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PREFACE 

We are happy to present the Proceedings of the 27th Princeton Japanese Pedagogy Forum 
held virtually on May 8, 2021. This year’s Forum theme was “Rethinking Assessment for 
Learning.” Due to the coronavirus pandemic, traditional face-to-face classes have been 
replaced by online classes, and we all have faced with a various challenges. One of them is 
the effectiveness of assessment. The state of emergency of the coronavirus pandemic has 
made it impossible to use our regular assessment tools, and many of us were consequently 
forced to rethink assessment principles and practices. In the process, we have often gained 
new insights into the very meaning of assessment. 

This year, we had two keynote speakers: Professor Kimi Kondo-Brown from the University 
of Hawaiʻi at Mānoa and Professor Seiichi Makino from Princeton University. Professor 
Kondo-Brown’s keynote speech was entitled「日本語学習者のための評価を考える：
ニューノーマルに対応する中で」and Professor Makino’s lecture was entitled「漱石は
未完の作品『明暗』でソト向きの「会話文」とウチ向きの「地の文」をどのよう
に使っているのか」. We would like to thank our keynotes speakers. 

In this forum, we had two types of presentations: 1) live presentations via Zoom on May 8, 
and 2) pre-recorded presentations that were available to registrants from May 1 to June 9. 
We had a total of 21 live presentations and 24 pre-recorded presentations, and around three 
hundred registrants. We would like to thank all presenters, session chairs, and participants 
for making this forum so successful. 

The 27th Princeton Japanese Pedagogy Forum was held under the auspices of the East 
Asian Studies Program at Princeton University. We would like to express our deep 
appreciation for the program’s financial support. We would also like to thank the McGraw 
Center for Teaching and Learning, which provided technical support establishing our online 
presence and organizing the pre-recorded presentation section of the program. 

Next forum will be held in May 2022, at which time we hope to meet with you all on 
campus at Princeton University. We wish you all abundance of health, wealth, and 
prosperity through the coming twelve months. 

Hisae Matsui 
Megumi Watanabe 
Naoko Warren 
Shinji Sato 
Tomoko Shibata 
Yukari Tokumasu  
The Princeton Japanese Pedagogy Forum Organizing Committee 
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日本語学習者のための評価を考える 

― ニューノーマルに対応する中で ― 

ASSESSMENT FOR JAPANESE LANGUAGE LEARNERS 

UNDER THE NEW NORMAL 
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1.はじめに

 日本語学習者のために何をどう教え、そして評価すべきか。これは、教師にと

って永遠の課題のように思える。どの教師も、学習者のためになる授業を行い、

そして学習者にとって公平で、意味ある評価をしたいと願っている。しかし、あ

る程度軌道に乗った授業・評価をしていても、何らかの事情で思わぬ制限が出

て、以前と違う授業や評価を余儀なくされることもある。私たちは今まさに、そ

のような事態に直面していると言える。新型コロナウイルスの影響で、昨年春よ

り、学校や大学で対面授業から遠隔授業へと移行した。また、学習者のニーズに

応えるために、評価基準・方法も変えなくてはならなくなった（たとえば、

Jankowski, 2020を参照1）。以前から遠隔授業を行っている教師は別として、対面

授業しか経験のなかった者は、慣れないオンライン操作で大変な一年余りだった

と思う。このような「ニューノーマル」に対応する中で、改めて授業のあり方

や、評価の仕方について考えさせられたという教師は、多いのではないか。 

 日本語学習者は、自分の日本語学習に役に立つ評価、つまり自分の日本語能力

向上につながる評価を望んでいる。もちろん、日本語教育現場の環境やニーズは

さまざまであるし、どのような評価が学習者の日本語能力向上につながるかの判

断は、学校や大学によってかなり違うと思う。また、教師が「日本語能力」「日

本語習得」「日本語教授法」などについて、どのような考え・信念を持っている

かによっても、その教師の行う評価活動や評価結果の解釈の仕方に、大きな違い

1 米国の大学を主な調査対象とした、昨春の大規模アンケートでは、回答者 

（N=813） の 90％が、新型コロナウイルスの影響で評価法を変えたと報告して

いた （Jankowski, 2020, pp. 15-18）。オンライン学習環境下で、学習者のニーズに

対応するために、多くが、より柔軟性のある評価法に切りかえたようだ。 
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が出てくる。 

 以前、私は拙著で「日本語教授法や評価法は実に多様で、どの教育現場にもあ

てはるベストの教え方や評価法はありません。プロの教師は、自分の知識や経験

を基に、学習者の置かれている環境の中で、どういう教え方や評価法が一番効果

的であるのかを常に判断していかなくてはならない」と述べた（近藤ブラウン, 

2012, p. 8）。本論は、オンライン評価の具体的なノーハウについて述べたもので

はないが2、新型コロナウイルスとの共存が今後も続くと思われる今日、さまざ

まな環境下で日本語を指導している教師が、直面していると思われる評価の一般

的問題点や課題について考察する。 

 

2.「おもいやりシラバス」：評価をどうするか？ 

 

 米国ノースカロライナ大学のブランダン・ベイン教授は、昨年春学期に新型コ

ロナウイルスの影響で、通常の対面授業や評価ができなくなったという一人だ。

The Chronicle of Higher Educationに掲載された記事（Supiano, 2020）によると、

ベイン氏は、当時「アメリカの宗教」というクラスで、120名の学生を指導して

いた。そして、彼のとった対策の一つは、「調整シラバス（adjusted syllabus）」を

学生に手渡すことだった。そのシラバスには、遠隔授業および評価に対する彼の

基本方針が示されていた。「Nobody signed up for this（今の現状に誰もサイン・ア

ップしなかった）」、「The humane option is the best option（人を思いやる選択がベ

ストの選択だ）」「We cannot just do the same thing online（オンラインで、同じこと

はできない）」などと書かれたこの調整シラバスは、マスメディアや SNSで反響

を呼び、私の目にも留まった。 

 ベイン教授の調整シラバスを見ると、コロナ禍中に、学生の置かれた立場を第

一に考える彼の姿勢が伝わってきて、私はひそかに「思いやりシラバス」と呼ん

でいた。また、授業がオンライン化されたときに、ベイン氏は、学習者一人ひと

りのオンライン学習環境を知るために、簡単な（ニーズ分析）アンケートを行っ

た。そして、その結果、学生が精神的な負担や不安を感じていること、また、学

生のオンライン学習環境に大差があることを知ったのだ。そして、学生とのコミ

ュニケーションをとり、彼らの不安を和らげることも大切だと判断し、「調整シ

ラバス」を作成するに至ったらしい。もちろん、このシラバスだけでは、ベイン

 
2 オンライン評価の具体的な方法について述べられたウエッブサイトや参考文献

は数多くある。たとえば、大阪大学の「オンラインで学習を評価するための１０

のポイント」（https://www.tlsc.osaka-u.ac.jp/project/onlinelecture/tips02.html）などは

とても参考になる。 
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氏がこのコースで実際にどんな評価をしたのかは分からないが、大幅な調整があ

ったと想像できる。 

 日本語学習の評価の話に、なぜ長々とベイン教授の話をしたのかというと、彼

の経験は、多かれ少なかれ、読者自身の経験と重なるのではないかと思うから

だ。ベイン教授のように、私たちの誰もが、学生の学習環境をできるだけ考慮し

ながら、授業や評価に取り組んでいると思う。しかし、何をどう評価するのが公

平であるのか、成績判定の基準をどこまで変えるべきか？どんなフィードバック

が役に立つのかなどの問題は、簡単に答えられるものではない。また、評価をど

うするかの問題は、大学・学校側の方針やサポートなどとも深く関係する。 

 ハワイ大学マノア校（University of Hawaiʻi at Mānoa、以下 UHM）でも、昨年

春にクラスがオンライン化され、学部内の教員から質問が続出した。中には、評

価に関する質問も少なくなかった。当時はまだ大学に、パンデミック中の遠隔授

業に関する教員からの質問に答える FAQのウエッブサイトがなかったので、私

は至急、主に学部内の教員を対象にした FAQウエッブサイトを作成した。教員

からの質問の一つに、「シラバスに記されたコース修了要件（course 

requirements）や成績判定基準（grading criteria）を変えてもいいのか。たとえ

ば、期末試験をやめて、代わりに何か別の方法で成績判定をしてもいいのか」と

いうのがあった。しかし、このような質問に関しては、まずは大学の方針に従わ

なくてはならないので、期末試験をしなくてもよいという大学側の方針を述べた

うえで、学生とコミュニケーションをとりながら、なるべく柔軟に対応するよう

に、との返答を書いた。 

 しかし、「柔軟に対応せよ」と言っても、学科内の他の教師と相談しながら評

価法を調整しなくてはならないという事情もある。たとえば、UHMの日本語科

では、一年レベルから院レベルのクラスまで、毎学期約 60のクラスを提供し、

学生数は約千名だ3。そのうちの 30のセクションは、1・2年レベルのコースで、

約 500名の学生が日本語を学んでいる。1・2年レベルのコースでは、現在、

UHMの日本語専任講師が開発したMUSUBIというオンライン・テキストを使用

しているが、ムードル（Moodle）とハワイ大限定の Laulimaが、授業に使う主な

Ｅラーニングシステムだ。そして、101なら 101のコースを教える教員や院生ア

シスタントは、同じシラバスを使用し、オンライン教材や評価ツールも共有して

いる。これらのクラスでは、担当教員や院生アシスタントが協力して作成したク

イズ、口頭テスト、そして期末試験などが主な評価ツールとして使われている。

以前は、評価はすべて教室内で実施していたが、パンデミック中はオンラインで

 
3 私は今現在は日本語科で教えていないが、約 20年間に、これらすべてのレベ

ルでクラスを担当してきた。 
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行っている。院レベルや上級レベルで、自分以外に誰も教えていないコースを教

えている教員の場合は、主にその教員の判断で、クラス内評価が行われている。 

 

3. 評価方法や成績判定に対する考え方の違い 

 

 クラス内評価で使用するテストや試験は、いわゆる「到達度テスト」だ。到達

度テストは、ある特定のクラスで定められた具体的な学習目標を、どれほど達成

できたかを判定することが目的で、「目標基準準拠テスト（criterion-referenced 

test）」ともよばれる（Brown & Hudson, 2002）。到達度テストの他に、「熟達度テ

スト」があるが、こちらは、主に受験生集団内における個人の言語能力熟達度の

相対的な位置を把握する目的で使用される。到達度テストは、ある特定のクラス

やプログラムのために作成されるが、熟達度テストは、特定のカリキュラムに準

じたものではないので、汎用性が高い4。 

 到達度テストを使ってクラス内評価を行う場合、学習目標の達成度に基づく方

法で得点の解釈をするべきだ （Brown & Hudson, 2002）。しかし、中には、到達

度テストを使っていながら、成績判定分布の標準化のために、相対評価を行って

いる教師がいるかもしれない。UHMでも、教員がどちらの方法で成績判定をし

ているかまでは、学生から苦情がない限りは、立ち入ることはない。基本的に

は、教員の判断に任せている。しかし、学校や大学によっては、成績のインフレ

を防ぐなどの理由で、相対評価を組織のポリシーとしたり、「A（優）」の成績を

もらう学生の数を制限している5。このように、成績判定の仕方は、組織によっ

ても違うし、同じ組織内でも各教師によって、考え方に大きな違いがある。 

 佐藤・熊谷（2010, p. 1）は、評価は人の「さまざまな考え方、価値観がぶつか

りあう活動」と述べたが、成績判定に関する、組織、そして教員の考えの違い

は、大学教育や学ぶということに対する価値観の違いを反映している。中には、

組織や学科内で決定された評価方法にただ従っているだけだ、もしくは何らかの

事情で自分の本当にやりたい評価ができないという教師もいるかもしれない。ま

た、組織の一員として日本語を教えている場合、立場や価値観の違う教師が話し

あって、ある一つの接点（もしくは、妥協点）としての評価法を見つけなくては

ならないこともあると思う。組織の一員として行う評価の難しいところだ。 

 評価は、日本語教育現場でさまざまな目的で行われる。学習者のプレイスメン

 
4「 目標基準準拠（到達度）テスト」と「集団基準準拠（熟達度）テスト」の違

いについては、近藤ブラウン（2012, pp. 18-20）などを参照。 
5たとえば、オンライン・ジャーナル「Inside Higher Ed」の記事（Jaschik, 2016）

で、成績インフレの問題が取り上げられている。 
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トを判定するための診断的評価、学習者にフィードバックを与えたり、モチベー

ションを高めることを目的にした形成的評価。また、成績判定を行ったり、アカ

ウンタビリティー（accountability）やアクレディテーション（accreditation）、つ

まり、教育の質保証のための総価というように、様々な目的で行われる。どの評

価も大切で、診断的評価、形成的評価、そして総括的評価のどれかが欠けても、

プログラムの運営がうまくいかなくなる。特に、学ぶプロセスを重視した形成的

評価（formative assessment）は、「学習のための評価（assessment for learning）」と

も呼ばれ、その大切さが強調されている（e.g., Stiggins, 2007）。 

 日本語学習の評価に使用される評価ツールは、多分テストが一番一般的だろ

う。しかし、テストだけでなく、ポートフォリオ、プレゼン、ピア評価などのよ

うな代替的評価を使って、学習者主導型評価を積極的に行うという選択もある

（e.g., 市嶋 2009;トムソン木下 2008）。したがって、どの評価ツールを使うのが

ベストかの判断も、教師によってかなり違ってくる。主に語彙テストや文法テス

トのようなペーパー・テストで、テスト評価をするのが最も効果的だと考える

人。日本語で何ができるかを測定する、口頭パフォーマンス・テスト（近藤ブラ

ウン 2013）もできるだけ導入すべきだと考える人。また、ポートフォリオなど

を利用して、学習者にもっと主体性を持たせる評価をしたいなど、教師によっ

て、評価に対する考え方やアプローチはかなり違う。また、クラスのレベルや学

習目標、そして環境によっても、評価法がかなり変わってくる。したがって、日

本語の指導にどの方法がベストであるのかは、一概には言えない。 

 

4.  実用性と評価の質（信頼性と妥当性）のバランス 

4.1. 評価の実用性 

 

 Green（2014）は、「役に立つ評価の特徴（essential qualities of useful 

assessments）」として、「実用性」「信頼性」そして「妥当性」の三要素を強調し

ている。確かに、どんなアプローチで評価をするにしても、評価について考える

とき、避けられない問題は、実用性と評価の質（すなわち信頼性と妥当性）のバ

ランスをどうとるかだ。言うまでもなく、少しでも学習者の役に立つ評価活動を

しようと思えば、時間や手間、そしてコストもかかる。実用性を考慮せずに、長

続きする評価活動を行うことはできない。ブラウン （2005）も次のように述べ

ている。 

 

言語を教えたりテストしたりするのに時間と資金が無限に使える最高の環境

も考えられるであろうが、残念ながら、このようなことは極めてまれであ
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る。（中略）教育やテストにどれほど経費がかかるか考えた上で決定を下さね

ばならない状況に常に直面している。 (ブラウン 2005, p. 39 [和田訳]) 

 

 プログラム評価を行う時には、実用性が特に問題になる。担当のクラスを教

え、クラス内評価を行うだけでも大変なのに、どうやってプログラム評価を行う

かーこれは、プログラム主任に共通する課題だろう。たとえば、言語プログラム

の評価をする場合、事前・事後テストの結果を比較する方法が、学習到達度や言

語能力の進歩を測定するのに効果的だと言われている（e.g., Ortega & Iberri-Shea, 

2005）。しかし、そのような方法で、言語プログラム評価を行うのは、たやすい

ことではない。評価担当教員の時間的負担もあるし、テスト代などのコストがか

かる。また大きな評価プロジェクトであれば、アシスタントをつけるとか、担当

教員の授業単位数を減らすなども考慮する必要がある。 

    十数年以上も前になるが、私も一度事前・事後テストデザインの評価プログラ

ムを行ったことがあった（詳しくは、近藤ブラウン 2012, pp. 108-113参照）。そ

の評価の目的は、ハワイ大学の日本語二年課程修了者が、最低限のレベルとして

期待されている、ACTFL基準でいう「中級の下」の読解力に到達しているかど

うかについて調査することだった。この評価では、まず一年前期の 4技能日本語

クラスの学習者全員 (173名) を対象に、学期が始まって約一ヵ月後に、STAMP

（Standards-based Measurement of Proficiency）と呼ばれる、ACTFL言語能力基準

に準じた、コンピュータ適応型能力テストを事前テストとして行った6。そし

て、二年後に事後テストとして、再度 STAMPテストを実施した。その結果、リ

ーディング能力に関し、ある程度プログラムに役に立つ結果が出たが、教員への

時間的負担が多いことも実感し、大学やプログラムからのサポートがないと難し

いと感じた。そのほか、ポートフォリオやアンケートのように、テストを使用し

ない評価法でもプログラム評価データを得ることができる。どのような方法であ

れ、組織が、評価のキャパシティビルディング（capacity building）を行っていか

なければ、現場の教師が長続きするプログラム評価を行っていくのは難しい

（Kondo-Brown, Davis, & Watanabe, 2015）。  

 

4.2. 評価結果の信頼性 

 

 テストなどを使って評価をする場合、採点結果の信頼性が完璧なテストという

のはない。なぜなら、評価をすれば、評価の内容や形式、採点者、受験者、そし

て、評価の実施条件や環境などのすべてが、測定誤差の原因となり、テスト結果

 
6STAMPテストのウエッブページ： https://avantassessment.com/stamp 
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の信頼性に影響するからだ（Brown, 2005, pp. 169-175）。しかし、到達度テスト

などを使って評価をする場合、その結果の信頼性を高めるために、教師ができる

ことはいくつかある。たとえばテストには、多肢選択式のテストのような「客観

テスト」と、作文テストのような「主観テスト」がある。いずれのテストにおい

ても、信頼性が問題になるが、一般的に言って、テスト結果の情報量が多ければ

多いほど、テスト結果の信頼性が高くなる。たとえば、信頼性という観点から

は、五つの多肢選択の質問をするよりも、その倍の質問をする方がいい。作文テ

ストなら、一つの課題よりも二つの課題の作文を書かせ、その平均点を使うとい

うような方法が、得点の信頼性を高められる。また、成績判定をする場合も、期

末試験だけに頼るのではなく、複数の評価ツールを使う方が、より信頼性のある

判定結果が得られる。 

 さらに、作文や口頭テストなど主観テストの採点をするときには、「採点ルー

ブリック（scoring rubric）」などを使って採点すると、採点基準の透明性 が高ま

るだけでなく、採点の一貫性が高まり、より信頼性のある評定結果が得られる

（Davis & Kondo-Brown, 2012）7。もちろん、採点者が同じ評価基準を使って

も、そこに記された基準の解釈が同じとは限らない。たとえば、駒田・安井・山

田（2008）の研究では、指定の「ライティング評価基準」（田中・長坂 2006）を

使って、三名の日本語教師（母語話者）が、中上級レベルの学習者の作文評価を

した。しかし、い くつかの項目で採点結果に差がみられ、その原因を調査する

と、評価基準にある「母語話者に近いレベル」の解釈の違い、話し言葉に 対す

る許容度の違い、特定の表現に対する許容度の違いなどの点において、採点者間

に違いがあったようだ。 

 また、同じ採点ルーブリックを使っても、採点の厳しさに個人差が出てくる。

たとえば、「偏り分析（bias analysis）」と言って、評定者の採点の厳しさの偏り

を分析する方法があるが、日本語教師の日本語作文の採点に関する先行研究で

は、「構成」と「言語使用」の採点の厳しさに、あまり個人差がなかった一方

で、「内容」「語彙」そして「メカニクス」の採点の厳しさでは、有意差が見られ

た（Kondo-Brown, 2002）。先行研究によると、訓練を受けることによって、各採

点者の採点結果の自己一貫性（self-consistency）は改善される一方で（e.g., 

Lumley & McNamara, 1995）、採点の厳しさに関しては、訓練でその差はある程度

減少しても、厳しさの差をなくすのは難しいという報告もある（e.g., Weigle, 

1998）。したがって、卒論などの最重要評価の判定は、少なくとも二人以上の判

定者が必要だろう。 

 
7 Kondo-Brown, Brown, & Tominaga（2013）にも、アメリカの大学の日本語クラス

で使用されている採点ルーブリックのサンプル例が掲載されている。 
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4.3. 評価結果の妥当性 

 

 妥当性のモデルはいろいろあるが、ここでは、妥当性を考えるうえで大切な三

つの要素を強調する。まず、構成概念的妥当性。つまり評価ツールの形式や内容

が、測定を意図している構成概念（construct）をどの程度測定しているのかとい

うことだ。また妥当性は、評価結果がどう解釈され，また使用されているのかと

いう点からも考えなくてはならない。先に同じ採点ルーブリックを使用していて

も、採点に個人差があると述べたが、これは妥当性にも関係する。さらに、評価

の妥当性は、それが学習者や教育現場に与える影響力という側面からも判断され

る（Messick, 1988）。次の節で述べる学業不正行為も、構成概念的妥当性にも関

係する。たとえば、日本語アカデミックライティングという構成概念を、オンラ

インの筆記テストを使って測定するとする。もし不正行為に対する何の対策も取

らなければ、「不正行為に対する態度」そして「実際に不正をするスキル」とい

うものが、「構成概念に無関係な分散（construct irrelevant variance）」（Messick, 

1996）を生じさせる原因となって、テスト結果に影響を与える。したがって、テ

スト結果の妥当性という観点からも、不正行為をできるだけコントロールする必

要がある。 

 ここで、アメリカで影響力のあるテストの一つと言われている ACTFL OPI

と、実用性の面で最近注目を受けている、コンピュータ・ベースの OPIcの妥当

性を取り上げたい。ACTFL OPIは、対面式もしくは電話応答の口頭テストで、

「the ability to use language effectively and appropriately in real-life situations（現実の

状況・場面で言語を効果的かつ適切に使用できる能力）」の判定を意図している

と説明されている8。「初級−下」から「超級」に至るまでの 10段階の口頭能力判

定ができる。コロナ禍中の今現在は、有料で遠隔プロクターのサービスも受けら

れる。一つの OPIにつき二名の認定試験官が能力判定するが、評定者間信頼性

（inter-rater reliability）を分析する方法で、テスト結果の信頼性が確認されてい

る（e.g., Surface & Dierdorff, 2003）。2017年からは、日本語でもコンピュータ・

ベースの OPIcが使用できるようになった。 

 ACTFL OPIは、過去において、構成概念的妥当性の問題が言語テスト研究者

によって指摘されてきた（e.g., Malone, 2003）。たとえば、特定の言語能力モデル

を基盤にしていないので、構成概念の理論的説明に欠ける、また対面式や電話応

答でのインタビューは、現実の場面で起こる自然会話と同じではない、などの指

 
8 ACTFL OPI の公式ウエッブサイトを参照: https://www.actfl.org/assessment-

research-and-development/actfl-assessments/actfl-postsecondary-assessments/oral-

proficiency-interview-opi 
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摘だ。そして、コンピュータ相手の OPIcが可能になった今では、Isbell & Winke 

（2019）などが、ACTFLの口頭テストで測定している口頭運用能力とは一体何

か、と問いかけている。つまり、OPIcの構成概念的妥当性も問題視されている

のだ。今後、OPIと OPIｃの妥当性検証を並行して行っていく必要がある。日本

語の OPIcは数年前に始まったばかりで、まだ十分な妥当性研究がされていない

が、スペイン語などの他言語を扱った研究においては、OPIcの能力判定が OPI

よりも高い傾向にあると報告されている（Thomson, Cox, & Knapp, 2016）。ま

た、受験者に OPIと OPIｃのどちらの口頭テストが望ましいかという問いには、

コンピュータ相手より、対人の口頭テストの方がいいと答えた受験者の方が圧倒

的に多かったという報告もある（Brown, Cox, & Thomson, 2017）。 

 

5. コロナ禍中に浮上した深刻な学業不正行為の問題 

 

 以上、採点者の信頼性に関する問題や先行研究について述べてきたが、受験者

に関する問題も一つ取り上げたい。それは、学業不正行為（academic 

dishonesty）の問題だ。学業不正行為は、学業に対する誠意（academic integrity ）

がないとみられる行為で、カンニング、盗用、剽窃などがこれにあてはまる。学

校や大学では、いったん不正行為の疑いが報告されると、定められた規則に従っ

て、調査が行われる。そして不正が確認されると、何らかの処罰を与える。

UHMも例外ではなく、かなり厳しい処罰で対処される。この問題は、今に始ま

ったものではないが、授業や評価がオンライン化されために、以前考えなくてよ

かった、不正行為防止対策を考えなくてはならなくなったという人は多いよう

だ。 

 通常の対面授業の場合は、筆記試験なら、担任教師の監督下で教室で一斉に行

う方法と持ち帰り試験（take home exam）をする方法が一般的だ。教室で一斉に

行う場合は、持ち込み可（open book exam）と持ち込み不可との方法がある。口

頭試験の場合は、教室内で行う対面式のものが一般的だが、授業がオンライン化

してからは、不正行為の予防策も調整しなくてはならなくなった。たとえば、筆

記試験の場合、試験実施時にズームで会って、モニタリングをするだけでなく、

不正をしないという誓約入りの解答用紙にサインさせるなどの手段と取っている

教師は多いようだ。 

 生徒や学生が学業不正行為をする原因はいくつか考えられる9。たとえば、良

 
9ノーザン・イリノイ大学のウエッブサイトで、なぜ学生が学業不正好意をする

かにつて考察されている（https://www.niu.edu/academic-

integrity/students/causes/index.shtml） 

9

https://www.niu.edu/academic-integrity/students/causes/index.shtml
https://www.niu.edu/academic-integrity/students/causes/index.shtml


 
 

い成績をとらなくてはいけないというプレシャー、また、学校や大学における学

業不正行為の認識に欠け、不正をしても、それがルール違反であるという意識の

低さなどがあげられる。このような原因でおこる不正行為の防止策として、たと

えば、まず期末試験だけというような一回きりの総括的評価をするのではなく、

できればクイズを定期的にするなどの形成的評価もすべきだろう。これは、先に

述べたように、評価結果の信頼性を高めることにも役立つ。また、解答用紙だけ

でなく、シラバスにも倫理規定（Honor Code）について述べ、ルール違反が発覚

した時には、学校や大学で定められたガイドラインに従って、速やかに対処する

ことも大切だ。小論文やプレゼン発表などの評価には、引用の仕方について授業

で指導し、さらには、採点ルーブリックなどに「他者の考えは、適切なクレジッ

トなしに引用されていない」などの採点項目をいれるという方法も役に立つので

はないか10。 

 

6．最後に 

 

今はコロナ禍中で多くが遠隔授業や評価を行っているが、遅かれ早かれ、多くの

学校や大学で遠隔授業から対面授業へと迅速に復帰していくことが求められる。

そして、日本語をどう教え、また評価していくかが、引き続き話し合われると思

う。読者の置かれた立場はそれぞれ違うと思うが、ここで取り上げた課題が、今

後の評価について考える、一つのヒントになれば幸いだ。繰り返すが、長続きす

る評価をするには、コストや時間など、実用性の問題は避けられない。しかし、

自分のできる範囲で、できるだけ公平で意味ある評価を行っていけば、学生から

の信頼も高まり、授業や学習の質もよくなっていくと私は思う。 
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HYBRID PEDAGOGY GUIDED BY LEARNING MODALITIES 
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マサチューセッツ工科大学

1. Introduction
The COVID-19 pandemic has forced a significant transformation in how class material

is presented and taught.  Our lectures, assessments, and learning activities must now be 
delivered virtually, and the role of technology has become more valuable than ever before 
in our teaching.  Although the pandemic has been interrupting many aspects of our lives, 
its impact on education is arguably rather positive in accelerating the process of digital 
transformation.  In this respect, the pandemic provides a great opportunity for us to unlearn 
and relearn our pedagogy.  But, how?  

     This paper aims to tackle this question from various angles.  To this end, I first provide 
conceptual scaffolding by Goodell & Kessler (2020) for understanding the complexities of 
remote instruction and various learning modalities, so that we can discuss issues related to 
remote language instruction from the lens of cognitive psychology.  Second, I present a 
method to categorize learning activities, using what I call “Modality-Axes” plotting. This 
method allows us to plot learning activities based on the x-y axes of learning modalities.  I 
explain how particular activities can be plotted using the Modality-Axes.  At the same time, 
I demonstrate how the use of this plotting can help us design new learning activities.  Third, 
I argue that we need to start exploring a new way to teach foreign languages, and propose 
a hybrid pedagogy guided by learning modalities.  The proposed pedagogy, which I call 
the “Three-Pillar Hybrid Model,” consists of three different learning environments: (i) 
face-to-face (F2F); (ii) synchronous remote; and (iii) asynchronous.  I provide ample 
reasons why we need to integrate these three environments in order to advance our 
pedagogy for the “new normal” period.  I hope that this paper can help us unlearn and 
relearn. 

2. Complexities of Remote Learning
As mentioned above, the surge of the pandemic forced us to abruptly switch to remote

instruction from F2F teaching.  As a result, many students’ learning experiences were 
interrupted, and they expressed their complaints about remote learning, which centered 
around issues such as: (i) a lack of concentration and motivation; (ii) difficulty of time 
management; and (iii) the so-called “Zoom-fatigue.”  

     Teachers also expressed their concerns about the effectiveness and the difficulties of 
remote instruction, and, therefore, did not welcome remote teaching whole-heartedly.  To 
ease their concerns, many institutions have been offering training and workshops related 
to pedagogy and instructional technologies, so that teachers can feel more comfortable with 
conducting remote instruction.  Also, teachers themselves have been helping each other by 
sharing their own experiences of remote teaching.  Through such resilient learning and 
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collaboration, we have made great strides.  However, many of us are still at a loss in terms 
of designing engaging remote learning activities.  One way to overcome this problem is for 
us to have a better understanding of remote instruction, so that we can answer questions 
such as: “what is learning?”, “how does learning happen?”, and “what strategies would 
work in remote learning?”   
 
     To answer these questions, I would like to introduce Goodell and Kessler’s (2020) 
article “the Science of Remote Learning”.  This article aims to provide the conceptual 
principles of remote learning from the lens of cognitive psychology and clarify the 
connections between the concepts and the strategies of remote learning.  Below, I present 
my answers to the above questions based on their article. 
 
     So, what is learning?  Goodell and Kessler (2020) state: “Learning is not something 
done to students by a teacher. It is a process in the learner’s brain of adding and changing 
existing knowledge.”  They emphasize the importance of reminding students that learning 
is under their control, not under the teacher’s control, and that their active participation is 
essential to their learning process. 
 
     Then, how does learning take place?  Many psychologists as well as cognitive scientists 
contend that learning takes place when, or if, one can connect new ideas to what they 
already know.  For instance, Ausubel (1968) argues that the process of linking newly 
learned knowledge with the existing knowledge in one’s cognitive structure is a key to 
learning, and contrasts “meaningful learning” with “rote learning” in the following way (in 
Brown, 1980, p.87):  

 
Rote learning: “the process of acquiring material as discrete and relatively  
isolated entities that are relatable to cognitive structure only in an arbitrary and  
verbatim fashion, not permitting the establishment of [meaningful] relationships.” 
 
Meaningful learning: “a process of relating and anchoring new material to  
relevant established entities in cognitive structure. As new material enters the  
cognitive field, it interacts with, and is appropriately subsumed under, a more  
inclusive conceptual system.” 
 

But, what strategies can we take to enhance “meaningful learning” in the context of remote 
language instruction?  Goodell and Kessler (2020) provide a concise list of key concepts 
and strategies related to remote learning.  Here, I would like to focus on the following 
points, which I have identified as particularly salient to remote language instruction: (i) 
learning sequences; (ii) use of multiple modalities; and (iii) use of frequent low- or no-
stakes quizzes.  
 
     First, we need to pay close attention to learning sequences; that is, in what order, and in 
what way, we introduce new materials.  For instance, when students learn new vocabulary 
or grammar patterns, we can introduce them by creating a context where new materials are 
mingled together with previously learned ones.  This way, new materials can relate to 
previously learned content, resulting in the enhancement of meaningful learning.  In fact, 
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language teachers were aware of this practice even before the pandemic period.  But, the 
context of remote instruction magnifies its value and importance. 

     Second, the use of multiple modalities benefits remote language instruction.  For 
instance, visual images (whether they are 2D or 3D) and videos facilitate the understanding 
of new ideas and information while sparking student interest.  This, in turn, would enhance 
the process of meaningful learning, as mentioned above.  Fortunately, as the need for 
remote instruction accelerated, businesses responded rapidly by developing a variety of 
educational applications that foster the use of multiple modalities for language learning.  
Many teachers have found these applications valuable and have been adopting them into 
their remote instruction. 

     Finally, the use of frequent low- or no-stakes quizzes would enable learners to measure 
their learning progress in remote settings. In addition, frequent quizzing can potentially 
help students achieve their learning objectives through letting them focus on what to study 
and when to study. In other words, frequent quizzing can be understood as a strategy that 
helps students organize their learning.   

     All these strategies clearly help our remote language instruction.  But I would like to 
emphasize the fact that strategies are simply strategies, and they do not replace the essential 
role of a teacher; that is, guiding and motivating students to learn through clear step-by-
step instructions.  In this respect, remote instruction reminds us of what the role of a teacher 
is all about.  

3. Designing Learning Activities: Modality-Axes
With the theory and the strategies of remote learning in mind, let us now focus on the

question of how to design learning activities in a methodical way.  To this end, I propose 
what I call “Modality-Axes”, a framework that I have developed based on a sample plot 
of the online modalities provided in Goodell and Kessler (2020). 

     The framework consists of the x- & y-axes as in Figure 1, and the y-axis always refers 
to the spectrum of “synchronous” and “asynchronous”: if a learning activity takes place 
in real time, it is “synchronous”; otherwise, it is “asynchronous”.  All the learning 
activities, in fact, fall under one of these two categories. 

   Figure 1: The Modality-Axes graphing                     Figure 2: A template for an interview test 
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The modalities of the x-axis can be flexible.   For instance, the x-axis can be: (i) “group” 
vs. “individual”; (ii) “instructor facilitated” (activities facilitated by an instructor) vs. 
“resource facilitated” (activities facilitated by a resource); (iii) “instructor facilitated” vs. 
“student facilitated”; etc. 

     To see how the Modality-Axes plotting helps us design learning activities, let us first 
consider the task of an oral interview, using the template with the “group” vs. “individual” 
modalities for the x-axis, as shown in Figure 2.  There are several ways to conduct an oral 
interview test.  For instance, a teacher conducts an interview test individually with her 
students.  This type of interview activity falls into the quadrant of “synchronous-
individual”.  She can also conduct an interview test with her students as a group.  In this 
case, it falls into the quadrant of “synchronous-group”.  Figure 3 illustrates how these 
interview tests would fall into two distinct quadrants of the Modality-Axes plot. 

Figure 3: Synchronous group vs. individual interview tests in the Modality-Axes plot 

     An interview test can be done asynchronously as well.  For instance, we can create an 
audio or video file that includes a series of questions along with some pauses, so that 
students can record their answers within each pause.  Such an interview test is then mapped 
to the quadrant of “asynchronous-individual” as shown in Figure 4. 

Figure 4: A case of an asynchronous-individual interview test 
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     I contend that the visualizations on the Modality-Axes can help us design and reflect on 
our learning activities.  For instance, if your activities fall only in a particular quadrant of 
modality pairs, as in Figure 5, you might want to vary your activities by designing 
something that can fall in a different quadrant.  Diversifying our activities might spark our 
students’ interest and motivation.   
 
     It is important to note that I am not suggesting that we should cover all quadrants in the 
Modality- Axes plot, nor I am suggesting that activities that fall in certain quadrants are 
better than those that fall in others.  I am simply suggesting that the Modality-Axes may be 
used as a tool when designing your teaching practices. 

 
Figure 5: Visualization of our learning activities, using the Modality-Axes 

 
4. Sample Learning Activities 
     To further see how the Modality-Axes works, let us examine two sample learning 
activities that I used for my 3rd-year Japanese class during the fall semester, 2020.  These 
activities include: (i) a reading activity (読解) and (ii) a task-based one. Table 1 provides 
the information about this class. 
 

Meeting hours 50 minutes x 3=150 minutes/week; all virtual 
Number of students 28 students; 3 sections (9, 9, 10) 
Textbook and coverage Tobira: Gateway to Advanced Japanese, Learning Through 

Content and Multimedia (Oka, M. et al., 2009), LL.1-5 
Table 1: 3rd-year Japanese class, Fall of 2020 

 
4.1. Reading Activity 
     The protocol for my reading activity was as follows: first, the students were assigned to 
read the textbook before coming to class, and when they came to a Zoom session, I guided 
them in holding a Q&A session.  More precisely, I assigned a teacher’s role to one of my 
students, and asked them to raise questions to other students regarding the contents of the 
reading assignment.  They took turns for the teacher’s role, so that every student had a 
chance to raise questions.  Thus, my reading activity was “student-facilitated,” not 
“instructor-facilitated”, as shown in Figure 6. 
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Figure 6: Student-facilitated reading activity 

 
     I would like to point out that having student-facilitated activities provides students with 
great benefits.  First, students will be equipped with much stronger communicative skills; 
in a real-world setting, our communication is always reciprocal.  Thus, students need to 
have experiences not only answering questions, but also raising questions.  Unfortunately, 
our reading classes often tend to be “one-way”; that is, a teacher raises questions, and 
students end up only answering her questions.  Student-facilitated activities, such as the 
one above, can break this “one-way” communication style. Furthermore, formulating 
questions requires that students command a greater depth of understanding the content, and 
it is more engaging.  In addition, direct interactions among students potentially help them 
build a sense of community, resulting in the enhancement of their motivation to learn.   
 
4.2. Task-based Activity 
     Having a task-based activity is also beneficial to students.  For instance, I often asked 
my students to watch YouTube videos related to cultural points aligned with the textbook 
contents and to complete guided questions or tasks before coming to class.  Then, in class, 
I conducted a breakout room session, so that the students could share their ideas and 
answers with each other, as described in Figure 7.  For these sessions, I “circulated” 
between breakout rooms to listen and provide feedback. 
 

 
Figure 7: Workflow of a task-based activity 
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Here, I would like to emphasize the importance of having breakout room sessions in remote 
language instruction.  A breakout room session creates an opportunity for students to 
practice Japanese in a smaller group setting.  Thus, each student has more time to practice 
speaking.  Furthermore, a breakout room session can simulate F2F interactions virtually 
while letting them get to know each other personally.  My students reported that they really 
appreciated and felt connected with their classmates through these breakout room sessions. 
 
5. A Pathway to the New Normal Pedagogy 
     In this section I provide my vision about how we should move forward in the post-
pandemic period.  I contend that we should unlearn and relearn a way to teach languages 
based on what we have learned during the pandemic period. 
 
5.1. Three-pillar Hybrid Model 
     The pandemic has taught us several lessons.  First, it reminded us of the importance of 
F2F time in language education.  We now know that having F2F interactions with our 
students is a privilege, and we need to rethink how we can maximally utilize this privilege.  
Second, the remote instruction forced by the pandemic made us realize that some learning 
activities can be more effectively done virtually.  For instance, quizzes, oral interviews, 
pair work, feedback on students’ compositions, etc. can be done relatively easily through 
Zoom or LMS (learning management systems), and we should keep exploring how to use 
these tools for our instruction.  Third, it has become clear that technology is going to play 
a more crucial role than ever before and we, as language teachers, need to be 
technologically adept and exploit its power as much as possible.   
 
     These lessons have led me to propose that our curriculum should consist of the three 
distinct learning modules: (i) F2F; (ii) synchronous remote; and (iii) asynchronous learning 
as shown in Figure 8.  In this paper, I call it a “Three-Pillar Hybrid Model.” 

 

Figure 8: Three-Pillar Hybrid Model for the New Normal Era 

It is important to note that the success of the Three-Pillar Hybrid Model depends on the 
synergy of the three modules; that is, each module should be carefully designed in order to 
complement and/or supplement one another, and that we need to start investigating 
questions like the following: 
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• What activities can be best conducted in which module(s) and why? 
• What types of asynchronous learning environments can be developed to support the 

Three-Pillar Hybrid Model? 
• What adjustments would be necessary with respect to learning objectives, class 

schedules, assessment, etc.? 

It will take time for us to answer these questions.  But I urge us to start tackling these 
questions in order to build a new pedagogy for the new normal period.   

5.2. Why Is Synchronous Remote Necessary? 
     At this point, one might question why we need the module of synchronous remote when 
in-person teaching becomes possible post-Covid.  There are several reasons for continuing 
synchronous remote.  First, our lifestyle and society will be different post-Covid, and I 
anticipate that our communication styles and methods will evolve accordingly.  For 
instance, businesses are likely to continue conducting job interviews and meetings virtually, 
providing additional opportunities for virtual communication, which may require adapted 
prosody, turn-taking, register, etc.  That being the case, we need to be able to teach how to 
communicate virtually (as opposed to how to communicate in person).  There is still much 
to learn about the particularities of virtual communication, but I anticipate the demand for 
learning such skills will increase in the future. 
 
     Second, we have learned so much about remote instruction during the pandemic, and 
many have just started feeling comfortable conducting remote instruction.  Furthermore, 
we have just started seeing the potential of remote instruction for some areas of language 
teaching.  For instance, we see some advantages and effectiveness in using educational 
applications such as Kahoot!, Padlet, Flipgrid, etc. for language instruction.  As such, we 
should continue exploring potential uses and building skills with digital tools to see 
whether they can complement or supplement F2F instruction. 
 
     Third, the combination of synchronous remote and F2F modules potentially increases 
our one-on-one interaction time with students, and it can give us an opportunity to build 
connections with our students in a smaller setting.  For instance, let us think about the two 
scenarios in Figure 9, along with the classroom context provided in Table 2. 

 

Figure 9: Scenario A vs. Scenario B 
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Scenario A (16 students) 
F2F 100%  

Scenario B (16 students) 
F2F 75% & Synchronous remote 25% 

4 times a week, 50 minutes/class 
Total meeting minutes per week 

= 200 minutes 

One-on-one teacher-student time per week 
200 minutes/16 students = 12.5 minutes 

3 F2F classes = 150 minutes/week 
1 remote session (30 minutes) with 4 

students/week  
One-on-one teacher-student time per week 

9.375 minutes (F2F) + 7.5 minutes 
(Synchronous remote) =16.875 minutes 

Table 2: Comparison between Scenario A and Scenario B with respect to one-on-one teacher-
student time per week 

Scenario A is 100% F2F and Scenario B is the combination of F2F (75%) and synchronous 
remote (25%).  The synchronous Zoom session under Scenario B can be done in different 
ways, but let us suppose that we divide the class into 4 smaller groups (4 students per 
group) and that the length of each Zoom session is 30 minutes.  As such, we could have a 
significant gain in our one-on-one time with students if we combine synchronous remote 
and F2F modules as shown in Table 2.  Admittedly, achieving this gain would require an 
increase of teacher’s instruction time by 70 minutes.  But such an increase in instruction 
time is not a bad payoff, given the benefits we could gain; a teacher can have a better 
understanding of her students’ progress and provide individualized feedback to them while 
enhancing her psychological or emotional connections with students.  Given these reasons, 
and quite possibly more, I contend that we should keep exploring the potential of the 
synchronous remote teaching module for our language instruction post-Covid. 

5.3. F2F and Asynchronous Modules 
     As mentioned earlier, the pandemic made us realize that having F2F interaction with 
students is a privilege.  The question to be asked is, what kinds of activities can we design 
in order to maximally utilize the F2F time?  There is a breadth of possibility that can be 
evaluated, and we need to start thinking about these questions collectively and share our 
ideas.   

     Another key element for the success of the Three-Pillar Hybrid Model is the 
development of rich asynchronous learning environments that can synergize F2F and 
synchronous remote instruction.  For instance, Kanji or grammar lessons can be done 
asynchronously if we create videos to teach them.  This, in turn, allows us to maximize our 
F2F time for other more communication-oriented activities.  It is true that the development 
of asynchronous learning environments initially imposes a significant amount of work on 
teachers, but I believe that with the help of technology, we can gradually build up rich 
environments that can support both F2F and synchronous remote instruction. 

6. Concluding Remarks
In this paper, I proposed the Three-Pillar Hybrid Model for the “new normal” language

pedagogy.  The proposed model consists of three environments: (i) face-to-face (F2F); (ii) 
synchronous remote; and (iii) asynchronous learning.  I presented ample reasons why we 
need to integrate these three environments in order to advance our pedagogy post-Covid.  
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Before concluding this paper, I would like to emphasize that we should embrace the 
opportunity that the pandemic has provided us; that is, the opportunity to unlearn and 
relearn.  I hope that we can move forward to the “new normal” language pedagogy. 
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1. はじめに

本発表で紹介する教材の想定使用者は日本にルーツを持ち海外に暮らす学齢期の

子どもたちである。近年の国際化の中で多くの日本人が国境の垣根を超え、世界各

地に移動している。海外在留邦人数調査統計(外務省 2018)でも、日本国外に在留す

る日本人は過去最多となっており、このような日本人の国外への移動に伴って日本

国外で幼少期を過ごす学齢期の子どもたちも増加傾向にある。また、国外へ移動し

た日本人の国際結婚などにより日本を含む複数の国や言語をバックグラウンドに持

つ子どもたちも増加傾向にあると考えられる。  

 このような日本国外で暮らす日本にルーツを持つ子どもたちにとって日本語は親

から引きついだ継承語(中島 2003)であり、その使用頻度や使用機会、習熟度などは

状況によりそれぞれ異なるが、継承日本語は子どもたちのアイデンティティー形成

にも深く関係している（Oriyama, 2010)。継承語学習者の定義は様々あるが、本発表

では「現地語以外の言語が使用されている家庭で育ち、その言語(継承語)が話せる、

ある程度聞いて理解だけできる、読み書きまでできるなど、言語力の程度の差はあ

れ、現地語と継承語のバイリンガル」(筆者訳)という Valdés(2000)の定義を使用する

こととする。 

2. 継承日本語教育

海外に居住し日本にルーツを持つ子どもたちに日本語を学ばせたいと願う保護者

は多く、子どもたちへの継承日本語教育は、家庭、コミュニティー内での保護者に

よる自助グループ、学習塾、教会や日本人会を中心とした日本語学校など様々な場

面で行われている。その中で、継承日本語教育を担う公的な教育施設のひとつが在

外教育施設である補習授業校である。 

文部科学省は補習授業校の設置目的を以下のように定義している(文部科学省 2019)。 

補習授業校は、 

• 現地校に通学する児童生徒が、【対象】

• 再び日本国内の学校に編入した際にスムーズに適応できるよう、【目標】

• 基幹教科の基礎的基本的知識・技能および日本の学校文化を、【内容】

• 日本語によって学習する【方法】

教育施設である。

 この定義に見られるように、補習授業校は主に帰国予定家庭の子女が数年後に日

本の教育システムに戻ることを前提とした帰国者教育の場という位置づけである。

それゆえ多くの補習授業校が、学習指導要領に基づいた指導内容を週 1回という限
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られた時間の中で補うという学習方法をとっている。しかし、継承日本語学習者に

とっては現地校での学習内容との関連を見出しづらく学習内容を十分に理解できな

い、暗記や反復学習などの学習スタイルに馴染めず補習校での日本語学習について

いけないなどの理由で退学するケースも多く指摘されている(中野 2107)。また近年、

帰国予定家庭と永住家庭という境界もあいまいとなり、日本に帰国する可能性や時

期などが未定の海外在住者も増加しており、補習授業校の帰国者準備教育という原

則と継承日本語学習者の学習ニーズのミスマッチ、また多様な背景の学習者を包括

する補習校運営の難しさも報告されている(AG5  2018)。 

 外務省と文部科学省の援助を受け運営される補習授業校では、「再び日本国内の

学校に編入」に向けた準備のために原則として教材は国語教科書を使用することと

なっている。しかし日本で「国語」として日本語を学ぶ子どもたちを対象に作成さ

れた国語教科書は海外で「継承語」として日本語を学ぶ子どもたちの実態に即して

いない場合も多く、国語教科書を使用する授業について行けず日本語学習を諦める

児童が存在するのは大変残念なことである。学習指導要領が掲げる学力の構成要素

のひとつである「主体的に学習に取り組む態度」(中央教育審議会初等中等教育分科

会 2019) を育み、継承日本語学習者が主体的・継続的に日本語を学んでいくために

は、継承日本語学習者のレディネスや学習ニーズに合った継承日本語教材の開発が

急務である。本発表は、継承日本語学習者が滞在国の補習授業校や日本帰国後に日

本国内の小学校において行われる国語教科書を使用する授業に対応できる日本語力

を育てることを目指し、国語教科書での学習の前段階で使うことのできる教材、つ

まり継承日本語学習者と国語教科書をつなぐブリッジ教材を開発する試みである。 

3. 継承日本語学習者の実態と教育現場の課題からみるブリッジ教材の方向性

継承日本語学習者は、日本語の使用頻度、使用場面、日本語の習熟度、学習機会

や学習モチベーションなど、個々人の置かれた状況において実に多様であるものの、

その日本語力の傾向としては、日本国内で国語として日本語を学ぶ「国語としての

日本語」や日本国内で日本語以外の言語が話される家庭で育つ子どもが学ぶ「第 2

言語としての日本語」と読む・書く・話す・聞くの 4技能の習熟度のバランスにお

いて異なることが指摘されている(中島 2003)。 

 継承語日本語学習者の多様性を反映し、学習ニーズも様々ではあるが、一般的に

継承日本語学習者の場合、家庭内でのコミュニケーションを中心に言語習得が進む

こともあり、基本的に日常会話における聞くこと・話すことは得意な傾向にある。

一方で、継承日本語学習者は聞く・話すに比べて読む・書くは苦手となりやすい(中

島 2003)。香港の補習授業校で実施したアンケート調査でも補習校に望む学習活動

として、家庭での指導が難しい「読むこと」「書くこと」という結果もあった(明石

2020)。そこで今回は、「読む」と「書く」という学習ニーズに主眼を置き、この二

つの領域を統合したブリッジ教材を作成することとした。 

 継承日本語教育現場はよく「ないないづくしの教育」と形容されることがある。

国語教育や外国語としての日本語教育に比べ、カリキュラム、教材や教授法など継

承日本語学習者にあったものが少ないと言われている。その結果、国語教科書の使

用が前提の補習授業校(在外教育施設)以外の継承日本語教育現場でも国語教科書を

使用するケースは多い。継承日本語教育の現場から聞かれる声のひとつに国語教科

書で扱われる語彙、文章のテーマやトピックが海外で育つ子どもたちにとって馴染

みがないものも多く、読解が進まないというものである。 
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 学習指導要領では「読むこと」や「書くこと」のテーマが学年ごとに規定されて

いる。例えば第 1学年・2学年の題材の設定については以下のような記述がある。 

 第１学年及び第２学年にふさわしい対象として，経験したことや想像したことなどを挙げ

ている。経験したこととしては，身近な生活の中で自分が行ったことや見聞きした身の回り

の出来事などが考えられる。想像したこととしては，様々な事物や出来事などを基に，想像

を膨らませて考えたことなどが考えられる。(学習指導要領解説 国語編 p.64 ) 

「身の回りの出来事」に関しても、日本で暮らす国語学習者にとって「身の回りの

出来事」「経験したこと」でも日本国外で日本とは異なる生活習慣、文化の中で暮

らす継承日本語学習者にとっては「身の回り」に感じられないものもあることが予

想される。文化的背景に関する知識や関連語彙の不足により、文章の内容理解と言

語機能の理解を同時に求めることは、認知的な負担が大きいと考えられる。 

 「読む」つまり読解、文章理解では、読み手である学習者は、自分の中にあるト

ピックに関する背景知識や言語知識など様々な知識(スキーマ)を総動員して文章を

理解しており、読解指導において、どのように読み手である学習者のスキーマを活

性化させるかを考えることが重要である(関、平高、舘岡 2012)。このスキーマには

コンテント・スキーマ(文章の内容に関する背景知識)とフォーマル・スキーマ(文章

構造に関する背景知識)があり、この両方をうまく活性化させることが読解に役立つ

(Carrell, 1988)。

 そこで本発表で紹介するブリッジ教材では、まず継承日本語学習者の身の回りの

出来事をトピックとして作成し、学習者のもつコンテント・スキーマを活用して読

解への認知的ハードルを下げる。一方で国語教科書と同じ文章構造や言語機能はそ

のままにして、フォーマル・スキーマを増やしていく。フォーマル・スキーマが十

分に構築されたところで継承日本語学習者にとってはなじみの薄い文化的な背景や

新しい関連語彙を含む教科書本文の読解をすることにより、新たなコンテント・ス

キーマを増やしていくことを目指した。このようにして段階を追ってスキャフォー

ルディング(4.3 参照)を十分に行い、継承日本語学習のサポートをする。ブリッジ教

材と国語教科書の単元との関係を以下の表にまとめた。

特徴 ブリッジ教材 国語教科書 

ジャンル 【共通】例：説明する 

言語機能 【共通】ジャンル特有の言語表現や構成は近い形で 

トピックやテーマ 海外で育つ学習者に身近なトピッ

クやテーマ

学習指導要領に沿ったテーマ 

※海外で育つ学習者にとっては身近

でないテーマも含む

語彙 上記テーマに関する身近な語彙 上記テーマに関する一般的な語彙 

 このような教材の作成を理論的・体系的に支えるのが次節で概観する選択体系機

能言語学である。 

4. 教材作成の基盤をなす理論的枠組み

この節では、教材作成の枠組みとなる選択体系機能言語学(Systemic Functional

Linguistics)を概観する。選択体系機能言語学は、人々が言語を用いて社会や集団の
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中で何をなすのかという社会的な側面を重視した言語学研究分野のひとつである 

(Halliday & Matthiessen, 2014)。選択体系機能言語学では、言語の使用はその社会的

目的 や状況・文脈(コンテクスト)に応じて適切な言語構造が選択されるという考え

方を基礎としている。この理論において、コンテクストを捉える枠組みがジャンル

(genre)と言語使用域(register)である。このジャンルとそれと階層関係にあり相互に影

響を与える言語使用域の変数を用いて教材の特性を整理し、ブリッジ教材作成の指

針とするものである。 

4.1  ジャンル 

 ジャンルというのは、「目的を持った社会的プロセス」と定義される(Martin 

2009)。例えば、情報を整理して伝達するという目的をもつ report、また意見を表明

すという目的をもつ expositionなどがある。またこれらのジャンルは社会慣習上あ

る程度決まった構成(generic structure)および言語資源(linguistic resources) により具現

化される傾向にある。 

4.2 言語使用域(Register) 

 言語使用域とは、ある特定の意味の集合を具現する語彙や文法資源の組み合わせ

（configuration）に関する用語である。 言語使用域を規定する変数（register variation）

は、活動領域（何について述べているか）、役割関係（話し手と聞き手、あるいは

書き手と読み手との関係）、そして伝達様式（記号化の様式と修辞的な構成）とい

う 3つである。この 3つの変数の組み合わせにより、目的を持った社会的プロセス

を具現化する言語が選択され、実際に使用される。たとえば同じ「報告する」とい

う社会的プロセスをとっても、誰が誰に報告するのか（生徒から教師なのか友人間

なのか）、どうやって報告するか（メール、電話、対面等）、また何について報告

するのかなどの違いによって、使用する言語は異なる。 

ジャンル、言語使用域、言語の関係性は以下のようになっている。 

(Adapted from Martin 2009 p.12) 
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 教材作成では、上記のジャンル、言語使用域という枠組みを用い、継承日本語学

習者が読んだり書いたりすることを期待される国語教科書で取り扱われる文章を説

明、整理していく。また、この言語使用域変数を調整することにより、継承日本語

学習者が無理なく段階的に日本語を学ぶことができる教材を作成する。その具体的

な手順については第 5節で述べる。 

4.3 ジャンルアプローチ 

 ジャンルに基づいた言語教授法(Genre-based pedagogy、以後ジャンルアプローチ)

は、もともとオーストラリアを中心に英語を母語としない学習者が英語による学校

教育に適応できるようサポートするために考案された教授法である。ジャンルアプ

ローチとは、言葉を使って表現する(make meaning)する際、社会的コンテクストに応

じた構成(generic structure)やそれを具体化させる語彙などの選択に対する認識を高め

ながら、読んだり書いたりする能力を養うことを目的とする教授法である(Hyland,

2003)。

 ジャンル・アプローチではジャンルに関する意識を高め、そのジャンルの文章生

成に必要な言語知識を明示的に教え，そのジャンルの目的にかなった文章を生成す

ることができるように、「段階」を追って「導く」教授法である。 

ジャンルアプローチで重要な概念の一つがスキャフォールディングである。スキ

ャフォールディングとは、日本語に直訳すると「(建築用)足場」であり、比喩的に

用いられている。建築用足場(教師によるスキャフォールディング)は、建設中の建

物(児童の知識や能力)が安定するまでその構造をささえ、建物が自立するようにな

ると取り外される。Hammond & Gibbons (2005:9) は、「学習者が将来的に同様のタ

スクを自力で完成させることができるようになるために、学習者がタスクを完成さ

せたり新しい知識を身に着けるために教師が与える一時的な手助け」と定義してい

る。国語教科書の文章を学ぶために、ブリッジ教材を使うこともマクロ・スキャフ

ォールディングのひとつである。またブリッジ教材を使った一連の授業においても

Teaching Learning Cycleの概念をもとにマイクロ・スキャフォールディングを行った

(第 6節参照)

5. 実際の教材作成の過程

この節では、前節で概観した選択体系機能言語学の概念をもとに実際に教材を作

成した過程について説明する。 

5.1  対象学習者 

本発表で紹介する教材は、香港在住の小学校 2 年生を対象に作成した教材である。

研究授業に参加したのは現地校またはインターナショナルスクールに通う児童 5名

である。これらの児童はいずれも両親のうちの 1名が日本人であり、家族でのコミ

ュニケーションにおいて日本語を使用しているが、家庭内で日本語を書いたり読ん

だりする機会は少ない。現地校やインターナショナルスクールでは、英語または広

東語など日本語以外の言語を学習言語として使用しており、子どもたち自身が日本

語の読み書きに関して苦手意識を持っていた。一部の児童は補習授業校にも通って

いるが国語の教科書を用いた授業が難しい、ついていけないと思うことがあると述

べている。 
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5.2 対象の単元 

 補習授業校で使用している国語教科書また授業の進度にあわせ、光村図書の国語

教科書「国語二下 あかとんぼ」から「馬のおもちゃの作り方」「おもちゃの作り

方をせつめいしよう」の学習の前段階となるようなブリッジ教材を作成した。 

5.3 ジャンルと鍵となる言語表現の特定 

 まず、どんな社会的目的を果たすための文章なのかを学習指導要領や教科書内の

説明を見ながら特定した。学習指導要領の言語活動例の中に「身近なことや経験し

たことを報告したり観察したことを記録したりするなど 見聞きしたことを書く活動」

(小学校学習指導要領解説 国語編 p.67)とあり、「報告する」「記録する」ことが

文章の目的であることがわかる。 

 またジャンルの構成については、「自分の思いや考えが明確になるように、事柄

の順序に沿って簡単な構成を考えること」(小学校学習指導要領解説 国語編 p.64)

とあり、また以下のような解説が加えてある。 

事柄の順序に沿って簡単な構成を考えるとは，集めた事柄の順序に沿いながら，文章の始め

から終わりまでを，内容のまとまりごとに，幾つかに分けて配置していくことを意識するこ

とである。経験した順序，物を作ったり作業したりする手順，事物や対象を説明する際の具

体的 内容の順序など，時間の順序や事柄の順序を考えることから，徐々に，文章の冒頭で内

容を大まかに説明すると読み手に伝わりやすいといったことも考えられるようにしていくこ

とが重要である。順序を考えることは，伝えたいことを相手に分かってもらうために必要な

こと であることに気付くようにすることが大切である。また，簡単な構成を考える際には，

文章には「始め−中−終わり」などの構成があることを意識できるように することが重要であ

る。  

小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 国語編（p.65）  

「事柄の順序に沿って」「始め-中―終わりを意識できるように」というのがキーワ

ードであった。 

 次に、このようなジャンル、つまり文章の目的(報告・記録)や構成(事柄の順序に

沿うように)がどのような言語で具現化されているか教科書本文を分析した。「始め

ー中―終わり」という大きな構成の中で、それぞれ以下の鍵となる言語表現を抽出

した。 
初め 

「ここでは、【トピック・説明する事柄】についてせつめいします。」 

中 

段落筆頭の「まず」「つぎに」「それから」「さいごに」という順序を表す表現 

終わり 

「これで【 】」 

 ブリッジ教材にこれらの表現を盛り込み、順序を表すという言語機能を理解し、

実際の読む活動、書く活動の中で使えるようになることを目指し、教材を作成した。 

5.4 活動領域の決定と教材の作成 

 教材作成の想定使用者である香港の継承日本語学習者(5.1)にとって「経験したこ

と」「身の回り出来事」が活動領域となるように、ブリッジ教材のトピックは「香
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港のバスの乗り方」とすることとした。事前に確認したところ、学習者は全員日常

的にバスを利用し、乗り方についても熟知していた。 

 活動領域を「香港のバスの乗り方」と定めた後は、国語教科書の単元の文章の目

的である「報告・記録」で「事柄の順序」に沿った構成となるように、教科書分析

で抽出した言語特徴を含むように留意して教材を作成した(付録参照)。 

6. 実践報告ー作成した教材を用いた教育実践

ここでは、前節で作成過程を説明したブリッジ教材を用いて香港在住の継承日本

語学者を対象に実施した授業について事例報告する。 

事前活動１ 

 まずはじめに、学習者全員に国語教科書の単元「馬のおもちゃの作り方」をわか

らない言葉や表現にしるしをつけながら読んでもらった。 

意味が分からない語彙としてしるしがついた語彙(一部抜粋) 

名詞：空きばこ・しかけ・ぶひん・よこむき・四角形・かたほう 

形容詞：細長い・ 

動詞：切り出します・おりまげます 

数字表現：4センチメートル 

事前活動２ 

 つぎに学習者らは個別に教科書本文を読んだ後、その内容(馬のおもちゃの作り

方)を得意な言語(中国語や英語)を使って説明するように指示したが、順序がバラバ

ラになる児童が多く、難しいようだった。

事前活動３

また手順ごとに書き写した付箋を手順に沿って並べ替えるという活動をしたが、

それもうまくいかなかった。 

 これらの事前活動の後、「同じジャンルの文章」を読んで書いていくことを説明

し、Teaching Learning Cycle(以下 TLC)にしたブリッジ教材を読んだり、書いたりす

る活動に入った。 

 TLCは、ジャンルアプローチにおいて重視される「段階を追う」ことを概念化し

たものである。3つの段階から構成され、以下にそれぞれの段階での活動内容とそ

の指導の留意点をまとめつつ、実際にどのような授業を行ったか説明する。 

(Adapted from Martin 2009 p.16) 

29



第 1段階 Deconstruction(分解・分析) 

 この段階ではまずテキストの内容の文脈化が図られる。教師は児童がその程度テ

ーマに関する知識があるか、すでにその程度の語彙を習得しているかなどをコミュ

ニケーションの中で把握する。児童と教師が対話をしながらテキストの構造分析を

行い、どのような言語構造(語彙や文法)が鍵となるか、どのような順序で構成され

るのかなどについて共通認識を持つことがこの段階の目的である。

 授業では、日頃利用する公共交通機関や日頃の経験(学校へ行くときに利用する交

通機関、その乗り方など)について児童たちと口頭でやり取りをした。この時、児童

たちはトピックである香港でのバスの乗り方についても英語や中国語を交えて説明

できていたので、それが日本語で書かれた文章ではどのような順序で、どのような

言語表現で具現化されているのかをやり取りしながら確認した。 

第 2段階 Joint Construction(共同構築) 

 この段階では、教師主導でコラボレイティブライティングが行われる。教師と児

童は第一段階で得た共通理解をもとに協議しながらテキスト作成をしていく。 

 授業では、ペアに分かれワークシートを埋めていった。このときの活動領域は

「日本のバスの乗り方」とした。日本で実際にバスに乗ったことがある児童もいた

が、全員ではなかったので動画を見ながら手順を確認し、それを日本語で書いてい

った。書くことが苦手な児童もペアで協力し補い合いながら書くことができた。 

第 3段階 Independent Construction(独立構築) 

 この段階では児童は第 1、第 2段階で学んだことを活かしながら個別に書く活動

を進めていく。 

 授業では学習者に活動領域(何についての文章か)を自由に選んで、学んだ構成や

表現を使って文章を書いてもらった。「地下鉄の乗り方」「オムライスの作り方」

「ゲーム機の使い方」などについて、シンプルではあったが、「まず、つぎに、そ

れから、さいごに」などの表現を用い、「事柄の順序」に沿って「説明・記録する」

文章を全員が書くことができた。 

 これらのブリッジ教材の学習が一通り終わった後、学習者に教科書の単元「馬の

おもちゃの作り方」を再度読んでもらった。学習者はすでに文章の構成について理

解していたので、段落の最初の文の文頭にある「まず、つぎに、それから、さいご

に」などの表現にすぐに気づき、それらを手掛かりに手順についての並べ替え活動

(事前活動３)も難なくこなした。また意味が分からない語彙として挙げられた語彙

を実物や写真などを使って説明した後、再度読み、得意な言語で説明してもらった

ところ(事前活動 2)、多くの児童が順を追って説明できた。教科書で手順を確認しな

がら実際におもちゃを作ってみることもできた。事前活動時に比べ読解が進んだこ

とがうかがえる。 

7. まとめ

本発表では、学齢期の継承日本語学習者の増加、継承日本語学習者の学習ニーズ

やレディネスに特化した教材の不足を背景として、国語教科書での学習の前段階で

使うことのできる教材、つまり継承日本語学習者と国語教科書をつなぐブリッジ教

材を選択体系機能言語学を理論的枠組みとして開発する研究の一部を紹介した。
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 現時点では主に「説明的な文章」(文部科学省 2017)を中心とした分析・ブリ

ッジ教材作成を進めているが、国語科で取り扱う「文学的な文章」についてはどの

ように継承日本語学習者の学びをサポートするかが今後の課題である。 

 本発表で紹介した教材と実践は香港で学ぶ学習者を対象としており、活動領域も

香港での身の回りの出来事と経験をもとにしたものであったが、国語教科書で扱わ

れるジャンル、その構成、言語的特徴を特定し共有できれば、他地域の継承教育現

場でも応用し、同様のブリッジ教材をつくることが可能であると考える。そうすれ

ば国語教科書使用という縛りのある補習授業校だけでなく、国語教科書の他に教材

の選択肢が少なく、体系的な教材を求めて国語教科書を使用している自助グループ

や日本語学校などでもそれぞれの現場の継承日本語学習者の実態に合わせた体系的

な教材を作成し、こどもたちの学びをサポートできるのではないかと考える。 
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1. はじめに 

 

 本稿の目的は 2019 年、2020 年の秋学期に行われたブラウン大学日本語 4 年生

のクラスの期末プロジェクトの実践報告をし、反省点、今後の課題について検討

するものである。この期末プロジェクトでは社会貢献を目的とし、日本に居住す

る外国人児童のための日本語学習教材の開発を試みた。コースの到達目標は言語

能力を伸ばすために ACTFL の上級の中から上を目指し、より深い学びのために

Fink (2003)の学習主体アプローチ (Learning-Center Approach)、総合的コースデザ

イン (Integrated Course Design)を土台に構築した。授業構成は最初に視覚教材、

新聞記事やインタビューなどを通して外国人児童の置かれている状況を学習し、

次に、外国人児童の日本語能力や健全なアイデンティティー育成のために自分た

ちに何ができるかをグループで考察し、最後にグループごとに児童のためのウェ

ブサイトを作成した。以下にコース概要、このプロジェクトを計画するに至った

経緯、社会的背景、実践の概要を記す。 

 

2. コース概要 

 

 前述の通り、本稿で報告するプロジェクトは 2019 年と 2020 年の秋学期に米国

の大学で開講された日本語クラス四年生の期末プロジェクトである。下の表にあ

るように（表 1）学習者は両年とも 11 名、学習者の母語、継承語または話せる

言語は様々であった。2019 年では英語、中国語、韓国語、スペイン語、フラン

ス語、日本語、2020 年では英語、中国語、スペイン語、スウェーデン語、タイ

語、日本語、タガログ語、フランス語などが挙げられる。中でも両年とも中国語

を母語、継承語とする学生が最も多かった。 

 授業形態は反転授業で授業のない日は次の授業の準備期間として視覚教材や読

み教材、ディスカッションの準備等が課せられた。詳しい教材については後述す

るが、主にニュース番組、新聞記事を使用した。本コースは主に二つのトピック

について取り上げたが、コース前半は日本の働き方改革、少子化、少子化の原因

について掘り下げ、後半では外国人労働者の増加、増加に伴う外国人児童の教育
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問題について取り上げた。授業形態は 2019 年は対面授業、2020 年はパンデミッ

クのためリモート学習となった。 

 

表１ コース概要 

 2019 年 2020 年 

学習者数 11 名 11 名 

学習者の母語・継承語・

話せる言語 

英語、中国語、韓国語、

スペイン語、フランス

語、日本語 

英語、中国語、スペイン

語、スウェーデン語、タ

イ語、日本語、フランス

語、タガログ語 

授業形態 反転授業、対面授業 反転授業、リモート学習 

授業時間 週 3 時間 週 4 時間 

教材 テレビドラマ、テレビニュース、新聞記事 

トピック 働き方改革、少子化、外国人児童の日本語習得 

 

3. 言語の到達目標 

 

 言語の到達目標は American Council of the Teaching of Foreign Languages 

(ACTFL)の上級の中 (Advanced Mid) から上級の上 (Advanced High) を目指すこと

とした。上級話者の特徴は自分の属するコミュニティー、国内外で起こっている

興味があることについて活発に会話に参加することができ、時制をコントロール

しながら叙述、描写ができることとなっている。意味のある段落を繋いで正確に

話せる、不測の事態にも言語を使って対応できるということも挙げられている

(ACTFL, 2012, 原文は英語、翻訳は筆者)。また、上級の中、上の話者には超級レ

ベルのスキル（意見を述べ、自分の意見を裏付ける）も求められる。ブラウン大

学では 3 年生のクラスで環境問題やジェンダーについて意見を述べる授業が行わ

れており、この 4 年生の授業ではさらに繋がりのある段落で話せるように学期を

通じて scaffolding（足場作り）を行った。この scaffolding については後述する。 

 

4. 言語以外の到達目標 

 

 Fink (2003)は学習者のより深い学びのために Learning-Centered Approach (学習

主体アプローチ)を提唱した。Learning-Centered Approach は従来の Content-

Centered Approach （内容主体アプローチ）に反するもので、どのような内容を

どのぐらいの時間を使って教えるかといったものではなく、まず学習者は何がで

きて学ぶ教科において何を習得すべきか考え、どうすればそれを習得できるかを

考えるアプローチである。この Fink のアプローチは言語教育に特化されたアプ

ローチではないが、言語教育のコースデザインに応用できるものである。 

 この Learning-Centered Approach には５つのステップがある。第一のステップ

はコースが置かれている状況要因を考えること(Identifying Situational Factors)であ

る。状況要因とは例えば何人学生がいるか、学生のレベル、授業形態、学生の持
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っている知識や経験、そして教師の持っている知識や経験について考えることで

ある。 

 第二のステップは到達目標を設定することである。到達目標を設定する際、

Fink (2003)は 2、3 年後にこのコースを取った学生に何を覚えていてほしいか考

えると良いとしている。そしてより深い学びのためには 6 つの重要な学習領域を

到達目標とする必要があるとしている。この 6 つの学習領域は独立した領域では

なく相互作用するものだと Fink (2003)は述べている。その 6 つとは次の項目であ

る（表 2）。 

 

表 2  A Taxonomy of Significant Learning by Fink (2003) 

学習領域 日本語訳 内容 

1. Foundational 

Knowledge 
基本的知識の理

解や情報の記憶 

学習者はどんな情報を理解し記憶する

必要があるか 

2. Applications 知識の応用 学習者にどんな思考（分析力、創造

力、実践力）を求めるか 

3. Integration 統合力 このコースで習った内容を他のコース

で習ったどんなことと統合して欲しい

のか、または学習者の経験や生活とど

のように関連づけてほしいのか 

4. Human 

Dimension 
自己について学

ぶ・人間関係に

ついて学ぶ 

学習者は自己について何を学ぶべき

か、また他人とのどのような人間関係

を学ぶべきか 

5. Caring 思いやり・価値

観 

学習者はどのような価値観、感情を受

け止めるべきか 

6. Learning How to 

Learn 
学び方の学習 どのようにすればいい学習者になれる

か、どう自律学習ができるか 

 

 第三のステップはフィードバックと評価方法を確立することである。一つの到

達目標を決めたら、その到達目標が達成されたかをどのように評価するかを決め

ることである。それは中間テストや期末テストを行い、学生が知識を得たかどう

かを測る評価ではなく、総合的な評価方法 (Educative Assessment) が必要である

と述べている。Educative Assessment には次の 4 つが含まれる。 

 

• Forward-Looking Assessment （将来を考慮した評価） 

• Self-Assessment（学習者による自己評価） 

• Criteria & Standards,（明確な評価基準） 

• FIDeLity Feedback（Frequent, Immediate, Discriminating, Loving フィードバ

ックは頻繁に早急に基準を明確にかつ愛情を持ってするべき） 

 

 第四のステップは教室活動である。Fink （2003）は従来の知識偏重の教育方

法を批判し、得た知識を学習者が実際の経験を通し学ぶ方法を提唱している。学
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習者が自ら積極的に学んだことは与えられて学ぶよりより定着すると述べてい

る。また、Bonwell と Elson (1991) は学習者がディベートやシミュレーション、

グループでの問題解決、ケーススタディーなどに携わることにより、より深い学

びが得られるとしている (Fink より引用) 。 

 第五のステップは上記の４つの項目が適切に統合されているかどうか確かめる

ことである。最初に立てた到達目標がどのように評価方法と教室活動と協調して

いるか、教師の価値観と学習者の特徴、コースの構成に対立している箇所はない

か確認することである。 

 この Fink の学習者主体アプローチを元に本稿の日本語四年生のコースを構築

した
∗
。 

 

5. コースの到達目標 

 

 上記の総合的コースデザインを元に６つの学習領域を含むように、このコース

の到達目標を次のように設定した（表 3）。 

 

表 3 日本語 700 到達目標 

到達目標 Fink による 

学習領域 

1. ニュースやテレビ番組などを理解する。 Foundational Knowledge 

2. 敬語のレベルの違いを理解し状況に合わせ

た使い分けができる。 

Foundation Knowledge & 

Application 

3. 新しい語彙を言い換えたり説明したりでき

る。 

Application & Integration 

4. 現在日本で起こっている社会的問題を順序

建てて説明することができる。 

Application & Integration 

5. 接続詞などを有効に使って自分の意見を順

序立てて話すことができる。 

Integration & Application 

6. 事実やそれに基づく意見を発表する。 Integration & Application 

7. グループの中で協力したり自ら進んで自分

の仕事を完成させる。 

Learning How to Learn, 

Human Dimension 

8. 自分がどんな社会貢献ができるか、または

どう社会と繋がれるか考える。 

Caring & Human Dimension 

 

 この総合的コースデザインの第一ステップの「コースが置かれている状況要因

を考える」と、学習者は大学レベルで最低 3 年日本語を勉強してきた者であり、

多様なバックグラウンドを持つ学習者である。母語、継承語や学習経験のある言

語は多岐に渡っており、第二言語を学ぶ大変さ、苦労を体験してきた学習者であ 

 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＊Brown 大学 Sheridan Center による Launch (2019)、Anchor (2020) の二つのカリキュラムデザインワークシ

ョップで取り組んだシラバスデザインである。Sheridan Center の諸インストラクターに謝意を表したい。 
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る。自分たちと同じような境遇にある児童達をサポートするプロジェクトなら目

的意識を持ち、取り組めるのではないかと考えた。また、学生にこのコースが終

わってどんなことを覚えておいてほしいかと考えた時、自分たちが培ってきた日

本語能力を使って社会貢献をしてほしいということだった。そして筆者の専攻が

都市教育であることから、予てから第二言語教育に何らかの形で貢献できればと

考えており、このような状況要因から期末プロジェクトでは外国人児童をサポー

トするプロジェクトを行うことに焦点をあわせることとした。このプロジェクト

では特に上記の到達目標の 7 と 8 を目指すこととした。次にプロジェクトに繋げ

るまでのスケジュール、教室内外の活動、プロジェクト前作業について、そして

このプロジェクトがどのように実践されたか述べたい。 

 

6. スケジュール、教室内外の活動 

 

 まず、前述の通り 2019 年、2020 年共にコース前半は働き方改革、職場におけ

る女性の地位、少子化の問題などに触れ、コース後半の 7 週間（2019 年）また

は 6 週間（2020 年）で外国人児童の日本語教育について取り上げた。2019 年の

スケジュールは次の通りである。下記のスケジュール（表 4）には本稿のプロジ

ェクトに直接関係のない中間テストや前半のトピックに関する発表の時間なども

含まれている。 

 

表４ スケジュール 

〜週目 教材 

8 週目 中間テスト 

ビデオ「増える外国人児童」 

9 週目 新聞記事「フォーラムみんなのニッポン？共生のヒント」 

インタビュー結果の発表 

10 週目 新聞記事「ダブルリミテッド・言語の狭間で」上・中・下 

11 週目 新聞記事「（私の視点）子供の日本語教育」 

ディスカッション 

12 週目 ブレーンストーム 

「やさしいにほんご」とは 

13 週目 「やさしいにほんご」の読み物 

感謝祭 

14 週目 プロジェクト 

新聞投稿 

___________________________________________________________________ 
 

 「（フォーラム）みんなのニッポン？：４ 共生のヒント」、『朝日新聞』、2019 年 3月 3 日 

外国人@ニッポン 言語の狭間で：上 「母語も日本語も心配」『朝日新聞』、 2015 年 9 月 8 日 

外国人@ニッポン 言語の狭間で：中 「悩み越え言葉を力に」『朝日新聞』、 2015 年 9 月 9 日 

外国人@ニッポン 言語の狭間で：下 「母語、自信育てる」『朝日新聞』、 2015 年 9 月 10 日 

中島和子「子供の日本語教育 母語に配慮しつつ推進を」『朝日新聞』、 2018 年 10月 18 日 
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 まず、このトピックに使った使用教材は視覚教材 AbemaTV の「増える外国人

児童」である。このニュースクリップを導入に使用したのは外国人児童が置かれ

ている状況の全体像を把握してもらい、視覚情報を通じて基本的な語彙を紹介す

る狙いがあった。ビデオの長さは 17 分であったが、前半 11 分と後半 6 分に分

け、50 分授業を二日に分けて内容理解に費やした。反転授業の為、ビデオは

Panopto を用い、聞き取り、語彙の穴埋め練習、内容理解のチェックの練習を

し、即時フィードバックで学生は何度でも聞き取り練習ができるようにした。学

期後の学生のフィードバックによると視覚教材は学生のやる気や動機付けを高め

るのに役立ち、全てわかるまで何度もビデオを見た学生が多かった。Panopto は

現在米国の大学でよく利用されている Learning Management System の Canvas に

載せることができ、ビデオを Canvas 上にアップロードすると、多項選択式問題

や穴埋め問題などをビデオを一旦停止した後に表示することができ、聞き取り練

習には大変役に立ったようだった（図１参照）。Panopto がない場合は PlayPosit

や H5P でも同じようなことができると考えられる。 
 

図１ Canvas 上の Panopto ビデオ宿題の例 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 しかし、Panopto は筆者が知る限り、現時点（2021 年）ではエッセー問題や自

由回答の答えはエクセルにダウンロードしなければならず、学生へ直接フィード

バックがしにくい為、自由回答や意見を述べてもらう宿題は別途ワークシートの

宿題を課し手書きしてもらうこととした。また、ビデオ宿題をする際には単語リ

ストを配布した。但し、この単語リストには単語の意味や英語訳は最初から与え

られておらず、単語の漢字と読み方のみ最初に記入しておいた。学生にはビデオ

を見ながら意味を考えたり辞書で調べたりしてリストを完成するように促した。

リストには使い方の例を書く箇所があり、学生たちにはいつも単語をどのような

場面でどのように使用するか考えるように奨励した。固有名詞（地名や政府機関

の名称など）や文化特有の単語（防災頭巾、説明会）などは Glossary のセクショ

ンに入れて説明書きを入れた。単語リスト完成は宿題にはしなかったが、学生達

は活用していたようである。学期末のフィードバックで自律学習に役立ったとし

た学生が多かった。 

 ビデオの内容は中国からの外国人児童の林くんと言う男の子が来日直後、全く

日本語が話せないまま横浜の南吉田小学校に転入し他の多国籍の子供たちと日本
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の学校、日本社会に慣れていく様子が描かれている。学生の中には中国をルーツ

に持つ学生、または自分も幼少期に全く言葉がわからない国で同じような状況下

に置かれた学生、また日本をルーツに持つが外国生まれで外国育ちの学生、また

外国語として日本語を学んでいる学生たちで、多様なバックグラウンドを持つ学

生たちに共感を呼んだ。 

 ビデオ教材でこのトピックに関心を持った後に、読み教材に進んだ。Lattimer 

(2010)によると声を出して読むことは読む力をつける上で非常に有効であり重要

な役割を果たすということである。声に出して読むことによって新しい単語を身

に付けることもできるだけでなく正しい発音も学ぶことができるとしている。そ

こで、各読み物には筆者が読んだサンプルを Canvas にアップロードし、学生が

正しい発音、抑揚を学べるようにした。2019 年には教室内で読みテストをし
∗
、

2020 年には読んだ音声を Canvas に宿題としてアップロードすることとした。こ

うすることで学生は事前に漢字の意味や読み方をチェックするようになり、自律

学習に繋がった。 

 読み教材には様々な角度、立場から問題を取り上げている記事を選んだ。「フ

ォーラムみんなの日本」では政府行政の取り組み、また外国人労働者を受け入れ

る側の日本人の否定的意見についても読んだ。「ダブルリミテッド」では言葉の

壁を乗り越えて、日本語をマスターしたフィリピン人児童の話や、子供たちの母

語を保つために奮闘する先生たちの姿を描いた記事、母語も日本語もできない児

童たちの問題、自分の子供と会話ができなくなるのではないかと心配する親の姿

を描いた記事など様々な視点からの記事を読み、学生達は児童たちの日本語を伸

ばしながら母語も維持することが自らのアイデンティティを保つことになるとい

うことを学んだ。教室活動では視覚教材や読み物の内容確認、文法表現の確認、

新しい表現を使った例文作り、グループディスカッションなどを行った。その

後、基本知識が理解できたか確認するために単語テスト、漢字テスト、チャプタ

ーテストを行った。 

 その他、学期を通して毎週ジャーナルの宿題を課した。これは前述した ACTFL

の上級レベルの運用能力を得るために、その週に読んだ読み物や扱った視覚教材

の内容を説明するものとその内容についての意見を述べるという二つの目的があ

った。そして、毎週ジャーナルを書くことで、学期末の新聞投稿をするという活

動の scaffolding（足場作り）をした。新聞投稿では字数制限があるため、学期を

通して、長いジャーナルを書くのではなく、簡潔にポイントを押さえて４−５行

で書く練習をした。また、このジャーナルを書く前の scaffolding としてビデオ教

材、読み物のワークシートが宿題としてあり、ワークシートで１−２行で書いた

短い意見文を接続詞などを使い、徐々に長く書いていけるように足場作りを行っ

た。 
 

7. プロジェクトの前作業 

 このプロジェクトはグループワークであり、自分の担当の課題を完成させるだ 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＊読みテストを行うのはウィスコンシン大学ミルウォーキー校のラッキー先生からヒントをいただいた。こ

こで謝意を表したい。 
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けでなくグループメンバー同士が協力することが重要である。そこで、グループ

ワークに入る前にグループメンバー間のルール、どんな目的で何をどの年齢層に

向けてのプロジェクトにするかの計画書を提出してもらった。教師側から提示し

たプロジェクトの目的は次の６点だった。 

• 日本に住む外国人児童をサポートする 

• 多様化する児童をサポート（一つの言語だけに留まらない） 

• 「やさしい日本語」のコンセプトを取り入れ、多様化する外国人児童、多

言語社会をサポートする 

• 児童達がアイデンティティーを育む手伝いをする（母語も育てる） 

• お互いに尊重、協力しながらグループワークをする 

• 自分のスキルを社会貢献に役立てる 

 

この目的を果たすプロジェクトなら学生は自由に選択していいこととした。教室

内活動としてグループメンバー同士がどんなプロジェクトをするか話し合った。 

 

 もう一つの前作業として「やさしい日本語」の紹介が挙げられる
∗
。「やさし

い日本語」とは阪神・淡路大震災がきっかけで、弘前大学の佐藤教授とゼミ生ら

が立ち上げた活動で、日本に居住、観光する外国人を情報弱者としないために立

ち上げた活動である。「やさしい日本語」では文の構造や表現を簡単な日本語に

し、情報をなるべくわかりやすく伝えようとする運動である。弘前大学のサイト

で公開していた「やさしい日本語」に言い換えるときの基本原則は次の通りであ

る。 
 

1. 重要度が高い情報だけに絞り込む 

2. 曖昧な表現は避ける 

3. 難解な語彙を言い換える 

4. 知っていると役に立つ災害語彙にはやさしい日本語に言い換えた表現を添

える 

5. 複雑でわかりにくい表現は文の構造を簡単にする 

 

 発足から 25年が経ち、活動の輪は全国に広まり現在は外務省、各自治体にも

この動きは広まっている。最近の動きでは災害支援と言うだけではなく在留支援

にも利用されるケースが多いようである。日本に居住する外国人の話す母語は

様々な為、すべての資料を翻訳するよりもやさしい日本語に置き換える方が有効

であるとしている。 

 「やさしい日本語」の教室活動としてはこの弘前大学が制作したパンフレット

を読み、どんなプロジェクトであるか理解し、上記の基本原則について確認し

た。そして、プロジェクトを考える際にどのぐらいの年齢層の児童を対象にする 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＊2019 年 4 月に行われたウィスコンシン大学マジソン校での教授法ワークショップでの講師であった安座

間先生、チームメイトであったウィスコンシン大学マジソン校の森先生、セントオレフ大学の秋本先生に謝

意を表します。このコース構築の上で「やさしい日本語」について教えてくださり、３人で作成した模擬レ

ッスンはコース構築に多大なヒントとなりました。 
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か考え、どんな視覚情報を使うかなど、グループとしてどのように「やさしい日

本語」を取り入れるかブレーンストーミングした。 

 2020年にはコロナウィルスのパンデミックの為、リモート授業となったが、 

全世界でオンライン化が進んだために日本からゲストスピーカーを呼ぶのが容易 

になった。愛知教育大学外国人児童生徒支援リソースルームでボランティアをし 

ている大学生にゲストとしてクラスに参加してもらい、リソースルームの活動、

児童の様子について知る機会を得た。プロジェクトを計画する前に実際に日々児

童たちと関わっている方に授業に来ていただけたことは貴重な経験であった。 

 

8. プロジェクト 

 

 上記の作業が終了後、学生はグループごとにプロジェクトに携わった。2019

年、2020 年共に学生の登録数は 11 人であったため、4 人グループが 2 つ、3 人

グループが 1 つの合計 3 グループに分かれてグループプロジェクトを行うことと

した。学期末に発表会を行うこととし、2019 年には一般のゲストを招いた（写

真 1~3）（2020 年はオンライン発表のみ）。 

 

 11 人の学生は 3 つのグループに分かれ、サイエンスフェア方式で学生の友人

や、学内の他の言語の先生など話す言語、わかる言語を問わず招待した。発表は

日本語で行われたが、作成した教材は多言語であり、各グループに様々な言語を

話す学生がいたため、ゲストの母語、話せる言語を問わず、コースの活動を知っ

てもらうことができた。 

 

写真 1~3  2019    発表会の様子 

 

写真 1                                    写真 2                                     写真 3 

 

 発表会では下記のような質問に ACTFL 超級のスキルである複段落で答えられ

るように指導した。日本語、英語の両方で発表会プログラムを作成し、来場者に

も以下の質問をしてもらった。この質問にどう答えるかを期末プロジェクトの評

価の一部とし、言語運用の面からと外国人児童のサポートの度合いの観点からも

評価した。 

 

1. このプロジェクトはどんなプロジェクトですか。説明してください。 

2. どうしてこのプロジェクトをしようと思いましたか。 
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3. どうして多言語でこのプロジェクトをしましたか。 

4. ゲストの人にこのプロジェクトで一番知って欲しい事は何ですか。 

5. プロビデンス（またはアメリカ）の英語学習者（English Language 

Learners-ELL)と日本に住んでいる日本語学習者と似ていることは何です

か。共通点がありますか。 

 

 下記は 2019年のグループの作品例（図 2-4）である。ウェブサイト作成には

図 1のグループを除き Google Site を使用した。図 2のグループは日本に来てま

だ間もない児童たちに日本の年中行事を紹介する目的でこのページを作成した。

使用言語は英語、中国語、日本語、フランス語で、このページで使用している絵

は全て学生たちのオリジナルである。そして児童たちが自分たちの国の文化を誇

りを持ってシェアできるようにシェア機能も設けた。 
 

図 2    学生の作品例 1                               図 3   学生の作品例 2 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 図 3のグループは絵本が児童の成長に重要な位置を占めていると考え、イソッ

プ物語「粉挽き職人と息子とロバ」の話を選び、それを五つの言語に翻訳し、オ

リジナル音声を加えた。この絵も学生のオリジナルである。五つの言語で物語を

見せることで言語と文化の多様性を児童に見せる狙いがあったと述べていた。登

場人物は人の話ばかり気にして結局は誰も喜ばせることができなかったという物

語であるが、物語を読んだ後、児童に同じようなことを人に言われたらどうする

かといった質問をしている。人と違っていても悪いことはなく自分に自信を持っ

ていいと児童たちに伝えたいという思いがあったそうだ。下の文章は図 3のグル

ープの質問２に対する学生の答えである。 

2. どうしてこのプロジェクトをしようと思いましたか。 

 通常の絵本は一つの言語で物語を語っていますが、私たちの「絵本」は一つの物語を五つの言語で語りま

す。この五つの言語で物語を語る形はグローバル化する社会で、マルチリンガルの子供たちを育てることに

なるかもしれません。その上、小学生たちが面白くていいメッセージがある物語を読んだら、楽しく日本語

を勉強できます。 

外国にルーツを持っている小学生にとって、初めて母語以外の言語を習い始めた時に一番役に立つのが、そ

の言語で書いてある本だと思います。本は他の言語を経験するために重要だと思うので、このプロジェクト

で子供に色々な外国語を経験してもらうためには絵本を作るのがいいと思いました。そして、子供達が違う



 43 

言語を比較しながら物語を読めるなら、母語以外の言語も気になって学びたくなるようになるかもしれない

とも思いました。 

今の日本の小学校の生徒たちはほとんど日本語で授業を受けます。そのため、外国ルーツを持っている児童

は、自分で母語と母語の文化を教室で勉強する機会が少ないので、自分のアイデンティティが揺らいでしま

うかもしれません。このプロジェクトは日本語をほかの五つの言語と対照して、物語を聞いたり、単語を読

んだり、質問に答えたりして言語を練習し、日本語と日本文化以外の言語と文化も勉強できます。（原文マ

マ） 

 

 図 4 のグループは授業で扱った新聞記事で「諸外国に比べて日本の先生は忙

しすぎるため批判的思考を促すための授業が日本では行えていない」という記事

を読んだことを思い出し、批判的思考ができるような読み物を作ることを考え

た。クイズレットを作って児童が単語の練習ができるようにした。 

 

図 4 学生の作品例 3                                          図 5 学生の作品例 4 

 
 

  

 

 図 5のグループでは食文化に注目し、様々なルーツを持つ児童が自分たちの食

べ物に誇りを持てるようにウェブサイトを作成した。紹介した食文化はフランス

料理、日本料理、アメリカ料理、ラテンアメリカ料理、中国料理である。月ごと

の行事食、給食の説明、箸の使い方などもフランス語、日本語、英語、スペイン

語、中国語で説明している。 
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図 6 学生の作品例 5                       図 7 学生の作品例 6   

 

 図 6のグループは児童たちの母親が作る食べ物を紹介し、美味しい食べ物を食

べたいと思うのは世界共通だということを伝えている。学生曰く『このサイトは

日本人児童（または大人）に見でも、勉強になることもあります。食文化に通し

て、他国の食文化にもっと深く理解できます。外国の友達とおしゃべりをする

時、このサイトで書いたレシピと文化についての違いは話題にもなれます。そし

て、このサイトは違いだけを話すではなくて、文化の間の共通点も強調するの

で、皆は人間だから、美味しいものを楽しんで、幸せに感じると言う気持ちは、

外国の人も日本の人もないです。』（原文ママ） 

 図 7のグループは初級、中級、上級に分けて環境問題、男女格差、そしてアイ

デンティティーの問題についてのオリジナルの読み物を作成、日本語、中国語、

英語、スウェーデン語、タイ語で単語リスト、翻訳を作成した。そして読んだ後

にできるクロスワードパズル、漢字ゲームなどもオリジナルで作成した。 

 全ての学生に共通することだが、作者情報を入れて自分たちのアイデンティテ

ィーを語っていることである。例えば自分のルーツや母語、同じような境遇にあ

る児童たちが共感できるように語りかけていたり、児童が自由に投稿し、児童た

ちと交流できるようにサイトを作成しているものが目立つ。このことから学生た

ちが本当に児童たちの助けになりたいと言う強い意志が伝わってくる。 

 

9. 学生の感想 

 

 このプロジェクトについて、11人中 5人が学期末アンケートに回答した

（2019年）。学生の感想は概ね肯定的な感想が多かったが、中には「やさしい

日本語」で書くことは上級の学生には物足りないという意見もあった。その他は

本当に児童たちの役に立てたら嬉しいという意見、実際にできるかどうかわから

なかったがみんなのサイトがとてもきれいにできていて感心したという意見、こ

の学期で習ったことを全て統合して自分が興味があるトピックについてプロジェ

クトを行うことができてよかったという意見もあった。 

 

学生の感想（2020 年秋学期のみ）（原文ママ） 
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I think this project was very fun and interesting and I enjoyed it a lot, but I don't think it required as high 
of a level of Japanese writing as a standard essay, for example, would have, since we were writing texts 
for younger kids. But I think I was able to get a lot out of it! 
 
