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ラトビア大学における全学年を巻き込んだポスター発表の実践報告 

―発表者・聴衆のそれぞれが得たもの―    

 

ラトビア大学  大橋幸博 

  

 

1. はじめに 

 

大学の日本語教育でポスター発表を取り入れ、主な聴衆が非日本語母語話者である研究には（山崎

他 2003, 井之川 2005, 和田 2007）があり、有益な活動だと言われている。その理由は、積極的にあい

づちやアイコンタクトを行い、聞き手を意識した話す力がつくこと、論理的に説明する力がつくこと

などが挙げられている。しかしながら、これらは全て日本で行われたものであり、海外の大学でポス

ター発表を取り入れた先行研究は管見の限り見当たらない。筆者は、シャイで受け身な授業を好むラ

トビア大学の日本語学習者（ラトビア人・ロシア人）にとって、ポスター発表から得られるものは非

常に大きいものだと考え、今回初めて、ラトビア大学でポスター発表を実施した。本稿では、海外の

大学の日本語教育におけるポスター発表の可能性を報告する。 

 

2. 先行研究 

 

今まで海外の大学の日本語教育の現場で、ポスター発表を取り入れた先行研究は管見の限り見当た

らない。ここでは、日本の大学の日本語教育で、ポスター発表を取り入れた研究を 3 件、紹介する。 

山崎他（2003）は、1 年の留学プログラムの日本語コースでの中で、2002 年・2003 年とポスター発

表を初級クラスで実施している。その初級クラスの学生はアジアと欧州からの学生で、計 28 名（2002

年 9 名：SITUATIONAL FUNCTIONAL JAPANESE Vol. 2 学習時、2003 年 19 名：SITUATIONAL 

FUNCTIONAL JAPANESE Vol.1 終了時）がポスター発表を行い、他の日本語コースの学生及び教師が

聴衆として参加している。ポスター発表では、あいづち・聞き返し・情報確認などがよく使われ、一

方的な情報伝達ではないディスコースが形成されたと述べている。また聴衆が発表者よりやや日本語

のレベルが高い場合は聴衆が発表者の発話を引き出す支援をしていたと説明している。しかし、問題

点もあり、ポスター発表の活動はすべて日本語で行ったため、発表者が聴衆の質問を理解できなかっ

たり、日本語のアウトプットが非常に限られる発表者はあまり上手くいかなかったりと指摘している。

そして、日本語コースのどの段階でポスター発表を取り入れるのが一番効果的なのか、今後の課題と

している。 

井之川（2005）は会話クラスで、アジア・欧米からの学生 14 名（口頭でのコミュニケーション能力

は初級後半～中級）をグループに分け、各グループにポスター発表のタスクを課し、聴衆として異文

化コミュニケーションクラスの学生を参加させた。良かった点として、11 名が発表原稿を書く過程で

日本人の友人にアドバイスをもらっていることから、教室外へ学習が広がったとしている。またポス

ター発表を通して、アイコンタクトや論理的に情報をまとめ説明することが指導でき、さらに活動後

はクラスとしてもまとまりができたと述べている。一方、いくつかの問題点もあったと指摘している。

まず、グループで共通語が英語である場合、日本語がほとんど使用されなかったこと。次に、聴衆が

異文化コミュニケーションクラスの学生なので、質問がフォリナートークでなかったこと。最後に、

最初になぜポスター発表をするのか、学生に目的や学習効果を説明することが重要であると主張して

いる。 

和田（2007）はゼロ初級の学期末に行われるポスター発表の会話分析を行っている。このポスター

発表では、発表者は IC レコーダーを首にかけ録音し、2 時間の間に何度も聞き手を変え、9～13 回も

ポスター発表を行っている。聞き手は、学内の教員・学生・先輩留学生、そして学外の一般参加もあ
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り、来場者は日本人と外国人合わせて 130 名だったとしている。結果、学習者は同じ話題を何度も説

明するので、徐々に話すことに自信がつき、話すスピードが速くなったとしている。また、発表者が

「楽しかった」と述べた理由は、途中の失敗が次の発表で挽回できたという気持ちが強いからである

かもしれないとしている。問題点としては、説明をさえぎる質問や発表とあまり関係のない質問を持

ち込む聞き手に対しては、発表者は会話の主導権をなかなか握ることができないと述べている。 

以上、先行研究を考察した結果、ポスター発表を初級で行う場合、いくつかの問題点はあるが、非

常に有益な活動であるといえる。また先行研究では、ポスター発表の評価に関しては何も言及されて

いない。 

 

3. 経緯と目的 

 

ラトビア大学で日本語を勉強する学生（ラトビア人学習者・ロシア人学習者）は、国民性なのか、

シャイで受け身な授業を好む学生が多く、あいづちもほとんど打たない。また、日本語コースでの学

年間でのコミュニケーションもあまりない。このような現状を打開するために、ラトビア大学の日本

語コースで、全学年を巻き込んだポスター発表を行った。目的は下記の 3 つである。 

 

