンラインミーティングへの参加の仕方を実践しながら操作を
確認し合った。
会話練習について、練習スケジュール、学習目的や目標、関連した既習ト
ピックや文型、会話のテーマなどをまとめて記載した資料を学生に配布
し、今回のオンライン会話練習は日本語の運用力を伸ばすことに有意的な
体験となることを説明した。
自己の振り返りとして内省、自己評価とした会話練習の録画ビデオについ
て学習者と意見交換できる機会を作った。
学習の成果が出ていた点を褒めたり課題点について話し合ったりして、学
習者のモチベーション維持や参加感が抱けるよう心がけた。
会話実習で難しいと感じた点を学習者同士で話し合える機会を作り、教師
がアドバイスを入れながら次回の会話練習の対策を考える時間をとった。

注.
1

大人数でミーティ ングしている時に、そのメンバーを少人数のグループに分けて、各グループが
それぞれで別のミーティングルームで話し合える機能。
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