I really enjoyed the final project! I hope many foreign students in Japan find it useful! :) 
 
I thought the final project was very interesting! Although I was a bit worried when starting it out how 
much we'd be able to accomplish, I think everyone's sites were really well made and allowed us to really 
put all that we learned throughout the semester to practical use. 
 

このプロジェクトのおかげて、日本、自分の出身地とクラスメイトの様々な出身地の文化の理解

を深めました。プロの教育と言語の専門家ではない私たちにとってやさしい日本語で複雑なもの

を書くのはちょっとチャレンジャーです。 

 
Very meaningful and interesting; get to choose the topic that we are actually interested in which is nice 

10. 反省点・今後の展望 

 

 このプロジェクトには日本の移民の教育問題をアメリカの教育の不平等につな

げて学生の理解を深める目的もあったが、現在のところ日本で書かれた文献かつ

学生の言語レベルに合う適当な教材が入手できず、アメリカの教育の不平等につ

いてはあまり授業で触れることができなかった。 

 学生の作品は概ねよく考えてあるものだったが、児童が母語の翻訳を読むだけ

では母語の習得につながるわけではないということを再確認する必要を感じた。

そして、本当に役に立つ教材が作れたかどうかを確認する機会を設けるのは今後

の課題である。また、「やさしい日本語」で書く作業は初級文法の確認、学生の

メタ言語能力の向上に役立ったとは思うが、上級レベルの学生にとっても自分が

話す日本語をやさしい日本語に置き換えるという事は難しい活動でもあったとい

うことがわかった。また、ウェブサイトを作る上で画像などの著作権や学生の個

人情報の問題も発生し、このプロジェクトのサイトは一般公開できずにいる。 

 今後の展望としては地方自治体や日本の教育現場と共同できるような体制が整

えられて学生たちが直接日本の教育現場とやりとりできるようになれば日本語学

習者の日本語力の向上、かつ社会貢献につながり理想の形になるかと思う。ま

た、学生たちは日本語教育の専門家ではないので、言語を学ぶ教材よりも、学生

が他の文化面で貢献できそうな項目に絞ったプロジェクトの方が参加しやすいか

もしれない。 

 

11. 終わりに  
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 Baker (2011)によるとマイノリティー言語の母語話者は社会における自分の母

語の位置を認識して、概してその母語に誇りを持てず、自己のアイデンティティ

ーにも支障をきたすことが多く、母語を学ぼうとする意欲がなくなりがちである

と述べている。筆者もまた、このプロジェクトを通じて自分の母語・アイデンテ

ィティーに誇りが持てていない学生がいたということに気づかされた。そして、

金(2020)の研究にもあるように外国に居住し、現地語以外の言葉を親との共通語

として持つ者は無所属感、「〜人らしさ」という枠にはまらない自分に疎外感、

親子間の言葉の壁、または断絶を感じる者もいる。 

 しかし、自分たちと同じような境遇で育った子供達の新聞記事を読んだりクラ

スのディスカッションを通じて、学生たちの間に自分のアイデンティティーへの

誇り、自分の母語を誇りに思う気持ちがより強固に芽生えたように思う。親子の

分断を避けるために子供が母語を維持することの大切さを痛感し、自分と自分の

親との関係を見直す学生も目立った。自分の継承語力が不足しているため親との

分断を感じていた学生もいた。しかし、このプロジェクトを通してなぜ親と分断

を感じていたか理由がよくわかった。そして、より一層、親との共通語を学んで

いこうという決意を表す学生もいた。自分の国で使う本名を一切使わず、英語の

ニックネームを使っていた学生が、このプロジェクトでは自分の本名を使って発

表するようになったり、自らを見直す内省が多く見られた。 

 このプロジェクトを通して学生は自己をよく知り、グループワークでグループ

メンバーの得意分野を知り、分担、協力してプロジェクトを完成することができ

た。そして、自分にどんなスキルがあり、どんな社会貢献ができるか、どう社会

と繋がることができるか考えることができた。どのグループの作品を見ても、児

童達の立場に立って考えられた作品ばかりで学生たちの児童達の役に立ちたいと

いう真摯な思いが伝わってくる。 

 日本ではこれからも外国をルーツに持つ児童が増えていくであろうし、それに

伴い不就学児童が増加していくと懸念される。米国のバイリンガル教育も日本の

外国人児童の日本語教育も残念ながら政治や公的予算と切っても切れない関係に

ある。予算不足、第二言語教育の有資格の教師不足が叫ばれて久しく、不就学児

童は増加している。多くの自治体、NPOで様々な取り組みが行われているが、言

葉がわからず、不就学になる若者を増やしてはいけない。不就学の若者が増えた

ら、いい仕事に就けず、不本意ながら犯罪に手を染めてしまうものも出てきてし

まうだろう。そして自分の母語、アイデンティティーに誇りをもち、母国と日本

の架け橋になれる若者が増えてほしい。社会からの疎外感、無所属感を持つ若者

が減ってほしい。微力ではあるが、日本語のクラスが何らかの社会貢献に繋がれ

ばと思う。 
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1. はじめに 

 インターネットの普及により、現代社会はかつてない情報過多の時代となっ

た。ACTFLが推奨する、「物、習慣、価値観」を教える既存の文化学習は、日

本語学習にはもちろん大切だが、映画、漫画、アニメ、日本のニュースなどのリ

アルタイム情報が豊富に手に入る時代において、ネットで調べればわかる「物、

習慣、価値観」の宣言的知識の習得だけを促進する文化教育は必要だろうか。筆

者はこれからの文化教育は、そのような知識の習得を前提とし、日本文化を通し

てグローバル化社会で役立つ異文化理解能力の向上を促すべきだと考える。例え

ば、日本には集団意識の概念があって、日本人は和を重んじることを学んだ後

（宣言的知識）、和を重んじるために何をすべきか（手続き的知識）に発展させ

て実生活で活用できなければ、実際に日本人と良好な関係を築き、日本社会の一

員として暮らしていく上では役に立たない。特に異文化間で適切な行動を取る能

力は、グローバル化社会で今最も必要とされている能力で、留学で日本人と触れ

合い身に着けることができると考えられている。しかし、経済的理由、コロナ禍

など様々な理由で留学ができない場合に、留学に代わる異文化理解学習環境を、

外国語教室内で作っていかなくてならない。したがって本論文では、教師が注意

深く選んだ日本映画を鑑賞し、鑑賞後のタスクをこなすことによって、グローバ

ル化社会で役立つ異文化理解能力を身につける方法を紹介する。 

 

2. 異文化理解能力の定義と指標 

 異文化理解の定義は様々であるが、異文化理解能力とは異文化間で起こる出来

事を適切に捉え、異文化内で適切な行動を取る能力だと言われている (Hammer, 

Bennett & Wiseman 2003, p.422)。Deardorff (2008) は異文化理解能力を研究してい

る著名な 23名の学者を対象に、学者間での異文化理解能力の概念と定義に一貫

性があるかどうか調べた。その結果、異文化理解能力とは、他人の世界観に対す

る理解力、文化的な自己認識とそれに基づく自己評価をする能力、新しい環境へ

の適応性、相手の話に耳を傾け物事を客観的に観察するスキル、異文化と異文化

学習への寛容さ、順応性、分析力、解釈能力、共感性、曖昧さに寛容であること

などが高い確率で全ての学者の異文化理解能力の定義に含有されていることを確

認した。 

 更に Bennett (2008) は、異文化理解能力は、3つの技能（認知的、感情的、行

動的技能）から構成されていると述べている(p. 16)。認知的技能は、自己文化認



 49 

識と多文化知識から構成され、感情的技能は、好奇心、文化的謙遜心、曖昧さに

対する寛容さを指し、行動的技能には、聞く能力、共感力、そして物事を正確に

捉え社会的交流に参加できることだと述べている (Bennett, 2001)。その様な概念

を異文化理解能力の指標として具体的に反映したのが Association of American 

Colleges & Universities (AAC&U）が推奨する Intercultural Knowledge and 

Competence VALUE Rubric (IKC Rubric) である。この指標は知識、技能と態度の

3つの側面から成り立ち、知識は自己認識と異文化知識、技能は共感力と言語・

非言語意思疎通能力、そして態度は好奇心と寛容さに分類される。IKC Rubric

は、そういった 6つの視点から、異文化理解能力の習得を測ると言う評価表であ

る。しかしこの指標はアメリカ人の学者達が作成したため、指標はすでに西洋的

な考え方に影響されて偏見があると懸念されてもいる (Deardorff, 2008)。Matveev 

& Merz (2014) は、アメリカ人とアメリカ人以外が作成した異文化理解能力の 10

の指標を比較し、どの観念が一致しているかを調べた。その結果、各々の学者が

定義する異文化理解能力は、文化固有の知識、態度、寛容さと柔軟性、批判的思

考と意欲で構成されていることが証明された。Matveev & Merz (2014) の研究結

果と IKC Rubricを比較すると、評価表で使用される表現は多少異なるが、ほと

んどの概念が同じであることから、本研究では IKC Rubricを用い日本語・日本

文化学習者の異文化理解能力の習得を測ることにする。 

 

3. グローバル化と文化教育の方向性 

3.1. コロナ禍での異文化理解能力の習得 

 2014年には ACTFLが Global Competence Position Statementを提案し、異文化

理解能力とは多言語多文化の知識や経験を用い、様々な文化背景を持った人々を

尊重しながら効果的にコミュニケーションを取る能力であると定義付けた。そし

てこの異文化理解能力の習得はさらに、多言語運用能力、柔軟性、文化的感受

性、共感力、精神力、向上心など様々な角度から測られる。外国語教育での異文

化理解能力向上の効果的な経験と言えば、第一に留学プログラムが挙げられるだ

ろう。しかし、留学は費用や日本での受入れ期間を考慮した場合、誰もが参加で

きるプログラムではないという問題があり、さらに 2020年から続くコロナ禍の

影響で、留学プログラムが相次いで中止されたことを考えると、今後は異文化理

解能力を留学プログラム以外で育成していく必要性があるだろう。幸いビジネス

や異文化コミュニケーションの分野では、映画を用いた異文化教育を教室内で行

う教授法が確立しており、その効果を示した研究が数多く存在している (Istanto, 

2009; Mallinger & Rossy, 2003; Pandey & Ardichvili, 2015; Rarick, 2007; Truong & 

Tran, 2014)。したがってこの論文では、ビジネスや異文化コミュニケーションな

どの分野で使われた異文化理解能力促進の教育法を取り入れ、2021年春学期、

実際に外国語文化のクラスで行ったタスクを報告し、今後の文化教育の方向性を

提案していきたいと思う。 
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3.2. 映画と異文化理解能力に関する先行研究 

 映画は場面や状況の視覚的情報が豊富であり、登場人物に感情移入しやすいこ

とから、ディスカッションを促進し、異文化の価値観を学び (Champoux, 1999)、

その国に住む人々の生き方や文化に深く入りこむことができる (Istanto, 2009)。

映画はエンターテイメント性が高く異文化への好奇心を刺激し (Cardon, 2010)、

マルチメディア慣れした 21世紀の学生に、異文化理解能力を教えるための効果

的な媒体だとも言われている (Champoux, 1999; Mallinger & Rossy, 2003)。さらに

多くの研究者は、映画は経済的負担から留学や研修旅行に参加出来ない学生にと

って、外国にいかず異文化理解能力を学べる有効な教材になると述べている
(Champoux, 1999; Istano, 2009;  Mallinger & Rossy, 2003; Pandey & Ardichvili, 2015; 

Rarick, 2007)。 

 映画が異文化理解能力習得を促す効果としては、固定観念や偏見の気付き

(Cardon, 2010; Yue, 2019)、異文化間での態度や価値観の違いの学び (Kaiser, 2011; 

Pandey & Ardichivili, 2015)、地理、習慣、伝統、そしてジェスチャーなどの文化

知識の習得 (Istanto, 2009; Tognozzi, 2010)、外国での教育問題や、経済的、政治的

地位に基づく社会階層の理解 (Istanto, 2009)、社会の決まりや行動、習慣などの

学び (Mallinger & Rossy, 2003)が挙げられる。しかしこの様な効果をもたらすた

めには、映画の選択はもちろんのこと、鑑賞後タスクの教育的効果もとても重要

となってくる。 

 Roell (2010) は映画の選択基準として、共感と異文化間の違いの理解を促すも

の、例えば異文化間の衝突、人種差別、固定観念をテーマにした映画や、伝統と

世代ギャップを表現した映画、非言語での意思疎通（声の高さや話す速さなどの

物の言い方）が表されている映画を推薦している。Istanto (2009) の研究では、社

会問題を表した映画、特に若者の問題、家庭での虐待、貧困の差、人種差別に焦

点を当てた 4つの映画を紹介している。 

 映画の選択と同時に異文化理解能力の習得に大切なのは、映画鑑賞前と観賞後

のタスク、ディスカッションや振り返りの質問である (Istanto, 2009; Mallinger & 

Rossy, 2003; Truong & Tran, 2014)。例えば、各々の研究では、映画観賞後に映画

の内容質問、ロールプレイ、インタビュー、映画で描かれた文化や習慣を話し合

わせたり (Istanto, 2009)、6つのビジネスの視点から日本とアメリカの相違点と類

似点を比べさせたり (Mallinger & Rossy, 2003)、言語・非言語表現、感情、価値

観、社会文化の 4つの視点から異文化比較分析させたりした (Truong & Tran, 

2014)。特に話し合いでは、学生間でも視点や意見が異なり、価値観の違う相手

とどう効果的に意思疎通するか、実際に国際ビジネスの場で起こりうる体験がで

き (Mallinger & Rossy, 2003)、異文化理解、アイデンティティーや固定観念の再

定義が促された (Truong & Tran, 2014)と結論づけた。 

 上で述べた 2つの研究 (Mallinger & Rossy, 2003; Truong & Tran, 2014) は、言語

教育ではなくビジネスの分野で行われた研究であるが、外国語教育の場での映画

と異文化理解能力の習得に関する研究では、Chao (2013) の研究が挙げられる。

この研究では、台湾の異文化コミュニケーションのクラスで、様々な国の映画

（アメリカ映画、ポーランド映画、ポルトガル映画、ペルシア映画、日本映画）
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を英語学習者に鑑賞させ振り返りのタスクをさせた。その結果、映画鑑賞後に、

学習者自身の外国人に対する態度が変化し、自分自身の異文化に対する誤った偏

見に気づく効果があったことが明らかになった。さらに、学習者はグローバル社

会に適応できる寛容さを持つこと、自己文化を肯定することや、外国人に対する

恐怖心を取り除くことの大切さについても認識した。Yue (2019) は、中国人の英

語学習者を対象に、Disney映画 “Mulan”を鑑賞させた後、映画のあらすじの説

明、内容理解の確認、そして中国民話の “Mulan”と Disney映画の “Mulan”を比較

させた。鑑賞前と後では、態度、解釈と共感力、発見と意思疎通の技能、文化の

批判的な気づきにおいて変化が見られた。イタリア語学習者を対象とした

Tognozzi (2010) の研究では、映画鑑賞が言語能力と文化知識にどの様な影響を与

えるかを調べた。イタリア映画 “Il Vestito da Sposa”という映画を鑑賞させた後、

学生に興味を持った文化を調べさせ、作文を書かせ、口頭発表をさせた。映画鑑

賞から学生が選んだ文化は地理（ナポリ）、地域特有の洋菓子、洋菓子の歴史な

どであった。学生の作文は APプログラムで使用される文化評価表で評価され

た。更にアンケート結果では、学生の文化的地理的認識が広がったことが明らか

になった。 

 この様に映画を使用した異文化理解能力促進に関する教授法は、主に英語学習

者に対して行われ (Chao, 2013; Yu, 2019）、外国語教室では Tognozzi (2010) の論

文の様に文化の宣言的知識の学習のために効果的だと言う研究結果がある。しか

し筆者の知る限りでは、アメリカの大学生に日本映画を使用した異文化理解能力

を促進するための授業は、あまり一般的には行われていないようだ。 

 

4. 授業目標とカリキュラム 

 筆者は文化コースの目的を、既存の文化教育から異文化理解能力を促進するた

めの文化教育に焦点を移して、約 16週間かけて日本文化（映画）のクラスをオ

ンライン非同期で教えた。その期間、7つの映画を見て各映画につき 5つのタス

クをこなさせることで、学生の異文化理解能力にどんな変化が見られるのかを観

察した。 

 クラスで使用した 7つの映画は、社会正義をテーマにした、またはそれを含む

邦画だ。『アイヌモシリ』は民族問題、『おくりびと』は職業偏見、『そして父

になる』は、血縁関係、職業偏見、『あん』ではハンセン病患者に対する偏見、

『もののけ姫』では民族問題、環境問題、病に対する偏見、『彼らが本気で編む

ときは』では、LGBTQ、そして『HAFU』では人種差別問題がテーマとして取

り扱われているためこれらの映画を選択した。 

 異文化理解能力の向上を測るために使用された評価表は AAC&Uの IKC 

Rubricで、この評価表には「異文化知識」、「自己認識」、「共感力」、「言

語・非言語意思疎通能力」、「寛容さ」、「好奇心」という 6つの側面がある。

「言語・非言語意思疎通能力」は、学生が日本人に対して日本語や非言語能力を

使ってどれほど効果的に意思疎通ができるのかを評価する指標であるが、本研究

では、実際のクラスで日本人と話す機会を与えられなかった為、この指標を省い
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た 5の側面から学生の異文化理解度を評価するタスクを作成し、5段階評価表で

評価した。  

 

5. 授業方法 

 IKC Rubricで評価される 5つの技能を伸ばすため、1. 先取り場面鑑賞、2. 講義

に関する内容理解、3. 映画鑑賞と内容理解、4. グループでの話し合い、5. 振り返

りという 5つのタスクを作成した。先取り場面鑑賞の目的は、自身の文化背景を

再認識させ、IKC Rubricの 「自己認識」と「好奇心」を伸ばすために作られ

た。講義内容に関する内容理解質問、映画鑑賞と映画の内容理解質問は、文化知

識を身につけ、IKC Rubricの 「異文化知識」を強化するためのタスクで、グル

ープでの話し合いは、共同作業を通して、相手を尊重する心を養うと同時に、

IKC Rubricの 「異文化知識」、「自己認識」、「寛容さ」を伸ばすために作成

した。振り返りのタスクでは、IKC Rubricの全ての指標で伸びを確認できるよう

な質問の答えを考えた。グループでの話し合いと振り返りのタスクは、学生に答

えを文章で書かせ、振り返りの答えだけを IKC Rubricを使って評価した。この

クラスは日本語上級者が履修可能な日本文化コース(Japanese)と、日本文化には

興味があるが日本語は勉強したことがない学生も履修出来る日本文化コース

(Comparative Studies-Humanities)の合併クラスである為、日本語上級コースの学生

は全てのタスクを日本語で、その他の学生は英語で提出した。各グループを 4人

編成とし、Japaneseの学生から構成されるグループは 8グループ、Comparative 

Studies-Humanitiesの学生は 13グループとなった。 

 1つの映画鑑賞に 2週間かけ、第１週目のタスクは、講義内容に関する内容理

解質問、そして映画鑑賞と映画の内容理解質問に対する答えを提出させた。第 2

週目のタスクは、グループでの話し合いと振り返りのタスク、そして次の週に鑑

賞する映画の先取り場面鑑賞で構成された。タスクは週ごと月曜日の朝 9時にブ

ラックボードにアップロードし、提出期限をその週の金曜日深夜に設定した。 

 
 

5.1. 先取り場面鑑賞 

 先取り場面鑑賞でどの場面を見せるかが、学生の好奇心と講義内容に大きく影

響を与える為、15秒から 1分程度の短い場面、主に感情表現（泣きや怒りな

ど、負の感情が現れている場面）や理解しにくい場面（熊の頭を祭壇に飾りなが

 

講義内容に関する内容理解質問（個人） 

映画鑑賞と映画の内容理解質問（個人） 

グループでの話し合い 

振り返り（個人） 

次週の先取り場面鑑賞（個人） 

 

 

第１週目 

第２週目 
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ら人々がお祭りをしている場面）等、学生が実際に異文化で遭遇しうる理解不能

な状況の擬似体験をさせることに焦点を当てた場面を注意深く選び、学生に登場

人物の気持ち、関係性や状況を想像させた。 

 このタスクを行う上で最も大切なことは、タスクを講義前に行い、その答えを

グループでの話し合いと振り返りのタスクに繋げ、学生自身がそれを通してみて

いる文化的レンズに気がつかせるということだ。よくわからない場面を理解しよ

うとする時、学生の解釈には、彼ら特有の文化背景・経験が反映される。そして

実際に彼らが答えた文章を元に、振り返りやグループでの話し合いで、学生同士

がお互いに無意識に使っている彼ら自身のレンズに気がつくよう促すことができ

る。この自己文化の再発見は、異文化理解能力向上において重要な気づきで、異

文化理解能力の重要な指標の 1つである。なぜなら、私たちを含めほとんどの人

間は、自分の文化がどれだけ無意識的に自分の行動と判断に影響を及ぼしている

のかに気がつかず、自分の判断が一般的なものだと考える傾向があるからだ。そ

して、自分が一般的だと思っているレンズを通して他人を見ると、そこから偏見

や決めつけが生じ、相手を否定的に判断し、誤解やコニュニケーションに支障が

生じる場合がある。さらに、先取り場面鑑賞で書いた答えをグループで話し合う

ことで、同じ場面でも各々が異なる視点で場面を解釈しているということ体感さ

せ、物の見方は様々であることを学び、より客観的な状況理解を促すこともでき

る。そして、この先取り場面鑑賞を講義前に導入することで、分からないから分

かりたいという好奇心を刺激し、学習意欲を高めるという効果も期待できる。 

  

5.2. 講義に関する内容理解 

 このタスクの目的は、IKC Rubricで評価される「異文化知識」を深めること

で、映画を見る前に、日本における社会正義の講義ビデオを作成し、読み物も紹

介した。そして、ビデオの終わりで講義に関する内容理解の質問 10問に答えさ

せることでその知識の習得を評価した。この質問の形式は Panaptoで作ることが

可能な正誤問題、多肢選択問題、書き込み問題を使用した。 

 

5.3. 映画の内容理解  

 映画内で人間関係がどのように描かれているかの理解を促進するため、講義に

関する内容理解質問に答えさせた後、登場人物の苦悩や、社会の理不尽さ、人と

の争いが起きる理由、そして日本人の価値観などに焦点を当てた質問に対する答

えを探しながら映画を鑑賞するように指示した。授業では 1つの映画につき、5

つの質問を与えた。各質問に対し日本語は 100字、英語は 200ワードで答えさせ

た。 

 

5.4. グループでの話し合い 

 授業で学んだことや映画を見て浮かんだ様々な疑問の答えを探し、学びを深め

る機会を与えられるよう心がけ、グループでの話し合いは学生同士で日時を決め

させた。相手の考えを尊重する大切さも学んで欲しいという筆者の希望から、グ

ループで 1つの問題解決法を決めさせるような質問や、学習者がグループでの話
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し合いの結果を振り返りに反映できるような質問を作成した。話し合いの質問は

次の５つの内容で構成された。 

• 先取り場面鑑賞で各自が書いた答えをグループメンバーに紹介し、グルー

プ内でどのような違いがあったか、各々がどんな文化背景を用いて場面を

理解したのかを話し合う。 

• 映画から学んだ重要なことを 3つ挙げさせる。 

• 映画で問題となった出来事は何だったかを考え、グループで別の解決策を

考えさせる。 

• 一番共感出来る、または出来ない登場人物を選び理由も話し合わせる。 

• 「もし〜だったら? なぜ」に対する質問にグループで 1つ答えを出す。 

 グループでの話し合いタスクを考える際、最も注意したのは、グループ活動を

最大限有意義なものにさせるという点だ。なぜならグループでの話し合いをする

と、メンバー間での負担、貢献度、参加意欲の違いからお互いに不平不満を抱く

ことが多いからだ。そういった問題を取り除く為、グループでの話し合いの際

は、次のような 3つの規則からなるグループリーダー制度を導入した。 

1. リーダーは、グループで話し合った内容をまとめて期限までに提出する。 

2. リーダーが期限までに提出しなければ、メンバーは点数を貰うことができ

ない。 

3. リーダーは交代制で、2つの映画を担当し、その際のメンバーの貢献度・

参加度を評価する権利が与えられる。 

 このグループリーダー制度は、学生の責任感と結束感を促進するのに効果的だ

と感じた。その上、ほとんどのリーダーはメンバーに高得点を与えていたのが印

象的だった。 

 ここで、実際に先取り場面鑑賞のために使用した映画『あん』の一場面を説明

し、それがどのようにグループでの話し合いの答えに反映されたのかを紹介した

いと思う。選んだ場面は、店長（男性）がハンセン病患者の施設を訪問し、年老

いた女性と食堂に座っている所で、女性は「店長、お世話になりました。楽しか

ったです」と寂しげに言い、それを聞いた店長は頷きながら涙を流し、女性もつ

られて涙を流すという感情的な場面だ。この場面での店長の涙にはとても複雑な

気持ちが表現されているが、映画を見る前の学生の答えには「この女性はこの男

の母親だが、アルツハイマーになってしまい自分の息子を店長と呼んだので、男

性が悲しくなった」や、「この女性はもうすぐ死んでしまうから、男性は泣いて

いる」と言う様々な解釈が見られた。実際に映画を見ると、この場面での彼の涙

には、ハンセン病で生涯社会に出ることが許されなかった年老いた女性（徳江）

と一緒にどら焼きを作ることで、彼自身の生きる意味を見つけられたという徳江

への感謝の気持ちが込められている。それと同時に、徳江がハンセン病患者であ

ることが世間に広まった途端、誰もどら焼きを買いに来なくなってしまったとい

う社会の偏見と冷酷さをまたも痛感させられ、どら焼き屋をやめざるを得なくな

った彼女に対して、何もしてあげられなかった彼自身の無力さに失望し涙を流し

ているということも分かる。その後のグループでの話し合いで、「この場面に対

して、メンバーの解釈にどんな違いが見られたか。そしてこう言った解釈の違い
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を知ることが、グローバル化社会で働く上でどのぐらい有益か」という質問をし

た時に、１つのグループは「私たちの答えはすべて違っていました。このような

視点の違いは、相手を知らなくても共感できる様々な方法を示すことで、グロー

バル化した社会で生きていくために役立つと思います」と答えた。さらに、 “I 

think its great that we all have different perspectives because when you grow up 

believing one thing you stay stuck with that view but when you open your mind up and 

meet new people and new perspectives your way of thinking changes completely and this 

is important when it comes to working in a globalized society where you are going to 

meet people from different backgrounds.” と答えたグループもあった。筆者が感銘

を受けたのは、グローバル化社会で生きるために大切な心構えについては講義で

は一切触れなかったにも拘わらず、学生自身からこのような感想が出されたこと

である。 

 

5.5. 振り返り 

 振り返りタスクの目的は 2つあり、それは学生の IKC Rubricの全ての指標に

おいてどれだけ成長したか評価することと、学生の書いた答えにコメントを与

え、次のタスクでの学生の思考力を伸ばすことだ。その為、振り返りのタスク

は、先取り場面鑑賞、講義に関する内容理解、映画の内容理解、グループでの話

し合いを通しての学びを反映させる 5つの質問を作成した。筆者が採点の際に減

点した場合にはその理由を説明し、学生に欠けている視点を指摘し、表現方法を

どう改善すれば誤解が生じない意思疎通がとれるようになるかを指導した。 

• 学生の「異文化知識」と「自己認識」を評価するため、先取り鑑賞時か

ら、本編鑑賞後で自分の考えの変化と自分の偏見のレンズについて、授業

で学んだこととグループで話し合ったことを含め説明させた。 

• 「自己認識」を評価するため、自己の偏見に気がついた場面・登場人物・

台詞・行動を映画から探させ、説明させた。 

• どれだけ登場人物の立場に立って苦しみや喜び、葛藤を表現できるように

なったのかの「共感力」の伸びを見るために、一人の登場人物の経験（困

難や悩み）を示し、その人の苦しみをどう理解するかを述べさせ、登場人

物の気持ちを語らせた。 

• 「寛容さ」を判断するための質問では、一番共感できない登場人物を選ば

せてなぜそう思うか、登場人物に対する不満を述べさせた。その後、その

登場人物の良い点を考えさせた。 

• 学生の「好奇心」を刺激するため、映画のテーマに関して自分で知りたい

ことを探させた。 

 

6. 結果と考察 

 筆者の主観的な感想としては 16週間の授業で、7つの映画を鑑賞し、各映画

につき 5つのタスクを繰り返しこなすことで、学生の知識、態度、思考に次のよ

うな変化が見え始めたように感じた。まず、日本の社会正義に関心を示し、それ

に関する知識が増えていく。相手を否定的に判断する考え方が減り、異なる考え

方や行動に寛容な態度を示し始める。自分の視点からだけではなく相手の視点か
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ら物事を考え始める。理解しにくい状況に対する主観的な判断を避け、客観的に

判断しようとする。チームとの連帯感、リーダーとしての責任感が生まれ始め

る。各テーマで興味深い質問を自分で見つけ知ろうとする力（探究心）が身につ

いてくる。しかしこれらの結果は質的データ分析に基づいていないため、今後の

研究課題として、異文化理解能力の 5つの指標の伸びの変化を分析していこうと

思う。 

 IKC rubricを通して学生の異文化理解度の変化を観察し、興味深いことを学ぶ

ことができた。一つは、学期始めには「異文化知識」の指標では高得点をとるこ

とができた生徒でも、「自己認識」、「共感力」、「寛容さ」に関しては、学期

始めには点が低かったということだ。 

 「自己認識」の例を挙げると、「私の判断はどの文化にも影響されていない」

と断言していた学生や、「私はいろいろな文化を知っている」と言っていても実

際に書いてもらうと表現できない学生がいた。採点基準の一つとして、「僕の人

生において同じ経験をしたから気持ちがわかる」と答えた場合や、登場人物の描

写があまりにも短い表面的な内容の答えなどは「共感力」の指標で減点とした。

減点の理由として「自分が経験したから気持ちが分かるということは、自分が経

験しなければ理解できないということ。そうではなく、なるべくその人の立場に

立って別の視点から考えて下さい」というコメントを付けたり「この人の社会的

責任、家庭での役割は何でしたか」と、もっと深く考えさせる引き出しの問いに

よって、相手の視点を重視した描写を心がけるよう指導した。「寛容さ」の指標

ではアイヌのイオマンテの儀式に対し「僕は動物を殺すという考えが、どうして

も好きになれない」や「動物を殺すなんておかしい。とにかく変である」という

否定的な感情を答えに書いた学生に対しては、「アイヌが動物を殺しているのは

伝統文化の一環である。動物を殺すのが嫌いであるという気持ちだけでなく、相

手の文化を受け入れようとする気持ちを表して欲しい」というコメントとともに

「寛容さ」の指標において減点をした。 

 今後の研究において検討しなければならないのは、日本人として大切にしてい

る価値観を、異文化理解能力の評価表に取り入れるべきかどうかということだ。

最近では、西洋の枠組みで作成した異文化理解能力の指標は必ずしも全世界共通

だとは言えないという批判がある (Aman 2017; Deardorff, 2008)。なぜ西洋の枠組

みで作られた指標が全世界共通ではないのかを、グループでの話し合いで見られ

たいくつかの問題点を紹介しながら筆者の考えを述べたいと思う。グループでの

話し合いをさせる際に起こった問題点は、学生には話し合いはなるべく木曜日ま

でに終了するよう指導したが、リーダーが無責任である場合のグループ内でのコ

ミュニケーションのすれ違いや、グループでの話し合いで、メンバーの協力が得

られず点数が低くなってしまうことに対する個人の不満などが挙げられる。これ

までの授業では、このような問題点に対して「全員がグループリーダーを担当す

るということは、リーダー気質ではない学生もリーダーとして頑張っているとい

うことなので、リーダーの能力が心配なら、メンバーが助けてあげることも大切

だ」というコメントや、「メンバーから積極的に期限を守るようリーダーに声が

けしてみてはどうか」また、「自分がリーダーとして課題を期限まで提出できそ
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うにないと思うのであれば、メンバーに助けを求めたらどうか」というような助

言を与えた。 

 このようなグループでの話し合いの問題点は、足並みを揃え助け合って何かを

するという集団意識の大切さが養われていないから生じたのかもしれない。そう

であれば、今後日本人やアジア文化を背景に持った人々と社会で共同作業を行う

時、この考えの違いが、すれ違いやコミュニケーションの支障を生み出してしま

うのではないかと懸念する。Tohsaku (2021)は繋がる社会に貢献できる人間を作

る為の言語教育理論（ソーシャルネットワークアプローチ）の一環として、メン

バーが助け合い協力して行動する「協働力」の大切さを述べている。したがっ

て、この集団意識に関係する評価も、異文化理解能力の指標の一部として追加

し、それに基づいたタスクを考えていくべきではないかと思う。 

 

7. 今後の課題 

 今後の研究では、以下の点に気をつけながら、振り返りのタスクで書かれた学

生の答えを比較分析し、クラスの履修前と履修後で、彼らの異文化理解度にどの

ような変化が現れたのかを調べたいと思う。 

• 「寛容さ」の判断は、必ずしも筆者が意図した質問から評価できず、全体

の答えの書き方から評価したことが多かった。こういった経験を含め「寛

容さ」を測るための特別な質問は必要ではないように感じた。 

• 異文化理解能力で 1つ計れなかった指標「言語・非言語意思疎通能力」

は、学生が日本人に対して日本語や非言語能力を使ってどれほど効果的に

意思疎通ができるのかを評価する指標である。今後は COIL(Collaborative 

Online International Learning)を通し、日本の学生と社会正義に関しての類

似点や相違点を話し合い、日本語学習者の言語・非言語意思疎通能力が評

価できるような機会を作れたら良いと思う。 

• グループでの話し合いでリーダーが与えるメンバーの参加度と貢献度の点

数配分は、1人単位ではなく、グループ単位で与え、リーダーがメンバー

の貢献度に応じて点数配分をできる形式にする方が効果的なのではないか

と思った。 

• 「協働力」を新しい評価として導入する場合、どんなタスクや質問、そし

て指導が効果的か、さらに「協働力」の 5段階評価の評価基準も考えなく

てはいけない。 

• 今後の映画のクラスでは、学歴社会に対する偏見、ブラック企業に見られ

る人権問題、日本社会に根深い女性蔑視を扱った映画も取り入れたいと思

う。 

• このクラスは日本語上級者とそうでない学生の 2つのグループから構成さ

れていた為、講義、タスクの指示、質問等は全て英語で行われた。今後は

上級者向けにターゲットを絞り、英語ではなく全て日本語で行ってみたい

と思う。  
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日本語学習者と日本人大学生との協同授業 
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宮城学院女子大学 

Miyagi Gakuin Women's University 

１．はじめに 

日本語学習者と日本人学生の交流活動や協同学習にはさまざまな実践例があり、

韓国の大学で教鞭をとってきた筆者も数多くの交流授業を実践してきた。海外在

住の日本語学習者にとって、日本人学生と交流すること自体、貴重な機会であり、

期待と喜びの中で大きな教育的効果をもたらすことを経験している。しかし、日

本における日本人学生と外国人留学生の交流については、日本人学生の「積極的

ではない」参加意識などを原因として、教師側の思いとは裏腹に必ずしも成功裏

に実践されているとは言えないようだ。どのような点において、「積極的ではない」

と評されるのか、そこにはいろいろな理由と問題が内在しているように思われる。 

 一方、日本人学生と日本語学習者の交流活動や協同学習は、「日本語学習」とい

う目的の中で実施される場合、そこに「教えるー教えられる」関係、違う言い方を

すれば、「強者ー弱者」という関係が生じてしまうことは否めない。日本語教育学

を専攻としている日本人学生との交流などでは、教育実習的な実践経験を踏ませ

るという意味からも、「教えるー教えられる」関係を目的とした交流授業もある。

しかしながら、急速に進む日本国内の多文化社会において、本来行われるべき日

本語学習とは、学習者も、日本人も、さらには日本語教育者自身も、当事者として

「対等」な関係が担保されることを目指すべきであり、そういった意識や土壌を

醸成することが重要であると考える。 

 本稿では、日本語学習者と日本人学生が対等な関係を構築するための協同授業

とはどのようなものであるのか、具体的なプログラムにおける実践例を報告しな

がら考えていきたい。 
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２．研究の背景と先行研究 

実は、これから報告しようとするプログラムにおいても、日本人学生の交流ボラ

ンティアを募集したのだが、授業当日に参加キャンセルが少なからずあったこと

を報告しなければならない。事前募集が参加日のかなり前であったこともあり、

期末考査日程との重複などもあったからである。 

しかし、こういった物理的な理由だけではなく、多くの日本の大学において、留

学生との交流がインセンティブ(謝礼金や時間給の支払い、評価への加点など)が

派生する場合と、まったくのボランティアである場合が共存しているという現実

があり、学生にとっては何が、どう違うのか、実態として見えにくい状況になって

いることも事実ではないだろうか。 

また、そういった募集には、日本人学生の留学生に対する役割として、「教える 

ー教えられる」という関係性を目的として求めていることもあるかもしれない。

本来、日本人学生と留学生との交流活動や協同学習は、多文化社会を生きる日本

人学生、留学生双方にとって、「対等」に与えられるべきよい機会であることは明

らかであるが、残念ながら効果的に動いているとは言えない実態が見え隠れして

いる。 

梶原(2020)に最新の調査結果がある。「日本人学生は留学生をどう見ているか」

という同志社大学の日本人学生に対する詳細なアンケート調査だが、一部を引用

する。「日本人学生は外国人留学生との交流は自身のキャリアデザインに有益なも

のであると考え、外国人留学生との交流を希望しているが、「言葉の壁」や「コミ 

ュニケーション」、「文化の違い」、「話題」等の心配や不安が理由となり、自分から

積極的に外国人留学生と友達になるための活動を行っている人は少なかった」

(p.108)とある。つまり、外国人留学生との接触について、日本人学生が消極的で

あることが窺い知れる。 

さらに、その理由の 1 つにあげられた「話題」については、「外国人留学生と何

を話せばいいかわからない、あるいは、もし話題が見つからなければ気まずい雰

囲気となってしまうのではないかという不安を抱いていた」(p.107)とあり、現在

の大学生が目の前にいる相手や共有する場に対して、過敏なほどに配慮をしてい

る様子が目に浮かぶ。「何を話せばよいかわからない」というコメントからは学生

たちの本音が聞こえるが、裏を返せば、交流活動や交流授業には、ストレスがな

く、気づきや共感が自然に生まれるような方法が求められていると言えるかもし

れない。 

３．実践の概要 

３.１ プログラムの概要と単元の設定理由 
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本稿は、筆者が教材開発と執筆に関わった、日本の東北部の大規模公立大学のオ

ンライン日本語授業プログラム「Online TUJP-2 in 2021」の中の 1つの単元であ

る「日本企業を調べよう－SWOT分析－」(以下「SWOT分析」とする)を授業事例と

して報告を行う。 

まず、簡単にこのプログラムの内容を紹介する。「Online TUJP-2 in 2021」は、

2021年 1月 13日～2月 2日の間に実施した。新型コロナの収束の見通しがつかな

い状況において、対面式の日本語短期留学プログラムが開講できず、それを代替

する目的で新たにオンライン用の授業カリキュラムや教材が企画され、授業が実

施された。初級レベルと中級レベル向けの 2講座を開講したが、「SWOT分析」の報

告の事例は中級レベルを対象としたものである。 

このプログラムは日本語学習と日本文化の理解を目的とした授業内容で構成さ

れており、オンラインではあるけれども、日本人学生との交流がさまざまな形で

用意されている。中級レベルの日本語学習の授業に関しては、その第一の目標を

口頭能力の向上と設定し、OPI(0ral Proficiency Interview)における中級レベル

から上級レベルへステップアップができるような内容を中心とした。具体的には、

空間の説明、ものの説明、叙述やナラティブといったタスクを通して、上級話者に

必要とされる段落レベルの口頭能力を達成するためのものである。 

「SWOT 分析」の単元は、中級レベルの学習者にはやや難しいタスクであると考

えられるが、1)海外の学習者にとって、文化、社会的事柄としての日本企業への関

心やビジネス日本語(ただし、「ビジネス日本語」が何を目指し、何を提供すること

が最適であるか、については後述したい)の学習についてのニーズが高いこと、2)

このプログラムにおいては日本人学生とのさまざまな交流を積極的に図ることが

目的とされており、日本人学生と日本語学習者の共同授業による「SWOT 分析」が

有効なタスクであるという、筆者の経験を元にした予想の上に設定をした。 

「SWOT分析」については、『課題達成のプロセスで学ぶビジネスコミュニケーシ

ョン』1を参考にした。筆者は、以前、このテキストの「Lesson4 企画を具体化す

る」の中の SWOT分析を韓国の大学の「ビジネス日本語」(3,4年生を対象とする中

上級クラスの授業で使用したことがある。その時には韓国人学習者だけで SWOT分

析を行ったのだが、学習者だけで SWOT分析を行った結果として、日本語学習の深

まりの限界(情報の偏りや語彙の選択など)を感じざるを得なかった。日本人と協

1 「SWOT分析」については、近藤彩・品田潤子・金孝卿・内海美也子(2012) 『課題達成のプロセスで学ぶビ

ジネスコミュニケーション』の「Lesson4 企画を具体化する」を参考にしたが、中級レベルの学習者にもわか

りやすい構成と説明にするために、本文は引用せず、書き換えている。スライドの作成や発表の仕方について

は、仁科浩美(2020)『留学生のための考えを伝え合うプレゼンテーション』から一部分を参照した。 
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同で企業分析をすることによって、情報の収集や語彙の選択と修正など、より真

正性が高められること、もっと言えば、日本人学生との協同作業によって、授業の

中の「ごっこ」が現実のビジネスシーンに繋がるものになるのではないかという

可能性を感じたのである。もとより授業教材における「ごっこ」を否定するもので

はないが、この「SWOT 分析」を日本人学生との協同授業で行なうことができたな

ら、日本語学習がもっと効果的に深められるはずだと確信した経緯があることを

付け加えておきたい。 

３.２ 単元の概要 

まず、単元の概要を述べる。 

単元テーマ：「日本企業を調べよう－SWOT分析－」 

学習目標：1)ビジネスマーケティングに関連した日本語を学ぶ。 

2)日本企業について調査し、SWOT 分析を行い、プレゼンテーションを

する。

3)日本人学生とディスカッションをしながら、協力して作業をする。

対象学生：・日本語学習者(大学生)11名(中国人(3)、韓国人(2)、フランス人(1)、

マレーシア人(5))…日本語学習レベルは中級程度。

・日本人学生(大学生・大学院生)11 名…ボランティア参加。専攻は問

わない。 

学習時間：90分×5コマ 

3コマ目と 4コマ目のみ連続で授業を実施。 

学習方法：オンライン(Zoom)による同時双方向授業。 

日本語学習者、日本人学生、それぞれ 2～3名で、1グループを作成し、

テキストによって与えられるタスクを達成しながら授業を進行。SWOT

分析からプレゼンテーションまで同じグループで行う。 

評価方法：プログラムは正規授業ではないことから、点数化はなし。プレゼンテー

ション発表を相互評価し、一番良かったグループを参加者全員で決定。

個人については自己評価をかねた振り返りシートを提出。 

３.３ 単元の流れ 

次に、単元の流れを整理する。 

○ 1コマ目：

・ウォーミングアップ
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・SWOT分析①

  企業の達成すべき目標と SWOT分析の関係(内部環境・外部環境について理解 

し、強み・弱み・機会・脅威を抽出)を例文の読解を通して理解 

・グループワーク① スターバックスの SWOT分析

・グループワーク② グループ毎に対象企業を決定

→インターネットを通して、その企業について調査

○ 2コマ目：

・ブレインストーミング/KJ法についての理解

・グループワーク③ ブレインストーミングの練習

・グループワーク④ 対象企業について、SWOT分析①を実施

○ 3コマ目：

・SWOT分析②

クロス SWOT分析から目標を達成するための戦略を例文を通して理解

・グループワーク⑤ 対象企業について、SWOT分析②を実施

・プレゼンテーションのための発表スライドについての講義

○ 4コマ目：

・プレゼンテーションのための発表原稿についての講義

・グループワーク⑥ プレゼンテーションのためのスライドと発表原稿の作成

○ 5コマ目：

・プレゼンテーション練習

・プレゼンテーション発表2(1グループ 10分程度)

内容 1.対象企業の紹介と説明

2.SWOT分析の結果報告(①企業の達成目標、②SWOT分析、③戦略につい

ての提案、④グループワークの感想) 

・発表後、質疑応答、相互評価を経て、一番良かったグループを参加者全員で決定

・自己評価をかねた振り返りシートを提出

以上の協同授業の内容から見える特徴的なことは、 

2 各グループの SWOT 分析の対象企業は、1.ダイソー(DAISO)、2.ソニー(SONY)、3.ファミリーマート(Family 

Mart)、4.セブンイレブン(7EREVEN)、5.ユニクロ(UNIQLO)であった。 
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1)上級レベルの日本語学習のタスクとして、発表スライドの用語と発表原稿の定

型表現が導入され、その習得が目標になっていること。 

2)日本人学生と日本語学習者の話し合いの積み重ねによって授業が進行していく

ことである。 

４．分析と考察 

４.１ ビジネス日本語の学習の様相 

まず、単元「SWOT 分析」において、1)上級レベルの日本語学習のタスクとして、

発表スライドの用語と発表原稿の定型表現が導入され、その習得が目標になって

いることについて、その意味を分析しながら考察を加える。 

先に、海外在住の日本語学習者にとって、「ビジネス日本語」へのニーズが高い

ことを述べたが、科目としての「ビジネス日本語」が何を目指し、何を学習者に提

供することが最適であるのか、といった議論はまだ進んでいないように思われる。

教材を選択する上において、ビジネス場面のケーススタディを中心に、敬語や待

遇表現、日本人独特の言い回しなどを習得しながら日本のビジネス文化を教える

といった教材が主流だと思われるが、果たして、それが有効な「ビジネス日本語」

の習得であるかどうかは検討の余地があるだろう。筆者自身の海外で教えた経験

を元にすると、ほとんどが自国内で就職をする、特に海外の大学生である日本語

学習者にとって、そういったケーススタディの学習は現実的にはあまり役に立た

ないのが現状である。 

 また、この「ビジネス日本語」の問題は、「ビジネス日本語」だけの問題に留ま

らず、もっと根本的な意味において、日本語学習をどのように考えるか、といった

問題にも繋がっていると考えている。筆者はかつて、「文化」をどう学習するのか、

といった問題提起を通して、早矢仕(2017)で、「外国語教育において学習対象とな

る文化については言語と切り離された形で、または言語教育のための文化理解と

いう側面での学習方法が中心であった。(中略)目の前にある文化そのものを学ぶ

ことがそのまま日本語の学習であり、ひいては日本語の学習の学びを深めるとい

う方法である」(p.218)と述べ、セマティック・ユニット「ゆるキャラ」の授業実

践を報告したが、今回は、「文化」を「ビジネス」と言い換えることも可能ではな

いかと考えている。つまり、「目の前にある「ビジネス」を学ぶことがそのまま日

本語の学習であり、ひいては日本語の学びを深めるという方法」であるというこ

とだ。 

「SWOT 分析」の成果物を見ながら検証をしてみたい。筆者は、「３.１プログラ

ムの概要と単元の設定理由」において、海外の日本語学習者だけで SWOT 分析を行 

った結果、情報の偏りや語彙の選択などにおいて、日本語学習の深まりの限界を
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感じたと述べた。この場合の語彙の選択とは、具体的には、1)動詞の名詞化、2)漢

語の使用の習得の難しさを指す。たとえば、動詞を名詞に言い換えることや漢語

の使用(例：学生を受け入れます→学生の受け入れ/授業が始まりました→授業の

(が)開始/問題が複雑になってきました→問題の(が)複雑化)によって、文言を簡

潔に表現することができるが、この言い換えをスムーズに習得することが難しい

のである。今回の「SWOT 分析」においても、ブレンストーミングのボード上には、

「気楽な生活を追究する人が多くなっています」、「ドンキホーテなど他者と協力

を加速させている」のように、文のまま記載されている箇所がたくさん見受けら

れたのだが、最終プレゼンテーションスライドにおいては、「楽な生活を求める人

の増加」、「他社との協力を加速化」といった表現に置き換えられており、動詞の名

詞化や漢語の使用という日本語学習の項目を実践を通して習得したことがわかる

結果になっている。動詞の名詞化と漢語の使用という項目は学習事項として事前

に説明を行っているが、自分たちが話し合いを通して出した語句や文を使って、

スライドの文言としてより洗練された表現へ作り上げられる学習プロセスを実践

していることが見て取れる。 

 さらに、これはビジネスプレゼンテーションに使うスライドの文言だけに留ま

らず、ブレンストーミングや仕事を行なう上でのメモの記載にとっても必要不可

欠な日本語能力でもある。加えて、「増加」や「加速化」といった語彙については、

抽象的な漢語の使用を促しており、OPI でいうところの超級話者のマーカーであ

る。より高度な日本語使用への橋渡しにもなっていると評価できるだろう。 

このような日本語の知識と使用は実際の発表資料などの作成を通して、覚えて

いくことが早道であろう。しかも、いっしょに話し合いをしている日本人学生に

とっては、すでに身に着けている国語力で容易に提示できる内容であり、そこに

大きなストレスはなく、明示的にも暗示的にも、作業を通して学習者に日本語の

知識を提供できる内容だ。韓国在住の日本語学習者だけで作業をした時に感じた

学習の困難さを容易に超えることができたのである。つまり、目の前にある「ビジ

ネス」を学ぶことがそのまま日本語の学習になる方法である可能性を示唆してい

る。 

４.２ 対話なるものの様相 

次に、「SWOT 分析」の授業が、2)日本人学生と日本語学習者の話し合いの積み重

ねによって進行していることについて、その意味と意義を明らかにしたい。 

先に引用した同志社大学の学生たちの「何を話せばよいかわからない」という一

言が思い出される。同じ教室で机を合わせ、時間を共有すれば「交流」になると思 

っているわけではないだろうが、実際のところ、日本語教育の現場において、その
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ような場が無造作にセッティングされていることも多いのではないだろうか。仮

に、あるトピックが与えられ、ディスカッションがなされたとする。身の回りのこ

と、大学生活のこと、アニメと日本文化、環境問題について、お互いのコミュニケ

ーションが促進され、気づきや共感が生まれることも確かにあるだろう。しかし、

一方において、自己開示が否応なく求められるトピックであることも事実であり、

そのストレスについて、現場の教師たちはどれほどの認識と配慮を行っているだ

ろうか。つまり、交流活動や交流授業といっても、その内容と質が問われなければ

ならないのである。 

キーワードになるものは「対話」である。勿論、日本語学習における「対話」の

必要性は言うまでもないが、声高に言われる程、何を、どのように「対話」するこ

とが、日本語学習においても、「対等」な関係の構築においても効果的であり、必

要なことなのか、検討されているとは思えない。「対話」の本質について考えてみ

よう。 

 ここに、劇作家の平田オリザが述べた示唆的な文がある。平田(2012)は「会話」

と「対話」の定義に際して、「定義が曖昧というよりは、「対話」という概念自体が

日本社会にはおいては欠如している、あるいはまだ定着していないと考えたほう

がいい」(p.31)と述べ、次のように「会話」と「対話」を対比して定義をしている。 

〔会話〕＝価値観や生活習慣なども近い、親しい人同士のおしゃべり。 

〔対話〕＝あまり親しくない人同士の価値や情報の交換、あるいは親しい人同士 

でも価値観が異なるときに起こる価値のすり合わせなど。 

このように考えていくと、日本人学生と日本語学習者の交流は「対話」であるこ

とが必然であるはずだ。そして、交流とは親しくなる前の、または、親しくなるた

めの「対等」な関係が担保されるような「対話」ができる場やテーマが提供される

ことが前提にならなければならないと考えるべきではないだろうか。 

 「SWOT 分析」において積み重ねられた話し合いについて、それを「対話」とし

て捉えた場合、次のような改善点を指摘することができる。1 つは、テーマが企業

であることから、自分のことを話す必要はなく、「何を話せばよいかわからない」

といった自己開示についてのストレスがないこと。2 つは、「教えるー教えられる」

という関係性が、時として逆転することが容易に可能なテーマであるということ

だ。特に 2 つ目については、それぞれの日本企業に対する捉え方や評価、イメー

ジが国や地域、日本との関係によって大きく違うことからも、日本人学生、外国人

学生、双方において、大きな気づきや学びがあったと思われる。 
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 「SWOT分析」で話し合い、「対話」を経験した学生たちの声を紹介する3。日本語

学習者からは、日本人学生からの日本語のサポートを自覚しながらも、チームで

話し合うこと、対話から得た楽しさが伝わってくる。また、ボランティアの日本人

学生からは、「日本語の授業なのに、私が学ぶことがたくさんあって、すごくいい

機会になったし、企業を見る目が変わった思います」という正直な感想が寄せら

れた。「日本語の授業なのに」という言葉に含まれる既成概念の変容こそ、筆者が

意図したことである。さらに、相互評価の際に、あるグループの出した企業の戦略

について、経済学部の男子学生から反論が出たことも有意義であった。ここまで

がんばった日本語学習者に反論をすることは失礼だといったような、有り勝ちで

不必要な配慮がなかったことこそ、真の「対話」が成り立ったことを語っており、

学習者たちにとっても達成感を得られたことに繋がったエピソードである。 

５．おわりに 

 結果として、「SWOT 分析」で与えられた「対話」のテーマは、「教えるー教えら

れる」といった関係性が固定したものではなく、容易に交替が可能であることの

体験的な気づきと学びではなかったかと考えられる。「対等」であることの居心地

の良さは、いわゆるお客様に対して喜んでいただく、そのためには自己開示も厭

わないいったストレスや不安とはまったく違うものである。ボランティアの考え

3 ●日本語学習者のコメント(フィードバックシート)原文のママ

・私にとってとてもいい経験と思います。(中略)日本人ら助けてもらった機会と日本語でプレゼンテーショ

ンをする機会がマレーシアで珍しいです。例えば、日本のチームメイトと一緒に資料を探したり、文法上の

問題を修正してもらったりするのはとてもありがたいです。今回マレーシア人の意見だけじゃなくて、日本

人と中国人の意見を聞いて、たくさん習いました。(後略)(マレーシア・男子) 

・SWOT 分析はとても役に立つ分析の方法と思います。企業だけではなく、人生の重要な選択をする時使える

分析の方法と思っています。Lesson４では、SWOT 分析を学んだ他に、異なる国のメンバーのチームワークも

体験しました。とても面白かったです。日本語でチームワークのコミュニケーションの方法も勉強しまし

た。(中国・女子) 

●日本人学生のコメント(Zoom 上の口頭による感想発表から)

・本当に私が、日本語の授業なのに、私が学ぶことがたくさんあって、すごくいい機会になったし、企業を

見る目が変わった思います。(学部・女子) 

・聞いていて勉強になりました。日本の企業でも、それぞれ企業によって違いがあることがわかりました。

(大学院・女子) 
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方にも言及をしなければならないと思うが、今後の研究事項に繋げたいと思う。 

 「対話」は「対等」な関係においてなされるものである。日本語教育の交流の現

場において、「対等」な「対話」なるものが、その意味と意義を明示化しながら実

践されているかどうかに、私たち日本語教師はもう少し敏感にならなければなら

ない。そして、それはとりもなおさず、日本人学生に対しても大きな意味を与える

ものであると確信している。今回の「SWOT 分析」の実践例の報告を通して、少し

でも一元的な「教えるー教えられる」関係、または、「強者ー弱者」の関係を改善

し、新たな関係性に気づく方法があることを示すことができたのではないかと考

えている。 
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1. Introduction 

     Japanese verbs and adjectives are mostly native words (Shibatani, 1990, p. 146) and 

are closed classes because of their morphological boundedness (Uehara, 1995, p. 229).  

The verbal and adjectival inflectional endings attach only to bound stems of verbal and 

adjectival categories, respectively.  Japanese nouns, on the other hand, are an open class 

and include Sino-Japanese words and other borrowings as well as native words (Shibatani, 

1990, p. 146), because nouns are free forms and borrowings are treated as such in 

Japanese.  New verbs and adjectives are often created out of nouns (e.g., borrowings).  

This process of predicate formation involves the use of suru ‘do’ for verbs and the copula 

for adjectives instead of the conventional verbal and adjectival inflectional endings.  In 

short, Japanese builds its predicates in two ways out of the bound and free bases by 

means of inflectional endings (for the bound base) and suru and the copula (for the free 

base).1 

     This paper takes a close look at examples of the second type of predicate formation 

out of a free nominal base and argues that in the example (1), the honorific noun o-

miokuri combines with light verbs, kudasai, nasai, and negaimasu, into complex 

predicates.2 

 

(1) a. Yamada-sensei  o         o-miokuri         kudasai. 

          Yamada-Prof.    ACC  HP-seeing off   do.BEN.HON.IMP  

          ‘Please see off Professor Yamada.”  

      b. Yamada-sensei  o        o-miokuri          nasai. 

 
1 Some elements enter into both processes of predicate formation. 

 (i)  (a) memo-ru      (b) memo suru 

 (ii) (a) atataka-i       (b) atataka da 

As (i) shows, the borrowing memo can take the verbal inflectional ending -ru in (a) and 

combine with suru in (b).  Likewise in (ii), the native word atataka can take the adjectival 

inflectional ending -i and combine with the copula.  These two elements can be regarded 

as bound in (a) and free in (b). 
 
2 The following abbreviations are used in this paper.   

TOP = topic, NOM = nominative, ACC = accusative, GEN = genitive 

INF = infinitive, NPAST = non-past 

HP = honorific prefix, NML = nominalizer 

BEN = benefactive, HON = honorific, IMP = imperative, REQ = request 
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          Yamada-Prof.    ACC  HP-seeing off   do.HON.IMP 

           ‘See off Professor Yamada.’ 

      c. Yamada-sensei  o        o-miokuri           negaimasu. 

          Yamada-Prof.     ACC   HP-seeing off  do.REQ    

          ‘Please see off Professor Yamada.’ 

 

Here, o-miokuri is an honorific noun made up of an honorific prefix o- and a nominalized 

verb miokuri, which is derived from the verb miokuru.  The verbs kudasai, nasai, and 

negaimasu turn the honorific noun into a verb and so are called verbalizers or light verbs.  

In consequence, the example in (1) can have the same number and type of arguments as 

the verb miokuru.  The combination of an honorific noun and a light verb is called a 

complex predicate. 

     This paper is organized as follows.  The next section presents a brief review of 

literature on complex predicates and the light verb constructions in Japanese.  Section 3 is 

devoted to honorific nouns, discussing the formation of nominalized verbs, the behavior 

of the honorific prefix, and the behavior of honorific nouns in turn.  Section 4 then turns 

to the light verb use of kudasai, nasai, and negaimasu, comparing it with their main and 

auxiliary verb uses and elucidating similarities and differences between them.  Finally, 

Section 5 concludes this report with a summary of the findings.  

 

2. Complex Predicate 

     In the literature, complex predicates are often analyzed as consisting of a non-verbal 

element and a light verb (Karimi, 2013).  They are also often defined as “multiword” 

sequences acting like a single predicate (Nash and Samvelian, 2016). 

     As for light verbs, their formal and semantic properties are often discussed.  Formally, 

they are always exactly form-identical to a full verb and inflect exactly like that full verb 

(Butt, 2010).  In complex predicates with a noun and a light verb, the light verb acts as a 

verbalizer of the noun.  This way of creating a predicate out of a noun is often used in 

turning loanwords into verbs (Butt, 2010).   For example, a loanword meaning ‘phone’ 

combines with a native light verb meaning ‘do’ into a verb meaning ‘to telephone.’  

     Semantically, light verbs do not have the same predicational content as their full verb 

counterparts and so are often called their semantically bleached versions (Butt, 2010).  

As a result, they do not predicate their own event; rather they hook onto another event 

predication and deploy their lexical content dependently (Butt, 2010).  

     In light of the crucial role that light verbs play, complex predicates are sometimes 

called ‘light verb constructions.’  It has been claimed that Japanese has light verb 

constructions involving suru meaning ‘do,’ as in example (2).   

 

Light Verb Constructions in Japanese 

(2) a. Ken wa      Ainu-go             o         kenkyuu  suru. 

         Ken TOP    Ainu-language  ACC   study       do 

         ‘Ken studies the Ainu language.’ 

          (Grimshaw and Mester 1988) 

      b. Ken  wa     tegami o        pen-gaki       suru. 

          Ken  TOP  letter   ACC   pen-writing  do 

          ‘Ken writes a letter with a pen.’ 
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          (Sugioka 2002, Yumoto 2010 ) 

 

In (2a), the light verb suru at the end of the sentence combines with the preceding noun 

kenkyuu and they jointly predicate the subject noun.  In (2b), the light verb suru combines 

with the preceding noun pen-gaki.  Pen-gaki is a compound with a noun pen and a 

nominalized verb gaki.  Pen-gaki suru acts like a simplex predicate. 

     Analogously, honorific sentences like example (3) have also been analyzed as 

involving light verbs.   

 

Honorifics as Light Verb Constructions 

(3) a. Yamada-sensei  wa     Ken  o         o-mati           da.  

          Yamada-Prof.   TOP   Ken  ACC   HP-waiting  COP 

          HP = honorific prefix, COP = copula 

          ‘Professor Yamada is waiting for Ken.’ (honorific) 

           (Iwasaki 2008) 

     b. Ken  wa    Yamada-sensei  o        o-mati          suru. 

         Ken  TOP Yamada-Prof.    ACC  HP-waiting  do 

         ‘Ken waits for Professor Yamada.’ (honorific) 

         (Ivana and Sakai 2007) 

 

In (3a), the copula at the end of the sentence acts as a light verb.  The copula and the 

preceding honorific noun o-mati make up a joint predication.  In (3b), suru works as a 

light verb, verbalizing the preceding honorific noun o-mati.  

     This paper is an extension of these previous studies of the light verb constructions in 

Japanese and shows that an honorific noun can also be verbalized by other light verbs 

kudasai, nasai, and negaimasu. 

 

3. Honorific Nouns 

     In this section, we will look at the formation of nominalized verbs in Japanese, the 

behaviors of the honorific prefix o-, and the behaviors of the sequence of the honorific 

prefix and the nominalized verbs in turn. 

 

3.1. Formation of Nominalized Verbs in Japanese  

     First, we look at how verbs are nominalized in Japanese.  In Japanese, verbs can be 

nominalized by a nominalizing suffix.  The suffix is phonetically null and attaches to the 

infinitive form of verbs.  There are two infinitive endings depending on the final sound of 

the verb stem, as shown in examples (4) and (5). 

 

Nominalized Verbs in Japanese 

= Verb Stem + Infinitive Ending (i/∅) + Nominalizing Suffix (∅) 

(4) Consonant Verbs 

    miokur-u         miokur-i     miokur-i-∅ 

    see off-NPAST          see off-INF             see off-INF-NML 

(5) Vowel Verbs 

    demukae-ru       demukae-∅   demukae-∅-∅ 

    meet-NPAST           meet-INF       meet-INF-NML 
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In (4), the dictionary form miokur-u has the infinitive form miokur-i.  Here, the infinitive 

ending is -i, because the verb stem ends with a consonant.  The infinitive form then 

becomes nominalized as miokur-i-∅ with the null nominalizing suffix. 

     In (5), the dictionary form demukae-ru has the infinitive form demukae-∅.  Here, the 

infinitive ending is ∅, because the verb stem ends with a vowel.  The infinitive form then 

becomes nominalized as demukae-∅, again with the null nominalizing suffix. 

 

3.2. Behavior of Honorific Prefix 

     We turn next to the behavior of the honorific prefix o-.  The prefix attaches to the 

[+N] category of X0-level (Suzuki, 1989), as illustrated in the examples (6) and (7).   

 

Honorific Prefix (HP) o- 

(6) o-namae (N) o-wakai (A)          *o-miokur-u (V) 

     HP-name  HP-young           HP-see off-NPAST 

(7) yasasii  o-kotoba  *o-yasasii  kotoba    o-yasasii  o-kotoba 

      kind     HP-word    HP-kind    word       HP-long    HP-word 

 

Example (6) shows that the prefix can attach to a noun (o-namae)  and an adjective (o-

wakai), but not to a verb (*o-miokuru).  

     Example (7), on the other hand, shows that the prefix can attach to a noun, but not to a 

noun phrase.  The second example o-yasasii kotoba is grammatical in the interpretation 

that the honorific prefix modifies the adjective yasasii, but ungrammatical in the 

interpretation that the prefix modifies the entire noun phrase yasasii kotoba.  In order to 

make the entire noun phrase honorific, another honorific prefix has to be attached to the 

head noun kotoba, as in the last example o-yasasii o-kotoba.  Examples (7) thus shows 

that the honorific prefix can attach to nouns, but not to noun phrases. 

 

3.3. Behavior of Honorific Nouns 

     Now, we look at the behavior of the sequence of the honorific prefix o- and the 

nominalized verb and show that the sequence is no longer a verb, but a noun or more 

specifically an honorific noun.  

     Examples (8) and (9) shows that the sequence o-demukae no longer patterns with the 

source verb demukaeru.   

 

Verbs vs. Honorific Nouns 

(8) demukae-ru         demukae-sokone-ru 

      meet-NPAST             meet-fail-NPAST    

                                      ‘fail to meet’ 

     o-demukae    *o-demukae-sokone-ru 

(9) demukae-ru     demukae-te, …  

      meet-NPAST         meet-TE 

                ‘meet and …’   

    o-demukae                    *o-demukae-te 
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Example (8) shows that the verb demukae-ru can combine with another verb sokone-ru, 

to become demukae-sokone-ru meaning ‘fail to meet’.  On the other hand, o-demukae  

cannot combine with sonkone-ru.  This shows that o-demukae does not behave like the 

verb demukae.   

     Similarly, example (9) shows that the verb demukae- can be followed by the 

conjunctive particle -te, whereas o-demukae, cannot be.  This again shows that o-

demukae is not a verb. 

     The sequence of the prefix o- and the nominalized verb can project as noun phrases, as 

shown in example (10a). 

 

Honorific Noun Phrases 

O-nominalized verbs can project a noun phrase. 

(10) a. John no      Smith-kyoozyu no       o-miokuri 

           John GEN  Smith-Prof.       GEN   HP-seeing off 

           ‘John’s seeing off of Prof. Smith’ 

       b. John ga      Smith-kyouzyu o        o-miokuri         suru. 

           John NOM  Smith-Prof.     ACC  HP-seeing off   do 

          (cf. Ivana and Sakai 2007) 

 

In (10a), o-miokuri builds a noun phrase together with the two genitive-marked noun 

phrases, John and Professor Smith.  This is in sharp contrast to the behavior of the light 

verb construction in (10b), where o-miokuri is verbalized by suru and o-miokuri suru 

requires the nominative-marked subject John and the accusative-marked object Professor 

Smith.  Example (10a) supports the view that the nominalized verb with the honorific 

prefix o- is a noun or more specifically an honorific noun. 

 

4. Light Verb Use of kudasai, nasai, and negaimasu 

     We now turn to the main, light, and auxiliary verb uses of kudasai, nasai, and 

negaimasu and see how those uses are similar and different in meaning from one another. 

 

4.1. Kudasai 

     First, the main and auxiliary uses of the verb kudasai are illustrated in examples (11) 

and (12), respectively.   

 

Kudasai as Main and Auxiliary Verbs 

(11) Main Verb kudasai ‘please give’ 

        Mou   sukosi  zikan  o        kudasai 

        more  little      time   ACC give.BEN.HON.IMP 

        ‘Please give (me) a little more time.’ 

(12) Auxiliary Verb kudasai ‘please’ 

        Koko ni  namae  o         kai-te        kudasai 

        here   in  name   ACC   write-TE   BEN.HON.IMP 

       ‘Please write (your) name here.’  

 

In (11), the main verb kudasai means ‘please give’ and takes the accusative-marked 

object, zikan-o.   In (12), on the other hand, the auxiliary verb kudasai means ‘please’ and 
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takes a verb phrase with the conjunctive particle -te.  In the auxiliary use, kudasai no 

longer determines the number or type of arguments or assigns accusative Case.  It is the 

main verb kai-te that provides argument structure and accusative Case. 

     In the light verb use, kudasai behaves similarly to its auxiliary use, as shown in 

example (13).   

 

Kudasai as a Light Verb 

(13) a. Light Verb kudasai ‘please do’ 

           Koko ni  o-namae   o        o-kaki           kudasai 

           here  at   HP-name  ACC  HP-writing   do.BEN.HON.IMP 

           ‘Please write (your) name here.’ (honorific) 

      b. Auxiliary Verb kudasai ‘please’ (= (12)) 

          Koko ni  namae  o        kai-te        kudasai 

          here   at  name   ACC  write-TE   BEN.HON.IMP  

          ‘Please write (your) name here.’ (non-honorific) 

 

Just like its auxiliary counterpart, the light verb kudasai does not provide arguments or 

assign accusative Case.  The honorific noun o-kaki provides the arguments, just like the 

verb kai-te.  Unlike kai-te, however, the honorific noun cannot assign accusative Case.  

Rather the accusative Case is assigned jointly by the honorific noun and kudasai or by the 

complex predicate o-kaki kudasai.  This is because the light verb kudasai verbalizes the 

honorific noun o-kaki, and as a result, o-kaki kudasai now behaves like kai-te in assigning 

accusative Case. 

     We now look at the similarities and differences in meaning between the main verb, 

light verb, and auxiliary verb uses of kudasai.  The meaning of the main verb or full verb 

kudasai has four parts: ‘give,’ BENEFACTIVE, HONORIFIC, and IMPERATIVE.  This 

is shown by comparing kudasai with kureru, kure, and kudasaru. 

 

kudasai = ‘give’ + BENEFACTIVE + HONORIFIC + IMPERATIVE 

kureru   =  ‘give’ + BENEFACTIVE  

kure    =  ‘give’ + BENEFACTIVE + IMPERATIVE 

kudasaru   =  ‘give’ + BENEFACTIVE + HONORIFIC 

kudasai   =  ‘give’ + BENEFACTIVE + HONORIFIC + IMPERATIVE 

 

Main Verb kudasai  

= ‘give’ + BENEFACTIVE + HONORIFIC + IMPERATIVE 

 

Light Verb kudasai 

= ‘do’ + BENEFACTIVE + HONORIFIC + IMPERATIVE 

 

Auxiliary Verb kudasai 

= BENEFACTIVE + HONORIFIC + IMPERATIVE 

 

Kureru means ‘give’ + BENEFACTIVE, while kure means ‘give’ + BENEFACTIVE + 

IMPERATIVE.   
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     Kudasaru is an honorific form of kureru and means ‘give’ + BENEFACTIVE + 

HONORIFIC.  Kudasai is an imperative form of kudasaru and so means ‘give’ + 

BENEFACTIVE + HONORIFIC + IMPERATIVE. 

     The main verb kudasai has the full range of meaning ‘give’ + BENEFACTIVE + 

HONORIFIC + IMPERATIVE.  The light verb kudasai, by contrast, is semantically 

bleached in that the lexical meaning ‘give’ is now reduced to simply ‘do.’   

     Finally, the auxiliary verb kudasai lacks lexical meaning altogether and ends up with 

grammatical meaning only, namely BENEFACTIVE + HONORIFIC + IMPERATIVE. 

     All the three types of kudasai share the meanings BENEFACTIVE, HONORIFIC, and 

IMPERATIVE, which are non-propositional type of meaning.  In Nakau (1994, pp. 62-

67), HONORIFIC is classified as discourse-modality or, more specifically, modality of 

interpersonal relation.  Similarly, BENEFACTIVE can be taken as modality of 

interpersonal relation.  IMPERATIVE, by contrast, is classified as sentence-modality or, 

more specifically, modality of deontic judgement in Nakau (1994, pp. 57-58).   

 

4.2. Nasai 

     Next, we turn to the main, light, and auxiliary uses of the second verb nasai and see 

how those uses are similar and different from one another.   

 

nasai = ‘do’ + HONORIFIC + IMPERATIVE 

suru    =  ‘do’  

siro  =  ‘do’ + IMPERATIVE 

nasaru   =  ‘do’ + HONORIFIC 

nasai    =  ‘do’ + HONORIFIC + IMPERATIVE 

 

Main Verb nasai  

= ‘do’(heavy ‘do’) + HONORIFIC + IMPERATIVE 

 

Light Verb nasai 

= ‘do’(light ‘do’) + HONORIFIC + IMPERATIVE 

 

Auxiliary Verb nasai 

= HONORIFIC + IMPERATIVE 

 

As the contrasts among suru, siro, nasaru, and nasai show, the main verb nasai means 

‘do’ + HONORIFIC + IMPERATIVE.  The light verb nasai also has the same 

combination of three meanings, but the meaning ‘do’ here is a light ‘do’ or semantically 

bleached version of a heavy ‘do’.   Finally, the auxiliary verb nasai as in, for example, 

tabe-nasai loses the lexical meaning completely and only means HONORIFIC + 

IMPERATIVE. 

 

4.3. Negaimasu 

     Now we turn to the third and last verb negaimasu.  In its main verb use, negaimasu 

means ‘hope’ and ‘ask for.’  The meaning ‘ask for’ carries an optional meaning of 

REQUEST when the speaker uses the verb to make a request to the addressee.  
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negaimasu = ‘hope’ ‘ask for (+ REQUEST)’ 

Main Verb negaimasu  =  ‘hope’ ‘ask for (+ REQUEST)’ 

     seikou o negaimasu  =  ‘hope for success’ 

     kyoka o negaimasu   =  ‘ask for a permission (+ REQUEST)’ 

 

Light Verb negaimasu  =  ‘do (+ REQUEST)’ 

     o-tati                   negaimasu  =  ‘ask for standing up’ ‘please stand up’ 

     HP-standing up  do(.REQ) 

 

No Auxiliary Verb negaimasu 

 

The light verb, by contrast, means ‘do’ plus optional REQUEST.  It has ‘do’ because it is 

derivative of the main verb and so the meaning ‘ask for’ of the main verb is reduced to 

‘do’ in the light verb.  The example o-tati negaimasu can be a statement meaning “ask for 

standing up” or a request to the addressee meaning “please stand up,” depending on the 

context.  There is no auxiliary verb use of negaimasu. 

 

4.4. Honorific Noun + kudasai 

     Now, let’s compare the behavior of the sequence ‘honorific noun + kudasai’ with that 

of the light verb construction with suru.   

     The honorific noun + kudasai behaves like the well-known light verb construction 

with the light verb suru in requiring the same number and type of arguments and the 

same case array, as shown in (14).  

 

Honorific Noun  +  kudasai 

(14) a. Yamada-san wa     Smith-kyouzyu o        o-demukae     

            Yamada-Mr  TOP  Smith-Prof.       ACC  HP-meeting       

             kudasai. 

             do.BEN.HON.IMP 

            ‘Mr. Yamada, please meet Professor Smith.’ 

        b. Yamada-san wa  Smith-kyouzyu o  o-demukae  suru. 

             ‘Mr. Yamada meets Prof. Smith.’ 

o-nominalized verb   argument structure 

o-nominalized verb + kudasai   accusative Case 

 

In (14a), o-demukae kudasai takes two arguments Mr. Yamada and Professor Smith and 

assigns accusative Case to Professor Smith.  This is exactly the same as what o-demukae 

suru does in the light verb construction.  The honorific noun provides argument structure, 

and the entire complexes o-demukae kudasai and o-demukae suru assign accusative Case. 

 

4.5. Main, Light, and Auxiliary Verbs 

     Butt (2010) lines up main, light, auxiliary verbs along a grammaticalization path, as 

shown here. 

  

Main, Light, and Auxiliary Verbs 
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       main verb    >    auxiliary   >    clitic   >    affix(es) 

       light verb 

 

Butt observes that the main verb and the light verb are identical in form and therefore 

they occupy the same point in the grammaticalization path.  The auxiliary verb, by 

contrast, is often contracted or undergoes changes in form.   

     In Japanese, however, the main, light, and auxiliary verb forms of kudasai and nasai 

are all identical.  The last verb negaimasu lacks an auxiliary verb use, but its main and 

light verb forms are also identical.  In colloquial speech, the auxiliary verb kudasai is 

often omitted, but that is not the case with the main and light verbs. 

     In Japanese too, the light and auxiliary verb uses show the effect of semantic 

bleaching and have less predicational content.  As a result, the lexical meaning of the 

main verb is reduced to ‘do’ for the light verb and is completely lost for the auxiliary 

verb.  In light of these semantic differences, the light verb should be placed between the 

main verb and the auxiliary verb in the grammaticalization path. 

 

5. Conclusion 

     This paper has examined the examples reproduced below and argued that o-miokuri is 

a noun or more specifically an honorific noun and that the verbs kudasai, nasai, and 

negaimasu act as a verbalizer, turning the preceding honorific noun into a verb. 

 

(1) a. Yamada-sensei  o        o-miokuri           kudasai. 

          Yamada-Prof.    ACC   HP-seeing off   do.BEN.HON.IMP  

          ‘Please see off Professor Yamada.”  

      b. Yamada-sensei  o        o-miokuri          nasai. 

          Yamada-Prof.    ACC  HP-seeing off   do.HON.IMP 

           ‘See off Professor Yamada.’ 

      c. Yamada-sensei  o        o-miokuri           negaimasu. 

          Yamada-Prof.     ACC   HP-seeing off  do.REQ    

          ‘Please see off Professor Yamada.’ 

 

The honorific noun is made up of an honorific prefix o- and a nominalized verb.  The 

prefix attaches to nouns and adjectives or the [+N] category of X0-level.  The honorific 

noun behaves differently from the infinitive form of the source verb which its 

nominalized verb part is derived from.  For example, it does not combine with another 

verb to yield a verb-verb compound or take the conjunctive particle -te.  Moreover, it can 

project as a noun phrase, taking genitive-marked arguments.   

     The verbs kudasai, nasai, and negaimasu in (1) are identical in form to their main verb 

and auxiliary verb counterparts, though negaimasu has no auxiliary verb use.  In stark 

contrast to the main or full verb, however, they do not select their own arguments or 

assign accusative Case.  This indicates that they have lost most of their lexical content or 

lack argument structure, giving rise to the loss of Case assigning ability.  Accordingly, 

they are called light verbs.  On the analogy of the more conventional light verb suru, I 

have assumed that their lexical meaning is now reduced to ‘do.’   

     The light verb differs from its auxiliary verb counterpart in that it combines with an 

honorific noun, whereas the auxiliary verb combines with a verb.  This shows that the 
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light verb still retains part of the predicational content of lexical verbs, while the auxiliary 

verb does not have any lexical meaning, not to mention argument structure.     

     As for grammatical meanings like BENEFACTIVE, HONORIFIC, IMPERATIVE, 

and REQUEST, they seem impervious to the grammaticalization effects.  As a result, the 

main, light, and auxiliary verbs all share the grammatical meanings.  