① シャイで受け身な授業スタイルを好むラトビア大学の学生に、聞き手を意識し（アイコンタクト・

あいづち・話すスピード・聞き手の理解の確認など）、積極的に日本語でコミュニケーションをとっ

てもらう。 

② 必要な情報を簡潔にまとめ、論理的に分かりやすく説明することを学んでもらう。 

③ 1 年生・3 年生が聴衆として参加することで、双方の学習意欲の向上につなげる。 

 

4. ポスター発表 

 

4.1 日時と対象者 

 

2019 年の 3 月末（春学期）に、ラトビア大学人文科学部アジア研究学科日本語コースで、日本語を

勉強する学部 2 年生 14 名（ラトビア人学習者 12 名・ロシア人学習者 2 名）にポスター発表の課題（春

学期の最終評価の 20%）を課した。この 14 名は『げんき 2』を終え、『中級へ行こう』の 4 課に入った

ばかりの者で、日本語のレベルは初級後半もしくは初中級である（学生により多少異なる）。同コース

の 1・3 年生には聴衆として参加してもらった。1 年生は『げんき 2』の 14 課を終えたばかりの者が 20

名（ラトビア人学習者 14 名・ロシア人学習者 6 名）である。3 年生は 10 名で、6 名（ラトビア人学習

者 4 名・ロシア人学習者 2 名）が『げんき』・『中級へ行こう』・『上級へのとびら』を終えた者で、4

名（ラトビア人学習者 3 名・ロシア人学習者 1 名）が『げんき』・『中級へ行こう』の 4 課までを学び、

日本の大学に 1 年留学した者である。また、全ての学生はネイティブに近いレベルで英語が流暢に話

せる（CEFR の C1~C2 レベル）。そして、ラトビア人学習者とロシア人学習者に関してだが、ラトビア

語とロシア語は非常に異なる言語なので、基本的に共通言語は英語になる。何人かのラトビア人学習

者はロシア語を少し理解でき（CEFR の A1~A2 レベル）、何人かのロシア人学習者はラトビア語を少し

理解できるが（CEFR の A1 レベル）、十分なコミュニケーションをとるのは難しい。 

 

4.2 ポスター発表の流れ 

 

4.2.1 当日までの流れ 

 

ここではポスター発表当日までの流れを説明する。 

1. 2019 年の 2 月に春学期が始まり、最初の総合日本語のクラスの 15 分を使い、ポスターの一例を見

せながら、ポスター発表の概要を説明した。その際、テーマ（日本に関すること）・ポスターのサ
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イズ（A0）・フォントサイズ（36pt 以上）・ポスターの作り方の例・ ポスターの構成（論理的に

説明できるように作る：背景・目的・結果と考察・結論）も説明した。 

2. 1 の一週間後に学生はテーマを提出した。 

3. 2 の一か月後に、学生はポスターの内容をまとめたもの（背景・目的・結果と考察・結論）を日本

語で 1000～1500 字で作成し提出した。その後、教師がポスターの構成のみをチェックし、二日以

内に返却した。返却後、学生はポスターを作り、4 までの間、各自で練習を行った。 

4. 3 の二週間後の総合日本語のクラス 1 コマ（90 分）を使い、学生は作成したポスターを持参し、ポ

スター発表の練習を行った。練習前に、パワーポイントでの発表とポスターでの発表の違いや、ポ

スター発表での発表者の注意点を学生に考えてもらい、全体で話し合った。練習では、3～4 人で 1

グループを作り、各グループで発表者と聴衆役になり、交代しながら全員がポスター発表の練習を

行った。聴衆役には実際に日本語や英語で質問もしてもらった。練習後は、まずポスター発表の練

習の感想や改善点を全体で共有し、次に予測される自身のポスターに関しての質問を考えた。最後

に、一人ずつクラスメート全体に自身のポスターを見せ、予測される質問をクラスメートに訊き、

全体で共有した。そして、この4の次の日の総合日本語のクラスの1コマでポスター発表を行った。 

 

4.2.2 当日の流れ 

 

ここではポスター発表当日の流れを説明する。2019 年の 3 月末にラトビア大学の大教室にて、2 年

生の 10 時半～12 時の総合日本語のクラスの 1 コマ（90 分）で、ポスター発表を実施した。発表者の 2

年生 14 名は 3 つのグループ（A グループ 5 人・B グループ 5 人・C グループ 4 人）に分けられ、1 グ

ループ 25 分間ポスター発表を行った。1 コマの流れは下記のとおりである。 

 