     The light verb plays a verbalizing function, turning the preceding honorific noun into 

a verb.  In other words, the sequence of the honorific noun and the light verb constitutes a 

joint predication with the honorific noun contributing argument structure and the light 

verb realizing the Case assigning ability associated with the argument structure. In this 

way, Japanese builds predicates from a nominal base with argument structure by means 

of the light verb. 
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コロナ禍を奇貨としてメンタルヘルス向上を目指す日本語教育

DSTとTED TALKによるコーピング・アセスメント・エンパワーメントへ 
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1. はじめに
⽶国では近年⼤学⽣のメンタルヘルスが問題となっていたが、コロナ禍が拍

⾞をかけ、多くの⼤学⽣がメンタルヘルスの悪化や学習障害を起こしているとの
報告がある。そのため、今必要なのは⼼の理解と治癒を中⼼にした協働やピアア
セスメントを含む柔軟で公平な教授法と評価だと提唱されている。本発表は、当
⼤学の初級・中級⽇本語コースでエンパワメント教育、認知的再評価型コーピン
グ、並びに⼼理学の PERMA 理論に着眼して考案したエンパワメントプロジェク
トの実践報告をし、成果と課題をアセスメントの観点等から論じる。

２. 問題提起と背景
近年⽇本語学習者のニーズの多様化が進むと共に、21 世紀の知識基盤社会で

求められる能⼒（21 世紀型スキル）を育成しうる授業がますます求められてい
る。同時に実際の社会参加につながる活動の必要性が提唱されている。しかし、
American College Health Association (2018) が⽶国の 48,000 ⼈の⼤学⽣を対象に⾏
った調査の統計によると、42％の⼤学⽣が落ち込んで何もできなくなった状態を
経験し、67％の⼥⼦と 54％の男⼦学⽣が孤独を訴えていた。また、同 2018 年に
世界保健機関が 14,000 ⼈の学⽣を対象に⾏った調査でも⼀年⽣の 3 分の１がメン
タルヘルスの悪化を経験したという。

更に 2020 年に⽣じたコロナ禍により、感染状況の悪化に加えて、遠隔授業へ
の移⾏、インターネット環境の差異、テクノロジー依存・疲弊・葛藤、時差の問
題と睡眠不⾜、アセスメントの混乱、将来への不安、経済難などスレッサーが増
え続け、学習者のメンタルヘルスに計り知れない悪影響を与えている。⽶国の⼤
学ではコロナ禍の影響で 75％の⼤学⽣がメンタルヘルスの悪化で苦しみ、87％
がストレスや不安を、78％が失望や悲しみ、77.8％が孤独や孤⽴感に苛まれてい
るとの報告があった(Active Minds, 2020)。更に American College Health Association
(2020)の報告によると、66%の学⽣がコロナ禍による経済的状況の悪化を経験し、
その多くが学習障害や学習意欲減退を起こしているという。 
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筆者が所属する東海岸の教育機関においても、メンタルヘルスの問題のため
学習障害にいたり、⻑期⽋席、成績低下の結果、休学という結果に陥る学習者が
増加している。そして、⼤学の Accessible Education Office から、学⽣の「ある健
康上の問題」を防ぐために、試験時間や課題の提出⽇の延⻑、⽋席・遅刻・早退
の⾃由を認めるようにという要請のメールを毎学期三通から四通受け取るように
なってきた。その要請には多くの場合、個⼈のプライバシーを守るため、「健康
上の理由」は明記されておらず、出席率の評価と課題提出延期期間の決定は各教
師の判断に委ねると書かれているのみで、教師は判断に困るのが実情である。 

Maclntyre 他（2020）によると、コロナ禍により、慣れないデジタル化への移
⾏などのため仕事量が倍増した⾔語教師は特に多⼤な負荷を負わされている。す
なわち、⾔語教育の場では、教師⾃⾝もストレスに対処しながら、メンタルヘル
スに苦しみがちな学習者が安⼼して学べる環境を作り、「⾔語学習」を促進して
いかなければならないが、どうすればそれが可能になるのか暗中模索の状態だっ
た。そのような状況の中で、Jankowski (2020)は、National Institute for Learning Ou
tcomes Assessment (2020)が 2020 年 6 ⽉に全国で⾏った調査結果に基づいて、コロ
ナ禍の影響下にある⽶国の⾼等教育に必要な教授法やアセスメントを提⾔してい
るが、以下の点に筆者らは注⽬し、指針を得たように感じた。

表２−１. 筆者らが注⽬した教授法やアセスメント
（１）学習効果を指針としたコースデザインをすること
（２）学習者の意⾒を傾聴し取り⼊れる学習者参加型の学習環境を作ること
（３）柔軟・公正なアセスメント・課題、協働・ピアレビューを取り⼊れること
（４）Trauma-informed Pedagogy, つまり⼼の理解と治癒を考慮した教授法とアセスメン

トを取り⼊れること
（５）学⽣に難しい選択を強いるような不平等さに注意を払うこと

（５）の具体例として、コロナ禍により多数の教育機関がアルファベット式（A〜F）の成績制度から可・不可制度に切り替
えたり、学⽣に成績制度の選択肢を与えたりしたが、その結果、学習者間の混乱や学習意欲の減退が⽣じた例が報告されてい
る。(Fink et al 2020; Ross & DiSalvo 2020)

3.エンパワメントプロジェクトの企画
3-1. エンパワメントという⽬標設定

上記の提⾔を鑑み、筆者らは⽇本語教育の現場での学⽣のメンタルヘルスと⽇
本語の学習効果のエンパワメントの必要性を感じるようになった。エンパワメン
トは、⼀般に個⼈とコミュニティの⼆つのレベルに分けられるが、ここで⾔及し
ているのは、個⼈的・⼼理的エンパワメントであり、個⼈が本来持っている
⾃尊⼼や潜在能⼒を再認識し開花させることである。また、世界保健機
関 (1986)が提唱しているように、エンパワメントは健康教育の⽬標でもあり、
「健康に影響する意思決定や⾏動をよりコントロールできるようになり、⾃分た
ちのニーズを表現し、関⼼を⽰し、意思決定に参加するための戦略を⼯夫し、ニ
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ーズを満たすための⾏動を達成しうるようになること」を意味する。つまり、⾔
語学習の場においては、精神⾯の向上と学習意欲の増進や能⼒の開花を指す。 

この⽬標に達する経過については、教育学者のフレイレ（1973）の理論も参考
にした。フレイレは教育の⽬的は⼈間の解放であり, ⼈々は⾃ら学ぶ主体である
と強調した上で、学習者主体の⾏動と各段階に応じた介⼊の⽬安として傾聴
(listening)-対話(dialogue)-⾏動 (action)の 3 段階の発展過程を提唱した。第⼀の傾
聴の段階では参加者が相互に傾聴し問題を共有する。第⼆の対話では,共有され
た問題について対話を通じて問題を解決し連帯感を⽣み出す。そして第三の⾏動
の段階に⾄るというのである。この原理も参考にしてエンパワメントの各プロセ
スの実現に必要な教室活動を組み合わせることにした。

3-2. ⽇本語教育におけるエンパワメント
⽇本語教育においてのエンパワメントとはメインストリームの価観感に囚わ

れていたために⾒失っていた⾃分の潜在⼒を発⾒し、内外の関係により受容的
協同的創造的に関わる中で湧いてくる真の⼒への働きかけとして捉えられてい
る（三登他 2003；⼭⻄ 2013；⼩川 2016）。本プロジェクトは、三登他（2003）
が提唱している以下の四つの要素の達成をエンパワメントとして捉え、教室活
動の選択ならびにエンパワメントへのプロセス設定の際に考慮した。 
表3-1. 日本語教育におけるエンパワメントの要素 

（１）「⾃分を知ることと、相⼿を知ること」
（２）「メインストリームの価値観から脱却すること」
（３）「私の現実を語る」
（４）「複眼的な視点を獲得すること」

3-3.エンパワメント実現に向けての教室活動選択
本⼤学の⽇本語学習の場におけるエンパワメントの実現を達成するために、

以下のような段階・過程・理論の枠組みが必要と考えた。 
（１）まず、教師が学習者の⼼のケアの理解を深めるために、専⾨家によるメ
ンタルヘルストレーニングにより、学習者の話の傾聴⽅法を学ぶ。（２）⼈間の
ストレスコーピング⽅法と⽬指すウェルビーングについて知識を深め、適したコ
ーピングのプロセスを促進し、エンパワメントの実現までの段階に沿った教室活
動をコースデザインに取り⼊れる。具体的には理論的枠組として認知的再評価型
コーピング、ポジティブ⼼理学の PERMA モデルを選択した。
（３）エンパワメント、コーピング、PERMA のそれぞれの理論に基づき、エン
パワメントの過程に適しており、学習者同⼠の協働を促進しうる教室活動を選択
し、⾃⼰評価、ピアレビューなどの代替アセスメント(佐藤＆熊⾕,2010;近藤,201
2)と学習効果アセスメントの折衷により、学習者参加型の学習を推進する。具体
的には、デジタルストーリーテリングと TED Talks を選択した。
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（４）学習者が⾃⼰の潜在能⼒を開花させ、⾃信を取り戻し、他者をも⼒づける
ようになる状態、つまりエンパワメントが実現の確認のための評価・査定を⾏う。

3-3-1.メンタルヘルストレーニング
本⼤学には 40 ⼈のメンタルヘルス専⾨医師で構成されている Counseling and

Mental Health Services（CMHS）があるが、⾔語教師のためのセミナー開催を依
頼したところ、2020 年秋に実現し、⽇本語だけではなく、中国語、韓国語、ベ
トナム語の教師計約 20 名が”Collaborating and Adapting with CAMHS”というセミ
ナーに参加した。そこで⾔語教師の役割や対処法について以下の指⽰があった。

1) ⾔語教師は学習者にとっては⾝近な存在であるために、学習者が苦しんで
いるのに誰よりも早く気付き、学習者は⾔語教師にまず⾚信号を発信する
可能性があると認識しておくべきである。

2) 学⽣が対話を求めたら、傾聴し、学⽣が直⾯している問題が何か⾒出し、
その状況が少しでも好転するように教師が望んでいるということを伝える。

3) また、学⽣が対話を求めた時にすべきことと避けるべきことを知っておく。
表 3-2 には、関連する参考⽂献（Campus Mind Works）に紹介されている、⾔う
べきことと避けるべき発⾔のリストも加えておく。 
表3-2 言うべきことと避けるべき発言のリスト

DO DON’T 
Normalize, avoid “You-language” and employ I- and We-stat
ements. 

Your goal is NOT TO PROVIDE COUNSELING. 

Set a limit to how long you will engage. Avoid long texts/emails/voice mail. 
Be forthright and clear, but not aggressive. Try not to over-probe, while also asking for facts. 

Keep speech slow, low and calm.  
Don’t match anxiety and panic 

Avoid demonstrating or communicating discomfort with or judg
ment about the issue or problem. 

Help a student move forward connecting with resources beyon
d you as necessary. 

Over-talking about your own experiences may backfire. 

SAY DON’T SAY 
Talk to me. I am listening.  
Tell me what I can do to help you.   
You are not alone in this.  I am here for you. 
We will get through this together.   
I care about you and want to help。 

We all go through times like this. 
You will be fine.    Stop worrying. Be positive. 
Look on the bright side.  Calm down.     
It’s all in your head. Let it go.  Snap out of it. 
Things could be worse.      Here is my advice.  

3-3-2. 「認知的再評価型（修正型）コーピング」と「PERMA 理論」
Lazarus & Folkman  (1984) によると、コーピングとは、「個⼈の資源に負荷を

与えたり、その資源を超えると評定された外的ないし、内的要請を処理するため
に⾏う認知的・⾏動的努⼒のプロセス」である(本明他, 1991)。コーピングには、
様々な⽅法やアプローチの仕⽅があり (加藤, 2005)、渡辺(2020)はこのアプローチ
の仕⽅を⼤きく５つに分類している。1. 問題焦点型ストレスコーピング、2. 認知
修正型ストレスコーピング、3. ⽀援探索型ストレスコーピング 、4.情動焦点型ス
トレスコーピング 、5. 充電・活性化型ストレスコーピングである。その中で、
本プロジェクトにおいては⼼理的健康を促進する効果が⾼いとされている
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(Folkman & Moskowitz, 2000;Maclntyre 他,2020)認知修正型コーピングのプロセス
を促進しうる、DST と TED Talks の課題を作成した。 

PERMA 理論とは、2011 年に Martin Seligman が提唱した考えで、ウェルビーイ
ング状態の概念を表している。ウエルビーイングとは、直接観察したり、測定し
たりすることはできない、構成概念であり、その存在を仮定した場合、影響を受
けるであろう⾏動や⼼的状態といった要因を規定し、計測することで把握できる
ことを⾔う。（渡邊, 2018)

PERMA 理論は、Positive Emotions (ポジティブ感情であること)、 Engagement 
(何かに没頭していること)、Relationships (周囲と良い関係性を持つこと)、          
Meaning (意義を感じること)、 Achievement (達成の感覚を持つこと)のそれぞれの
頭⽂字からとられており、この５つをバランスよく満たすことが、ウェルビーイ
ングの実現に必要だとする理論である。(Seligman, 2011; 渡邊他 訳, 2018)。本プ
ロジェクトにおいては、この要素が得られた時にウェルビーング、つまりエンパ
ワメントが実現するという理論を基に、学期全体の構成と教室活動を構築した。

3-3-3 エンパワメントプロジェクト：教室活動の構築
本プロジェクトでは、初級・中級のクラスそれぞれの担当教員が、上述した先

⾏研究や理論を基に、学期の構成や教室活動を計画したが、デジタルストーリー
テリング（以下 DST）と TED Talks は、共通の教室活動とした。

（１）デジタルストーリーテリング（DST）
DSTは、マルチメディアを使って作成したデジタル・ストーリーを語るという

もので、作成者⾃⾝によるナレーションを静⽌画や動画、効果⾳や⾳楽とあわせ
てつくる短い映画のことであり(Hayes & Itani-Adams, 2014)、阿川(2012)によると、
DSTを共同的にデザインすることで、共同事態が引き起こされ学習者の内発的動
機付けを⾼められると考えられる。更に、Hayes & Itani-Adams (2014)によると、
DSTは、聞き⼿を意識して、「インパクト」が残るように語ることができるとさ
れる。このような先⾏研究や理論と照らし合わせた結果、⾃分を振り返り⾃分の
現実を語り、現状や⾃分の周囲にあった⼤切な⼈・物事を再評価するのに役⽴つ
という点で、DST を採⽤した。 
（２）TED Talks は、Technology, Entertainment and Design の略称で、2003 年以
降、” TEDx”などのスピーチイベントが世界各地で開催されており、語り⼿が聴
衆に向かって語るのは、「⾃分の経験や研究を通して『広める価値のあるアイデ
ィア』」（櫻⽥, 2018)とされている。また Quizhpi (2015)によると、TED Talks は、
ネガティブなアイディアをポジティブに変えるという⽬的があり、アイディアを
伝えて⼈々を教育したり、向上⼼を持たせたり、強い影響を与えたりする（筆者
ら訳）とされている。アイディアを広めたり、前向きに考えたり、影響を与える
という⽬的は、このエンパワメントプログラムの⽬的と合致する。⽇本語教育に
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おいて先⾏研究が少ないため、具体的な教室活動については、TEDx Speaker       
Guide (https://storage.ted.com/tedx/manuals/tedx_speaker_guide.pdf) や、櫻⽥（2018）
の TED Talks での⽇本語と英語の構成と⾔語表現の対象研究、Maria 他（2018）
や Ahluwalia (2018)の英語教育の場での TED Talks の利⽤の研究結果を参考にし
た。 
（３）代替アセスメント

本プロジェクトでは⽇本語運⽤⼒の育成と同時にコロナ禍を現状の再評価・
⾃⼰開⽰の好機として捉え、ピアアセスメント等の学⽣主導型の代替アセスメ
ント（佐藤・熊⾕,2010; 近藤,2012）を通じて複眼的な視野を獲得し、⾃他の湧
活を⽬指す教室活動を⾏なった。
   図3-１初級におけるエンパワメントプロジェクトモデル

3-3-4.エンパワメントの測定
各教室活動の後で、アンケート調査を⾏い、学⽣のエンパワメント度と活動に

対する意⾒や感想を調べ、学⽣の声がプロジェクトに反映されるように⼼がけた
そして、最終活動終了後に、エンパワメントの達成度をはかるために Impact,       
Meaningfulness, Competence を基にした Learner Empowerment Scale (Frymier,            
Shulman & Houser,1996)を参考にして、質問事項を作り、アンケート調査を⾏うこ
とにした。主な質問項⽬としては次の５点があげられる。 

表3-3 エンパワメントの測定に関する質問事項 
(1) 教室活動を通じて、⾃分の現実を語り他者についても知り、共有できたか。
(2) 現状の再認識、すなわちコロナ禍を奇貨として可能になることを考え、希望が持てる

ようになったか。
(3) 協働、ピアレビューなどのアセスメントを通じて、複眼的な視点を獲得できたか。効

果的であったか。
(4) プロジェクトにより⽇本語⼒の向上が実感でき、学習意欲につながったか。
(5) 教室活動や作品・スピーチはインパクトがあったか、また⾃他のエンパワメントに貢

献したか。

4.初級でのプロジェクト実践報告
4-1. 概要、⼿順

本校の初級クラスは１学期 14 週間、60 分の授業を週５回⾏っている。秋学期
（9 ⽉〜12 ⽉）には学⽣数は 45 名（⼤学⽣ 30 名、⼤学院⽣ 15 名）で、教科書
『げんき』の第１課から８課までを主教材として使い、春学期（１⽉末〜4 ⽉）
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は学⽣数 42 名（⼤学⽣ 27 名、⼤学院⽣ 15 名）で、同教科書の第 9 課から 16 課
までで導⼊されている⽂法項⽬の応⽤を主⽬的として、プロジェクトを実施した。
春学期には教科書の⽂法項⽬の導⼊順序を考慮しながら、DSTに５週間、ディベ
ートに２−３週間、TED Talks に４−５週間というスケジュールを組んだ。DST の
⽬的は、「振り返り、⾃⼰発⾒、⾃分を語る、他者と共有、相互評価、つながる」
ディベートは「協働、複眼的視野の獲得、テッドトークは、潜在⼒の開花、コロ
ナ禍の再評価、奇貨としてみる、⾃⼰発信、他者のエンパワメント」とした。

図4-1.初級でのプロジェクトの流れ

4-2.デジタルストーリーテリング

4-2-1. トピック選択、活動の目的と流れ

初級のDSTについては、秋学期にはまだストーリーを作るまでの構成力がま

だないので、人間形成に影響のあった事柄や人物について語ったり、最高の旅の

経験についてビデオレターで伝えることを目的として文章を書き、ビデオレター

作成、CanvasのDiscussion Board に投稿、クラスメートの作品に自由記述式の

コメント記入という手順であった。その結果、家族や友人との関係などの価値観

の変化や自分自身の潜在力を発見し、またプレゼンテーション力を発揮している

学生が多かった。

春学期のテーマは、「尊敬する人」や「私を力づけた人や物事」について物語

を作成する、ということにした。DSTの目的・目標としては、学期の始めに導入

される「だ体」の使用、物語を起承転結の形式で書き、連体修飾節と接続詞を効

果的に使い、物語風のナレーションをして、感情を伝える、他者のDSTについて

意見を述べることとした。２週間後にDSTのスクリプトの下書きを提出し、翌週

に書き直した完成スクリプトを提出、教師が録音したナレーションの音声ファイ

ルを聞いて、ナレーションの練習をし、また１週間後にDSTの試作品を2-3人のク

ラスメートとSlackで共有し、授業時間内にピアレビューを行い、それに基づい

て完成した作品をLMSのDiscussion Boardに投稿し、互いに自由記述式でコメン

トを書いた。
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表4-1 初級クラスDSTの流れ
１週目 DSTの目的と内容の説明・DSTの例の作品紹介・起承転結の説明 

２週目 ストーリー下書き提出（だ体、起承転結、連体修飾節・接続詞の使用）

３週目  第一の下書き提出 

教師によるモデルナレーションの音声ファイルを使ってシャドーイング練習をしてその音声

ファイルを提出、教師のフィードバック

４週目 DSTの試作品について、授業時間内で２〜3人でピアレビュー 
５週目 ピアレビューの意見を基に、DTSのビデオを完成させ、Canvas 

Discussionsで公開し、CanvasのDiscussionsでピアフィードバック、DSTのアンケート 

4-2-2.学⽣の作品について
42 ⼈の学⽣のうち、12 ⼈が尊敬する⼈として⽗⺟、兄、親友を選んでいた。

次に多かったのが、ミュージシャンで、スポーツ選⼿・有名⼈・恩師・映画・ゲ
ームを選んだのは 2-3 ⼈ずつだった。尊敬する理由として、この作品のように、
若い時に経済的な理由や、差別、病気などで苦労を重ねた⽗親や⺟親に対して改
めて尊敬の意を表したいということであった。例えば、Appendix I にある作品は
貧しくて⼤学にも⾏けそうになく、⾼校の時にいじめられた⽗親が、⼤学進学を
果たし、科学の教授になり、その道を⾃分もたどるようになったというものであ
る。また、障がいがあるために⾼校で友達がいなかった学⽣が、コンピューター
ゲームの主⼈公が友⼈を増やしていく姿によって⼒づけられ、友達の輪を広げる
ことができたというストーリーの作品や、⾳楽によって⾃分のアジア系アメリカ
⼈としてのアイデンティティーを誇りに思うようになったという作品もあり、学
⽣間の感動と共感を⽣み出していた。 

4-2-3.学⽣のピアコメント
これらの学習者の DST を CANVAS の Discussions に載せたところ、ビデオ作

成者のメッセージに感動したという⼼のこもったコメントを残していた。 
表 4-2 初級クラスの学生のピアフィードバックのコメント例

A. 〜さんのビデオは多くの要素のために私のお気に入りでした。あなたが選んだ音楽は落ち着いてい

た。〜さんの写真は感動的で、家族のことを思い出させてくれました。あなたの発音とペースはビデ

オをさらに良くしました。あなたもクリケットが得意ですか？頑張りましたね!

B. アイデンティティについての話にとてもかんどうしています。わたしも台湾の出身てアメリカで住ん

でいる家族がいる。あなたのストーリーは 私のしんせきを思いおこさせた。ポップカルチャーはとて

もパワフルです。私も K-pop がすきです。もっと K-pop 歌やバンドをおすすめください。

C. えが効果的です。パワフルな意味をひゅうげんしました。お母さんは素敵な人です。お母さんは君の

大切の人ですね。その気持ちは分かりました。感動しました。 

4-2-4.アンケート結果・分析
DST 後のアンケートは Canvas の Survey を⽤い、⾃分の気持ちに合うものを１

〜５で表す選択式（１がそう思わない、５がそう思う）と⾃由記述式を合わせて
⾏った。42 ⼈の学⽣を対象にし、回収率は 85.7％（36 ⼈）であった。モチベー
ションや、教室活動の意味、ピアレビューの効果については数値の点ではそれほ
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ど⾼いとは⾔えなかった。特にピアレビューは 4.1 点で、それほど役に⽴たなか
ったという意⾒は無視できないと思った。 
表4-3 初級クラスの DST についてのアンケート結果 
自分の伝えたいメッセージをナレーションを通して伝えられたと思う。 4.3/5 
クラスとSlackでのピア・レビューは、ビデオを作るのにやくに立ったと思う。 4.1/5 
クラスメイトが自分のビデオに書いてくれたコメントが分かりやすかったしうれしくなった。 4.6/5 
DSTを通して、日本語の勉強へのモチベーション（motivation)が高くなった。 4.4/5 

⾃由記述式のコメントを⾒ると、A-C のように DST により他の学⽣のことが
理解できたこと、相互にピアフィードバックができたことで⽇本語能⼒の成⻑を
実感したし、感動した、という意⾒が 87％を占めたが、D―E のようにピアレビ
ューやピアフィードバックについてはその効果や形態に改善の余地があるという
意⾒も少数ながらあった。 
表4-4 初級クラスのDSTについてのアンケート自由記述の回答例 

A. I think the Digital Storytelling is a great way to get to know the classmates at a more personal level and hear them talk about somethin
g they care about. All the Digital Storytelling videos were about either an experience of   the students or about someone they admire, 
and it was a very nice way to share such deep things with classmates. Peer review was extremely helpful for both the person receiving
 comments and the person giving comments because the person giving comments also had to understand what the others were saying, 
which helps improve  their Japanese listening and reasoning as well. 

B. Sharing the digital stories on the discussion board, viewing my peer's beautiful work, and reviewing the 
feedback I received from other's lead me to feel supported and encouraged by the JAPAN BB community.

C. 私はクラスメートについてもっと知ることができて本当に良かっただと思います。私のクラスメートは色々な興味があ

って、これについて話すビデオを作るのがとても上手だと思います。DSTを見ることできました、クラスメートについて

もっと知りたくなりました。

D. When watching DSTs, I felt like I had to watch it thinking of what comment to write rather than enjoying the   work that people had p
ut into the videos. Commenting was difficult too because it was hard to come up with       valid comments from the example comment
s given without repeating someone else when talking about the        same    video. 

E. I think that going over how to comment during lecture (learning new phrases) was very helpful, but                   unfortunately, I don't t
hink that the slack/peer review group was all that helpful in terms of getting advice on    my own DST. I appreciated that we got to pra
ctice how to give feedback, but I didn't feel that I got anything     very useful in terms of learning Japanese from getting comments ju
st due to the awkward atmosphere :(

4-3. TED Talks
4-3-1. ディベート

本発表では詳細の説明は省くが、初級では DST の後、コロナ禍を再評価し、
奇貨として⾒直すために、現在実際に社会で是⾮が問われている「オンライン留
学」について、意味があるとする賛成派と、⾼額の学費を払ってまで⾏う意味が
ないとする反対派に分かれて、ディベートの形態で対話を⾏なった。⽬的は、各
チームでの協働の推進と、また「オンライン留学」に対する批判的思考と複眼的
視野の獲得であった。このディベートにより、コロナ禍があったからこそ⽣まれ
うる「ニューノーマル」に注⽬し、よりよい社会への希望に焦点をシフトした。
そして、その希望を次の段階の TED Talks で発信した。このディベートの実施前
には、まだ⽇本語れき６ヶ⽉未満で本当にディベートが可能なのか不安に思った
学⽣もいたが、実施後のアンケートでは、期待以上に⽇本語のディベートができ
たことで楽しく意義のある活動だったという意⾒が多かった。
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4-3-2. トピック選択・活動の⽬的と流れ
初級の TED Talks は、トピックを「ニューノーマルの世界でできること」と

「将来の夢」にした。ここでは、エンパワメントへの第三段階である「潜在能⼒
の顕在化、将来に希望を抱く、他者をエンパワーするための⾏動」を⽬的とし
た。⼀段階前のディベートでオンライン留学についてディベートをしたので、コ
ロナ禍によって⽣まれた「オンライン化・デジタル化」についての意⾒がまとま
って⾔えるようになっていた。また、⽇本・⽶国におけるデジタルクローンや
VR を活⽤した在宅勤務に関する記事やテレビ番組の情報を与えておき、学⽣が
興味が抱けるテーマを紹介した。その結果、学⽣が選んだトピックは、デジタル
バベルフィッシュ、ワークライフバランス、世界平和のためのドローン、VR 旅
⾏の発展、⽕星は未来の家、マスク着⽤の必要性、テレ診察など、多種多様な興
味深いトピックを選んでいた。

TED Talks では「⼈を惹きつける話し⽅」として、冒頭の 30 秒で聴衆の注意 
を喚起し、インパクトのある話し⽅とインパクトのある終わり⽅を条件とするよ
うに指導した。そして、学期末に⼀⼈ 3-4 分間の TED TALK を 10-15 ⼈のクラス
メートに対して⾏ない、直後に質疑応答を⾏なった。以下に、主な流れを⽰す。

表4-5 初級クラスTED Talksの流れ 
１週目 ニューノーマルの世界で可能になることを宿題で書く。

２週目 宿題への教師のフィードバックに基づいて、スクリプトの下書きを提出

３週目

〜４週目

教師のフィードバックに基づき書き直したスクリプトを再提出。教師によるモデルナレーシ

ョンを使ってシャドウイングでトークの練習

5週目 TED TALK 、自己評価＋ピアフィードバック 

4-3-3. 学⽣のトーク
インパクトのある始め⽅としては、A のように質問から始める学習者が多く⾒

られ、40 ⼈中 20 ⼈が質問から話を始めた。その他に、B のように⼀般に常識と
されている考えを⽤い、反論することから始めた学習者も 4 ⼈ほど⾒られた。ま
た、C のようにショッキングな統計の提⽰で始める学⽣もいた。 

表4-6 初級クラスのインパクトのある始め方例 
A. みなさん。短い時間で色々なところに行きたかったことがありますか。例えば、じゅぎょうと仕事のミーティングに早く

行きたいでしょう？じゃあ、これが V R でできたらどうでしょうか。V R でたくさん人と会えるし、家でできるし、本当

にいい考えだと思いませんか？

B. 「旅行する時は、ゆっくり旅行する方がいいです。」よくこんなアドバイスを聞いたことがあります。多くの人のため

に、それはそうかもしれませんが、僕ははやく旅行する方が楽しいと思います。

C. コロナ禍なので、二千万人もの子供が十分（じゅうぶん）な食べ物がありません。そして、三百万人も学校に行けませ

ん。私の将来の夢は、コロナの後で、学生がみんないい教育へアクセスできるようになるために働くことです。

4-3-4.アンケート結果・分析
TED Talks に関する Self Reflection and Peer Feedback を、Canvas Survey を⽤

い、⾃分の気持ちに合うものを１〜4 で表す選択式（１がそう思わない、4 が強
く思う）と⾃由記述式を合わせて⾏った。 
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このアンケートの対象者は、同じく春学期の履修者の 42 ⼈で、アンケート回
収率は、84%だった。 

図表１ 初級クラスの TED Talks アンケート 

⾃分の TED Talks に関して、「インパクトのある始め⽅と終わり⽅により聴衆
の注意を惹きつけられた」「エンパワリングだった」「選んだトピックへの熱意
が伝えられた」と答えた学習者は、81-82%となり、肯定的に⾃分の発表・能⼒
を捉えていることが分かる。 

また、アンケートでディベートと TED Talks について意⾒を述べるという⾃ 
由記述の質問には、ほぼ全員が肯定的で、時間をもっとかけてほしかったという
意⾒以外、否定的なコメントはなかった。また、教科書の⽇本語だけでなく、現
実社会に密着した⽂脈で⽇本語が使えたのが楽しかった、今後も⾃分もさらに⽇
本語の学習を続けて上⼿になりたいし、このような活動を続けてほしいという多
くの意⾒により、学習者の能⼒開花、⾃信の回復、学習意欲の増進によるエンパ
ワメントが実現できたのではないかと考えられる。

表4-7 初級クラスのTED TALKについてのアンケート自由記述の回答例
A. I think I learned a lot from writing and practicing the TED TALK. It was a fun experience!
B. I think my speaking has improved hugely over the course of this semester, and I appreciate the opportunity to talk about

something I am passionate about. 
C. I can really tell all the different topics we can attempt to speak about now as well as how much logical we can be. I really

enjoy speaking and conversing in Japanese, and I can’t wait to practice it more in the future.
D. Doing the TED Talk presentation was really fun experience and I so enjoyed listening to the variety of topics that my peers

spoke about with such passion.
E. It is amazing to reflect on how much I ‘ve learned in these two semesters! I feel very able to hold a conversation and to

express my authentic thoughts and opinions. 
F. Throughout this course, I feel like my confidence to present in Japanese have improved immensely. I am grateful that the

public speaking aspect of Japanese was incorporated in this course.
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5. 中級でのプロジェクト実践報告
5-1. 概要・⼿順

本校の中級クラスは初級クラス同様に⼀学期 14 週間、60 分授業を週５回⾏っ
ている。当プロジェクトは春学期（1 ⽉末〜4 ⽉）に⾏い、本校のオリジナルの
オーセンティック教材と並⾏して進めた。対象者は、当該学期に履修した 15 ⼈
の学習者であり、⼤学⽣が 5 ⼈、⼤学院⽣が 9 ⼈、⼤学職員が 1 ⼈であった。中
級クラスで⾏った当プロジェクトに関する活動は下記の 4 つであり、それぞれの
活動によって、包括的にエンパワメント度を⾼めることと⽇本語⼒の向上を⽬指
した。それぞれの活動後にアンケートをとり、エンパワーメントされたかどう
か、⽇本語の学習に効果的だったかどうかを調査した。下記は、各活動ごとのエ
ンパワメントプロジェクトの⽬的と、⽇本語学習に関する⽬標、使うアセスメン
トを表にまとめたものである。

図5-1 中級クラス学期全体の構成 

今回は、初級と中級で⾏った DST と TED Talks の２つについて詳細を報告す
る。

5-2. デジタルストーリーテリング
5-2-1. トピック選択・活動の⽬的と流れ

中級のデジタルストーリーテリング（DST）は、トピックを「『今』だから読
んで・聞いてもらいたい話」とした。これは、DST でのエンパワメントの⽬的
が「振り返り」であることに由来し、経験に基づいた話が出やすいものであり、
また⼀⽅で、幅を持たせることで、学⽣の創造性を促すことをねらい、決定し
た。導⼊は、オーセンティック教材で、「である体」導⼊後、物語を読み、その
流れを把握した後に⾏った。主な流れは以下の通りである。 

表5-1 中級クラスDSTの流れ 
１週目 DSTの目的と内容の説明・DSTの例の作品紹介 

起承転結の説明

２週目 起承転結のそれぞれに何を書くかのアウトライン提出

３週目 第一の下書き提出（だ・である体）
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４週目前半 最後の下書き提出（だ・である体）と練習用音声の提供

４週目

後半

DSTのビデオ作成について、授業時間内で２〜3人でピアレビュー 

５週目

前半

ピアレビューの意見を基に、DTSのビデオを完成させ、Canvas Discussionsで公開 

５週目後半 CanvasのDiscussionsでピアフィードバック 
６週目 中間試験等

７週目 DSTについてのアンケートと自己評価 

中級クラスは、初級クラスのように Slack を使っての情報共有は⾏わず、授業
内だけでのピアレビューとした。

5-2-2. 学⽣の作品
15 ⼈の学⽣のうち、⾃分が成⻑した経験について語った学⽣が 6 ⼈、コロナ

禍の経験についてが 4 ⼈、家族との思い出についてが 3 ⼈で、テレビ番組から影
響を受けた話と、コロナ禍についての創作話がそれぞれ⼀⼈となった。これらの
学習者の DST を CANVAS の Discussions に載せたところ、どの学習者もビデオ
作成者のメッセージに気づき、⾃分のことを振り返ったり、発展的に考えたりし
ているコメントを残していた。具体的な学習者の作品は、Appendix II.をピアフ
ィードバックについては Appendix III.を参照されたい。 

5-2-3.アンケート結果・分析
DST 後のアンケートは Google Form を⽤い、⾃分の気持ちに合うものを 1~5 で

表す選択式（1 がそう思わない、5 がそう思う）と⾃由記述式を合わせて⾏っ
た。アンケートの具体的な質問のリストについては、Appendix IV. を参照された
い。 

このアンケートの対象者は、同じく春学期の履修者の 15 ⼈で、アンケート回
収率は、86%(13 ⼈)だった。選択式の評価とした教室内でのピアレビューに関し
ては、初級より⾼く、94％の学習者が肯定的で、「⾳楽や⾃分の経験からの写真
を使ったらいいビデオを作られると⾔うアドバイスがとても役に⽴ったと思いま
す。」などの意⾒が多かった⼀⽅、⾃由記述式のところには、「Unfinished PPT
を使ったので、いいFeedbackをもらえなかった」や、「would be happy to have a 
longer time to review and comment other student's works.」など否定的な意⾒や改善
案なども⾒られた。⽇本語のモチベーションに関しては、全体の 84%が⾼くな
ったと答えており、初級と同じくそれほど⾼くなかった。その中の理由の１つと
して、「I think it is a good idea to have students practice telling stories, but forcing the 
stories to be "inspirational" was not a good fit for everyone. To be honest, I would rather 
hear students present something more interesting and related to their personal/ academic 
interests.」という答えが聞かれ、トピックの選定について考慮が必要であること
がわかる。また、その他の⾃由記述回答のところには、「このアサイメントを通
して、クラスメイトと仲良くなれた気がする」や昔は、⻑く話せなかったが、今
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話せるようになってきたから、うれしいという記述が⾒られ、当初のねらい通り
つながりを感じたり、⽇本語能⼒の向上を感じたりしている学習者が多くおり、
この活動は概ねポジティブに学習者に捉えられていたと推測される。 

表5-2 中級クラスのDST についてのアンケート自由記述の回答例 
A. 授業で授業以外のことについて話す時間があまりないので、このアサイメントを通して、クラスメ

イトと仲良くなれた気がします。それから、クラスメイトのストーリーからたくさんポジティブな
メッセージを受けて、⼒をもらえました。

B. オンラインの授業なので、皆さんを会えないと⾔っても、DST を通してクラスメイトをよく知っ
ているようになってきました。そして、以前はこのような⻑いストーリーテリングができませんで
したけど、今は⻑い話すことをなれるようになってきたから、よかったです。

C. I think that, because we don't get too many chances to get to know our classmates outside of zoom class, it
was quite touching to hear so many people's stories and experiences. Although I don't know whether I get to
meet them again in the future, it felt quite special to hear more from everyone in the class through our shared
expression of the Japanese language.

D. I really liked this "Digital Storytelling" project. It gave us a chance to tell a story of our own choosing and,
through various stages (drafting the text, editing the text, recording the audio, making the video, etc.), learn
how to express ourselves in Japanese. It was really fun to see what my classmates came up with, think about
how to express in Japanese my feelings after watching their videos, and to read their comments for me at the
end. I also found the process of editing my draft (with the help of sensei) and listening to Sensei's recording
(and my many attempts at shadowing her pronunciation) really useful. Because of the extended process of
perfecting the final product now also have a video in Japanese that I'm quite proud of. All in all, I loved the
project!

5-3. TED Talks
5-3-1. トピック選択・活動の⽬的と流れ

中級の TED Talks は、トピックを「私の⽣活を少し幸せにしてくれる/くれた
こと・もの・習慣」とした。ここでは、エンパワメントの⽬的の１つである「相
互⽀援」というものを念頭に置き、他の学習者が体験しようと思えばできるもの
をテーマにし、トピックを選定した。 

中級クラスでは、中間試験以降の各授業の冒頭で⼀⼈⼀回２分間の TED Talks 
をする形式をとった。そのため、学習者は、⾃分の発表する⼀週間前にスクリプ
トを提出することとし、⾃⼰評価とピアフィードバックについては、６週⽬まで
に、全員が提出するように指⽰を与えた。

TED Talks では、主⽬的である「⼈をひきつける話し⽅」の取得のために、授
業の⼀部で、インパクトのある話し⽅や TED Talks の構成、メッセージ性のある
終わり⽅について、学習者に考えさせたり、意⾒交換をさせたりする時間を設け
た。また、最終週には、教師がそれぞれの学習者のトピックをまとめたものを配
布し、相互⽀援を動かした。以下に、主な流れを⽰す。 
表5-3 中級クラスTED TALKの流れ 
１週目 人を惹きつける話し方の授業中で、意見交換

２週目〜５週目 それぞれ一週間前にスクリプトの提出・練習用音声の提供

３週目〜６週目 各授業の冒頭でTED TALK 
６週目 自分のTED TALKのビデオを見て、自己評価＋ピアフィードバック 
７週目 学習者のトピックをまとめたものを配布

5-3-2. 学⽣の作品
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インパクトのある始め⽅としては、質問から始める学習者が多く⾒られ、15
⼈中 9 ⼈が質問から話を始めた。これは、１週⽬の意⾒交換の中で多くでてきた
ものだったので、それを反映したものだと思われる。その他に、「〜じゃないで
すか」を⽤い、相⼿に同意を求める⽂から始めた学習者も 3 ⼈ほど⾒られた。こ
れは、この⽂法を授業で紹介した後だったため、そちらを使ったと推測される。
他にはドラマチックにはじまったり、ひみつがある。という⾔葉で始める学⽣
や、PPT を⽰すことで、聴衆に考えさせるという⽅法を使った学習者もいた。 
表5-4 中級クラスのインパクトのある始め方例 

A. 皆さん、私は誰にも⾔ってないひみつがあるんです。 
B. 病院に⾏っている⾞の中で、私は寝て いました。夜遅くでしたけど、⺟は寝ずに⾞を速く運転しま

した。私の⾜の上に⾎がたくさんあったから、緊張していました。 
C. みなさん、こんにちは。このスケジュールを⾒てください。

メッセージ性のある終わり⽅としては、「してみて下さい」と勧めるものが⼀
番多く 15 ⼈中 5 ⼈がこのような終わり⽅をしており、「⼀緒にしよう」と誘っ
て終わるものや、質問で終わるものも⾒られた。 
表5-5 中級クラスのメッセージ性のある終わり方例 

A. コロナウイルスのせいで 、⼀⼈暮らしの⼈が少なくないに違いないです。でも、沈黙の⼒を知れば、
皆さんは寂しくない⼼の⾃由を⾒つけられると思います。だから、⼀緒に⼼の⾃由のために頑張りま
しょう！ 

B. ⼩さくて簡単な⽅法でルーティーンを変えられたら、⽣活を豊かに出来ると思います。みなさん、ど
う思いますか？ 

最後にはそれぞれの学⽣のトピックをまとめたものを学⽣に配布し、相互⽀援
を促した。詳細については Appendix V.を参照されたい。 

5-3-3.アンケート結果・分析
TED Talks 後では、ふりかえりシートと称し、Word Documents を⽤い、⾃分の

気持ちに合うものを１〜５で表す選択式（１がそう思わない、５がそう思う）と
⾃由記述式を合わせて⾏ったアンケートの具体的な質問のリストについては、
Appendix VI.を参照されたい。 

このアンケートの対象者は、同じく春学期の履修者の 15 ⼈で、アンケート回
収率は、100%だった。 

選択式の評価とした⾃分の TED Talks のビデオを⾒て分かりやすかったと答え
た学習者は、全体の 90%となり、肯定的に⾃分の発表を捉えていることが分か
る。⼀⽅、パワフルで意味のある話し⽅ができたと思うかという質問に対して
は、82%で、⾃分の話したことが聴衆にきちんと伝わっているかどうかの⾃信が
ないことが窺える。これは、DST の時のように、直接的なピアフィードバック
を⾏う機会を設けなかったこと関係があると考えられる。しかし、アンケートで
「他の⼈の TED Talks を聞いて、何か影響を受けたことがありますか。どんな影
響を受けましたか。」という⾃由記述の質問には、多くの学習者がそれぞれの発
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表に影響を受けたことを記述しており、これをアンケートをとる前にフィードバ
ックとして渡していた場合、また違う結果が出るのではないかと思われる。 

表5-6 中級クラスのTED Talksについてのアンケート自由記述の回答例 
A. 素敵な PPT があった〜さんと〜さんの TED TALK に影響を受けましたから、PPT と発表の関係に興

味を持つようになりました。PPT の絵や写真を通して、⾃分の話を少し⾯⽩く変えようと思いま
した。 

B. 〜さんの TED TALK を⾒て、ボストンのパノラマを⾒える所をわかるようになりました。それか
ら、「⾒⽅」という単語の意味ももっと深くわかるようになってきました。「⾒⽅が変われば、
考え⽅も変わる」や「パノラマを⾒たら、⾃分⾃⾝の問題が⼩さくなる」という考えも賛成で
す。 

C. Everyoneʼs TED TALK presentations influenced me from the standpoint of happiness, whether that be 
coping with stress or finding new hobbies. I hope to adopt their lessons/tips in my own life as well. 

6. 初級・中級のアンケート結果・分析
初級、中級の結果を合わせてみると、DST においてのピアレビューが効果的

だったと感じた学習者は、全体の 88%となった。少しのヒントで良くなった、
⾳楽や⾃分の写真を出した⽅がいいというアドバイスがもらえてよかったなど役
に⽴ったという意⾒があった⼀⽅、単語が難しすぎてわからなかったので、アド
バイスができなかった、準備不⾜で、いいアドバイスがもらえなかった、授業で
の意⾒を交換する時間が短かった、好きな⼈と組みたかったというような否定的
な意⾒も⾒られ、それがこの数字につながったと考えられる。 

また、DST が⽇本語のモチベーションにつながったと感じた学⽣は、初級・
中級を合わせると全体の 86%で、先⾏研究からはもう少し⾼くなると思われた
が、そこまで⾼い数値が出なかった。発⾳の練習や⻑い⽂章の作成など、今まで
よりも難易度の⾼い課題を⽰したことで、⽇本語能⼒の向上ができたと感じる学
習者もいたしかし、中級クラスでは、84%となっており、これは、学習者の年齢
層や授業を履修している⽬的とも関係があると思われる。中級クラスの学習者の
中には、エンパワーメントに関しては、あまり興味がなく、⾃分の⽇本語能⼒や
研究のためだけに取っている学習者もおり、そのような学習者にとっては、この
プロジェクトは意味を⾒いだしにくいものになったと推測される。また、初級の
クラスでの否定的なコメントの中には、インターネット環境の問題で、Canvas
のアップロードが遅くなってしまい、そのせいで、ほかの学習者からのコメント
が少なくなったことに不満を感じているものもあり、DST ⾃体の評価だけでは
なく、付属的な評価もこの結果に含まれていることを留意しておきたい。

DST は、アセスメントの１つとして、ピアフィードバックを⽤いたが、それ
ぞれのピアフィードバックでは、他の学習者に⻑⽂で暖かいコメントを残してい
る⼈が多く、またそのコメントが嬉しかったと答えた⼈が全体の 92%であっ
た。オンライン授業下で、クラスメイトのことについて深く知ったり、共通の興
味があることを知ることができるのはうれしかった、コミュニティ形成に役⽴っ
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たなどの好意的な意⾒が多数⾒られ、ピアフィードバックをすることで、コロナ
禍で様々な状況にある学習者たちを湧活するのには、ある⼀定の効果が⾒られた
のではないかと考えられる。 

TED Talks においては、⾃⼰評価をアセスメントとして⽤いたが、⾃⼰で⾼い
評価をつける学習者が多く⾒られ、中級では、90%の学⽣が、⾃分で⾃分の
TED Talks のビデオを⾒てわかりやすかったと答えた。また、初級では、81%の
学⽣が、インパクトのある始め⽅と、覚えられやすい終わり⽅で聴衆を惹きつけ
られたと答えており、⾃分の発表に⾃信が⽣まれていることが推察できる。他⼈
に影響を与えるような話ができたと考える初級の学⽣は、81%、パワフルで意味
のある話し⽅がでえきたと考える中級の学⽣は、82%であり、DST 同様⼀定のエ
ンパワメントの効果があったと考えられる。今回は、学期終わりということもあ
り、初級・中級共に、TED Talks が終わってからすぐに、アンケートを送付し
た。そのため、TED Talks の他の学⽣から影響を受けたかどうかに関しては、ア
ンケートに記⼊することに留まっており、それを個々の学習者に渡していないた
め、⾃分がどれだけ相⼿に湧活できたかが測りきれていない可能性があり、その
フィードバックを各学習者に返した後で、アンケートを取った場合、また違う結
果が出るかもしれず、このアンケートをする時期に関しては、これからさらなる
調整が必要となるであろう。

7. 終わりに
本研究では、認知的再評価他がコーピングの効果と PERMA 理論に着⽬して考

案した DST と TED Talks を取り⼊れたエンパワメントプロジェクトとその初級
中級での実際の取り組みとその実践後の学習者へのアンケート結果を基にした成
果と課題について分析した。近年、⽶国で⼤学⽣のメンタルヘルスの問題が顕著
となり、このコロナ禍でますます悪化の⼀途を辿っている様相を⾒せているが、
その中で、⾔語教師として何ができるかというのが筆者らの出発点であった。学
習者同⼠の湧活を促すために、ピアレビューやピアフィードバックを取り⼊れ、
また課題も⾃⼰を振り返られるものや、相互⽀援、将来への意欲や希望を伝えら
れるものとした。結果、初級・中級共に、学習者同⼠のコミュニティ構築や、理
解を深めることにある程度の成果が⾒られたと⾔えるであろう。今学期、初級・
中級共に途中で授業を辞めたり、来なくなってしまう学⽣がいなかったことにつ
いてもここで留意しておきたい。 

今後の取り組みとしては、トピックの選定の仕⽅や、ピアレビューの仕⽅、学
期を通してのスケジュールの作り⽅、振り返りやアンケートのタイミングについ
て、改変していく必要があるであろう。しかし、エンパワメントの活動の可能性
としては、今後も期待でき、これからも続けていく意義のあるプロジェクトであ
ろう。 
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Appendix 
Appendix I.初級:DST 学生の作品例
 私が一ばんそんけいする人は私の父だ。名前は＿＿＿＿だ。今、科学の先生だが、子どもの時は先生

にならないつもりだった。父の家ぞくはお金があまりなかったのだ。さらに、そ母とそ父は大学を出な

かった。父はあたまがよくてべんきょうするのが好きだったが、大学生になるまで、学校に行くのが好

きじゃなかった。高校生の方が大学生よりいじわるだったから、大学の方がよかった。それから、科学

がとくいだったから、二十五さいの時一人でイギリスからアメリカに科学の大学につとめに来た。 

 私は子どもの時、父はたいてい仕事にはやく行って家におそく帰って来た。つまり、いそがしかった

から、いっしょにあまり話さなかった。しかし、私が高校生の時、毎しゅうダンスのレッスンがあった

が、私のダンスのクラスにいつもうんてんしてくれた人は父だった。車で家からダンスの学校までは二

十分かかったが、科学について父とたくさん話した。 

 その前に私はまだせんこうをきめていなかった。けれども父が私におしえた科学はつまらなくなくて

とてもおもしろいと思った。車の会話の後で父にもらった科学の本は私の一ばん好きな本になった。私

のは時どき学校にもって来た。もう少し科学を知ったから、科学のクラスはむずかしくなくてこわくな

くなった。 

 そのため、私は大学に入って、科学をべんきょうしている。それから、来がっきは科学のれきしを勉

強するために＿＿＿＿＿大学の大学いん生になる。私は子どもにかがくをおしえる人になるつもりだ。

これからも私が大へんな時に電話をする人は父だ。 

Appendix II.中級：DST学生の作品例 
 15 年間以上、両親は家で医療ジャーナリストとして共に働いている。私の⺟は彼⼥の両親（私の祖⽗
⺟）の世話をしているので、旅⾏に⾏くことや、新しい経験すること、夢を追うことは段々難しくなっ
てしまった。それに、私の兄弟と私が仕事を⾒つけて、⼤学に⾏くために家を出て以来、両親の⽣活が
少々つまらなくなった思えるほど毎⽇同じことをしていたと思う。 

⼀昨年のある⽇、⼤学から家に帰った時、⺟と⼀緒に晩ご飯を⾷べていたところに、⺟は「ところ
で、いつも⼦供むけの本を書きたいと思っているのだけど」と⾔った。だから、サポートするという⽬
的で、クリスマスのプレゼントとして⺟にきれいなノートをあげて、「本を書くためのクラスを取った
らどうですか」とすすめたが、⼤学に帰る時、⺟はとても忙しかったので、最後まで本当に本が書ける
かどうか分からなかった。 

しかし、私がびっくりしたのは、⺟は⽂を書くためにクラスを取るにしたことばかりでなく、その次
の数ヶ⽉の間に、私があげたノートに⾊々な話のアイデアを書き始めたことでもあった。とうとう、⺟
は医療ジャーナリストとして、不安障害がある⼦供たちを助けるために、ネッドという⾺についての話
を書くことを決⼼した。この物語で、ネッドという⾺は最初に⽊とか強い⾵など危なくないことにも⼼
配したり、不安になったりするが、親切な仲良しの友達のおかげで、⾃信をつけるようになっていっ
て、幸せな⽣活が少しずつできるようになっていく。たとえば、はじめに、⼦供たちの⼤きな声はたい
ていネッドを⼼配させる。でも、友達のアドバイスを聞くことを通して、ネッドは⼦供たちに⾃分に乗
せてあげられるようになってくる。私の祖⺟はかつてアートを教えていたので、⺟はこの話を書いた後
で、祖⺟にその本のイラストを描くように頼んだ。 

去年１０⽉、「ネッドは⼼配します」が出版されて、嬉しくてしかたがなかった！その時以来、アマ
ゾンで、⺟は不安障害がある⼦供の親に「本当に⼦供を助けてくれてありがとうございます」とか「こ
の本はもう⼦供の最も好きな本になった」とかのレビューをもらってとてもうれしそうだったよかった
のであった。今、⺟は祖⽗の世話の経験に基づいて、記憶障害がある親戚と共に暮らす⼦供たちのため
に 2 冊⽬の本を書いている。 

みなさんにこの経験を紹介したい理由は⼆つがある。⼀つ⽬は、⼩さい親切の⼤きな影響がよくわか
るからである。⺟にノートをあげるという簡単なことによって、⺟はたくさんの⼈を助けられるように
なってきた。⼆つ⽬の理由は、お互いに⼒になればなるほどいいことが⾒つけられるからである。⺟は
本を書きたかったけど、私がノートをあげず、つまり、「あなたを信頼している」と⾔わなかったら、
最後に本が出来るかどうか分からなかっただろう。コロナウイルスのせいで、皆さんはしたいことがあ
るが、⼀⼈で出来るモチベーションがあるわけではないと思う。それでも、私の経験から、皆さんがお
互いの⼒にさえなればなんでも出来るようになっていくだろう！ 
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Appendix III. 中級：DST ピアフィードバック回答例 
A. 私もビデオを⾒て、⾮常に感動していました！お⺟さんが⾃分が作った本を通して、他の⼈ばかりじ

ゃなくて、⾃分も助けるようになりました。そして、〜さんはお⺟さんの⽣活の中で⼩さいディテー
ルを気をつけて、ノートをさし上げて、お⺟さんの⽣活にも不安障害がある⼦供たちのにも影響をし
ました。それはとても強いメッセージだと思います。私も将来、〜さんのように親友や親の⼩さいお
願いを気づくべきだと思います。 

B. ビデオを作ってくれてありがどうございました。今、中国に帰ることはまた⼤変です。今、私はいつ
帰れるか分かりませんけど、家族のために、泣けるほど帰りたいです。〜さんのビデオを⾒た後で、
コロナウイルスが⼤変だと⾔っても、たぶん頑張て、帰ることについて早く何か計画を出すといいで
す。コロナウイルスの間、私たちはいつも家にいて、勉強して、疲れていても、病気な⼈や外で働か
なければいけない⼈に⽐べて、幸せです。私も「家族や親友が元気のことは⼤事」と思います。いつ
か S さんに北京で会いましょう。 

C. 〜さんのビデオ⾒て、驚きました。授業で知っている〜さんはよく笑っているし、交流しやすいか
ら、とても社交的だと思います。でも、社交的じゃなくても、⼦供の〜さんもかわいくて、幸せそう
です。〜さんのビデオのメッセージはリスクを取る事ですが、私はビデオを⾒た後考えているのはど
うして⼈が社交的にならなければいかないでしょうか。今の社会で、明るくて、社交的な⼈のほうが
⼈気があるそうですが、静かで、マイペースな⼈はダメな⼈なわけではないと思います。むしろ、多
くの科学者や作家などの社会に⼤きな貢献をした⼈は社交的だとは⾔えません。でも、〜さんみたい
に、⾃分の限界を挑戦するのはとても偉いと思います。チアリーディングの経験も写真も素敵で、⾳
楽も内容にとっても合っています！ 

Appendix IV. DST アンケート質問項⽬
1. 「だ・である体」の使い⽅が分かるようになった。 
2. 「起承転結（きしょうてんけつ）」を使って話が書けるようになったと思う。 
3. 接続詞を上⼿に使って、⽂が書けるようになったと思う。 
4. ⾃分の経験や、作った話を使いながら、⾃分の伝えたいメッセージが伝えられる⽂

が書けたと思う。 
5. ⾃分の伝えたいメッセージをナレーションを通して伝えられたと思う。 
6. ナレーションは、⽇本語らしい発⾳でりゅうちょうに話せたと思う
7. ドリルのクラスでの Peer Feedback は、ビデオを作るのにやくに⽴ったと思う。 
8. どんなアドバイスが役に⽴ちましたか。くわしく教えてください。（英語でも⽇本

語でも） 
9. Peer Feedback でクラスメイトの上⼿なビデオを⾒て、⾃分のビデオももっとがんば

ろうと思った。 
10. クラスメイトのビデオを⾒た後で、しょうらい、クラスメイトの役に⽴つコメント

が書けたと思う 
11. クラスメイトが⾃分のビデオに書いてくれたコメントが分かりやすかったし、うれ

しくなった。 
12. クラスメイトのビデオを⾒て、感動したり、⾃分のことについて考えたり、影響

（えいきょう）を受けたりしたことがあった。 
13. どんなことを考えたり、どんなことに影響（えいきょう）を受けましたか。くわし

く教えてください。（英語でも⽇本語でも） 
14. DST を通して、⽇本語の勉強へのモチベーション（motivation)が⾼くなった。 
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15. ピア・フィードバックやピア・レビューなども⼊れたデジタルストーリーテリング
の経験を通して、みなさんがどう思ったか教えてください。誰かに⼒を与えられた
と思いますか。誰かから⼒をもらえたと思いますか。クラスメイトと仲良くなれた
気がしますか。どんなことでもいいので、みなさんが思ったことを教えてくださ
い。Please write any comments about your experience of Digital Storytelling including 

Peer Feedback, Peer Review, and Community-Building. (⽇本語でも英語でもいいで
す。） 

Appendix V.中級：TED Talks 配布例 

Appendix VI.中級：TED Talks 振り返りシート質問項⽬

1. ⾃分で⾃分の TED TALK を⾒て、わかりやすかったですか。

2. ⾃分の TED TALK は、パワフルで意味のある(powerful and meaningful)話し⽅がで

きたと思いますか。

3. 質問に上⼿に答えられたと思いますか。

4. どんなコメントがもらえて、うれしかったですか。どうしてですか。(英語でも⽇本

語でも)

5. ⾃分の TED TALK のよかったところを書きましょう！(英語でも⽇本語でも)

6. ほかの⼈の TED TALK を聞いて、何か 影 響
えいきょう

を受けたことがありますか。どんな影

響を受けましたか。

7. TED TALK の経験を通して、どんなことを学びましたか。しょう来、どんなことを

しようと思いますか。(英語でも⽇本語でも)
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「ごぞんじですか」の指導について 
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1．はじめに 

外国人が敬語を習得する上で、日本語教育が果たすべき役割は極めて大きい（浅

川、2020、p.13）1。日本語の授業でも敬語指導は丁寧に行われているが、敬語表現

形式が正しく使えるようになることに重点がおかれがちである。しかし、敬語学習

は「〈語形〉（かたち）」のみでは不十分であり、「〈適用（運用）〉（あてはめ）」につ

いての段階的な指導も必要である（劉、2020、p.47）。特に、上級レベルの学習者に

は敬語表現の適切な使用が期待されている。本研究では、使用に注意が必要な表現

の一つである特別尊敬語「ごぞんじです」について、『現代日本語書き言葉均衡コー

パス』（以下、BCCWJとする）と『日本語話し言葉コーパス』（以下、CSJ とする）を

用い、書き言葉と話し言葉において「ごぞんじですか」という表現がどのように使

われているのかを明らかにする。また、その結果をもとに、学習者に「ごぞんじで

すか」の運用について指導する際、注意すべき点を提示する。 

 

2. 敬語を指導する際の注意点 

上級レベルの学習者には特に、敬語表現の適切な使用が期待されている。小川・

前田（2003、p.iv）は、「上級レベルになり表現力がつくと、丁寧さにおいても運用

面での使い分けが要求されるようになり、その結果、待遇表現の違反が目立つこと

がしばしばあります」と述べている。では、敬語を指導する際、どのような点に注

意すればよいのであろうか。 

 杉山（2018、p.273）は、外国人の敬語習得を少しでも容易にするために、次のよ

うな配慮をする必要性があると述べている。 

 

 
1 菊池（1997、p.91）は日本語の敬語について「敬語とは、同じ事柄を述べるのに、述べ方を変

えることによって敬意あるいは丁寧さをあらわす、そのための専用の表現である。」と定義し

ている。 
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1) 敬語が特殊なものだという印象を与えないために、学習者の社会における

〈敬意をあらわす要素〉や〈失礼と認められる行為〉などについて意識させ       

る。 

2) 敬語の具体的な指導にあたっては、ルールを多数並べて説明するよりも、基

本的なルールを述べてから、細かいところにも目を配りながら、例をあげて

説明することが重要である。 

3) 細かいところを説明するのを面倒に感じたり、「外国人だからこれくらい分

かれば大丈夫だ」と考えたりして、敬語を大まかに教えると、学習者は敬語

への距離を感じ、敬語回避を行いやすくなる。こうした姿勢の考え方では、

何も教えないこととほとんど同じだと思う。 

 

 特に注目したいのは 2)と 3)である。敬語を教える際は、「外国人だからこれくら

い分かれば大丈夫だ」という意識を捨て、細かいところにも目を配りながら、例を

あげて説明することが重要であると指摘している。細かいところまで例をあげて説

明するには、日本語教科書の例文を練習するだけでは不十分である。敬語が実際に

どのように使用されているのかを、実例を提示し、説明することが必要となる。 

 

3. 「ごぞんじですか」の難しさ 

 「ごぞんじですか」を用いる際の難しさはどこにあるのだろうか。上級レベルの

学習者から、「ごぞんじです」は「知っています」の尊敬語であることは分かってい

るが、いつ誰に使えば良いのかが分からないという質問を受けた。その理由を聞く

と、先生の知識が豊富であることに感心し、「よくごぞんじですね」と言うと、目上

の人をほめるのは失礼だと注意され、教科書の例文にあるように、「○○をごぞん

じですか」と先生に聞くと、先生に知識があるかを問うのは失礼だと注意されるか

らだと言う。 

この学習者が言うように、日本では、目上の人をほめるだけではなく、目上の人

にある物事を知っているかと問うことは失礼だと考えられている。それはなぜであ

ろうか。森山（2003）は、コミュニケーション全般において必要なことは、「『あな

たは愚か者ではない』ということを前提とすること」（p.67）であり、「よほどの事

情があるのならともかく、友好的関係を築くためには、相手を『愚か者』扱いしな

いように注意しよう」（p.68）と述べている2。目上の人に限らず、「知っていますか」

と相手に尋ねると、「愚か者」扱いされていると受けとられ、コミュニケーションに

支障をきたすことがある。そのため、「知っていますか」「ごぞんじですか」と相手

に尋ねるときには注意が必要となる。 

 
2 森山（2003、p.69）はこれを「相手意見尊重のストラテジー」としている。 
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4. 日本語教科書における「ごぞんじですか」 

実例を見る前に、日本語教科書で「ごぞんじですか」がどのような例で提示され

ているのかを、『みんなの日本語 初級Ⅱ』と『つなぐにほんご 初級２』によって

確認する。 

まず、『みんなの日本語 初級Ⅱ』では、第 49課に次の(1)がある。 

 

 (1) 小川さんの 息子さんが さくら大学に 合格したのを ご存じですか。 

    ……いいえ、知りませんでした。 （p.196、例文４3） 

  

(1)は、二人が共通の知人である小川さんの息子について話していると考えられ

る。しかし、二人がどのような関係であるのか、この後にどのような会話が続くの

かは分からない。そのため、「ごぞんじですか」の運用については(1)から理解する

のが難しい。 

 次に、『つなぐにほんご 初級２』を見ると、Lesson 16-1で「ごぞんじですか」

が登場し、次の(2)と(3)がある。 

 

(2) あおき：ラマさん、こんにちは。 

ラマ：こんにちは。先生、これどうぞ。この間ごらんになりたいとおっしゃ

っていたので、持って来ました。 

あおき：ありがとうございます。あ、これ、有名なみずうみですね。 

   ラマ：はい。先生、ごぞんじですか。しんこん旅行の人が多いんですよ。 

   あおき：へえ、知りませんでした。私ももしけっこんしたら、行きたいです

ね。 

   ラマ：先生、いつけっこんなさいますか。 

   あおき：それはわかりません。「もしけっこんしたら」です。 （p.17） 

 

 (3) A：課長、Ｘ社が新商品を出すことをごぞんじですか。 

   課長：ああ、うん、知ってる。 

      今朝、新聞で読んだよ。 （p.184） 

 

 
3 『みんなの日本語 初級Ⅱ』では、(1)の漢字にふりがなが振ってあるが、本稿ではふりがな

を省略する。(2)と(3)についても同様である。また、下線は引用者によるものである。(2)に

ついても同様である。 
4 (3)は下線部に適切な表現を入れるという練習問題であり、「ごぞんじですか」は教科書の本 

文には記述されておらず、解答に記述されている。 
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(2)は「あおき」という教師と「ラマ」という留学生の会話であり、(3)は課長と、

Aという部下の会話である。(2)と(3)はさきほど見た(1)と異なり、発話者の関係が

明らかである。しかし、(2)と(3)の「ごぞんじですか」の使い方は同じではない。

(3)は(1)と同様に、相手があることを知っているか尋ねているのであるが、(2)は

先生に「しんこん旅行の人が多い」ことを知っているか尋ねているのではない。そ

のため、「先生、ごぞんじですか」という文がなくても(2)の会話は成立する。 

 上の例から、「ごぞんじですか」には複数の用法があり、相手にあることを知って

いるか尋ねるときだけに使うのではないことが分かる。では、具体的にどのように

使うのであろうか。以下では、BCCWJ と CSJをもとに、「ごぞんじですか」の運用に

ついて明らかにする。 

  

5. 分析 

5.1 相手への敬意を示す「ごぞんじの～」について 

まず、BCCWJ で「ごぞんじ」がどのように使われているかを調べると、約 60%（全

2,553中 1,505）が「ごぞんじの～」という形で使われている5。一方で、「ごぞんじ

ですか」「ごぞんじでしょうか」は 319 件であり、あまり使われていない6。 

次に、CSJ で「ごぞんじ」がどのように使われているかを調べると、ほとんどが

独話で用いられ（全 471中 467）、聴衆に何かを説明する際の前置きとして「ごぞん

じの～」が使われている7。「ごぞんじですか」「ごぞんじでしょうか」は 22 件であ

り、あまり使われていない8。この結果は、BCCWJの結果と同様である。 

「ごぞんじの～」は次の(4)から(6)のように使われている9。 

 

5 コーパス検索アプリケーション『中納言』の短単位検索で、検索条件を、語彙素読み「ゴ」＋

語彙素読み「ゾンジ」としたところ、2,727 件の結果が得られた。その中から、誤字があるも

のや、「少し東には、御存知、うめだ花月劇場があります」のように「ごぞんじ」が慣用的に

使われているものなどを除外したところ、2,553 件となった。 

6 『中納言』の短単位検索で、検索条件を、語彙素読み「ゴ」＋語彙素読み「ゾンジ」＋語彙素

読み「デス」＋書字形出現形「か」としたところ、319 件の結果が得られた。 

7 『中納言』の短単位検索で、検索条件を、語彙素読み「ゴ」＋語彙素読み「ゾンズル」とした

ところ、471 件の結果が得られた。 
8 『中納言』の短単位検索で、検索条件を、語彙素読み「ゴ」＋語彙素読み「ゾンズル」＋語彙

素読み「デス」＋書字形出現形「か」としたところ、28 件の結果が得られた。それから、引

用表現として用いられているものや「ごぞんじですかね」という表現を除外したところ、22

件となった。 
9 以下では、例文中、直接の分析対象となっている箇所は下線＿＿で示し、それ以外の問題と

なる箇所は二重下線‗‗‗で示す。ただし、例文が短く、該当箇所が明白である場合は、下線の

処理を施さない。 
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(4) 「そう思ってくれるお客ばかりならいいのですが…。ごぞんじのように、こ

の家を建てたのは二代目片倉兼太郎という偉人で、昭和十二年のことだった

そうですが、すぐに不況の波をくらい、旅館に転身させたとも伝えられる。

（後略）」 （BCCWJ LBj2_00081 巖谷國士『日本の不思議な宿』平凡社） 

(5) えー縦断的研究にはまー皆さん御存じのようにえー長い年月と労力が必要 

となります。 （CSJ A07F0635 独話・学会 女性） 

(6) ’九十四年はいよいよＡＰＥＣの時代に入る。ごぞんじの方も多いと思うが 

ＡＰＥＣについて、もう一度ここで説明したい。 

   （BCCWJ LBi0_00006 江戸雄介『情報スーパーハイウェイの脅威』ディーエ

イチシー） 

 

 まず(4)は、旅館の管理人が客に旅館の由来を話している場面である。旅館につ

いて説明する際、「ごぞんじのように」と言い、客が旅館の由来を知っているという

前提で話をしている。このように、聞き手があることについて知っているか否かに

関わらず、「ごぞんじのように」を用いて、聞き手が知っているという前提で話をす

ることで、聞き手に敬意を払っている。また、(5)のように不特定多数の人に話をす

る場合や、(6)のような書き言葉においても、「御存じのように」や「ごぞんじの方

も多いと思うが」という表現を用い、聴衆や読者はすでに知っているであろうが、

一応説明するとことわってから話を始めている。 

 以上のように、「ごぞんじ」は「ごぞんじの～」という形で、ある物事について説

明する際、聞き手や読み手はすでに知っているであろうが、一応説明するとことわ

るのに用いられている。「ごぞんじの～」は、相手への敬意を示す表現である。 

 

5.2 「ごぞんじですか」について 

では、「ごぞんじですか」はどのように用いられているのであろうか10。以下では、

会話で特定の相手に対して用いる場合と、独話や文章で不特定多数の相手に対して

用いる場合に分けて見ていく。 

 

5.2.1 会話で特定の相手に対して用いる場合 

 会話で特定の相手に対して用いる場合、「ごぞんじですか」には、「相手から必要

な情報を聞き出す」という機能と、「相手にある物事についての知識があるか確認

する」という機能がある。 

 

 
10 以下で「ごぞんじですか」というとき、「ごぞんじでしょうか」という表現も含むこととする。 
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5.2.1.1 相手から必要な情報を聞き出す 

 

(7) 中西 いらっしゃいませ。 

清原 講談社か、新潮社じゃなかったかな。 

中西 文芸書でございますか？ 

清原 はい。 

中西 書名や著者はご存知ですか？ 

清原 それが、はっきりしないんです。 

（BCCWJ LBq0_00006 福嶋聡『劇場としての書店』新評論） 

 

 (7)は、本を探している客（清原）に、店員（中西）が「書名や著者はご存知です

か」と聞いている。ここでは、目的の本を見つけるために書名や著書の情報が必要

であるため、「ご存知ですか」と尋ねることで必要な情報を聞き出そうとしている。

このように、「ごぞんじですか」は相手から必要な情報を丁寧に聞き出すのに用い

られる。 

 (7)は、必要な情報について知っているか直接相手に尋ねるのに「ごぞんじです

か」が用いられているが、次の(8)のように、「ごぞんじですか」を用いて相手の話

を促すことで、必要な情報を得ようとする使い方もある。 

 

 (8) 「ああ、お忙しいところ、恐れいります。こちらは東京新宿署の刑事課で、  

佐江と申します。ちょっとうかがいたいことがあるんですが…」  

「新宿。ほーう、何でしょう？」 

 「いや、別にこれといって問題があったわけではないんですが、そちらに梶 

さんという捜査員はおられますか」 

「梶？ああ、雪人ですか」 

「ご存知ですか」 

「ええ。うちで一番若い者です。雪人が何か―」 

「今は、どちらにおられます？」 

「強力班におりますけど…。あ、今、休暇中だったですかな」 

（BCCWJ LBm9_00250 大沢在昌『北の狩人 上』幻冬舎） 

 

(8)で、刑事（佐江）が協力者に聞きたいのは、梶（雪人）という捜査員が今どこ

にいるかということである。「そちらに梶さんという捜査員はおられますか」とい

う質問に、相手が「梶？ああ、雪人ですか」と答えたので、梶（雪人）に関する情

報を引き出すために「ご存知ですか」と聞いている。 

以上のように、「ごぞんじですか」は、相手から必要な情報を丁寧に聞き出すの
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に用いられる。この場合は、知らないことを相手から教えてもらうのであり、「ご

ぞんじですか」と尋ねても失礼ではない。 

 

5.2.1.2 相手にある物事についての知識があるか確認する 

 

(9) ベルゲンのグリーク記念館で案内嬢にきいてみた。 

「故郷は鹿児島じゃないですか」 

「故郷を出て十七年、わかりますか」 

「私も鹿児島だから、鹿児島は何処？」 

「宮の城ですが、御存知ですか」。 

（BCCWJ LBn2_00066 福山清隆『ヨーロッパ 絵で見る歴史散歩』 出版研） 

 

(9)は、旅先で知り合った相手との会話である。二人が同郷であると分かり、出身

地を聞かれ、「宮の城ですが、御存知ですか」と言っている。ここでの「御存知です

か」は、会話を進める上で、相手が「宮の城」という場所を知っているか確認する

ために使っている。また、「知っていますか」ではなく「ごぞんじですか」という、

より丁寧な表現を使っているのは、相手と親しい間柄ではないからである。 

 このように、「ごぞんじですか」は、相手にある物事についての知識があるかを丁

寧に確認するときにも使われる。(9)のように、地名などは多くの人が知らない可

能性が高く、相手が知っているか確認しても失礼であると捉えられにくい。しかし、

次の(10)と(11)のように、「ごぞんじですか」という問いが相手を愚か者扱いして

いると捉えられる場合がある。 

 

(10) 「古本？」 

  「ええ。古本屋のオヤジが学者を育てるという話、里見さんはごぞんじです 

か」 

「知っていますよ。古本屋の主人が、ひいきにしている学者のために、貴 

重な文献となる古書を提供する―ようするに、学者の精神的タニマチとで 

もいいますか」 

  「ほう、よくごぞんじだなあ」 

  若いくせに、というニュアンスを含めて、奥村は言った。 

（BCCWJ PB19_00294 吉村達也『読書村の殺人』勁文社） 

 

(10)も、相手（里見）が「古本屋のオヤジが学者を育てるという話」を知ってい

るか確認するために、「里見さんはごぞんじですか」と聞いている。しかし、「～さ

んはごぞんじですか」と聞くと、相手がある物事についての知識を有しているか直



 109 

接問うこととなり、相手は愚か者扱いされていると捉える可能性が高い。 

また、次の(11)のように、自明であることを「ごぞんじですか」と聞くと、相手 

は愚か者扱いされていると感じ、不快感を抱く。 

 

(11) 私とケインがパジェロを降りると、水垣がひとりで近づいてきた。ウインド 

ブレーカーのファスナーが下まで降りていた。 

「ここが私有地だということをご存知ですか」 

挨拶の言葉もなく、水垣は声をかけてきた。右手を、ベルトのバックルあた

りにおいていた。 

「もちろんだ。会いたい人物がここにいるからきた」  

私は答えながら、妙に間が抜けた返答だ、と思った。 

（BCCWJ PB39_00660 大沢在昌『秋に墓標を』角川書店） 

 

(11)では、水垣は相手（私とケイン）がどんな理由で来たかを分かっていながら、

「ここが私有地だということをご存知ですか」と言っている。相手が知っているこ

とをあえて丁寧に尋ねることで、相手を愚か者扱いし、ここに来たことを非難して

いるのである。このように、相手が当然知っているであろうことを「ごぞんじです

か」と尋ねると、相手は愚か者扱いされていると感じ、不快感を抱くので注意が必

要である。 

5.2.1.1 と 5.2.1.2 の違いは、相手に聞きたいと思っていることについて、話し

手が知っているか否かにある。5.2.1.1 は、知らないことを相手から教えてもらお

うという姿勢がうかがえるのに対し、5.2.1.2 は、知っていることについて、相手

も知っているか確認するため、相手が愚か者扱いされていると感じることがある。

よって、注意が必要である。 

 

5.2.2 独話や文章で不特定多数の相手に対して用いる場合―相手の関心をひきつ

ける 

 

(12) それではあのお話をさせていただきます。 

あのー皆さん新川崎という駅えー御存じでしょうか。えーJR川崎より西の 

方に六キロ離れたところにあります。 

（CSJ S03M0263 独話・模擬 男） 

 

(12)は「私の住んでいる町」というテーマで、新川崎についてスピーチをしてい

る。「御存じでしょうか」と言っているが、誰かに新川崎駅について尋ねているので

はない。新川崎についての話をはじめるにあたり、「皆さん新川崎という駅えー御

https://chunagon.ninjal.ac.jp/bccwj-nt/search/ctx/165177/suw/2771210212014/47820
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存じでしょうか」と問いかけることで、聴衆の関心をひきつけようとしている。こ

の方法は、スピーチや講演などだけではなく、次の(13)のように、文章の冒頭で使

われることもある。 

 

(13) 突然ですが、アナタは「市民葬」ってご存知ですか？私は知りませんでし 

た。「ご存知ですか？あなたの街の『市民葬』」というキャッチコピーが書か 

れた葬儀屋さんのチラシを見るまでは…。 

（BCCWJ LBs6_00024 堀内伸浩『「書く」マーケティング』明日香出版社） 

 

(13)は「市民葬」について説明する前に、「突然ですが、アナタは『市民葬』って

ご存知ですか」と読者に問いかけることで、読者の知的好奇心を刺激し、関心をひ

きつけようとしている。 

 また、文章や談話の冒頭だけではなく、文中であっても、話に注目してほしいと

きに「ごぞんじですか」を用いている。 

 

(14) 持続的なスピード能力の向上における要素として、乳酸の処理能力も挙げ 

られます。みなさんは病院でよく見る点滴の中身をご存知でしょうか。あ 

れは乳酸リンゲルという成分が基本です。その名のとおり乳酸が含まれて 

います。  

（BCCWJ PB47_00018 中康匡『本当にアテネるということ』文芸社） 

 

(14)は乳酸について説明するのに、「点滴の中身をご存知でしょうか」と問いか

けることで、読者の知的好奇心を刺激し、乳酸の話に関心をひきつけようとしてい

る。 

 以上のように、スピーチや講演、文章において、不特定多数の相手に、ある物事

について「ごぞんじですか」と問いかけることで、聞き手や読み手の知的好奇心を

刺激し、相手の関心をひきつけている。 

ここで、4 節で取りあげた日本語教科書の例を再考する。 

 

(15) 小川さんの 息子さんが さくら大学に 合格したのを ご存じですか。 

     ……いいえ、知りませんでした。 （＝(1)） 

 (16) A：課長、Ｘ社が新商品を出すことをごぞんじですか。 

     課長：ああ、うん、知ってる。 

        今朝、新聞で読んだよ。 （=(3)） 

(17) あおき：ラマさん、こんにちは。 

ラマ：こんにちは。先生、これどうぞ。この間ごらんになりたいとおっしゃ 
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っていたので、持って来ました。 

あおき：ありがとうございます。あ、これ、有名なみずうみですね。 

    ラマ：はい。先生、ごぞんじですか。しんこん旅行の人が多いんですよ。 

    あおき：へえ、知りませんでした。私ももしけっこんしたら、行きたいで

すね。 

    ラマ：先生、いつけっこんなさいますか。 

    あおき：それはわかりません。「もしけっこんしたら」です。 （=(2)） 

 

まず(15)と(16)の「ごぞんじですか」は、「会話で特定の相手に対して用いる場

合」に、「相手にある物事についての知識があるか確認する」という用法である。

(15)と(16)で相手に聞いている内容は、話し手も最近知った情報であると考えられ、

相手が知らなくても良いことである。よって、相手にそのことについて知識がある

かを確認しても、相手を愚か者扱いしていることにならず、失礼であるとは受けと

られにくい。とはいえ、相手にある物事についての知識があるか確認する場合、相

手が愚か者扱いされていると捉える場合もあるので注意が必要である。そのため、

(15)と(16)は、「小川さんの息子さん、さくら大学に合格したそうですね。」のよう

に相手がすでにそのことを知っているという前提で話をしたり、「課長、Ｘ社が新

商品を出したそうです。」のように事実を伝えたほうが、誤解を招きにくい。         

続いて(17)も、あおき先生という特定の相手に「ごぞんじですか」を使っている。

しかし、(17)は先生にみずうみに関する知識があるか確認しているのではない。自

分の発言に先生の関心をひきつけるために「ごぞんじですか」を使っている。これ

は、5.2.2 で見た、独話や文章で、不特定多数の相手の関心を自分の話にひきつけ

るという用法と同じである。(17)のように、特定の相手の関心を自分の発言にひき

つけるために使われることもあるが、そのような状況でよく使われるのは、「知っ

てた」という表現である。 

 

 (18) F092：ねー、みんなＯＬになるんだよ。 

（あー、すごい）知ってた？ 

       ＯＬってオールドレディーなんだよ。 

 ＜笑い＞       （『名大会話コーパス』data077 女性） 

 

 (18)は、友人二人の会話である。「知ってた」と言うことで、友人の関心を自分の

発言にひきつけようとしている。このように、仲の良い相手の関心を自分の発言に

ひきつけることはあるが、先生などの目上の人に対しては、相手の関心を自分の発

言にひきつけようとすると失礼だと捉えられる可能性がある。そのため、次の(19)

のように「ごぞんじかと思いますが」などの表現を用い、相手が知っていることを
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前提として話をしたほうが相手への敬意が感じられ、誤解を招きにくい。 

 

(19) あおき：ラマさん、こんにちは。 

ラマ：こんにちは。先生、これどうぞ。この間ごらんになりたいとおっしゃ 

っていたので、持って来ました。 

あおき：ありがとうございます。あ、これ、有名なみずうみですね。 

    ラマ：はい。先生、ごぞんじかと思いますが、しんこん旅行の人が多いん 

ですよ。 

 

6. まとめ 

本研究は、使用に注意が必要な敬語表現の一つである特別尊敬語「ごぞんじです

か」について、BCCWJ と CSJ を用い、書き言葉と話し言葉においてどのように使わ

れているのかを分析した。その結果、「ごぞんじですか」が誰に対して使われるの

か、またその際、どのような機能を有するのかを次の図１のように提示した。「ごぞ

んじですか」を用いる対象は、①会話で特定の相手に対して用いる場合と、②独話

や文章で不特定多数の相手に対して用いる場合とに分けることができる。①には、

③相手から必要な情報を聞き出すという機能と、④相手にある物事についての知識

があるか確認するという機能がある。一方の②には、⑤相手の知的好奇心を刺激し、

相手の関心をひきつけるという機能があることが分かった。 

学習者に「ごぞんじですか」の運用について指導する際、注意すべきであるのは

④で用いる場合である。相手にある物事についての知識があるか確認すると、相手

は愚か者扱いされていると捉える場合がある。そのため、「ごぞんじですか」と確認

するのではなく、「ごぞんじのように」などを用い、相手がある物事について知って

いるという前提で話をするように指導し、学習者が誤解を受ける可能性を低くする

ことが必要である。 

 

 

対象                 機能 

①特定の相手     ③相手から必要な情報を聞き出す 

    （会話）       ④相手にある物事についての知識があるか確認する 

[注意が必要] 

②不特定多数の相手  ⑤相手の関心をひきつける                         

 （独話や文章） 

 

図１ 「ごぞんじですか」の機能について 
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ドラマ・アクティビティをどう評価するか 

アクティブ・ラーニングを指向する遠隔型日本語集中講座における実践から

EVALUATING DRAMA ACTIVITIES:  

A PRACTICAL STUDY OF A REMOTE INTENSIVE JAPANESE LANGUAGE 

COURSE ORIENTED TO ACTIVE LEARNING 

加藤さやか 

Sayaka Kato 

サラマンカ大学

University of Salamanca 

1． はじめに

本稿では、スペインの大学付属の文化センターにて開講された遠隔型日本語集

中講座におけるドラマ・アクティビティの評価実践を取り上げる。本実践の出発点

として、筆者がドラマ・アクティビティの評価について抱いていた疑問を以下にま

とめる。 

１）日本語の知識・運用能力を測る評価だけでいいのか

２）教室内で行ったことだけを対象に、教師が学習者に対して行う評価だけで

いいのか（空間的制限） 

３）「コース終了すなわち学習の完結」を示唆するような評価でいいのか（時間

的制限） 

これらの疑問点を前に、何のために行う評価か（目的）、誰が何を評価するか（主

体と観点）、どのように評価するか（方法）に着目して行った評価実践を報告する。

そして、実践の結果、学習者にどのような反応が見られたか、学習者の振返りシー

トの記述の分析を通して、評価が日本語教育の現場において果たしうる役割の多様

性とその効果について考察する。 

2． 実践の背景 

2.1 コースの方向性の理論的背景 

 評価について上述のような疑問が生じた背景として、本コースがどのような言語

学習観に立っていたか、また、なぜ敢えてドラマ技法を遠隔型集中講座に取り入れ

たか、その意図について明らかにしておく。 
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 常時ならば対面授業で行う夏期集中講座を完全遠隔型に切り替えるにあたって、

筆者を始め本センターの教員がコース・デザイン段階で直面した課題は、いかに学

習者のアクティブ・ラーニングを引き出すプログラムにするか、という点であった。

ヨーロッパ言語共通参照枠 (CEFR）の言語教育観において、学習者は社会で行動す

る者（social agents）であり、学習は社会参加の活動の一つと捉えられ、各個が自

分の学習に責任を持って取り組む自律性が重視される。一方、社会文化論的なアプ

ローチから、Lave & Wenger(1991)の状況的学習論に立つトムソン（2017）は、教室

を同じ目的のもとに学習者が集まり、協働を通して成長する実践コミュニティの場

としている。そこでは、学習は個々人の頭の中で起こる個別的な現象ではなく、さ

まざまな他者との関係を通じて動的かつ相互的に展開するものである。 

 以上のような学習理論を背景として、本コースが目指したアクティブ・ラーニン

グを要約すると、学習者が「受け身ではなく能動的に参加する」「個々ではなく他者

と協働する」「聴いて覚えるのではなく自ら創造する」学習ということになる。で

は、それを実現するために取り入れた活動が、なぜドラマなのかという理由は、様々

な教育分野での演劇的手法の活用を提唱する渡部（2017a）による1。グループ・プ

レゼンテーションとドラマ技法という組み合わせがもたらす教育的効果について、

学習者をたんに情報の受け手としてではなく、参加者として扱うことで課題への取

り組みをより能動的なものにすること、また、学習者同士の話し合いを基本とする

グループワークが協働による創造を可能にし、「学びと表現の一体化」の経験を通

してより深い学びを可能にするとされている（渡部、2017b）。その理論に基づいて、

ドラマ技法を用いた実践は、欧州各地の日本語教育の現場で報告されており（藤光

他、2020）、筆者も自身の実践で意義ある成果をえた経験がある（加藤、2020）。 

 以上が、本コースの方向性と、ドラマ・アクティビティを取り入れた理論的背景

である。 

2.2 コース概要とドラマ・アクティビティの内容 

2.2.1 コース概要 

本実践を行った夏期集中講座のコース概要を以下に示す。 

機関 スペインの大学付属文化センター

時期 2020 年 7 月 6 日～8 月 7 日（5 週間） 

1 そこでは、教育が最終的に目指すものは、「学び方を習得し、様々な角度から物事を捉えられ

る批判的思考能力を備えた市民の育成」とされている。 
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コース オンラインの夏期集中講座（40 時間同期+50 時間非同期＝全 90 時間）

教科書 『みんなの日本語初級 I』LL.13～25 = Can-do 47 項目 

目標レベル A2 前半 学習者 スペイン人大学生 6 人 + 社会人 20 代 1 人

 毎夏、全 90 時間を 4 週間かけて対面授業で行うコースを、Covid-19 による非常

事態宣言下においてやむを得ず完全遠隔型に移行し、90時間を、同期型オンライン

授業 40時間、非同期型学習 50時間に分けて、全 5週間かけて修了するようデザイ

ン修正したものである。なお、主要テキストは『みんなの日本語 初級 I』である

が、本センターでは同テキストの各課の学習項目を Can-do（「～することができる」

という例示的能力記述文）で表し、課題遂行型シラバス化して使用している。 

次に、一週間単位での時間割を以下に示す。楕円で囲んだ部分が同期型オンライ

ン授業の時間帯である2。

 月曜から水曜までの 3 日間で 2,5～3 課（Can-do8～9 つ相当）学習し、木曜は自

主参加のオンライン自習室、そして週の最終日である金曜は、前半一時間のみ課を

進め、後半一時間は週試験とスキット発表に当てる、というスケジュールである。 

2.2.2 ドラマ・アクティビティの内容 

具体的に学習者はどのようなドラマ・アクティビティを行ったのか。教師はクラ

スで次のような指示を出した。

2 使用したオンライン・アプリは Zoom である。 

月～水 木 金 

事前学習 事前学習 

12～14 時 

授業 

（Zoom） 

12～14 時 

自習室 

（Zoom） 

12～13 時 授業 

13～14 時 スキット発表＆試験 

（Zoom） 

事後学習 事後学習 
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コース全体の学習スケジュールの厳しさと、学習者同士が授業の時間内外ともオ

ンラインでのみしか繫がることができないという状況を考慮し、活動自体は、敢え

てシンプルかつ学習項目に直結するものにした。のちに詳述する学習者の振返りシ

ートの記述によると、学習者は毎週のスキット準備のための話し合いに、木曜のオ

ンライン自習室を大いに利用していたようである。

アクティビティの成果物の一例として、第一週目に発表されたあるチームのスキ

ットのスクリプトの抜粋部分を、その週の Can-do 項目リストと共に紹介する。ス

クリプト中の下線を引いた部分が、Can-doを織り込んだ台詞である。発表当日の金

曜の学習項目であった No.9以外全ての Can-doが使われていることが分かる。 

第一週目の学習項目 Can-doリスト（Can-do記述文の原語はスペイン語） 

No Can-do か ぶんぽう/ぶんけい 

1 

欲しいプレゼントを尋ねたり答えたり

できる。 13 S がほしいです 

2 

基本的な願望や希望を簡単に述べるこ

とができる。 13 V ますたいです 

3 

移動の目的を述べることができる。 

13 

S（lugar）へ V ます にいきます 

S に 

4 

相手の話し方が早い時、ゆっくりはなし

てくれるよう頼むことができる。 14 

もうすこしゆっくりはなしてくださ

い 

5 

「貸してください」「待ってください」な

ど簡単なお願いができる。 14 V forma て ください 

6 

その場にいない人がどこで何をしてい

るか尋ねたり答えたりできる。 14 V forma て います 

7 

自己紹介の場で、家族や親しい友人につ

いて住んでいる場所や仕事など話す 

ことができる。 

15 V forma て います 

「毎週金曜日に、その週に学習した Can-do を 4 つ以上織り込んだオリジ

ナルスキットを発表してください」

・ 小グループ （2 人・2 人・3 人）に分かれること

・ 毎週グループメンバーを変えて、四週間繰り返すこと

・ スキットの長さは 3～5 分
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8 

自分が欲しい情報を相手が知っている

かどうか尋ねることができる。 15 V forma ていますか 

9 

相手の様子によって、手伝いなどを申し

出たり、答えたりできる。 14 V ますしょうか 

第一週目の金曜に発表されたスキット例（スクリプトより） 

学習者 A：Bさん、久しぶりですね。元気ですか。 

学習者 B：（「I ♡ HA NO I」とプリントされた Tシャツで登場）Aさん、こんにちは。

元気です。 

A：これはきれいなシャツですね。私もこのシャツが欲しいです。 

B：ありがとうございます。先週ベトナムへ行きました。 

（中略） 

A：何をしに行きましたか。 

B：ハノイへ遊びに行きました。そして、ベトナムの料理を食べたいでした。 

A：そうですか。どうでしたか。 

B：とてもおいしかったですが、少し辛かったです。 

（中略） 

A：家族がいませんね。 

B：家族は、疲れてですから、うちで休んでいます。 

（中略） 

A：今、日本に住んでいますか。 

B：はい、大阪に住んでいます。 

A：でも、ベトナム語が分かりますか。 

B：はい、少し分かります。ええと、トイテンラ、B。 

A：あ、あれ、すみませんが、もう少しゆっくり話してください。 

B：あーごめんなさい。トイ、テン、ラ、B。 

（省略） 

A：ハノイへ行きたいです。いいベトナム語の学校を知っていますか。 

B：ええ、知っています。 

A：すみませんが、書いてください。 

B：いいですよ。 

（終了） 
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3． 評価の実践 

3.1 疑問点と解決の模索 

以上のようなアクティブ・ラーニングを指向して取り入れたドラマ・アクティビ

ティの評価を前に、筆者が抱いた疑問点は本稿の冒頭で提示したが、教師が学習者

に対して行う従来の心理測定学的評価に対する懐疑は筆者だけのものではなく、評

価をもっと広義で捉え、学習者のパフォーマンスを多様な方向から評価するための

代替評価の実践研究が日本語教師の間で進められている（佐藤・熊谷、2010）。 

 筆者は、評価活動を考案するにあたり、自らの疑問点に対して解決のポイントを

模索し、次のようにまとめた。 

1）日本語の知識・運用能力を測る評価だけでいいのか

 言語教育の目的は市民性の形成であり（CEFR）、学習は知識やスキルの習得に限

らない、全人的かつ包括的なものである（Lave & Wenger, 1991）という視点に立

つと、本アクティビティを通した言語の習得は、学習者の成長の一側面に過ぎない。

もっと多面的に学習者の変化を評価するべきではないか。 

２）教室内で行ったことだけを対象に、教師が学習者に対して行う評価だけでい

いのか（空間的制限） 

 社会生活は、多様な立場や考え方の人間が関わり合って成立しているものである

以上、言語学習をその社会生活における活動への参加と捉えるならば（CEFR）、学習

者のパフォーマンスも複数の異なる視点から評価を受けるべきではないか。Lave & 

Wenger(1991の仕立屋や肉屋の徒弟制度を例に示された実践コミュニティを教室

に当てはめると、その中で展開する関係性は、教師と各学習者との間だけではなく、

学習者同士の間にも存在する。さらに、仕立屋を例に想定すると、見習いが関係を

持つのはコミュニティ（職場）内とは限らない。顧客などコミュニティ外部の他者

から仕事ぶりに対する評価（フィードバック）を受けることも大いにあり得るだろ

う。だとすると、教室外からの目線をも含めた多角的な評価が求めれるべきではな

いか。 

３）「コース終了すなわち学習の完結」を示唆するような評価でいいのか（時間

的制限） 

 これが筆者が最も疑問視した点である。従来の考え方では、評価は当該コースや

科目の修了時点での成長度合いを測るために行うものと、評価の役割が限定的に捉

えられがちである。しかし、言語学習を生涯的活動と位置付けるならば、1 つのコ 

ースを修了したとしても、それ以後も何らかの形での学習の継続が想定、もしくは
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期待されるということである。ならば、コース修了時のさらに先までを視野に入れ