10:15 事前準備（教室準備、A グループはポスターを壁に貼る） 

10:30 ポスター発表 A グループ 

10:55 終了（A グループはポスターを剥がし、B グループはポスターを張る） 

11:00 ポスター発表 B グループ 

11:25 終了（B グループはポスターを剥がし、C グループはポスターを張る） 

11:30 ポスター発表 C グループ 

11:55 終了（C グループはポスターを剥がす） 

12:00 写真撮影（その後 1 年生・3 年生はワークシートを提出し解散） 

 

 発表者は基本的に日本語で発表を行うが、聴衆に 1 年生もいるので英語でも簡単に説明を行うこと

とした。また、聴衆の 1 年生は日本語で質問できない場合、英語で質問してもよいとした。そして、

聴衆には、見たポスターには必ず 1 つ質問することを義務付けた。発表者の 2 年生に関してだが、自

身のグループと違うグループの人とペアを組ませ、自身が発表している時に、そのペアが 5 分ほどの

ビデオを撮った。さらに、ワークシートを全員に配り、ポスター発表を聞いている時のタスクとした。

2 年生も自分のグループの発表以外の時は、ペアのビデオを撮り、その後ワークシートのタスクをして

もらった。ワークシートには見たポスターに関して、次の⑥ポイントから英語もしくは日本語で記入

してもらった。①ポスターの概要、②自分がした質問とその回答、③もっと知りたかった点、④ポス

ターと発表者の良かった点、⑤ポスターと発表者の改善点、⑥ポスター発表に参加した感想。 

 

 次に、同日の 12 時半～14 時の 2 年生の 2 コマ目の総合日本語のクラスでフィードバックとアンケー

ト調査を行った。まず、教師が全体のフィードバックを行い、それぞれに感想を尋ねた。次に、発表

者は下記のチェック項目の観点から、ペアが撮ってくれた自身の発表のビデオをチェックした。 

 

A.  Presentation performance: eye contact, voice volume, gestures, speaking pace, emotion and aizuchi.  

B.  Poster quality: layout and design (size or color combinations of characters, eye-catching layout or design, 

being described logically from introduction to conclusion). 
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C.  Interaction: warm-up communication before presentation. Did you answer well audiences’ questions?  

Did you ask audiences anything about your poster?  

When you or audiences did not understand Japanese, how did you manage it?  

D.  English: Did you use effectively English? How? 

 

 そして、発表した時と同じグループ（A・B・C）に分かれ、ビデオを見た感想を話し合った。それ

から全体で話し共有した。次に、発表者はアンケートを記入した。アンケートは下記のとおりである。 

 

1.  What are the good points and the bad points of your poster presentation? 

2.  Now how do you feel the difference between poster presentation and power point presentation?  

3.  What did you learn through this poster presentation?  

4.  Do you like the activity with students from different years? Why? 

5.  Any questions or comments? 

 

 また、数日後に、ワークシートの内容をまとめたものを各発表者に送り、それを見た発表者からコ

メントをもらった。参考までに、当日のポスター発表の写真をいくつか掲載する。 

 

写真 1： 学生 A のポスター          写真 2： 学生 B のポスター 

 
 

写真 3： ポスター発表の様子 1                写真 4： ポスター発表の様子 2  

 

 

5. 結果と考察 

 

5.1 1 年生と 3 年生 

 

1 年生（20 名）が記入したワークシートを分析してみると、いくつかの面白いことが分かった。下
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記にその主な回答（日本語に訳したもの示す）と回答した人数を示す。また、回答した人数には類似

の回答をした人数も含む。 

 

・ 1 年後の日本語を使っている自分の姿がイメージできた。（9 名） 

・ 先輩と知り合え、先生以外にも日本語や留学についての質問ができるようになった。（14 名） 

・ 楽しそうなので、私も早くポスター発表をしてみたい。（16 名） 

・ パワーポイントでの発表よりポスターでの発表のほうが楽しい。（14 名） 

・ パワーポイントでの発表と違い、聞き手は質問しやすい。（8 名）  

・ 英語でも少し説明してくれたので、ある程度ポスターの内容を理解できた。（13 名）  

・ ポスターのトピックは日本のことだったので、さらに日本に興味をもった。（13 名） 

・ なぜ先生が 1 年生の私達を聴衆として参加させたかったのか理由が知りたい。（1 名） 

 

 1 年生の主な回答を見てみると、学習意欲の向上が期待できる感想や、相談できる先輩とつながれた

ことなど、1 年生が参加した価値があったように思える。しかし、改善点として、聴衆として参加させ

る理由を事前に説明しておく必要があった。 

 

次に、3 年生（10 名）が記入したワークシートを分析した。下記にその主な回答（日本語に訳した

もの示す）と回答した人数を示す。また、回答した人数には類似の回答をした人数も含む。 

 