て、その後の学習の継続に好影響（例えば、モチベーションの持続や興味の喚起、

自信の獲得など）をもたらすために行う評価があってもいいのではないか。評価の

役割に多重性を持たせることはできないか。 

 以上のポイントを反映させるべく、ドラマ・アクティビティのための評価活動を

考案し実践した。 

3.2 各評価活動の狙いと実践方法 

まず、評価を多角的に行うため、目線を教師を含めて 4つの異なる立場から設定

し、次に、それぞれの評価目線に異なる役割を割り当てた。役割とは、言い換えれ

ば、「何のために評価をするか」という評価活動の目的のことであり、目的が異なれ

ば当然、見るべき点や方法も異なってくる。目線ごとの【評価の目的】【評価の仕方】

【評価結果の共有範囲】【工夫した点】を次にまとめた。 

1.教師からの目線

【評価の目的】1 つは、学習者の日本語の知識と運用能力の成長を本人の前に具体

的に可視化すること、もう 1 つは、成果物（スキット）そのものの出来

栄えをアクティビティのデザイン責任者の目線から学習者に言語化して

伝えることである。 

【評価の仕方】評価項目として、1）週の Can-doを 4つ以上スキットに含めるとい

う条件をクリアしているか否か、2）文法、3）語彙/表現、4）発音、5）

その他（脚本・演技・演出・チーム協力）の 5 つを表にして、それぞれ

の項目を三段階で評価し、さらに日本語の表現や文法の間違いを指摘、

添削したコメントを添えて、スキット発表の翌週にチームメンバー全員

に送付する。 

【評価結果の共有範囲】教師と各チーム内メンバーのみで共有 

【工夫した点】設定した 4つの目線の中で、日本語の知識と運用について詳細に評

価する役割を負うのは、この教師からの目線である。よって、添削コメ

ントはできるだけ詳細に具体的に記述するようにした。

2.学習者間での目線

【評価の目的】1つは、学習者に他者から学ぶ習慣をつけさせること、もう 1つは、

クラスメート間の関係を構築することである。

【評価の仕方】全 3 グループ（それぞれ 2 人・2 人・3 人から成る）がスキット発

表を終えたところで、Google Form を使って、どのチームが一番よかっ
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たか選択し、その理由について「日本語」「脚本」「演技」「積極性」「そ

の他」の中から優れていたと思う項目にチェックして投票する。 

【評価結果の共有範囲】クラス全体 

【工夫した点】選ばれたチームがどんなところで優れていたのか見て、自分に欠け

ていた部分を内省し次に生かす、いわゆる学びの循環が機能するよう、

投票結果は学習プラットフォーム上でクラス全体に公表し、また、グル

ープ・メンバーの組み合わせを毎週変えるようにした。 

3.コミュニティ外部からの目線

【評価の目的】学習者に刺激や自信をもたらすことである。 

【評価の仕方】ドラマ技法の実践経験のあるヨーロッパ他国の日本語教師二名をオ

ンライン授業に招待し、スキット発表を鑑賞してもらう。鑑賞直後に、

各チームに向けて口頭でコメントをもらい（日本語）、後日改めてメール

にて記述されたコメントを、担当教師がスペイン語に訳して学習者に伝

える。 

【評価結果の共有範囲】クラス全体 

【工夫した点】毎金曜日に 4週間にわたって繰り返される本アクティビティがマン

ネリ化するのを避けるという意図も含めて招待した、外部からの鑑賞者

であったが、その視点からの評価に課した主目的は、学習者に自信をつ

けさせることである。前項 3.1 で述べたように、仕立屋の状況で、見習

いがコミュニティ外の存在である顧客から、服の仕上がりに満足する言

葉をかけられたり、丁寧な対応ぶりを誉められたりしたら、それはその

後の彼の働きぶりにどのような効果をもたらすだろうか。そういった文

脈で想定した評価活動であることを鑑賞者に前もって理解してもらい、

なるべくポジティブで建設的なコメントを心掛けてもらった。 

4.学習者自身の目線

【評価の目的】1 つは、自分自身の変化（成長）及びコミュニティ内のメンバーと

の関係性の変化を認識させること、もう 1 つは、自分の学習に対する責

任の自覚を促すことである。 

【評価の仕方】振返りシート（回答選択＆記述式）を使って、コース中間と、終了

時の合計 2回、自己評価を行う。 

【評価の許容範囲】学習者本人と教師 

【工夫した点】コース中間時と終了時とで、シートの設問には多少の違いはあるが、

基本的に学習者による変化の認識を促すことに焦点を当て、1）出発点と
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して、コース以前のドラマ・アクティビティの経験の有無、2）スキット

の準備から発表までの過程（何を、どうやって実行し、どんな成果を得

たか）、3）困難や問題点、4）改善点や提案等と、回答を通して自らの学

習の軌跡を見つめ直す作業になるような内容と設問順序にした。 

4． 評価実践後の考察 

 以上のような評価活動を実践した結果、学習者側からはどのような反応があった

のか。そこからどのような知見が得られたのか。「コース中間」と「コース終了時」

のそれぞれの振返りシートに書かれた学習者の回答を分析し、考察したい3。記述末

尾にある、（中間）は、コース第二週目終了時の振返りシートから、（終了）は、コ

ース終了時のシートからの抜粋であることを示す。2 名以上から同様の回答があっ

た場合は、その人数を[]で記した。 

 まず、出発点として、学習者全 7名が「スペイン語以外の言語でオリジナルスキ

ットを制作し、オンラインで発表するのは、初めての経験だった」（中間）と回答し

ている。 

 設問「初体験の第一週目の発表の後、第二週目の発表で工夫したことはあるか」

（中間）に対しては、 

・第一週目の投票結果を見て、自分に足りなかった部分（演技）がわかったの

で、第二週目はそこを意識するようにした。

・PC のいろいろな機能（バーチャル背景設定など）を利用するようにした［2

名］

・よりバイタリティを出すようにした［2名］

 学習者同士の投票結果や他チームの発表を見て得た気づきを、次の回での自身の

改善へとつなげており、他者からの学びを生かしていることが分かる。 

 一方で、成果に関する設問「ドラマ・アクティビティを使ったことで得たものは

あるか」（中間・終了）では、 

・発音がよくなった。スムーズに話せるようになった［2回分延べ人数 3名］

・人前で話す自信がついた。日本語を話す時に恥ずかしいと感じなくなった。

［2回分延べ人数 3名）

3 シートでの使用言語は質問回答ともスペイン語であり、本項内の記述は筆者による日本語訳

である。 
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・インタラクション力が向上した。

・日本語をより深く理解して、使おうと努力した。

など、自己の成長や変化を自分で認識していることが窺われたほか、 

・Can-doのいろいろな使い方を自分たちで考えることになった。（中間）

・Can-doを自分たちの生活から見て、実際のどんなシチュエーションで使える

か考えて、応用することができた。(終了)［2名］

・Can-doを内面化するのに役立った。(終了)

のように、例示的能力記述文である Can-do を自分たちの文脈に落とし込んで表現

する（川口、2009）ことに成功し、最終的に学習を自分のものにした達成感が感じ

られるコメントもあった。また、クラスメートとの関係に言及したコメントとして、 

・協働を通して、クラス内に団結感が生まれた。(終了)

・（グループで）集まって話し合うので、お互いの勉強を助け合うことになった。

（中間） 

・グループの中でも、人それぞれいろんな見方があって、一緒に作業する中で、

疑問が解決できたり、より深くコンセプトを理解したりできた。(終了) 

・クラスメートとより親しくなることができた。（中間）

といったものがあり、他者との関係性の変化や、協働ゆえに得られた成果を認識し

ていることが分かる。 

 最後に、「ドラマ・アクティビティを使ったことでネガティブだったことはある

か」(終了)に対しては、 

・スキット発表と筆記試験が同じ日にあると、一つに集中するのが難しい。発

表でミスをして、メンバーに迷惑をかけるのではないかとプレシャーだった。 

・スキットを考え、脚本を暗記するのに時間が取られて、筆記試験のための語

彙の勉強する時間を確保するのが難しい。演技中、脚本を見てもいいことにし

てもよかったのではないか。

・その週の学習項目を全部織り込んで（スキットを）準備するには時間が少な

かった。その分、筆記試験のための勉強時間を削らなければならなかった。

といった、学習プランや条件が原因で発生した自己の問題を認知し、1 名のみが、  
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「演技中、脚本を見てもいいことにしては」と改善に向けて教師への働きかけを行

っている。さらに、「提案したいことはあるか」（中間）という問いに対し、 

・2 人よりもっと大人数のグループでやる方が、より活発でバイタリティーの

あるスキットができると思う。

と、批判的視線からアイデアの提供が見られた。 

以上、2回の振返りシートの回答からの考察をまとめると、「他者からの学び」「自

己の成長・変化の認識」「学習を自分のものにした達成感」「他者との関係性の変化

と、協働による成果の認知」「状況や学習条件への問題意識」ということになる。こ

れらの結果から、前項 3.2で述べた 4つの視線からの評価活動はそれぞれの目的を

達成したと言えるであろうか。1 つ 1 つの因果関係を具体的に証明するのは難しい

が、例えば、「他者から学ぶ習慣をつけさせること」と「クラスメート間の関係を構

築すること」を目的として行った学習者間での評価は、その成果を挙げており、学

習者自身による評価の「自身の変化及びコミュニティ内のメンバーとの関係性の変

化を認識するさせること」という目的に対しても手応えが認められることから、少

なくとも各評価活動はその狙いにおいて一定の効果を生んだと言えるだろう。 

 一方で、成果を具体的に実証するのは困難でありながら、大きな可能性が感じら

れたのが、コミュニティ外部からの「学習者に刺激や自信をもたらす」ための評価

である。上述の「達成感」や「自己の成長の認識」が、他者の目線からの評価活動

の効果によるものかどうか、その因果関係を実証するには、今回の振返りシートの

回答だけでは不十分であり、さらに追究が必要である。しかし、これらの成功体験

の自覚が、コース修了以降の日本語学習へのモチベーションや意欲の持続に繋がる

ことは自然と期待できよう。 

5． まとめと今後の課題 

 本実践は、評価について「だれが」「何を」「何のために」行うものなのか、とい

うところから問い直すことで、一つの教室アクティビティに対して様々な評価活動

が可能になり、それによって多様な効果を引き出すことができるという一例になっ

たと考える。とりわけ、「何のために」という評価の目的または役割について、その

時点までの成果もしくは向上の度合いを測定するもの、という従来の考えに縛られ

ず、もっと他の目的のために行う評価活動をも多層的に設定することで、コース後

も含めた広い意味での学習者の成長に貢献することができるという示唆を得られ

た。 

今回実践した複数の評価活動の中で、さらなる追究の必要性を感じたのが、コミ
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ュニティ外からの評価目線が学習者にもたらす効果である。その実践のために、外

部の誰にどのような形で参加してもらうかをデザインするのは教師の役割であり、

そこで必要となってくるのは教師自身がコミュニティ外にもつ他者、具体的には他

の教師との関係である。トムソン（2017）はコースや機関をまたいだコミュニティ

活動を「組織の敷居を越えた異レベル協働」と呼び、その実現には教師間の深い交

流と結束が必要だとしている。オンラインでの授業や各種活動が急速に当たり前の

ものになりつつある現在、所属組織は勿論、在住する国や大陸の敷居までも越えた

教師間の交流の形や頻度は大きな変化を迎えている。互いの授業を参観したり参加

協力したりすることもハード面ではずっとハードルが低くなっている現況におい

て、同じ方向性や目的の元に協働する教師同士のつながりは、互いの教育実践の活

発化のためにますます大きな価値を持つようになると思われる。 
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１．問題の所在 

 近年、国境を越え移動をする人々が増加していることを受け、親の移動に伴っ

て移動した子どもや移動先の居住国で生まれ育つ子どもなど、移民の子どもに対

する教育をめぐって様々な取り組みや研究が行われている。中でも彼らの言語面

に着目した研究では、親に伴い移動してきた子どもに対する現地語の教育、現地

で育つ移民の子どもへの継承語教育など、現地語あるいは継承語を学ぶ子どもを

研究の対象としてきた。 

 しかし、このような現地語あるいは継承語の教育といった言語教育の枠では捉

えきれない子どもの存在がある。それが本稿で取り上げる現地語を母語1とする移

民の子どもである。移民の子どもは現地語と継承語とで複数の言語背景をもつこ

とが考えられるが、継承語ではなく現地語を第一言語とする子どもを、本稿では

現地語を母語とする移民の子どもとして研究の焦点を当てる。また本稿で取り上

げるのは、移民の子どもの中でも、親が国境を越え移動をしておりその子ども自

身は幼少期より現地で育っている子どもである。 

 この子どもたちは現地語が母語であるため、現地語の教育という支援は必要と

されない。また、その中でも家庭等で継承語学習を行わない選択をした場合、こ

の子どもたちは継承語教育の俎上からも外れることとなる。そうして様々な取り

組み・研究の枠からこぼれ落ちていった結果、この現地語を母語とする移民の子

 

1 「母語」については、近藤（2019）が指摘するようにその定義は曖昧であり、様々な立場

からその語は使用されてきた。本稿では、幼少期よりその言語にふれることで言語を習得

し、日常や学習面における運用に問題がなく、本人が最も得意とする言語を母語として考え

る。また、本稿では「本人が最も得意と感じる言語」を第一言語として表記している。 
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どもの実態についてはこれまでほとんど明らかにされてこなかった。 

 川上（2010）は、親や子ども自身が国境を越え「移動」していること、二つ以

上の異なる言語に触れながら言語間を「移動」しながら成長していること、外国

語教育や母語教育などのカテゴリーの間を「移動」することという三点の特徴が

ある子どもを「移動する子ども」と表し、この子どもたちの自己実現のためには

「ことばの教育」が重要であると指摘する。そして「この場合の『ことば』とは、

親の言語である『母語』も、日本の学校や社会で使用される日本語も含」むとい

う（川上, 2010, pp.7-8）。 

ここでは「母語」の定義が親の言語であるとされ本稿とは異なるものの、子ど

もの言語背景を全て含んで「ことば」とする主張は本研究と通ずる。川上（2013）

は、「複数言語環境で子どもが複数言語にどのように向き合い、どのように言語習

得しようとしているか」、そして「複数言語を通じて他者とどのようにつながる経

験をもち、あるいはつながらない経験をもち、それらの経験から得た、子ども自

身の複数言語使用の記憶によって複数言語の学習動機の向上や低下が自らの生き

方やアイデンティティ形成にどのようにつながっているのかといったことは言語

教育の問題となってこなかった」と指摘する。 

本稿では現地語の教育・継承語の教育という枠組みからこぼれ落ちた子どもに

焦点を当てるため、川上（2010）における「ことば」の定義を援用し、現地語・

継承語といった複数言語や、他者とのコミュニケーションの取り方、コミュニケ

ーションに臨む姿勢を含めてその子どもの「ことば」として見取る。 

 本稿では日本において、現地語である日本語を母語とする移民の子どもに着目

し、彼らが現地語・日本語と親の母語・継承語との複数の言語背景の中でどのよ

うに「ことば」を育み、親と異なる母語を獲得し、親や周囲の人々といった他者

とどのようにつながり、あるいはつながれなかったのか、また、そうした経験が

彼らにどのような影響を及ぼしているのか、明らかにする。 

 

 

２．研究の目的・方法 

 先述したように本研究では日本において日本語を母語とする移民の子どもに関

する実態について明らかにすることを目的としている。 

 本稿では、かつて日本語を母語とする移民の子どもだった 20 代の大人たちを

調査協力者としてインタビュー調査を行い、その調査結果から調査協力者たちの

語りを記述・考察しながら、日本語を母語とする移民の子どもについて具体的に

描きだす。本稿では特に、この子どもたちの家庭の「ことば」の様相、そしてそ

れに伴う経験や彼らの思い、親子関係に主に着目する。 
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３．インタビュー調査の概要 

 本調査は 2020年６月から 10月の期間にそれぞれビデオ通話または対面で行わ

れた。調査に際して各回の初めに録音への同意を得たほか、インタビューに係る

説明やデータの使用・公表については桜井・小林（2005）を参考に音声録音を通

して調査協力者に説明・同意を得る形をとり、録音データをもとに作成したトラ

ンスクリプト（以下 TSとする）についても個人情報保護の観点から編集を行い調

査協力者ご本人の確認・承諾を得たものを使用している。本稿における斜体は TS

を示したものである。 

 本稿で取り上げる調査協力者７名の概要は【表１】の通り。 

【表１】調査協力者の概要 
 

年齢・性別 渡日年齢 父の出身 母の出身 きょうだい

の有無 

インタビュー

実施回数 

A 20代女性 日本生まれ ブラジル ブラジル 妹 ２回 

（約２時間半） 

B 20代女性 日本生まれ 中国 中国 弟 １回 

（約１時間） 

C 20代男性 ５歳 中国 中国 なし １回 

（約１時間） 

D 20代女性 日本生まれ 中国 中国 兄 ２回 

（約４時間） 

E 20代女性 ５歳 韓国 日本 妹 ２回 

（約４時間） 

F 20代男性 ４歳 韓国 韓国 妹 １回 

（約１時間） 

G 20代男性 日本生まれ 日本 香港 兄二人 ２回 

（約３時間） 

 

 次項からは、このインタビュー調査から明らかとなった調査協力者たちの家庭

の「ことば」の様相、そしてそれに伴う経験や彼らの思い、親子関係について述

べていく。 
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４．家庭の「ことば」の様相 

 はじめに、調査協力者の各家庭において使用されていた家庭言語について考察

を行う。 

【表１】から分かるように、本調査の調査協力者７名は全員、幼少期より日本

に在住し日本語が母語話者レベルで、父母の両方あるいは一方が外国出身である

方である。しかしその家庭言語の様相は各家庭によって様々に異なっている。下

記の【表２】は７名の母語・父と母それぞれの母語・家庭言語をまとめたもので

ある。なお、例えば親子間の中でも複数の言語使用がみられる場合はそれぞれ表

内に行をわけて表記し、調査協力者にとっての母語（日本語）・継承語（親の母語）・

その他の言語でそれぞれ色分けして示した。 

【表２】調査協力者の家庭言語 
 

父の 

母語 

母の 

母語 

自分の 

母語 

家庭言語 

父母間の言語 親子間の言語 きょうだい間の

言語 

A ポルト

ガル語 

ポルト

ガル語 

日本語 ポルトガル語 日本語 日本語 

時々親→子：ポルトガル語 

時々英単語まじり 

B 中国語 中国語 日本語 日本語 日本語 日本語 

中国語 時々親→子：中国語 

C 中国語 中国語 日本語 中国語 中国語 きょうだいなし 

時々日本語の単語まじり 

D 中国語 中国語 日本語 日本語 日本語 日本語 

中国語 時々親→子：中国語 

E 韓国語 日本語 日本語 韓国語 韓国語 日本語 

母とは時々日本語 韓国語 

F 韓国語 韓国語 日本語 韓国語 親→子：韓国語 日本語 

子→親：日本語 

G 日本語 広東語 日本語 日本語 日本語 日本語 

英語 母とは時々英語 

時々母→子：広東語 
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【表２】からわかるように、調査協力者本人の母語は全員日本語で共通してい

るものの、その家庭言語は各家庭によって様々である。父子間・母子間で異なる

言語の使用、父母間・親子間・きょうだい間それぞれ話す相手によって使用する

言語の変化がみられ、こうした家庭の「ことば」の様相は一概に捉えられない複

雑なものであるほか、一つの家庭の中でも家庭の「ことば」の様相が複雑である

ことがわかる。 

一方で複雑にみえるこうした家庭でのコミュニケーションも、その家庭の子ど

もにとってはあたり前な日常であることがうかがえた。【表３】はインタビュー調

査前に行ったアンケート調査の際に 7名が家庭言語について回答した内容と、イ

ンタビュー調査の結果から発表者がまとめた【表２】中の家庭言語とを比較した

ものである。 

【表３】家庭言語に関するインタビュー調査とアンケート調査の比較 
 

家庭言語 家庭言語 

（アンケート調査の回答） 父母間の言語 親子間の言語 きょうだい間

の言語 

A ポルトガル語 日本語 日本語 父母間：ポルトガル語 

親子間：日本語 時々親→子：ポルトガル語 

時々英単語まじり 

B 日本語 日本語 日本語 父母間：日本語・中国語 

親子間：日本語 
中国語 時々親→子：中国語 

C 中国語 中国語 きょうだい 

なし 

中国語  

時々日本語の単語まじり 

D 日本語 日本語 日本語 日本語 

中国語 時々親→子：中国語 

E 韓国語 韓国語 日本語 父子間：韓国語 

母子間：日本語 

きょうだい間：日本語・韓国語 

母とは時々日本語 韓国語 

F 韓国語 親→子：韓国語 日本語 親→子：韓国語 

子→親：日本語 
子→親：日本語 

G 日本語 日本語 日本語 日本語・英語 

英語 母とは時々英語 

時々母→子：広東語 
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 【表３】が示す通り、アンケート調査において調査協力者７名が家庭言語とし

て回答したものとインタビュー調査によって明らかとなった家庭言語の様相は完

全には一致していない。アンケート調査における設問が「家庭（ご両親とあなた・

きょうだい）で主に使用される言語を教えてください。」という問いであったこと

もあって、調査協力者たちはアンケート調査においては「主にメインで使用され

る言語」を回答しており、時々単語レベルでまじる言語や頻度は少ないものの親

から子に一方的に行われる発話の言語については言及がされなかった。インタビ

ュー調査においても家庭言語に関する話題ではほとんどアンケート調査において

示されたものと同様の回答が示されることが多く、発表者の問いに応じる形で初

めて「日本語がメインで使用されるものの親は時々継承語で発話することもある」

あるいは「継承語がメインで使用されるものの日本語をまじえながら会話してい

る」という内容が示されることも多かった。このような時々起こる他言語使用は、

調査協力者たちにとって頻度が高くないこと、あまりに自然な日常であることか

ら改めて家庭言語として認識されにくいのだと考えられる。 

 こうした移民の子どもの複雑な言語背景は、移民の子どもが日本語を母語とす

る場合、他者からは改めて意識されにくいという一面がある。さらに当事者であ

る子ども自身にとってもあたり前な日常であるために改めて意識されにくく、子

ども自身が自分の「ことば」を捉え主張することも容易ではないと考えられる。 

 また、こうした家庭の「ことば」は複雑かつ多様で一様に語ることはできない

ものの、共通してみられる特徴もある。【表２】で示されたように、これらの家庭

では誰と話すかによって使用する言語に変化がみられる。インタビュー調査にお

ける調査協力者の語りからは、誰と話すかに加え何を話すかによって使用する言

語や話し方、内容を自然と選んでいることがわかった。 

Gさんは、「（母は日本語より）英語の方が理解はしてくれるみたいなので。（中

略）日本語割と喋れるんですけど、でもちょっとたまに通じないときもあるから

…。（そういうときは）今だからできるんですけど、英語でちゃんと伝えるってい

う。」と語っており、母が日本語の非母語話者であることを念頭に、母の理解度に

応じて使用する言語を変化させている様子がわかる。また、A さんは「うちの両

親もすごい日本語上手だと思うんですけど（中略）伝わりきらない部分がちょっ

と多すぎるなと思って。けっこう話すとき簡単なことばに言い換えたりやっぱ考

えながら喋ってるんで」と語る。両親に日本語が完全には伝わりきらないことを

理解し、伝わりやすいことばを相手の視点に立って選んでいるのだといえる。 

また、D さんは「伝わらないっていうことが分かってるからそもそもその話を

しないとか（中略）『この話題は絶対通じないな』って思ったら全部自分の中で考
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えて自分の中で自己完結する」と話し、外国出身の両親には文化的に伝わりにく

いと考えられる話はしないのだという。言語的な面に限らず文化的な面でも内容

を選んでいることがわかった。 

親子間のこうしたコミュニケーションのあり方は、それぞれが異なる言語を母

語としている移民の家庭独特のコミュニケーションだといえる。移民の子どもは、

親が外国出身であること、日本語の非母語話者であることを理解している。その

上で日本語を使用する際には自分の話が親にとって困難かどうか、日々親の言語

能力を推し量って見極め、他言語をまじえたり簡単な日本語を努めて選んだり、

あるいは伝えるのが困難だと予想される話題は避けるなど、自然と親に配慮した

コミュニケーションのあり方を選んでいるのである。先で取り上げた TS は日本

語をメインの言語として親子間でコミュニケーションをとっている家庭の TS で

あるが、ここで明らかとなったコミュニケーションのあり方は互いが異なる言語

の母語話者である以上、継承語をメインの家庭言語として使用する家庭でも同様

であると考えられる。 

 

 

５．親子関係をめぐる子どもの思い 

 本稿で取り上げる移民の家庭では、家庭の構成員それぞれが異なる言語を母語

とすることが大きな特徴であること、その中で日々コミュニケーションをとるた

めに子どもたちは親を慮ってコミュニケーションを図っていることは先述した。

親子間のコミュニケーションのためには、こうした子どもの努力だけでなく親子

の相互の努力が不可欠である。移民の子どもは、そうした外国からやってきて子

育てを行う親の努力を理解している。D さんが「今となっては感謝してることけ

っこうあるのは（中略）うちの両親は、日本でこの子たちは長い間過ごすはずだ

から、日本語で、日本の教育や文化の中で育っていくべきだって考え方だったの

で。今だから多分苦労したんだろうって分かるんですけど」と語るように、調査

協力者たちは度々両親の苦労に思いを馳せたり感謝の念を抱いたりしている語り

をみせた。本調査における調査協力者は７名とも、親の努力やその基盤となる自

身への愛情を感じており、親子関係は良好な様子であった。 

 その一方で、親との関係に複雑な思いを抱いている場合もみられた。G さんは

「父親・母親には恵まれてた」といった言及を度々しながらも、「ちゃんと本音で

母親と向き合えてなかったのかなっていうのはあります。（中略）母親が思いを伝

えたかったときとかには向こうは（言語的に）躊躇ってたのかなっていうのを感

じたら、ちょっとだけ寂しい気持ちにはなりますよね。自分も英文で簡単な単語

でしか熱意を伝えられないような、向こうも簡単な日本語でしか伝えられなかっ
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たのかなっていうのは、後悔はありますね」と語っている。さらに Gさんは「悩

みとかを家庭に持ち込むのはあまりなくて。もし進路（の悩みがある場合）だっ

たら、（日本人の）父（に相談すること）が多かったです。無意識で、なんですか

ね。小さい頃からやっぱりちゃんとした答えが（香港出身の母からは）返ってこ

ないからそうしてたのかもしれないですけど」とも話しており、言語的な壁が母

との間にあることを寂しく思っている様子であった。 

 G さんと同様、移民である親に対して自身の悩みを相談するといったことは少

なかったと振り返る調査協力者は複数名いた。例えば Aさんは「普通は親に聞い

たり相談したりするであろうところでも、けっこう自分たち（妹と）で考えない

とっていうのはけっこうあったかなと思ってて。未だに人に相談しない癖があっ

て自分で考えて完結しちゃう」と話す。親の愛情や自身のための親の努力を感じ、

自身も親とのコミュニケーションのため努力し親に愛情を抱いている親子でも、

言語的・文化的な壁のためにどこか親との距離を感じていることが示された。 

 

 

６．アダルトチルドレンとの共通点 

 ここで、ここまでの現地語を母語とする移民の子どもに関し示唆されたことを

アダルトチルドレン（以下 AC）に関する論考と比較したい。緒方（1996）による

と、ACは元々アルコール依存症の家族のなかで育った子どもを指す概念であった。

この子どもはアダルトチルドレン・オブ・アルコホリックス（ACOC）と呼ばれて

いる。現在では ACOCに加えて「機能不全家族」に育った子どもであるアダルトチ

ルドレン・オブ・ディスファンクショナル・ファミリー（ACOD）も含めて ACとさ

れている。子どもの頃にこうした家庭で育った ACは、対人関係や自分自身の生き

方に微妙な問題が起こりしばしば人生に「生きづらさ」を感じるといい、その例

として他人を信頼する力が弱く援助や助けを求めるのが下手であること、周囲を

気遣い自身の感情表現が困難であること、自責感が強く自己評価が低くなること、

などが挙げられている（緒方, 1996）。 

 ここで挙げられた AC の特徴の何点かが、本稿で示した現地語を母語とする移

民の子どもの様子からみてとれる。本稿では、①他者に頼ることが容易でないこ

と、②他者を気遣い自身の感情表現を抑圧すること、の二点について述べること

とする。 

 

①他者に頼ることが容易でないこと 

 先述した「人に相談しない癖があって自分で考えて完結しちゃう」という Aさ

んの TS のように、調査協力者たちは幼少期より家庭で親に自身の悩みを相談す
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ることが少なかったこと、そうした癖は現在に至るまで継続していることに言及

するケースがみられた。Dさんは「（両親に）難しいことは言っても伝わらないか

ら、自分の中で自己完結するみたいな方に行きがちだった」とし、学校や進路に

関する相談もある程度自分一人で考えて結論がほとんど固まってから人に話すと

いう。それは家庭内に限らず友人に対しても同様で「多分普通に性格的な話」だ

と Dさん本人は考えている。しかし本調査における調査協力者たちの複数の TSか

らは、家庭で身に付けた「他者に頼らず自己完結する」というコミュニケーショ

ンへの姿勢が、誰とどの言語を使用していても共通する「ことば」の癖となった

可能性が示唆される。 

 

②他者を気遣い自身の感情表現を抑圧すること 

 調査協力者たちは、移民である親の苦労や努力を理解し、それに対する感謝の

念を口にすることが多かった。そうした親の苦労や努力をよく理解しているため

に、調査協力者たちは時に親を気遣うという形で自身の感情表現を抑圧している。 

 Fさんは「（両親は韓国人的な側面も持ってほしいから）多分韓国語勉強しろと

か言ってくる（のだ）と思います。（中略）（しかし自分はそれを）あんまり魅力

には感じない」と語りながら、「両親からは韓国語勉強しろって言われるけど、『ま

あいつかするよ』って」と、自身の考えは伝えずに両親には返答を濁している様

子がうかがえた。さらに、両親の考え方が韓国特有で日本で育つ Fさんからする

と違和感を覚えることがありながら、それを伝えることがないという。「それは多

分言っちゃだめなんだろうなって（思う）」と Fさんは語り、両親に違和感を指摘

することは「日本に住んでるんだから日本に合わせろよ（という意味になってし

まう）」と考えている。 

 また、Eさんの語りにも類似した点がみられた。Eさんは調査協力者７名の中で

も特に家庭で熱心に言語や文化を継承されており、継承語能力も最も高い。E さ

んは韓国人の父・日本人の母をもつが、現在父は母を連れて韓国に帰国し生活し

ている。父は E さんにも韓国に来てほしいと考えているが、E さんは韓国で住み

たいとは考えていない。Eさんは「今でも（父と）電話したら『いつ（韓国に）来

るの？』みたいな（ことを言われる。しかし）、『いやあ、いつかな』って濁らせ

てて。（韓国に住む気がないことを父には）なんかあんまり言えないです。お母さ

んには言います。『私多分韓国には住まないよ』って」と話している。また、Eさ

んは家庭が経済的に困難であったと言い、そうした状況でも子どもの教育に投資

した父の思いを感じ父の思いに応えるためにも、継承語学習を含め勉強全般を「ち

ょっとよい子を演じてるのか分かんないですけど『頑張った方がいいのかな』っ

て思って本当に素直に頑張ってた」と振り返った。 
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 これらの語りからうかがえるように、子どもたちは親の思いを敏感に感じ取り、

それに応えようと努力したり、自身の思いが異なる場合も親の思いを尊重して自

身の思いを主張しなかったりする場合がある。これは、日本において日本語を母

語とし言語的・文化的な苦労が移民の親と比べて少ない子どもたちが、自身と異

なり苦労している親を気遣うためであると考えられる。 

 

 ACはアルコール依存症、機能不全家族で育った子どもを指す概念であるが、本

稿で取り上げた日本語を母語とする移民の子どもたちは皆両親との関係が良好で

両親からの愛情を認識している子どもであるため、ACとは異なっている。しかし

ながら、日本語を母語とする移民の子どもは移民の親と異なる言語を母語とする

ことや言語的・文化的な壁が否応なしに存在することを要因として、AC の呈する

特徴と類似した特徴を有する場合がある。こうした特徴は、ACに対人関係や生き

方における「生きづらさ」を引き起こすように、移民の子どもにも何らかの「生

きづらさ」を引き起こす恐れがあり、今後より検討する必要があるだろう。 

 

 

７．研究の成果と今後の展望 

 本稿では、これまで明らかにされてこなかった日本語を母語とする移民の子ど

もについて、特に家庭の「ことば」の様相や親子関係に着目することでその実態

を明らかにすることができた。また、この子どもたちが ACにみられるような「生

きづらさ」を抱え得ることが示唆された。本稿で示された「生きづらさ」は、自

身と異なる言語を母語とする移民の親とのコミュニケーションにおいて生じるも

のであり、また、そうして家庭内で身に付けたコミュニケーションは家庭外にお

けるコミュニケーションにおいても表れ得るものであった。 

このことははじめに示したように、現地語・継承語といった複数言語や、他者

とのコミュニケーションの取り方、コミュニケーションに臨む姿勢を含めてその

子どもの「ことば」として見取り、子どもたちが形成しうるコミュニケーション

の癖も念頭に「ことば」を教育する必要性を示唆しているといえる。今後はより

日本語を母語とする移民の子どもの示す様相について詳細に検討するとともに、

この子どもに対する「ことば」の教育を構想していきたい。 
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RETHINKING COURSE GRADE ASSESSMENT METHODS FOR STUDENTS WITH 
DIVERSE LEARNING GOALS 

Keiko Konoeda, Bates College 
 
 

コース成績の評価法を考える―多様な目標を持つ学生の学びのために 

此枝恵子（ベイツ大学） 
 
１． はじめに 

 言語教育における評価の議論は、言語能力や課題の評価に関するものが多い。

その重要性は言うまでもないが、一方でコース成績の評価法についての議論は少

ない。コース成績は GPA の形で、奨学金、留学、進学など、学生のコース外の

生活に重大な影響がある。しかし、試験の点数、課題の評価、授業参加点などを

加算する従来の方法では、計算するまでわからない。もちろん、コース途中で計

算したり、オンラインで自動計算して学生がいつでも見られるようにすることは

可能である。しかし、テクノロジーに差がある現状での授業参加評価の難しさや

オンライン試験の信頼性などを考えると、計算した成績の有効性も疑われる。こ

の発表では、クリティカル・ペダゴジーと作文教育の分野で検討されてきた契約

型成績(Contract grading)を日本語コースに応用する可能性を探る。 

 2020 年から 2021 年にかけ、学生も教員もパンデミックの影響を大きく受け

てきた。2020 年春学期は、学期途中にオンラインへ移行したことの混乱を考

え、アメリカの多くの大学では合格／不合格のみの成績を出すことにした。

2020 年秋学期以降は、従来の A〜F の成績に戻った大学も多い。しかし、授業

形態や学期の日程が変わった場合、従来の課題は不適当として考え直す教員が多

い。また、オンライン授業では、教室に来て講義を聞く代わりにオンライン掲示

板への書き込みが必須になるなど、授業形態の変化に伴い、宿題の量が増えたと

感じている学生が少なくない。私の勤務校は、学生が離れて座っても十分な教室

を確保するため、学期を前半と後半に分け、全コースを集中型に切り替えたた

め、進度が加速し、一日も休めない感覚に苦しめられた。地域、家族、友人の健

康や生活の心配から、パンデミック中に落ち着けないのも当然のことだろう。今

まで大学の寮に住んで勉強に集中することができた学生が、家族の世話をしたり

働いたりしながら学んでいるケースもある。様々な事情を抱えた学生への支援が

必要なのは言うまでもないが、「とにかく最低限の条件を満たして単位を取得し

たい」という学生の存在が日本語コースでも顕著になってきたように感じる。そ

れと同時に、対面式の課外活動やアルバイトが限られて時間の余裕ができた学生

の中には、海外の学生とインターネットでつながるなど、様々なテクノロジーを

活用し、新たな学びの形を模索する学生もいる。学生がコースに期待するものや

目標に従来以上の違いが生じ、教員がコースで何を期待するかも、一様には決め

がたくなってきたように感じる。 

 私が契約型成績を検討し始めたのは、言語コースではなく卒業論文指導のため

であった。実は、詳しく調べる前、「何ができるようになるか」ではなく「何を

するか」を評価する方法は、言語教育のようにスキル習得を目標とする分野に向
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かないだろうと思っていた。しかし、作文を苦手とし、不安感が強く、締め切り

を過ぎても第一稿を始めない癖がある学生を指導するにあたり、この学生が書き

始められる環境を模索している間に、作文の質ではなく、学生の学びの過程や努

力そのものを成績に反映する契約型成績が、作文を評価されることへの不安感が

強い学生に向いていることを学んだ。そして、目標が一様ではない現在の日本語

コースにも適していると考えるようになった。 

 従来の成績を算出する方法では、学生が自らの言語目標を設定することはあっ

ても、成績には結びつかなかった。パンデミック中、学びの形態もスケジュール

も不規則な中、何をすればどの成績になるか教員学生の双方が納得して知ってい

ることで、ストレスが軽減され、意義ある学びに集中できるのではないか。ここ

では契約型成績の考え方とモデルを紹介し、大学日本語初級コースと中上級コー

スでの 2021 年春学期の試み、学生の反応、教員の振り返りを報告する。 
 
２． 契約型成績とは？ 

 契約型成績には様々な形態があるが、程度は違っても共通することは、（１）

成績の決定権が教員だけでなく学生にもあること、（２）学びの成果の評価より

学びの過程の評価を成績と結びつけること、（３）どんな背景の学生もどの成績

でも目指せてその道筋が明確であること、があげられる。どの特徴を強調するか

は、教員の教育哲学や教科、目的によって異なる。この３つの特徴について、そ

れぞれを強調する代表的なモデルをあげながら検討する。 
 
２．１． 成績の決定権が教員だけでなく学生にもある 

 契約型成績の中心的考え方の一つは、「社会契約」として教員・学生が成績の

出し方を協議することである。従来の成績の出し方の一部として、プロジェクト

や作文の評価基準を学生が話し合ったり、自己評価やピア評価で学生が評価に関

わったりする例は少なくない。成績の決定権を学生と共有する契約型成績の強い

例は、クリティカル・ペダゴジーの分野で見られる。 

 クリティカル・ペダゴジーの分野で契約型成績について詳しく書かれているの

は、Ira Shor の 1996 年の著書 “When Students Have Power”である。Shor は、デ

ューイ、フレイレの影響を受け、学生が自らの解放・エンパワーメントのために

学ぶ教育実践を目指し、その経験を著書に綴っている。働きながら学ぶ学生の多

いニューヨークの州立大学で「ユートピア」という英語（文学・作文）コースを

教えた経験が書かれている。教員がすべての権威を持ち、学生は教員の指示に従

って学ぶ、という現状を維持していては、学生が民主的な社会を作る方法を学ぶ

ことはないと指摘し、教員が持つ権威を学生と共有しようとしたものである。 

 一日目の授業で、Short は授業内容を紹介する講義の代わりに、学生がそのト

ピックについて知っていることと知りたい質問を書かせる。そして、A, B, C それ

ぞれの成績の条件リストの草案を配布し、学生に小グループで話し合わせた後、

質問や提案がないか尋ねる。それまで成績の出し方について意見を求められたこ

とがなかった学生は少しためらった後、「A レベルのレポートとは何か」「レポ
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ートが長ければ質がいいとは限らない」「どうして授業に出なければいけないの

か」「5 分授業に遅れると遅刻というのは厳しすぎる」など質問や要求を出す。 

 課題は軽ければ軽いほどよい、授業が短ければ、もしくは出席しなくてもよけ

れば、アルバイトを増やしたり、家族の世話ができたりして助かる、という学生

の現実、また、今までの学校教育で授業出席に意義を見出だせなかった学生の経

験を踏まえ、しかし意味のある教育を実践するため、Shor は学生の話を聞きな

がら妥協できる部分は歩み寄り、譲れない部分はお互いが納得できるまで話し合

う。出席の意義については、つまらない授業に学生が「抗議する権利」と、授業

後にその内容や方法について教員に提言する学生の「委員会」の 2 つを提案

し、このコースは授業に出席する価値があると説明する。希望者から成る委員会

には、予想より多い９名の学生が参加し、学期を通しての話し合いが続く。教員

の権威を放棄するのではなく、学生と真摯に向き合って話し合い、学生が主体的

に学べるコースを作ろうとした実践の中心に成績契約があったことがわかる。 

 以下、Shor が初めに提示した成績契約の案と、話し合い後に決定した契約の

A 部分を引用する。 
 

教員が提示した成績 A の条件（Shor, 1996, p. 77） 

• 欠席は１回まで 

• 遅刻は１回まで 

• 早退しない 

• 作文は A レベル 

• 全ての宿題を締め切りまでに出す 

• 話し合いのリーダーになる 

• ３冊の課題図書について 1000 語以上ずつ書く 

• プロジェクトを２つ行い、それぞれについて発表しレポート（1000

語以上）を書く 
 
話し合い後の成績 A の条件（同上、p. 120） 

• 欠席は３回まで。４回目以降は課題を行わなければ減点する。 

• 10 分以上の遅刻は 1 回まで。2 回遅刻すると欠席 1 回とみなす。 

• 緊急事態を除いて早退しない。 

• 作文は A レベル 

• 作文は 1000 語以上 

• 宿題は１つなら遅れても成績を下げない。 

• 宿題は、締め切りまでに提出すれば一週間以内に再提出してよい。 

• 話し合いをリードし、他の学生の質問に答え、トピックに関する対話

を続け、毎時参加する。 

• プロジェクトを２つ行うか、プロジェクトを１つ行って「委員会」に

参加し、プロジェクトのレポートを書いて発表する。 

• 3 冊の課題図書について 1000 語以上ずつ書く。 

• 課題とコース成績で＋、―を採択する。 
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 教育哲学は異なるが、この他にも成績の話し合いを授業目標と結びつける実践

はある。大学、大学院のマネージメントのコースで契約型成績を取り入れている

Hill & Hietapelto (2001)は、内容やレベルにより学生が評価方法を決定する度合

いを変え、上級コースはより自由度を高くし、課題の内容や評価法もチームや個

人で草案を準備させるという。マネージメントのトピックや読み物と関連付け、

数日に渡って課題や成績についての話し合いを続け、それ自体をコース学習の一

環と捉えている。話し合いにかける時間はコースによるが、クラスで説明や交渉

の時間をとることで、後で混乱した学生に説明したり、個人的に再交渉したりす

る場面が減るという。日本語コースでも、上級コースで話し合いや交渉の仕方と

関連付けて、日本語で話し合いを入れることができるかもしれない。 
 
２．２． 学びの成果の評価より学びの過程の評価を成績と結びつける 

 他に、契約型成績の考え方の一つに、「学びの成果」より「学びの過程」をよ

り強く成績評価と結びつけ、「成果」の評価を遅らせたり成績評価と切り離した

りすることがあげられる。作文教育の分野で成績契約を提唱する代表的な論文

Danielewicz & Elbow (2009) が最も重視するのは、学びを阻害しない成績のつけ

方で、「成果より過程を重視する」ことである。 

 作文それぞれにレターグレードの成績をつけることに過剰な労力を割いている

とし、また成績が付くことに不安を覚えたり、成績に一喜一憂したりすることも

逆効果であるとし、このモデルでは、個々の作文の成績は「基準を満たすかどう

か」のみにする。基準を満たす作文を書き、授業に参加すれば、コース成績 B

が保証される。作文の質を上げるための細かなフィードバックは与え、成績に振

り回されることなく、学習に効果的なフィードバックに力を入れる。 

 学びが深くなり、作文の質が上がるための行動、従来の方法で成績をつけにく

い過程、努力という教員も学生もコントロールできる部分の評価で、成績 B ま

では学生に決定権をゆずる。条件を満たせばコース成績 B を保証するため、教

員は「これをすれば必ずよい作文が書けるようになる」という B の最低条件を

明確にする責任が高まる。学生がすることは多くても、個々の作文は条件さえ満

たせばよいため、成績について心配せずに多くの作文を書く中で、作文の質も上

がっていく、という考えに基づいている。 

 前にあげた Shor (1996)との大きな違いは、学生が交渉する余地がない一方的 

(unilateral)な契約だということである。交渉できない仕組みを「契約」と呼ぶの

は、個々の課題の成績を元にコース成績を出すという現状に抵抗し、課題をすべ

て行えばコース成績 B を保証するという約束を教員がしているからだという。 

 ただ、成績 A については、学期末のポートフォリオ内の作文の質が優れてい 

ると教員が評価した場合のみ与えられるとしている。学期末に至る前に、A レベ

ルの作文の例を検討したり、学生の作文にフィードバックを与えたりするが、教

員のフィードバックに沿って直すだけで A が与えられるわけではない。 

 このシステムは、どんな背景の学生でも、特にそれまで作文を苦手としてきた

学生が B を目指せることが魅力と考えられている。成果ではなく行動を評価す

ることで、過程の重要性を強調し、習得に至る。評価法について学生に発言権は
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ないが、結果の評価ではなく、作文の過程で努力した活動の量の評価なので、学

生が目指せる成績の透明性が上がることは確かだろう。 

 他の学科の実践でも入門コースで苦手意識を持つ学生に向くと言われている。

数学専攻以外のための数学コースで、テストの点数を元にしない契約型の成績を

学生が選べることにした実践で、授業に出席し、自分のテストを直したものを提

出すればコースを落とさないという契約を紹介している(Fairbanks , 1992)。テス

トの点数に自信がない学生の多くがこの契約書に署名したが、出席を重視する契

約だったため、参加型の授業に欠かさず出席した学生はテストの点数も結果的に

上がり、数学に不安を持つ学生が成績の心配をせずに学べたという。また、心理

学入門コースでの研究では伝統的な成績のグループと契約型成績のグループに学

生を分けて、学びの結果を比較している(Lindemann & Harbke, 2011)。この契約

では、課題に合格／不合格のみの成績をつけ、複数回受けられるテストで 80 点

以上であれば習得基準を満たすとし、学生が課題の種類を選ぶことができる。比

較した結果、契約型成績の学生は伝統的成績の学生の 3 倍 A を獲得する割合が

高く、途中で脱落してしまう学生が少なく、自分の学びを制御している意識が強

かったと報告している。日本語コースでも一学期目に不安を覚える学生やパンデ

ミック中に抜け落ちそうな学生への効果が期待できる。 
  

２．３． どんな背景の学生も全ての成績を目指せてその道筋が明確 

 上にあげた Danielewicz & Elbow (2009)では、学生の努力次第でコース成績 B

までは保証するが、B 以上の成績は実際の作文の質も上がらなければ取れないの

で、ハイブリッド型と呼べる。このモデルを元にしながら、ハイブリッド型は公

正を欠くとし、「労働」(labor)のみの対価として成績評価をする概念とモデル

を示したのは Asao Inoue の 2019 年の著作 “Labor-based grading contracts: 

Building equity and inclusion in the compassionate writing classroom”である。 

 作文の質を評価するためには、「標準」が必要となるが、作文教育は、白人英

語至上主義（White language supremacy）に影響を受けた標準を目指しがちで、

乗り越えようとする教員もその標準を内在化しがちだと Inoue は指摘する。質

の評価を組み込むと、学生の教室内外での話し方や書き方と評価が切り離せなく

なり、ハイブリッド型では B を目指せても A には手が届かない学生が出てき

て、人種・階級差別的な結果を生み、不公正な社会構造を再生産するという。 

 全ての学生が全ての成績を目指せるために Inoue が提唱するモデルでは、学

生が作文教育の場で行う、読み、書き、考え、書き直し、話し合いなど全ての期

待されている「労働」を書き出し、その活動の量を評価の対象とする。また、遅

れて提出する宿題は 48 時間までの late work、48 時間以上遅れた場合の missed 

work, 学期末に提出されていない ignored work に分類し、その成績で何回まで

欠席してもよいか、宿題を遅れて出してもいいかなどを決める。学生によって学

びのペースが違うことも踏まえ、B の条件はコースを終える最低限とする。 

 基準成績を B とするのは Danielewicz & Elbow を踏襲するが、Inoue は B より

上の成績のためには、追加の労働の項目の数によって B+、A-、A を取れるとす

る。追加の労働は、自らの学びだけでなく他の学生の役にも立つもので、例え



 

 142 

ば、話し合いのリーダーをしたり、授業のハンドアウトを準備したり、他の学生

も読める振り返りを多く書いたりすることなどである。 

 また、質の評価を成績と切り離すことで、教員が気に入るような作文を書こう

とするプレッシャーが減り、うまくいくかわからない失敗するリスクのある作文

に挑戦しやすくなる。Inoue のモデルは、一方的な契約ではなく、教員が提示す

るのは草案で、学生がそれに基づいて話し合い、コース半ばで契約を再検討する

機会を設けている。 
 
２．４． 学生の視点を考える 

 最後に、学生の認識の研究を見ておきたい。契約型成績についての論文は教員

の視点から実践報告をしているものが多いが、大学一年生の作文コースで契約型

成績を採用したコースの学生 12 人へのインタビューを行ったものがある(Spidell 

& Thelin, 2006)。このコースでの契約は、A, B, C それぞれの条件がリストされた

ものを読み、交渉した上で成績を選んで署名するという形であるが、学生は「従

来の方法のほうが理解しやすい」、「学生が選ばなければいけないのは責任転嫁

だ」、「条件を理解して交渉するのは負担だ」、「選ぶ責任で不安が高まる」な

ど、否定的な意見を口にしている。また、条件のリストが長く、理解しにくいこ

とから、「結局、従来の成績の出し方と同じ結果になるのではないか」と考え、

成績契約を選んで署名することをためらったという。これを受け、論文では、学

生の過去の成績に関する経験やクラスの文化を理解することの必要性、また従来

の成績の出し方と何がどのように違うのかを強調することの必要性を述べてい

る。また、他の実践の契約と比べると、学生に提示される条件のリストが複雑な

ようである。単純で理解しやすい形で提示することも有用だろう。 

 この研究から、契約型成績は必ずしも初めから学生にとって自然と受け入れや

すいものではないことがわかる。それまでの経験との違いに戸惑う学生がいるこ

と、成績という重いものを扱うことに留意し注意深く紹介し、その意味合いと仕

組みをじっくり話し合って理解することで意図された目的が果たせると言える。 
 
３． 日本語コースでの実践 

 これらの文献を読んで、2021 年春学期の日本語コースで契約型成績を取り入

れることにした。以下、学期前半（2〜3 月）に教えた日本語中上級コースと後

半（4〜5 月）に教えた日本語初級コースそれぞれの経験を振り返る。2020−21

年度は、パンデミック中に学生が離れて座っても十分な教室を確保することを主

目的に、同時に 4 コースを履修するのではなく、学期の前半と後半にそれぞれ 2

コースを履修するモデルに勤務校が切り替えたため、この２コースも、本来 13

週間のものを 6 週間半の集中型にしたものである。学期前半の中上級コースの

反省から、学期後半の初級コースでの取り入れ方を修正した。 
 
３．１． 中上級コース 

 このコースはオンラインツールを使って生教材を読み、話し合う授業で、日本

語 301 を終えた 3 名、302 を終えた 1 名、401 を終えた 1 名の計 5 名が履修し
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た。一日 105 分の集中型の授業で、週 3 回（月水金）の授業、授業をしない 2

日（火木）は授業準備や教員との個人面談という形をとった。 

 Inoue (2019)のモデルに近い契約型成績を採用し、最低限の条件を満たせばコ

ース成績 B、それ以上の努力・労働を行えばそれ以上の成績になる形にした。最

低限の条件には、授業出席、授業の予習の宿題、話し合いのリーダー、単語リス

トづくり、2 回の単語クイズで 8 割以上、振り返りジャーナルを週 1 回、グル

ーププロジェクト、日本語テーブルに隔週で参加をあげ、欠席・遅刻・締め切り

を過ぎた提出も数回許す形とした。B 以上の成績を取るためには、いくつかの課

題を提示した。話し合いのリーダーを追加でもう一回する、振り返りジャーナル

を週 2 回書く、日本語テーブルに隔週でなく毎週参加する、1 年生のテーブルで

リーダー役をする、皆勤、宿題を全て時間以内に出す、などのオプションの他

に、学生からの提案「その他」も受け入れるとした。これらの課題は基準の成績

に４つまで加えることができ、１つ行えば B+、２つで A-、３つで A、４つで A+

の成績になる、とした。この説明にはシラバスの最後 2 ページをあてた。 

 1 回目の授業で契約型成績について「テストの点を元にするのではなく、学び

の過程や目に見える努力を評価するもの」で、学習歴が異なる学生の評価として

公正と説明し、教員のモデルを草案として紹介した後、教員不在で学生が話し合

う時間をとった。この時間は見当がつかなかったが、105 分の授業内では収まる

だろうと考え、話し合いが終わったら声をかけるよう頼んで教室を出た。また、

5 人であれば、グループにわける必要はないと考え、司会と書記を決めさせた。

しかし、慎重にシラバスを読み直したようで、30 分たっても声をかけてこず、

授業が終わる前にまとめの話し合いをする時間がなくなりそうだった。これは、

成績の出し方を決めるという責任の重さと不安を学生が感じたことの現れとも考

えられる。「そろそろいいか」と声をかけ、教員との話し合いを始めた。 

 学生からの質問は、説明があいまいだったため加筆が必要だったものの他に、

宿題の締め切りを授業の前の日の深夜 0 時としていたのを「0 時は早い、他コー

スの勉強をして日本語を最後に勉強したら午前 1 時か 2 時になることがある。

授業開始の 8 時ではだめか」というものが出た。オンライン提出の宿題で、午

前 8 時の授業前にざっと学生の答えを確認することを説明し、自分が確認する

のは午前 6 時以降だから 6 時締め切りにしてもよいが、6 時までがんばってそ

れから寝たら 8 時の授業に出席できないのではないか、と聞いた。最終的に

「一番遅く寝る学生が寝るまでにしよう」と、午前 3 時の締め切りに決めた。

また、単語クイズを 2 回まで受けていいとしていたのを「何回受けてもパスす

れば学んだと言えるのではないか」と説明されたので、学生の意見を受け入れ

た。最後に「これは自分たちにとっても新しい試みで、他コースとの兼ね合いも

まだよくわからないから、2 週間後ぐらいにもう一度話し合いたい」という希望

が出たので、2 週間後にクラスの時間を 10 分程度取ることを約束した。 

 学生だけで話し合い、心配を分かち合ったことで絆を強めた様子で、授業後、

午前 8 時の授業に遅れたり日本語テーブルを忘れたりしないよう、携帯電話の

番号を交換していた。 
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 コースの２週目までに教員と短い個別面談をするよう言っていたが、その中で

B 以上の成績のための課題「その他」を提案してきた学生がいた。授業外の読み

物、漢字の勉強の２つを提案してきたので、それぞれの課題で具体的な条件を話

し合った。読む課題は読んだもののレポートの Google Docs をシェアして毎週書

くこと、漢字の課題は学生が毎週用意したリストの漢字の簡単な小テストを次の

週に受けることとし、漢字の数なども決め、メールの字面で確認した。読む課題

は１週間行ったものの 2 週目の提出がなく、本人に確認したところ、他のコー

スが忙しくなったから漢字だけにしたいとの意向だった。小テストの形式を学生

の希望で中途変更したが、漢字の課題はコースを通して続けた。 

 コース２週目の話し合いは、あまり長い時間はとれないからアイデアを考えて

くるよう言っておいた。この日に学生から出た意見は、教員の答えで納得するも

のばかりで、大きな変更には至らなかった。「今のところうまくいっているが、

他コースの中間試験やプロジェクトの頃に宿題のない日が設けられないか」とい

う希望は、数回の欠席、遅刻、宿題遅れが許されていることを説明して、取り入

れなかった。ただ、後日、中間試験やプロジェクトが多い時期の後半に一回、グ

ループ・プロジェクトを行うための日を設け、その日の授業の準備の宿題はない

形としたので、学生の希望を後日採用したとも言える。 

 コースの終了後、オンラインで任意、無記名のアンケートを行い、学生の意見

を聞いた。５名中３名の回答だったので、契約型成績について強い意見がある学

生の回答に偏っている可能性が高い。その３人は全員「契約型成績でモチベーシ

ョンがあがった」と答えているが、「契約型成績でしなければいけないことが増

えたと感じたか」という質問には「はい」、「いいえ」、「何とも言えない」に

一名ずつに分かれ、「何とも言えない」と答えた学生は「自分がほしい成績によ

る。自分は A+がほしかったから、最低限の課題に加えてしなければいけないこ

とが多かった」と答えており、よい成績を目指す学生の間ですることが増えた感

覚が強かったことがわかる。個別に話した学生からは「期待されていることが明

確だった」「自分の得意なことを選んで行えた」「成績の心配をせずにいろいろ

なことをして多く学んだ」という声が聞かれた。 
 
３．２． 初級コース 

 日本語初級２コースは日本語 101 を終えた 15 名が履修した。7 名が自宅など

からオンラインで受講、8 名がキャンパスで受講していたが、授業 1，２週目は

キャンパスでの COVID 感染拡大のため、全員が Zoom での授業となった。 

 中上級コースの反省を受けて、小テストの回数、宿題の期限、遅れて出しても

よい課題の数などを緩くした他、大きく 2 点の変更をした。まず、話し合いに

予想外の時間がかかったため、1 日目に紹介し、考えてきてもらって 2 日目に話

し合いの時間を取ることとし、学生同士の話し合いは 10 分に限った。また、す

ることが増えたと答えた学生が多かったこと、追加の課題４つは負担が重いと私

自身も感じたため、追加の課題は３つまで、学生の努力で目指せるのは A を上

限とし、A の学生の中で特に習熟度の高い学生に、教員が選んで A+を出すかも
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しれないとした。GPA の計算では A と A+は同じであることを考慮に入れ、学生

が把握しやすい数の課題を目指してもらうためである。 

 初級コースは 6 週間半で教科書半分、6 課分教えなければならないことから、

基礎を重視した必須項目を B の条件とした。必須項目は、授業出席、宿題提出

に加え、何度でも受けられる単語小テストと漢字小テストで８割以上、レッスン

小テストで７割以上もしくはやり直しの提出、日本語テーブルに隔週で参加、作

文２回、最後の話すテストである。B 以上の成績のための課題は複数提示した。

集中型で最低条件から外したプロジェクトを加え、日本の大学生との交流、ポー

トフォリオの作成と発表、多読、スタディー・グループの主催（他の学生を誘っ

たオンラインの学習会）、日本語テーブルに毎週出席、作文の書き直し、皆勤で

時間内にすべての課題を終える、その他、の８つをあげ、そのうち３つまでを基

準とする成績に加えることとした。 

 授業２日目の話し合いで学生から出た質問は、多読のレポートの形式、多読は

オンラインで読めるか、スタディー・グループを 2,3 名の学生で共同主催しても

いいか、というものだった。質問の意図と活動の目的を明らかにするためのやり

取りを行い、スタディー・グループについては、自分たちだけでなく他のクラス

メートにも役に立つと思う形であれば共同主催を認めるとした。授業後、さっそ

く 3 名の学生で週末に 101 の内容を復習する集まりを催したいという連絡があ

り、学生が自分たちとクラスメートのためになると思う活動を自分たちで企画し

ていることを頼もしく思った。 

 このコースは 5 月後半まで続くため、まだ学生の反応は集めていないが、授

業２日目の話し合いの後、どの成績を目指すか、どの追加の課題を行うつもり

か、記名のオンライン・フォームで情報を集め、その情報を追加課題の提出のフ

ォローアップに使った。 
 
４． 振り返りと結論 

 準備する中で、B を出すための最低条件と、B 以上のための追加課題に分けた

ことで、教員として、どこまでしなければこのコースを終えたとは言えないか、

どのような追加の課題が学びを深め、クラス全体をサポートするか、考える機会

になった。集中型になったため全員の参加を要求しないことにしたプロジェクト

や、今まで推奨はしても成績に結び付けられなかったスタディー・グループや必

須条件以上の日本語テーブル参加などを、必須にしなくても成績に結びつけた形

で推奨できることにリストを作り始めて気づいた。 

 また、今まで、授業参加点などを入れても、テスト、宿題、作文などで日本語

の間違いが少ない学生に高い成績が出やすくなっていたが、テストの点数を成績

と結び付けないことで、正確さが強くない学生も正確さに欠けることの評価を心

配せず様々な日本語のタスクを行い、その中で日本語を伸ばしていった感じを受

けた。もちろん、小テスト、作文、宿題、授業などで正確さに関するフィードバ

ックは与えており、小テストも点をつけ、基準点を下回った場合は、より正確に

するやり直しを提出しなければいけない。文法ベースで教える日本語のコースで

は、漢字圏出身の学生や、文法ベースで外国語を学習した経験のある学生が速く
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正確な日本語を使えるようになることが多い。次の課に進める基準を超えていれ

ばよい、また、一回目の小テストで点が低くても、もう一度受けたり、直したも

のを提出したりすればよいとすることで、他の学生ほど学びのペースが速くない

学生が、間違っているかもしれないと考える不安によって更に遅れることは減っ

たようで、前よりインクルーシブな環境になるのではないかと思う。 

 留意点として、今まで成績の出し方について話し合う機会がなかった学生が多

く、戸惑いや不安があって当然だということ、また自分でコントロールできると

いう自由と同時に責任の重さを感じる学生がいることをあげたい。学生だけで話

し合う時間を授業内に与えられたことは肯定的に受け止めていて、自分たちのコ

ースという実感や仲間意識が強まったようだった。 

 私の場合、自分の教えるコースの成績の出し方について自由に決められる環境

で教えているが、コースを複数の教員で教えている場合や、学校・学科で方針を

統一している場合には注意が必要である。様々なモデルを考慮した上で、教員間

で話し合うことが必要だろう。日本語プログラムの場合、日本語でまとめたこの

情報が役に立てばいいと思う。また、私の勤務校では、過去数年、教科に関わら

ず、契約型成績に対する関心が高まっていた。教科を超えてこのような実践を試

みている教員との情報交換や相談も、学校の実情に沿った形で取り入れる上で有

用だろう。 

 パンデミックの収束はまだ見えないが、少しずつ通常に戻っていく上で、パン

デミック中に学んだことを活かすとすれば、学生にとっても教員にとっても苦し

い中で「最低限」は何か厳選したこと、より不安が少なく、透明度が高く、学生

も教員も納得できる授業と成績の形態について考えたことをあげたい。 
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1. 背景と目的

本研究の背景は，次の２点である。１点目は，「やさしい日本語」で，２点目は

リーダビリティ研究である。１点目の「やさしい日本語」は，1995 年の阪神淡路大

震災をきっかけに外国人の日本語能力に配慮した情報提供のツールとして提案さ

れたものであるが，近年では，災害対応に限定されず，外国人との多文化共生のた

めのツールとして位置づけられ，日本社会において広がりを見せている（庵（編）

（2013），庵（2016））。２点目のリーダビリティ研究は，文章の読みやすさを統計的

指標で計算する研究領域である（李（2016））。李（編）（2019）ではリーダビリティ

は語彙や文法項目の難易度には還元できない文章独自の尺度であると指摘してお

り，読解教育において重要な役割を果たすと述べている。リーダビリティの観点か

ら「やさしい日本語」にアプローチした研究としては田中・李（2018）があり，リ

ーダビリティは「やさしさ」に対する客観的判定になると筆者は考えている。

本研究では，「やさしい日本語」の事例研究として，NHK が公開している「やさ

しい日本語ニュース」を例に，日本語教育を専門としない人々がどのような観点で

日本語の難易度を捉えているか調査した。具体的には，日本語教育を専門としない

大学生 113 名に対して，1) 難易度を判定するタスク，2) やさしい日本語に書き換

えるタスク，3) 書き換えの際に留意した点を自由記述で報告するタスクを行った。

この調査により，日本語教育の背景知識がない人々の難易度に関する評価観を明ら

かにする。調査結果として次のことを報告する。一般の大学生たちは語彙を修正す

ることで難易度を調整する方略が観察されたこと，やさしい日本語の熟達者は１文

の長さや全体の情報量を減らすことで難易度を調整していたが，大学生たちにはこ

うした調整は難しいことが確認できた。
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2. 先行研究と問題提起

2.1 やさしい日本語のひろがり

日本語教育学は，主として外国人の日本語学習者に対して日本語を教育すること

をメインのミッションとする研究領域である。しかし，国内における日本語教育の

現状として「日本語学習者＝日本における生活者」でもあるため，居住支援や日本

人との接触場面に対する支援も，日本語教育の研究課題の一つである。こうした日

本語教育の社会的な役割を考える文脈において「やさしい日本語」が登場した。や

さしい日本語のひろがりについては，4 の方向性が見られる1。1) 災害時の情報提

供としての「やさしい日本語」，2) 平時の情報提供としての「やさしい日本語」，3) 

観光のツールとしての「やさしい日本語」，4) 報道のツールとしての「やさしい日

本語」である。本研究では，4)の事例を素材にし，大学生における「やさしい日本

語」の評価観について調査するものである。

紙幅の都合上，「やさしい日本語」に関する詳細は庵（編）（2013）や庵（2016）

を参照してほしい。

2.2 文章に対するリーダビリティ研究からのアプローチ 

 文章の難易度に関する問題は，一

般的には教師が目視でテキストを読

み，主観的に判断するという手法が

取られている。こうした伝統的な方

法論に対して，李（2016）は評価の信

頼性に関する問題があることを指摘

し，重回帰分析によって導き出した

計算式を使い，文章難易度を判別す

る方法を提案している。李（2016）に

よって提案された計算式は，図 1 の

jReadability（https://jreadability.net/）に

実装されており，文章をコピー＆ペ

ーストし，「実行」ボタンをクリック

するだけで，日本語学習者にとって

の文章難易度が表示される。

こうしたリーダビリティツールを

活用することで，文章が持つ潜在的

1 https://www.2020games.metro.tokyo.lg.jp/multilingual/references/easyjpn.html, 2021.5 閲覧

図 1. jReadability による文章解析
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な要素としての難易度を科学的に評価することができるため，生教材を利用した読

解クラスの教育支援ができる（李 2016）。こうした観点に基づく具体的な研究事例

として李・長谷部・久保（2016）では，日本語のテキスト 1949 編のリーダビリティ

値を計算し，図 2 の結果を報告している。 

図 2. 日本語テキストのリーダビリティ（李・長谷部・久保 2016） 

図 2 は，「現代日本語書き言葉均衡コーパス」から抽出した 4 種類のテキストを李

（2016）の計算式2で評価したものである。表 1 の「リーダビリティ値の範囲」にそ

って中央値を解釈すると，Web の文章は 4.28 で中級前半レベルであることが分か

る。書籍は 3.23 で中級後半，新聞は 2.14 で上級前半，白書は 0.76 で上級後半レベ

ルのテキストということがわかる。こうした資料を参考にすることで日本語学習者

の言語能力に応じて生教材が選択できる。

2.3 研究課題と意義 

 現在，「やさしい日本語」は日本語教育の知見に基づいて語彙や文法を調整する

ことで作成しているが，日本語教育を専門としない人々に対して同じタスクを行っ

た場合，どのような調整がなされるのであろうか。こうした問題意識のもとで，本

研究では，次の 3 点を研究課題として設定した。１）やさしさの判定における普遍

性はあるのか，２）一般の大学生たちがどのようにして文章をやさしくするか，３）

「やさしい日本語」への書き直しにおいてどのような点に留意するかについて調べ

た。これらの研究課題に対して，jReadability を活用し，定量的に分析した。こうし

た調査結果を活用することで「やさしい日本語」の普及に貢献できると考えている。 

2 リーダビリティ={ 平均⽂⻑ *-0.056}+{ 漢語率 *-0.126}+{ 和語率*-0.042}+{動詞率*-
0.145}+{助詞率*-0.044}+11.724）。李（2016:8）

表 1. リーダビリティ値とレベル
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3. データと方法

日本語教育を主専攻としない大学生 113 名に 3 つのタスクを行った。１）「やさ

しい日本語」で書かれた３つの文章を読み，やさしさを評価するタスク（タスク１），

２）母語話者向けのニュース記事をやさしい日本語に書き換えるタスク（タスク２），

３）やさしい日本語に書き換える際，どんな点に注意したかを自由記述で述べるタ

スク（タスク３）である。調査は，以下に示す 5 つのステップで行われた。

 Step1 やさしい日本語について知っているかどうかを確認する。

 Step2 タスク１（難易度判別課題）：田中・李（2018）と同じテキストを使用

し，やさしいと感じたテキストから難しいと感じたテキストに並び替える。

 Step3 やさしい日本語の簡単な説明を見てもらう。

 Step4 タスク２ （書き換え課題）：NHK の母語話者向けのニュース記事を「や

さしい日本語」に書き換える。

 Step5 タスク３ （自由記述課題）：Step4 の書き換え課題で留意した点を自由

に記述する。

Step3 では，「やさしい日本語」が何かがわからない人に（Step4 の）「やさしい日

本語」への書き換えタスクは行えないと判断し，スライド 2 枚でやさしい日本語に

ついてごく簡単な説明を行った。1 枚目のスライドでは，「普通のニュース」と「や

さしい日本語」を左右に配置し，見てもらうようにした。2 枚目のスライドでは，

弘前大学の佐藤和之教授の研究グループが公開していたやさしい日本語の作り方

を示した。以下に示す。 

1. 難しいことばを避け、簡単な語を使ってください。

2. １文を短くして文の構造を簡単にします。文は分かち書きにしてことばのまとまりを認

識しやすくしてください。

3. カタカナ・外来語はなるべく使わないでください。

4. 擬態語や擬音語は使わないでください。

5. あいまいな表現は避けてください。「亀裂が入ったりしている建物」→「壊れた 建物」

6. 使用する漢字や漢字の使用量に注意してください。すべての漢字にルビ(ふりがな)を振

ってください。

7. 二重否定の表現は避けてください。通れないことはない→通ることが できます

8. 文末表現はなるべく統一するようにしてください。

150



 
 

Step4 で使用したテキストは，NHK が配信された以下の記事である3。 

新型コロナ 外食大手 宅配やテイクアウト特化の店舗設ける 
 新型コロナウイルスの感染拡大で、レストランなどでの食事を避ける傾向が広がっている
ことから、外食大手は宅配やテイクアウトに特化した店舗を設けるなど、ニーズの変化を取
り込んで売り上げを確保しようという動きが広がっています。 
 このうち、ファミリーレストランのデニーズは、今月 12 日、東京 新宿に宅配やテイクア
ウト専門の店舗を設けました。店の面積は、標準的な店舗の 4 分の 1 ほどでテーブルやイス

はありません。賃料を低く抑えて、接客する従業員も必要ないため、店舗の運営費は従来の
3 割程度で済むということです。 
 新型コロナウイルスの感染拡大で店内で食事をする客が減少する中、今後、こうした店舗
を増やす計画で、セブン＆アイ・フードシステムズの山本裕輔取締役執行役員は、「既存の店
舗だけではすべてのニーズに応えることは難しく、専門店を作ることで需要を取り込んでい
きたい」と話していました。また、ハンバーガーチェーンのモスバーガーも、ことし 8 月、
新宿に宅配やテイクアウトの専門店をオープンさせました。 
 今後、売り上げなどを検証したうえで、店舗を増やしていきたいとしています。外食では
ファミリーレストランのサイゼリヤも宅配に対応した小型店の展開に乗り出す方針で、外食
を控えるニーズをねらった企業の動きが広がっています。 

 

4. 結果 

4.1 タスク 1 の結果 

 Step1 で「やさしい日本語」の結果として「知っている・聞いたことがある」と

回答した人が 52 名（以下，既知グループ），「知らない・聞いたことがない」と回答

した人が 61 名（以下，未知グループ）あった。両者を比較・検討しながら結果を分

析する。 

 

表 2. タスク１の結果4 

テキスト（易 -> 難） 既知 未知 合計 

1. スター・ウォーズ>宅配便>地震 36 37 73 
2. 宅配便>スター・ウォーズ>地震 7 11 18 
3. スター・ウォーズ>地震>宅配便 5 10 15 
4. 宅配便>地震>スター・ウォーズ 2 3 5 
5. 地震>宅配便>スター・ウォーズ 2 0 2 

合計 52 61 113 

 
3 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201017/k10012668441000.html，2021.5.閲覧 
4 調査で使用した田中・李（2018）のテキストの一部を示す。 

<スター・ウォーズ>：アメリカの映画「スター・ウォーズ」に出た俳優，キャリー・フィッシャー

さんが２月２７日に亡くなりました。６０歳でした。：：：：： 

<宅配便>：インターネットで買い物する人が増えているため，宅配便の会社では荷物を運ぶ人が足

りなくなっています。ヤマト運輸では，荷物を運ぶ仕事を別の会社にも頼んでいて，このためにか

かるお金も増えています。：：：：： 

<地震>：国は，日本の陸や周りの海にある活断層などのうち９７を「主要活断層帯」に決めて，地

震が起こる可能性などを調べています。：：：：：： 
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表 2 で注目すべき点は，やさしさの評価に関して「スター・ウォーズ」「宅配便」

「地震」の順番で評価した人がもっとも多い点である。この調査のもとになってい

る田中・李（2018）は日本語学習者に対しても同じ調査を行っているが，それによ

ると日本語学習者も「スター・ウォーズ>宅配便>地震」の順番で難易度を評価して

いる人がもっとも多いと述べられている。これらの結果を総合すると，母語話者で

あっても学習者であっても難易度に対する判断には大きな差がないと結論づけら

れる。さらに，興味深い点として，jReadability における判定結果を見ると，スタ

ー・ウォーズが「初級後半」，宅配便が「中級後半」，地震が「上級前半」となり，

学習者であっても母語話者であってもコンピュータモデルであっても，難易度の判

断に関しては共通する部分が多く，ある種の普遍性が存在すると結論づけられる。 

 

4.2 タスク 2 の結果 

 タスク 2 では，実際のニュース記事を書き換えてもらった。文章の難易度を捉え

る上で，有効な指標であるリーダビリティ値，総形態素数，1 文の平均語数，漢語

の使用度数を調査した。 

 

図 3. 文章難易度の主要指標の箱ひげ図 

 

図 3 の「NHK」とは NHK が作成した「やさしい日本語ニュース」のことである。「既

知」は「やさしい日本語」の既知グループ 52 名の統計量で，「未知」は「やさしい
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日本語」の未知グループ 61 名の統計量である。そして，「原文」は NHK が母語話者

向けに配信したオリジナルのニュース記事である。巻末資料に NHK が作成した「や

さしい日本語ニュース」の例と大学生が書き換えた事例を示す。 

まず，リーダビリティ値に関しては，中央値で判断すると，NHK が作成したもの

と，大学生が作成したもののいずれも中級後半レベルであり，原文の上級前半レベ

ルよりやさしくなっている。次に，総形態素数（延べ語数）においては，原文は 321

形態素であるのに対して，NHK が作成した「やさしい日本語ニュース」は 207 形態

素となり，大幅に情報量を減らしていることが見て取れる。一方，大学生の文章に

おいては，既知グループも未知グループも大きな差はなく，約 290 形態素でまとめ

ており，原文と大きくは違わないことが確認できた。次に，1 文の長さを示す 1 文

の平均語数を見ると，原文は 40.13 形態素で書いているのに対して，未知，既知，

NHK の順に短くなっており，集団による差が見られる。未知グループに関してはひ

げが長く伸びていることからばらつきも大きいことが見て取れる。 後に漢語に関

しても，1 文の平均語数と同じ分布になっている。なお，既知グループと未知グル

ープの中央値に対して Mann-Whitney の U の検定を行ったところ，いずれも統計

的な有意差は見られなかった（リーダビリティ値は p=.277，総形態素数は p=.928，

１文の平均語数は p=.184，漢語は p=.121）。このことは，書き換えのテキスト特徴

量においては，既知と未知の差はないことを意味する。 

4.3 タスク 3 の結果 

タスク 3 の自由記述の分析のた

めに「KH coder5」を利用し，計量テ

キスト分析を行った。既知グループ

と未知グループで，出現した語（=

形態素）6を共起ネットワークとし

て描画してみた（図 4）。 

 図 4 のグルーンの丸は既知と未

知の両方で出現した語である。オレ

ンジの丸は一方のグループで多用

された語である。また，丸の大きさ

は出現頻度を表す。大きければ大き

いほど高頻度であることを示す。図

5 https://khcoder.net/，2021.5 閲覧
6 KH Coder は形態素解析に基づいて語を認定しているため，実質的には語＝形態素になる。

図 4. ⾃由記述の共起ネットワーク
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4 を見ると，両方のグループで特徴的な語は「漢字」「熟語」「簡単」「カタカナ」「短

い」である。これらの語を実際の記述文で確認したところ，まず，漢字で書かれた

二文字の熟語（例：需要，既存）を簡単なことばに置き換えたことを報告するもの

であった。次に，カタカナを含む事例を見たところ，カタカナ語を和語に置き換え

たことを報告するものであった。次に，「短い」をキーワードに記述内容を確認した

ところで，一文をできるだけ短くするために工夫した点が報告されていた。 後に，

既知グループに見られる「漢語」「言い回し」についても実際の記述文を確認したと

ころ，漢字語彙に対する言及であり，既知と未知で記述内容に関する大きな違いは

見られなかった。 

 図 4 の共起ネットワークは，大学生たちが「やさしい日本語」の書き換えの際，

注視した点を表すものと捉えられる。特に語彙を中心とする置き換えの方略を使っ

ていることが確認できた。 

 

5 まとめ 

 本研究の調査から明らかになった点をまとめる。 

 

1. やさしさの判定に関しては読み手による顕著な違いはない。 

2. 文章全体を読みやすくする作業は一般の大学生でも十分に可能である。 

3. 大学生に用いられている難易度調整の方法は，漢語と漢字表記を調整する方

略が使われている。 

4. １文の長さを短くする部分に関しては，NHK の「やさしい日本語ニュース」

作成者と既知の大学生グループと未知の大学生グループでやや差がある。 

5. 総語数を調整し，情報を取捨選択することは一般の大学生には難しい。 

 

まず，1 として，田中・李（2018）とタスク 1 の結果を突き合わせて見ると，読み

手が学習者であっても，一般の大学生であっても文章のやさしさの判定に関しては

大きな違いは見られなかった。そして，こうした人の判定を jReadability は正確

に予測していたことも確認できた。2 として，タスク 2 のリーダビリティ値を見る

と，NHK が作成した，日本語教育の知見をもった書き手が作成した「やさしい日本

語ニュース」も，一般の大学生が書き換えたものも，同程度のリーダビリティ値で

あり，読みやすくする作業そのものについては，どちらも可能であったことが伺え

る。本研究の調査で言えば，Step3 で行った簡単な説明である程度の書き換えは可

能であることが明らかになった。しかし，手法は違っており，3 でまとめているよ

うに，一般の大学生は主として語彙や表記を修正することで難易度の調整を行って

いた。一方の日本語教育の知見を持った書き手の場合，4 で示すように，1 文の長
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さを調整したり，5 のように総語数を調整したりすることで，難易度を調整してい

る実態が明らかになった。 

今後，「やさしい日本語」の普及にとっては，一般の人々への働きかけが大切にな

ると考えられる。本研究の調査結果を踏まえた場合，1文の長さを調整することと，

情報の取捨選択の方法を伝えることが重要であると言えよう。 
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<巻末資料> 

書き換え例１：NHK が作成した「やさしい日本語ニュース」の例 

レストランが料理を届けたり売ったりする専門の店を開く

新しいコロナウイルスの問題で、レストランや店で食事をする人が少なくなっています。

その代わりに店の料理を持って帰ったり、家に届けてもらったりする人が増えています。 

レストランのデニーズは１２日、東京の新宿に新しい店を開きました。この店は、客の家

に料理を届けたり、料理を売ったりする専門の店です。店の中で食事をしないため、テーブ

ルやいす、サービスする店員がいりません。このため、普通の店と比べると、広さは２５％

ぐらい、かかるお金は３０％ぐらいです。 

 このような専門の店について、ほかの会社も考えています。モスバーガーは、８月に専門

の店を開きました。サイゼリヤは、家に料理を届ける小さな店を開くことを考えています。 

# リーダビリティ値 3.4（中級後半） 
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書き換え例 2：大学生による書き換え例 

新型コロナによって大きい外食の会社が宅配やテイクアウトのみの店舗を開いています。 

新型コロナウイルスの感染が広がったので、レストランなどで食事をしない人が増えてい

ます。なので、大きい外食の会社は宅配やテイクアウトのみの店舗を設けています。多くの

お店が、お客さんが求めているものの変化を受けて、売り上げを上げていこうとしています。 

たとえば、ファミリーレストランのデニーズは、今月 12 日、東京にある新宿で、宅配やテ

イクアウトのためのお店を開きました。お店の大きさは、普通のお店の 4 分の 1 ほどになり

ます。そのお店には、テーブルやイスもありません。家賃が低くなりました。接客する従業

員も必要ありません。今までと比べて７割もお金がかかりません。 

新型コロナウイルスの感染が広がって、お店で食事をするお客さんが減っています。今後、

宅配やテイクアウトのみのお店を増やす計画があります。セブン＆アイ・フードシステムズ

の山本裕輔取締役執行役員は、次のように言っています。「今までの店舗だけではすべてのお

客さんが求めているものに応えることは難しいです。宅配やテイクアウトのみのお店を作る

ことでお客さんを増やしたい。」また、ハンバーガーのお店のモスバーガーも、今年の 8 月、

新宿に宅配やテイクアウトのみのお店を開きました。 

今後、売り上げなどを調べます。そして、お店を増やしていきたいとしています。外食で

はファミリーレストランのサイゼリヤも宅配ができる小さいお店を開くつもりです。外で食

べたくないを人をお客さんにしたい会社が増えています。 

# リーダビリティ値 4.06 （中級前半） 

書き換え例 3：大学生による書き換え例 

Covid-19 有名なレストランテイクアウトをはじめる 

コロナウイルスが増えてレストランに行く人は少なくなりました。売り上げが少なくなら

ないようにお持ち帰りなど新しいやり方をするレストランが増えました。 

ファミリーレストランのデニーズは 12 月（今）東京の新宿にテイクアウトだけをするレス

トランを作りました。普通のデニーズよりも小さいレストランで机や椅子はないです。店員

さんもいらないしレストランが使うお金も減りました。 

セブン＆アイ・フードシステムズで働く人は「今あるお店だけでは足りないのでお店を増

やしていきたい」と言いました。そしてモスバーガーも 8 月に新宿にテイクアウトだけのお

店を作りました。 

これから、お店の売り上げがどうなるか見てもっとお店を増やしていきたいと言います。

サイゼリヤもデニーズと同じようなテイクアウトのお店を始めようと、いろいろなレストラ

ンが新しいことを始めようとしています。

# リーダビリティ値 4.52 （初級後半） 
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1．はじめに 

外国語を学ぶ過程で、文学作品を読むことは、その国の文化を理解する核心的な

リテラシーのひとつだと言っても過言ではなかろう。台湾には、日本語学科や日本

語コースを設けている学校機関は四十余りある。日本語は英語に次いで人気のある

外国語で、その学習者数はほかのヨーロッパ言語のそれをはるかに超え、最大規模

の第二外国語となっている。台湾の日本語学科では、一般的に日本文学に関連する

授業を開講している。たとえば、「日本児童文学」「日本文学精読」「日本古典文学」

「日本名著選読」などが挙げられる。筆者は長年にわたって、学部四年生の「日本

文学精読」という選択科目を担当してきた。近年、学習者の学習効果を高めるため

に、さまざまな教授法を試みている。 

教育現場では学習者が文学作品の内容を誤読してしまうことはしばしばである。

上級レベル、日本語能力試験（JLPT）1 級（N１）を合格した学生でも、そうした

困難がある。誤読の原因は、たんなる語意、文法の誤りにとどまらない。問題にな

るのは、文化の深層および、登場人物の感情表現が理解できない、ということであ

る。これはたんなる外国語の言語力ではなく、文化要素への理解の問題でもあろう。 

外国語教育では、翻訳は外国語の学習成果を評価するためのひとつの方法だという。

この方法の有効性は学界ですでに確認されている。ここでいう翻訳とは、日本語作

品の原文から中国語に翻訳する作業である。では、翻訳を授業の道具のひとつとし

て外国語文学の授業に取り組んでいけば、学習者はより的確に小説の内容と、その

言葉の背景に内包される文化的要素が把握できるのだろうか。 

「日本文学精読」の授業では、翻訳活動を外国語の文学教育に取り入れることに

よって、学習者にテクストへの理解を深化さるために、アクティブラーニングを導

入した。上記の目標を達成するために、学習者はアクティブラーニング的な精神を

十分に発揮して、原文をいくども吟味して適切な訳文を練り上げなければならない。
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広く言えば、上級レベルの学生たちが、原文の文学作品から一段と高いレベルの読

解力を培うことが、この授業の最大の目的である。 

また毎年クラスに学習効果の低い学習者が何人かいる。そうした学習者は、原文

の意味を理解しておらず、いくら自分で努力しても、短時間に文章の内容を把握す

るのは困難である。そのため、授業に挫折感を抱き学習動機が低下してしまう。し

かし、四、五十人の大きいクラスで、教師は彼らの世話がときどき疎かになってし

まう。この人たちの学習効果を向上させるために、作品を解読する前の翻訳作業は、

ある程度、彼らの作品読解に対する焦りと不安を減らすことができると期待する。 

以上の問題を改善するために、本稿では谷崎潤一郎の『富美子の足』を事例として、

翻訳の有効性を考察したい。 

 

2．先行研究 

語学教育と翻訳とのあいだにある密接な関係は、すでにさまざまな角度から討論

されてきた。翻訳が外国語教育で重要な役割を果たす教授法は、翻訳教育法

(Grammar-Translation Method)を基盤としていると言えよう。教師は学生の母語で授

業を行い、文法規則や例文を母語に翻訳する。翻訳を利用して、外国語を説明する

教授法もあれば、翻訳を聞く・話す・読む・書くの練習と結び付ける教授法もある。

一方で、直接教授法(Direct Method)も見られる。それは母語の干渉を防止するため

に、いかなる状況においても翻訳を使用しない、という方針である。 

 二十世紀末、翻訳の働きはより広い視野で論じられるようになった。翻訳は語学

学習の力添え的な役割と言語力の測定に有効な方法であるというだけでなく、母国

語と外国語のあいだの異と同への理解を強化できるものだという（Alan Duff, 1989、

Kirsten Malmkjær, 1998、Stuart Campbell, 1998）。また、外国語教育における翻訳の働

きについては賛否両論あるが、本稿では、外国語教育における翻訳の有効性を評価

する立場に立ちたい。 

 ところで、ここで検討する翻訳とは、外国語教育の道具として利用し、学習者の

言語力と理解力を評価するための、研究手段のひとつである。したがって、本稿は

教育翻訳の実践であり、「翻訳教育」といった専門的な翻訳技法を培うための教学

ではない。 

 台湾では、ほとんどすべての外国語学科において、翻訳と通訳の演習を必修科目

としている。とはいえ、学部で開かれる文学翻訳関連の授業はきわめて少ない。た

とえば台湾大学外国語学科の「児童と青少年文学翻訳」、高雄科技大学応用英語学

科の「文学翻訳入門」などの選択科目くらいである。ここでは、先行研究をふまえ

ながら、学習者が翻訳のプロセスを通じて獲得する読解力に着目して、その学習効

果を考察したい。 
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3．授業での実践 

文藻外語大学日本語学科で開かれる「日本文学精読」という授業は、学部四年生

を対象とする選択科目である。それは 2 単位のコースで、1 コマ 100 分、週 1 コマ

の授業を行う。一学期計 18 週で実行する。毎年履修者数は 50 名近くおり、2020 年

の履修者は 37 名であった。日本の文学作品を読むということもあって、半分以上

の履修生が日本語能力試験（JLPT）の N1 に合格している。 

本コースでは、一学期 18 週でおおむね 6 つの日本文学作品を読む。教材のテク

ストは日本語の原文そのままを使用する。時代設定は、明治時代から現代の村上春

樹、東野圭吾までとなっている。各時代に一人か二人の作家を採択し、なるべくテ

ーマ別でテクストを選ぶ。たとえば、日本文学で描かれる「美」をテーマとして、

ここ三年間は谷崎潤一郎を選定している。谷崎潤一郎の作品は、たとえば『刺青』

『春琴抄』『鍵』などが中国語に翻訳されて、大きな反響を呼んでいる。とりわけ、

台湾における『春琴抄』の訳者は、村上春樹の翻訳で有名な頼明珠である。たくさ

んのファンをもつ頼氏が、春樹とならぶ日本文学家として選んでいることから、谷

崎の作品は学習者の興味を引きやすいであろう。学習動機を高めること、まだ中国

語訳のないこと、かつ台湾ではそれほど読まれていないこと、という条件を勘案し

て、授業では『富美子の足』という作品を使用することに決めた。 

本稿の研究資料は、学習者の翻訳した初稿、グループ作業のディスカッション、

授業中の討論とアンケート調査などである。 

このコースデザインの観察ポイントは、学習者による翻訳成果である。まず 37 名

の学習者を 6 つのグループに分ける。各グループは授業が始まる前に、作品の原文

を中国語に試訳する。この部分は学習者の自主学習の範疇に入るもので、メンバー

と討論したうえで、決定版の訳文を教師に提出する。教師はそれらを授業前に添削

し、授業中にそれらの訳文を検討して解説を加える。学習者は原文を中国語に翻訳

するにあたって、各自さまざまな方法を利用して、難解な語彙や古語、古文を調べ、

未習得の文法や、長い文章の構成などを分析し解読する。要するに、教師は初めか

ら決まりごとを教えるのではなく、日本語の原文を中国語訳させることで、両言語

のスタイルや慣例の違いに学習者自身が自発的に気づくことを促すことが教学の

目的である。 

学習者は、グループ作業をとおして自主学習の習慣を身につけるかたわら、グル

ープ内で全員が合意するまで十分にディスカッションしなければならない。なかに

は、古文や和歌が含まれる小説もあるので、それらを中国語に翻訳する際にはいっ

そう工夫しなければならない。また日本語特有の文章表現にぶつかると、メンバー

とともにより正確な訳を見つけ、前後の文脈の関連性を理解するように努力しても
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らう。これらの作業は、語学力を磨くだけでなく、適切なウェブサイトや辞書、文

法書を探し出し、今後の学習を深化していくことにもつながっているのである。 

講義中、教師は学習者の誤訳、不自然な訳文などを検討したあと、作品への鑑賞

の要点を指示する。文学作品の翻訳は一般の翻訳と比較して、前後の文脈の読解は

より重要視されており、いかなるコンテクストで語られているのか、を完全に把握

する必要がある。そのためには、物語の構成ならびにその背後に潜まれる歴史と文

化の背景を認識すべきである。コンテクストを考慮してから、はじめて翻訳に進む。

そして最後に原文の芸術的な効果を再現するように訳文を工夫するのである。した

がって、作品の細部をより的確に理解させるために、教師は学生に訳文の適切さを

もとめるのみならず、内容の前後関係のコンテクストへの注意を喚起する。さらに、

登場人物の感情表現および口調などを配慮し、美学の観点から物語世界を慎重に吟

味するように導く。 

 

4．研究結果の分析 

4.1 翻訳の問題点 

 筆者は学習効果をより適切に把握するために、谷崎潤一郎の『富美子の足』を三

年連続で採用した。谷崎のこの作品は、全学期の六作のなかで、三つ目か四つ目に

取り上げられたものである。それまでに学習者たちは、少なくとも二つか三つの作

品を読んで翻訳を経験している。『富美子の足』では、足が好きな老人が、妾の富美

子の美しい足に戯れることに喜びを感じ、彼女の足に没頭する様子が描かれている。

同作品は、文章がいくぶん長く、難しい日本語の言い回しと、より複雑な描写が含

まれる。とりわけ、富美子の美しい足に関する描出は長く続き、抽象的な概念がま

ざっている。そのためでもあろうか、学習者はほかの作品よりもその内容を誤解し

やすく、誤訳する場合がしばしばある。 

上級レベルの日本語能力をもつ学習者が、日本の文学作品を中国語に翻訳する際

にもっとも困難な点として、感情表現が挙げられよう。2018 年から 2020 年にかけ

て学習者の翻訳結果をまとめれば、八割が前後の文脈のつながりが十分に把握でき

ず、登場人物の気持ちを誤解してしまっている。 

たとえば、老人が息絶える前に富美子に話した言葉は、二年間連続して誤訳され

ている。 

 

<原文> 

「お富美や、後生だからお前の足で、私の額の上をしばらくの間踏んでいておくれ。

そうしてくれれば私はもうこのまま死んでも恨みはない。……」（『谷崎潤一郎フ

ェティシズム小説集』集英社、2012.9、131 頁） 
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<訳文 1> 

「富美啊，因為你是後輩，你就應我的要求將腳放到我的額頭上一陣子吧！你那樣做

的話，我就能這麼死而無憾了⋯⋯」（2018） 

 

<訳文 2> 

「富美啊，因為你是晚輩，把你的腳踏上我的額頭來。如果這麼做，我就死而無憾了。」

（2019） 

 

要するに、日本語の「後生」を「後輩」と読み間違えてしまうのである。このよ

うな間違いは、原文が難しいから起こるのではない。辞書を調べて前後のコンテク

ストを確認することをせず、自身の語学力を過信してそのまま翻訳している結果だ

と言えよう。そのほか、この誤解は異なる文化理解の問題にも関連する。語学力の

レベルにかかわらず、このような文化への理解には多少想像力が必要となってくる

であろう。こうした文化理解の困難は、上級レベルの学習者でさえ適応できない場

合があるのである。 

 以上のような訳文からみれば、学習者がこのような情景を充分に認識していない

ことが察せられる。前述の状況は日本特有ではないので、日本的な文化要素とは言

えない。しかし、これは、谷崎潤一郎のフェティシズムの一端を表わす描写なので、

文章の前後の状況をきちんと把握する必要がある。そして、作品の全体をとおして、

登場人物の互いの関係をじっくり吟味するように、と教師は講義中に導く。 

 学習者は、こうした翻訳作業をとおして、言語能力のみならず、異なる文化への

理解も同時に鍛えられている。さらにグループ内で互いに討論した成果を授業前に

提出するため、翻訳の実践は授業外の学習となっているのである。 

 

4.2 チームワークの働き 

 個人作業ではなくあえてグループ作業に挑戦したのは、チームワークを強化する

という目的のほかに、日本語能力の高い学習者に日本語能力の低い学習者のサポー

トをさせるという目的もあった。この授業では中上級の日本語能力が要求される。

先述のように、履修生の約半数は N1 に合格しているが、残りの半数はそれ以下の

日本語能力である。あえて日本語能力のレベルの異なるメンバーを混ぜたグループ

によって翻訳に取り組むことで、日本語能力の低い学習者が畏縮するか、逆に良い

刺激を受けて進歩するか、一学期を通して観察した。 

筆者は一作目の翻訳終了後、直ちにアンケートをとった。はじめてのグループ翻

訳で仕事分担が順調にいかないところがあった。一学年に 4 クラス、約 200 名の学
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生のなかから「日本文学精読」を履修したのは 37 名で、1 組 6 名のメンバーのなか

には初対面の人もいる。こうした状況では、コミュニケーション力の強化も、ひと

つの試練になると思われる。 

グループ運営も自主学習の一環としてコースデザインしているので、役割分担や

時間配分も各組が自主管理する。担当者を仕事別で分ける場合もあれば、5 名が指

定される範囲の単語と翻訳を分担し、1 名はまとめ役だ、というやり方もある。一

作目の翻訳では、6 組のなかでまとめ役の 2 割が、締め切りを守らないメンバーに

対して無力感を覚えた、と回答した。しかし、チーム管理に混乱をきたしながらも、

翻訳問題に関しては、積極的に課題を解決する姿勢を示した。たとえば、頻繁に出

てくる古語や難解な文法、中国語の修飾などに困った場合、チームメンバーとしっ

かり討論する、というメンバーに頼る姿勢が多く見られる。さらに、より時間をか

けて何回も原文と訳文を読んだり、できる限りほかにも多くの作品を読んだりする、

という自発的で内省的な解決案も多く使用された。 

 そのほか、クラス全員のほとんどすべては翻訳の技法が上達したという。『富美

子の足』は三作目なので、グループ作業はある程度パターン化し、チームの経営と

働きはより安定していた。一学期に 6 つの作品を講読してから、筆者はグループ翻

訳の学習効果を評価するために、学期末にもう一度アンケート調査を行った。回収

された 33 部の結果はつぎのとおりである。 

 「事前の翻訳作業は作品の内容理解に役立ったのか」という質問に対して、5 点

満点で 4 点と 5 点と答えた人は 31 名で、全体の 94％を占めている。そのなかで 5

点「非常によい」と答えたのは 12 名で、全体の 36％を占めている。残りの 2 名が

3 点をつけたのは、グループ翻訳より個人で行ったほうがいいと思ったからである。

ここからわかるように、作品を講読する前の翻訳作業は肯定的に捉えられ、その効

果が学習者に認められたと言えよう。 

 つぎに、「グループで翻訳する作業は良かったのか」という質問にも、全体の 94％、

31 名が良かったと答えている。残りの 2 名のうち、1 名は個人でやりたいと述べ、

もう 1 人はいいところもあれば悪いところもあると述べている。良かったと答えた

履修者の回答は、「チームメンバーに恵まれた」、「負担が減った」、「友だちができ

た」「視野が広がった」「役に立った」「作品をより理解した」などの意見に集中して

いる。また、翻訳から学んだことについては、「単語の学習」「中日語の応用力」「翻

訳の技法」「言葉遣い」といった答えが多かった。さらに、日本語能力のより低い学

習者は、自主学習の際にグループで難解な文章や表現、文法などについて相談する

ことが、彼らにとって大いに刺激になり、役に立ったと述べている。このように、

グループ翻訳は文学教育の授業で有効だったと言えよう。 
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5．結びと今後の課題 

以上、アクティブラーニングの手法を用いたグループ翻訳による、学習者の読解

力および自主学習力の向上について検証してきた。読解力については、上級レベル

の学習者も、中級レベルの学習者も、それぞれのレベルに合わせて能力を向上させ

ることができた。また、学習者はグループ学習のプロセスで使命感と達成感を覚え、

学習動機を高めることもできた。また、文学教育におけるグループ翻訳の有効性も

証明できた。今後は協働学習のさらなる効果を検証し、日本語文学教育を学習者の

核心的なリテラシーの養成に不可欠な手段とするべく努力したい。 
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日本で働く台湾人日本語学習経験者の語りから日本語教育への再考 

―“使い捨て”日本語人材からの脱出― 

羅曉勤 

Rethinking Japanese language education from the narratives of Taiwanese Japanese 

learners working in Japan 

-Escape from "disposable" Japanese human resources- 

 

羅曉勤 

Lo Hsiao Chin 

 

銘傳大学 

Ming Chuan University 

 

1. はじめに 

台湾の雑誌「遠見」2019 年 5月号・395期は、2019年に「ワーキングホリデー制

度」を利用した日本への入国者は 1 万人強で、そのうちの 3 分の 1が台湾人だ、と

報じている。このように、「ワーキングホリデー」のビザ発給枠の拡大や、入管法の

改正などの影響により、日本で就労する卒業生が増加することが予想されるのであ

る。そこで、こうした異文化間におけるビジネスコミュニケーションが、再注目さ

れるようになってきている。あらためて、異文化間におけるビジネスコミュニケー

ションを教育現場に取り入れるときの在り方について再考する必要があると考え、

本発表はこのような立場から出発するものでもある。 

 

2今までのビジネス日本語への再考から 

2.1 台湾におけるビジネス日本語教育 

実は、台湾における日本語教育では、早くから、職場における日本語使用が広く

重要視され、教育や研究の分野としても確立された（李 2012、葉 2019）。ただ、近

藤（1998）や立川（2013）が指摘しているように、台湾のビジネス日本語教育にお

いても、ビジネス現場や実社会で活躍できる人材の育成を目指す日本語教育やその

現場では、さまざまな工夫がなされているものの、日本語力の養成においては、依

然、言語技能の養成や言語形式を重視したものが主流だという現象がみられる。も

ちろん、モデル会話のような日本語能力の育成も重要であることは間違いない。だ

が、実際のビジネスコミュニケーションで生じるさまざまな問題には、あまり着目

していないのが現状なのである。 
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2.2 コンフリクトを導入するビジネス日本語教育について 

kondoh& Kim（2012）は、ビジネス場面におけるコンフリクトの事例を用いて、

日本語学習者が協働でビジネスコミュニケーション上の問題点や問題の解決策を

討論しながら考えるといった、ケースメソッドに基づく学習方法、いわゆるケース

学習というアプローチの重要性を唱えている。言い換えれば、ケース学習が目指し

ているのは、日本語力の育成のみならず、「協働力」や「問題発見・解決力」の育成

を念頭に置いた日本語学習なのである。 

 

3. ケースメソッド教授法および日本語教育との関わり 

磯島（2013，p.75）の定義によれば、ケースメソッドとは、参加者が判断や対処

を求められるケースを教材とし、学習者がケースの当事者の立場に立って、自分な

らどのように行動すべきかを考え、自身の考えに基づき討論をすることで、その判

断する力を養うことを目的とした、問題を発見したりそれを解決したりする能力を

育成する、参加型の学習方法だとしている。そこで、本発表では、台湾人日本語人

材が職場で遭遇するケースをインタビュー手法で収集した上で、そのデータを分析

し、ケース教材を作成することを目的とするものである。そして、ケース作成の面

においては、「ケースメソッド教授法」のケース作成で強調されている、意思決定、

分析が必要とされる要素が必須であることと、「学びの共同体」の構築を重視して

いるケースメソッド運営上の「個人予習―グループ討議―教師をディスカッション

リーダーとするクラス討議」といった運営上のステップを堅持するとの考えから、

ケースメソッド教授法という名称を用いることにした。 

4. ケース作成を目的としたコンフリクトの調査について 

4.1 調査の具体的な方法：インタビューによる調査 

コンフリクトの調査は、主にインタビューによるものとし、具体的には、日本で

活躍している台湾出身者にコンタクトを取った上で、一人に対して1～2時間程度

（平均1時間半）の半構造化インタビューを実施するものである。調査は、2018年10

月16日～20年12月31日に実施し、計26人（女性17人・男性9人）にインタビューがで

きた。ただ、このうち、全26人中3人については、最初の滞在資格が労働関連ではな

かったり、日本語を専攻としていない卒業生であったりという理由から、そのデー

タを分析の対象から除外することとし、実際の分析対象は、23人（女性14人・男性

9人）となった。 

 

4.2 インタビューの分析手法および分析結果 

実際のインタビューは、主に、①大学での専門・卒業年度・来日時期、②来日の

動機・最初の滞在先・入国（滞在）資格、③来日後の職歴や職務―といった、調査
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協力者の基本的なデータを把握するためのパートと、④就業期間中の出来事―とい

った、コンフリクトを取り出すことを主眼としたパートに分けることができる。イ

ンタビューで得られたデータを、ナラティブ・アプローチに基づき、分析を行った。

なお、データの分析にナラティブ・アプローチを援用したのは、ナラティブ・アプ

ローチは、「物語」や「語り」を通して、人間の行為を理解するのに有効なアプロー

チとして採用されてきた（野口，2009；保坂，2000）からである。 

4.2.1 台湾人日本語使用者の“ジャパン・ドリーム” 

 語りとして出てきたのは、「日本語を専攻としたので、日本で生活してみた

い」、「日本語学科の学生なので、日本で仕事してみたい」などと言った日本語人

としての自分と関連している語りが多く見られた。彼らの語りから見えてきたの

は、彼らのジャパン・ドリームは、NHK取材班（2017）で述べた「技能実習生」

として、一攫千金という夢を持って渡日した外国人労働者と違い、どちらかとい

うと、日本語学習者だった自分を日本での暮らしを通して、日本語人としての自

分を構築・再構築するために、日本に渡った語りが多かったのである。また、日

本で働く・日本に住んでいるというステータスを持つことの重要性も語りの中か

らよく見られる。今後、このようなジャパン・ドリームを持ち、日本に渡る学習

者も増えていくのであろう。よって、ジャパンドリームが悪夢にならないように

教育で何ができるのかをコンフリクトへの理解から考えてみることがその可能性

が見えてくると願っている。では、どのようなコンフリクトがあるのかを見てみ

よう。 

4.2.2個人資料から見られた在日台湾人の労働特徴 

「最初の滞在先」は以下のようにまとめた。 

 

表1 最初の滞在先 

滞在先 東京 大阪 京都 静岡 長野 熊本 北海道 合計 

人数 13 5 3 2 1 1 1 26 

割合 50.0％ 19.2％ 11.5％ 7.7％ 3.8％ 3.8％ 3.8％ 100.0％1 

 

表1と、日本の厚生労働省が2020年10月に発表した「外国人雇用状況」の報告2と

比較すると、東京や大阪に集中しているといった同様の傾向が見られた。 

続いて、「最初の職業」について検討すべく、当該データについて整理したもの

を、以下に表2として提示する。 

 

 
1 端数の関係で内訳の計と合計が一致しない場合がある。 
2 日本厚生労働省「外国人雇用状況」【本文】より。https://www.mhlw.go.jp/content/11655000/0007291

16.pdf（2021年 1月 29日更新） 
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表2 最初の職業 

職業 人数 割合 

ホテル 6 20.0％ 

ショップ販売 5 16.7％ 

アパレル 5 16.7％ 

飲食店 3 10.0％ 

工場作業員 2 6.7％ 

デパート（免税通訳） 2 6.7％ 

学生 2 6.7％ 

カウンセリング 1 3.3％ 

着物体験 1 3.3％ 

代行  1 3.3％ 

旅行代理店 1 3.3％ 

映像制作 1 3.3％ 

合計 303 100.0％4 

 

表2から見れば、まず、今回の調査協力者においては、ホテルで勤務するものが多

く見られる。ただ、一言にホテル勤務といっても、職務から見た場合、2011～13年

ではホール業務が、2014年以降はフロント業務がそれぞれ多く、その傾向に相違が

見られた。また、2014年以降においては、中国語話者の観光客を対象にサービスを

提供する、ショップやアパレル関連での販売業務、飲食店などでの職務に従事する

者が多く見られ、こうした業種で外国人日本語人材が求められるようになったこと

が分かる。そして、こうした状況が生まれた背景には、21世紀の日本の発展には観

光立国の実現が不可欠かつ重要であるとの考えから、「観光立国推進基本法」が2007

年に施行された以降、例えば、2009年7月に中国に対して個人観光客の訪日査証が

解禁されるなどといった、観光立国を目指すさまざまな動きによるところが大きい

と考えられる。また、少子高齢化による労働人口不足が懸念される日本は、2009年

4月に入管法を改正し、外国人が就労できる新たな在留資格を設けた。さらに、こう

した動きはその後も続き、今後、ますます、外国人の日本での就労形態も多様化す

ることが予測されよう。そうすると、日本社会で外国人が就労するに際し、どのよ

うなコンフリクトが生じ、それに対してどう対応すべきであるかといった教えは、

教育現場で取り上げられるべき課題の一つだと言えよう。 

 

4.2.3 コンフリクトの種類 

本論研究においては、インタビューで得られたデータを、ナラティブ・アプロー

チに基づき、分析を行った。データを分析するに際しては、その手順を、灘光ほか

 
3 複数の職業に就いている調査業力者がいるため、調査協力者の人数の合計と一致しないことをお

断りしておく。 
4 端数の関係で内訳の計と合計が一致しない場合がある。 
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（2014）に基づき設定した。具体的には、まず、インタビューで得られたデータを

文字化した上で「逐語分析」し、それらの中から類似した特徴を持つものを一つの

グループにするといった、いわゆるカテゴリー化し、それぞれのカテゴリーに「コ

ンフリクトのタイプ」としての名称を付した。さらに、それぞれのカテゴリーに属

しているストーリーラインを抽出し、「ケース名」を付した。では、こうして得られ

た分析結果を整理したものを、以下に表3とし提示する。 

 

表3 コンフリクトの種類とケース名 

コンフリクトのタイプ 

（カテゴリー） 
ケース名（ストーリーライン） 

(A)時間に対する認識 

①勤務時間は 9時からなのに（アパレル・着物体験）5 

②休憩時間は 60分じゃないの（デパート販売・飲食業ホテル） 

③タイムカードはいつ打てばいいの（アパレル・着物体験） 

④サービス残業って（アパレル） 

(B)新人研修 

①説明を聞いただけではよく分からない（アパレル・ホテルフロン
ト） 

②研修がなくていきなり現場に（アパレル・飲食業・ホテルホール） 
③私は何をすればいいの（アパレル・ホテル） 

④短い期間内で業務内容を全部把握するの（アパレル・ホテル） 

(C)社会・会社の制度 

①年功序列でいいのか（ホテルフロント） 

②頑張っても業績にならないの（アパレル） 

③もっと効率のよいやり方があるのでは（輸入代行・販売） 

④正社員になると月給が減る（アパレル・免税通訳） 

(D)人間関係 

①どこがダメなのかを教えて（デパート販売） 

②どうして服装のことを言われなければならないの（ホテル） 

③同僚は友達になれないのか（アパレル） 

④異文化チーム内における仕事への認識（コンサルティング・アパレ
ル） 

 

4.2.3.1 「時間に対する認識」として語られたコンフリクト 

「(A)時間に対する認識」で見られたコンフリクトのストーリーラインは、①勤務

時間は 9時からなのに（アパレル・着物体験）、②休憩時間は 60 分じゃないの（デ

パート販売・飲食業・ホテル）、③タイムカードはいつ打てばいいの（アパレル・着

物体験）、④サービス残業って（アパレル）―の四つで、勤務の時間、もしくは開始

や終了といった、勤務時間に対する認識の違いから生じたコンフリクトである。そ

して、調査協力者の語りには、〔郷に入れば郷に従え〕6といったものもあるが、ど

ちらかというと仕方なく受け入れているといった姿勢が示されたり、〔指定された

労働時間に入ればいいのに、なぜ、早くに現場入りしたり、サービス残業を求めら

れたりするのが分からない〕〔超過した分に対しての給料が払われていない〕とい

 
5 ケース名の後に付した（ ）は、該当するコンフリクトを語った調査協力者の職業を示すもの

で、一部は略して表記する。以下、本文中を含め同様とする。 
6 インタビューの語りから抽出した発言は〔〕で表示する。 
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った語りが見られた。また、中には、職場の同僚の声として、〔シフト通りに入ると、

開店前の準備が終わらないので、やはり早めに入ってほしい〕〔準備時間をシフト

表に表していないのは、会社の暗黙的なルール〕といったことを語った調査協力者

もいる。以上のような語りから、こうしたタイプのコンフリクトを対象に異文化理

解を深めるべく、ケースを作成するにおいては、日本人や日本というステレオタイ

プから脱出するために、職場や現場においては「上司」と「部下」といった立場の

違いにより、「時間に対する認識」が相違することがあり、それらを検討できるよう

なものとなるようしたいと考える。また、会社や職場において、システムや制度の

改正や、それをどのように行っていくべきか、といった議論に発展できるようなケ

ースが作成できるように心掛けたいと思う。 

 

4.2.3.2「新人研修」として語られたコンフリクト 

「(B)新人研修」で見られたコンフリクトのストリーラインは、①説明を聞いただ

けではよく分からない（アパレル・ホテルフロント）、②研修がなくていきなり現場

に（アパレル・飲食業・ホテルホール）、③私は何をすればよいの（アパレル・ホテ

ル）、④短い期間内で業務内容を全部把握するの（アパレル・ホテル）―の四つで、

いずれも、それらの仕事に携わった初期の頃に見られたコンフリクトであり、この

うち、ストーリーラインからは、①と④の入社後の研修やその方法に疑問を持つも

のと、②や③のような入社後の研修がなくて、いきなり現場で即戦力としての働き

が求められて戸惑いを感じるものの二つに大別できよう。このうち、前者に関して

は、〔会社は教えてくれる先輩のところに配属してくれたが、先輩にも先輩の仕事

があり、初日は先輩と一緒に、当日に先輩が担当する仕事内容の説明を聞きながら、

棚卸しや商品の補充などといった仕事をアシストしたが、その場で言われたことは

分かるが、翌日に商品の補充を任されたものの、倉庫までの行き方や倉庫での商品

の配列が分からなくて、仕事に時間がかかってしまい、怒られてしまった〕〔1週間

の研修期間があったが、業務内容で覚えなければならないことが多すぎる上、教え

られたことを、翌日、すぐにテストされてしまうことになっている。私の場合は、

研修の内容や冊子に書かれた内容から原則を見つけて、翌日のテストに臨んだが、

真面目ではないと評価されて、結構ショックだった。店舗の形態によって細かい規

定があることは分かるが、配属される店舗が分からない中で、それぞれの店舗の規

定を覚える意味が分からない〕などといった語りが見られた。そして、こうした語

りからは、体系化されていない新人研修への戸惑いや、体系化された新人研修があ

るものの、その指導する内容の優先度や順序、評価やフィードバックの方法に疑問

を抱いたということが理解できよう。 



170 

 

また、後者の現場での即戦力としての働きが求められた戸惑いに関する語りとし

て、〔最初は、日本語能力が認められて、有名なアパレルショップで接客の仕事がで

きたのはとてもうれしく思っているが、入店して初日に、周りの同僚の動きを見な

がら、仕事をしてくださいと言われて、アルバイトをしたことのない私は戸惑った。

その後、ある先輩のまねをして、ずっと店舗の入り口に立って、客の出入りに合わ

せてドアの開け閉めという仕事を自らするようになった。気が利いた仕事をしてい

る自分がいると感じ、喜んでいた。しかし 1週間後、店長に呼ばれて、なぜ、ドア

の開け閉めばかりしているのかと聞かれた。そうすると、ある先輩がその仕事をし

ていたのを見て、まねしたと伝えたら、その先輩が不真面目でクビになったという

話を聞かされてショックだった。その後、店長が指導役になってくれて、いろいろ

と教えてくれて、評価もしてくれた〕〔観光地の有名な商店街にある飲食店でのバ

イトで、接客を任されたが、店のメニューもまだ全部覚えていなかったし、覚えた

料理名があったとしても、どんな料理なのかを中国語でも説明できなかったし、結

構、挫折感が大きかった〕などといったものがあった。観光立国を目指す日本では、

観光関連業界での人手不足や、外国人観光客への対応といった理由から、外国人の

雇用も増加していよう。そして、外国人観光客への対応といった点においては、日

本語力＝即戦力だと考えられがちかもしれない。しかし、先に挙げた語りからは、

たとえ、相応の日本語力があったとしても、そのことだけで、即、戦力として活躍

できるわけではないということである。また、日本語や職務上の専門的な内容を理

解し、それを即座に対象言語で伝えることも、決して、容易ではなかろう。こうし

た点から考えれば、従来、企業や職場での研修をあまり行っていなかった業界にお

いても、こうした課題について理解が深まることを期待する一方で、商社などでの

ビジネスシーンをイメージとした内外でのビジネス日本語授業においても、あらた

めて、取り扱う業種の範囲を考える必要があるのではないかと強く考える次第であ

る。 

 

4.2.3.3 「社会・会社の制度」として語られたコンフリクト 

「(C)社会・会社の制度」で見られたコンフリクトのストーリーラインは①年功序

列でいいのか（ホテルフロント）、②頑張っても業績にならないの（アパレル）、③も

っと効率のよいやり方があるのでは（輸入代行・販売）、④正社員になると月給が減

る（アパレル・免税通訳）―の四つで、いずれも、雇われる側から見た組織に対する

思いである。なお、ここでは特に、調査協力者たちの仕事への意欲が、アルバイトや

派遣社員の身分であるが故に、入社後や会社の制度の影響で変化していく②と④に

関する語りに着目したい。具体的には〔日本での仕事は、バイトか派遣社員といった

身分がほとんどであり、これらの身分の場合には、福利厚生などがなくて、いくら営
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業を頑張ってもボーナスなどにつながる販売業績に反映されないので、時々、何のた

めに頑張っているのか、分からないことがある〕〔滞在ビザの有効期間が終了する前

に、正社員にならないかという誘いがあったが、福利厚生が付いてくるものの、毎月

の手取りはバイトや派遣より低い。その手取り金額だと、生活が苦しくなるというこ

とで、悩んだ末、断ることにした。やはり、一定の生活を保つことができる給料がい

い〕といった、日本の労働市場に関する実態を語ったものである。なお、こうした問

題は、外国人労働においてのみ存在するものではなく、高橋（2013）が指摘するよう

に、日本の若者の就職においても見られる現状だと言えよう。そのため、学習を通し

て、こうしたコンフリクトを理解しても、問題そのものが解決するものではないかも

しれない。しかし、学習者のキャリア形成への意識の育成や向上、あるいは社会の一

員として、もしくは労働者として、自らの声をどのように組織や世の中に送り出し、

よりよい社会作りにつなげるかといったことを考えるきっかけになると思われ、ケ

ースとして取り上げたいと考える。 

 

4.2.3.4 「人間関係」として語られたコンフリクト 

「(D)人間関係」で見られたコンフリクトのストーリーラインは、①どこがダメな

のかを教えて（デパート販売）、②どうして服装のことを言われなければならない

の（ホテル）、③同僚は友達になれないのか（アパレル）、④異文化チーム内におけ

る仕事への認識（コンサルティング・アパレル）―の四つで、いずれも、調査協力

者が職場で感じた人間関係に関するものである。そして、調査協力者の具体的な語

りは、〔もともと、その日本人の店長との仲が良かったのです。でも、ある日から、

急に無視されるようになった。ある日、休憩室での出来事で、サンプルなどの備品

を用意している時、店長が入ってきだが、何も言わずに作業中のものを取って出て

いった。かなりショックだった。何がいけないのかをはっきりと言ってくれればい

いのにと思った〕〔会社である同僚と結構おしゃべりするようになり、ある日、勤務

時間以外もどこかへご飯を食べに行こうねという話が出てきたので、次の休みの日

が一緒なので、ラインの交換をしようと思ったら、断られた。友達になったじゃな

いのかと困惑していた〕〔人材育成コンサルティング会社で、外国人のバイトをま

とめる役を任されるようになった。仕事の内容は外国人のバイトと一緒にイベント

会場や会場で使う資料の準備などである。毎回ドキドキ、ハラハラしていた。なぜ

なら、私は前もって仕事を完了し、余裕を持ってイベントに臨みたいので、サービ

ス残業をしてでも前もって完了しておきたいが、チーム内のメンバーの○○人が、

シフト時間内でしか仕事をしないというスタンスで、定刻で出社したり退社したり

で、彼らと一緒に仕事をすると、ストレスがたまる〕といったものである。そして、

集団内の人間関係の構築や維持に関するこうした問題は、「(A)時間に対する認識」
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のタイプと同様に、国や地域が異なるといった二項対立から脱出し、価値観の個人

的な違いを理解し、それにどう対処するかといった考えら導くようなケースの作成

が必要だと言えよう。 

 

4.3 コンフリクト事例のまとめ 

本論研究の調査で収集されたケースの内容を、より詳細に検討すれば、文化的な

コンフリクトという面においては、氷山の一角といった様相であるかもしれない。

しかし、本論で挙げたコンフリクトから検討した場合、例えば、「(A)時間に対する

認識」は、組織でのポジションや立場の違いによって、その認識が異なったり変化

したりといった傾向があることが理解できよう。また、「(B)新人研修」においては、

「働く」ことへのイメージ形成や、組織内での研修の在り方に関連する語りが見ら

れ、「(C)社会・会社の制度」においても、新人の立場であるが故に生じるコンフリ

クトと、そこから見える会社の組織、ルール、手順などについての疑問といった構

図が観察できよう。さらに、「(D)人間関係」においては、国や地域、もしくは文化

が異なるからといった、いわゆる、ステレオタイプを見つめ直すきっかけとなる内

容が示唆されよう。つまり、いずれも、ケースとして討議ができる要素が含まれて

いると考えられるもので、今後、これらのケースに基づき教材を作成にあたり、髙

木（2001）・竹内（2010）が述べたように、示されるケースには教育上で取り上げる

べき何らかの訓練的主題の提示が必要だという点に考慮し、ケース教材を作成した

いと考える。 

 

5．今後の予定 

本論研究の成果については、ケース教材の作成を主体に、日本語人材育成を目

的とした授業活動や実践へ積極的に還元しつつ、引き続き、日本語人材として活

躍する卒業生などからを対象とした調査を継続するのはもちろん、現場の学習者

からもフィードバックを得るなどし、ケースデータや教材の充実化と有用性の向

上を図りたいと思う。 

そして、最終的には、充実した内容のケースを整理して、ケースごとの学習項目

や対象、その使用や導入の方法などを網羅したコンテンツとして出版するなどし、

より広い範囲への還元を目指すとともに、21世紀を担うことのできる日本語人材を

より幅広く育成すべく、ケース教材やケースメソッド教授法の教育現場への導入な

どに関する研修会への参画などを通じ、志を同じくする教育関係者やその現場の一

助になりたいと考える次第である。 
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1.  はじめに 

 

Content-Based Instruction (CBI)によって内容と言語学習が統合されたカリキュ 

ラムをデザインするためには、内容学習と言語学習の目標を明確に設定し、目標

達成のために教材、タスク、評価法の選択を注意深くすることが重要である。本

稿では、米国東海岸にある私立大学の中級日本語コースにおいて行った CBI に

よるカリキュラムデザインの中で、特に内容と言語の両面を評価するために試み

た、Integrated Performance Assessment (IPA) の CBI への応用について論じる。解

釈・対話・発表という三つのコミュニケーションモードに応じてタスクをデザイ

ンし、そのサイクルの中で形成的評価・総括的評価を試みる IPA は、ユニット

を統括するテーマのもとにタスクデザインを行うことと、内容学習の評価も組み

入れることで、CBI における有効な評価法となると考える(Tedick & Cammarata, 

2010)。 

 

2.   教授法の変遷と評価法の再考 

 

1980 年代、言語教育における教授法は、それまでの語彙力や文法の正確さな 

ど、言語知識の習得に主眼をおく教授法（文法翻訳法、オーディオリンガル法）

から、コミュニケーション能力や言語運用能力など、言語を使用する能力の習得

を目指す教授法（コミュニカティブ・アプローチ、言語能力中心のアプローチ）

へと大きく変化した(Adair-Hauck et al., 2006)。それに伴い、評価法も言語知識や

正確性を数値化する測定法から、ACTFL-OPI、CEFR (Common European 

Framework of Reference for Languages）, Can-Do Statements などを熟達度の基準とし

て目標到達度を測るものへと変化してきた(市嶋 2013)。また、2000 年代以降

は、社会文化学的言語観・言語習得観に基づき、協働的な活動の中での学習者

個々の学習過程を評価し、また学習者自身も主体的に自らの学びを評価する、自

己評価、ピア評価、ポートフォリオ、ダイナミックアセスメント、といった代替

評価表も導入されてきている(佐藤・熊谷 2010; 義永 2011)。しかし、実際のクラ

ス内評価の実態をみると、教授法の変化に評価法の変化がおいついておらず、未

だ語彙や文法の習得を測る評価法が主流を占めている(Wiggins, 1998; Tedick, 

2002)。教育目標、それに到達するための教育実践（教授法及び学習活動）、及

び評価法は密接な関係になければならない（Tedick, 2002)。そして、現状として
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存在する評価法の乖離を埋めるためには、言語の知識だけではなく、学習者が言

語を使って何ができるのかにも焦点を置いて評価する、つまり Performance-based

の評価法が必要になる (Adair-Hauck et al., 2006; Tedick, 2002; Wiggins, 1998)。こ

のような評価法における課題に対応するべく、ACTFL はスタンダーズを基にし

た Performance-based の評価法である Integrated Performance Assessment(IPA)を作

成した。以下に IPA についての詳細を述べる。 

  

3.    ACTFL IPA とは  

3.1  IPA の目的 

 

 IPA は、ACTFL によって作成されたクラス内評価ツールで、学習者が ACTFL 

のスタンダーズのゴールに向けてどのくらい上達したかを測るものである。その

目的は、①教師と学習者の両方に、学習者の強い点と、スタンダーズの示すゴー

ル到達のためにこれからさらに伸ばしていくべき技能を示すこと②学生のニーズ

を満たすために教師が今後の指導案を修正していくことを助けることである

(Adair-Hauck et al., 2006)。 
 

3.2   IPAの構造と内容 

 

 図１が示すように、この評価ユニットは、スタンダーズの５Cの一つである

Communicationの三つのモード：解釈モード (interpretive)、対話モード

(interpersonal)、発表モード(presentational)、のそれぞれのモードに応じた三つの

タスクで編成されている。まず一つ目の解釈モードのタスクでは、IPAユニット

のテーマに関連した生教材を読んだり、聞いたり、見たりして、その内容を理解

する。IPAユニットのマルチタスクを遂行していく上で必要な情報を得ることに

なる。次の対話モードのタスクでは、学生はペアあるいはグループに分かれ、与

えられた課題を遂行するために、口頭での質問と返答を通して相互交渉をはか

り、必要な情報の提供と取得を行う。最後の発表モードでは、前の二つのタスク

で得た情報を資源として、IPAユニットのテーマに関する口頭発表をする。これ

はそのIPAユニットを総括するタスクとなる。 

 
図１ Integrated Performance Assessment: A Cyclical Approach 

          Source: Adair-Hauck, Glisan, Koda, Swender & Sandrock, 2006, P.366. 
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3.3.  IPAの特徴 

 

IPAの特徴は、循環的アプローチをとるようにデザインされていることにあ

る。三つのタスクは、一つのテーマのもとに、学生たちが現実の生活の中で実際

に出会うような問題・課題に対する答えを見つけるようにデザインされている。

そしてその問題を解決する、課題を遂行するために自然な流れでCommunication

の三つのモードでの言語活動を行うようにデザインされている。その過程で、一

つのタスクで得た情報や答えが次のタスクを遂行する上で必要な資源となるよう

に、三つのタスクは緊密に関連し合い、お互いの上に成り立つ立体的構造として

組み立てられている。そして、その過程の中でタスクが終わるごとに学生に形成

的評価を与える機会が設けられている。IPAユニットの中に組み込まれたこの 

“feedback loop”と呼ばれる形成的評価は、学生の改善点を明らかにし、次のタス

ク遂行を助ける足がかりとなり、これを繰り返すことによって学生の学習が進

み、ユニットの総括となる最終タスクが完遂できることになる。 

この背景にあるのは、本稿２. 「教授法の変遷と評価法の再考」で述べたよう

に、スタンダーズに示されるようなゴールオリエントの教授及び学習活動が進ん

でいるのに対し、それを妥当性・信頼性をもって測れるような評価法の確立はな

かなか進んでいないことである。IPAは、このギャップを埋めるべく、カリキュ

ラムと教授法と評価法の三つの要素が緊密に繋がることを意図している(Adair-

Hauck et al., 2006)。 

もう一つの重要な背景は、Wiggins (1998)が報告しているように、学生のパフ

ォーマンスを改善するためには質のよいfeedbackが不可欠になるという、形成的

評価の重要性を示す近年の評価法に関する研究結果が多く見られることである。

IPAは、評価の目的として、学生のパフォーマンスの査定にとどまらず、学生の

パフォーマンスを改善し、学習を支援することにも重きを置いている。 

  

4.     CBI への IPA の応用 

4.1   CBI アプローチによるカリキュラムデザイン 

 

CBI は、言語教育におけるアプローチであり、確立された標準となるようなメ

ソッドではない。従って、言語教師が、それぞれの教育現場でのニーズに基づい

て、どのように CBI をカリキュラムデザインに用いるか工夫しているのが現状

ではないだろうか。Tedick and Cammarata (2010) は、CBI によるカリキュラムデ

ザインの枠組みになるものとして、ミネソタ大学の The Center for Advanced 

Research on Language Acquisition (CARLA)の Content-Based Language Teaching with 

Technology (CoBaLTT)を紹介している。 CARLA は、言語教育の向上を目的と

し、言語教育に関する様々な研究プログラムを行なっているが、CoBaLTT はそ

のうちの一つで、CBI アプローチでどのようにカリキュラムを作成していけばよ

いか、Modules によって具体的にステップで示している。本稿で述べる CBI カリ

キュラムにおける IPA の応用に際し、この CoBaLTT を主に参考とした。 

 

4.2   CBI におけるアセスメント 
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 前述の CoBaLTT の Modules の一つである”Assessment for CBI”の中で、Tedick 

and Cammarata (Last modified in 2019)は、CBI においては、評価をするためのタス

クとツールは、内容学習と言語学習の両面を評価することが重要であると述べて

いる。そして、そのために最も適している評価法は、学習者が内容について学ん

だことを意味ある言語活動を通して示せるような評価タスクを行うものであると

する。そして、その例として、口頭発表、レポート、プロジェクト、ACTFL の

IPA 等を挙げている。その中で特に IPA は、CBI に導入するために修正を加える

ことで、非常に有効な評価法となり得ると述べている。 

 

4.3.   IPA の CBI への導入 

4.3.1 IPA の修正 

 

 Tedick and Cammarata (Last modified in 2019)によれば、IPA が CBI において効

果的に使用されるためには、以下の四つの修正が必要である。 

① IPA で使われるテーマは、独立したものではなく、CBI のカリキュラムユニ

ットにおけるテーマに沿うものにする。（IPA ではテーマはカリキュラムに

関係ないもので良い。） 

② 評価タスクとツールは、言語学習だけではなく、内容学習も測るものにす

る。（IPA は根本的に言語学習の評価をするためのものである。） 

③ タスクを行う順番を、解釈モード→対話モード→発表モードから、解釈モー

ド→発表モード→対話モードに変える（その場で自然発生的に情報交換をし

なければいけない対話モードでのタスクは、特に言語能力の低い初級の学生

にとって負担となる。発表モードでのタスクを先にした方が、内容学習がさ

らに進み、語彙や文型の練習もできる）。 

④ ACTFL スタンターズの５C のうちのコミュニケーション以外の C の要素も組

み入れるようにする。（IPA ではコミュニケーションの三つのモードのみに

焦点をおいている。） 

以上の４点の修正を加えた後の CBI における IPA モデルは図２のようになる。 

                  
   
                   図２ CBI における IPA モデル 

           Source: Tedeick & Cammarata in CoBaLTT  

https://carla.umn.edu/cobaltt/modules/assessment/ipa/index.html 

https://carla.umn.edu/cobaltt/modules/assessment/ipa/index.html
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4.3.2 CBI における IPA モデルの組み立て方 

 では、実際に CBI においてどのように IPA モデルを組み立てていけばよいだ

ろうか。前述した CoBaLTT には、Virtual Assessment Center(VAC)という learning 

modules がある。この modules は、評価において何をなぜどう測るのかといった

問いに始まり、言語教師が段階を追って CBI において IPA モデルを組み立てる

のを助けるようになっている。本稿で紹介する CBI における IPA の実施例は、

この VAC も参考にした。 

 CBI ユニットに IPA モデルを応用するにあたり、基本的にバックワードデザイ

ンを用い、以下の手順で行った。 

 

① ACTFL のスタンダーズを参照した。 

② CBI ユニットのテーマと、テーマを深めるためのサブトピックを二つ設定

し、IPA のタスクとなる質問を三つ決めた。 

③ CBI ユニットの内容学習目標、言語学習目標、文化学習目標を決めた。 

④ ③で設定した三つの学習目標に到達できたかを測る発表モードの総括的評価

のためのタスクとツール（ルーブリクス）を考えた。 

⑤ 解釈モードのタスクに使用する、テーマ学習を進める教材を選んだ。 

⑥ ⑤を使って解釈モードのタスクを考え、形成的評価・総括的評価のためのツ

ール（聴解ワークシート、内容質問、表現の練習ワークシートなど）を準備

した。 

⑦ 対話モードのタスクと、形成的評価のためのツールを考えた。 

 

実際に三つのコミュニケーションモードによるタスクを CBI ユニットの中で

どのようにデザインしたかについては、次の実践概要で詳しく述べる。 

 

5.   実践概要 

5.1  コース概要   

 

本稿で述べる IPA モデルの CBI への導入は、米国東海岸の私立大学の中級日

本語コースの 2020年秋学期に行われた。当校では 1年生では『みんなの日本

語』１課〜32課、2年生では秋学期に『みんなの日本語』33課〜48課、春学期

に『飛躍』を使用している。3年生では、2016年からそれまで使用していた市販

の教科書を使ったカリキュラムから、CBI アプローチ、及び Multilitelacies 教授

法の枠組みを使ったカリキュラムへと、新しいカリキュラムの編成を進めてい

る。このカリキュラムは、テーマごとに 10 のユニットで構成されており、本稿

で扱うユニットは、そのうちの秋学期のユニットの一つで、「言葉」をテーマと

している。3年生秋学期のコースは、14週間にわたり週 4回授業があり、各授業

時間は 65分である。当ユニットには全 10回の授業を費やした。履修学生数は、

２セクション合わせて計 20名であった。 

 

5.2   CBI に IPA を導入した実際のユニット 
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5.2.1 テーマ、サブトピック、タスク遂行のための質問 

 

   テーマ：言葉 

   サブトピック：言葉の変化、言葉と文化 

   タスク遂行のための質問： 

① 言葉は規範的なものであるべきか、それとも変化を認めるべきか。 

② 言葉にどのように文化が反映されているか。 

③ 言葉遣いには、政治的、社会的な力関係がどのように現れているか。 

  

5.2.2 学習目標   

 

内容学習と言語学習を統合し、両面を評価するために、それぞれの学習目標を

次のように設定した。 

 

内容学習目標 

① 言葉遣いについて、文化的、社会的視点等から分析できるようになる。        

② 言葉の使用における多様性を認識できる。 

 

言語学習目標 

① 論説文、インタビューの書き起こし文、舞台劇の脚本などのジャンルの特徴

(語彙、表現、文法、形式、スタイルなどの構成要素)について学び、読んだ

り、見たりして、その内容が理解できる（意味構築ができる）ようになる。 

② 学んだジャンルを使って、自分の伝えたい内容が、段落で書いたり、話した

りできるようになる。 

 

文化学習目標 

① 日本語に見られる日本文化、日本社会、言語使用を、自国または他国と比較

し、異なる点／共通する点について理解を深める。 

 

 

5.2.3. CBI ユニットにおける三つのコミュニケーションモードに沿ったタスク 

 

①  解釈モードのタスク 

a. 舞台劇『ら抜きの殺意』（永井愛作、和田紀彦演出、劇団うりんこアトリ 

  エ公演）の一部（2分 30秒）を見る。 

 

   大まかな内容が把握できているかを評価するために聴解タスクシートを使 

用し（場所はどこか、登場人物二人は何について言い争っているのか、 

それは言葉のどういう現象を示しているのか、母国語に同じ現象を示す例 

があるか）、形成的評価を与えた。 
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  b.『ら抜きの殺意』のスクリプトを読む。 

 

    登場人物二人の言葉の使い方についての考えを読み取るための質問をし、 

その後、学生は自分はどちらの考え方に賛成か議論した。教師は口頭での

フィードバックを与えた。 

 

  c.「ら抜き」言葉についての論説文「『ら抜き』言葉多数派に」（毎日新 

    聞 2017年 1月 13日東京朝刊、金田一秀穂杏林大教授著）を読む。 

 

       金田一教授の言語学者としての考えの要点をまとめ（a. 言葉は変化する 

もので、「正しい日本語」というものはない  b. 言語学者の仕事は言葉 

の変化を観察すること  c. 正しい日本語よりも言葉の本意を受け取るこ 

とが大切）、それについての意見交換をした。文法練習シート・内容質 

問シートへの形成的評価と同時に総括的評価も行なった。 

 

② 対話モードのタスク 

  方言と標準語、敬語、若者言葉、SNSで発達した言葉、男言葉と女言葉、曖 

  昧表現 言語の多様性など、言葉に関するトピックの中から、興味のあるも 

  のを選び、同じ興味を持つ者がグループまたはペアになる。選んだトピック 

について調べ、意見を交換し、スキットのテーマとプロットについて話し 

合いながら、オリジナルスキットのスクリプトを書く。 

 

リモート授業だったため、教師は各グループのブレークアウトルームに行 

  き、内容、文体などについて口頭でフィードバックを与えた。その後、 

ぺア/グループでスクリプトを書き、教師からのフィードバック（形成的評 

価）を基に、書き直した。 

 

②  発表モードのタスク 

  自作のスキットを演じ、録画し、それをコースワークスに掲載する。 

 

下に示すルーブリクスを使って総括的評価をした。学生もクラスの他のグル 

ープのスキットを見て、同じルーブリクスを使ってピア評価した。このルー 

ブリクスは、ACFL の IPA 用のルーブリクスを、内容を評価するために修正 

したものである。 
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 学生の作品の中には、男言葉・女言葉をトピックとし、その選択を自分のアイ

デンティティーと結びつけているもの、標準語に対する方言をトピックとし、標

準語を唯一の規範として使用することへの疑問を投げかけるもの、敬語をトピッ

クとし、敬語が尊敬の念を表すという文化的現象であることは理解しつつも、そ

こに現れる力関係に疑問を呈するもの、曖昧表現をトピックとし、相手を傷つけ

まいとする日本文化独特の気遣いの表れであることを示すもの、などがあった。        
 

6.   評価と考察 

6.1  学生による評価 

 

本ユニット終了後行った学生へのアンケートの結果について以下に考察する。

回答者は２０名中１０名であった。 

 

質問 1.  このプロジェクトをすることによって、自己・他者の言語使用に関する 

    関心が高まりましたか。 

 

 「とても高まった」「高まった」「高まったと思う」「あまり高まらなかっ

た」「全然高まらなかった」という選択肢のうち、「とても高まった」と答え

た学生が３名、「高まった」と答えた学生が６名で、ほとんどが肯定的な答え

であった。その理由として以下のような回答が挙げられていた。 

 

 ・I was able to see how language changed with time and compared it to my own. I  

  realized language is a construct for communication and as long as you get the  

     message across, it does not matter if it changes or goes beyond the rules. 

・私にとって言語を文化の「生きている」産物と考えるのは面白いからです。 

・言語の使い方が時間とともにどのように変化するか、そして世代間の違いを 
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 学ぶのが好きです。 

・日本人の心がわかる日本語に興味がありますから。 

 

 「あまり高まらなかった」と答えた学生が一人いるが、「言語使用はそもそ

も興味だったので、あまり変化がなかったと思う」という理由を書いた学生と

同一人物と考えられることから、このプロジェクトを否定的に評価しているも

のではないと思われる。 

 

質問 2. 自己・他者の言語使用に関する意図的選択（敬語、男言葉・女言葉、曖

昧表現など）を意識するようになりましたか。 

 

 肯定的な回答は「とても意識するようになった」５名、「意識するようになっ

た」２名、「意識するようになったと思う」２名の９名であった。「あまり意識

するようにならなかった」「全然意識するようにならなかった」という回答はな

かった。肯定的に答えた理由として、 

 

・今、誰か話す前に、何の表現を使う方がいいかよく考えると思いますから。 

・このプロジェクトは前に考えていない言語の使い方を強調しました。 

・英語も文化の「生きている」産物だからです 

 

などがあった。三つ目の回答からは、日本語だけでなく、母国語についてもそう

いう意識を持つようになったことが伺われる。 

  

質問 3. 他のグループを見て、ピア評価をしたことによって、言語使用における

問題についての理解が深まりましたか。 
 

 肯定的な回答（「とても深まった」「深まった」「深まったと思う」）が８

名、否定的な回答（「あまり深まらなかった」「全然深まらなかった」）が２名

であった。 

 肯定的な回答の理由には、 

  

・I was able to apply what I learned about the language to how other non-native speakers 

    speak; by giving feedback, this improves both of our skill sets. 

・他の学生がどの語彙を学び、覚えたいかを通して、どの概念が他の学生の興味 

 をひくかを見るのは興味深いことです。 

・他のグループが選んだトピックは私たちのグループが選んだトピックと違いま 

 すから、言語使用における広範囲の問題を評価することが出来ました。それ 

 で、私は様々な要因を習って、理解が深まりました。 

 

等があった。否定的な回答の理由として、 

・理解が深まらない事を気づきましたけど、理由はよくわかりません。 
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・問題についてもっと勉強したと思います。ピア評価はそんなに問題に興味が 

 ありませんでした。 

 

というものがあったが、これはピア評価の目的、意味を理解していないからで

あろう。3 年生になって初めてのピア評価であり、何のためにするのか事前の

説明が足りなかったためと思われる。 

 

質問 4. ピア評価をしたことは、自分のパフォーマンスを振り返る機会になりま 

    したか。 

  

「とても良い機会になった」「機会になったと思う」の合計は６名で、４名が

「あまり機会にならなかった」「全然機会にならなかった」という否定的な回答 

をしており、以上の４つの質問の中で否定的な回答の割合が一番多かった。 
 

・As mentioned above, I could review what I had learned and give/get feedback on what  

    needs to be fixed.”  

・他の学生のプレゼンテーションを見るのは、私がやったこととどれほど違うか 

 を考えるので興味深いです。それらの違いを見るのは、クラスを一緒に受講す 

 ることの利点です。 

・他の学生のパフォーマンスは、私の能力が三年生のクラスに十分であることを 

 証明するために自分自身を評価するためのベンチマークを私に与えました。 

 

上記のように、ピア評価の目的が達成されていることを示す回答がある反面、

「ピア評価をあまり読みません」「あまりそう考えませんでした。」というピア

評価そのものを否定する回答もあった。 

 

質問 5. このプロジェクトは、日本語のどの能力を伸ばすことに役に立ったと思

いますか。いくつつけてもいいです。 
 

 話す力 １０ 

 聞く力 ９ 

 読む力 ６ 

 書く力 ７ 

 

 以上の結果から、概ね４技能を伸ばすのに役立ったと感じていることが見て

取れる。 

 

質問 6. 何かコメントがあったら書いてください。 

 

・ネイティヴスピーカーが日本語をどのように使っているかを理解すること 

 は、日本の文化を理解するのに役立つと思います。また、日本を旅行した  

 り、仕事をしたりするとき、世代や地域の違いについて知ることも役立ちま 
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 す。 

・言葉の単元は、クラスの外で、正式または「標準」ではない日本語で他の人 

 と話すことに自信を持たせてくれたと思います。:-) 

 

このように言葉の多様性に気づき、それを受け入れる態度を示す回答があっ

た。 

 

6.  今後の課題   

  

 今回 IPAを CBIに基づくカリキュラムに導入する際に設定した学習目標は達成

されたのであろうか。内容学習目標、文化学習目標は、スキットの内容と学生へ

のアンケート結果に見られるように、達成できていると言えるだろう。また、言

語学習目標に関しても、学生は自身で選んだトピックについて調べ、話し合い、

スキットのスクリプトを書き、演じることができたことから、達成できていると

言えるだろう。学生が学習目標が達成できたことから考えて、IPA は CBI におけ

る有用な評価法となり得ると言えるのではないだろうか。 

  

 一方、今後 IPAの CBIカリキュラムへの導入をさらに効果的に行うために、改

善が求められる点として次のことが挙げられる。 

① 対話モードの評価として、スクリプトへのコメントという形のフィードバッ

クに加え、学生間の発話を評価するためのルーブリックスやチェックリスト

を準備する 

② スキットの内容評価のルーブリクスに、内容学習目標の達成度をより効果的

に測るために、内容学習達成度の項目を更に加える必要がある 

③ ピア評価の目的と意味を学生にはっきり説明する必要がある 

④ スタンダーズの５Cのうち、この試みでは、Communications, Comparison, 

Cultures の三つの要素が入っていたが、Connections, Communities の要素もで

きるだけ組み入れることが理想であろう。 

 

7.  終わりに 

  

本稿では IPA の CBI への導入の試みとその有用性について述べたが、全ての

評価目的に有効な唯一の評価方法があるわけではない。評価方法・ツールは、評

価をカリキュラムの不可欠な要素と捉えた上で、そのカリキュラムの学習目標の

達成度を有効に測れるかどうかで選ぶ必要がある。そして、その評価方法・ツー

ルは、単一である必要はない。むしろ、目的に応じて複数用いた方がより効果的

な評価が行えるだろう(Tedick, 2002)。 

 “Assessment”という言葉の語源はラテン語にあり、”ass”は「同等に」、”sess”

は「座る」で、「横に座り一緒に見る」というような意味だそうだ。この意味を

クラス内評価のコンテクストで考えると、教師にとって非常に示唆に富んでい

る。アセスメントの根源は、教師が学習者に寄り添い、その学習過程をしっかり
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と見て、学習者にとって必要な学習の支援をすることにあるのではないだろう

か。近藤 (2012)は「教育現場における評価の目的は、第一に学習者の学びを支援

すること (p. 7)」であり、そのためには、「幅広い専門知識を持った上で、何を

どう教えるかについて自分なりの方針を確立し、それに則った適切な指導と評価

ができなくてはならない (p. 8)」と述べている。 

 我々教師は毎日の授業の後で、あれがうまくいかなかった、今度はこうしてみ

よう、などと反省を繰り返している。評価も同じように、カリキュラムの一環と

して、意図したものが適切に測れたのかどうか常に査定し、調整をしていくこと

が重要であろう。そして、その中心にいるのは学習者であることも忘れてはなら

ない。 
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ビデオプロジェクトをベースとした言語学習（PBLL）の実践とその効果 
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1．はじめに 
 近年テクノロジーが発達が目覚ましく、世界のあらゆる情報が簡単にとらえる

ことができる世の中になった。また、ソーシャルネットワークの普及により、世

界中の人々と手軽にコミュニケーションができ、情報発信方法も様々な形態をと

るようになり、ビジネスの在り方も変化してきた。このような変化に基づき、社

会に求められる人材が変化している。そのため、2009年から 2012年にかけ、メ
ルボルン大学とマイクロソフトなどの企業が共同でプロジェクトを行い、若者が

グローバル社会で生き抜くためのスキルを検証し、２１世紀型スキルを提唱した 
(Binkley et al., 2012)。それが以下の４つのカテゴリー、（１）考え方、（２）働き
方、（３）仕事のツール、（４）世界の中で生きるスキルの中の、１０の項目から

なるスキルである (pp.18-19)。 
 

1. 考え方（Ways of Thinking） 
① 創造力とイノベーション 
② 批判的思考、問題解決、意思決定 
③ 学ぶことの学習、メタ認知（認知プロセスについての知識） 
2. 働き方（Ways of Working） 
④コミュニケーション 
⑤コラボレーション（チームワーク） 
3 仕事のツール（Tools for Working） 
⑥情報リテラシー 
⑦情報通信技術のリテラシー（ICTリテラシー） 
4 世界の中で生きるスキル（Skills for Living in the World） 
⑧地域と国際社会での市民性 
⑨人生とキャリア 
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⑩個人及び社会における責任（異文化の理解と異文化への適応力を含む） 
 

この２１世紀型スキルは様々な団体が取り入れている。例えば、National 
Association of College and Employer (NACE)は大学新卒のキャリア準備として８つ
の能力を上げている (NACE, 2021, p. 1)。 
 

1. キャリアと自己啓発 
2. コミュニケーション 
3. 批判的思考 
4. 公平さと多様性の受け入れ 
5. リーダーシップ 
6. プロフェッショナリズム 
7. チームワーク 
8. テクノロジー 

 
ボールステイト大学では、教員にワークショップを行い、大学の卒業生から

この８つの能力が彼らの仕事にどうかかわっているのか、この能力が彼らの仕事

においてどう重要なのかを聞き、この８つのスキルが自分が教えるコースのコー

スワークとどうつながっているのか等を話し合った。そして、教員には実際にコ

ース活動や宿題が具体的にどのスキルに繋がっているのかをシラバスに明記する

という活動が推奨されている。例えば、日本語の翻訳の宿題は８つの能力の中の

どの能力を鍛えているのかや、グループディスカッションはどの能力に繋がって

いるのかということを具体的にシラバスに明記することで、学習者は言語だけで

なく、キャリア準備に必要な能力も鍛えられていると認識できるようになるはず

である。また、この活動を通し、教師も学習者もこのキャリアに必要な８つのス

キルを十分に理解できるようになる。教師はカリキュラムや授業内容を効率的に

変更することも可能になり、また、学習者は専攻科目から得られる特別な知識だ

けでなく、キャリア準備を十分できるようになると考えられる。 
上記の２つのスキルリストをみると分かるように、通常の言語のクラスでも

十分学べる能力があげられている。しかし、実際の教室活動がどの能力に繋がる

のかを検証しなければ、その教室活動の評価もできない。そのため、この論文で

は様々なスキルとの関連性を検証しながらコース内で行ったビデオプロジェクト

の評価を試みる。 
 
 

189



２．ACTFL21世紀型スキルマップ 
 The American Council on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL)はグローバル
社会に貢献できる能力を養うために、社会学、英語、数学、理科などの主要科目

を通して外国語を活用することを推奨している。また、ACTFLは２１世紀型ス
キルと外国語スキルを統合し、外国語と他の主要科目を同時に学びながら、１２

のスキルを使用する２１世紀型スキルマップを作成した (21st Century Skills 
Map)。以下がその１２のスキルである。 

 
1. コミュニケーション:外国語を使用しながら効果的に会話ができる。意味
のある会話や文章を理解たり、情報や考えを表現できる能力。 

2. コラボレーション：母語と外国語を使用し学びながら、文化圏の違う学習
者と協力しあい、責任を分かち合い、欠点を補いながら１つの目的に向か

い協力的に活動する能力。 
3. 批判的思考と問題解決能力：疑問、情報分析、知識の統合をしながら、自
分と違う考え方を知り、言語間や文化間の理解を深めていく能力。 

4. 創造力とイノベーション：学習者はクリエイターやイノベーターであり、
新しく多様な視点に応えながら、独創的な方法で言語を使用し、貢献する

能力。 
5. 情報リタラシー：倫理的かつ合法的に、文化的に本物の情報源にアクセス
し、批判的かつ有能に評価しながら、効果的に使用する能力。 

6. メディアリタラシー：学習者はグローバル市民であり、メディアのメッセ
ージがどのように構成されているか理解しながら、また、言語や文化がど

のようにメッセージに反映し、影響を与えているかを理解する能力。 
7. テクノロジーリテラシー：学習者は生産性が高いグローバル市民である。
適切なテクノロジーを使用しながら、メッセージを理解し、他者とコミュ

ニケーションしながら、書面や口頭によるメッセージを作成する能力。 
8. 柔軟性と適応性：学習者はオープンマインドでリスクを怖がらず、柔軟な
考えをとり、多様なバランスを考えながら、言語のあいまいさを受け入れ

る能力。 
9. 自発性と自己主導性：学習者は生涯学習者であり、自分の目標を設定し、
進歩や成長を観察しながら、言語・文化能力を向上させる能力。 

10. 社会的・異文化スキル：多様な文化の視点を理解し、多様な文化的・言語
的コンテキストで機能するために適切な社会言語スキルを使用する能力。 

11. 生産性と責任：積極的に自分の言語能力と文化知識を高めるために取り組
み、自分の学習に責任を持つ；高い基準を設定し、期限を守りながら丁寧
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な仕事をする能力。 
12. リーダーシップと責任：言語的および異文化のスキルを活用して、公正さ
や多様性などの理解を地域社会の中や外へ促す。対人能力と問題解決能力

を用いて、他者を促し、目標に導く能力。 
 

 言語教師はこの１２のスキルを教えるためには、どんなコース活動をしなけれ

ばならないだろうかと悩むだろう。ACTFLは２１世紀型スキルマップの中で、
過去と現在の言語のコースを比較し、現在の理想的な言語コースは以下のような

コースだと述べている (p.4) 。 
 
表１．過去と現在のコースの違い 

過去 現在 

学習者は言語について学ぶ（文法） 学習者は言語を使うために言語を学ぶ 

先生中心の授業 先生は世話役/協力者で学習者中心の授業 

個々の能力に焦点を当てる（聞く・話す・読

む・書く） 

3つのコミュニケーションモードに焦点を当

てる：対人モード、解釈モード、プレゼンモ

ード 

教科書を網羅する 目標達成のためのコースデザイン 

カリキュラムとして教科書を使用 テーマ別ユニットと本物のリソースを使う 

プレゼンター/講師としての教師が焦点となる 実行者・作成者としての学習者が焦点となる 

個々の文化的擬似事実を取り扱う 違う視点、慣習、文化の産物間の関係性をみ

る 

ガッコいいツールとしてテクノロジーを使用 学びを強化するためにテクノロジーを使用 

言語のみを教える 学術コンテンツを言語を通し教える 

学習者全員に同じ指導方法 個人のニーズに合わせた指導方法 

教科書から作られたシチュエーション 個別の本物のタスク 

言語学習を教室に限定する 教室を超えて学習者が言語を使用する機会を

探す 

学習者が知らないことを見つけるためにテス

トをする 

学習者が何ができるのかを審査する 

教師だけが採点基準を知っている 学習者はタスクの評価基準を見ながら、どう

評価されるのか理解している 

学習者は先生にだけ宿題を提出する 学習者は作品(宿題など)を共有し、公開する

ことをもとに作成する 
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 表１は現在の理想的な外国語のコースの条件を指しているが、実際にコース内

ですべての条件を達成している教師は少ないのではないだろうか。これらを網羅

するためにはどんなことをすればよいのだろうかと教師は考えなければならない

だろう。多くの項目を達成できるアプローチの１つとしてあげられるのはプロジ

ェクトをベースとした言語学習（PBLL）だろう。 
 
３. プロジェクトをベースとした言語学習 (PBLL) 

The national foreign language resource center (NFLRC)は PBLLを「教育という枠
組みを超えて、タスクに本当の目的を持たせ、実際に他の人に共有される作品の

作成を通じ、現実世界の問題と意味のあるターゲット言語の使用を学習者に促す

ようデザインされた効果的な学習体験である」としている (National Foreign 
Language Resource Center, 2021)。PBLLとは、学習者が現実の生活で使用するプ
ロダクトをターゲット言語を使用しながら作成するという学習者中心の言語クラ

ス活動を指す。学習者はクラスでよく行う文法練習のための擬似会話練習はせ

ず、ターゲット言語で３つのコミュニケーションモードある、対人モード、解釈

モード、プレゼンテーションモードを駆使しながら自分たちの作品を作成してい

く。つまり、意味のある会話を練習できるのである。また、学習者主体のクラス

で、全てのことを学習者が話し合って決めるため、教師は必然的にサポート役と

なる。このような画期的な言語学習方法は様々な言語で少しずつ行われるように

なってきた (e.g. Dressler et al., 2020; Farouck, 2016; Takeda, 2016)。しかし、まだ
プロジェクトの実践は少なく、学習者がどのような成果を上げたのかを検証する

必要がある。そのため、本研究ではビデオプロジェクトをベースとした言語学習

（PBLL）を ACTFLの２１世紀型スキルマップ上であげた１２のスキルとどう
つながっているのかを確認し、プロジェクトの意義を模索した。このプロジェク

トがどんな効果があったのかを調査するために以下の３つの点を評価した。 
 
1. 学習者から見たプロジェクトのメリット 
2. プロジェクトと２１世紀型スキルマップのつながり 
3. プロジェクトのプラス面とマイナス面 

 
４．プロジェクトについて 
このプロジェクトは３年生の言語コースの一部で行った。このコースでは

Genki II (Banno, 2011) の２０課から２３課をカバーしている。参加者はこのコー
スを履修している１５人で、日本語専攻や副専攻の学習者である。そして、この

ビデオプロジェクトの目的は「ボールステイト大学に日本からくる留学生の留学
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準備などに役に立つビデオを作成し、今後ボールステイト大学に来る留学生に見

てもらうこと」とした。期間は第１１週目から第１３週目を使い、第１６週目で

ビデオの発表を行った。インストラクターは全てターゲット言語である日本語で

説明などを行い、学習者もできるだけ日本語を使用するように毎回クラスで伝え

た。 
 
５．プロジェクトの流れ 
プロジェクト第１週目の１日目はイントロから始まり、大学トリビアクイズや

ゲストスピーカーの話を聞きながら、ブレインストーミング活動をした。２日目

は全体で、目的の確認、キャンパスビデオの例をみながら、目的を達成するため

にはどんなことが必要かを話し合った。そして、３日目にはプロジェクトウォー

ルを使用し、どんなトピックがいいのかをクラス全体で決め、４日目にはグルー

プに分かれ、それぞれのトピックの詳細を話し合い、大まかな内容を決定させた

（表２参照）。 
 
表２．プロジェクト第１週目のスケジュール 

 
 
 プロジェクト第２週目の５日目はインタビューやアンケートの内容をタスクシ

ートを使用しながら学習者に細かく決めさせた。その後、授業外でインタビュー

やアンケートを実施させ、プロジェクト６日目に各グループにその結果をプレゼ

ンテーションさせ、他のグループと情報共有させた。そして、お互いにコメント

などを口頭か書面で伝えさせた。プロジェクト７日目は学習者にタスクシートを
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使って答える形でビデオの内容を考えさせた。そして、プロジェクト８日目は学

習者にビデオの内容を最終決定させ、どんなビデオになるのかをストーリーボー

ドという絵と文字でビデオを再現する作業をしてもらった（表３参照）。 
 
表３．プロジェクト第２週目のスケジュール 

 
 プロジェクト９日目は各グループでストーリーボードを全体にプレゼンテーシ

ョンし、他のグループからフィードバックをもらった。そして、学習者はそれを

基にビデオの構成を修正した後、１０日目にスクリプトを書き始め、スクリプト

を書き終わり次第、教師に提出してもらった。１１日目あるいは、１２日目にス

クリプトを修正し終わったら、それと同時にビデオ撮りも初めてもらった。ビデ

オ撮りはサンクスギビングの前、（キャンパスを出る前）までにビデオを撮って

もらうようにお願いした。これはパンデミックのため、サンクスギビング後は全

てのコースがオンラインになり、キャンパスが閉まったためである。その後、１

４週目からは通常授業を再開したが、授業外で発表までにビデオを編集してもら

い、コース１６週目の最終日にビデオ発表を行った（表４参照）。 
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表４．プロジェクト第３週目のスケジュール 

 
 

6．プログラムの評価 

6－1．学習者から見たプロジェクトのメリット 

プロジェクト終了後、学習者にアンケートを実施し、学習者の視点からプロジ

ェクトンのメリットを考えた。まず、言語学習については、多くの学習者が「ス

ピーキングと単語が学べた」と回答した。その他には「文法、ライティング、リ

スニング、そして、リーディングも学べた」と回答した学習者もいた。また、言

語以外で学べたことについては、「自分の大学について学んだ」や「ビデオの作

成スキルを学んだ」「ビデオのアップロードの仕方を学んだ」など、テクノロジ

ーについて学んだという学習者が多くいた。その他少数の回答だが、「留学生が

何を知りたいのかが分かった」や「自分がテクノロジーに弱いことが分かった」

などの回答もあった。 

 

 6－2．ACTFL21世紀スキルマップとのつながり 

次の評価として、このプロジェクトが ACTFL２１世紀型スキルにどうつながっ

ているのかを検証した。このプロジェクトの中で学習者は３つのコミュニケーシ

ョンモードである、対人コミュニケーションモード、解釈コミュニケーションモ

ード、そして、プレゼンテーションコミュニケーションモードを繰り返し練習で

きていた。学習者はグループディスカッションを日本語で行ったり、プレゼンテ

ーションで自分たちの考えを日本語で表現したり、その後の Q&Aセッションでグ

ループ以外のクラスメートと日本語で意見を交換したり、グーグルドックを通し

て他のグループからのフィードバックを読んだりして、３つのコミュニケーショ

ンスキルを上手に使用していた。 

 また、このプロジェクトはコラボレーション能力にも繋がっていた。グループ

で、ディスカッションをし、メンバーの考えを受け入れたり、自分の考えを表現
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したりし、グループで様々なことを決めて活動ができた。更に、このグループワ

ークを通し、学習者が他のメンバーの考えや間違いなどを受け入れる柔軟性も見

られた。そして、グループワークだからこそ、他のメンバーに迷惑はかけられな

いという考えが学習者自信の責任感を強くし、学習者は自分の役割をがんばって

こなしていた。また、ほとんどの学習者が宿題の提出期限を守り、宿題を提出し

ていた。これは、生産性とその責任という能力に繋がっていると考えられる。そ

して、リーダーは決めていなかったのだが、自らリーダーシップをとり、まとめ

ていた学習者もおり、グループワークだからこそ生まれるリーダーシップとその

責任感も現れていた。 

また、このプロジェクトではパンデミックの状況も踏まえ、テクノロジーを使

わざるおえない状況となった。学習者は情報検索やビデオ作成、オンライン上で

のグループワークなど、テクノロジーを効果的に使用しながら、ビデオ作成を行

った。アンケートの回答から「オンラインツールやビデオ作成などを学べた」と

テクノロジー学習に繋がったという学習者は多くいた。 

そして、このプロジェクトのビデオを作成する過程は全て学習者主体で行い、

学習者が自分たちで考えたビデオデザインでビデオを作成した。その最終プロダ

クトはさまざまな工夫がされており、とても興味深かった。このように学習者主

体で行ったことで、各グループの個性が表れ、学習者の創造力が感じられた。ま

た、学習者主体のプロジェクトにより、学習者たちは自発的に良いものを作成し

ようと頑張っている姿がみられた（自発性と自己主導性）。 

更に、このビデオは実際に見る人がいることで、学習者は見る人の立場から物

事を考えることができ、見る人が分かりやすいビデオや役に立つビデオを作成し

ようとがんばっていた（メディアリタラシーとテクノロジーリタラシー能力）。

最後に、よく授業を休んでいた学習者がこのプロジェクトに毎日参加していたの

には驚かされた。学習者のモチベーションにも繋がっていたと考えられる。 

 

6－3．プロジェクトのプレス面とマイナス面 

 次の評価として、このプロジェクトのプラス面とマイナス面を考えた。最初に

プラス面として考えられるのは、プロジェクトを通し本当の会話が日本語ででき

ることである。学習者たちは様々なタスクを日本語を使用しながら行っていた。

普段の授業では疑似会話練習をするのだが、それに比べるとより活発に日本語で

意見交換している場面が多くみられた。そういう場面を見ると教師としてもとて

もうれしく感じた。２番目に考えられることは、コラボレーションという枠組み

でタスクを行えることである。学習者は円滑にグループ活動をするために、責任

感をもって行動しようと心掛けていた。学習者はグループワークになると、他の
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学習者には迷惑をかけられないと感じ、真面目に取り組んでいた。３番目に考え

られるプラス面は、学習者の創造力である。このプロジェクトでは全てのことを

学習者主体で決めたため、学習者は自分たちの作りたいものを作ることができ

た。それにより最終プロダクトは学習者の創造力が表れ、とても興味深かった。 

 次に、このプロジェクトのマイナス面を考えた。１番目に考えられるマイナス

面はプロジェクトを行うのに時間がかかるということである。このプロジェクト

には３週間かかったが、「時間がたりなかった」と言う学習者もいた。このよう

な大掛かりなプロジェクトは既存のカリキュラムの兼ね合いが難しいところであ

る。そして、２つめの問題は学習者の日本語能力である。学習者はディスカッシ

ョンなどのタスクを日本語で行っていたが、日本語能力が低い学習者はディスカ

ッションをするのが難しかったようである。一生懸命コミュニケーションを取ろ

うとしている学習者もいたが、途中から英語で会話をしてしまう学習者もいた。

それは学習者が作成したいものを上手に表現できないためであるが、これは言語

練習かプロダクト作成時間とその質か、どちらを学習者が優先するのかによって

話す言語を決めてしまうようだった。プロダクトに焦点を当ててしまうと、どう

しても言語がおろそかになってしまうようだった。次の大きな問題は撮影許可に

ついてである。近年、テクノロジーの発展により情報共有や情報公開が容易にで

きるため、大学の撮影許可が複雑化している。大学の撮影許可には時間がかか

り、撮影してもオンラインにアップロードできない場合もある。今回のプロジェ

クトでは時間がなく断念したケースもあった。また、この問題に関連している

が、お店などの撮影も簡単にできるのだが、どこまでオンラインにアップロード

していいのかが明確に分からかった。法律上の知識が乏しく困ってしまった。こ

の問題については教師側が事前に調査しておくべきことだと反省した。 

 最後に、このプロジェクトのマイナス面にはグループワークの弊害が考えられ

る。学習者全員が宿題の期限を守るわけではないため、グループ内で宿題の期限

を守らない学習者がいる場合、その学習者のグループメンバーからその件に関し

ての相談を受けたり、そのサポートしたりしなければならなかった。コラボレー

ションができない学生の指導には十分気を付けなければいけないと感じた。グル

ープワークの難しさはいつも起きる問題だと再認識した。 

 

7．まとめと今後のプロジェクトについて 

 最期にこのプロジェクトを今後どうするべきかについて話したい。このプロジ

ェクトベースの言語学習では、学習者同士で本物の会話をする場を多く作ること

ができ、活気のあるクラス活動ができたと思う。今後もこういう活動を取り入れ

ていくべきだと考えている。しかし、今回の反省として、撮影許可やオンライン
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上の情報公開のルールなどについて下調べはしなければいけないと感じた。プロ

ジェクトでテクノロジーを使用するなら、教師もそれに対応できるように勉強し

なければいけない。また、ビデオ撮影に許可をもらうには時間がかかるため、学

期の始めには学習者が自分で許可をもらうようにプロジェクトを少しずつ始めた

ほうが円滑にプロジェクトを行えるだろう。そして、プロジェクトをどのぐらい

の期間にするのかを調整する必要もある。学習者から「プロジェクトは長すぎ

る」や「プロジェクトはもっと長い方がいい」と真逆の意見をもらった。教師が

既存のカリキュラムとの兼ね合いを考え期間を検討するのが最良だと考える。ま

た、今後の参考として、日本から来る留学生に実際にこのビデオを見てもらい、

留学生からの意見を聞き、その留学生からのフィードバックを今後のプロジェク

トへのアドバイスとして取り入れていきたい。 

 この論文の最初に２１世紀型スキルやキャリア準備に必要なスキルを挙げた

が、本研究の行ったビデオプロジェクトをベースとした言語学習（PBLL）から、

グローバル社会を生きにくためのスキルを学べることが分かった。学習者に言語

以外にどんな能力を学ぶべきか、例えば、コラボレーション能力、責任感、デジ

タルリタラシーなど、今卒業生に求められている能力とは何かを事前に伝え、シ

ラバスに載せ、実際の評価につなげることが学習者にとって大きな意味があるこ

とだと思う。実際に、学習者の中には「個人で映画のタスクをした方がいい」と

コラボレーションの意義を分かっていない学習者もいた。学習者にはどうしてこ

のようなプロジェクトを行うのか、言語学習以外のスキルも学ばなければならな

いことを伝えるべきである。そうしなければ、学習者がグループプロジェクトの

意義や重要性などを理解できない可能性もあるからである。近年、大学の外国語

履修登録数が減少している (Looney & Lusin, 2019) 中、外国語を学ぶことはキャ
リア準備にも十分効果的であると周知させることで、外国語学習の価値が上がる

のではないだろうか。外国語学習の意義を再認識してもらうためにも、このよう

な活動は必要だと考える。 
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１．はじめに 

 様々な教育分野において、テストの必要性や重要性は広く認知されている。日

本語教育が位置する言語教育の分野も例外ではない。 

 テストと一口に言っても、その種類や用途、目的は実に多様である。言語テス

トの種類を区別するには、まず、学習者のどの言語機能を測るテストであるかと

いう観点が挙げられる。TOEFLや IELTSのように四技能を測るテストなのか、

JLPTのように語彙や文法知識、読解力、聴解力を測るテストなのか、また、OPI

のように目標言語におけるコミュニケーション能力を測るテストなのかなどが挙

げられる。また、言語テストには目的別に以下のような区別も挙げられる。例え

ば、大学の日本語教育の場面を例にとると、高校で日本語を勉強してきた新入生

を該当大学のどのレベルの日本語クラスに入れるかを決めるプレイスメントテス

トや、各課が終わるごとに学生の理解度を測る到達度テスト、また、学生が理解

していない文法や単語をあぶり出す診断テストなどがある。さらに、全国、全世

界的に同じ問題、実施方法をもって施行される共通テスト（standardized test）や

各教師や教育機関が特定の目的や限定された学生のために作成、実施するローカ

ルテスト（local test）も種類の異なるテストである。 

 学生のために教育目的で実施する言語テストに加えて、新しい教授法の効果や

特定の文法構造の習得難易度を測る研究目的の言語テストの必要性も忘れてはな

らない。Lin (2015)は新しい教授法の効果を測った実証研究のメタ分析におい

て、各研究者が該当研究のために独自に開発したテストの信頼性の欠如を指摘

し、このような実証研究には信頼度の高いテスト法の選択が必須だと述べてい

る。 
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 周知の通り、共通テストの方がローカルテストよりもテストとしての信頼性が

高く評価される傾向にある。しかし、共通テストは受験料が高額であり、拘束時

間が非常に長い場合が多い。また、教師や教育機関が測りたい要素を自由に組み

込めるローカルテストの柔軟性が共通テストでは失われてしまう。このような理

由から、共通テストを日常的に授業や研究で使うのは難しいという現状があると

考えられる。 

 このような背景を踏まえ、本稿では、受験者と実施者の両者の経済的負担や時

間的制約が比較的少ない Elicited Imitation(以下 EI)という口頭能力試験について

の紹介とその幾多の用途を提案する。初めに、EIの信頼性や妥当性を先行研究

に基づきながら紹介する。続いて、筆者の使用例を基に EIの実際の作成、採

点、実施方法、結果を述べる。 

２．Elicited Imitation (EI)とは？ 

２．１．概要 

 EIは半世紀以上前から、第一言語習得、神経心理学、第二言語習得の分野で

主に使われている言語テストである (Vinther, 2002)。その手順は非常に単純なも

ので、受験者は録音された音声（刺激文）を聞き、できる限り正確にその刺激文

を口頭でリピートする。70～80年代に注目を集めた EIだが、90年代には、口頭

産出の状況設定の真正性(authenticity)や測定内容の妥当性(construct validity)に対

する批判を浴びつつも、2000年代に入って、再度、脚光を浴び始めた(Yan et al., 

2016)。 

 EIが第二言語習得の分野で使われ始めた 70年代～80年代には、特定の文法構

造の習得度の測定に主に使われていた EIだが、2000年代に入ってからは、暗示

的文法知識(implicit grammatical knowledge)の測定に使用する実証研究が多くなり

始めた(Yan et al., 2016)。それゆえに、現在では、Erlam (2006)や Spada et al. 

(2015)の実証研究の結果が裏付けたように、EIは被験者の暗示的文法知識を測る

口頭能力試験だと言えるであろう。また、Yan et al.(2016)は EIを使用した実証研

究のメタ研究を通して、EIは全体的な口頭能力(global language proficiency)や特定

の文法構造の習得度、また新しい教授法の効果を効果的に測定できるテスト法だ

との結論を出した。その中でも、EIは特定の文法知識や技能の測定より、総合

的な言語能力(global construct)の測定に長けているとの報告もしている(Yan et al., 

2016)。 

２．２．信頼性と妥当性 

 このように単純明快な手順を用いる EIだが、その口頭能力テストとしての信

頼性や妥当性は高いことが報告されている。 

 テストの信頼性(reliability)というのは、そのテストがいかに安定しているかと

いうことである (Cizek, 2009)。例えば、同じ問題、ないしは同じフォーマットで
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同様のレベルのテストを繰り返し行った場合、統計的に似たような結果が得られ

るかということである。一回目のテストと二回目のテスト、または複数のテスト

アイテムで、同じ問題や同じレベルで同様のフォーマットを用いたにもかかわら

ず、受験者の点数が大きく変わるようであれば、それは信頼性の高いテストとは

言えない。 

 テストの妥当性(validity)というのは、実施側が意図した要素を的確に測れてい

るかということである (Cizek, 2009)。日本語のテストの例を挙げると、スピーキ

ング能力を測るテストで、漢字の知識を問うような問題や、読解力を試すような

問題を扱うテストは、スピーキングテストとしての妥当性は低いと言える。なぜ

なら、このようにして得られた結果から、受験者のスピーキング能力は測り知れ

ないであろうからである。 

 このように信頼性と妥当性はテストにおいて重要な概念である。以下では、EI

の信頼性や妥当性に関する先行研究をいくつか紹介する。 

２．２．１．EIの信頼性 

 EIでは刺激文が一つしかないということはまずあり得ず、一般的には数十文

あることが多い。様々なレベルの文を意図的に入れた EIでない限り、それらの

複数の刺激文のレベルは大方揃っているはずで、聞いた刺激文をリピートすると

いうフォーマットは全く同じなので、それらの刺激文間において、同一の被験者

の点数が大きく変動しては、信頼性が高いテストだとは言い難い。なぜなら、レ

ベルが大きく異ならない刺激文なのにもかかわらず、同一の被験者のリピート成

功率に大きく幅が出るということは、被験者は言語以外の何らかの助けによりた

またまリピートに成功してしまったということになるからである。このような理

由から、EIの信頼性は数十文の刺激文間の被験者内一貫性(internal consistency)を

測ることで、確認される。ここでは、EIにおける被験者内一貫性を報告してい

る研究を二つ紹介する。 

 Bowden (2016)は 37名の英語母語話者を用いたスペイン語の EIの実験で、30

の刺激文における被験者内一貫性は 0.98であり、驚異的な信頼性が確認された

としている。また、Coxと Davies (2012)は音声認識自動採点機能(Automatic 

Speech Recognition)の正確性を測る研究で、17の異なる母語を持つ 179名の英語

学習者を対象に、60の刺激文を含む英語の EIを実施した。そして、59の刺激文

（1文は技術的に採点に失敗）においての被験者内一貫性は 0.94に上ったとして

いる。 

 以上の研究から、EIの信頼性は高く評価されていると言えるであろう。 

２．２．２．短期記憶能力と EI 

 次に、EIの妥当性について、複数の観点から触れようと思う。被験者が刺激

文を聞いた後に、その刺激文をリピートするという仕組みから、被験者は短期記

憶能力に頼って単なるオウム返しをしているのではないかとの懸念が想定され
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る。これに関して、Okuraと Lonsdale (2012)は、独自で開発した短期記憶能力を

測定するテストを使用し、EIの点数と短期記憶能力テストの点数に相関関係が

あるかを測った。40名の英語学習者を対象としたこの実験では、双方のテスト

の点数には相関関係はないとの結果が出た(r = .25, NS)。同様に、Kim et al. 