・ 発表が上手だった。（発表前のウォーミングアップトーク・相手により話すスピードや語彙を変

える・ラトビア人なのにあいづちやアイコンタクトが多く驚いた）（6 名） 

・ ポスターの内容は論理的に書かれていて分かりやすい。（6 名） 

・ 日本に留学したが、上手な発表の仕方などは勉強しなかったので、勉強したかった。（2 名） 

・ 日本に留学していないので日本語に対するモチベーションが下がっていたが戻った。（3 名）  

・ 私は留学していない 3 年生の中で一番下手で嫌だったけど、2 年生の日本語を聞いて、自分の成

長を確認でき、少し自信がついた。（1 名）  

・ 2 年生の時にポスター発表がしたかった。（8 名）  

 

 3 年生の回答を見てみると、1 年生と同じく学習意欲の向上が期待できる感想や、2 年生の日本語や

立ち振る舞いを深く分析していることも分かった。ポスター発表中も 3 年生からは、2 年生の時にポス

ター発表がしたかったという声が聞こえてきた。またポスター発表中、3 年生は 2 年生の日本語のレベ

ルに合わせ、話し方や言葉を変えながら話していた（例：普通体→丁寧体、現代的な建物→今の建物）。

さらに、何人かの 3 年生は 1 年生を助ける働き（通訳）もしていた。 

 

5.2 2 年生 

 

下記に、2 年生（14 名）が記入したワークシートとアンケートを分析した主な結果（日本語に訳し

たもの示す）を示す。回答した人数には類似の回答をした人数も含む。 

 

・ ポスターはパワーポイントの発表と違い限られたスペースしかないので、事前にしっかり自分で

内容を理解し、頭の中でまとめておかないといけないと思った。（7 名）   

・ ポスター発表を通して、日本語で簡潔に論理的にまとめる能力が向上したと思う。これは作文や

スピーチの際に役立つと思う。（11 名）  

・ ポスター発表は自分の comfort zone の外に行かないといけないので、良い経験になった。（5 名）  

・ ビデオを見ると自分は聞き手全体を見ず、ある方向しか見ていなかった。話しているときは全体

を見ているつもりだった。（6 名）  

・ ポスター発表では聞き手の注意をひいて話さないと聞いてくれない。アイコンタクトや表情を確

認すること、もっとあいづちをうち相手の質問に興味を示すことも重要だと感じた。（10 名）  
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次に、1 年生・3 年生が書いたワークシートの内容を見た 2 年生からの主なコメントを下記に示す（日

本語に訳したもの）。 

 

・ 自分では話している時は自信がないが、自信があるように見えていたらしいので、自信になった。 

・ 自分のトピックについて、今まで考えたこともなかった質問があり、これからそれを調べてみた

い。 

・ 1 年生でシャイな学生が質問できなかったようなので、もっと聞き手の表情を確認するべきだっ

た。 

・ 自分のトピックに関して、共感してもらえたポイントがあり嬉しい。 

 

2 年生の主な回答を見てみると、準備が大変と言っていた学生もいたが、結果的に、聞き手を意識して

積極的に話すことや、論理的に説明することなど、ポスター発表の目的が達成できたように思われる。 

 

6. まとめ 

 

本稿では、ラトビア大学の日本語学習者すべてを巻き込んだポスター発表を行い、その後アンケー

ト調査を実施し、海外の大学での日本語教育におけるポスター発表の更なる可能性を探った。考察し

た結果、まず全学年がポスター発表に関して非常に肯定的であった。そして、全学年を巻き込むこと

で、双方の学習意欲の向上につながった。1 年生は 1 年後の自分をイメージでき、日本や日本語に関し

て相談できる先輩と知り合えた。3 年生は下の学年と日本語で接することで、自分の成長を確認でき、

また刺激になりモチベーション向上につながった。2 年生も発表を他の学年に見られるので、しっかり

と準備して望んだように思われる。さらに、1 年生からのコメントで自分の日本語に自信もついたよう

だ。次に、聞き手を意識して積極的に話すという点に関してだが、2 年生は多くのものを学んだように

みえる。自分の comfort zone の外に出て日本語を話す経験が良かったと言う学生も多かった。また、ほ

とんどの発表者がアイコンタクトやあいづちの重要性を身をもって再認識した。それから同様に、半

数以上の発表者がポスター発表を通して、日本語で簡潔に論理的にまとめる能力が向上したと述べ、

作文やスピーチの際に役立つとコメントしている。以上、今回のポスター発表の目的は達成されたよ

うに思われる。そして、今回の実践から、海外の大学においてもポスター発表は有益な活動だといえ

そうである。しかし一方、課題ものこる。今回、ポスター発表はラトビア大学において初めての試み

だったので、ポスターの評価に関してはあまり重点を置かなかった。ポスター発表における課題を締

め切りまでに提出し、当日ポスター発表を行っていれば満点の 20% をつけた。どのようにポスター発

表を評価するかは今後の課題としたい。 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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