(2016)も短期記憶能力が EIに与える影響を調べるために、Phonological Short-

Term Memory Testという短期記憶能力テストと EIの点数の関連性を研究した。

66名の韓国語学習者を対象としたこの実験においても、双方のテストの点数に

は相関関係は見られなかった(r = .3, NS)。このような結果に基づくと、短期記憶

能力が高くても、EIで高得点が取れるわけではなく、その逆もまた然りという

ことが言えるであろう。言い換えると、被験者の EIにおけるリピートは単なる

短期記憶能力に頼ったオウム返しではないということである。 

２．２．３．EIは言語能力を測っているのか 

 次に、オウム返しは防いでいるとしても、EIは本当に被験者の言語能力を測

っているのかという疑問が出てくる。これに関して、２つの研究を紹介する。

Vinther (2002)はパイロット研究として、以下のような実験を行った。スペイン語

の意味のある文とスペイン語のように聞こえるが実際は意味を成さない文を用意

し、それぞれ長い文（26シラブル）と短い文（16シラブル）を作成した。この

ような文をスペイン語のイントネーションで読み上げ、刺激文とした。これらの

刺激文を使った EIをスペイン語母語話者 6名に実施したところ、被験者は意味

のある文は長さに関係なく全てリピートでき、また、意味を成さない短い文もリ

ピートに成功した。だが、意味を成さない長い文は全くリピートに成功しなかっ

た。このようなことから、Vinther (2002)は EIでは、短期記憶能力で維持できる

長さを超えた場合、被験者は刺激文の意味を理解し、それを自らの言語知識で再

度、構築することが可能でなければ、正確なリピートはできないことが実証され

たとしている。 

 また、Erlam (2006)の研究においても、EIは被験者の言語知識を測定している

との結論を出している。Erlam (2006)は、EIでの被験者の暗示的文法知識の測定

の可否を研究すべく、以下のような実験を行った。20名の英語母語話者と 95名

の英語学習者を対象に、文法的な刺激文の中に非文法的な刺激文を混ぜて、「正

しい英語でリピートして下さい」との指示を出した。結果としては、英語母語話

者が文法的な刺激文を正しくリピートした割合は 97％、非文法的な刺激文を文

法的に訂正してリピートした割合は 91％に上った。このような結果から、Erlam 

(2006)は EIは被験者の暗示的文法知識を測っていると結論付けた。さらに、英

語学習者が文法的な刺激文を正しくリピートした点数と非文法的な刺激文を文法

的に訂正してリピートした点数の間には有意な相関関係が見られた (r = .73, p 

< .00)と報告している。以上のようなことからも、EIでは、被験者は刺激文を聞

いた後に、自らの言語知識を用いて文を再構築しているということが分かる。 

２．２．４．外部テストとの相関関係 
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 以上の研究から分かるように、EIは被験者の言語能力を測るテストである。

実際に、外部の言語テストとの相関も多く報告されている。例えば、前出の

Erlam (2006)の研究では、44のサンプル数をもって、EIと IELTSの点数の間に中

～高の有意な相関関係が報告されている（リスニング、リーディング、ライティ

ング、スピーキング、総合点の順に、r = .72、r = .51、r = .46、r = .67、r 

= .76）。また、ACTFLが実施する SOPI(Simulated Oral Proficiency Interview)と EI

の相関関係に関して、Bowden (2016)は 37名のスペイン語学習者を対象に行った

実験結果(r = .91, p =< .01)を報告しており、同じく ACTFL傘下の OPIc(Oral 

Proficiency Interview Computer)と EIに関しては、言語テスト企業である

TrueNorth (2018)が 490件以上にも上る EIのデータを用いた分析で、非常に強い

相関関係(r = .9, p < .00)を報告している。 

 ヨーロッパ言語のみならず、Kim et al. (2016)は韓国語の EIと外部テストの相

関を報告している。彼らの研究では、外国語としての韓国語の共通テストである

TOPIKのリスニングや TOEFLのスピーキング練習問題を模倣して作成したスピ

ーキングテストと EIの間に中～高の有意な相関関係が見られたとしている

（TOPIKリスニング、独自のスピーキングテストの順に、r = .61、r = .77）。他

にも様々な言語で外部テストと EIの点数の間の相関関係が報告されているが、

ここではこの 4つの研究の紹介に留めておきたい。 

 このように、適切に作成された EIは短期記憶能力を測るテストではなく、被

験者の言語能力を測るテストであり、また、外部テストとの中～高の相関関係も

報告されている。次に、EIの適切な作成方法について述べる。 

２．３．EIの作成方法における留意点 

 本節では、被験者の言語能力を的確に測るために、EIの作成時に必要な三つ

の留意点について言及する。 

 一つ目は、刺激文の長さだ。Okuraと Lonsdale (2012)や Kim et al. (2016)の実証

研究で、EIは短期記憶能力を測っているのではないとの結果が出たが、Vinther 

(2002)のパイロット実験からも分かるように、短すぎる文は短期記憶能力に頼る

ことで正確なリピートができてしまう。よって、EIでは短期記憶能力では維持

できない長さの文を刺激文として用いる必要がある。また、Yan et al. (2016)のメ

タ研究では、固定の長さの刺激文を使うよりも短期記憶能力を超える長さで、且

つ様々な長さの刺激文を使う方が、被験者の言語能力をより細かく弁別できると

報告している。 

 二つ目は、刺激文は文法的に再構築が可能でなければいけないということだ。

Erlam (2006)の実験で、被験者が非文法的な刺激文を文法的に訂正してリピート

したことから分かるように、EIにおいて、被験者は聞いた刺激文を意味的、文

法的に解析し、それをリピートの際に再構築している。このような理論は、

Vinther (2002)のパイロット実験で、スペイン語の意味を成さない長い文をスペイ

ン語母語話者の被験者が全くリピートに成功しなかったという結果と一致する。 
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 三つ目は、刺激文とリピートの間に数秒の間を置くという工夫だ。これも、被

験者が短期記憶からリピートに成功しないための措置だが、前出の短期記憶能力

と EIの関連性を測った研究(Kim et al., 2016)では、2.5秒の間（2秒のサイレンス

と 0.5秒のビープ）を挿入し、短期記憶によるリピートの成功を効果的に妨げら

れたとしている一方で、Yan et al. (2016)のメタ研究では、3秒から 5秒の間を取

るのが一般的との見解を述べている。このように、「数秒の間」に関して、現時

点での研究者間の一致は見られないようだ。このような理由でここでは、数秒

（最低 2.5秒）の間としておく。 

 最後に、以上で述べた適切な EIの作成における留意点を簡潔にまとめる。 

1) 刺激文は短期記憶能力で維持できない長さで、且つ各文が異なった長さで

なければいけない 

2) 刺激文は文法的に再構築可能でなければいけない 

3) 刺激文とリピートの間に数秒の間をあけなければいけない 

２．４．先行研究に見られる使用例やその可能性 

 EIは特定の文法構造の習得度や新しい教授法の効果の有無や程度を測るとい

う研究目的の用途(Yan et al. 2016)に加えて、言語クラスでの使用の可能性も十分

にあるのではないかと考えられる。例えば、Wuと Ortega (2013)は中国語の EIを

用いた実験で、大学の上級クラスと初級クラスの学生を的確に識別できた(p 

= .00)とした他、それぞれのクラスに存在する継承後話者と外国語学習をも的確

に識別できた(p = .01)と報告している。 

 また、Yan et al. (2020)は、アメリカで使われている中国語の教科書を集め、そ

れをコーパス化し、そのコーパスを使用しながら、カリキュラムに沿った刺激文

を作成、実施したところ、大学の初級と上級だけでなく、初級、中級、上級のレ

ベルも効果的に識別できたと報告している。 

 以上のことを踏まえると、EIは従来の研究目的のみに留まらず、プレイスメ

ントテストや到達度テスト、診断テストとして言語クラスでの使用可能性も大い

にあるのではないだろうかと思われる。 

２．５．EIのメリット 

 信頼性や妥当性が確認されている EIだが、既存の共通テストと比較して、EI

のメリットは次の四点が挙げられる。まず、低コストということだ。実施、受験

に多額の費用がかかる共通テストとは違い、EIは実施、受験ともに低コストで

行える。次に、実施者、受験者ともに時間的負担が少ないということだ。既存の

共通テストは試験だけでも数時間かかるというのに、受付やセキュリティ上のチ

ェックにも時間を費やさなければいけない。一方、EIでは、20文程度の刺激文

数ならば、受験者は 10分ほどで試験を受けることができる。また、実施側とし

ても、同時に複数人を監督することができるので、OPIや英検のように一人一人

の受験者に個別に対応する必要はない。さらに、画一的な共通テストと違い、EI
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は用途によってテスト内容を実施側が自由にカスタマイズできるという点も強み

である。最後に、既存の共通テストとは違い、言語教師なら誰でもできるような

簡単な採点方法があることが挙げられる。 

２．６．EIの作成手順と作成に当たって考慮する点 

 EIの作成手順は以下の通りである。 

1) テストの目的を決める 

2) 刺激文を作成する 

3) 刺激文を録音し、音源を作成する 

4) オンラインプラットフォームにアップロードする（遠隔実施の場合） 

5) 試行する 

6) 実施する 

7) 採点する（採点方法によっては事前に採点者をトレーニングする） 

 作成に当たって考慮する点としては、テストの目的に合うように刺激文を吟味

しなければいけないということだ。例えば、各課の到達度を測る機能を持たせた

いのであれば、該当の課で出てきている単語や文法を主に含むべきである。ま

た、プレイスメントテストとしての機能を持たせたいのであれば、全てのレベル

を網羅した単語や文法、表現を含ませなければならないであろう。 

２．７．EIの採点方法 

 ここでは、EIの採点方法について言及する。EIの採点方法には、主に以下の

三つがある。 

o 正しくリピートできたシラブル数／モラ数／形態素数 

o 刺激文全体を完全にリピートできたかどうか 

o 段階評価（例：１全くリピートできなかった～５完璧にリピートできた） 

 研究者によって様々な採点方法が採用される中で、Yan et al. (2016) のメタ研

究では、より細かい採点方法が EIの精度を上げるとの報告がされている。以上

の三つの中では、シラブル数／モラ数／形態素数が一番細かく採点できる。ま

た、段階評価の場合は、複数の採点者が採点し、その採点者間の相関を測ること

で、客観性を維持する。よって、複数の採点者が同じ基準で採点できるように、

事前に採点者のトレーニングをする必要がある。この点、シラブル数／モラ数／

形態素数での採点は採点者が一人でも客観性を維持することができ、また、採点

者のトレーニングの手間も省ける。 

３．日本語教育研究目的としての EIの実施例 

 本章では、筆者が実際に EIを作成、使用、実施、採点した例をその結果とと

もに紹介する。本データは 2020年秋学期に、米国中西部の州立大学の中級日本

語クラス（当大学の 5学期目）で収集されたものである。 
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３．１．概要 

 ２．６の手順に沿ってまとめた概要を表１に掲げる。 

【表１ 筆者の EI使用例の概要】 

手順 筆者の例 備考 

１）テストの目的 日本語教育研究目的 pre-postデ

ザイン 

２）刺激文の作成 使用教科書をもとに作成。全部で

20文。 

ミニ和布

蕪 (mecab 

v.0.996) 

３）音源作成 筆者が録音 Audacity 

４）オンラインプラットフ 

  ォームにアップロード 

SE 
 

５）試行 一番レベルが近い学生、母語話者

の教師、非母語話者の教師 

 

６）実施 SEと Zoom 
 

７）採点 形態素数 SE 

※SEは Speak Everywhere (Fukada 2009; 2013)の略 

３．２．詳細 

３．２．１．テストの目的 

 筆者は、該当学期を通して、コース全体に口頭練習のための新たな宿題を課し

た。その成果の有無、程度を測るために EIを使用した。よって、学期の初めと

終わりに全く同じ EIを実施し、ポストテストからプリテストの点数を差し引く

ことにより、学生の口頭能力の伸びを測った。 

３．２．２．刺激文の作成と試行 

 EIの刺激文は文法的に被験者が再構築可能でなければいけない(Vinther, 2002; 

Erlam, 2006)ということを念頭に、刺激文は想定される学生の言語的知識を超え

ないように調整した。本 EIは当大学の 5学期目のコースで実施したので、使用

教科書を参考にしながら、4学期目までの学生の日本語知識に制限するように努

めた。また、EIの刺激文は長さに多様性があった方が精度が上がる(Yan et al. 

2016)との助言に従い、ミニ和布蕪 (mecab v.0.996 http://tell.cla.purdue.edu/chakoshi-

wiki/)を使用し、形態素単位で長さを調整した。 

 前述のように、本 EIは pre-postデザインの研究での使用だったので、以下の

二点を試行を通して微調整した。 

 まず、プリテストにおいて、天井効果が出ないか見極めた。そのために、本試

験の対象学生とレベルが近い学習者に協力してもらい、プリテストでの平均正答

率は 40％程度に抑えるようした。 

http://tell.cla.purdue.edu/chakoshi-wiki/
http://tell.cla.purdue.edu/chakoshi-wiki/
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 一方で、難しすぎると、ポストテストでの伸びが見られない可能性があるの

で、難しすぎないかも慎重に調整する必要があった。また、母語話者や非母語話

者の教師（超級者）でも正しくリピートできないほど、刺激文が長すぎても、ポ

ストテストで効果が感知できないので、長さに関しても微調整を行った。 

 複数回の試行の結果を基に、全 20文の平均形態素数は 14.5、最短文は 11、最

長文は 19とした。刺激文の例を表２に示す。 

【表２ 刺激文の例】 

刺激文 形態素 

すぐ戻れるなら窓は開けたままでもいいよ。 １１ 

熱がありそうなので、風邪を引いたかもしれません。 １４ 

お酒は飲めるけど、あまり飲みすぎないようにしています。 １５ 

雨が降るかどうか分からないから、傘を持って行くことにします。 １８ 

何時間もかけて終えた宿題を寮の部屋に忘れてきてしまった。 １９ 

３．２．３．音源作成 

 作成した 20文を日本語母語話者である筆者が読み上げ、録音した。オウム返

しを防ぐため、2秒の無音と 0.25秒のビープを挿入し、3秒以内の遅延を与え

た。編集の都合上、やむを得なく入ってしまう少々の間を考慮して、作為的に与

える間は 2.25秒にした。録音、編集に際しては、Audacityという無料のソフト

ウェアを使用した。 

３．２．４．オンラインプラットフォーム：実施、採点 

 本 EIの実施と採点には、当大学の初級の授業で使用している Speak 

Everywhere (Fukada 2009; 2013 以下 SE)を用いた。対象学生はオンライン上で、

SEにアクセスし、個別に試験を受けた。学生が何回も試験を受けたり、メモを

取ったりしながら受けると正確なデータが取れないので、Zoom越しに監督しな

がら試験を受けてもらった。学生は個人の SEのアカウントにアクセスし、試験

を受けるので、同時に何人でも受験することができる。このような利点を生か

し、15分の間隔を空けながら、5～6人を同時に監督した。実際の実施では、

Zoomでカメラをオン、マイクをミュートにして、受験させた。このようにした

ところ、31名の対象学生を 2時間以内で試験することができた。学生は図１の

ような指示のもと、試験を受けた。 

【図１ SEの学生用画面】 



209 
 

 

 また、採点においても、SEがシラブル数／モラ数／形態素数をもとにした採

点に長けていたということと、その他の採点方法よりもより細かい採点方法であ

るという理由から、本 EIでは形態素数をもとに採点をした。採点時には教師用

ページに行き、学生の録音を聞きながら、正しくリピートできている形態素にチ

ェックを入れるだけで、簡単に採点ができる（図２）。 

【図２ SEの採点用画面】 

 

 採点を全部終えると、全学生分の点数をエクセルファイルでダウンロードでき

るので、保管や数式を入れての分析が簡単にできて、便利である。 

３．３．結果 

 以上の要領で作成、実施したところ、信頼性が高く、学生の口頭能力を目的通

り数値化できる EIとなった。信頼性に関しては、全 20文の被験者内一貫性
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(Cronbach’s Alpha)を両テストで測った。データ分析は 1名の無効データを除いた

30名のデータを使用した。本 EIでの被験者内一貫性は、プリテストでは 0.96、

ポストテストでは 0.97となり、信頼性が高い EIであったことが分かる。 

 また、図３から分かるように、対象学生の口頭能力の伸びも明確に可視化でき

た。図３は 30名のプリテストとポストテストの平均正答率を表している。狙い

通りプリテストでの平均正答率は 45％弱となり、ポストテストではプリテスト

と比べて 10％程度上昇した。この差は統計的分析により、有意だということが

分かった。 

【図３ 結果】 

 

４．おわりに 

 本稿では、先行研究に基づきながら、EIの仕組みや妥当性、信頼性に触れた

のち、筆者の使用例とその結果を報告した。本 EIでは、SEというオンラインプ

ラットフォームを使用した方法を提示したが、遠隔で行わなくても、対面で実施

することも可能であるし、その他のオンラインプラットフォームを使用すること

もできるであろう。また、採点も、段階評価を使うなどの工夫を施せば、SEを

使用しなくても可能である。 

 実際の作成、実施にあたっては全て筆者が一人で行ったが、特に困難なことは

なかった。EIは対象学生が慣れていないであろう試験形式だったので、本 EIで

は、最初の 3文を比較的易しい文法と単語で作った練習文として、対象学生に慣

れてもらうよう図った。別の方法としては、試験以前に宿題として練習文を数文

個別に練習してきてもらうこともできるであろう。 

 本稿では様々な場面での使用可能性が考えられる EIを紹介したが、本報告が

日本語教育分野に少しでも貢献できれば幸いに思うと同時に、今度も引き続き

EIについての知見、経験を深めていきたい。 
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１．はじめに 

「ダイバーシティ＆インクルージョン」という理念が社会に広がり、様々なマ

イノリティ差別の撤廃や権利を求める動きが盛んになっている。そのような社会

を反映し、外国語教育の分野においてもソーシャルジャスティス教育を提唱する

声が高まり（Ennser-kanannen 2016, Glynn, Wesely, Wassell 2018, Kubota 2020, 

Osborn 2020, Randolph Jr. 2020）、日本語教育においてもその関心が徐々に高ま

っている。ソーシャルジャスティス教育を外国語教育に導入するための参考とな

るリソースや実践報告も、ACTFLのウェブサイトをはじめ、様々なところでシ

ェアされている。2015年にアップデートされたナショナルスタンダーズ

（1996）は、World-Readiness Standards for Learning Languages として、ソーシャ

ルジャスティス教育とも関連づけられる（Glynn, Wesely, Wassell 2018）。そのた

め、今後は、教師教育の分野においても、本トピックに関する研究や実践がます

ます盛んになると考えられる。例えば、Glynn, Wesely, Wassell （2018）による

と、外国語教育で習得が必要とされているグローバル・コンピテンシー、及び異

文化コミュニケーション能力は、ソーシャルジャスティス教育と深く関係すると

している。さらに、ソーシャルジャスティス・アプローチは学習者及び教師のエ

ンパワメントにつながると述べている。 

本稿は、Glynn, Wesely, Wassell （2018）の提唱するソーシャルジャスティス・

アプローチに基づき作成したユニットの実践報告である。在日コリアンの少年の

夢を描いた絵本を教材とし、日本社会における在日コリアンに対する差別問題を

テーマに、ダイバーシティ＆インクルージョンについて考えるユニットである。

評価に用いた課題と試験、及びアンケートの回答内容の考察において、特にアイ

デンティティに関する言及に注目し、本アプローチがどのように学びに結びつく

可能性があるのかを考え、今後の授業実践の課題を検討する。 

 

２. ソーシャルジャスティス・アプローチ 

Glynn, Wesely, Wassell （2018）のソーシャルジャスティス・アプローチは、

Learning for Justice （Teaching Toleranceより改名）の掲げるソーシャルジャステ

ィス・スタンダーズの４つの要素であるアイデンティティ、ダイバーシティ、ジ

ャスティス、アクションと重なっている。さらに、特に興味深いのは、ソーシャ

ルジャスティス教育で恩恵を受けるのは、教師と学生の全てだと指摘している点

である。以下に、本実践のキーとなる４つの要素のうちの２つ、ソーシャルジャ

スティスとアイデンティティについて、少し説明を加える。 
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２.１．ソーシャルジャスティス 

 Sonia Nieto（2010）は、social justiceとは、「a philosophy, an approach, and 

actions that embody treating all people with fairness, respect, dignity, and generosity 

(2010, p.46) （すべての人を公正、尊敬、尊厳、寛容の念を持って扱うことを具

現化する考え方、とり組み、行動（筆者訳））」と定義している。このように

justiceは「fairness」という意味で「公正」にあたり、「social justice」は「社会

公正」と日本語に訳される。しかし、日本では「公正」の概念は多義的で（石川

他 2017）、島崎（2018）は、学校の教師教育においては、「公正」という言葉

はまだ市民権を得ているとは言えないと指摘している。Social justiceの訳語とし

て「社会正義」という言葉も使われるが、日本国語大辞典によると、「世間一般

の通念から考えて正しい道理。法の下の平等、同一労働に対する等しい報酬な

ど」と定義されており、Nieto (2010)の定義とは必ずしも合致しない。そこで、

本実践は、Nieto (2010)の定義を基本としたソーシャルジャスティス・アプロー

チの実践であることを考慮し、本稿では、「ソーシャルジャスティス」とカタカ

ナで表記する。 

 

２.２．アイデンティティ 

欧米の第二言語習得及び応用言語学の分野では、1990年代後半から 30年以上

に渡って、外国語学習とアイデンティティの関連性についての研究が盛んに行わ

れてきた。代表的なものとして Norton （1995, 2000, 2013）が挙げられる。近年

は、特に学習者のアイデンティティの多様さに重点をおき、人種、ジェンダー、

性的指向などのアイデンティティのカテゴリーと言語学習が、どのように交差し

ているかという調査が増えている（Norton & Toohey 2011）。そして、日本語教

育研究においても、日本語学習と学習者のアイデンティティを取り上げた研究が

発表されている（嶋津 2017, 細川 2011）。ペダゴジーについては、アイデンティ

ティカテゴリーの一つである性的指向に関し、Nelson （2009）がインクルージ

ョン教育（PEDAGOGY OF INCLUSION）と探求型教育（PEDAGOGY OF 

INQUIRY）について言及している。例えば、インクルージョン教育では、

LGBTQらの経験、イラストや写真などのイメージを教材に導入し、探求型教育

では、学習者や教師が、言語や文化の習慣において、同性愛者が普通であること

が前提になっていないかを検証することなどを提案している。これらは、他のマ

イノリティに関する授業にも応用できる。つまり、あらゆるマイノリティに対す

る周縁化や無意識の差別、マイクロアグレッションとなる言動などに配慮する大

切さを意識させることが、外国語教育にも求められているということである

（Mochizuki 2021）。その結果、教室が安全なコミュニティとなり、学習者が安

心して学習や活動に参加できる環境を作っていくことができるだろう。このよう

に、アイデンティティと言語教育との関連性を探るのは、学習者のためだけでな

く、教師にとっても重要な検討事項となる。 

 

３. 実践内容 

３.１．実践ユニット作成の経緯 
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ソーシャルジャスティスを意識し始めたのは 10年ほど前からで、その理由

は、（１）継承語学習者をはじめとする多様な学習者との出会い、（２）教科書

の中の日本文化や日本社会の記述、文法練習の例文などに対する疑問からだっ

た。また、学習者が抱く日本のイメージがいかにステレオタイプ化されているか

ということについて考え始め、教科書だけでなく、自分の授業内容や言動を省み

るようになった。しかし、当時は日本語教育を含む外国語教育の分野では、いわ

ゆる「デリケート」なトピックは避けるのが一般的であったため、最初は恐る恐

る、授業で導入する例文や PPTに使うイメージに多様性を反映するものを入れ

たり、教科書の記述に関して学習者に疑問を投げかけたりする程度の実践だっ

た。その後、Ennser-kanannen（ 2016）が論争の対象になるようなトピックもあ

えて導入するべきだという「Pedagogy of Pain」を提唱した頃から、中級コース

用に、ソーシャルジャスティス関連のテーマを含んだ副教材の読み物の作成と導

入を行うようになった。Randolph（2019）のいうカウンターアプローチ及びクリ

ティカルアプローチを用いた、ソーシャルジャスティス・アプローチの一例であ

る。しかし、既存のカリキュラムに補助教材として導入する場合、たいてい時間

不足で話し合いが十分にできないという難点があった。 

そこで、もっと深く話し合いなどができるよう、ダイバーシティ＆インクルー

ジョンについて考えるユニットを設けることにした。ユニット作成には、Words 

and Actions: Teaching Languages Through the Lens of Social Justice（Glynn, Wesely, 

Wassell 2018）のユニットプランニング用のテンプレートを参考にした。 

 

３.２．コース概要 

 本実践は、2020年度秋学期、アメリカ東海岸のリベラルアーツ大学の日本語

中級コースで行われた。本プログラムの中級は、日本語 2年生である。初級の 1

年目では「なかま」の Vol. 2のチャプター３までを終え、２年目は「中級の日本

語」を用いる。これまでは、第１課から７課までをカバーしてきたが、今回の特

別ユニットを導入するために、第３、４課を組み合わせ一つのモジュールとし、

第６課は一部割愛した。また、前の学期がパンデミックの始まりで学期の最後の

部分が十分にカバーされなかったため、文法補強のためにモジュール 2.5を加え

た。こうして学期の最後に特別ユニットとして、在日コリアンに対する差別を取

り上げ、「多様な日本」について学ぶ機会を設けた。授業はパンデミックのため

オンラインコースで、週 5日、各５０分授業。ただし、火曜日は asynchronous学

習日とし、隔週で個人アサイメントか小グループでの勉強会の日とした。 

コース履修者数は２セクションで合計 27人。１年生 6人、２年生 16人、３年

生１人、４年生 4人で、そのうち４人は聴講者ではあるが、正規履修者と同様に

授業に参加し、宿題もほぼ全て提出していた。履修者の専攻は、コンピュータサ

イエンス、科学系及び人文学系、美術系とさまざまだった。 

 

３.３．ユニットのねらいと教材 

 本ユニットのねらいを以下のように定め、コースサイトの CANVASページで

明確にし、ユニット第一日目に本ユニット導入の理由なども含め説明を行った。 
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1. 民族マイノリティの在日コリアンについて学ぶ 

2. 多様な日本社会に関する現実を理解するとともに、夢や希望について話す

ことができる 

3. 今学期学んだ文法や表現が使われている絵本がスラスラ読め、内容が理解

できる 

4. 絵本の内容を説明することができる 

5. 他者の意見を尊重しながら、クラスメートと差別や多様性というトピック

について意見を交換することができる 

 

このように、ソーシャルジャスティスに関するテーマを取り入れると同時に、

言語習得に関する目的を明確にし、最終的にその両方を合わせた活動ができるこ

とを目的とした。学期中に学んだ文型や語彙、漢字の知識を使ってオーセンティ

ックな教材を読み、書きのアクティビティーも行うことにより、リテラシーとソ

ーシャルジャスティスにフォーカスしたカリキュラムとした。物語の内容を読み

取り、政治的あるいは歴史的な内容について考えたり話し合ったりする活動と、

学んだことや考えたことなどをジャーナルに記録する形をとった。そして、意見

を言う時には、クラスメートや相手を尊重するという注意も促した。 

今回教材に使ったのは、韓国語の絵本の日本語訳である。以前に上級コースで

教えた韓国出身の学生を雇い、翻訳してもらった。本のタイトル（邦題）は、

「クリーニング屋さんの夢」で、全 32ページ（テキスト部分は 17ページ）の

3447字からなる絵本である。絵本の使用に関しては、此枝(2019)の実践がその有

用性を示唆している。文が単純すぎず複雑すぎず、学期の既習文法が複数含ま

れ、未習の単語や表現などの意味はイラストから推測できる場合もある。また、

物語で使われている新しい語彙数は、教科書の各課に導入される語彙数と大差が

なく、ソーシャルジャスティスに関連する語彙の導入も無理なく行うことができ

ると考えた。 

ちなみに、第一日目に行なった Zoom Pollでは、在日コリアンについての知識

があったのは、全体のせいぜい 10パーセント程度で、その 10パーセントも「聞

いたことがある」という程度で詳しくは知らないということであった。 

 

３.４．「クリーニング屋さんの夢」 

絵本の概要は、以下の通りである。 

物語は、クリーニング屋のおじさんと友達になったという男の子の語りで始ま

る。おじさんは、現在クリーニング屋を営みながら本を書く作家である。そのお

じさんの初の本の出版記念パーティーでおじさんが語る、子供の頃からの夢の話

がこの物語の中心である。その話は、おじさんが朝鮮学校に訪問し、子供達の夢

を描いた絵を見て、自分の子供の頃の夢を思い出したということから始まる。 

大人しくて目立たない子供だったおじさんにとって、心を開ける唯一の友達

は、学校で飼っている動物だけだった。飼育係をしていた彼の小学校時代の夢

は、動物園の飼育員になることだった。そんなある日、韓国からの転校生がやっ
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てきて、日本語が上手ではないその子と友達になる。二人で夢について話してい

た時、作家という職業を初めて知り興味を持つようになった。そして、その転校

生から韓国についての話を聞いた。そのあと、語りの中で、おじさんの祖父母や

両親の出身は韓国で、彼は日本で生まれ育った朝鮮人であることが明らかにな

る。 

やがてその転校生は再び転校していなくなってしまうが、その後、おじさんは

中学、高校は朝鮮学校に進学し、活発な男の子になっていった。この辺りで、お

じさんは日本の小学校に通っていた頃は、朝鮮人であるために友達ができなかっ

たか、仲間はずれになっていたことなどが想像できるだろう。 

大学では生物学を勉強したにもかかわらず、在日朝鮮人という理由で公務員で

ある飼育員にはなれず、夢をあきらめて朝鮮学校の教師になった。しかし、心は

満たされず、父親のクリーニング店をしながら大好きな動物の話を書く作家にな

ろうと考えた。ところが、大学を卒業したにもかかわらず、朝鮮学校の中学校は

日本では学歴として認められないため、クリーニング師の資格試験の受験資格が

ない。そこで、役人に手紙を書いてなんとか試験を受けることができたという。

ようやく父親のクリーニング店を継ぎ、その傍らで作家として好きな動物の物語

を好きなだけ書けるようになった。ペンネームは、小学校の時に別れた友達がい

つか自分を見つけてくれるようにと、その友達の名前を使っている。そして、大

好きな動物と人間が一緒に暮らす話だけでなく、日本人、韓国人、北朝鮮人が、

国籍や肌の色や人種に関係なく一緒に暮らす生活について書いていきたい－その

三つの国をつなぐ橋になることが、最近の夢だとおじさんは語る。 

最後は、パーティーでみんなが楽しそうに歌い踊り、男の子は、手にしていた

おじさんの本に「未来の飼育員へ、飼育員になりたかったクリーニング屋の作家

のおじさんから。」と書いてもらって物語は終わる。 

 

３.５．授業内容・課題 

本ユニットは、２回の asynchronousの学習日を含め、全部で８日間を費やし

た。以下は、それぞれの日の授業内容と活動、課題である。 

 授業内容 宿題・タスク（使用言語） 

１日目 イントロダクション・ウォーム

アップ：ユニットのねらい、ト

ピックの導入（在日コリア

ン ）、子供の頃の夢、等 

 

２日目 [asynchronous learning day]  

自習：在日コリアンについて調

べる 

Google doc に調べたことを記録

（英・日） 

 

３−５日目 物語を読む、内容理解 （予習）内容のメモ、内容質

問、感想など。Google doc

（日・英*）でジャーナル形

式。 
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*質問の答え以外で自分のため

にメモしておきたいことなど。 

６日目 会話「在日コリアンの女性と同

僚の話」：在日韓国人の女性が

同僚に在日であることを告白し

たときの話 

→周縁化と無意識の差別につい

て話し合う 

（宿題） 

１）聴解クイズ 

２）文法：意見を述べる表現、

漢字ワークシート 

７日目 [asynchronous learning day]  

勉強会 

＜話し合い＞ 

１）「わが家のサンクスギビン

グデー」（日） 

２）「クリーニング屋さんの

夢」を読んで考えさせられたこ

と（日・英） 

３）会話「在日コリアンの女性

と同僚の話」：①日本の大学

生の答えについて、②こんな

時、（在日の女性に）どんなふ

うに答えるのがいい？なぜ？

（日・英） 

１）勉強会レポート 

勉強会で話したこと 

• Google doc 

• 使用言語：＃１日本語 

＃２、３自由 

 

２）CANVAS Discussions 

①日本で、在日コリアンなど

マイノリティが住みにくい／生

きにくいのはなぜか 

②マイノリティもくらしやす

い／生きやすい社会にするため

にはどんなことが必要か。個人

や社会はどんなことができると

思うか。 

Include cultural tendency or 

"Japanese way of thinking" that 

you have learned/are aware of, 

when you explain your idea.  You 

may share a related article or 

video/image that helps explain 

your idea. 

Try your best to express your 

idea in Japanese; however, you 

may use English words when the 

vocabulary is not introduced in our 

lessons or add a sentence in 

English if you want to avoid 

confusion or misunderstanding 

regarding your idea. 

８日目 【まとめ】勉強会・CANVAS 

Discussionsに関するコメント、

文法復習、日本語と日本文化／

日本社会について 
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３.６．評価 

本ユニットでは、形式的評価と総括的評価を次のように行った。宿題のジャー

ナルと勉強会レポートの一部は、日本語と英語のどちらを使ってもよいことにし

た。宿題の目的は、内容をよく理解することであり、レポートは内省でもあるの

で、できるだけ考えたことなどを詳しく書いてもらいたいと考え英語の使用も含

めた。ただし、授業は通常通り、基本的に日本語で行った。意味解釈のタスクに

取り組む際、質問の答えに母語を使用すると、読んだり聞いたり見たりしたこと

についてより深く理解することができる（Glynn, Wesely, Wassell 2018）という考

えを参考にした。 

 

【形式的評価】 

学習者の物語の理解度やグループワークでの参加などを確認するため、Google 

docを用いたレポートを宿題とした。 

1. 宿題：物語を読んで、読んだ部分の要約を書く。理解を確認する内容質

問を与え、その質問に答えながら要約がまとめられるようにした。ジャ

ーナル形式で、自主的なメモなどは日本語でも英語でもよいとした。学

習者が自由に記述する形にしたところ、質問には日本語で答え、内容は

英語でまとめる学生もいた。 

2. 勉強会レポート：話し合いで使った言語で書く。ただし、表現しにくい

場合は英語でもよい。 

＊＃１と２の採点については、提出すれば満点、１日遅れたら-10%…

とし、授業の準備と参加に重点をおいた。 

3. ブレイクアウトルームでの話し合い：夢について、物語の内容につい

て、感想、「在日女性と同僚の会話」に関する東京の大学生のリアクシ

ョン、等。教師はブレイクアウトルームに入り適宜指導。 

 

【総括的評価】 

物語を読み終えた後に、聴解クイズを課した。そして、ユニットの最後に、

CANVAS Discussionsで与えられたトピックに関して個人のアイディアをクラス

メートとシェアし、お互いにコメントしあった。本ユニットは学期最後のユニッ

トであったため、試験は期末試験に含めた。 

採点・評価に関しては、次のように行なった。 

1. 聴解：CANVAS クイズ 

2. CANVAS Discussionsルーブリック：内容、コメントは５または０点。

また、インストラクションには、相手の意見を尊重した意見の述べ方を

することを記した。文法は、今学期習った文法の積極的な使用と正確さ

に関して０〜５点。 

3. 期末試験：①オーラル―大学生との会話を想定して、「クリーニング

屋さんの夢」について Q&Aの形で内容を説明する。②文法、語彙―他

のユニットの問題と共に出題。③読み―抜粋部分に関する質問。 

④作文―物語の主人公のクリーニング屋さんにメールを書く。 



 219 

４. 課題とアンケートの記述内容の考察 

本ユニットでは、宿題のジャーナル（物語の内容質問の答えや感想を書く）、

勉強会のレポート、期末試験問題の「キムさんへの手紙」、CANVAS 

Discussionsの４つのライティングタスクがあった。その中から、記述量の多かっ

た勉強会レポートの「わが家のサンクスギビングデー」で話し合ったこと、期末

試験で書いた「キムさんへの手紙」、そしてアンケートの回答の中で、特にアイ

デンティティに言及する記述に注目し、ソーシャルジャスティス・アプローチと

アイデンティティの関係について考える。 

 

４.１．勉強会レポート「我が家のサンクスギビング」 

サンクスギビングホリデーの直前であったため、難しいトピックを話し合う前

のウォームアップとして、サンクスギビングの過ごし方について話し合うことと

した。学習者は、Asynchronous学習日の勉強会で４人のグループで話した後、個

人レポートを提出した。同じグループメンバー間での表現の仕方や量に違いはあ

るが、話し合った内容はほぼ一致していた。 

 

「家族とターキーを食べて伝統的祝日を祝う」と答えたのは、レポートを提出し

た 22人中４人のみ。「伝統的なサンクスギビング」を祝わない学生の方がはる

かに多かった。レポートに書かれていたいくつかのコメントを紹介する。 

 

• 自分はアメリカ人であるが、親は〇〇人だから、ターキーでなく〇〇料

理を食べる。 

• ターキーのスタッフィングにライスを入れる 

• サンクスギビングは祝わないが、家族が集まる△△という、サンクスギ

ビングのような日を祝う。 

• 親類など、家族がたくさん集まって祝うわけではない。（親と二人だけ

で祝う。） 
 

 ほとんどのグループが、自分や家族の民族的アイデンティティについて話し合

った。さらに、グループメンバー４人全員が複数のアイデンティティを持ち、マ

イノリティとしての経験や悩みをシェアしあったという記述もあった。（以下、

コメントは言語、内容等、学習者の記載のまま。） 

In my group, all the members identify with more than one identity and are part of 

minority groups so it was nice to talk about our own experiences of feeling left 

out and not having anyone understand. 

 

また、親が「アメリカ人らしくない」ことを不満に思っていることを告白した

学生もいたようだ。 

In the case of X, his parents do not know much about Thanksgiving, so 

he’s not very happy about it. However, Black Friday is the day after, so he 

likes to go shopping starting Thanksgiving day. That’s what he does on 

Thanksgiving every year! He tried a turkey last year for the first year [sic], 

but he didn’t really like it. 
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ある学習者は、クラスメートが話したアイデンティティについて、物語で使わ

れていた表現を使ってまとめている。 

〇〇さんのアイデンティティに関しても学びました。〇〇さんは△

△人とアメリカ人で、話のクリーニング屋さんのように二つの文化

に属してますが、同時にどちらの文化に属していません感じがあり

ます。 

 

 その他に、サンクスギビングを祝うのがグループの中で自分だけだったことに

驚いたという学生もいた。 

他のクラスメートはサンクスギビングを祝いません。びっくりしま

したが、理由を聞いた後で、わかりました。例えば、他の国はサン

クスギビングを知っていません。 

 

 レポートを全て英語で書いた学習者は、話し合ったトピックや内容について細

かく書いていた。グループで LGBTQ+に関するトピックをはじめ、差別や多様

性について国による違いなどを話したとあった。また、在日問題をアメリカの黒

人問題と比較して話したグループもあった。 

 

４.２．期末試験問題「キムさんへの手紙」 

期末試験では、今学期学んだメールの書き方が正しく使え、敬語がうまく使え

るかをテストすると共に、本ユニットを通して学んだことや疑問に思ったことな

ど、導入された語彙や表現を使って表現できるかどうかを測るために以下のよう

な設問を作成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここでは、設問に対する答えに関し、複数あった内容と言語習得についてまとめ

る。 

１）自己紹介、あいさつ 

学年、専攻、家族のバックグラウンド、エスニシティ、日本語学習者で

あること、「クリーニング屋さんの夢」を読んだこと、コロナの状況に

言及した終わりの挨拶 
 

• Write a letter to Mr. Kim （「クリーニング屋さんの夢」のモデルのおじさん）. 

• You can refer to a format in the 読み物 in Lesson 4.   

Include: 

• かんたんな自己紹介・あいさつ 

• 「クリーニング屋さんの夢」読んで考えたことやおじさんへの質問、など 

• 終わりのあいさつ 

• 名前（日本語でフルネーム） 

*Try to use the vocabulary/expressions and sentence structures introduced this 
semester, whenever applicable.  
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２）考えたこと、感想（複数） 

この物語が気に入った／好きだった、在日韓国人（日本のマイノリテ

ィ）について初めて知った、在日韓国人についてくわしく調べた、「ど

こにも属さない」という気持ちが自分もある、希望をくれた、いろいろ

考えさせられた、この本を書いてくれてありがとう 
 

３）質問 

どうしたら色々な場所の架け橋になることができるか、差別の問題はど

うしたら良くなると思うか、在日への差別の状況は変わっているか／よ

くなっていくと思うか、アイデンティティについての考え方 
 

４）言語習得 

頻繁に使用された目標言語：〜てもらう・くれる・あげる、使役・使役

受け身、ソーシャルジャスティスに関連する語彙 

努力のあとは見られるが習得できていない：敬語使用 

メール（手紙）のフォーマット：３名以外は適切なフォーマット（内容

は適切） 

 

４.３．アンケート 

ユニット終了後に行ったアンケートの中から、以下の二点に対する回答をまと

める。 

1. What was a useful or interesting aspect of this unit?  And/or what was 
difficult/negative aspect of this unit? 

2. Which activities did you find useful?  (Check all that apply.) 
 

【＃１】全体的に、本ユニットに関する反応はポジティブで、興味深かったとい

うコメントが多かった。特に、日本の文化を学んだと言うコメントが目立った。 

（以下、コメントは筆者和訳） 

＜主な肯定的意見＞ 

• 日本の文化について学べた（教科書にはないこと） 

• 在日コリアンとう日本のマイノリティについての歴史を学び、自分の国

と比較できた 

• 身近な問題について（クラスメートと）お互いに話し合えた 

• 絵本を読んで日本の多様な社会について学び、意見を言う練習をするの

は興味深かった 

• 日本の多様性について学びながら、習ったこと（言語）を使う練習がで

きたのが特に興味深かった 

• アメリカ育ちの mixed-race の自分にはとても関係があるトピックだと

感じた。（将来日本に住みたいと考えている学生） 

• このユニットでは、日本の文化について本当に学んだ気がした。他のユ

ニットでは、少しだけ文化に触れて教科書の内容［文法・単語など］に
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移るという感じだが、このユニットでは、日本語を学びながら日本文化

というものを学ぶことができたと思う 

• 日本のいい点だけでなく、大変なこともあることを学べたのがよかった 
 

＜主な否定的意見＞ 

• 語彙や文法が足りず、意見を言うのが難しかった 

• （日本語で）細かいニュアンスがうまく伝えられないと感じた 

• センシティブなトピックなので、時には意見を言うのをためらうこと

があった 

• オンラインのため、誰が意見を言っているのかわからない時があった

り、クラスメートの表情が見えなかったりするのが難しい 

• 物語のレベルが少しやさしすぎる一方、トピックはかなり複雑なの

に、日本の多様性や単語や文法より読み物の内容に時間を多くかけす

ぎたような気がした 
 

＜その他＞ 

• 日本語の授業でこのようなトピックについて話し合うことに驚いた 
 

【＃２】アンケート回答者２１人中、１１人が「勉強会」が役にたったと答え

た。以下、CANVAS Discussions （７人）、「在日コリアンの女性と同僚の話」

（５人）と続いた。 

 

勉強会に関しては、以下のようなコメントがあった。 

• 小グループで学生だけで自由に話すことができたので、いろいろな話を

するのにとても役立ったと思う。 

• 勉強会では、メンバーが自分の文化やアイデンティティについて話し、

物語の内容の理解に役立った。また、物語を通して、自分の経験をシェ

アすることができたし、多様な社会としての日本にも［アメリカと］同

じような問題があることがわかった。 

• 勉強会を通して、オンラインでありながらクラスメートのことを非常に

よく知ることができた（複数回答） 
 

５．まとめ 

本稿は、日本語学習とソーシャルジャスティスに関するテーマを導入したソー

シャルジャスティス・アプローチが、学習者にとってどのような学びを提供でき

るのかを考えることを目的とした。形式的評価と総括的評価に用いた課題に対す

る記述とアンケートのコメントから見られるように、在日コリアンというテーマ

を取り上げたソーシャルジャスティス・アプローチは、言語と文化を学ぶ機会を

与えることができた。特に、アイデンティティに関して、学習者同士がお互いに

話し合ったり、理解しあったりする場を与えることもできた。先に述べたように

アイデンティティと言語習得の関連性が指摘されているが、学習者自身が「日本

語を学んだ」という実感につながったのは、オーセンティックな作品を読んだと
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いうことのほかに、テーマの一つがアイデンティティという自分に身近なもので

あったことも要因の一つとしてあげられるのではないだろうか。英語で話した部

分も多々あったことは予想されるが、勉強会で自分のアイデンティティや家族に

ついてクラスメートと積極的に話し、それについて書いた結果としてである。ま

た、物語に描かれた、日本の民族マイノリティであるおじさんの経験やアイデン

ティティに関する想いに共感できる学習者にとっては、学習のモチベーションを

高める要因の一つになったかもしれない。ダイバーシティ＆インクルージョンに

関しては、日本が単一民族の国でなく、在日コリアンのように差別を受けるマイ

ノリティ民族が存在し、しかも在日コリアンにも様々な人がいることを学んだ。

そして、自分以外のグループのメンバーがサンクスギビングを祝わないことに驚

いた学生や、「在日コリアンの女性と同僚の話」の会話で、どのように答えたら

いいかを話し合った時にいろいろな意見があることを学んだという学生がいた。

このように、日本の多様性について学ぶだけでなく、自分の身近なところにも

様々なバックグラウンドやアイデンティティ、考え方を持つ人間がいることに改

めて気づく機会にもなっただろう。物語の中で、学習者の共感を呼んだ、主人公

がアイデンティティについて語る部分は以下である。 

 

私は日本で生まれ育ちましたが、朝鮮学校に行きましたし、国籍は

韓国人です。 

日本にも朝鮮にも韓国にも属していますが、同時にそのどの場所に

も属していません。 

自由にふわりふわりと空を飛び回る鳥のように、私も自由にふわり

ふわりと日本と韓国、そして、北朝鮮を行き来しながら、この三つ

の場所を一つにつなぐ橋になりたいんです。 

それが最近の「私の夢」なのです。 

        （ヘースック p.26）  

 

この物語を通して、日本に存在する偏見や差別についてネガティブな感情では

なく、世界中のどこにでもある問題として捉え、夢をあきらめないことや、より

よい社会を作っていくためには何が必要かを考えるのは、学習者にとってのエン

パワメントにつながるのではないだろうか。 

さらに、このような授業実践を行う中で学習者たちのアイデンティティについ

て学ぶことは、教師にとっても重要なことを気づかせる。例えば、本実践で、韓

国系アメリカ人の学生に韓国のことについて質問し、実はその学生は一度も韓国

に行ったことがなく、韓国についての知識はあまり持っていなかったのに気付い

た時、はっとさせられた。そして、サンクスギビングについての話し合いは、学

習者のエスニシティやアイデンティティの多様性を浮き彫りにした。他にも、中

国系アメリカ人の学習者に対して、その容姿や名前から「漢字ができる」という

思い込みで、漢字の語彙についての質問をつい何度も振ってしまったかもしれな

い。しかし、実際は中国語ができない、あるいは読み書きはできない場合、その

学生にアイデンティティの葛藤をもたらしていたかもしれない。さらに、非漢字
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圏の学習者の中にも、漢字の得意な学生はいる。つまり、教師が学習者の多様性

を見過ごしてしまわないよう、そして無意識の差別的な言動をしてしまう可能性

を最小限に止めるためにも、ソーシャルジャスティス・アプローチは、Glynn, 

Wesely, Wassell （2018）が言うように教師にも恩恵を与えるものだと言えよう。 

 

６．課題 

今後の課題として、最も考え直したいと思ったのは、言語習得面のスキャフォ

ルディングである。本実践において学習者が最も難しい、あるいはネガテイブだ

と捉えた、語彙・表現不足のために言いたいことがうまく伝えられないという問

題をいかに改善するか。本ユニットの内容を歓迎しつつ、コミュニケーションに

関するフラストレーションが授業やグループディスカッションの中で多々あった

ことは、アンケート結果からうかがえた。特に、授業はほぼ日本語のみで行うの

で、言いたいことがあっても積極的に意見を言えなかったり、誤解を招くことを

恐れたりして、何も言えなくなってしまう場合もあるだろう。そのような問題を

取り除くため、英語の使用を場合によって許容する一方、日本語でもっと意見が

言えるように、必要な表現や文法の導入、練習にも時間を費やすことが必要であ

る。ちなみに、英語の使用に関して、50分の asynchronous セッションの勉強会

は役に立ったということだったが、実際にそれぞれのグループがどれくらいの時

間を費やしたか、どれくらいの割合で日本語と英語を使ったかなどの質問をレポ

ートかアンケートで確認すればよかった。 

二つ目は、トピックの背景知識の導入である。アンケートの回答に、クラス全

員が最初に一つの記事を読んでディスカッションしたらよかったのでは、という

提案があった。この点に関しては、有効な意見だと考える一方、記事の選択には

専門家のアドバイスをもとに偏見が含まれないものを選ぶなど、注意したほうが

いいかもしれない。 

最後に、レポートにもあったように、学習者はさまざまなソーシャルジャステ

ィスに関連するトピックについて話し合っていたことを考慮し、今後も、本レベ

ルに向けた様々なトピックに関する教材の作成を目指したい。 
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1. はじめに 

 Cook (1999) によると、外国語学習におけるモデルは母語話者に限定されてい

ることが多く、外国語教師は学習者たちが母語話者のようになることを目指して

いる。また、非母語話者は、不完全で、コミュニケーション力が欠けている、母

語話者に従属する存在など、目標言語の使用者としての否定的なイメージが伴い

やすい (Firth & Wagner, 1997; Cook, 1999; Holliday, 2006)。さらに、学習者と目標言

語の母語話者との間に不平等な力関係が存在することも指摘されている (Norton 

Peirce, 1995; Norton, 2000)。 

 日本語を学ぶ、我々の学生にも目標言語話者として劣っているという考え方が

内在化している場合、学習者が日本語話者として肯定的なイメージを構築するの

は難しく、母語話者に対して常に弱い立場に位置づけられ続けるのではないだろ

うか。どうすれば、日本語学習者をエンパワーし、日本語使用者としての肯定的

なイメージが構築できるように促せるのであろうか。 

 

2. 先行研究 

 肯定的なイメージを獲得する方法の一つとして有効ではないかと考えられるの

は、ビデオセルフモデリングである。Dowrick と Dove (1980) によると、ビデオセ

ルフモデリングとは、「自分自身の理想の目標行動だけが映し出された映像をくり

返し見ることで生じる行動の変化  (the behavioral change that results from the 

repeated observation of oneself on videotapes that show only desired target behaviors)」

(p. 51) を意味する。自分自身がモデルとなった映像を見ることで、目標行動に到

達する可能性を認識する機会を得ることができると考えられる (Dowrick, 2012)。 

 また、ビデオセルフモデリングは Positive self-review と Feedforward の二つに分

けられる (Dowrick,1999; 2012)。Positive self-review では、スランプの野球選手が
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かつて自分がホームランを打った映像を見ることで、パフォーマンスの質を高め

るといったことが例として挙げられる。以前自分が出来ていたことを見ることで、

自分のイメージを高めていくという手法である。一方、Feedforward の例として、

体操選手がすでに持っているレパートリーを組み合わせて作ったビデオを見るこ

とで、新しいフロアールーティーンを学ぶことが挙げられる。個別のテクニック

やスキルはすでに持っているけれども、その組み合わせ方を変えて、新しいパフ

ォーマンスをビデオ上に作り、自分がこれからするパフォーマンスのイメージを

作るという手法である。つまり、Positive self-review は強化が必要とされる、すで

に達成された模範的な行動を再構築するのに対し、Feedforward はまだ達成できて

いないけれども達成できる可能性のある未来の行動を構築するというわけである。 

 これらはスポーツの例であるが、Dörnyei & Kubanyiova (2014) は外国語学習に

おいてもビデオセルフモデリングは有用であるとしている。L2 で上手にパフォー

マンスしている学生のビデオクリップからモンタージュビデオを作ることで、ビ

デオの中に理想のパフォーマンスを作り上げ、学習者が定期的にそのビデオを見

るという活動を提唱している。これらのことを参考に、日本語のクラスで学習者

が自分のパフォーマンスをビデオに録画する課題は有効ではないかと考えた。

Feedforward 型のビデオセルフモデリングは動画編集などに時間がかかるかもし

れないが、Positive self-review 型のビデオセルフモデリングであれば、パフォーマ

ンスを録画し、うまくいったものだけを残し、見直せばよい。日本語使用を伴う

パフォーマンスを繰り返し練習し、パフォーマンスの質が最も高くなった状態の

自分をビデオに録画することができれば、学習者が後にくり返し見ることができ

る理想のビデオが作れるのではないかと考えた。 

 ただ、課題としてビデオを作ったとしても、学習者がビデオを作るだけでその

ビデオをくり返し見直さなければ意味がない。そこで、セルフアセスメントを課

題の一部に組み込みことで、ビデオに録画した自分の最良のパフォーマンスをく

り返し見る機会が作れるのではないかと考えた。 

 実践共同体の議論で有名な Wenger らは、セルフアセスメントはエンゲージドラ

ーニングにとって重要であり、また、自己評価は人間が日常的に行っていること

であり、評価の重要な一部であるとしている (Eckert, Goldman & Wenger, 1996)。

また、Oscarson (2014) は、以前に比べて、評価基準がより透明性を持ち、学習目

標がよりわかりやすい言葉で示されるようになった今日、学習者によるセルフア

セスメントは言語教育において重要な役割を果たすと述べている。 

 また、セルフアセスメントを取り入れるメリットとして、学習が促進できる、

授業の内容や評価原則についての理解が深まる、目標指向性が向上する、アセス

メント範囲が拡大する、アセスメントの負担が教師と学習者で分担できる、コー

ス終了後の自律的な学習を促す効果が挙げられている (Oscarson, 1989)。また、学
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習者がセルフアセスメントに取り組むことで、自分のパフォーマンスを評価する

能力が向上するという効果も報告されている (Butler & Lee, 2010)。このように、

セルフアセスメントには、自分が作った課題を見直す機会を生み出すという効果

以外にも、様々な効果が期待できる。 

 

3. 実践概要 

 本章では筆者がパデュー大学の中級クラスで実践した、学習者によるセルフア

セスメントとオリジナル評価基準の作成について紹介する。2020年秋学期の日本

語 301（五学期目）のコースと 2021 年春学期の日本語 302（六学期目）のコース

で学生にセルフアセスメントとオリジナル評価基準の作成に取り組んでもらった。 

 

3.1 成績評価の内訳 

 表 1は 2020 年秋学期の日本語 301 のコースと 2021年春学期の日本語 302のコ

ースで実際に使用した成績評価の内訳である。青色でハイライトされている項目

でセルフアセスメントを取り入れた。ビデオの作成を伴う課題に加え、エッセイ

や口頭試験などのパフォーマンスベースの課題においてもセルフアセスメントを

実施し、2020 年秋学期のコースでは成績全体の 32.5％を、2021年春学期のコース

では成績全体の 22％をセルフアセスメントに当てた。 

 

表 1：成績評価の内訳 

 

 

 ビデオ作成やエッセイなどの課題の場合は、それらの課題を提出する時に、課

題とともに後述のセルフアセスメントシートを提出してもらった。教室内でのプ

レゼンテーションや口頭試験の場合は、パフォーマンスを録画し、自分のパフォ

ーマンスを見直した後で、セルフアセスメントシートを記入し、提出するという

形をとった。 
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3.2 セルフアセスメントシートと成績評価 

 教師がエクセルファイルで用意したセルフアセスメントシートを使って、学習

者にはセルフアセスメントに取り組んでもらった。図 1 は「これが私の日本語勉

強法」というプレゼンテーションの時に実際に学生が使ったセルフアセスメント

シートである。右側に評価項目と評価基準が示されたルーブリックがあり、これ

を見ながら学生は左側の空欄に必要事項を記入した。 

 

 

図 1：セルフアセスメントシートの例 

 

 表 2 はルーブリックを拡大したものである。縦に評価項目が並んでいて、横は

四つの評価基準が示してあり、左から順に、Exceeds Expectations、Meets Expectations、

Approaching Expectations、Does Not Meet Expectations となっている。それぞれの基

準には点数が定められており、日本語 301と 302 のコースでは、基準に達したパ

フォーマンスを 5点として採点し、すべての項目で 5点を取ることが出来れば、

満点が取れる仕組みになっている。期待を超えるパフォーマンスについては 6 点

として採点されるが、超過分の 1 点は、5 点が取れなかった項目の埋め合わせを

するボーナスポイントとして扱った。なお、ルーブリックを作成する際、Sandrock 

(2010)、Ohio University Department of Education (2020)、Gunner (n.d.) を参考にした。 
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表 2：ルーブリックの例 

 

 

 学生はルーブリックを確認しながら、自分の課題やパフォーマンスをふり返り、

セルフアセスメントシートの左上にある表に点数を入力していく。このエクセル

シートにはすでに数式がインプットしてあるので、各項目の点数を入力すると自

動的に合計点が計算され、赤色でハイライトされたセルに表示されるようになっ

ている。 

 図 2 は学生が実際に記入して提出したものである。この学生は自分の課題を上

から順に、5 点、5点、3点、5点、5点、5点、2点と評価しており、ほとんどの

項目で基準に達するパフォーマンスができたと評価する一方で、Language Control

と Length の項目は基準に達するパフォーマンスができなかったと自己分析して

いることがわかる。また、パフォーマンスの数値化に加えて、よくできた点、う

まくできなかった点、それから、プレゼンテーションを見ているクラスメートの

興味を引く努力について、それぞれ 50ワード以上の英語で記述してもらった。 
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図 2：学生が記入したセルフアセスメントシートの例 

 

 パデュー大学では Brightspaceと呼ばれる学習管理システムを利用しており、学

習者はBrightspaceを通して、課題とともにセルフアセスメントシートを提出した。

そして、教師は Brightspaceのフィードバック機能を使い、学習者の課題へのコメ

ントを書いた。その際に、表 3 のように、学習者による評価と教師による評価を

並べて学生に提示した。こうすることで、フィードバックを受け取った学習者が、

学習者による評価と教師による評価を比較して見られるようにした。また、成績

は教師による点数と学習者による点数をそのまま足して計算し、表 3 の学生の場

合、この課題の点数は 32 と 30を足して、62点（70点満点）とした。 

 

表 3：学習者への教師による評価の提示例 
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3.3 オリジナル評価基準の作成 

 次に、オリジナル評価基準の作成について説明する。前節で説明したセルフア

セスメントではルーブリックは教師によって準備されていたわけだが、評価基準

を学生にも考えてもらおうというのがオリジナル評価基準の作成である。 

 学生によるオリジナル評価基準作成を取り入れた理由については、大きく三つ

ある。一つ目は、学習者が考える良いパフォーマンスとは何かを知るためである。

筆者は 2017 年 9月から 2019年の 6 月まで、ニュージャージー州の公立高校で日

本語を教えていた。その際、先述のビデオ作成課題に興味を持ち、ルーブリック

を何も用意せず、実験的にビデオ作成課題を出したことがあったのだが、多くの

学習者は実際に提出したビデオ以外に複数のビデオを作成していたことがわかっ

た。一つ目のビデオを撮り、満足ができず、二つ目のビデオを撮り、そしてそれ

にも満足ができず、三つ目のビデオを撮るということが繰り返されたようであっ

た。そこで筆者が気になったのは、ルーブリックがなかったにもかかわらず、高

校生たちは何を基準にビデオの良し悪しを判断していたのだろうかということで

ある。学習者に評価基準を作成してもらうことで、学習者がどのようなパフォー

マンスを良いと考えているのかを知ることができるのではないかと考えた。 

 オリジナル評価基準の作成を取り入れた二つ目の理由は、学習者によって日本

語のレベルや獲得したいスキルは異なると考えられるからである。教師が用意し

た一般的な評価基準では個々の学習者の成長を促すことは難しく、また、一般的

な評価基準では拾い切れないスキルが存在するのではないだろうか。さらに、三

つ目の理由は、学習者に自分のレベルにあった、自分の成長を促す評価基準を作

成してもらうことは、日本語話者としての肯定的な理想の自分を想像することに

つながるのではないだろうかと考えたからである。 

 では、実際にどのように取り入れたのかについて説明したい。日本語 301、302

のコースでは、学期の最初と最後に口頭試験を行った。一回目と二回目の口頭試

験は同じ内容で、学期を通しての学習者の成長を見ることが狙いであった。口頭

試験はスピーチと Q＆A の二つのセクションで構成され、301 のコースでは「私

の家族」、302 のコースでは「就職活動などの面接試験における自己紹介」をトピ

ックにスピーチを準備してもらった。口頭試験はすべて Zoomで行い、録画した。

Zoom での試験では、スクリプトを読んでいるかどうかの判断は難しいため、ス

ピーチのスクリプトは事前に準備し、試験の時に読んでもよいことにした。一回

目の口頭試験では教師が準備したルーブリックをもとにセルフアセスメントシー

トを記入してもらったが、これに加えて、学習者はオリジナル評価基準の作成に

取り組んだ。 

 図 3は日本語 302 のクラスで実施した一回目の口頭試験の後で実際に学生が使

ったセルフアセスメントシートの一部である。先ほど説明したセルフアセスメン
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トシート同様、学生はルーブリックを見ながら表に点数を記入する。次に、シー

トの下にある青色と緑色の記入欄に、学生オリジナルの評価基準を書いてもらっ

た。 

 

 

図 3：口頭試験で使ったセルフアセスメントシートの一部 

 

 記入方法はスピーチのセクションと Q&A のセクションとで共通で、まず、学

習者は一回目の口頭試験のビデオを見て、自分のパフォーマンスで改善したいと

思ったスキルを特定する。そして、そのスキルの名称を Criteria name の欄に記入

する。次に、Does not meet expectations の欄に、自分が改善したいと思った、現在

のパフォーマンスの状態を記述する。そして、弱点を克服した、一回目のパフォ

ーマンスよりもレベルが上がった理想のパフォーマンスをイメージし、そのパフ

ォーマンスの特徴を Meets expectations のところに書き込む。そして、最後に、理

想のパフォーマンスと現在のパフォーマンスの間にあたるパフォーマンスを考え、
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Approaching expectations の欄に記述する。こうすることで、パフォーマンスの三

つのレベルを作ることができ、また、二回目の口頭試験で一回目と同じパフォー

マンスをした場合、そのパフォーマンスは Does not meet expectations として採点

されるので、点数が低くなるように設定をすることができる。理想自己に近づく

ことを学期を通しての目標として設定することが狙いであった。 

 表 4 は筆者が担当した日本語 302 のコースの学生 16 人が「就職活動などの面

接試験における自己紹介」をテーマにした口頭試験の後で、実際に提出したオリ

ジナル評価基準の項目を一覧にしたものである。発音や文法、フィラーワードな

どについての項目がよく見られる一方で、筆者が予想していなかった Confidence

や Nervousness といった項目なども見られ、各々が独自のスキルを選んでいるこ

とが見て取れる。 

 

表 4：学習者が作ったオリジナル評価項目 

 

 

 では、次に学習者が実際に作ったオリジナル評価基準の例をいくつか紹介した

い。なお、紹介する例は、すべて学生が提出したセルフアセスメントシートから

そのまま引用したものである。 

 図 4 と図 5 は学生が作ったスピーチのセクションの評価基準の例である。図 4

の評価基準を作成した学生は、一回目の口頭試験のビデオを見て、スピーチの結

論が明確ではなく、聞き手がスピーチの意味を一部推測する必要があったと考え

ていることが見て取れる。そして、二回目の口頭試験では、その点を改善し、ス

ピーチとその結論を論理的でわかりやすいものにしたいと考えていることがわか

る。 
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図 4：学生が作ったスピーチセクションの評価基準の例 1 

 

 図 5 の学生は、一回目の口頭試験のビデオを見て、自分のスピーチが心配で今

にも泣き出しそうに聞こえることに気がつき、そのことを Does not meet 

expectations の欄に記入している。そして、二回目の口頭試験では、この点を改善

し、落ち着いて話ができるようになりたいと考えている。 

 

 

図 5：学生が作ったスピーチセクションの評価基準の例 2 

 

 図 6 と図 7 は学生が作った Q&A セクションの評価基準の例である。図 6 の学

生は、一回目の口頭試験のビデオを見て、英語のフィラーワードをよく使ってい

たり、沈黙したりしている自分に気づき、そのことを Does not meet expectations の

欄に記述している。二回目の口頭試験では、「あのう」、「えーと」など日本語のフ

ィラーワードだけを使えるようになりたいと考えており、また、沈黙が適切な長

さになることも目標としている。 

 

 

図 6：学生が作った Q&A セクションの評価基準の例 1 
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 図 7の評価基準を作成した学生は、一回目の口頭試験において、質問に答える

際、要点に入る前に不必要な情報を話してしまっていることに気が付き、そのこ

とを記述している。二回目の口頭試験では、教師からの質問に対して、即座に要

点が述べられるようになりたいと考えていることがわかる。 

 

 

図 7：学生が作った Q&A セクションの評価基準の例 2 

 

 紹介した例はごく一部であるが、学習者それぞれが自分の弱い点をビデオから

見つけ、それを改善した理想のパフォーマンスをイメージし、記述できているこ

とがわかる。学習者の能力は人によって異なり、日本語学習の目標も人によって

異なる。実際、筆者がセルフアセスメントを取り入れた日本語 301と日本語 302

のコースには、コースの対象である中級レベルの学生がいる一方で、継承語とし

て日本語を学ぶ学生や、すでに会話能力は上級レベルに達している学生などもい

た。オリジナル評価基準を作成するという取り組みは、学習者それぞれのレベル

に合わせたゴール設定ができるので、多様な学習者が存在する教室において非常

に効果的ではないかと考えられる。 

 

4. 学生のコメント 

 この章では、セルフアセスメントに対する学生のコメントを紹介する。日本語

302 の受講者にセルフアセスメントについてどう思うか自由に記述してもらった。

学習者のコメントの原文を一部抜粋しながら紹介したい。 

 セルフアセスメントについてのコメントは大きく四つに分けられる。一つ目は、

セルフアセスメントが課題を見直すきっかけ作りになっているという意見である。

セルフアセスメントがなければ自分の課題を見直し、評価することがなかったで

あろうという意見が見られた。自分のパフォーマンスを見直してほしいという、

セルフアセスメントを取り入れた筆者の当初の狙い通りの効果があることが確認

できたと言える。 

 

• In my honest opinion, I though the self-assessments were a great opportunity to look back at 

my work and point out any flaws. 
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• I think self-assessment is worthwhile as it gets one to be interspective on assignments. For 

example, self-assessment on the speaking prompts makes me have to listen and evaluate my 

speaking, which otherwise I wouldn't do. 

 

 二つ目は、教師による評価と学習者による評価の比較ができるのがよいという

意見である。比較を通して、自分は問題なくできていると思っていたが、もっと

努力をしないといけないエリアがあるということがわかったという意見や、自分

のパフォーマンスを過剰に低く評価してしまっていることがわかったという意見

が見られた。教師による評価と学習者による評価との間に差がある場合、何かし

らの気づきにつながっていることがうかがえる。 

 

• I think it's interesting to see how I rate myself vs how I am graded. 

• I personally like the self assessments because I can compare how I grade myself and how I am 

graded by the instructor, to see where there are areas that I should be spending more time 

working on that I had thought I was fine in. 

• … one thing i've learned is that sometimes im over critical of myself and give myself a lower 

score then what my professor scores me. 

 

 三つ目は、評価基準の理解と課題の質の向上に関するコメントである。課題に

何が求められているのかが理解でき、課題を提出する前に、セルフアセスメント

をすることで、もう一度ルーブリックを確認する機会があるという意見や、他の

クラスと違って、このクラスでは単なる成績以上に自分の実際の日本語能力につ

いてより気にしているという意見などがあった。 

 

• I feel very aware of the expectations and if anything the reflections make it easier to meet the 

requirements. 

• Grading myself also gives me another chance to review the rubric more closely before 

submitting my work. 

• I really care about my grades but unlike my other classes I care about my actual Japanese ability 

more than just the grade. So I would say I am more aware of the assesment principles. The self 

assesments do make me more aware of specific categories I think I need to work on. 

 

 四つ目は、セルフアセスメントを通して自分の成長が見えるかどうかに関する

コメントである。セルフアセスメントに対するコメントは全体的に好意的であっ

たが、自分の成長が見えるかどうかについては意見が分かれた。自分の成長が見

えるという意見があった一方で、セルフアセスメントはふり返りとしては機能し
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ているが、学習を促しているかどうかはわからないという意見が見られた。成長

しているサインというよりチェックリストにすぎないのではないかという意見も

あった。 

 

• I think that the best thing about self-assessment is that we are able to see how far we've 

individually come compared to how we used to be at the beginning, instead of comparing 

ourselves to other students. 

• I do like the self-assessment exercise. It helps me reflect on my own performance and allows 

me to objectively observe any progress or lack thereof. 

• I'm not sure if it promotes my language learning since it doesn't really influence my learning 

directly, it just works as a reflection on myself. 

• I DO like how these self assessments are very clear in what I need to do. It helps me confirm 

that I have quality transitions, use strong vocab and grammar, etc. However, sometimes that is 

just a "checklist" rather than a sign that I have been continually improving. 

 

 また、セルフアセスメントのやり方の変更が必要であると感じるような、いく

つかのコメントも寄せられた。評価基準により多くの層を作ってほしい、課題を

通して自分の目標に近づくのは難しい、自信がないので低めに評価をしてしまい

がちである、セルフアセスメントシートのふり返りの字数制限は不要であるなど

のコメントがあった。ふり返りの書き方や字数制限に関しては三人の学生から要

望があったのだが、その三人ともが留学生であった。英語のネイティブスピーカ

ーでない留学生の中には、毎回のふり返りを 50 ワード以上の英語で書くことを

負担に思う学生もいるのかもしれない。 

 

• If I could have anything changed about self-assessments, I would want there to be more tiers to 

the grading criteria. Even if there isn’t a change in points, I think it would better express how I 

feel about my work (ex. a ‘solid’ 5 rating vs. a ‘weak’ 5 rating) 

• It is hard for me to work on my goals through Japanese assignments; for example, two of my 

goals are to become better speakers and to remember kanji better (and remember more). 

• … the 50 words limitation on the reflection is not needed. There's not always something that 

we can talk much about. When we have something to talk about, we will ignore the word 

limitation since it will definitely be more than that. But when we don't have much to say, the 

limitation is only something forcing us to make up stuff to fill up the space. 

• … sometimes I am not very confident in my content so I tend to give myself a lower grade. 

Also, maybe the "What went well" and "what needs work" part should have less word 

requirement. (Maybe 40.) 
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5. セルフアセスメントシート改定案 

 これまで、パデュー大学の日本語中級クラスで実施した学生によるセルフアセ

スメントとオリジナル評価基準の作成について報告し、受講した学生の反応につ

いて紹介した。最後に、学生のコメントをもとに改良した、新しいセルフアセス

メントシート案を提示したいと思う（図 8）。 

 

 

図 8：新しいセルフアセスメントシート案 

 

 この新しいシートでの変更点は三つである。一つ目の変更点は、学生が自分が

つけた点数の自信度を示せるようにしたという点である。これは自信がなくて低

めの成績をつけがちであるという学生や評価基準にもっと層を作ってほしいとい

う学生の意見を取り入れたものである。自信をもって付けた 5 点なのか、それと

も 5点と 4点と迷った挙句付けた 5 点なのかがわかるので、教師が学習者の考え

ていることをよりつかみやすくなる効果があると思われる。 

 二つ目は、評価項目を学習者が選べるようにするという点である。この例のよ

うに content、fluency など教師が課題ごとに核となる項目をいくつか決めておき、

残りの二項目は教師が用意した複数の評価項目の中から、学習者が好きなものを

選んで、評価項目をカスタマイズするという試みである。この変更は課題を通し

て自分の目標を達成することができないという学生の意見を参考にした。学習者

は学習者が持つ多様な目標、自分が上達させたいスキルに応じて、評価項目を選

び、オリジナルのセルフアセスメントシートを作成することができる。 

 三つ目は、よくできた点、うまくできなかった点を記述する際に英語以外の言

語の使用も認めるという変更である。これは 50 ワード以上で記述することに困

難を覚えていると思われる留学生から寄せられた意見を参考にした。学習者が自

分の最も強い言語でふり返りを行うことで、記述の質と量を高めることが狙いで

ある。もちろん、教師がわからない言語で書かれることもあると思うが、英語や
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日本語以外の言語で書く場合、提出する前に Google Translate などで英語に翻訳

してみて、意味のわかる英語に翻訳されるかどうかを事前にチェックしてから出

すように学生に指示をすれば、問題はないのではないだろうか。 

 

6．おわりに 

 セルフアセスメントにはさまざまなポジティブな効果があると言われており、

実際、セルフアセスメントについての学習者からのコメントの多くは好意的なも

のであった。また、学習者の能力は人によって異なり、日本語学習の目標も人に

よって異なる。多様な学習者が存在するクラスにおいて、オリジナル評価基準の

作成は、それぞれの学習者のニーズを評価基準の中に取り入れる方法として有効

ではないだろうか。今後も学生の意見を取り入れながら、異なる目標と能力を持

つ学習者個々人の成長を促し、かつ、日本語話者として肯定的なイメージの構築

を促進するようなセルフアセスメントやオリジナル評価基準作成のあり方につい

て考え、実践を行っていきたいと思う。 

 

参考文献 

Butler, Y. G, & Lee, J. (2010). The effects of self-assessment among young learners of 

English. Language Testing, 27(1), 5-31. 

Cook, V. (1999). Going beyond the native speaker in language teaching. TESOL 

Quarterly, 33(2), 185-209. 

Dörnyei, Z., & Kubanyiova, M. (2014). Motivating learners, motivating teachers: 

Building vision in the language classroom, Cambridge: Cambridge University 

Press. 

Dowrick, P. W. (1999). A review of self modeling and related interventions. Applied & 

Preventive Psychology, 8, 23-39. 

Dowrick, P. W. (2012). Self modeling: Expanding the theories of learning. Psychology in 

the Schools, 49(1), 30-41. 

Dowrick, P. W., & Dove, C. (1980). The use of self-modeling to improve the swimming 

performance of spina bifida children. Journal of Applied Behavior Analysis, 13, 51-

56. 

Eckert, P., Goldman, S., & Wenger, E. (1997). The school as a community of engaged 

learners. https://web.stanford.edu/~eckert/PDF/SasCEL.pdf 

Firth, A., & Wagner, J. (1997). On discourse, communication, and (some) fundamental 

concepts in SLA research. The Modern Language Journal, 81(3), 285-300. 

Gunner, J. (n.d.). Simple Rubric Examples for Teachers. YourDictionary. 

https://examples.yourdictionary.com/simple-rubric-examples-for-teachers.html 



241 

 

Holliday, A. (2006). Native-speakerism. ELT Journal, 60(4), 385-387. 

Norton Peirce, B. (1995). Social identity, investment, and language. TESOL Quarterly, 

28, 9-31. 

Norton, B. (2000). Identity and language learning: Gender, ethnicity and educational 

change. Essex: Pearson Education. 

Ohio University Department of Education. (2020, March 20). Rubrics for World 

Languages. http://education.ohio.gov/Topics/Learning-in-Ohio/Foreign-

Language/World-Languages-Model-Curriculum/World-Languages-Model-

Curriculum-Framework/Instructional-Strategies/Scoring-Guidelines-for-World-

Languages 

Oscarson, M. (1989). Self-assessment of language proficiency: Rationale and applications. 

Language Testing, 6(1), 1-13. 

Oscarson, M (2014). Self‐Assessment in the classroom. In A. J. Kunnan (ed.), The 

companion to language assessment: Approaches and development. West Sussex: 

John Wiley & Sons, pp. 712-729. 

Sandrock, P. (2010). The keys to assessing language performance: A teacher’s manual for 

measuring student progress. Alexandria: The American Council on the Teaching of 

Foreign Languages. 



 242 

日本語オンラインコースにおける講師不参加型口頭練習の実施と検証 

 
STUDENT-ONLY SYNCHRONOUS ORAL PRACTICE SESSIONS IN AN 
ONLINE COURSE: IMPLEMENTATION AND EXAMINATION OF THEIR 

EFFICACY 
 

永沼伶奈 

Rena Naganuma 
 

パデュー大学 

Purdue University 
1．はじめに 

 近年、世界中でオンラインコースを開講する教育機関が増えている。特に

2020 年には、コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大により、かつての対面

授業を停止し、オンラインコースを設けることを強いられた。対面授業と同

等な授業展開をするために、非同期的な教授と同期的な教授を組み合わせて

行うハイブリッドラーニングを取り入れた教育機関も多かっただろう。 
 言語教育において、学習者同士のインターアクションは極めて重要であ

り、学習者にとって学習コミュニティーに属しているという実感やクラスメ

イトとの連帯感を促進することは、オンライン言語学習の鍵である 
(Demuyakor, 2020)。言語学習のオンライン化は今後更に拡大すると考えら

れ、教師はテクノロジーを活用しながら学習者の様々なニーズに応えたカリ

キュラムを構築することを求められるだろう。 
 パデュー大学の日本語科では、毎学期１、２年生向けにオンラインコース

を開講している。本校のオンラインコースはセルフラーニングを基盤として

いるため、教師が採点に費やす時間が多かった。更に、週に 1 回 30 分間行わ

れる同期的な口頭練習は 1 回のセッションで学生 2 人を受け入れるため、教

師は計 6 セッションに参加しなければならなかった。以上の理由から、1 つ

のコースで受け入れられる学生数は 12 名に限られていた。しかし、スケジュ

ールやその他の都合上オンラインコースを希望する学生は多く、定員に達し

た後も毎学期問い合わせが絶えない。 
 そこで本研究では、パデュー大学の日本語オンラインコースの従来までの

カリキュラムを見直し、より効率的な口頭練習の形を提案する。それは、学

期を通して実施される口頭練習の半分を講師不参加型とするものである。講

師が不在になることで、学生は自立学習者としてセッションを進行すること

が求められる。それに加え、講師が率いるセッションよりも、日本語発話量

の増加も期待できる。そして講師は口頭練習に付き添う時間が減ることで時

間的負担が軽減し、より多くの学生を受け入れることが可能になると考え
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た。本稿ではこれまでの研究を振り返り、日本語オンラインコース運営にお

ける同期的口頭練習の新しい在り方を提案し、その効果を検証する。 

 

2．先行研究 

2.1．オンライン言語教育 

 Blake (2011)は、オンラインコースが形式だけでなく使用するテクノロジー

や取り入れる教授法によって分けられると述べている。オンラインの言語教

育というと、大まかに同期的教育と非同期的教育に分けられる。これらは、

リアルタイムな対話や教授が行われるか否かで識別され、様々な比較研究が

行われてきた。Ge (2021)の研究では、オンラインの ESL コースを受講してい

る大学生 70 名を対象に完全非同期型学習とブレンド型学習を実施し、比較し

た。学期開始時には同じレベルであった学生の学期末試験のスコアを比較し

たところ、ブレンド型学習のグループに属していた学生がより優れた成績の

向上を見せた。更に、学期終了後のアンケートでは 75％の学生が同期型学習

は必要であると回答した。この研究により、オンラインの言語学習における

同期型学習の重要性が裏付けられた。 

 同期的な教育や学習、インターアクションを可能にするために、様々なツ

ールが取り入れられている(Guichon & Cohen, 2014)。中でも近年、ビデオ会議

テクノロジーを活用した同期型オンライン教育が注目を集めている(Lee, 
Nakamura, and Sadler, 2017)。ビデオ会議テクノロジーというと、Skype や

Webex、Zoom など通話相手の顔を見ながらコミュニケーションがとれるツー

ルであり、言語教育でも積極的に取り入れられている。 

 Yamada and Akahori (2007)の研究では、4つの種類の Synchronous computer-
mediated communication (SCMC)を比較した。40 名の対象者は、ビデオ付きの

テキストチャット、ビデオなしのテキストチャット、ビデオ会議テクノロジ

ー、そして音声会議テクノロジーのグループに分けられ、15 分のディスカッ

ションを行った。すると、ビデオ会議テクノロジーのグループの学生が最も

発話量が多かった。実験後に実施されたアンケートでは、対話相手が見える

状態でやり取りをしたグループからは前向きなコメントが得られた一方で、

音声のみ、テキストチャットのみのグループからはパートナーの返答を待つ

際にストレスを感じた等ネガティブなコメントが得られた。この研究から、

ビデオ会議テクノロジーがオンラインの第二言語習得において有効なツール

であることが明らかになった。 

 

2.1．学習者同士のインターアクション 

 コミュニカティブ・アプローチに基づく第二言語習得の過程において、学

習者同士のインターアクションは不可欠であり(Wang, 2004)、言語は社会的つ

ながりやインターアクションのためのツールであることを学習者に気づかせ
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る(Wang & Chen, 2007)。本研究では、学習者のみで同期型オンライン口頭練

習を行ったため、主にオンライン言語教育における学習者同士のインターア

クションに関する先行研究について触れたい。 

 Bistline-Bonilla (2020)は、対話相手がオンライン言語学習に与える影響につ

いて研究を行った。アメリカの大学でスペイン語を学ぶ学生 82 名の対象者は

学習者同士のグループ、対話相手が言語教師のグループ、そして対話相手が

スペイン語の母語話者のグループに分けられた。更に、学生はペアになり

Decision making task と Information gap task を Zoom で行い、研究者はスペイ

ン語発話量（形態素ごと）と Language-related episodes (LREs)の量を検証し

た。協調型タスク(collaborative task)中の LREs の出現量が第二言語習得にポ

ジティブな影響があるということは多くの研究で主張されている

(Basterrechea & García Mayo)。Bistline-Bonilla (2020)の研究の結果、Decision 
making task では、学習者同士のグループで最も多くの LREs が見られた。つ

まり、学習者同士でオンライン学習をする際、自分達自身の発話について話

し合ったり、訂正、質問をし合ったりする様子が見られた。これにより、ビ

デオ会議テクノロジーを使用して行う口頭練習において、LREs の出現量と対

話相手の言語知識は関係がないということがわかった。 
 

2.3．Elicited Imitation Test (EIT) 
 本研究では、対象者のスピーキング力を測るために EIT を使用したため、

EIT の有効性についての先行研究を紹介したい。EIT は口頭能力を測るテスト

として使用されるテスト法であり、モデル音声を聞き、それを繰り返すこと

で学習者の言語知識が測れるというものである。 

 まず、Kim, Tracy-Ventura, & Jung (2016)は韓国語学習者(n = 66)を対象に EIT
とスピーキングテストを比較し、相関関係を調べた。この研究で高い相関関

係が見られたことから、EIT は学習者のスピーキング力を測る有効なテスト

であることが明らかとなった。 

 更に、Gaillard and Tremblay (2016)は、フランス語母語話者(n = 6)と学習者(n 
= 94)を対象に EIT と cloze test を行い、比較検証を行った。すると、両グルー

プの結果から EIT と cloze test の間に高い相関関係が見られた(r = .79)。これ

により、EIT は学習者の口頭能力を測る有効なテストであることがわかっ

た。 

 

3．研究背景 

3.1．パデュー大学の日本語オンラインコース 

 パデュー大学では、オンラインコースが設計されて以来、毎学期１、２年

生向けに日本語のオンラインコースが開講されている。時間割やその他の都

合上対面の授業が履修できない学生のために作られ、常に需要が高いコース
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である。本コースでは、非同期型学習をセルフラーニング、そして同期型の

口頭練習をリアルタイムセッション(RTS）を呼んでおり、セルフラーニング

は教科書の文法解説を読む作業、ワークブックを使用した書き作業、そして

Speak Everywhere (Fukada, 2013)による口頭練習で成り立っている。本校は

Nakama 1 Introductory Japanese: Communication, Culture, Context (Hatasa, Hatasa, 
& Makino, 2015) を使用しており、2 週間で 1 つの課が終わる構成になってい

る。学生は 1 週間のうち 4 日はセルフラーニングとして課題をこなし、週に

1 回 30 分は RTS に参加をする。RTS では、セルフラーニングを通して学んだ

ことを生かしてインターアクティブな会話を練習することができる。RTS は

教師 1 人、学生 2 人で行われ、主な活動内容はペアで行える Q & A やロール

プレイである。 

 同期型学習として行っている RTS は、インターアクティブな会話力向上を

主な目的として設計された。しかしながら、教師が学生 2 人に常につきっき

りな状態であるため、主導権は常に教師にあり、学生は教師の指示を待つこ

とができる。それ故に、学生の自発性の発達が期待できないという問題があ

る。更に、教師は学生 2 人ごと行う RTS を全学生分監督しなければならない

ことから時間的負担が大きく、登録可能な学生数は 1 コース 12 名に限られて

いた。 

 

3.2．本研究の目的 

 以上の背景を踏まえ、本研究は従来のカリキュラムを見直し、修正するこ

とを目的としている。1 つの課に 2 回行われていた RTS の内、1 つを講師不

参加型として、従来の講師参加型 RTS と交互に口頭練習をすることで、以下

の 3 つの効果が期待できると考えた。 

 まず、学習者同士の自発的な会話を促進させるのではないか。教師が不在

になることで、タスク以外でのインターアクティブな会話が増えると期待す

ることができる。次に、自立学習者として日本語を学ぶ重要性に気づかせる

のではないか。従来の RTS では、タスクの始め方や終わり方など全てを教師

が指導していたが、教師不在になることにより学生自身でセッションを進行

するため、自立した学習者として口頭練習を行う上で自立学習の大切さを実

感するのではないかと考えた。最後に、パートナーと協力してタスクをこな

すため、誰かと一緒に協力しながら学習する結束感や連帯意識を高めるので

はないかと考えた。 

 

4．研究課題 

 本研究では、3 つの研究課題を設けた。 

 

(1) 教師不参加型 RTS は学習者のスピーキング力育成において、教師参加型
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RTS と同等の効果があるのか。 

(2) 教師不参加型 RTS は学生の自立性と連帯意識を高めるのか。 

(3) 学生は教師参加型 RTS よりも教師不参加型 RTS で日本語を多く話すの

か。 

 

5．検証方法 

5.1．概要 

 講師不参加型 RTS の有効性を検証するために、従来のカリキュラムと本研

究で提案する新しいカリキュラムの比較を行った。従来のカリキュラムで構

成された 2017 年のオンラインコースを受講した学生のデータと、2020 年に

同じコースを受講した学生のデータを集めた。2017 年のコースでは、講師参

加型 RTS を学期通して行った一方で、2020 年のコースでは講師参加型と講師

不参加型を交互に実施した。 

 学生のスピーキング力向上を測るために、本研究は pre-posttest を採用し、

それぞれのグループ学期の第 1 週目に pretest、第 14 週目に posttest を行っ

た。テストは全て Speak Everywhere (Fukada, 2013)上で EIT を実施した。更

に、実験群の学生に対して posttest 終了後にオンラインでアンケートも行っ

た。 

 

図 1: 学期の流れ
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5.2．対象者 

 本研究には対象者が 2 グループいる。まず、対照群は従来のカリキュラム

で構成された 2017 年のオンラインコース（日本語 1 年生後学期）を受講した

11 名の学生である。それに対して、実験群が 2020 年に同じコースを履修し

た学生 13 名である。 

 

 

表 1: 対照群のバックグラウンド 

 性別 学年 年齢 第 1言語 専攻 

1 男 4 24 韓国語 電子工学 

2 女 2 19 英語 遺伝学 

3 男 4 21 中国語 電子・コンピュータ

ー工学 

4 女 4 21 中国語 機械工学 

5 女 4 22 韓国語 化学工学 

6 男 4 26 韓国語 建築学・経営学 

7 男 4 21 中国語 コンピューター工学 

8 男 3 22 中国語 コンピューター工学 

9 男 4 21 中国語 機械工学 

10 男 4 22 中国語 機械工学 

11 男 4 21 中国語 電子工学 

 

 
表 2: 実験群のバックグラウンド 

 性別 学年 年齢 第 1言語 専攻 

1 女 3 20 中国語 機械工学 

2 女 1 18 英語 心理学 

3 男 2 22 中国語 電子・コンピュータ

ー工学 

4 女 1 18 英語 医学 

5 女 2 19 英語 コンピューター工学 

6 男 2 19 英語 保険数理学 

7 女 4 43 英語 心理学 

8 女 1 18 スペイン

語、英語 

日本語、 

ロシア語 

9 男 2 20 中国語 応用数学 

10 女 1 19 英語 コンピューター工学 
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11 女 1 18 英語 観光学、経営学、 

日本語 

12 男 4 23 中国語 ゲーム開発学 

13 男 1 18 英語 工学 

 

5.3．検証方法 

 まず、両グループの学生に対して学期の第 1 週目に Speak Everywhere
（SE）で pretest を実施した。学生は教師の監視のもと SE に回答を録音し、

全ての学生の録音終了後に教師は採点を行った。テストの指示は図 2、

pretest の一例は図 3 を参照されたい。 

 従来のカリキュラムは RTS が全て教師参加型であったのに対し、本研究で

検証する 2020 年のコースでは、半分を教師が参加しないセッションとし、従

来の RTS と交互に実施した。1 課につき RTS は 2 回あるため、最初の RTS
（RTS1）を教師不参加型で行い、2 回目の RTS（RTS2）を教師参加型で行っ

た。1 回の RTS は 30 分間行われ、主な活動内容は Q & A やロールプレイな

どペアでできる活動を取り入れた（図 4）。学生のみで行う RTS１は用意され

たタスクが終了したらセッションを終えても良いとした。前日に学生がセッ

ションで扱うタスクにアクセスできるようにし、各自予習を行うよう促し

た。当日は学生 2 人の内 1 人が Zoom 上でスクリーンを共有し、更に録画を

してセッション終了後に教師に送るという流れである。学期末に SE 上で

posttest を実施し、それに加えてオンラインのアンケートも行った。 

 対照群、実験群の学期開始時点の均質性を調べるために、pretest の結果を

用いた独立 t 検定を行った。pretest の分析により、両グループのスタート地

点が同等であることを確認した後 posttest の分析へ移り、ANCOVA を用い

て、両グループのスピーキング力向上を検証した。 

 学生の発話量の増加を測るために、2 課分の両 RTS のレコーディングビデ

オ計 24 本を収集し、教師参加型と教師不参加型それぞれにおける学生の日本

語発話量を調べた。 
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図 2: Speak Everywhere 上の指示 

 

 

 

図 3: EIT の問題例 
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図 4: RTS 課題例 

 

 

6．結果と考察 

6.1．研究課題１ 

 まず、「教師不参加型 RTS は学習者のスピーキング力育成において、教師参

加型 RTS と同等の効果があるのか」という研究課題に対して、以下の仮説を

立てた。 

! 教師不参加型の RTS は学習者のスピーキング力向上において、教師参加

型の RTS と同等の効果がある。 

本仮説を検証するために、pretest の点数を分析し、学期開始時点での両グル

ープの均質性を調べる必要があった。表 3 は両グループの pretest の結果であ

る。グループ間に相異がないことを調べるために独立 t 検定を行い、学期開

始前の状態で両グループの日本語力に相異はないということが証明された(t = 
-1.927, p = .067)。 
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表 3: 両グループの pretest の結果 

Group N Mean Std. Deviation 

2017 (Control) 11 76.63 20.67 
2020 (Experimental) 13 90.07 13.23 

 

 そこで、posttest の分析に移った。表 4 は両グループの posttest の結果であ

る。 

 

表 4: 両グループの posttest の結果 

Dependent Variable:   posttest 

group Mean Std. Deviation N 

2017 70.0000 22.36515 11 

2020 80.6154 16.40396 13 

 

 学期開始時点から学期終了時点までのスピーキング力の伸びに差があるか

どうかを調べるために、ANCOVA で検証を行った。すると、対照群の

posttest 平均点数と実験群の posttest 平均点数には統計学的に相異がないとい

う結果が得られた(p = .639)。よって、教師不参加型 RTS も従来の教師参加型

RTS も学生のスピーキング力向上において同等の効果があるということが証

明され、オンライン口頭練習に教師が不在でも学生のスピーキング力の育成

にネガティブな影響はないことが確認できた。 

 

6.2．研究課題２ 

 続いて、本研究の研究課題 2 つ目である「教師不参加型 RTS は学生の自立

性と連帯意識を高めるのか。」という課題を検証するために、以下の 3 つの仮

説を立てた。 

! 学生は教師不参加型 RTS が自立学習性を促進させると感じるのではない

か。 

! 教師不参加型 RTS は学生に自立学習の大切さを気づかせるのではない

か。 

! 教師不参加型 RTS は学生に連帯意識、コミュニティー意識を感じさせる

のではないか。 

以上の仮説を調べるために、学期末にオンラインのアンケートを実施した。 

 まず、仮説１と仮説 2 についてであるが、アンケートによると、13 名中 11
名の学生が教師不参加型 RTS によって自立学習の大切さに気付いたと回答

し、教師不参加型 RTS の効果を裏付けることができた。 
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 さらに、学生全員が教師不参加型 RTS によって自律学習者となることを強

いられたと回答した。これにより、教師不参加型 RTS は学生の自立学習性を

促進するということがわかった。 

 

表 5: 学生の自立学習性に対する意識 (オンラインアンケートより) 

Item Strongly 
Agree 

Somewhat 
Agree 

Neither 
Agree nor 
Disagree 

Somewhat 
Disagree 

Strongly 
Disagree 

M 

The peer work sessions 
forced me to become an 

independent learner. 

9 4 - - - 4.6 

The peer work sessions 
made me realize the 

importance of 
independent learning. 

8 3 2 - - 4.4 

 

 次に、教師不在で RTS を行うことで、学生間に連帯感・コミュニティー意

識を与えるかどうか検証した。結果は表 6 の通りである。 

 

表 6: 学生の連帯感・コミュニティー意識（オンラインアンケートより） 

Item Strongly 
Agree 

Somewhat 
Agree 

Neither 
Agree nor 
Disagree 

Somewhat 
Disagree 

Strongly 
Disagree 

M 

I felt a sense of 
community working on 
tasks with my partner. 

6 5 - 1 1 4.0 

 

 この結果から、ほとんどの学生がパートナーと一緒にタスクを行う上で協

力して学んでいるという実感を持ってセッションに臨んでいたことがわかっ

た。 

 今回行ったアンケートでは、教師参加型と教師不参加型のどちらを好んだ

かという質問もした。結果は表 7 の通りである。  
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表 7: 学生がどちらを好んだか（オンラインアンケートより） 

 
Which did you like 
better, peer work sessions 
or instructor-led 
sessions?  

Peer sessions Instructor-led sessions 

4 9 

 

 この結果から、教師参加型を好んだ学生がやや多いことがわかる。教師参

加型の方が良かったと回答した学生から挙げられた理由の中には、わからな

い文法や言葉がある時にすぐに助けてもらえる、問題が早く解決される、な

どの意見が得られた。反対に、教師不参加型を選択した学生からは、プレッ

シャーが少なかった、パートナーについて日本語でよりよく知ることができ

た、などが挙げられた。 

 

6.3．研究課題３ 

 最後に、「学生は教師参加型 RTS よりも教師不参加型 RTS で日本語を多く話

すのか。」という研究課題について検証した。立証した仮説は以下の通りであ

る。 

! 学生は教師参加型 RTS よりも、教師不参加型 RTS の方が日本語の発話量

が多い。 

これを検証するために、まずはアンケートで学生の主観を調べた。得られた

結果は表 8 の通りである。 

 

表 8: 日本語発話量に関する学生の主観（オンラインアンケートより） 

Item Strongly 
Agree 

Somewhat 
Agree 

Neither 
Agree nor 
Disagree 

Somewhat 
Disagree 

Strongly 
Disagree 

M 

I spoke more Japanese 
during the peer work 
sessions than during 

instructor-led sessions. 

2 4 6 1 - 3.5 

 

結果からわかるように、教師不参加型でより多く日本語を話したと感じた、

と回答した学生は半分以下であった。そこで、実際に 2 種類の RTS を比較

し、学生の発話量を検証した。教師参加型 12 本、教師不参加型 12 本、計 24
本のビデオから英語使用やポーズ、フィラーを除き、ペアごと 1 分あたりに
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日本語を使った秒数を計算したところ、以下の結果が得られた。 

 

表 9: 学生の日本語発話量（秒／1 分あたり） 

 Instructor-led 
RTS 

Instructor-less 
RTS 

Use of Japanese 
/minute 

26 seconds 40 seconds 

 

この結果から、学生は教師不参加型の RTS でより多く日本語を話していると

いうことがわかった。 

 従来の教師参加型 RTS では、教師の指示を待つことができたり、忘れてし

まった文法や単語をすぐに聞くことができたり、教師に頼ることが多かった

が、教師が不在の RTS では、ペアに質問をしたり教え合ったりする様子が見

られた。さらに、会話練習において、教師が参加するセッションでは会話を

始める人や会話を終えるタイミングを教師が指示していたが、教師不参加型

のセッションでは、自発的にタスクをこなし、フォローアップの質問を多く

聞き合う様子も見られた。 

 

7．おわりに 

 講師不参加型のオンライン口頭練習は、スピーキング能力育成において講

師参加型のセッションと同等の効果があるということがわかった。さらに、

講師不参加型のセッションは学生の自立学習を助ける役割を果たし、学生は

講師参加型のセッションよりも日本語を多く話すという結果が出た。 

 今回は対象者が、対照群、実験群合わせて 24 名と数が限られていたため、

今後より多くの学習者を対象に検証を行う必要がある。更に、本研究の対象

者はバックグラウンドに相異があったため、似たバックグラウンドを持つ対

象者で検証する必要性も考えられる（表１、表２）。そして、本研究は従来の

カリキュラムと比較を行うためにセッション参加学生数は 2名としていた

が、今後 3人以上の学生が同じセッションに参加したらどうなるのか検証す

ると学習者のターンテーキングスキルなどの様々なコミュニケーション力を

検証することができるのではないかと考える。今回の検証で、学生が自発的

にパートナーと日本語で会話を継続させようとする様子が多く見られたの

で、スピーキング力の向上に加えてコミュニケーション力や学習者自身の

「話せる」という自信の変化について検証を行うべきであると考える。 
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コピュラ文に関する言語理論をいかに日本語教育に応用するか 

 

APPLYING A LINGUISTC THEORY OF COPULAR SENTENCES 

TO JAPANESE LANGUAGE EDUCATION 
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明海大学 
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1．はじめに 

本研究の目的は、措定文・(倒置)指定文・ウナギ文などのコピュラ文に関する意

味論・語用論研究から得られた研究成果を、日本語教育の現場で活用するための具

体案を示すことである。措定文も倒置指定文もウナギ文も、表面的には同じ「A は

B です」という形であるため、通常、初級日本語の教育現場で、これらが異なる文

型として扱われることはあまりない。たとえば『みんなの日本語 初級Ⅰ 第 2版』で

導入される「これは辞書です」「わたしの趣味は映画を見ることです」「きのうは雨

でした」は、それぞれ、措定文・倒置指定文・ウナギ文としての解釈が可能であり、

異なる意味構造を有するコピュラ文である。「A は B です」は一見シンプルに見え

るが、実は複雑な意味構造を有している。 

教師養成の言語学の教程では、一般的に、意味論では慣用句・対義語・比喩など

が扱われ、語用論では協調の原理・発話行為などが扱われることが多く、コピュラ

文の問題が意味論・語用論の学習要素として取り上げられることはあまりない。本

研究は、実際に初級教材から抽出したコピュラ文のデータをもとに、コピュラ文の

意味構造と解釈の仕組みを踏まえた教え方の具体例を提示し、コピュラ文に関する

言語理論を日本語教育にどのように応用することができるかを検討する。 

 

2. コピュラ文の意味構造について 

「A は Bだ」と「A が Bだ」は、主語名詞句と述語名詞句を「繋辞（コピュラ）」

と呼ばれる特殊な動詞「である」「だ」で結びつけたものであり、「コピュラ文」と

呼ばれる（西山 2003: 119）。「A は B だ」と「A が Bだ」は、意味が異なるコピュ

ラ文であるが、英語では、どちらも「A is B」で表現される。コピュラ文は、おおよ

そどの言語にも存在するシンプルな形であり、外国語を学ぶ際に、最初に学習する

基本的な構文である。 
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「措定文」と呼ばれるコピュラ文は、「ミラーさんは会社員です」のような文であ

る。また、「倒置指定文」と呼ばれるコピュラ文は、「趣味はつりです」のような文

であり、意味を保持したまま「つりが趣味です」と言い換えることができる。措定

文と倒置指定文について、今井・西山（2012: 293）では、それぞれ(1) (2)のように

定義されている。 

 

(1) 措定文（predicational sentence)：「A は B だ」（A is B）という形式を有する

コピュラ文の一つ。A は指示的名詞句、Bは叙述名詞句であり、Bで表され

た属性を A の指示対象に帰すという意味構造をもつ。 

 

(2) 倒置指定文（inverted specificational sentence)：「A は B だ」（A is B）という

形式を有するコピュラ文の一つ。A は指示的名詞句ではなく、命題関数を

表す変項名詞句であり、Bは変項の値を指定している値名詞句である。 

 

たとえば、「ジョンは学生です」が措定文として解釈されるとき、その根底に、「学

生」という属性が「ジョン」という人物に帰されるという意味構造がある。英語の

「John is a student」についても同様である。措定文の場合は、「学生はジョンです」

「学生が
．
ジョンです」のように、主語名詞句と述語名詞句を入れ替えてしまうと、

助詞が「は」であっても、「が」であっても、措定文としての「ジョンは学生です」

の意味が適切に保持されない。 

一方、「優勝者はジョンです」が倒置指定文として解釈されるとき、その根底に

は、「優勝者」が［優勝者は X です］（今井・西山（2012）が命題関数と呼ぶもの）

を表し、「ジョン」が X を埋める値名詞句であるという意味構造がある。また、主

語名詞句と述語名詞句を入れ替え、助詞を「が」にすると、「ジョンが
．
優勝者です」

という指定文になり、「優勝者はジョンです」の意味が適切に保持される。これは、

英語の倒置指定文についても同様である。「The winner is John」の主語名詞句と述語

名詞句を入れ替えると「John is the winner」という指定文になり、「The winner is John」

の意味が適切に保持される。しかしながら、日本語の（倒置）指定文には助詞の「は

／が」の繊細な使い分けが関与している点で、英語とは大きな違いがある。 

「A は Bです」がウナギ文として解釈される場合のコピュラ文の意味構造につい

ては、次節の「研究の動機と背景」のなかで併せて提示する。 

 

3. 研究の動機と背景 

英語に「Are you chicken?」という表現がある。コピュラ文の疑問文である。国際



 

 

259 

線の空の旅での食事の時間に「お客様はチキンでございますね？」と確認するつも

りで日本人の客室乗務員がつい誤って「Are you chicken?」と言ってしまうことがあ

るそうだ。これは、日本語話者が英語を話すときに起こしがちな誤用の一つである

（中井 2018）。では、このような誤用がなぜ起こるのか。 

日本人の英語学習者にとっては、次の(3a) (3b) (3c)の延長線上で、「Are you chicken?」

の誤使用に至るものと考えられる。 

 

(3) a. 彼女は大学生です。  ⇒ 彼女は大学生ですか。 

b. She is a college student.  ⇒ Is she a college student? 

   c. お客様はチキンです。 ⇒ お客様はチキンですか。 

 

  (3a)と(3c)の「A は Bです」は、表面的には同じような構造に見えるが、実は根底

に異なる意味構造があると考えられている。(3a)は「大学生」であることが「彼女」

の性質（属性）であるが、(3c)は「チキン」であることが「お客様」の性質（属性）

ではない。 

 奥津（1978）のなかで、料理屋で「ぼくはうなぎだ」というと、「ぼくはうなぎを

注文する」などを意味する、いわゆる「ウナギ文」になることが説明されている。

このウナギ文の文法については、さまざまな説明があるが、今井・西山（2012）で

は、(4)に示されるように、「ぼくはウナギだ」の「ウナギだ」の部分に、実は［X は

ウナギだ］というという隠れた構造があり、ウナギを注文する場面であれば、X が

「ぼくの注文料理」という値で埋められて、《ぼくの注文料理は（何かといえば）ウ

ナギだ》と解釈されると考えられている。つまり、「ぼくはウナギだ」という文は、

《ぼくは、その注文料理が何かといえばうなぎだ》という意味になるわけである。 

 

(4)  a.   《ぼく は、［ X は ウナギ だ ］》                   

       b.   《ぼく は、［ 注文料理 は ウナギ だ ］》  

（今井・西山 2012） 

 

 「ぼくはうなぎだ」について、この X は、状況に応じて、さまざまな値で埋めら

れる可能性がある。「なにを食べているの？」という質問に対する答えであれば「ぼ

くの食べているもの」、「きらいな食べ物はなに？」に対する答えであれば「ぼくの

きらいな食べ物」、「なんの絵を描いているの？」に対する答えであれば「ぼくの描

いている絵」と解釈され得る。 

 (3c)の「お客様はチキンですか」の意味構造は、今井・西山による(4)に倣うと、

(5)のようになるであろう。 
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(5) a.  《お客様は、［ ご希望の機内食 は チキン です ］》 

     b.  《お客様は、［ ご希望の機内食 は チキン です ］か》 

 

英語のコピュラ疑問文「Are you chicken?」に、(5)の意味構造を有する日本語のウナ

ギ文の解釈をそのまま当てはめることは不可能であろう。 

これは日本人の英語学習に関わる問題であるだけに止まらないと筆者は考えて

いる。冒頭でも述べたように、たとえば『みんなの日本語 初級Ⅰ 第 2版』で導入さ

れる「これは辞書です」「わたしの趣味は映画を見ることです」「きのうは雨でした」

は、それぞれ、措定文・倒置指定文・ウナギ文としての解釈が可能であり、異なる

意味構造を有するコピュラ文である。このようなコピュラ文の問題は、教師養成の

言語学の意味論・語用論の教程で、確実に取り上げられるべき要素であると主張す

る。 

日本語教育能力検定試験の実施要項（アルク 2021）では、令和 3 年度（2021 年

実施）までの試験範囲における「基礎項目」と、令和 4年度（2022年実施）以降の

試験の「必須の教育内容」の間に一部違いが生じている。「一般言語」の試験範囲の

一つである「日本語の構造」について、両者の項目を対比させると表 1 のようにな

る。 

 

表 1. 日本語教育能力検定試験の実施要項（アルク 2021）より抜粋 

  令和 3年度試験

（2021年実施） 

令和 4年度試験 

（2022年実施） 

言

語

一

般 

 

日本語の構造 

 日本語の構造 

 音声・音韻体系 

 形態・語彙体系 

 文法体系 

 意味体系 

 語用論的規範 

 文字と表記 

 

 

 

 日本語教育のための

日本語分析 

 日本語教育のための

音韻・音声体系 

 日本語教育のための

文字と表記 

 日本語教育のための

形態・語彙体系 

 日本語教育のための

文法体系 

 日本語教育のための

意味体系 

 日本語教育のための
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語用論的規範 

 

教師養成の教程は、一般的に、日本語教育能力試験の出題内容に照準を合わせた

ものになることが少なくない。本研究で取り上げているようなコピュラ文の意味構

造と解釈に関わる要素を、仮に、教師養成のための教育内容に組み込むとしたら、

意味論・語用論の学習要素の一部とするのが妥当であろう。表 1のなかで、意味論・

語用論が関わる項目を見ると、令和 3年度実施の「基礎項目」では、「意味体系」と

「語用論的規範」が該当する。他方、令和 4 年度実施の「必須の教育内容」では、

それぞれ「日本語教育のための
．．．．．．．．．

意味体系」、「日本語教育のための
．．．．．．．．．

語用論的規範」と

いう記載に変更されている。この変更は、コピュラ文の言語理論の日本語教育への

応用を検討する本研究が目指す方向性と一致するものであろう。 

 

4. 初級教材に登場する様々なコピュラ文 

初級教材に登場するコピュラ文にはどのようなものがあり、それぞれ、どの段階

でどのように導入されているのか。次の 3つの手順で研究を進めた。 

 

(i) 複数の初級教材からコピュラ文のデータを抽出する。 

(ii) 抽出したコピュラ文の意味構造を検討する。 

(iii) それらをもとに、コピュラ文の意味構造と解釈の仕組みを踏まえた教え方

の具体例を提示する。 

 

具体的には、『みんなの日本語 初級Ⅰ 第 2版』、『新日本語の基礎Ⅰ』、『日本語初級 1 

大地』、『いっぽ にほんご さんぽ―暮らしのにほんご教室 初級 1』という、タイプ

の異なる 4つの教材を使用した。表 2は、各教材に登場する主だったコピュラ文を

抜き出した結果である。 

 

表 2. 初級教材に登場する様々なコピュラ文 

課 『みんなの日本語 初級Ⅰ 第 2版』 

第 1課     わたしは マイク・ミラーです 

    サントスさんは 学生じゃ ありません 

    ミラーさんは 会社員ですか 

    サントスさんも 会社員です 

第 2課     これは 辞書です 

    それは わたしの 本です 
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    この 本は わたしのです 

第 3課     ここは 食堂です 

    エレベーターは あそこです 

第 12課 きのうは 雨でした 

第 18課 趣味は なんですか 

わたしの 趣味は 映画を 見ることです 

第 20課 きょうは 僕の 誕生日だ 

第 22課 

 

これは ミラーさんが 作った ケーキです 

あそこに いる 人は ミラーさんです 

課 『新日本語の基礎Ⅰ』 

第 1課 

 

わたしは ラオ です 

ナロンさんは 日本人では ありません 

アリさんは 研修生ですか 

リーさんも 研修生です 

私は 田中です 

わたしは インドの ラオです 

東京電気の 研修生です 

専門は コンピューターです 

第 2課 

 

これは 本です 

それは わたしの 本です 

この 本は わたしのです 

第 3課 

 

ここは 教室です 

事務所は あそこです 

第 18課 

 

趣味は 何ですか 

音楽を 聞く ことです 

わたしの 趣味は 映画を 見る ことです 

第 22課 

 

これは わたしが 撮った 写真です 

あそこに いる 人は リーさんです 

あの 眼鏡を かけて いる 人は だれですか 

田中さんです 

課 『日本語初級１ 大地』 

1 わたしは リン・タイです 

2 それは なんの CD ですか 

3 ここは ゆりだいがくです 
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5 シドニーは 今 何時ですか 

20 これは 彼女に もらった Tシャツです 

課 『いっぽ にほんご さんぽ ― 暮らしのにほんご教室 初級 1』 

1 （  ）は （  ）です 

【1】 なまえ 【2】くに 【3】（  ）じん 【4】しごと 

わたしは ノイです  

おなまえは？ マリオです 

くには タイです  

おくには？ タイです 

わたしは タイじんです 

マリオさんは？ ブラジルじんです 

おしごとは？ コックです 

3 それは なんですか 

これは パソコンです 

あれは とうきょうタワーです 

ノイさんの けいたいは どれですか 

これです 

マリオさんの けいたいは どこのですか 

ソフトバンクのです 

その かぎは わたしのです 

 

次節では、表 2に提示した初級教材に登場するコピュラ文のデータをもとに、そ

の意味構造について検討する。 

 

6. 初級教材に登場するコピュラ文の意味構造 

 本節では、初級教材のなかに登場するコピュラ文の意味構造を検討する。『みん

なの日本語 初級Ⅰ 第 2版』では、(6)のコピュラ文がいずれも「措定文」として解釈

される。なお、「〈み・第 1 課〉」は、同教材の第 1 課に当該コピュラ文が登場する

ことを示す。 

 

(6) a. わたしは マイク・ミラーです  〈み・第 1課〉 

b. サントスさんは 学生じゃ ありません 〈み・第 1課〉 

c. ミラーさんは 会社員ですか   〈み・第 1課〉 

d. サントスさんも 会社員です   〈み・第 1課〉 

e. これは 辞書です    〈み・第 2課〉 
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f. それは わたしの 本です   〈み・第 2課〉 

g. この 本は わたしのです   〈み・第 2課〉 

h. ここは 食堂です    〈み・第 3課〉 

 

たとえば、(6a)の「わたしは マイク・ミラーです」が措定文として解釈されるとき、

その根底に、「マイク・ミラー（という名前をもつ人）」という属性が「わたし」に

帰されるという意味構造がある。また、(6e)の「これは 辞書です」が措定文として

解釈されるとき、その根底に、「辞書」という性質が「これ」に帰されるという意味

構造がある。どの初級教材でも、こういった措定文が、他のタイプのコピュラ文よ

り優先的に、教材のごく最初のほうで集中的に導入されるという特徴がある。 

 「措定文」の次に登場するコピュラ文のタイプは「倒置指定文」である。『みんな

の日本語 初級Ⅰ 第 2版』の第 3課では、(6h)に続いて(7)が導入されている。 

 

(7) エレベーターは あそこです   〈み・第 3課〉 

 

(7)の「エレベーターは あそこです」が倒置指定文として解釈されるとき、その根

底には、「エレベーター」が［エレベーター（の場所）は X です］を表し、「あそこ」

が X を埋める値名詞句であるという意味構造がある。つまり、《エレベーターはど

こかといえば、それはあそこですよ》を意味する。(7)の倒置指定文は、主語名詞句

と述語名詞句を入れ替え、助詞を「が」にして(8)のような指定文にしても、(7)の意

味が保持される。 

 

(8) あそこが
．

 エレベーターです 

 

(8)の「あそこが
．

 エレベーターです」と、(6h)の「ここは 食堂です」は、一見似

ているが、前者は指定文として、後者は措定文として解釈されるため、それぞれ根

底に異なる意味構造を有していると考えられる。初級のごく最初の段階で、(8)のよ

うな指定文が登場する例はほとんど見られないが、少なくとも、教師側が(8)と(6h)

の意味構造の違いを認識しておくことは有益であろう。 

同様に、 (6h)の「ここは 食堂です」と、(7)の「エレベーターは あそこです」に

ついても、前者が措定文として解釈されるのに対し、後者は倒置指定文として解釈

されるため、教師は、それぞれ根底に異なる意味構造があることを認識しておくべ

きであろう。 

『みんなの日本語 初級Ⅰ 第 2 版』では、そのあと第 12 課まで進んだところで、



 

 

265 

(9)のようなコピュラ文が登場する。 

 

(9) きのうは 雨でした    〈み・第 12 課〉 

 

(9)は、がウナギ文としての解釈が可能であろう。「きのうは 雨でした」の「雨でし

た」の部分に、実は［X は 雨でした］という見えない構造があり、天気について述

べる場合であれば、X が「きのうの天気」という値で埋められ、《きのうの天気は

（どうだったかといえば）雨だった》と解釈される（cf. 今井・西山 2012）。 

 また、第 18 課では、(10)のようなコピュラ文が登場する。 

 

(10) わたしの 趣味は 映画を 見ることです 〈み・第 18 課〉 

 

(10)が倒置指定文として解釈されるとき、その根底には、「わたしの趣味」が［わた

しの趣味は X です］を表し、「映画を見ること」が X を埋める値名詞句であるとい

う意味構造がある。つまり、《わたしの趣味はなにかといえば、それは映画を見るこ

となんですよ》を意味する。 

 『みんなの日本語 初級Ⅰ 第 2版』では、第 20 課、第 22 課で、それぞれ(11)のよ

うなコピュラ文が導入されている。 

 

(11) a. きょうは 僕の 誕生日だ   〈み・第 20 課〉 

 b. これは ミラーさんが 作った ケーキです 〈み・第 22 課〉 

c. あそこに いる 人は ミラーさんです 〈み・第 22 課〉 

 

(11)のコピュラ文をいずれも措定文として解釈するとき、その根底にある意味構造

は、それぞれ次のように考えられる。(11a)では、「僕の 誕生日」という性質が「き

ょう」という日に帰される。(11b)では、「ミラーさんが作った ケーキ」という性質

が「これ」の指す対象に帰される。(11c)では、「ミラーさん」という性質が「あそこ

に いる人」の指示対象に帰される。 

 以上、『みんなの日本語 初級Ⅰ 第 2版』に登場するコピュラ文を、意味構造の観

点から検討した。表 2に提示した他の教材においても、措定コピュラ文が最初に導

入され、次に登場するのが倒置指定コピュラ文であるという特徴が共通している。 

また、『いっぽ にほんご さんぽ―暮らしのにほんご教室 初級 1』では、コピュラ

文の主語名詞句と述語名詞句がそれぞれ問いと答えに分かれて(12)のような対話形

式で提示されている。 
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(12) a. マリオさんは？ ブラジルじんです 

b. おしごとは？ コックです 

 

(12a)の対話は「マリオさんは ブラジル人です」という措定文がもとになっている

のに対し、(12b)の対話は「(お)しごとは コックです」という倒置指定文がもとにな

っている。そのように考えると、表面的にはまったく同じ「名詞＋は？」の構造に

見える「マリオさんは？」「お仕事は？」の意味合いが実際には微妙に異なることが

わかる。措定文の意味構造を踏まえて「マリオさんは？」を言い換えると《マリオ

さんに帰される属性（性質）はどのようなものですか？》となるであろう。一方、

倒置指定文の意味構造を踏まえて「おしごとは？」を言い換えると《おしごとは何

ですか？》となる。 

 

7. コピュラ文の意味構造と解釈の仕組みを踏まえた教え方の提案 

 冒頭でも述べたように、『みんなの日本語 初級Ⅰ 第 2版』で導入される「これは

辞書です」「わたしの趣味は映画を見ることです」「きのうは雨でした」は、それぞ

れ、措定文・倒置指定文・ウナギ文としての解釈が可能であり、異なる意味構造を

有するコピュラ文である。第 3 課までに措定文と倒置指定文が導入され、第 12 課

まで進んだところで、「きのうは 雨でした」というウナギ文が登場する。 

本節では、このウナギ文を取り上げ、教え方のアイディアを 2つ共有する。ただ

し、これは、初級クラスで行うのではなく、初級学習者が中級クラス（あるいは、

上級クラス）に進んだところで、「A は B です」に関する復習として行うのが効果

的ではないかと考えている。 

ひとつの方法は、数名の学習者に(13)のような質問をどれか投げかけてみる、と

いうものである。 

 

(13)  a.  なにを食べているんですか  

 b.  好きな食べ物はなんですか  

 c.  きらいな食べ物はなんですか  

 d.  なにを釣ろうとしているんですか 

 e.  なにを買う予定ですか  

 f.  なにを作るつもりですか  

 g.  なにをスケッチしているんですか  

 

(13a)であれば、「皆さんは、今、レストランでいっしょに食事をしています」のよう

に場面を設定する。そして、学習者にそれぞれ「なにを食べているんですか」と質
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問する。「わたしは 〇〇を食べています」のような答えが返ってきたら、より簡単

な答え方として、「わたしは 〇〇です」が使えることを伝える。同様に、(13e)であ

れば、「皆さんは、今、いっしょに買い物に来ています」と場面を設定し、学習者に

それぞれ「なにを買う予定ですか」と質問する。「わたしは 〇〇を買う予定です」

や「わたしは 〇〇が買いたいです」のような答えが返ってきたら、より簡単な答え

方として、「わたしは 〇〇です」が使えることを伝える、といった具合である。 

 もう一つの方法は、(14)のようなコピュラ文を学習者に見せて、どういう状況が

考えられるか、可能なコンテクストを考えてもらう、というものである。 

 

(14) a. きのうは チョコレートでした 

 b. きょうは 新聞です 

 c. あしたは 大阪です 

 

たとえば、(14a)の「きのうは チョコレートでした」であれば、《きのう食べたアイ

スクリームの味はチョコレートでした》という解釈ができる場合もあるだろうし、

《きのう子どもが欲しがったお菓子はチョコレートでした》という解釈ができる場

合もあるだろう。(14b)の「きょうは 新聞です」であれば、《日本語の上級クラスで、

（きのう使った教材は小説だったが、）きょう使う教材は新聞です》という解釈が

できる場合もあるだろう。(14c)の「あしたは 大阪です」であれば、《（きのう出張

していた場所は鹿児島だったが、）あした出張する予定である場所は大阪です》と

いった解釈が可能になる場合もあるだろう。 

 

8. 結論 

 教師にコピュラ文に関する意味論的・語用論的理解があれば、最初は措定文で導

入されていたコピュラ文が、いつ、どの段階で倒置指定文として提示されるのか、

を意識することができる。教師にそのような意識があれば、「わたしの趣味は映画

を見ることです」を導入する場合に、その教程で押さえるべき「映画を見る＋こと」

という学習項目に焦点をあてる一方で、いくつかの趣味の選択肢（a. 音楽を聴くこ

と、b. ゲームをすること、c. 釣りをすること…など）を準備しておき、《わたしの

趣味には、数ある趣味の可能性の中から、a でも b でも c でもなく「映画を見るこ

と」が該当する》という意味構造を踏まえた教え方ができる。以上の議論から、本

研究では、コピュラ文に関する言語理論を日本語教育に応用することが有益な試み

である、と結論づける。 

 

9. おわりに 
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日本の大学に通う外国人留学生に対するゼミ論文の指導、就職活動における書類

作成や面接練習などの支援を通して、上級学習者が形式的に折り目正しく書いたり

話したりする場合に、助詞の「は／が」の使い分けが非常に難しい学習項目である

と感じることが少なくない。筆者は、日本語教育のなかに、コピュラ文に関する言

語理論を投影させていくことが、学習者の「は／が」の使い分けに対する汎用的理

解につながっていくと考えている。誤解のないように言い添えると、コピュラ文の

意味構造の違いそのものを学習者に理解させたほうがよいと言っているわけでは

ない。初級教材のなかで最初は措定文で導入されていたコピュラ文が、いつ、どの

段階で倒置指定文として提示されるのか。また、ウナギ文がどのように登場するの

か。教師がそういったコピュラ文の意味構造を意識することは、より適切な教案づ

くりや教育実践につながっていくと考えている。 
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学習者が週末の出来事などを「固まり」で語る中級前半 ZOOMでの授業実践：

意味的範疇「問題・解決・評価」と STORY MAPを使った指導法の試みとその

評価 

 

A PRACTICE REPORT ON INTERMEDIATE LOW-LEVEL LEARNERS’ TALK 

OF THEIR DAILY EXPERIENCES IN “BUNDLES”: INSTRUCTION IN AND 

EVALUATION OF THE USE OF SOME SEMANTIC CATEGORIES AND STORY 

MAPS 

 

野口潔 

Kiyoshi Noguchi 

 

上智大学 

Sophia University 

 

1. はじめに 

文と文をつないで（「固まり」で）体験談を語る能力は中・上級レベル学習者に

必要な日本語能力の一つであり（国際交流基金, 2019）、学習早期（初級～中級前

半）からの育成が求められている（嶋田, 2015）。しかし一般的に初級から中級前

半レベルの授業では文法や語彙の指導に時間がとられ、体験談を語る能力の育成

は十分とは言えず、育成の方法もこれといったものがないのが現状のようである。 

そこで、筆者は体験談を「固まり」で話すための教材と指導法を考案し、約 1

か月間の Zoom を介したライブ授業（中級前半）で、体験の一種とみなすことの

できる学習者自身の週末や日々の出来事などについて、授業のウォームアップや

クールダウンの時間を使って学習者に語ってもらった。 

週末や日々の出来事などを学習者に聞くことについて、清水（2017）は、学習

者の情報が得られるだけでなく、自分に興味を持ってくれる教師に学習者は好感

をもち、それが信頼関係を育み（ラポール効果）、結果的に授業運営をしやすくす

ると述べており、学習者に週末の出来事などを話してもらうことは意義のある活

動だと言える。授業のウォームアップ／クールダウンでそれを行うという点に関

しては、いきなりその日の授業に入るよりも、週末の出来事などを聞くことは、

クラスの雰囲気を和やかにするであろうし、授業に入りやすくする効果があると

考える。それに、授業内容と関連させる必要もないため、特別な準備の必要がな

いのも利点だと言える。 

 以下、先行研究・固まり・授業概要・教材・指導法について順に説明し、学習
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者の語った内容の分析と学習者による教材の評価と自己分析を通して、教材と指

導法の評価を行い、その効果と課題を検討したい。 

 なお、本稿では体験談を、Labov（1972）が研究対象としている narrativeと同義

とみなし、「実際に起こった（と思われる）一連の出来事に合わせて語ることによ

って過去の体験を再現する一手法」と定義する。また、体験談は物語の一種と捉

え、次節では、学習者が物語を語ることに関する先行研究の中でも特に本稿が参

考とした指導法・教材について概説することとする。 

 

2. 先行研究 

物語を語ることに関する先行研究で参考になるのは、まず、フィードバック（FB）

の方法である。木田・小玉（2001）は体験談を話してもらう前に「たら、そした

ら」などの接続表現を使うように指導したところ、十分習得できていない学習者

の誤用や過剰使用を招いたことを報告している。それに対して、中井（2005）は、

学習者に映画のストーリーを話してもらった後に適切な FB を行っている。両者

の指導法を比較すると、後者中井の指導方法のほうが誤用や過剰使用は比較的避

けられそうに思われるため、今回の指導でも後者の方法をとることとした。レ

（2018）は学習者の知識を確認した上で、非明示的問いかけなどで学習者の気づ

きを促し、さらに筆者による明示的説明を加える方法が効果的だと述べており、

この方法も今回の指導手順の参考とした。 

更に、教材作成の際に参考にしたのが、山本（2014）のものである。山本は Story 

Map（Harris & Hodges, 1995）という物語の基本的な型を意味的に示したビジュア

ルツールを使って、日本の小学生に夏休みの

思い出について語ってもらうといった活動を

している。山本が使用したのが図 1 の Story 

Map（以下 SM）である。SM は、「①ねがい」

「②つごうがわるいこと」といった意味的構

成概念を使っているため、伝統的な構成概念

「起承転結」より意味がわかりやすく、また、

型にはめることで、思考を整理し、聞き手にわ

かりやすく、またストーリーを生むことで聞

き手をひきつけられると、山本は述べている。このような利点を根拠に、本実践

では SM の活用を試みた。 

図 1の①から④のまとまりを「固まり」とみなすことができるが、本実践では、

やや異なる捉え方をしたため、次節で詳述したい。 

 

図 1: Story Map（山本, 2014: p.84 の

図を参考に作成） 
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3. 「固まり」＝「問題・解決・評価」 

例年、本実践を行う中級前半コースには、話す能力はまだ初級後半レベルの学

習者も少なくなく、授業のウォームアップやクールダウンの短い時間に体験談を

話してもらう場合、できるだけ構成要素は少ないほうが指導はしやすい。体験談

の構成要素に関して、Labov（1972）は 6つ（①「何について話すか」②「だれ・

いつ・なに・どこ」③「何が起こったか」④「なぜ語るのか」⑤「結局どうなっ

たのか」⑥「その後どうなったのか」）、そして、山本（2014）は図 1 のように 4

つ提示している。そして、山本は図 1の 4つの構成要素は、本質的には「問題・

解決」の 2 つから成立していると述べている。Labov も類似した考えであるが、

Labov はこの 2つの他に「評価：④『なぜ語るのか』」が最重要要素だと述べてい

る。以上のことから、本実践では体験談の構成要素を「問題・解決・評価」の 3つ

に絞ることとした。そして、「固まり」は、「問題・解決・評価」の各要素に該当

する文が意味的に、また、接続表現などでつながれた集合体と定義する。 

図 2が「固まり」の概念を図式化したもので、プラス記号は「問題」と「解決」

を適切な接続表現でつなぐことを意味し、下

の 2つの矢印の先は評価対象を示している。

なお、本実践では「問題・解決・評価」はい

ずれも広範囲の意味的範疇とみなす。そのた

め、「問題」は「原因」や「理由」、「解決」は

「結果」や「効果」、「評価」は「感情」つま

り「話者の気持ち」を含むものと考える。そ

して、各範疇の下に示したように、「問題」

には「望み、欠如」など、「解決」には「達

成、充足」など、「評価」には「悲しみ、いかり」などの意味要素が該当するもの

と考える。 

具体的な体験談の「固まり」につい

ては、図 1の文を再掲した下の図 3 を

使って説明する。「問題」に該当する

のは「①ねがい」＝「じょうずにピア

ノをひきたい」と「②つごうがわるい

こと」＝「と中いっしゅんわすれてし

まった」で、「解決」に該当するのは

「③つごうがいいこと」＝「でもわす

れていたことを思い出した」と「④け

つまつ」＝「まちがわずにじょうずに

図 2 体験談の「固まり」 

図 3 体験談の「固まり」例 
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できた」である。「評価」には、話し手の感想「うれしい」や「よかった」などが

該当するだけでなく、①の「ひきたい」や②の「わすれてしまった」といった主

観的表現や④の「じょうずにできた」が該当する。そして、これらの文が接続表

現でつながれた集合体を「固まり」と考える。 

学習者には、この 3つの意味的範疇に合わせて週末の出来事などを話してもら

うことにした。特に変わった出来事がないと体験談としては話しにくいのは確か

だが、日々のどのような行動にも何らかの理由があり、感情も伴うはずである。

よって、日々の些細な出来事でも「問題・解決・評価」を意識して話すようにト

レーニングすることは、「固まり」で話す練習として有効であると考える。それに、

3 つの範疇のうち、特に「問題と解決」という概念は、アカデミックライティン

グや社会に出ても役に立つ思考方法である（袴田, 2011）。この点からもこの概念

を使って日々の出来事を話してもらうことには意義があるだろう。 

 

4. 授業の概要 

実施したのは、筆者が所属する大学の 1カ月間の春期集中講座（2021 年 2月 15

日（月）～3 月 18 日（木）：1 日 100 分授業 3 コマ）の中級前半レベルのコース

で、新型コロナウィルス（Covid-19）のため、授業はすべてコミュニケーション用

プラットフォーム Zoom（Zoom Video Communications, Inc., 2020）を介してのライ

ブ授業だった。学習者は下の 3名（いずれも仮名）である（発話内容等の論文等

での使用は 3名全員から書面で許可を得てある）。名前の横に出身地／居住地、こ

のコースをとった理由と将来どのように日本語を使いたいかを順に記した。コー

スの目標はコミュニケーションに関する部分を下に抜粋したが、3 名の履修理由

に沿うものと言える。 

 オウ（中国/中国）Because i want to improve my speaking Japanese/Speak with 

natives. 

 ジェイ（マレーシア/東京）To improve my Japanese skills/To study and work in 

Japan 

 ケイ（ブラジル/兵庫→東京）I want to become fluent in Japanese/I want to become 

a fluent speaker so I can use it for daily life and work  

【コース目標（一部抜粋）】 

As long as the situation is familiar or predictable, students can communicate well 

by choosing appropriate phrases or sentences, although they may need some help 

of the person they are speaking to. 

 

教科書は「An integrated approach to intermediate Japanese [Revised edition] 中級の
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日本語【改訂版】（Miura & McGloin, 2008）」で、5課から 6課は省き 15 課までを

行った。 

 

5. 教材・体験談の導入 

SM などの教材の導入は、自己紹介に関連して、初日に学習者の名前について

の体験談を話してもらう時に行った。導入手順は下記の通りである。 

 

初日：「名前についての体験談」授業の流れ 

1. （自国の）小学校や中学校で物語を書く授業はありましたか。 

2. 物語には何が必要ですか（自由に答えてもらう）。 

3. 構成に problem, solution, evaluation が必要であることを図 2の英語版を使

って英語で説明。 

4. 筆者が自分の名前についての思い出を学習者に分かるように話しながら、

要旨（なまえのことでからかわれました。とてもいやでした。なまえはす

ぐおぼえてもらえました。好きな名前だし、気に入っています）のみをパ

ワーポイント上で学習者に見せる。まだ SM は見せない。 

5. どこが problem, solution, evaluation かを考えさせる。 

6. 図 4 の SM を示し筆者の体験談の構成を説明し、構成の意識化を図る。 

7. 学習者自身の体験について、約 3分

（図 2 の英語版と図 4 を見ながら）

各意味的範疇に入る文を考える。ル

ールとして、分からない単語はアプ

リケーションソフトウェア（アプリ）

で調べても良いが、メモはできるだ

けとらない（とっても単語程度）、翻

訳アプリは使わないことを説明す

る。 

8. 独話に近い形式で体験談を語ってもらう。筆者は聞きながら相槌・質問

などをすると同時にパワーポイント上に話の要点等を文字化する。 

9. 聞き手の学習者に感想などを聞く。 

10. 文字化した体験談について意味的範疇「問題・解決・評価」に該当する部

分がどこかを、語った学習者自身に聞き、意味的範疇の意識化を図る。 

11. その場で FB が可能だと思われるものは非明示的問いかけから始め、必

要に応じて明示的説明まで行う。それ以外の詳しい FB は後日正確なト

ランスクリプションとともに学習者に与える。 

図 4 筆者の体験談の SM 
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12. 修正を加えた体験談を改めて語ってもらい、修正された箇所の意識化を

図る。 

 

 以上が初日の名前に関する体験談を語る活動の流れである。この活動によって、

学習者は体験談をどう話せばよいか一定の理解がなされたとみなし、当日の 3時

限目から、週末や日々の出来事についても同じように話してもらう活動を行った。

学期中、筆者が学生に聞いた質問は下の通りである。当コースは筆者がコーディ

ネーターを務め、合計 4 人の教師が担当し、事前打ち合わせの際、週末や日々の

出来事について時間があれば学生に聞くよう依頼したが、実践したのは筆者だけ

であった。この点は反省点の一つであり、本稿の最終節で再度触れたい。 

2 月 15日（3 限） 週末何をしましたか。 

2 月 16日（1 限） 朝ごはんは何を食べましたか。 

2 月 16日（3 限） お昼ごはんは何を食べましたか。 

3 月 1日 （1 限） 週末一番大変だったことは？ 

3 月１日 （2 限） 休み時間何をしましたか。 

3 月 1日 （3 限） お昼ごはんは何を食べましたか。 

3 月 1日 （3 限） 今日寝るまでにする一番大切なことは？ 

3 月 16日（1 限） 週末一番よかったことか悪かったこと 

3 月 16日（2 限） 休み時間何をしましたか。 

3 月 16日（3 限） お昼ごはんは何を食べましたか。 

授業は 1日 3コマを同一教師が 1 人で担当するため、多い日、例えば 3月 1日

はクールダウンにも「今日寝るまでにする一番大切なこと」を質問しているため、

1 日に 4つの質問をしている。学期初日（2月 15日）の質問「週末何をしました

か」は漠然としすぎていたため、学生は何をしたかを順に話し、内容に具体性が

ないものもあった。そのため、それ以降は、できるだけ一つの出来事をくわしく

言えるような質問に変更した。 

次節では、実際の学生の語りの「固まり具合」と FBの内容などを説明したい。 

 

6. 学習者の語りの「固まり具合」 

 「固まり具合」とは、本稿の「固まり」の定義にそったもので、学習者の体験

談に「問題・解決・評価」に該当する意味的要素が含まれているか、そして、そ

れらが意味的に、また接続詞などでどの程度つながれ、まとまって話されている

か、その程度を意味する。学習者 3 人は、この点まさに三者三様であった。1 人

ずつ例を使って詳述する。 

 最も日本語の話す能力が低かったのがオウさんで、オウさんは準備時間をとっ
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ても最初はなかなか日本

語が出てこず、単語や単文

での回答が目立ち、「固ま

り具合」は相当ゆるい状態

だった。右の左側の枠内は

オウさんの 2 月 16 日（コ

ース 2日目）の談話である
1。ブラケット内は教師（筆

者）の発話の要点で、カッ

コ内の数字は沈黙の時間、

接続表現にはグレーのハ

イライトを付した。また、

談話の下に文構成とその

数を示した。最初の「時間がないので、・・・」という複文は筆者が見本として話

したものをオウさんがまねて言ったもので、それ以外はほとんどが単文、単語、

「はい、いいえ」であることがわかる。筆者の質問がないと、話は続かない様子

で、ラーメンの味の評価も筆者の問いかけがなかったならば、自分から進んで話

していたかは不明で、接続表現もあまりなく、「固まり具合」は相当にゆるいと言

える。オウさんの談話の右側（矢印の先）の枠内は文字化した FB で、カギカッ

コ内に「固まった」文章の見本を提示した。そして、オウさんには、とにかく他

の二人が話している間

に、言いたいことを意味

的範疇にそってまとめ、

わからない単語があれ

ば調べ、文と文をできる

だけ接続詞などでつな

いで話すように、この場

合に限らず、コースの前

半から中盤までくりか

えしアドバイスした。 

 右はオウさんの 1カ月

後のお昼ごはんの説明

 

1 「談話」はコミュニケーションのための言語行為（メイナード, 2005）であり、学習者の

週末や日々の出来事についての発話は談話とみなす。 
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である。文と文を接続詞でつなぐ回数は増え、内容的にも「最近は食べ過ぎてい

るから、脂の多くない、サンドイッチとサラダを買った」という問題と解決、ま

た、サンドイッチはおいしく、サラダは好きじゃないという評価も含まれている。

学期の後半は、これ以外の経験談でもほぼ同じ傾向がみられ、沈黙時間も減り、

オウさんの話の「固まり具合」は、良くなってきたと言えよう。 

 ジェイさんの話す能

力は 3 人の中ほどであ

った。ジェイさんは「問

題・解決・評価」の中の

問題がはっきりしてい

る体験談の場合には、比

較的うまく「固まり」で

話せたが、週末などの出

来事を話す場合は、右の

の談話（左側枠内）のア

ンダーライン部分のよ

うに、問題あるいは評価

に該当する内容を、コー

スの最後まで自分からはうまく言えない場合が多かった。また、単文の使用も比

較的多かった。文字化した FB（矢印の先の右枠内）は、オウさんの場合とほぼ同

じで、意味的範疇に該当する内容を話す前によく考えて、見本のように文をでき

るだけつないで話すようアドバイスをしたが、FBの効果は判然としなかった。こ

の点に関しては指導方法

を今後工夫する必要があ

ると感じた。 

 ケイさんは、3人の中で

最も話す能力が高く、初

日の指導の直後から筆者

が期待するような「固ま

り」で話せるようになっ

ていた。右は初日の 3 時

限目に話してもらった内

容だが、「問題・解決・評

価」にあたる内容が、比較

的多くの接続表現でつな
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がれ、固まりで話されている。毎週末父親と映画を見るという決まり事が「問題」

の範疇の「理由」に該当する内容として語られ、映画を見たが、すごくつまらな

いという「評価」が示され、寝てしまって映画の説明ができないという「解決」

の範疇の「結果」までが固まりで語られてる。更に、筆者の質問に応答する形式

で、最近は新しくて面白い映画がないといった「評価」、そして、もう次に見たい

映画が見当たらないという更なる「問題」も提示している。筆者の FB は、右の

矢印の先に示した修正案の提案で、話し手の気持ちが含まれる「んです」や「て

しまった」の使用や的確な接続表現の使用をその都度意識するようにというもの

ある。その後の経験談では「買ったんです」「買ってしまうから」「待ちすぎた」

など話し手の気持ちが含まれた表現が散見されるようにもなった。 

 

7. 教材と指導法の学生による評価：学生の学期末の振り返りから 

 コースの最後に、今回の活動について学習者に振り返ってもらった。その結果、

3 人とも教材は理解しやすく、それを使って経験を話すのは容易で、今後もこの

方法で経験談を話したいとの回答が得られた。具体的には、教材は「固まり」で

話すのに役立った（下 I の a, b）以外に、友人の体験談も理解しやすかったと 2人

が答えており（Ⅰの c）、話すだけでなく、聞くのにも有効に機能したことが窺え

る。教師のフィードバックも役に立ったと 3人とも回答し、具体的には「固まり」

に関する意識の顕在化が挙げられた（Ⅱの a, b, c）。ジェイさんとケイさんは、よ

り自然な日本語使用の意識化にも役立ったと回答している（Ⅱの d, e）。3人には、

フィードバックで修正をした表現などに関して、どのくらい覚えているかテイラ

ーメイドの簡単な確認テストを実施したが、やはりジェイさんとケイさんは修正

した箇所をよく覚えていた。 

 また、学生が体験談を話すことには比較的よい効果があったことが窺える（Ⅲ）。

ジェイさんは自分が話せてよかったと回答した（Ⅲの a）一方で、はずかしかっ

たとも書いている（Ⅲの b）が、この点をフォローアップ・インタビューで確認

したところ、ガールフレンドのことを話したのは少し恥ずかしかったが、それ以

外は話せてよかったとのことである。 

クラスメイトの体験談を聞くことにも効果があったようである（Ⅳ）。自分とは

異なる体験（Ⅳの b）、逆に同調できる点があり（Ⅳの e）、聞くのは楽しく有意義

で（Ⅳの a, b）、気づきや学ぶこともあったとの回答が得られた（Ⅳの c, d）。下が

振り返りの詳細である。 

 

学生 3人の学期末の振り返り 

I. 教材（意味的範疇＋SM）の説明と利用は平易で、役に立ち、今後も利用
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したい：はい＝3名 

 どのように役立ったか 

a. 話すことをまとめやすかった：ジェイ、ケイ 

b. 文をつなげてまとめて話せるようになった：オウ、ケイ 

c. 友人の体験談が理解しやすい：オウ、ジェイ 

II. 教師のフィードバックは役に立った：はい＝3名 

 どのように役立ったか 

a. まとめて話すことを意識するようになった：ジェイ 

b. 体験談の構成を考えるようになった：オウ、ケイ 

c. 文をつなくごとを意識するようになった：ケイ 

d. 直された箇所を正しく言うようにした：ジェイ 

e. より自然な日本語の表現とつなぎ方に気づかされた：ケイ 

III. 自分の経験を話すことは 

a. 話せてよかった：オウ、ジェイ 

b. はずかしかった：ジェイ 

c. 自分の経験を話すことは問題なかった：ケイ 

IV. クラスメイトの経験を聞くことは 

a. いろいろな話が聞けてよかった：オウ、ジェイ、ケイ 

b. 自分と異なる経験を聞くのはおもしかった：オウ、ジェイ、ケイ 

c. いろいろな気づきがあった：ジェイ、ケイ 

d. いろいろ学べた：ジェイ 

e. 自分と同じような体験談を聞いて同調できた：ジェイ、ケイ 

   

8. おわりに 

本稿では、意味的範疇「問題・解決・評価」を図式化したものと SM を教材と

して使用し、中級前半レベルコースの学習者に週末や日々の出来事を固まりで話

してもらうという授業実践について説明した。学習者の談話の様子、また振り返

りから、教材は学習者によって程度は異なるが、総体的にみて、有効に機能した

と考えられる。教師の FB は、学習者が固まりで語ること、また学習者によって

は、より完成度の高い固まりを意識させるのに役立ったようである。 

今回の実践についての反省点は、まず、第 5 節で述べたように、他の担当教師

との話し合い・共通理解が不十分であった点である。週末や日々の出来事を学習

者に尋ねることの意義を担当する教師は、事前に共通して認識しておく必要があ

るだろう。次に、週末や日々の出来事に関する質問のバリエーションが少なかっ

たことが反省すべき点である。質問の内容がいつも同じようなものであったため、
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最後はマンネリ化してしまった印象が否めない。また、この他に、学習者が多い

場合の練習の仕方、更には、学習者によっては意味的範疇に当たる内容が言えな

い場合があったため、指導方法の改善などが今後の課題として挙げられる。 
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⽇本語移動様態表現の教授と評価についての考察 
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1. はじめに 
 外国語学習者のプロフィシエンシーを測定する⽅法の⼀つに、American 
Council on the Teaching of Foreign Language (ACTFL)の Oral Proficiency Interview 
(OPI)があるが、その中の Advanced Level を決定する条件の⼀つに “Narrate and 
describe in all major time frames and deal efficiency with an unanticipated complication 
in a routine situation or translation”と説明している部分がある。このように、学習
者のプロフィシエンシー・レベルを決定する能⼒の⼀つとして、ある事象につい
て、正確かつ効率的に説明し、決められたタスクを達成するために、⽬標⾔語の
移動表現を正しく使えるようになることは不可⽋である。 
 しかし、Talmy (1985, 2000)の移動事象を表す語彙化パターンの類型論や影⼭
(2001)によると、⽇本語と英語では、移動事象を表す語彙化パターンが⼤きく異
なることを説明しており、本研究においても、英語を⺟語とする上級⽇本語学習
者でも、⽇本語の移動表現を完全に習得することが難しいことが証明された。 
 本稿では、まず Talmy の移動事象を表す語彙化パターンの類型論について説
明し、その後、本研究において⾒つかった、英語を⺟語とする⽇本語上級学習者
が、⽇本語⺟語話者に⽐べて英語の表現パターンを著しく多く⽤いている例を中
⼼に紹介する。そして、それらの誤⽤例を量的、質的に分析し、⼀部の上級学習
者が英語の表現パターンを誤って⽤いた原因について考察する。そして、その考
察をもとに、初級、中上級レベルの学習・評価活動において、どのように英語と
⽇本語の移動表現の違いを説明し、どのような⽇本語の移動表現を習得していく
ための効果的な練習・評価活動ができるかについて検討する。 
 
2. Talmy の移動事象を表す語彙化パターンと⽇本語の複合動詞 
 Talmy (1985, 2000)によると、世界の⾔語は⼤きく分けて⼆つのタイプに分け
られると⾔っている。⼀つは、移動様態を表す動詞を本動詞として⽤い、移動経
路を、英語の前置詞のように本動詞と深く関係する「サテライト」と呼ばれる要
素で表す S ⾔語、もう⼀つは、移動経路を表す動詞を本動詞として⽤い、移動



 282 

様態を本動詞の外で表わすか、あるいは全く移動様態を表さない V ⾔語であ
る。この分類⽅法に従うと、英語は S ⾔語に分類され、⽇本語は V ⾔語という
ことになる。例えば、同じ移動事象を表した英語と⽇本語の⽂は以下のようにな
る。 
 
(1) John ran into the bank. 
 
(2) ジョンは⾛って銀⾏に⼊った。 
 
(1)の英語の⽂では、ran という、移動の主体である John の移動とその様態を表す
動詞を本動詞として⽤い、移動経路は前置詞 into で表されている。⼀⽅、(2)の
⽇本語の⽂では、移動とその経路を表す動詞「⼊った」を本動詞として⽤い、
「⾛って」という付加詞で主体であるジョンの移動の様態を表している。このよ
うに、英語と⽇本語とでは、移動事象を表す構造が根本的に異なっている。 
 それに加え、⽇本語には移動の経路と様態の両⽅を表すことができる複合動詞
もあり、⽇本語学習者はある移動事象を正確に表すことができる適当な複合動詞
も知っている必要がある。例えば、(1)と(2)で表された移動事象は、(3)のように
複合動詞を⽤いて表すこともできる。 
 
(3) ジョンは銀⾏に駆け込んだ。 
 
 以上のように英語と⽇本語の移動事象を表す表現⽅法の違いより、英語を⺟語
とする⽇本語学習者にとって、⽇本語の移動表現を習得することは容易ではない
と考えられる。本研究では、英語を⺟語とする⽇本語学習者が、どれだけ⽇本語
の移動表現を習得できているかを、実際に学習者のデータを収集し、それを⽇本
語⺟語話者のものと⽐べて調査した。そして、本稿では英語を⺟語とする⽇本語
学習者が、⽇本語⺟語話者に⽐べて、⺟語である英語のパターン、つまり移動様
態を表す動詞を本動詞として⽤いる構造を⾃らの⽇本語のプロダクションに多く
⽤いていた三つの例を中⼼に紹介する。 
 
3. 本研究について 
3.1. 被験者 
 本研究では、２つの被験者グループからデータを収集した。まず、⽇本語⺟語
話者のデータとして、⽇本またはアメリカ在住の⽇本語を⺟語とする１８歳以上
の男⼥からデータを収集した。そして英語を⺟語とする⽇本語学習者のデータ
は、英語のみを⺟語とする⼈たちで、⽇本語能⼒試験（JLPT）の N1 を取得した
⼈たち、またはアメリカの⼤学院にて⽇本研究の修⼠または博⼠課程に在籍、あ
るいは⽇本研究の修⼠号以上を修得している上級レベルの⽇本語学習者からデー
タを収集した。これは、データを収集するために⽤いるタスクには、初・中級で
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はまだ学習していないであろうと思われる移動様態を表す動詞がいくつか含まれ
ているためである。最終的に、⽇本語⺟語話者２１⼈と英語を⺟語とする⽇本語
上級学習者２０⼈からデータを収集することができた。 
  
3.2. タスク 
 被験者グループのデータは、⽂完成タスクによって集められた。この⽂完成タ
スクは、筆者によって作成されたもので、タスクには、３つの練習問題、８つの
ターゲット質問、そして１６の distraction の計２７問が含まれている。以下の図
1 は、英語を⺟語とする上級⽇本語学習者の⽂完成タスクの中のターゲット質問
の⼀つである。 
 
【図 1】英語を⺟語とする上級⽇本語学習者の⽂完成タスクの中のターゲット質
問の⼀例 

 
 
全ての質問（練習問題、destruction も含む）には、問題番号、ある事象を表す
絵、そしてその絵の上には絵を説明する⽂章がある。そして、絵の下には、ある
⾔葉で始まる⽂章を考えて記⼊する欄があり、被験者は、与えられた絵を⾒てそ
の不完全な⽂を完成させる。⽇本語⺟語話者向けのタスクは全て⽇本語で書かれ
てある。英語を⺟語とする上級⽇本語学習者には、図 1 のように、タスクの内容
を完全に理解してもらうために、指⽰は全て英語で書かれているが、絵の中の物
を説明している語と回答する⽂の初めの⾔葉は⽇本語（漢字にはふりがなをふっ
てある）とローマ字の両⽅で書かれてある。⽇本語⺟語話者と学習者は⽇本語の
⽂章を完成させることになっている。 
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 このタスクの中の 8 つのターゲット質問には、8 つのターゲットの移動様態を
含んだ移動事象を表した絵が含まれている。ターゲットとなる移動様態は、ジャ
ンプするという意味の「⾶／跳ぶ」、⿃などの動作を表す「⾶ぶ」、「転が
る」、「⾛る」、「浮かぶ」、「歩く」、「這う」、「泳ぐ」である。この 8
つの移動事象の中には、4つの Boundary-crossingを表す移動事象が含まれてい
る。Boundary-crossingの移動事象とは、ある空間から別の空間へ移動する事象
を指しており、例えば、⽊の中にいるフクロウが外に⽻ばたいて出て⾏った移動
事象の中では、「⽊の⽳の中」という空間から「⽊の⽳の外」という空間へ移動
するような状況のことである。 
 そして、Slobin and Hoiting (1994)によると、Boundary-crossingの移動事象
を表す場合、V⾔語は移動様態を表す動詞を本動詞として⽤いることができない
というルールがあると⾔っており、これまでの多くの研究では、S⾔語を⺟語と
する V⾔語学習者（例えば英語（S⾔語）を⺟語とするスペイン語（V⾔語）学
習者）にとって、この Boundary-crossingの移動事象を⽬的⾔語である V⾔語で
表すことは難しいと報告されている(Larrañaga, Pilar, et al. 2011, Cadierno and Ruiz 
2006)。 
 例えば、⽇本語では(4a)のような⽂は、このルールによって⾮⽂法とみなさ
れ、その代わりに(4b)から(4d)のような、移動と移動経路を表す動詞群や複合動
詞を⽤いなければならない。 
 
(4) a. *フクロウが⽳から⾶んだ。 
  b. フクロウが⽳から出てきた。 
       c. フクロウが⽳から⾶び出た。 
       d. フクロウが⽳から⾶び出てきた。 
 
このように、⽇本語⺟語話者であれば使わないであろう(4a)のような表現を、英
語を⺟語とする⽇本語学習者は⺟語である英語のパターン、すなわち、(4a)のよ
うな移動と移動様態を表す動詞を本動詞として⽤いた S ⾔語のパターンを⽤い
ず、⽬的⾔語である⽇本語、つまり V ⾔語のルールを守って、(4b)から(4d)のよ
うな⽂を作り出すことができるかという点についても調査した。 
 
3.3 分析 
 ⽇本語⺟語話者と学習者から収集したデータは、まず、どのような⽅法で移動
の様態を表しているかによって、分類した。本稿では、以下の三種類のパターン
のみを紹介する：1) 移動様態動詞を本動詞として⽤いたパターン、2) 移動様態
動詞を付加詞として⽤いたパターン、3) 複合動詞を本動詞として⽤いたパター
ン。その三種類のパターンの中で、英語のパターンである「移動様態動詞を本動
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詞として⽤いたパターン」を⽤いた⽇本語⺟語話者の回答数と、学習者の回答数
がフィッシャーの正確確率検定を⽤いて、⼤きく異なった三例に焦点を当てて紹
介する。 
 
4. 結果 
 図２は、英語を⺟語とする⽇本語上級学習者が⽇本⼈⺟語話者に⽐べて移動様
態動詞を本動詞として著しく多く⽤いていた三例とそれぞれの p値の⼤きさを⽰
している。 
 
【図２】英語を⺟語とする⽇本語上級学習者が⽇本⼈⺟語話者に⽐べて移動様態
動詞を本動詞として著しく多く⽤いていた三例とそれぞれの p値の⼤きさ 
 ⽇本語⺟語話者 学習者 p値 
1. カエルが葉に⾶び乗っている移

動事象 
14.3% 

(3/21⼈) 
50% 

(10/20⼈) 
0.02* 

2. ⾚ちゃんがお⺟さんのところへ
ハイハイしていく移動事象 

14.3% 
(3/21⼈) 

45% 
(/20⼈) 

0.043* 

3. 男の⼈が銀⾏に駆け込む移動事
象 (Boundary-crossing context)  

0% 
(0/21⼈) 

20% 
(/20⼈) 

0.048* 

 
 
 まず⼀番違いが⼤きかった移動事象は、カエルが葉に⾶び乗っているもの 
（図１）で、⽇本語⺟語話者では 14.3%、学習者では 50%もの被験者が移動様
態動詞を本動詞として⽤いる S ⾔語のパターンを⽤いていた。そして p 値は 
0.02*であった。⼆番⽬に違いが⼤きかったものは、⾚ちゃんがお⺟さんの所へ
ハイハイしていく表現（添付資料１参照)で、⽇本語⺟語話者では 14.3%、学習
者では 45%が移動様態動詞を本動詞として⽤いて、p 値は 0.043*であった。三
番⽬に違いが⼤きかったものは、男の⼈が銀⾏に駆け込む表現（添付資料２参
照）で、Boundary-crossingの移動事象だったことで、⽇本語⺟語話者では誰も
移動様態動詞を本動詞として⽤いてなかった⼀⽅で、学習者では、20%が⽤いて
いた。そして、p 値は 0.048*であった。以下、それぞれの事象とその結果につい
て解説する。 
 
4.1. カエルが葉に⾶び乗っている移動事象 
図３は、⽇本⼈⺟語話者と学習者が、カエルが葉に⾶び乗っている移動事象を表
すのに⽤いた⽅法の内訳を⽰している。 
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【図３】英語を⺟語とする⽇本語上級学習者と⽇本⼈⺟語話者のカエルが葉に⾶
び乗っている移動事象を表すのに⽤いた⽅法 
 ⽇本語⺟語話者 学習者 
1. カエルが葉に⾶び
乗っている移動事象 

1.複合動詞 81% (17/21) 
2. 移動様態動詞 14.3% (3/21) 
 
(付加詞 0% (0/21⼈)) 

1. 移動様態動詞 50% 
    (10/20⼈) 
2. 複合動詞 25% (5/20⼈) 
3. 付加詞 10% (2/20⼈) 

 
 ⼀番違いが⼤きかった「カエルが葉に⾶び乗っている」移動事象では、⽇本語
⺟語話者は 81％もの⼈が「⾶び乗る」などの複合動詞を⽤いていた。それに対
して学習者では、半数もの⼈が英語のパターンと同じ、移動様態動詞を本動詞と
して⽤いていた。例えば、「葉に⾶んだ」などである。これは恐らく、この移動
を表す適当な⽇本語の表現、つまり⽇本語⺟語話者によく使われている複合動詞
を知らなかった学習者が、英語のパターンに頼ってしまっていた結果ではないか
と推測される。 
 ⼀⽅、⽇本語⺟語話者では「⾶び乗った」が１３⼈、「⾶び移った」が３⼈、
「⾶び上がった」が１⼈、と２１⼈中１７⼈が複合動詞を⽤いてこの移動事象を
表していた。学習者の中でも、複合動詞を⽤いていた⼈がいたが、その数は⽇本
語⺟語話者の数に⽐べて圧倒的に少なく、種類も異なるものもあった。学習者が
⽤いた複合動詞は、「⾶び上がった」が２⼈、「⾶び乗った」が１⼈、「⾶びつ
いた」が１⼈であった。このように、⽇本語⺟語話者と学習者との間で、移動様
態動詞を本動詞として⽤いているかどうかの違いだけでなく、複合動詞を⽤いて
いる被験者の数も使われた複合動詞の種類も異なるという結果が出た。 
 また、⽇本語では、移動様態動詞を本動詞として⽤いる場合には、最終⽬的地
を表す助詞「に」や「へ」を⼀緒に⽤いることができないというルールがあり
（松岡、庵 ２０００）、これを知らなかったと思われる学習者も多く⾒られ
た。移動様態動詞を本動詞として⽤いた学習者の中で、「葉」または「葉っぱの
上」という最終⽬的地を含んだ⽂を作った学習者９⼈すべてが「葉に⾶んだ」、
「葉っぱの上に跳んだ」と「に」を⽤いて表現していた。英語を⺟語とする上級
⽇本語学習者が移動様態動詞を本動詞として⽤いながら、最終⽬的地を表す助詞
「に」や「へ」を誤⽤と認識していないという結果は、稲垣（２００１）によっ
て指摘されているが、本研究においても、それが証明された。 
 
4.2. ⾚ちゃんがお⺟さんのところへハイハイしていく移動事象 
 「カエルが葉に⾶び乗っている」移動事象の次に違いが⼤きかった「⾚ちゃん
がお⺟さんのところへハイハイしていく」移動事象では、図４が⽰すように、⽇
本語⺟語話者の 71.4%が「ハイハイして」という、⾚ちゃんの移動様態を付加詞
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で表し、「⾏った」「来た」などの経路を表す動詞を本動詞として⽤いる、典型
的な V ⾔語の構⽂を⽤いていた。 
 
【図４】英語を⺟語とする⽇本語上級学習者と⽇本⼈⺟語話者の⾚ちゃんがお⺟
さんのところへハイハイしていく移動事象を表すのに⽤いた⽅法 
 ⽇本語⺟語話者 学習者 
2. ⾚ちゃんがお⺟さんのと
ころへハイハイしていく移
動事象 

1.付加詞 71.4% (15/21) 
2. 移動様態動詞 14.3% 
(3/21) 
3. 複合動詞 4.8% 
(1/21) 

1.移動様態動詞 45% 
(9/20⼈) 
2. 付加詞 30% (6/20⼈) 
3. 複合動詞 5% (1/20⼈) 

 
⼀⽅、この移動事象においても、学習者の 45％は、英語のパターンと同じよう
に、移動様態動詞「這った」または「ハイハイした」を本動詞として⽤いてい
た。さらに、最終⽬的地を表す助詞「に」や「へ」と共に⽤いていた学習者も、
9⼈中 4⼈いた。 
 ⽇本⼈⺟語話者３⼈も「ハイハイした」という移動様態を表す動詞を本動詞と
して⽤いていたが、「に」や「へ」を⼀緒に⽤いていた⼈はいなかった。⽇本語
⺟語話者で「ハイハイした」という移動様態動詞を本動詞として⽤いていた例
は、「お⺟さんまでハイハイした」、「お⺟さんのところまでハイハイした」、
「お⺟さんの⽅へハイハイした」の三⽂だけであった。この中で「お⺟さんの⽅
へハイハイした」という例⽂では、移動の⽬的地を「〜の⽅」として表した場合
には、「に」や「へ」と共存することが可能である。 
 ⽇本⼈⺟語話者 21⼈中 18⼈が「ハイハイする」という移動様態動詞を付加詞
または本動詞として⽤いていた⼀⽅、学習者では、付加詞として⽤いた例も含
め、「ハイハイする」という移動様態動詞を使っていた学習者は半数以下の７⼈
であった。 
 
4.3. 男の⼈が銀⾏に駆け込む移動事象 
 三番⽬に英語を⺟語とする上級⽇本語学習者が⽇本語⺟語話者に⽐べて、移動
様態動詞を本動詞として著しく⽤いていた「男の⼈が銀⾏に駆け込む」移動事象
では、図５が⽰すように、４⼈の学習者、つまり、この被験者グループの 20％
が移動様態動詞を本動詞として⽤いていた。 
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【図５】英語を⺟語とする⽇本語上級学習者と⽇本⼈⺟語話者の男の⼈が銀⾏に
駆け込む移動事象を表すのに⽤いた⽅法 
 ⽇本語⺟語話者 学習者 
3. 男の⼈が銀⾏に駆け
込む移動事象 
 (Boundary-crossing) 

1.複合動詞 57.1% (12/21) 
2. 付加詞 23.8% (5/21) 
 
移動様態動詞 0% (0/21⼈) 

1. 付加詞 45% (9/20⼈) 
2. 移動様態動詞 20% 
(4/20⼈) 
2. 複合動詞 20% (4/20⼈) 

 
この移動事象は Boundary-crossing を表す移動事象で、先に説明した通り、⽇本
語を含む V ⾔語では、ある空間から別の空間に移動する事象を表す場合には、
移動様態動詞を本動詞として⽤いることができないというルールがある。そのた
め、⽇本語⺟語話者で移動様態動詞を本動詞として⽤いていた⼈は⼀⼈もいなか
った。しかし、４⼈の学習者は移動様態動詞を本動詞として⽤いていて、さらに
その４⼈は、助詞の「に」または「へ」も⼀緒に⽤いていた。他の V ⾔語を習
得しようとしている S ⾔語⺟語話者についての先⾏研究でも報告されていた通
り、本研究でも英語を⺟語とする上級⽇本語学習者にとって、⽇本語で
Boundary-crossing の移動事象を表現するのは易しくないという結果が得られた。 
 
5. ⽇本語移動表現の教授と評価について 
 それでは、学習者が正しく⽇本語の移動表現を使えるようになるためには、ど
のように教えればいいだろうか。まず初級では、英語と⽇本語の移動表現⽅法の
違いを説明することが⼤切である。⽇本語では、移動経路を表す動詞、「⾏く」
や「来る」などを本動詞として⽤い、「歩く」や「⾛る」などの移動様態は、よ
く付加詞、特に「て形」で表されるということを紹介する。例えば、北⽶で広く
使⽤されている教科書、「なかま」では、この点を効果的な順序で紹介してい
る。なかま１の第６課で、初めての移動様態動詞「歩く」が紹介されるが、その
前の第 5課では、「歩いて 」（on foot）という表現（付加詞）を先に紹介して
いる。これによって、それより前に学習した移動経路を表す動詞「⾏く」「来
る」と組み合わせて、「歩いて⾏く」「歩いて来る」という⽇本語の移動表現パ
ターンを⼀番初めに定着させることができる。そうすることで、次の第 6課で
「歩く」と⾔う移動様態動詞が紹介されても、“I walk to school” と⾔いたい時
に、「*学校に歩く」ではなく「学校に歩いて⾏く」と正しく⽇本語で移動事象
を表現することができる。そして、その後で学習する他の移動様態動詞、「⾛
る」、「泳ぐ」、「⾶ぶ」、そして本研究において過半数の上級学習者に知られ
ていなかったことが分かった「ハイハイする」も、同じパターンで「⾛って⾏
く」、「泳いで⾏く」、「⾶んで⾏く」、「ハイハイして⾏く」と⽇本語で正し
く表現することができるはずである。実際、本研究に参加した過半数の⽇本語⺟
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語話者は、このパターンを⽤いて、「ハイハイして⾏った/来た」「お⺟さん
（のところ）までハイハイした。」と答えている。 
 次に中上級では、移動様態を表す動詞と移動経路を表す動詞を組み合わせてで
きた複合動詞をもっと教える必要があることも本研究の結果から分かった。本研
究で収集したデータから、「⾶び乗る」や「駆け込む」という⽇本⼈⺟語話者に
は広く使われている複合動詞が、学習者にはあまり使われていない、または知ら
れていないということが明らかになった。⽇本語には、移動様態を表す動詞と移
動経路を表す動詞を組み合わせてできた複合動詞は多くあるが、どんな動詞を組
み合わせてもいいという訳ではないため、様々な状況にあった適切な表現を教え
る必要がある。そのような複合動詞を習得するためには、多岐に渡る読み物やメ
ディア教材などを通じて紹介された表現に加え、それに似た表現や関連した表現
を⼀緒に紹介することによって、学習者の移動事象を表す複合動詞の知識を広げ
ることができると考えられる。例えば、「駆け込む」を紹介したら「⾶び込む」
や「転がり込む」、また複合動詞ではないが、同じ意味を表す表現として「急い
で⼊った」という、付加詞を⽤いた表現も同時に紹介することができる。そして
紹介した後の練習の際には、その移動の場⾯を表した絵やビデオも⼀緒に⽤いる
と、学習者の理解がより深まり、次に実際にその移動場⾯を⾒た時に、教室内で
学習した表現が使えるようになると思われる。 
 読み物やメディアからのインプットに加えて、⽂字のない絵本や様々な移動表
現を含んだビデオクリップを⾒せて、それらを描写させる練習や評価をするのも
有効だと思われる。図６は、実際に Slobin（２００４）が５つの⾔語の移動表
現のデータを集めた時に⽤いたピクチャーブックの⼀部である。 
 
【図６】Slobin (2004)の研究の中で⽤いられたMayer (1969)のピクチャーブッ
ク Frog, Where Are You? の⼀部 
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 また、本研究では紹介しなかったが、秋⽥ et al. （２０１０）は、英語⺟語話
者と⽇本語⺟語話者に移動の際に発⽣する⾳も含めた様々な移動事象を表したビ
デオを⾒せて、それらの移動事象を英語と⽇本語でどのように表すかを調べた。
その中で、⼩さなボールが⾦属製の階段を弾みながら落ちていく様⼦を表したビ
デオクリップを⾒た⽇本語⺟語話者が「⼩さいボールが階段をこんこん⾔いなが
ら落ちていく」とボールの移動の際に発する⾳をオノマトペを⽤いて、ボールの
聴覚的移動様態を表していた。このように、⽇本語では、移動様態をオノマトペ
を⽤いて表現することができるという例を、この研究のように、聴覚的移動様態
を表したビデオを⾒せながら、それらを表す表現を紹介、実際に練習してみるこ
とも、学習者の⽇本語移動表現を豊かにすることができると思われる。 
 これらのように、様々な⽅法を⽤いて教室内で紹介、練習した移動表現は、授
業内で⾏われる、ロールプレイなどの⽇々の評価活動と共に、定期的に⾏われる
クイズやチャプター・テスト、⼝頭試験などでも定着しているかどうかを確認す
る必要がある。そして、もし学習者の理解が定着していない様⼦が⾒られたら、
再度、その後の講義や教室活動を通じて、フィードバックや復習をし、再び評価
活動に取り⼊れて、学習者の理解度と定着を再確認する、ということを繰り返さ
なければならない。そうすることによって、学習者の⽇本語移動表現の知識を深
めたり正確さを⾼めたりすることができ、さらなる習得を促すことができるはず
である。 
 
6. 終わりに 
 これまで⾒てきたように、英語と⽇本語とでは、語彙レベルから移動様態を表
す⽅法が⼤きく異なり、英語を⺟語とする⽇本語学習者は、初級レベルからその
ことを⾃然と学んでいるようである。しかし、上級になっても適切な表現や語彙
が分からないと思われる場合には、英語のパターンに頼ってしまうことがあるこ
とが今回の研究で分かった。また、Boundary-crossing の移動事象を表す場合に
は、移動様態を表す動詞を本動詞として⽤いることができないこと、そして、移
動様態動詞を本動詞として使う場合には、最終⽬的地を表す「に」や「へ」と同
時に⽤いることができないと⾔うルールを習得できていないと思われる学習者も
⾒られた。 
 中上級になってからは、様々な読み物やメディアを使った学習活動を通じて、
いろいろな移動事象を表す表現を知る機会が多くなるが、学習活動のある時点、
例えば、新しい移動事象を表す複合動詞が出現した時などに、移動事象を表す複
合動詞をある程度まとめて教える機会を設ければ、学習者の⽇本語の移動表現へ
の意識も⾼まり、それに伴って積極的に⽇本語の移動表現を学んで使おうとする
意欲も⾼まると考えられる。先にも述べたように、移動事象を表す複合動詞は、
どんな移動様態動詞と移動経路動詞を組み合わせてもいいというわけではなく、
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また、複合動詞よりも付加詞を⽤いた⽅がしっくりいく場合もある。例えば、今
回紹介した「⾚ちゃんがお⺟さんのところまでハイハイして⾏った」という、付
加詞と移動経路を表す動詞を⽤いた表現は、71.4%もの⽇本⼈⺟語話者によって
使われ、複合動詞を⽤いていた⽇本語⺟語話者は⼀⼈（4.1%）しかいなかっ
た。⼀⽅、学習者では、30%しか付加詞を⽤いた表現を使っておらず、45%（９
⼈）が移動様態動詞を本動詞として⽤いる英語のパターンを⽤い、その中でも約
半数の４⼈は「*お⺟さんに這った」などの⾮⽂法の回答をしていた。このこと
から、正しい表現⽅法と⽂法上のルールを教えるとともに、どのような場合にど
の表現を⽤いるのが⾃然かということも教えなければならない。そのためには、
学習活動の中のあらゆる機会を利⽤して、できるだけ多くの移動表現を紹介、説
明し、それらを適切に使える練習の機会を数多く学習者に多く与えることが⼤切
である。そして、その活動を評価活動にも取り⼊れ、その結果を元に次の学習・
評価活動につなげるというプロセスを繰り返しながら、学習者の⽇本語移動表現
の習得を促し、全体的なプロフィシエンシーの向上を図らなければならない。 
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1．はじめに 

日本語学習者の到達目標として、なめらかな発音を実現したいというニーズがあ

る（戸田 2008、松崎 2016 など）。発音指導を始めとする音声教育は、母語話者の発

音が重視され、母語話者教師（NT）が担うことが多い。しかし、学習者の多様性と

同様、教師の多様性に着目し、非母語話者教師（NNT）の存在に着目する必要性が

ある（高橋 2019）。特に、海外の日本語教育環境においては、NNTが日本語の授業

を担当することが日本国内に比べて多い。では、NNTは日本語音声教育をどのよう

に行い、それをどのように捉えているのか。 

筆者は、NNTであるベッキー（仮名）の協力を得て、2018 年から 2020 年にかけ

て、フランスのある大学で音声教育実践を行った。本研究の目的は、NNTのベッキ

ーが持つ音声教育にまつわる葛藤を、ベッキーの語りから明らかにすることである。

研究目的を達成するために以下 2点の RQ を設定する。 

RQ1：ベッキーは音声教育について、どのような考えを持っているのか。 

RQ2：ベッキーの音声教育環境には、どのような課題があったのか。 

 

2．先行研究 

2.1. 音声教育実践とその目標 

 本研究は音声教育をテーマにした実践研究であるが、現状、音声教育が十分に行

われているとは言い難い。音声教育が行われていない理由はいくつか考えられる。

大久保（2008）は、「具体的な指導方法が分からない（p.29）」、「発音指導に時間を

割くことが難しい（p.29）」、「教師側の発音指導に対する意識・不安などが指導を躊

躇させている（p.29）」などの理由を挙げている。同様に、川染（2016）は、教師の

発音・発音指導に対する考え方が、発音指導活動が行われていない要因になり得る

ことを指摘している。NNTにおいても同様であり、磯村（2001）は、日本語のアク
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セントについて NNT にアンケート調査を行った結果、中国・タイを除けば音声を

教えていない教師が 6～7 割を占めていることを明らかにした。また、アクセント

を教えるべきだと考えていても、教師自身のアクセントに自信がなく教えられない

という状況が報告されている。そこで、発音指導に取り組む教師の考え方を明らか

にすることは、音声教育の実施・不実施に与える影響を考えるために必要である。 

また、音声教育そのものについての理解が不足していることも課題である。近年

では、音声教育の目標が、学習者に母語話者並みの完璧な発音を習得させることか

ら、学習者の自己実現を支えるものに変化してきている。戸田（2011）は、「音声上

の正確さではなく、目標言語が話されている社会の中で自己実現を果たすために、

聞き手に伝えたい内容・気持ち・印象などを自由に表現できる音声（p.63）」を音声

教育の目標であると定義している。英語音声教育の分野においても、英語音声教育

の分野でも、ある音声を用いることが、所属する、または所属したい社会の一員で

あることを表している（Levis 2005）ことが示されている。さらに、ヨーロッパの言

語教育で度々参照される CEFR では、理想的母語話者の音声を目指し、分かりやす

さではなく、訛りや正確性を教育の対象とすることは、音声教育の発展にとって有

害であると述べられている（Council of Europe 2018）。一方で、このように音声教育

の目標が変化してきていることは、それほど広く共有されているとは言い難く、未

だに発音矯正のようなイメージを持たれることが多いのが現状である。 

 

2.2. NNTにとっての音声教育 

2.1.の磯村（2001）の論考に見られた通り、NNTにとって、「発音」をテーマとし

た音声教育を行うことは、NT に比べより多くの困難が伴うことが予想される。嶋

津（2016）は、第二言語教育において発音は NTによる指導が望まれてきた事実を

述べており、NNT にとって音声教育が課題となり得ることを報告している。一方

で、NNT が NT と異なることは指導力の欠如を示すのではなく、「出生や出身を示

すアイデンティティの表出」（p.43）にもなり得ると述べている。同様に、中川（2020）

は音声教育を行う際に NNT 自身が発音のリソースとするのではなく、教室外の日

本人を始めとしたリソースにつなぐ指導を行うことで、「日本語教師という職業の

多様なあり方を示す」（p.102）ことも可能になると述べている。以上のように、NNT

が行う音声教育は、単なる NNT にとっての困難点ではなく、日本語教育を多様な

側面から捉える一つの可能性を秘めていることが分かる。 

また、海外環境においては、NNTと NTが協働しながら日本語教育に関わってい

くことが重要であるが、音声教育においても同様である。千（2017）は、音声教育

実践においても教師間の協働が必要であると提言し、「教師間の協働で音声教育を

通じた自己実現が成し遂げられていく（p.56）」と述べている。本研究においても、



295 

 

NT である筆者と NNT であるベッキーの協働において音声教育実践が成り立って

いる。そこで、ベッキーが実践を通して得た気づきを明らかにすることは、これか

らの音声教育における協働を考える上で、大いに意味を持つのである。 

 

3．研究概要 

筆者は、フランスのある大学（以下、A 大学）で、学部 3年生の必修授業として、

発音指導に特化した授業を担当し、音声教育実践（以下、本実践）を行った。本実

践は、2018年 9月から 12 月と、2019 年 9月から 12月に、週 1回 1時間の計 12時

間、講義室で行われた。調査対象者であるベッキーは、本実践に数回見学に来て、

授業の内容や説明の方法などについて筆者にアドバイスしていたため、筆者は度々

本実践についてベッキーに相談していた。なお、本実践における各回の詳しい流れ

については大戸（2020）に、本実践の成果として、受講者の発音に関する学びにつ

いては大戸（2021）に、それぞれ報告されている。 

ベッキーはフランス語母語話者であり、調査時においては音声学を主専攻とする

A 大学博士課程の学生であった。日本に 2年以上の留学期間があり、上級レベルの

日本語話者である。調査時の数年前より A 大学でいくつかの授業を任されており、

特に大教室での一斉講義を担当することが多かった。また、筆者が着任する前から、

上記の授業の前任者である中原（仮名）の手伝いをしていた。そのため、A 大学の

中では音声教育に対する理解や経験があると言える。 

分析対象は、筆者がベッキーと行った話し合いのデータにおけるベッキーの発言

である。話し合いは、①2019/8/1（実践の合間）と②2020/6/24（実践の終了後）に行

われた。①は「次年度にどのような音声教育実践を行うか」というテーマで、②は

「2 年間の音声教育実践を振り返って何を思うか」というテーマで行われた。話し

合いは、全て IC レコーダー（OLYMPUS Voice-Trek V-843）で、雑音が入らないよ

う注意を払ったうえで録音した。 

データの分析は、佐藤（2008）を参考に行った。具体的には、文字化資料をコー

ディングした後、概念とカテゴリーを生成し、ストーリーラインを作成した。分析

観点は、ベッキーが音声教育を行う際にどのような考えを持ち、何を課題として認

識していたかである。 

 

4．研究結果 

まず、生成された概念・カテゴリーの一覧は以下の表 1の通りである。なお、そ

れぞれの括弧は≪ ≫カテゴリー、＜ ＞サブカテゴリー、［ ］概念を表している。 

 

表 1 カテゴリーの一覧 
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≪音声教育を行う上での前提≫ 

＜早期からの音声教育の重要性＞ ［音声に対する早期の意識化の重要性］ 

＜音声の理論的指導の必要性＞ 
［音声の理論的側面からの解説の必要性］ 

［言語間の比較の必要性］ 

≪音声教育にまつわる課題≫ 

＜学生の発音学習経験の少なさ＞ 
［音声を体系的に理解する経験の乏しさ］ 

［学生にとっての音声の理論の難しさ］ 

＜学生の能力・態度における問題＞ 
［学生の日本語能力の不足］ 

［学生の発音学習に対するモチベーション欠如］ 

＜教師自身の言語能力に関する不安＞ ［教師自身の発音に対する不安］ 

＜他の教師が持つ教育観の影響＞ 

［指導における理論と実践の併存］ 

［音声教育に興味がない教師の存在］ 

［他の授業・教師との連携］ 

＜大学における制度の問題＞ 
［発音授業における継続性の欠如］ 

［制度・カリキュラム上にある問題］ 

 

以下、各カテゴリーについてデータを引用しながら説明する。データの直後にあ

る番号のうち、①は 2019/8/1、②は 2020/6/24 の話し合いでの語りを指す。上記の番

号に加えて、84などの数字を発話番号として併記する。また、下線は筆者が強調の

ために付した。 

 

4.1. ≪音声教育を行う上での前提≫  

4.1.1. ＜早期からの音声教育の重要性＞ 

 A 大学の現行カリキュラムにおいては、1 年生には発音に特化した授業（発音授

業）がなく、3 年生になってようやく発音に特化した授業が設けられる。ベッキー

は発音授業を受講した 3 年生の語りを援用しながら以下のように語っている。 

B：特に、1年生は（発音授業が）良かったって。それから、3年生も、「あー1

年生の時にやりたかった！なんで 1 年生の時にそういう授業がなかったの」

って、そんな色々な意見が…3 年生から。（②142） 

A 大学の学生は、1 年生の時に発音授業を受けられないことに不満を持っている様

子である。ベッキー自身は、その背景として［音声に対する早期の意識化の重要性］

があると考えている。 

  B：自然になる、少しずつ。アクセントの意識ができて、耳が、自然に…「あー

アクセント分かる」って感じ。そんな、発音の能力は、本当に体の、耳の力
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だから、muscleだから、練習が必要。（①278） 

以上の語りから、アクセントの意識が早期にあれば、自然に分かるようになるとベ

ッキーが考えていることが分かる。音声を早期から意識が向いていれば、同じイン

プットでもより早く習得できる可能性があるという考えである。 

 

4.1.2. ＜音声の理論的指導の必要性＞ 

 ベッキーは、［音声の理論的側面からの解説の必要性］を感じている。それは、筆

者の発音授業を見学した後に述べた以下の語りからも汲み取ることができる。 

B：あの、1学期、大戸さんの授業はとても面白かったけど、多分…あの、どん

なルールがあって、モーラはどうとか、そんな説明を 1 学期にした方が良い

と思います。多分、大戸さんの授業は面白いけど、オートマティックな練習

みたいだった。そして、どうやって、アクセントが、できるか？の説明は、

あまりなかったと思います。（①469） 

すなわち、ただ発音を繰り返す練習だけではなく、理論的な解説が必要だと感じて

いるのである。実際、ベッキーは発音を指導する際に、必ず理論的な説明を行うよ

うにしており、フランス語で「理論」を意味する「テオリーさん」というあだ名を

つけられたことがあった。ベッキー自身が理論重視の教育観を持っていることは自

他ともに認めることである。 

 また、理論の解説の際には、［言語間の比較の必要性］があるとベッキーは捉えて

いる。言語間の「言語」が指すのは、多くの学習者にとって母語であるフランス語

と、学習言語である日本語の他に、第一外国語である英語が挙げられる。 

  B：たぶん、フランス人のイメージは、アクセントがあると、英語と同じよう

に考える。（②217） 

フランス語は、アクセントを持たない（少なくとも強勢ではない）言語であるため、

ベッキーが言うように、フランス語母語話者はアクセントを聞くと英語をイメージ

しがちである。そこで、英語と日本語の違いを示すことが必要だと捉えている。 

 

4.2 ≪音声教育にまつわる課題≫ 

4.2.1. ＜学生の発音学習経験の少なさ＞ 

4.1.1.に述べたとおり、A 大学には 1 年生から発音を体系的に学習する機会がな

い。そのため、3 年生の「発音授業」で理論的な解説を試みても、なかなか理論が

定着しないとベッキーは考えている。すなわち、［音声を体系的に理解する経験の

乏しさ］が課題であると言えるが、ベッキー自身も、かつての学習経験を捉え直し

以下のように語っている。 

B：それは、モーラの説明でした。でも、その前には全然、リズムのことは、全
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然、私は知らなかった。そんなこと。それは、（日本に留学した時受けた）K

先生（仮名）の授業で、あーリズムがあるんだってことを知った｛2人の笑い

声｝。（①425） 

ベッキーは、日本語をある程度話せるようになり、日本に留学してからようやく、

日本語のリズムの概念を学べたことを語っている。すなわち、フランスの日本語学

習期間においては日本語のリズムについて学ぶ機会がなかったということである。 

 また、ベッキーは［学生にとっての音声の理論の難しさ］もあると捉えている。

「発音授業」の経験から、ベッキーは以下のように語る。 

B：（アクセントは）「長い音」って言う。「これが日本語のアクセント。」って（学

生は）言うけど、全然違います。全然。いつも、「chute du ton、chute du ton（音

が下がること）」って教えるのに。でもそうすると、「ton（音）って何？」っ

て（言われる）。その後、そして「haut と bas（高いと低い）」って…（①82） 

「発音授業」を受講した 3年生の学生に、日本語のアクセントについてなかなか正

しい知識が定着しないことをベッキーはもどかしく感じている。3 年生にとってみ

れば、これまで発音を学習した経験がほとんどなく、1 年生、2 年生の学習過程で

日本語のアクセントについて指摘を受けたこともない学生がほとんどである。初中

級になって初めて、アクセントについて学んだとしても、その理論を理解すること

が難しいのは当然である。 

 

4.2.2. ＜学生の能力・態度における問題＞ 

 ベッキーは 3年生の「発音授業」に携わった経験から、3年生の日本語の能力や、

学習態度には問題があると認識している。まず、［学生の日本語能力の不足］につい

て、以下のように語っている。 

B：じゃー「私たちは、この flexion（変化形）を書くので、みんな（学生）は自

分でアクセント書いて」って言ったけど、実際話す時は、自分で…作り方を、

ちょっと復習した方が良かった。でも、全然しなかった。3年生は、…動詞が

全然使えない。活用できない。（①56） 

A 大学のカリキュラムでは、基本的な活用や変化形は 1年生で学習しているはずで

ある。しかし、3年生になってもそれが身に付いておらず、「発音授業」を行う際に

も支障が出ていると感じているようである。 

 また、「発音授業」における学生の学習態度にも問題があり、ベッキーは［学生の

発音学習に対するモチベーションの欠如］を以下のように認識している。 

B：パワーポイントは、e-campus（大学の LMS）にありますから、学生は自分で

復習できるようになってる。けど、全然しません。本当にしません。OJAD の

ウェブサイトで、全然調べません。（①48） 



299 

 

  B：実は、成績に入らなかったら、学生は全然復習しない。（①128） 

ベッキーは学生が復習できるように、大学の LMS にパワーポイントをアップロー

ドするなどの工夫をしているが、学生が復習をしていないことを語っている。また、

多くの学生にとって、発音を身に付けることよりも、大学で良い成績を取れるかど

うかが重要であると認識している。 

 

4.2.3. ＜教師自身の言語能力に関する不安＞ 

 第一に、ベッキーは［教師自身の発音に対する不安］を挙げている。フランス語

母語話者であるベッキーにとって、日本語は外国語であり、その発音には未だ自信

を持つことができていない。その自信のなさは、語りにも度々現れている。 

B：アクセント？でも、みんなが分かっているかどうか分かりません。できな 

い、私、あの…そんな…確認することはできません。私。（①98） 

B：中原先生（発音授業の前任者）が、みんなの練習をして…日本人だから、す

ぐ直すことができる。私はできない。だから、テオリーさん。（①557） 

音声教育を担当する教師には、学生の発音を聞き、必要な場合には修正する能力が

求められることがあるが、ベッキーは学生の実際の発音が正しいかどうか確認する

ことはできないと言う。また、母語話者である中原が簡単に直すことができる一方

で、自分にはできないと対比させて認識していることが分かる。 

 

4.2.4. ＜他の教師が持つ教育観の影響＞ 

 複数の教師が所属する機関で授業を実施する場合、［他の授業・教師との連携］が

必要である。しかし、ベッキーは連携ができていないと捉えていることが分かる。 

B：そして、みんなが…多分、大戸さんのことはよく分かっても、maître de 

conference（専任）が、自分の授業は自分の授業だと思ってるから、みんなが、

周り（の他の教師）がやることは知らない。（①655） 

ベッキーが語るように、A 大学の環境では、それぞれの講師は自分の授業に責任を

持つことが重要である。その結果、他の授業で何が行われているのかまでは把握し

ていないことが多いという弊害が生じている。 

 また、ベッキーは、［音声教育に興味がない教師の存在］が課題となっていると捉

えている。ベッキーは中原から聞いたやり取りを以下のように語る。 

B：でも、中原先生が、みんなに、「あー1年生から（発音の授業を）やりたい」

って言ったけど、みんなが断った。実は、中原先生からほかの titulaire（専任）

が言ったことを聞いたことがある。ほかの titulaire は、「まあいらない。1 年

生から（発音の授業は）いらない。」って言ったらしい。例えば、X 先生とか、

Y 先生とか、みんながいらないって言った。そんな時、passion（情熱）がな
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かった。みんなあまり興味がなかったけど…。（②184） 

ベッキーの語りからは、中原が 1年生に実施したかった授業は、他教師の反対にあ

ってできなかったことが分かる。実際に、中原がどのような授業を提案し、他教師

に却下されたかまでは分からないが、ベッキーにとっては、必要な発音授業をさせ

てもらえなかったエピソードとして印象に残っていたようである。 

 さらに、ベッキーは、中原とさえも［指導における理論と実践の併存］に関わる

教育観に違いがあったと捉えている。中原の「発音授業」に参加した経験から以下

のように語る。 

B：（中原の授業は）いつも練習だった。練習、練習。パワーポイントを見たら、

本当に少ない。練習ばかりで、テオリーは少ない。本当に少ない。（①501） 

B：オーケー。「て」フォームは、アクセントはこうなって、アクセントがない

時はこうなって…「た」フォームはこうなって、こうなる。本当に 15分だけ。

説明は 15分でいい。その後、練習、練習…オートマティックにできるように

なるため、それでいいと思ったけど、先生はあんまり…しない。（①511）  

ベッキーの語りによると、中原は練習時間を多く設けたいと考えているようであり、

考えが合わないことが多々あった。ベッキーにとっては、理論の説明だけに授業時

間を費やしたいと考えているわけではなく、「オートマティックに」日本語を正し

く発音できるために最低限必要な理論の説明をしたいだけであった。しかし、中原

の「発音授業」では説明が十分になされず、［指導における理論と実践の併存］がな

されていなかったことを述べている。 

 

4.2.5. ＜大学における授業制度の問題＞ 

 筆者が A 大学で授業を担当できるのは 2年間の期限があった。また、ベッキーも

博士課程を修了したのち、A 大学に残れる保証はなかった。そのため、筆者とベッ

キーが協力して「発音授業」を作り上げたとしても、その授業が残っていく可能性

が低いという事実があった。そういった［発音授業における継続性の欠如］の問題

に対して、ベッキーは抵抗感を示している。 

O（筆者）：（発音授業を）…続けられなくなりましたね｛笑い｝。 

B：でも、続けたい。できれば続けたい。（②167-168） 

ベッキーは、発音授業が続けられないことを踏まえた上で、「でも、続けたい」と述

べており、A 大学での発音授業そのものに対しての強いこだわりが伺える。 

 また、筆者が A 大学で勤めていた 2年間には特別な事情があったことを、［制度・

カリキュラム上にある問題］を踏まえてベッキーは述べている。 

B：専任と講師が、どうするどうするって、そんな色々な、いつも準備をして、

みんなが忙しいし、いろいろな問題があって、だから…やらなくていいこと
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があると、たぶん…やりません。普通の時はちゃんとやると思うけど、この

2年間は、ちょっと…あの…特別？（②257） 

B：（筆者が作った発音のパワーポイントを）使ってない。分かんないけど、み

んな使ってないと思う。時間ないし、作ったカリキュラムの中に、発音の授

業は入ってないから。そして、時間はないから…まあしょうがない。（②261） 

ベッキーは、A 大学が様々な事情から特殊な時期にあり、問題が多く発生していた

ため、優先順位が低いことは行われない傾向にあったことを述べている。音声教育

を行うことは、これまでカリキュラムに含まれていなかったことから、A 大学にと

っては優先順位が低いことであった。 

このように、学生、教師、そして大学にそれぞれ≪音声教育にまつわる課題≫が

あり、A 大学全体として音声教育を行う環境が整っていなかったことが分かる。 

 

4.3. 結果のまとめ 

以下、各カテゴリーを整理しつつ、分析結果のまとめとしてストーリーラインを

提示し、RQ に答える。 

ベッキーは≪音声教育を行う上での前提≫として、＜早期からの音声教育の重要

性＞と、＜音声の理論的指導の必要性＞を認識していることが分かった。すなわち、

学習初期である 1年生から音声教育を行い、言語観の比較を始めとした理論的指導

を実施することで、音声習得の助けになると捉えている（RQ1）。 

しかし、ベッキーの教育環境には、≪音声教育実践にまつわる課題≫があり、＜

学生の発音学習経験の少なさ＞、＜学生の能力・態度における問題＞、＜教師自身

の言語能力に関する不安＞、＜他の教師の教育観の影響＞、＜大学における制度の

問題＞というように、学生・教師・大学のそれぞれに課題が残っていた。まず、学

生は、発音を学習した経験が少なく、理論が定着するのに時間を要する上、日本語

能力や学習態度にも問題を抱えているため、発音授業の進行に支障が生じている。

また、NNTであるベッキー自身は日本語の発音に自信がなく、他教師とは音声教育

観が異なるためベッキーが望む発音授業を行うことが難しい。さらに、大学の制度

上、発音授業を継続して行うことも難しく、音声教育を行う環境が整っていなかっ

たことが分かる（RQ2）。 

以上から、ベッキーの中で≪音声教育を行う上での前提≫と≪音声教育実践にま

つわる課題≫が衝突し、音声教育を行う際に葛藤として表れていると言える。 

 

5．考察 

 本研究の結果から、NNT が音声教育実践を行う中で見られる課題が明らかにな

った。特に、2.2.で述べた通り、音声教育実践が扱う「発音」という素材は、NNTに
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とっては扱いづらい素材であることも事実である。 

4.1.2.と 4.2.3.で述べたように、ベッキーは「理論的指導」を「発音練習」に比べ

て重視していることが分かった。そこには、理論の定着が自然な日本語を発音する

ことに繋がるといったベッキーの考えに加えて、NNTであるベッキー自身が、発音

に自信が持てず、「発音練習」を苦手としていることが理由として読み取れた。4.2.3.

にも述べたように、NT である発音授業前任者の中原が、苦労せずに学習者の発音

の修正を行っている様子がベッキーの印象に残っていた様子からも明らかである。

すなわち、ネイティブ並みに発音できないことが、ベッキーにとってある種の無力

感や挫折感にも繋がっていると考えられる。 

しかし、2 章にも述べた通り、音声教育の目標が既に母語話者の音声を目指すも

のではなくなってきていることから、NNT が音声教育を担当できないということ

ではないことが分かる。ベッキーのように発音に自信が持てない場合でも、人的・

物的リソースを活用し、「発音練習」を行うことは可能である。また、ベッキーがフ

ランス語での理論的指導を得意としたように、母語での音声の理論解説を行うこと

で、学習者の発音に対する理解を促進することも可能である。高橋（2019）が述べ

た NNT には学習者と母語を共有できるというメリットは、音声教育にも活かせる

はずである。したがって、むしろ、指導できる教師が限られている海外環境におい

ては、NT のみならず、NNT も音声教育に携わっていくべきであると提言したい。 

また、本稿では分析の対象外としていたが、ベッキーは本実践に関わる打ち合わ

せや他教師と協力したことをきっかけに、様々な知見をも得ている。その一面とし

て、教師同士のチームによる繋がりを獲得し、母語を活用した音声教育に対する希

望を見出している。このように、NNTが協働によって葛藤を乗り越えることは、言

語教育において「熟練した実践者としてのアイデンティティの実感が増大していく

ということ（レイヴ&ウェンガー 1993:98）」に繋がり、自己実現の段階を上がって

いく様子を表していると考える。詳しくは今後詳細に分析していく予定である。 

本研究は、音声教育に関する実践研究の蓄積が少ない現状において、教師の多様

性を鑑みて、NNTの音声教育実践における葛藤に着目したことに意義がある。研究

結果から、海外の NNT の音声教育における問題を提起することが可能となった。

今後は、問題解決に向け、NTと NNTが個々の良さを活かし協働する音声教育のあ

り方を探ることを試みたい。 
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文末の「の」と「のだ」 

“NO” AT THE END OF THE SENTENCE AND “NODA” 

大橋幸博 
Yukihiro Ohashi 

日本経済大学 
Japan University of Economics 

1. はじめに

文末に現れる「の」と「のだ」を比較した先行研究では（野田 1993; 田野村

2002;  名嶋 2002; 三枝 2010）、主に、次の①～⑤のような「の」を「のだ」とみ

るか、終助詞的な「の」とみるかが問題となっており、様々に説明されている。 

① 否定の命令といわれる「騒がないの」のような「の」

②「～ですの」や「～ますの」のような丁寧体の表現に続く「の」

③ 変なものを見て発する「変なの」のような「の」

④「太郎のやつ、また、シャツ出してやがんの」のような「の」

⑤ 独話の際に使用される「の」

また、日本語教育の現場でよく使用されている『中上級を教える人のための日

本語文法ハンドブック』や『教師と学習者のための日本語文型辞典』でも、①の

「の」の説明しか書かれていない。筆者は、自身の「のだ」や終助詞的な「の」

に対する考えと、また幼児の言語発達の観点から、①～⑤の「の」が「のだ」な

のか、もしくは終助詞的な「の」なのか、明らかにできると考える。 

 本稿では、まず先行研究をみていく。次に筆者が考える「のだ」や終助詞的な

「の」の形や機能を提示する。そして、その考えや幼児の言語発達の観点から先

行研究を再考し、①～⑤の「の」が「のだ」なのか、または終助詞的な「の」な

のかを解明する。 

2. 先行研究

ここでは、1章で述べた①～⑤の文末の「の」に関する先行研究をそれぞれみ

ていく。 

2.1    ①否定の命令といわれる「騒がないの」のような「の」 

否定の命令といわれる「Vない」に「の」がついたものに関しては、野田
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（1993）は（1）や（2）のような肯定の命令では「のだ」が使われているので、

「騒がないの」の「の」も同様に「のだ（変異体）」であると述べている。ま

た、（3）のような「んじゃない」に「の」がついた「騒ぐんじゃないの」の考

察については保留としている。 

（1）おとなしくするの。

（2）おとなしくするんだ。

（3）騒ぐんじゃないの。  （以上、野田 1993, p.48） 

 名嶋（2002）も「Vない」に「の」がついた禁止表現は基本的には「のだ」で

あると述べている。田野村（2002）も同様に、「Vない」に「の」がついた禁止

表現は終助詞的な「の」ではなく「のだ」の変異形であると言及している。一

方、三枝（2011）は「騒がないの」の「の」は言い切りの「の」であり、「の

だ」でもなく、終助詞の「の」でもないと説明している。その理由として、この

文末の「の」は叙述を体言化するもので、聞き手目当てのモダリティは持ってい

ないためであるとしている。 

2.2    ②「～ですの」や「～ますの」のような丁寧体の表現に続く「の」 

野田（1993）は（4）の「の」は「のだ」に置き換えることはできないが、

（5）や（6）とは文体差を除いて違いはないとし、「のだ」の変異体とみなすべ

きと説明している。

（4）そこで、私にちょっと考えがありますの。

（5）そこで、私にちょっと考えがあるんです。

（6）そこで、私にちょっと考えがあるの。  （以上、野田 1993, p.48） 

 田野村（2002）も同様に、「手作りのミートパイですの」という文を例に挙

げ、この「の」は「のです」に置き換えがたいが、働きは「のだ」と異ならない

ため、「のだ」の文体的な変異形と述べている。 

（7）手作りのミートパイですの。 （田野村 2002, p.138） 

 それらに対して、名嶋（2002）は「のだ」でもなく、また終助詞的な「の」で

もなく、「のだ」が終助詞化していく過程にあるものと主張している。三枝

（2011）は、②の「の」は言い切りの「の」であると述べ、断定を伴わない体言

化の働きによって、事柄がとりまとめられているとし、「のだ」でもなく、終助
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詞の「の」でもないと述べている。 

 次に「んです」に「の」がついた「んですの」という形を考察する。野田

（1993）は（8）のようなものは、「のだ」が二つ重なっており、「のですので

す」という形は存在しないので、このような「の」は終助詞化しているものとみ

なすべきとしている。 

（8）そこで、私にちょっと考えがあるんですの。  （野田 1993, p.49） 

 名嶋（2002）も「んですの」という形式は「のだ」から生じた「の」が完全に

「のだ」の機能を失い、終助詞化していると言えると言及している。しかし、田

野村（2002）は「手作りのミートパイなんですの」という文を例に挙げ、「～の

であるのである」式の冗語的な表現であり、「んですの」の「の」は「のだ」の

文体的な変異形であると主張している。 

（9）手作りのミートパイなんですの。 （田野村 2002, p.142） 

 三枝（2011）は「ですの」同様、「んですの」の「の」は言い切りの「の」で

あると述べ、断定を伴わない体言化の働きによって、事柄がとりまとめられてい

ると説明している。 

2.3    ③変なものを見て発する「変なの」のような「の」 

野田（1993）は「変なの」のような「の」に関しては言及していない。田野村

（2002）は「変なの」の「の」は「のだ」の変異形と考えてもよいが、結論は下

しがたいと説明している。名嶋（2002）は「変なの」の「の」は発見のノダ文の

「の」が終助詞化したものであると述べている。名嶋の言う発見のノダ文とは

（10）のような聞き手の思考や先行発話を解釈し、その解釈の自らの思考に登録

させるものである。

（10）（買い物に行って。安いと思っていた商品が結構高価なのを見て） 

うわっ、高いんだ。 

（名嶋 2002, p.83） 

 三枝（2011）は「変なの」は慣用化した表現であり、聞き手がいない場合にも

発話される点で特異であると述べ、また「変なの」はもともとは他者向けの発話

が感嘆詞的に固定化したものであるとも説明している。 
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2.4    ④「太郎のやつ、また、シャツ出してやがんの」のような「の」 

 野田（1993）と三枝（2011）は「太郎のやつ、また、シャツ出してやがんの」

のような「の」に関しては言及していない。田野村（2002）は「太郎のやつ、ま

た、シャツ出してやがんの」のような「の」は「のだ」によって置き換えがた

く、「のだ」との関係をどうみるべきか不明であるとしている。 

 しかし、名嶋（2002）は「太郎のやつ、また、シャツ出してやがんの」の

「の」は（11）のように、「のだ」に置き換えることができるという点から、こ

の「の」は「のだ」であると説明している。 

（11）太郎のやつ、また、シャツ出してやがる［んだ／んです］。

（名嶋 2002, p.85） 

2.5    ⑤独話の際に使用される「の」 

野田（1993）は（12）～（14）を例に挙げ、「の」は断定的な口調を避けるた

めに「だ」を省いた形であり、「のです」と同様に相手を意識して選ばれる形で

あると述べている。また、（14）のような独話は、相手を意識しない場合なの

で、「の」は用いられないとしている。 

（12） そうだ、明日は会議があるんだった。

（13） そうだ、明日は会議があったんだ。

（14）*そう、明日は会議があったの。  （以上、野田 1993, p.44） 

 田野村（2002）と名嶋（2002）は独話という観点からは言及していない。三枝

（2011）は基本的に文末の「の」は独話では用いられず、この点が「のだ」と違

うと説明している。しかし、形容詞に「の」が接続する「へんなの」・「つまん

ないの」・「うるせえの」・「めんどくせえの」のような慣用化した表現は、聞

き手がいない場合にも発話される点で特異であると指摘している。さらに（15）

のような疑問表現も独話で用いられると説明している。ここでいう疑問表現と

は、「の」を「か」に置き換えられるものである。（15）は話し手が魚かと思っ

ている状況での発話で、独話である。 

（15）これ、草じゃないの。

（16）これ、草じゃないか。 （以上、三枝 2011, p.228） 

 以上、①～⑤の文末の「の」に関する先行研究をみたが、「のだ」なのか、も

しくは終助詞的な「の」なのか、様々に説明されている。 
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3. 「のだ」と終助詞的な「の」の形や機能

ここでは、筆者が考える基本的な「のだ」と終助詞的な「の」の形や機能など

をみていく。まず「のだ」は説明のモダリティで、「のだ」が使用される際に

は、何かしらの前提が必要である。そして（17）や（18）のように、聞き手がい

る場合、相手との関係性により、「のだ」が、「の」・「んだ」・「んです」な

どに形が変わる。また（19）と（20）を見てわかるように、「のだ」は「の」と

いう形では独話で用いられない。本稿では紙面の都合上、「のだ」の機能に関し

ては詳しくは言及しない。「のだ」に対する筆者の考え方に関しては（大橋

2017; 大橋 2019）を参照されたい。 

（会話） 

（17）田中：今晩ひま？ 山田：ごめん、友達に会うの。／ 会うんだ。

（18）田中：今晩ひまですか。 山田：すみません、友達に会うんです。

（独話：朝起き、カーテンを開けたときの一言） 

（19） あー、雨降ってる。／ 雨降ってるんだ。

（20）*あー、雨降ってるの。

 次に、本稿で、なぜ筆者は終助詞の「の」と言わず、終助詞的な「の」と言う

のかを少し説明したい。『改訂新潮国語辞典－現代語・古語－』では「の」の分

類として、格助詞・準体助詞または形式体言・並立助詞または副助詞・間投助詞

としか記載されておらず、終助詞とは書かれていない。そして、その間投助詞の

説明の一部の例（21）のみが、本稿における文末の「の」に当てはまる。また、

『改訂新潮国語辞典－現代語・古語－』で終助詞という言葉を調べてみても、終

助詞のところに「の」に関しての記載はない。 

（21）おのれ、憎いやつの。  （改訂新潮国語辞典（現代語・古語）, p.1505） 

 『精選版 日本国語大辞典 第二巻』でも、終助詞という言葉を調べてみたが、

終助詞のところに「の」に関する記載はない。しかし、「の」に関して調べてみ

ると、格助詞・終助詞・間投助詞と分類されていた。この終助詞に関しては、上

昇のイントネーションを伴えば質問文になると説明されている。つまり、命令文

や独話など、上昇のイントネーションを伴っても、質問文にならないような文に

は使用されないと解釈できる。間投助詞については（22）が例に挙げられてお

り、言い切りの文を受け、あるいは文中の文節末に置かれ、聞き手を意識しての

感動を表すと説明されている。 
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（22）イヤ、さうは云うまいがの。 （精選版 日本国語大辞典 第二巻, p.2119）

 以上のことから、終助詞の「の」というものが明確に存在しているとは言い難

く、本稿における文末の「の」に関しては、筆者は終助詞の「の」ではなく、終

助詞的な「の」であると考える。本稿では、終助詞的な「の」は終助詞と同じく

文末に置かれ、また終助詞と同じく、話し手の気持ちを表すものであると定義す

る。終助詞的な「の」の基本的な機能としては、文を収束させるもので、文を言

い切る際に使われ、また独話の際は、詠嘆を表すことがあると考える。 

4. 先行研究の再考

ここでは 3章でみた考えや、幼児の言語発達の観点から、先行研究を再考し、

①～⑤の文末の「の」が、「のだ」なのか、もしくは終助詞的な「の」なのか、

明らかにする。

4.1    ①否定の命令といわれる「騒がないの」のような「の」 

（23）騒がないの。

（24）騒ぐんじゃないの。  （以上、野田 1993, p.48） 

 筆者は（23）や（24）のような否定の命令といわれる文末の「の」は、文を収

束させ言い切っているので、終助詞的な「の」であると考える。例えば、（25）

や（26）は最後に「の」を用い、収束させ言い切っているので、問題なく言え

る。一方（27）になると、一回目の「足上げないの！」で言い切っているので、

続けて「足上げないの！」と言うと違和感を覚える。基本的に（27）は誤用であ

ると考えるが、一回目を言い切った後、もし子供が全然足を下ろさない場合、少

しポーズをおけば、その後再度「足上げないの！」と言い切ることは可能かもし

れない。また、（27）の二回目の「足上げないの！」を一回目より感情的に強く

言うことで、（27）が誤用であると感じなくなる人もいるかもしれない。（28）

に関しては、誤用であると考える。理由は「足上げないの！」で言い切っている

ので、その後に「足上げない！」と言うと非常に違和感を覚えるからである。 

（状況：子供が机の上に足を上げながら本を読んでいるので母親が注意する） 

（25） こら！足上げない！（なおらないので・・）足上げないの！

（26） こら！足上げない！（なおらないので・・）足上げない！足上げないの！

（27）*こら！足上げないの！（なおらないので・・）足上げないの！

（28）*こら！足上げないの！（なおらないので・・）足上げない！
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 次に、親が子供（幼児）に注意するとき、なぜ（24）より（23）のほうが選ば

れるのかを考察する。幼児の言語発達を観察した（秦野 1984; 伊藤 1990）では、

幼児は 2歳前後で、まず否定表現の「Vない」を発話し始め、その後に否定表現

の「じゃない」を発話し始めたと報告されている。筆者は親が（23）のほうを選

択する理由は、まず子供には短い文のほうが理解しやすいという点、次に注意す

る時は早く伝えたいので短く言う点、最後に幼児は「Vない」を「じゃない」よ

り早く習得する点が関係していると考える。 

 （秦野 1984; 伊藤 1990）の研究から、幼児が「Vない」や「じゃない」という

否定表現を早い段階で発話するということはわかったが、そもそも幼児は（23）

や（24）のような「の」を理解できるのだろうか。綿巻（2005）では、幼児は 2

歳前後で、まず終助詞「ね」を使い始め、その後、終助詞「の」を使い始めたと

報告されている。伊藤（1990）は（29）と（30）を例に挙げ、幼児は 2歳前後で

終助詞「ね・よ・の」を使い始めると述べ、2歳前後の幼児は自己中心的な主張

を相手にぶつけることが多く、それが終助詞により表現されていると説明してい

る。 

（29）マナ（マダ）イルノー。

（30）イヤヨー。   （以上、伊藤 1990, p.61） 

 以上のことから、幼児は「の」を少なくとも少しは理解しているであろうと考

えられる。親は子供（幼児）が何か良くないことをしている際に注意するので

（否定の命令）、注意する側の親は感情的に発話しやすい。また、終助詞は話し

手の気持ちを表すものであるので、否定表現「Vない＋の」という形の「の」

は、やはり「のだ」ではなく、終助詞的な「の」であると考えられる。 

4.2    ②「～ですの」や「～ますの」のような丁寧体の表現に続く「の」 

（31）や（32）のような丁寧体の表現に続く文末の「の」に関しては、筆者は

「のだ」であると考える。理由は、文体差はあるものの、「のだ」の説明の機能

を果たしていて、基本的には（33）や（34）と違いがないからである。また、こ

の「の」は女性の丁寧な話し言葉で使われると考える。 

（31）手作りのミートパイですの。  （田野村 2002, p.138） 

（32）そこで、私にちょっと考えがありますの。  （野田 1993, p.48） 

（33）手作りのミートパイなんです。

（34）そこで、私にちょっと考えがあるんです。
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 次に（35）のような「んです」に「の」がついた「んですの」という形に関し

てだが、この「の」は終助詞的な「の」であると考える。理由としては、「そこ

で、私にちょっと考えがあるんです」で「のだ」が用いられ説明されており、

「んですの」の「の」は「のだ」の説明の機能を果たしていないからである。ま

た、この「の」も女性の丁寧な話し言葉で用いられると考える。 

（35）そこで、私にちょっと考えがあるんですの。  （野田 1993, p.49） 

4.3    ③変なものを見て発する「変なの」のような「の」 

変なものを見て発する「変なの」のような「の」は、終助詞的な「の」である

と考える。理由は、この発話は独り言（独話）なので、「のだ」ではなく、終助

詞的な「の」であり、また詠嘆を表すと考える。三枝（2011）は慣用化した表現

として「変なの」・「つまんないの」・「うるせえの」・「めんどくせえの」な

どがあり、これらは聞き手がいない場合にも発話される点が特異だと説明してい

るが、なぜ「変なの」が慣用化した表現であると言い切れるのか、その点は説明

されておらず、三枝の見解には疑問が残る。 

4.4    ④「太郎のやつ、また、シャツ出してやがんの」のような「の」 

「太郎のやつ、また、シャツ出してやがんの」の「の」も 4.3同様、独話なの

で、終助詞的な「の」であり、また詠嘆を表すと考える。名嶋（2002）は（35）

は（36）や（37）のように、「のだ」に置き換えることができるという点から、

（35）の「の」は「のだ」であると説明しているが、筆者は名嶋の考えに疑問が

残る。その理由は（35）と（36）は独話だが、（37）は聞き手に対して発話して

いる点が違う。そのため、単純に「のだ」に置き換えられるかどうかで判断でき

ないように思われる。

（35）太郎のやつ、また、シャツ出してやがんの。

（36）太郎のやつ、また、シャツ出してやがるんだ。

（37）太郎のやつ、また、シャツ出してやがるんです。

 （以上、名嶋 2002, p.85） 

4.5    ⑤独話の際に使用される「の」 

この文末の「の」も 4.3 と 4.4 同様、独話なので、終助詞的な「の」であり、

また詠嘆を表すものである考える。2.5 でみたように、三枝（2011）は基本的に

文末の「の」は独話では用いらないが、（38）のような「の」を「か」に置き換

えられる疑問表現では独話で用いられると説明している。しかし、三枝（2011）
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では、その理由が明確に詳しく説明されておらず、三枝の見解には疑問が残る。 

（38）これ、草じゃないの。

（39）これ、草じゃないか。 （以上、三枝 2011, p.228） 

 以上、先行研究を再考した。筆者の考えや幼児の言語発達の観点に基づけば、

先行研究で問題となっている①～⑤の文末の「の」を明らかにできることがわか

った。 

5. まとめ

本稿では、まず先行研究の現状を見たうえで、筆者が考える「のだ」や終助詞

的な「の」の形や機能を提示した。そして、その考えや幼児の言語発達の観点か

ら先行研究を考察し、①～⑤の文末の「の」が「のだ」なのか、または終助詞的

な「の」なのかを明らかにした。考察した結果、①否定の命令といわれる「騒が

ないの」のような「の」は、文を収束させ言い切っているので、終助詞的な

「の」である。文を収束させ言い切っているので、基本的に、この「の」を連続

で発話すると誤用になる。また、幼児の言語発達の観点から、否定表現の「じゃ

ない」より「Vない」のほうが用いられる理由も明らかになった。②「～です

の」や「～ますの」のような丁寧体の表現に続く「の」は、文体差はあるもの

の、「のだ」の説明の機能を果たしているので、この「の」は「のだ」である。

「んです」に「の」がついた「んですの」という形に関しては、この「の」は

「のだ」の説明の機能を果たしていないので、終助詞的な「の」である。また、

②の「の」は女性の丁寧な話し言葉で用いられる。③変なものを見て発する「変

なの」のような「の」は、独り言（独話）なので、「のだ」ではなく、終助詞的

な「の」であり、また詠嘆を表すことがある。④「太郎のやつ、また、シャツ出

してやがんの」のような「の」と、⑤独話の際に使用される「の」も、③と同様

の理由で、終助詞的な「の」であり、詠嘆を表すものである。

 今後の課題としては、今回の分析が本当に本稿の①～⑤のような文末の「の」

全てに当てはまるのかどうか、コーパスなどで量的調査をする必要がある。 
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言葉こそ．．． 

中級日本語「繋がり」プロジェクト実践報告 

HOW TO BUILD RELATIONSHIPS WITH STUDENTS DURING COVID-19: 

“TSUNAGARI” PROJECT AT INTERMEDIATE JAPANESE CLASSROOM 

大倉典子 

Noriko Okura 

マウントユニオン大学
University of Mount Union 

1. はじめに

新型コロナウィルスの影響で 2020年は誰にとっても試練の 1年であった。今

もなお教室での対面授業実施が不可能となりオンラインでの授業を余儀なくされ

ている教育機関も多い。学習環境が「集団」から「個」へと孤立化された昨今、

尚更ことばの教育を問い直し、人と人との『繋がり』の重要性を考えずにはいら

れない。 

本稿では（2020年 3月大学閉鎖の知らせを受け）期末試験の代わりに行われ

たプロジェクトの実践報告をする。プロジェクトを通し学生は何を学んだのだろ

うか。今では「教員が何を教える」から「学習者が何を学びとるか」への視点の

転換も主張されている（和栗 2010）。プロジェクトの活動背景、内容、活動成果

を報告すると共に言葉の機能、言語を教える本質について惟みながら本実践の意

義を考察する。 

2. 教育は言葉から生まれる

2.1 ことばの機能

「教育は言葉から生まれる」この言葉をどこからか筆者は耳にしこの言葉の重

さを受け止めながら教えてきた。確かに私たちは日々言葉と共に成長している。

幼年期、児童期、思春期、青年期、大人になっても言葉とは常にかかわり合い、

言葉によって勇気づけられたり、励まされたり、又は落ち込んだり、傷つけられ

たりもしている。言葉には多種多様な力があることは間違いない。「日本語教育

のための心理学」において海保・柏崎（2006）は、ことばは動物と人を分け、人

として特徴づけるものだと表し、人のことばには以下 3つの機能が存在すると述

べている。 

１）伝達の機能

２）ことばは思考の道具

３）行動調整の機能

言葉は単にコミュニケーションの手段であるだけでなく、概念を形成し思考する

行いを助け自律的な行動の基盤となっているのである。 

2.2 言葉を選ぶ 
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「好きな言葉」は何ですか？これは日本の就職活動での面接でよく聞かれる

質問の１つである。「教育は言葉から生まれるです」と単に自分が好きな言葉を

答えただけでは良い回答にはならない。企業は言葉を知りたいのではなくその回

答から相手の価値観やこだわり・人格を分析しようとしているのである。答える

際にはどうしてその言葉が好きなのか理由を伝え、言葉が好きになった経緯を加

えたり、又価値観が伝わる言葉を選んでおく必要があるだろう。日本経済団体連

合会によって行われた「2018年度 新卒採用に関するアンケート調査結果」

（回答者数：597社）によると、企業が新卒採用時の選考にあたって重視する点

として挙げた第 1位は「コミュニケーション能力」であり 82.4％をも占めてい

た。コミュニケーション能力を重視する傾向は時代の推移に関わらず 16年連続

で調査結果の 1位となっていることも注目に値すべきことであろう。 

2.3「言葉を学ぶ」から「言葉で学ぶ」 

コミュニケーションという言葉の語源はラテン語で「共有すること、分かち合

う」ことを意味している。全米外国語協会（The American Council of the Teaching 

of Foreign Languages）は 1996年に『21世紀の外国語学習基準（The Standards for 

Foreign Language Learning for the 21st Century)』を発表（2015年 World-Readiness 

Standards for Learning Languages と改名）し、その中で外国語学習の目標領域の

項目として５C（Communication, Cultures, Connections, Comparisons, Communities)

を挙げている。言葉は第一言語であれ第二言語であれ周囲との関わりの中で発達

する。教育が「受信」型から「発信」型へ転換している時代だからこそ、言葉に

よってお互いを知り、相互理解を深めることが大事なのではないだろうか。思い

を伝え合うことによって、お互いの考えを発展させることが出来る。「言葉を学

ぶ」のではなく「言葉で学ぶ」という考えが大切だと筆者は考える。細川

（2004）は『考えるための日本語』において「ことばの教室」をコミュニケーシ

ョン活動能力育成のための訓練の場と捉え、個人と社会の関係を相対化する言語

活動の場であると述べている。言葉を用い、言葉のやり取りの中で相手の意見を

襲踏しながら自己を見つめ直し、考えを深め、言葉力を身につける事が大切だ。 

2.4 言葉の学び 

教育学者である佐藤学（1995）は言葉の学びを以下のように論じている。 

言葉との出会いを構成する教育は、言葉を「道具」や「技術」としてでは

なく、「経験」と「絆」として再認識する事を出発点としている。言葉

は、関りの中で生み出され、その関りを表現している。その意味で言葉は

「経験」であり「絆」である。(p.264) 

言葉の学びを「経験」や「絆」として捉える概念は、コロナウィルスと共に生き

る私たちにとって正に言葉の価値を教えてくれているだろう。言葉には人を励ま

す力がありその影響力は計り知れない。細川（2005：78）は言葉の学びに対して

以下３つの学習を紹介している。 

１．言葉に関する知識を得る学習 

２．ことばを使って実際の場面で他者と情報のやり取りができるようにな 
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る学習 

３．ことばを使って他者と実際の人間関係をつくる学習 

予測困難な時代だからこそ言葉の学びを多方面へと広げ、繋がりを見つけたい。 

3. 「繋がり」プロジェクト

3.1 背景：「集団」から「個」へ学習環境の変化

コロナウィルスの影響で 2020年春休み以降学習環境に大きな変化があった。

教室での対面授業は許されずクラスは全て遠隔授業に切り替わった。大学で寮生

活をしていた学生は実家へと帰省するよう指示が下され学習環境が「集団」から

「個」へと孤立化されてしまったのである。「個」で学習する環境に立たされ孤

独や不安を抱く学生も少なくなかった。遠隔授業ではどうしても学生間の繋がり

が希薄になってしまう。そこで辿りついたのが「繋がり」プロジェクトである。

言葉の学びを通じて学生同士が繋がれば、孤独や寂しさから逃れることが出来、

心身的なストレスをも軽減させることが出来るだろう。言葉を処方箋として扱い

学生との繋がりを深める教育を筆者は目指した。 

3.2 活動の時期及び対象者 

プロジェクトは 2020年度、アメリカ南東部にある私立大学、日語二年生のコ

ースで実施された。日本語クラスは１週間に 50分の授業が月曜日から金曜日ま

で行われ、クラス構成は学生数が計 12名（アメリカ人 8名、中国人 4名）であ

る。プロジェクトは春休み以後に与えられた課題であり、期末試験の代用を兼ね

ファイナルプロジェクト(20%)として行われた。準備期間は 5週間とする。

3.3 活動目標 

プロジェクトの学習目標は以下の通りである。 

１）世界の名言/格言を調べ、自分の言葉で相手に説明できるようになる

２）春学期に学習した文型、語彙を使いこなせるようになる

特に「～と」「～ば」「～たら」「～なら」が上手く使えるようになる

３）作文の構成に注意を払い纏まりのあるレポートが書けるようになる

４）発表の構成/内容だけではなく聞き手との関係性など様々な状況に配慮し

ながら自分のことばを用い聞き手を引きつける発表ができるようになる

５）クラスメートのプロジェクトを視聴し「鑑賞の時間」を楽しむ

６）言葉のやりとりを通じ自分を深く知り相手を思いやれる人間に成長する

3.4 活動内容及び活動の流れ 

プロジェクトではまず世界の名言/格言を用い「言葉」について惟みた。次に

特別な思い入れのある 3枚の写真を選び、その写真が何を物語っているのか説明

をさせる。ビデオ発表（及びレポート）では学生自身が選んだ 3枚の写真と共に

学生が心の糧としている言葉/好きな名言を紹介してもらう。学生が作り上げた

作品は Sakai(クラスのサイト)に載せ共有し合い自己評価を下しこのプロジェク

トを終える。活動手順は次の通りである。
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所要時間 

授業内 授業外 

【第１段階】言葉について考える 

１ プロジェクトの目的と手順を理解する 10分 

２ 世界の名言/格言を読み言葉のメッセージを考える 30分×２ 

３ 「言葉」レポート（図 2参照）を課す 1週間 

【第２段階】アウトラインを作成 

４ 「3枚の写真」レポート（図 3参照）を配布 

模範として教師自身が作成したビデオを見せる 

発表の構成・流れについて考える 

45分 

1週間 

５ 春学期に学習した文法項目が書かれたリストを配布

発表方法・レポートの評価基準を説明する 

発表のコツやテクニックを学習する 

30分 

６ 「言葉」＆「3枚の写真」レポートの内容を磨く １週間 

【第３段階】ビデオ録画の準備をする 

７ 発表時使用するパワーポイントのスライド＆原稿のアウトラインを提出 

８ （録画の前）教師からフィードフォワードを受ける（1人、約 30分） 

９ 「Zoom」を利用して発表の様子を録画する 

録画後ビデオプロジェクトを Sakai（クラスのサイト）に投稿する 

【第４段階】クラスメートのビデオを鑑賞する 

【第５段階】評価する 

10 プロジェクトを相互・自己評価する 

3.5 活動の詳細 

【第１段階】言葉について考える 

（１）プロジェクトの目的と手順を説明する

（２）動機付けとして幾つかの名言/格言（図１参照）を紹介する

（留意点）言葉の意味を理解し、言葉が投げかけるメッセージを考える。

図１ クラスで使用したパワーポイント 
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ジョン・レノンの言葉（Appendix A 参照）を日本語に訳す 

ジョン・レノンの言葉にある『幸せ』とは何かをグループで話し合う 

（３）『言葉』レポート（図 2参照）を課し世界の名言や格言を調べる

図 2 『言葉』レポートの宿題 

（留意点）学生にはどうしてその言葉を選んだのか理由も説明してもらい、 

  その言葉を発した人物についても説明するように要求する。人物像 

を述べるタスクを入れることで複雑な内容を正確に伝えることが 

試される。質問④では自分の感情をも表現することを求めている。 

【第２段階】アウトラインを作成 

（４）『3枚の写真』レポート（図 3 参照）を配布し課題の説明をする

プロジェクトでは 3枚の写真を使用し『言葉』レポート（図 2参照）で

とりあげた名言/格言をビデオ発表で紹介してもらうこととする

図 3 『3 枚の写真』レポートの宿題 
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（留意点）特別な思いのある写真（合計 3枚）を選ばせることにする。 

各々が選んだ写真を利用して名言/格言を発表させることで、自己

表現をより実現できる場になると筆者は考える。自分の行為にも 

責任を持ち、主体的に活動に参加できると考えた。 

（５）春学期に学習した文法項目が書かれたリストを配布する

（留意点）文法項目リストを配布することにより、学生はそれをもとに出来る

だけ新しく習った文型を使おうと取り組むことができる。文法を 

復習する機会にもつながるだろう。 

発表の方法/レポート、プロジェクトの評価法（Appendix B）を説明 

（留意点）発表の長さは 5分程度と規定したが、レポートの文字数（長さ）は 

敢えて設定しなかった。ただし教師が作成した模範ビデオを見せる

事によりプロジェクトでは何が求められているのか、よりはっきり 

したビジョンが掴めたようだ。 

（６）「言葉」「3枚の写真」のレポートの内容を磨き原稿の作成に取り組む

（留意点）発表では何を一番伝えたいのかをはっきりさせることが大切であ

る。写真に纏わるエピソード、写真は何を意味しているのかを加え

るよう指示するのが指導のポイントとなった。3枚の写真に１つの

テーマをつけたことも焦点を定めるのに役立ったようである。

【第３段階】ビデオ録画の準備をする 

（７）発表で使用するパワーポイント、及び原稿のアウトラインを教師に送る

（８）ビデオ録画の前に教師と会い、フィードフォワードの時間を設ける

（留意点）受け取った原稿をもとに 1対 1で（1人 30分程度）内容に目を通

す。その際 3枚の写真の大まかな説明を原稿に頼らず口頭で説明し

てもらう。原稿を読むのではなく自分の言葉を使って説明してもら

うことで伝わりやすい表現へと変化させる事が出来た。発表では相

手の存在を意識して録画するよう指示も加える。 

（９）「Zoom」を使用して発表の様子を録画する

録画の仕方については英語で書かれた説明文を配布する

【第 4段階】クラスメートのビデオを鑑賞する 

【第 5段階】評価する 

（10）アンケートを使用し自らの学びを内省する時間を設ける

4. 活動を終えて

4.1 学生の作品紹介（原文ママ）

学生 A：みなさんの家族は何が大切ですか。私の家族なら音楽は大切なもので

す。母や兄や私はがっきをひけます。そしてそぼの家に行く時、いつも音

楽を聞こえます。フリードリヒ・ニーチェというドイツのてつ学者は「人
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生は音楽がなかったら、人生は意味がありません」と言いました。音楽は

すごく大切だと思うから、この言葉が好きです。だから三枚の写真は音楽

です。（つづく） 

学生 B：みなさんこんにちは！お元気ですか？ 

どんな時、しあわせな気持ちになりますか？コロナウィルスで今私は毎日

さんぽすることにしています。天気がよければ、私はしあわせになりま

す。よく自分で料理もします。外でご飯を食べないのに楽しいです。コロ

ナウィルスの間、しあわせになるために、みんなは何をしますか。今日し

あわせについての写真をしょうかいしたいと思います。

（抜粋）

最後の写真は「しあわせとかなしみ」についての言葉が書かれた写真で

す。「人生の悲劇（ひげき）は２つしかありません。１つはほしい物を手

に入れていないこと、もう１つはそれを手に入れていることです」。オス

カーワイルドはこの言葉を言いました。ワイルドは有名なアイルランドの

しじんです。かれはおもしろい人生を送ったしじんです。私はオスカーワ

イルドの本を一度も読んだことがないから読みたいです。よく「ほしいも

のを手に入れれば、しあわせになる」と思います。でもそれは本当です

か？おもしろい問題ですね。みなさんはしあわせな思い出がありますか？

しあわせは何だと思いますか？（つづく）

4.2 教員の内省 

日本語 2年生にもなると学生の個人差にもバラつきが見られるようになってい

る。個人差に対応する為に最も大切になってくるのは問題点を出来るだけ早く認

識すること（佐藤 2006）である。筆者は学生とこまめに連絡を取り、はかどり

具合を確認することを心掛けていた。「言葉のレポート」で躓きがあった学生も

いたがクラス全体で考えを共有することによってお互いから学びを得たようだ。 

フィードフォワードでは「おもしろいですね。そこがもっと知りたいです」のよ

うに話の「種」となる部分を掘り出していった。本来フィードフォワードには一

人 30分を予想していたが、時間内には終わらず日を改めた学生も多い。前にも

日本での就職面接での様子で述べたが、エピソードを加えたり価値観を述べる事

によって話は深みのある内容へと展開出来たと実感する。

日本語を使って繋がりを試みた実践は「日本語で社会とつながろう！」社会参

加をめざす日本語教育の活動集（西俣他 2016）で幾つか紹介されている。その

本のなかで著者は教師の役割を 

「活動で教師がすることは、知識/内容を教え（与え）、評価することでは

なく、活動の主旨や目的、手順や形式の意図を学習者に伝え（納得しても

らい）、できる範囲で活動に関する情報を共有し、対話を通して活動を行

っていくこと、そして、学習者の興味を尊重して活動がスムーズに行くよ

うに、学習者の手助けをすることである（p.165）」 
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と述べている。今回の活動では学生に 3枚の写真を自ら選んでもらった（＝学習

者の興味を尊重）。「写真を見せたい＝話したい」と気持ちを駆り立てることは自

己表現の実現に役立ったと痛感する。又、写真を教師と一緒になって見る時間を

設けたことも学生にとってはより自分を知ってもらういい機会となったようだ。

4.3 学生の自己評価及び自己評価結果とコメント 

自己評価の質問内容、及び自己評価結果は以下の通りであった。 

「書く」「話す」能力に対しては全員が上がったと答えている。「話す」こと

に関しては（納得がいくまで）ビデオを何度も撮りなおしたことが良い練習に繋

がったと予測できる。実際人前で発表するのではなくカメラ相手に発表をする形

式となったが「プレゼンテーションスキル、特にアイコンタクトが伸びた」とコ

メントを残している学生もいる。

質問３ プロジェクトで何が一番楽しかったですか 

・好きな題材について発表出来たので楽しかった（多数）

・クラスメートの写真を見れて良かった（数名）

・今までの文法を復習をするのに役立って良かった（1名）

・プロジェクト全部が楽しかった（1名）

質問４ プロジェクトで何が一番面白くなかったですか 

・テーマの幅が広すぎて困った（数名）

・世界の名言/格言を日本語に翻訳するのは大変だった（数名）

・ビデオ撮影が嫌だった（数名） ・発表の長さ（2名）

・Zoom使用ではなく VoiceThread の方が良かった（1名）

・クラスメートの発表で分からない部分があったこと（1名）

上記からも見られるように好評だった点は「好きな題材について発表できた」

ことである。クラスメートの写真を見る事が出来たので良かったと回答している

学生も多い。発表で特に目立ったのは「自分の写真」を使って発表した学生が多

かったことだ。コロナウィルスの影響で外出自粛モードの中だからこそ、過去の

写真を振り返ったり（楽しい時/幸せだった時の）思い出探しが出来て楽しかっ

たと答えている学生も多かった。「何年後かに自分が撮影したビデオを見直して

みたい」「いい思い出になった」とコメントを残した学生もいる。その他、ある

学生のコメントには宿題で「どのように思う/感じるのか」（図 2・図 3参照）

と聞かれたのが良かったとコメントしている学生もいた。学生の気持ちに焦点を

あてた質問は気持ちの整理が出来て効果的だったことが分かる。 

発表のテーマが広くて良かったと述べる学生もいれば、逆に困ったと答えてい

る学生も数名いた。翻訳の部分で躓いた学生も数名いた。名言を日本語に翻訳で

きなかった学生が最終的に使った手段は、全部の意味を訳さずに英文をスクリー

ン上で見せ、その言葉の解釈を自分の言葉でする(Appendix D 参照）という手法

質問１ 「書く」能力は上がりましたか  はい：100％ いいえ：0％ 

質問２ 「話す」能力は上がりましたか  はい：100％ いいえ：0％ 
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であった。コミュニティでことばを使うのには「英文を同じ意味の和文にする」

という発想ではなく自分で積極的に相手に伝わる表現を模索していく姿勢が大切

である(佐藤・熊谷 2017)。学生自らが自分なりに表現の仕方を見つけ出し、ク

ラスメートが分かる言葉へと結びつけることが出来て良かったと思う。

質問５～８はどれも肯定的な結果が得られた。遠隔授業に切り替わり「繋が

り」を求めて試みたプロジェクトであったが、質問６の結果からも証明できるよ

うに、プロジェクトを通して大勢の学生がお互いに距離を縮めることができたと

検証される。「クラスでしか会わないクラスメートの事が深く知れて良かった。

友達じゃないと知れない情報、大切に思っているもの、思い出などが知れて良か

った」という声もあがっている。質問７では「いいえ」と答えた学生もいたが、

その学生からのコメントには「クラスメート全員の顔がスクリーンを通して見れ

て、今学期各々どんなことを想い、今どんな境遇に立たされているのか分かって

嬉しかった。でもビデオを通してクラスメートと会いたくなったり、見て泣きた

くなってしまった」と答えていることからビデオを鑑賞することによって友達の

ことがより懐かしく思い、寂しくなっての回答だと分かる。「クラスメートのビ

デオを見ることによって、自分たちがどこまで話せるようになったか認識した」

という回答も出ていた。学生同士での成長を褒め称えるコメントもあった。

「happy」になれた理由は「情報が豊富で色々考えさせられた」「名言が私の心

にも響いた」と発表内容を受け止めての解答がある。言葉の力をもって少しでも

明るい気持ちになれたようだ。また「クラスメートの元気な姿/笑顔が見れて幸

せだった」とコロナ禍にいる学生の精神状態を物語っているコメントもあった。 

クラスメートの動画で学んだこと（質問９）に対する回答は下記の通り学生

各々に色々な学びがあったようである。 

質問

９ 

クラスメートの「ビデオプロジェクト」で最も学んだ事は何ですか

・クラスメートや友達に会うことはできないけれど、ビデオの中では

みんな元気で幸せそうにしていたので自分自身も「ポジティブ」で

いるべきだと学んだ

・日本語を使ってクラスメートが今どんな状況かを知ることが出来て

自分自身もどれだけ成長したのか気づくことが出来た

・みんな違った意見を持っている

・どれだけクリエーティブになれるかがわかった

・クラスメートの翻訳の仕方を見て、自分でも考えてみるのはとても

面白かった

・違った方法でプロジェクト発表ができたと考えさせられた

・日本語能力がお互い上達したのがわかった

質問５ クラスメートのビデオプロジェクトは楽しめましたか はい 100％

質問６ クラスメートのビデオプロジェクトを見てクラスメートと距離を縮める

ことが出来ましたか          はい：83％ いいえ：17％

質問７ 

質問８ 

クラスメートのビデオを見て「happy」になれましたか

クラスメートのビデオは役に立ちましたか

  質問７・８共に はい：92％ いいえ：8％ 
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・クラスメートの名言がよかった

・クラスメートが発表の際、色々な単語を紹介してくれたので自分も

いい刺激を受けた（単語が増えた）

・クラスメートの内面部分まで理解することが出来た

4.4 活動後の教師と学生とのやりとり 

プロジェクトを受け取った後、筆者は朝日新聞（2020年 4月 29日・朝刊）に

掲載されていた『ドラえもんからのメッセージ』を学生と共有した。「言葉が胸

に刺さった」「言葉に勇気づけられた」「言葉で明るくなった」「背中を押して

もらった」と数多くの学生がドラえもんのメッセージに対する思いを送ってくれ

た。中には「ドラえもんの言葉は必要です」「ドラえもんのメッセージはとても

元気です。コロナウィルスで始めは私もとても心配でしたが、今はよくなってき

ているのでドラえもんの言葉のように『だいじょうぶ。未来はげんきだよ』（原

文ママ）」と日本語で想いを表現してくれた学生もいる。 

繋がるには双方向（相手を知る⇔自分のことも知ってもらう）での結びつきが

必要になってくる。相手のことを単に理解しただけでは繋がったことにはならな

い。自分自身も自己表現を図り相手に情報を発信し、メッセージを汲み取っても

らい参与を果たした上で初めて繋がりが成立することになるだろう。そこには信

頼関係もつきものになってくるに違いない。教師と感情を積極的に共有してくれ

たこと、この「言葉のやりとり」こそが言語活動の根源になっているものだと嬉

しく思った。 

5.まとめと今後の課題

今は遠隔授業で言語教育をも出来る時代となった。しかし大河原（2018）はい

くらテクノロジーが発達したとしても、教室が教師と学習者が人として向き合う

場であることは確かだと示し「何のために教えるのか」「どのような貢献ができ

るか」と自分自身に問うことに日本語教育の可能性があると述べている。「繋が

り」プロジェクトでは「言葉のやりとりを通じ自分を深く知り相手を思いやれる

人間に成長する」ことを目標の一つに掲げていた。「話す」「書く」活動は相手

に働きかける活動である（国際交流基金 2011）。プロジェクトでは発表の際、学

生全員が「挨拶」「相手を気遣う言葉」「質問文」いずれかから言葉が始まってい

た。名言/好きな言葉の紹介ではクラスメートにエールを送り、励ましの言葉を

かけていた学生が多くいる。仕上がった作品はクラス内に及ばず Youtube などで

発信している学生もいた。言葉をもって相手をいたわり、知識を提供し、相手の

成長にも大いに貢献できた活動であったと実感する。3.3で掲げた活動目標は達

成され、個性、創造性に溢れた作品に仕上がり、学期末最後の締めくくりに相応

しいプロジェクトに仕上がったと確信する。以下、１人の学生のプロジェクトを

終えての感想である（学生からの実際の言葉）。 
Personally, I think this is a great project to end this year with because we could 

use anything that we have worked on in the past such as the Doraemon project or 

the news report project or anything else in the past. This project really helped me 

put together everything I have learned into one presentation. 
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近年、日本語教育において自己評価を取り入れようとする動きが増えている。

自己評価の利点にトムソン（2008）は「オートノミーの育成」を挙げている。評

価をどう用いるのかは教師の権限に任されるが、佐藤（2006）は「評価をいかに

学習者のわかるきっかけに結び付けることが重要だ」と述べている。今回のプロ

ジェクトでは学生が提出した「自己評価」に対する教師側の「学生につける評

価」に関しては、「自己評価」シートを提出すれば全員満点がもらえることにし

た。学生の自己評価は学生と教師、双方にとっていい振り返りの場になったと痛

感する。「読み」の活動が少なかったことが今後の課題にあたる。世界の名言/

格言の紹介では、日本のサイトから言葉を見つけた出した学生もいたが、大半の

学生は英文から日本語に変える作業を行っていた。日本語で書かれた名言を数多

く紹介し、どういうメッセージがあるのか（英語を頼らずに）考える活動も加え

れば尚更良いと思う。 
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Appendix A 

ジョンレノンの言葉 

Appendix B 

プロジェクトの評価法 

Appendix C 

自己評価 質問３におけるある学生の回答（実際版） 

  I enjoyed how broad the prompt was. This way every student could talk about something 

different, and this allowed me to talk about something that I really wanted to talk about. In a 

sense, if I were to talk to a Japanese person and get into a conversation about my opinions and 

what I like then I have practice in that area. I like that we talked about what we think and what we 

feel because conversations in everyday life are typically about our opinions and expressing them, 

so I am glad we created a project that honed that skill. 
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Appendix D 

学生が発表時に使用した写真（大学の図書館内で撮られたもの）＆発表内容 

最近みなさんはどうですか。今、コロナウィルスがあるから大変ですね。みなさんは

家にいる時、よく何をしますか。私はたくさんテストや宿題をしなければいけません。

時間があまりないけれど本を読むことが好きだから、よく本を読みます。多分二時間ぐ

らい本を読みます。みなさんはどうですか。本を読むとよくおもしろい言葉が見つかり

ます。その言葉は意味もあるからノートに書けばいいんじゃないかと思いました。だか

ら今日、三枚の写真の言葉をみなさんに教えたいと思います。（抜粋） 

今インターネットがあるからとても便利ですね。スマートフォーンを使えばたくさん

情報が知ることが出来ますよ。でも情報が多すぎればよくないと思います。この二枚目

の写真（上記写真）は図書館で勉強している時、見えてとりました。意味は「学生は、

よく質問をすることはいい」だと思います。先生の話していることをよく考えてそして

質問をすれば知識はもっと勉強することが出来ます。三枚目の写真は同じ意味がありま

す。これはカントという哲学者が話した言葉です。意味は「質問をすることの勇気は大

切だ」と思います。最後に、今みなさんはインターネットの時代に住んでいますね。

色々な情報がありすぎじゃないかと思います。だから質問をすることは大切だと思いま

す。みなさんたくさん質問をすれば色々な新しい知識を知ることができます。 

（原文ママ） 
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I-JASコーパス「対話」タスクに見られる接続表現について 

－英語・中国語・韓国語母語話者の日本語学習者と日本語母語話者を比較して－ 

 

THE USE OF TRSNSITION EXPRESSIONS IN I-JAS CORPUS DIALOG TASK  

-COMPARISON AMONG ENGLISH, CHINESE, KOREAN LERNERS OF JAPANESE AND 

NATIVE SPEAKERS OF JAPANESE 

 

長田涼子 

Ryoko Osada 

 

テンプル大学ジャパンキャンパス 

Temple University, Japan Campus 

要旨 

 本研究では、2020年 3月に完成した「多言語母語の日本語学習者横断コーパス

（International Corpus of Japanese as a Second Language, 以下 I-JASコーパス）」中

納言 2.4.5  データバージョン 2020.03を用いて、I-JASコーパスの「対話」タスクに

おいて、英語・中国語・韓国語母語話者の日本語学習者と日本語母語話者を比較し、接

続表現の使用頻度の違いが見られるか、また、グループごとに多用する接続表現に違い

があるか、そして、日本語母語話者、日本語学習者に多く使用されている接続表現であ

る「で」の使用においてどのような違いが見られるかを調べた。調査の結果、接続表現

の使用については有意差が見られた。また、「で」の使用はどの母語話者のグループで

も多いが、日本語母語話者はその数が突出しており、また、中国語・韓国語・英語母語

話者は「そして」を多く使用する傾向がある一方、日本語母語話者は「そして」の使用

は少なく、中国語・韓国語・日本語母語話者に比べ、英語母語話者は「ただ」の使用が

少なく、英語母語話者は「けど」を多く使用する傾向があるとういことがわかった。さ

らに「で」の用法については学習者間、また学習者と日本語母語話者間において有意差

は見られなかったが、コレスポンデンス分析の結果、「順接」「添加」はどのグループ

からも多く使用される一方、「転換」「補足」「同列」は日本語学習者からはあまり使

用されていない傾向があることがわかった。 

 

1． はじめに 

 接続表現に特化した教科書は無く、接続表現は教科書の読み物などに出てきた時にの

み教えるというケースが多い。体系立てて接続表現を教えられることの少ない日本語学

習者は、接続表現を使用する際に、母語の影響はあるのか、母語の違いにより接続表現

使用の違いが生じるのか、タスクにより接続表現使用の違いはあるか、また、書き言葉

と話し言葉で使う接続表現の違いはあるのか等について研究が進めば、接続表現に関す

る日本語教育の一助になるのではないかと思われる。本研究では、I-JAS コーパスの
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「対話」タスクにおいての英語・中国語・韓国語母語話者の日本語学習者及び日本語母

語話者の接続表現使用について調査することを目的としている。 

 

2． 先行研究 

2.1 接続表現に関する先行研究 

 接続表現は、文と文、あるいは節と節をつなぐものであると考える。市川（1978）は

文と文がどのような論理関係でつながれているかを「連接関係」と呼び、それを順接型、

逆接型、添加型、対比型、転換型、同列型、補足型、連鎖型の 8 つの類型に分類してい

る。また、石黒（2008）は市川（1978）、田中（1984）、佐久間（1992）の接続表現リ

ストを参考に、現在流通していると考えられる接続表現をジャンルに関わらず収録して

いる。本研究においては、石黒（2008）の使用する副詞的な接続表現も含めた「接続表

現」という語を使用する。 

 接続表現に関する研究としては、浅井（2003）は日本語母語話者30名、中国語母語話

者の JLPT N1 に合格している上級日本語学習者 32 名に 800 字程度の作文を書いてもら

い、接続表現の使用状況を比較・分析をしている。学習者の方が母語話者より接続表現

使用は多く、「そして」「つまり」「そうすれば」「そうしたら」などの接続表現に関

しては、母語話者より学習者の方が多く使用していたこと、「だから」「だけど」「で

も」などの主に話し言葉に使われる接続表現は学習者は用いているが母語話者は用いて

いない、などが報告されている。また倉持・鈴木（2007）は留学生の接続表現使用状況

の調査を実施し、①日本語学習者は接続表現をよく耳にし、目にしている割に正確に使

えない、②接続表現習得には日本滞在年数は関係なく、機関・教材・教え方などの学習

方法の工夫が必要である、③「だって」など接続表現は自然習得しやすいものも一部あ

るが、しにくいものが多いことなどを指摘している。金（2017）では、YNU 書き言葉コ

ーパスを用いて、韓国語母語話者に「逆接」の接続表現使用が多いことを報告し、その

理由として意見の述べ方や説明の仕方において中国語母語話者や日本語母語話者と異な

っていることを挙げている。中国語・韓国語学習者対象の研究は多くあるが、英語母語

話者の研究は少なく、あってもサンプルサイズが小さいものが多い。本研究では、I-

JAS コーパスを使用し、中国語・韓国語・英語・日本語母語話者の接続表現使用につい

て比較・検討していきたい。 

 

2.2 I-JASコーパスに関する先行研究 

 I-JASコーパスは 2020年 3月に 1,000名の日本語学習者と 50名の日本語母語話者のデ

ータが公開され完成した。完成前でもデータの一部は公開されており、これまでに、中

国語、スペイン語、フランス語、英語、日本語母語話者の依頼文における念押し表現に

ついて研究（迫田、蘇、張   2016）や日本語学習者と母語話者の産出語彙の相違につい

ての研究（小西 2017）などがある。また、李（2020）はストーリーライティングタス

クを分析し、作文における産出量と特徴語彙について調査し、また同じストーリーライ
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ティングの作文タスクを分析し、語彙レベルや作文のリーダビリティについても論じて

いる。石川（2020）は、I-JAS コーパスの「対話」タスクにおける副詞の使用状況につ

いて研究している。さらに。石川（2020）は同じ「対話」データを用い、調査対象を絞

り、丁寧体否定文の使用状況を調査している。このように、I-JAS を使用した研究は多

くある。しかし、I-JAS コーパスを使用した接続表現に関する研究は管見の限り見当た

らない。 

 

3． 調査概要 

3.1目的と研究課題 

 本研究の目的は、I-JAS コーパスの「対話」タスクでの接続表現使用において、英

語・中国語・韓国語母語の学習者と日本語母語話者の間に違いがあるかを調べることで

ある。今回の研究では、以下の 3つの研究課題を設定し調査を行った。 

研究課題1 I-JASコーパスの「対話」タスクにおいて、中国語・韓国語・英語・日本語

母語話者の間で接続表現の使用頻度の違いが見られるか。 

研究課題 2 中国語・韓国語・英語・日本語の母語話者ごとに多用する接続表現に違い

があるか。 

研究課題 3 日本語母語話者、日本語学習者に多く使用されている接続表現である「で」

の使用においてどのような違いが見られるか。 

 

3.2 調査対象 

 調査対象は、英語・中国語・韓国語を母語とする日本語学習者のうち、J-CAT の点数

が中級レベルの学習者に絞った（J-CATの得点が101点以上250点以下）。なお、各レベ

ル判定の目安は表1の通りである。その結果、英語母語話者は84名、韓国語母語話者は

41名、中国語母語話者は 63名であった。 

表 1 J-CATのレベル判定の目安（迫田、石川、李 2020, p.44） 

J-CAT得点 レベル 

100点以下 初級 

101－150 中級前半 

151－200 中級 

201－250 中級後半 

251－300 上級前半 

301－350 上級 

351－ 日本語母語話者相当 
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 また、タスクについては、I-JAS コーパスでのタスクのうち一番形態素数の多い「対

話」タスクに絞った。各タスクの語数は表 2のとおりである。 

 

表 2 タスク別およびインタビュー全体の総語数（迫田、石川、李 2020, p.92） 

タスク 参加者形態素数 ％ 

ストーリーテリング 1 167,640 3.6 

ストーリーテリング 2 188,810 4.1 

対話 3,168,198 68.6 

ロールプレイ 1 270,256 5.9 

ロールプレイ 2 267,661 5.8 

絵描写 331,582 7.2 

ストーリーライティング 1 107,167 2.3 

ストーリーライティング 2 115,086 2.5 

合計 4,616,400 100 

 

3.3 調査方法 

 研究課題 1 については、I-JAS コーパスの「対話」タスクにおける接続表現使用例を

Microsoft excel のピボットテーブルを用いて集計を行った。またあわせて IBM SPSS 

Statistics 26を用い一要因分散分析を行った。また、研究課題 2については、ピボット

テーブルによる集計及び、SPSSを用いコレスポンデンス分析を行った。さらに、研究課

題 3については、SPSSを用い分散分析とコレスポンデンス分析を行った。 

 

4． 調査結果と考察 

4.1 研究課題 1 

 接続表現使用における母語の影響を分析するために分散分析を行った。その結果、英

語・中国語・韓国語・日本語母語話者間で有意差が見られた (F(3,3182) = 909.98,  p 

=.000）。Tukey の HSD 法（５％水準）による多重比較を行ったところ、中国語・韓国

語・日本語母語話者間では有意差が見られた(F(3,3182) = 909.98,  p =.000）。しかし

ながら、英語母語話者と中国語母語話者の間では有意差は見られなかった (F(3,3172) = 

909.98,  p =.556）。 

 また、総語数の異なるテキストにおける頻度を比較する場合には、総語数を考慮した

相対頻度という値を用いる（小林 2019）。相対頻度は、単純頻度（テキスト中で単語

が何回使われているか）を総語数で割ることで求められる。1000語あたりの相対頻度総

数と平均相対頻度は表 3 の通りである。ここから、日本語母語話者は接続表現を一番多
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く使用し、ついで英語母語話者、中国語母語話者、の順に使用数が減り、韓国語母語話

者が一番接続表現の使用が少ないということがわかった（表 3）。韓国語母語話者と中

国語母語話者は接続表現をあまり使用しない傾向があるため、そのような学習者に気づ

いた際には積極的に接続表現を使用するように促す、あるいは接続表現をいつどのよう

に使用するのか指導し練習の機会を設けることも必要かもしれない。 

 

表 3 各母語話者の接続表現の平均相対頻度 

母語話者グループ 1000語あたりの相対頻度総数 母語話者人数 

中国語母語話者 0.39 63名 

英語母語話者 0.44 84名 

韓国語母語話者 0.25 41名 

日本語母語話者 0.50 50名 

 

4.2 研究課題 2 

 中国語・韓国語・英語・日本語の母語ごとに多用する接続表現に違いがあるかという

研究課題 2について結果は以下の通りである。 

 表 4 は各母語話者別接続表現使用数を示したものである。ここから以下のことがわか

る。まず一つ目に、「で」（＝順接、添加）の使用はどの母語話者のグループでも多い

が、日本語母語話者はその数が突出しているということである。以下は、日本語母語話

者による順接として使われている「で」の例である。 

 

JJ06-I-02800-K ｛笑｝ほんっと（本当）に怖い話がほんと（本当）に怖くて〈はい〉、

だからなんか夏休みとかよくやってるじゃないですか〈はいはいはい〉ホラーとか恐怖

体験とか恐怖映像みたいな、でも怖い物見たさでほんと見ちゃうんですよ、怖い、ほん

とに怖いの苦手ってわかってるのに、見ちゃって〈はい〉、でトイレとかお風呂に行け

なくなって〈はい〉、お風呂は妹について来てもらって、トイレは頑張ってひし、すぐ

済ませるみたいな、そんな感じです 

 

 また、日本語母語話者は、情報を付け足したい場合など「添加」の用法としても「で」

を用いている。以下がその例である。 

 

JJJ01-I-01330-C なんかこれまで見たーその映画とかドラマとか本でもいいんですけど、

印象に残ってるものって、ありますか 

JJJ01-I-01340-K そうですねー、なんだろ、んー、まあの映画だ、と〈うん〉、ちょっ

と古いですけど〈ええ〉、なんか『マトリックス』｛笑｝ 

JJJ01-I-01350-C あー｛笑｝、あーなんか、あれイメージでしか私知らないどんな話な

んですか 
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JJJ01-I-01360-K あれはーあの自分の、実際生活してる世界が〈はい〉、あのー、仮想

のものだ、ったっていう｛笑｝ 

JJJ01-I-01370-C おー、壮大な感じ 

JJJ01-I-01380-K そうなんですだから〈はーん〉それがすごく衝撃的で〈あー〉、実は

なんか機械に〈はい〉、支配す人間が支配されていて 

JJJ01-I-01390-C 機械に支配されてるんですか 

JJJ01-I-01400-K 支配されていて〈ふーん〉、で、その（連体詞）人間は眠らされてい

て〈はい〉、夢を見させられてる、っていう｛笑｝ 

 

 また、日本語母語話者は「逆接」として以下のように「で」を使用することもある。 

 

JJJ09-I-03600-K とー時もあります、せろ（それを）強いお友達が言ってくれることも

あります｛笑｝〈はー〉で私は弱いくて（弱くて）〈はーい〉何（なに）も言えないの

でー… 

 このように、日本語母語話者は「で」を「順接」「添加」「逆接」といったいろいろ

な意味を持つ接続表現として使用していることがわかる。そのため、日本語学習者に対

し「で」の使用数が断然多くなっているのではないだろうか。 

 二つ目に、中国語・韓国語・英語母語話者は「そして」を多く使用する傾向がある一

方、日本語母語話者は「そして」の使用は少ないということがわかる（表 4）。以下が

学習者の「そして」の用法の例である。このような場面では、日本語母語話者は会話で

は「そして」を使用せず「で」で代用しているケースが多い。 

CCH15-I-01070-C で九時に起きてから何（なに）をしたか教えてください 

CCH15-I-01080-K 九時に起きたらまず、ご飯食べて〈んー〉、そして、あー、本を読ん

でいます 

 

 三つ目として、中国語・韓国語・日本語母語話者に比べ、英語母語話者は「ただ」の

使用が少ないということがわかる。 

 最後に、英語母語話者は「けど」「でも」「から」を多く使用する傾向があるとうい

ことがわかる（表 4）。 

 

EGB01-I-01930-C うん、あー『トトロ』も好きですか 

EGB01-I-01940-K はい、とても好きです、えーけど、ちょっと、あー子どもの映画です 

 

 

 

 

 



333 

 

表 4 各母語話者別接続表現使用数 

英語母語話者 1047 韓国語母語話者 311 中国語母語話者 665 日本語母語話者 1153 

そして 674 で 131 そして 509 で 1002 

で 161 そして 110 ただ 44 ただ 53 

けど 56 ただ 18 で 29 じゃあ、じゃ 49 

でも 47 じゃあ、じゃ 16 しかし 27 しかも 15 

から 40 けど 8 でも 20 そして 14 

じゃあ、じゃ 38 から 6 じゃあ、じゃ 17 けど 12 

しかし 15 でも 6 から 7 あるいは 8 

ただ 12 が 5 が 4     

しかも 4 あるいは 5 あるいは 4     

    しかも 4 しかも 2     

    しかし 2 けど 2     

 

 表4では、英語・中国語・韓国語母語話者の日本語学習者及び日本語母語話者がどの

ような接続表現をどれぐらい使用しているか示しているが、それぞれの英語・中国語・

韓国語・日本語母語話者の総数は異なるため単純に比較できない。このことを踏まえて

コレスポンデンス分析を実施した（図1）。 

            

図 1 接続表現についてのコレスポンデンス分析結果 

横軸：次元1（イナーシャの寄与率92.5％） 

縦軸：次元2（イナーシャの寄与率98.9％） 

 

 図 1 から日本語母語話者は「で」を、また、韓国語母語話者は「じゃ、じゃあ」と関

連が強いことが確認できる。日本語母語話者の「で」の使用は上記でも述べた通り、

「順接」「添加」「逆接」といったいろいろな意味を持つ接続表現として使用している

ため、日本語学習者に対し「で」との関連が強い結果になったであろうと推測される。
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また、韓国語母語話者の「じゃ、じゃあ」の使用については、英語母語話者・中国語母

語話者と異なった用法は特に見当たらなかったが、使用総数における「じゃ、じゃあ」

の割合が他の母語話者に比べて多かったためにこのような結果が出たのではないかと考

えられる。 

 

4.3 研究課題 3 

 日本語母語話者、日本語学習者に多く使用されている接続表現である「で」の使用に

おいてどのような違いが見られるかを調べた。「で」の使用における母語の影響を分析

するために分散分析を行った。その結果、日本語母語話者、中国語母語話者、韓国語母

語話者、英語母語話者の 4 つのグループ間では「で」の使用について有意差は見られな

かった 。中国語母語話者と韓国語母語話者では(F(3,1227) =.636,  p =.858）、中国語

母語話者と英語母語話者では(F(3,1227) =.636,  p =.684）、中国語母語話者と日本語母

語話者では(F(3,1227) =.636,  p =.892）、英語母語話者と韓国語母語話者では

(F(3,1227) =.636,  p =.934）、韓国語母語話者と日本語母語話者では(F(3,1227) =.636,  

p =.990）、英語母語話者と日本語母語話者では(F(3,1227) =.636,  p =.673）であった。 

 また、「で」の用法に日本語母語話者、中国語・韓国語・英語母語話者で異なる使用

傾向があるかを調べるためにコレスポンデンス分析を実施した（図 2）。ここから、

「順接」「添加」はどのグループからも多く使用される一方、「転換」「補足」「同列」

は日本語学習者からはあまり使用されていない傾向があることがわかった。中国語・韓

国語・英語を母語とする日本語学習者は、「順接」「逆接」以外でも「対比」「転換」

「逆接」「補足」などの用法としても「で」を多く使用することで、日本語母語話者の

ような話し方ができるようになるのではないだろうか。 

            

図 2 「で」についてのコレスポンデンス分析結果 

横軸：次元1（イナーシャの寄与率67.8％） 

縦軸：次元2（イナーシャの寄与率88.2％） 
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5． おわりに 

 本研究では、I-JAS コーパスの「対話」タスクを使用し、英語・中国語・韓国語母語

話者の日本語学習者と日本語母語話者がどのように接続表現を使用しているかを調べた。

英語・中国語・韓国語母語話者の日本語学習者と日本語母語話者の間では接続表現使用

について有意差は見られた。また、「で」（＝順接、添加）の使用はどの母語話者のグ

ループでも多いが、日本語母語話者はその数が突出している、中国語・韓国語・英語母

語話者は「そして」を多く使用する傾向がある一方、日本語母語話者は「そして」の使

用は少ない、中国語・韓国語・日本語母語話者に比べ、英語母語話者は「ただ」の使用

が少ない、英語母語話者は「けど」を多く使用する傾向がある、とういことがわかった。

また、日本語母語話者は「で」を非常に多く使用しており、その用法は「順接」「逆接」

が大半を占めるが、対比」「転換」「逆接」「補足」などの用法としても「で」を多く

使用している。 

 このように、学習者と日本語母語話者の間では接続表現の使用において大きな差があ

ることがわかった。日本語学習者に接続表現を教える際には、映画やドラマ、動画など

の生教材を用いるなどし、日本語母語話者の実際の使用例などを紹介し、学習者が母語

話者と同じように使用できるようになればより母語話者に近い話し方になるのではない

だろうか。また、韓国語母語話者と中国語母語話者は接続表現をあまり使用しない傾向

があるため、そのような学習者に気づいた際には積極的に接続表現を使用するように促

す、または練習の機会を設けることも必要かもしれない。なお、今後の課題としては、

タスクや他の言語の母語話者も対象にし学習者の数を増やすことなどが考えられる。I-

JASは 2020年 3月に完成した大規模な日本語学習者コーパスとして注目されており、今

後もより多くの日本語教育に役立ついろいろな研究が出てくることが期待される。 
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相互理解を構築する雑談の分析 

―インタビューにおける雑談の観察から― 

 

ANALYSIS OF SMALL TALK CONTRIBUTE TO MUTUAL UNDERSTANDING:  
FROM OBSERVING SMALL TALK IN THE INTERVIEW 

 
大塚明子 

MEIKO･OTSUKA 
 

専修大学 
Senshu University 

 
1. はじめに 
日本に留学した学生が、生活に不自由のないレベルの日本語能力を備えたにも

かかわらず、日本人の友達ができにくい、心の距離が縮まらない、といった不満

を持つケースは少なくない。その背景には、日本語会話の特徴を反映した「雑談」

の構造や機能についての学習機会がないことがあるのではないか。 

言語学習の目的がコミュニケーションを重視する傾向にあるなか、社会言語の

分野では注目されて久しい「雑談」が今、日本語学習においても注目されている。

本研究では、必要な情報をよりスムーズに引き出すために何らかの役割を担って

いると思われる、インタビュー内に出現したざ「雑談」を観察・分析する。実際

の雑誌の記事作成のために行ったインタビューにおいて、本題とは関係のない

「雑談」はどのように行われ、それはインタビューにどう貢献したか、その様相

を明らかにすることで、言語コミュニケ-ションがどのようになされているかを

探る。 

 
2. 研究目的 
 雑誌記事作成のために行われたインタビューの音声データを観察すると、記事

の趣旨に沿った質疑応答のほかに、「記事の趣旨とは無関係にみえる会話」、すな

わち雑談がある。本論では、このような雑誌インタビューにおける雑談の様相を

明らかにする。「記事の趣旨とは無関係にみえる会話」とは、たとえば、インタビ

ューが始まる前の談笑がある。これは、初対面でリラックスした和やかな雰囲気

を作るために行われる。また、インタビュー中においても雑談は発生しているが、

それは、より多く、より踏み込んだ情報を引き出すことに寄与しているのではな

いか。 
 日本語のコミュニケーションにおいて、雑談がどのように出現し、どのような
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貢献をしているかを明らかにする第一段階として、まず、それらがどのように出

現しているかを明らかにする。 
 
3. 研究の背景 
 筒井（2012）では、課題遂行型の会話はできても、「日本人の会話に入っていけ

ない」「日本人の友達がなかなかできない」という日本語学習者の悩みを挙げてい

る。 
 日本語教育では、1990 年代にコミュニケーション能力の向上が目標に掲げられ、

文型の形式と意味を知るだけでなく、それらを発話としてどのように用いるか、

実際の場面において、適切な言語行動ができるようになるという目標が基本事項

となった。それを受け、あいづち、フィラーなどの会話ストラテジーが指導項目

として理解されるようになった。さらに近年、「雑談」が注目されているが、雑談

の実態が完全に明らかになっているとはいえない。 
 また、筆者は長年、雑誌の全国誌のインタビュー記事作成を長年にわたって行

っている。その経験からインタビュアーのストラテジー、つまり、人からより多

くの話を引き出すためにインタビュアーが行っている言語行為を分析しており、

その際に、言語コミュニケーションにおける雑談の重要性に着目した。 
 以上を背景に、言語コミュニケーションにおける雑談の役割を明らかにすべく、

本研究に取り組む。 
 
4. 先行研究・定義 
4.1 先行研究 
 清水(2017)で指摘されているように、2010 年代に、雑談に関するビジネス書の

ベストセラーが相次いだ。ビジネスや社会生活全般をうまくやっていくための手

段として、雑談のハウツーのニーズが高まったのである。その後、雑談は言語を

扱う領域やコミュニケーション学などの分野でも近年、注目を浴びるようになっ

た。 
 日本語教育では 雑談はコミュニカティブ・アプローチを背景に研究されるよ

うになった。すなわち、筒井(2012)では、日本語教育への応用を目的に、雑談の連

鎖組織を類型化し、雑談の構造の解明を行い、才田(2017)は、雑談を円滑に展開で

きるようにする指導のポイントを指摘した。清水(2017)では、コミュニケーショ

ンを目的とした「雑談用の言語形式」「雑談のスキル」の指導の提案をしている。

さらに、西郷・清水（2018)では、日本語教師のための雑談指導の教材を作成し、

雑談に必要な項目の会話における使い方を示した。その後、稲飯・才田(2019)は、

聞き手行動、特に話し手の語りを促進する「リアクション」の指導の方策を探っ

ている。 
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4.2 雑談の定義 
 筒井(2012)では、雑談は「目的のないおしゃべり」とし、特定の達成すべき目

的がない状況において、あるいは課題があってもそれを行っていない時間におい

て、相手とともに時を過ごす活動として行う会話と定義している。清水(2017)は

英語の small talk の定義、ビジネスの場での本題と区別する会話である「社交的な

話」と「交換的言語使用」を加味し、雑談には短期的目的はないが、相手との良

好な社会的関係を構築・維持するという長期的目的はあるとし、その定義を「テ

ーマも決めず、いろいろな話題のたわいもない内容を気楽に話すこと。当事者の

間にラポール(信頼関係や心が通い合った状態)を生み出すことによって、良好な

人間関係を育み、物事を円滑に運ばせるために行われることが多い」とした。ま

た、雑談自体が課題を遂行するわけではないとしても、相手との良好な関係を築

くことを通し、課題を達成させるために下地をつくる働きはしているとしている。 

 本研究では、インタビューにおいては、本題、つまり、インタビュー記事を書

くという目的を遂行する会話を「課題遂行型会話」とし、それ以外の会話を「雑

談」とする。また、それを詳細にみると、さまざまな機能があるとみられたこと

から、雑談には目的があるとの立場をとる。 

 

5. 研究方法 

5.1 観察データ 

 本研究では、実際に雑誌の記事作成のために行われたインタビューの書き起こ

しデータの観察をおこなった。データの詳細は以下である。 

 

 掲載雑誌：ライフスタイル総合カテゴリーの女性誌 

 インタビュー内容：大人の女性の生き方 

 観察データ   ：①インタビュー実施：2020年 1 月 

           インタビュー所要時間：89分 

           インタビュアー ：本研究者 

           インタビュイー ：著名人（音楽家） 

          ②インタビュー実施：2017年 7 月 

           インタビュー時間：96分 

インタビュアー ：本研究者 

           インタビュイー ：著名人（アスリート） 

 

5.2 観察・分析方法 

 観察・分析の手順は以下である。 

① インタビューの音声データを詳細に書き起こし、そのデータの、主にイン
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タビュアーの発話に着目する。 

② 質的データ分析ソフトウエア MAXQDAでコーディングをする。 

③ コーディングをした箇所の発話の内容をみる。 

 

6. 雑誌インタビューの概要 

6.1 本研究で対象とするインタビュー 

 雑誌のインタビュー記事には、さまざまな種類があるため、本研究で取り上げ

たインタビューがどのようなものかを明確にするために、その種類を挙げておく。 

 商業雑誌のインタビュー記事は、大きく分けて 2 種類ある。ひとつは、話した

くない人から話を聞き出すというインタビューである。これは、政治や経済、社

会問題、そして、芸能人のゴシップなどを扱ったものである。そして、もうひと

つが、話したい人や、ある話題について話すことができる人から、話を引き出す

インタビューである。このようなインタビューは、話題の人物や専門家に、意見

や感想を聞いたり、人となりを紹介したりする内容である。 

 本論文で取り上げるインタビューは、後者のものである。このようなインタビ

ューにおけるインタビュアーの言語行為は、良好な関係性を構築・維持しながら

話を引き出すものであることから、現実の日常会話に近い側面がある。なぜなら

ば、インタビューに協力的なインタビュイーであっても、記事になることを意識

して話すために、体面を気にして当たり障りのない話に終始したり、理想の自分

像を語ったりすることがあるからである。それらを回避するために、インタビュ

アーを信頼し、安心感のありリラックスした雰囲気のなかで、可能な限り記事に

することを意識せずに、自由に語ってもらうことを目指す。特に初対面の言語コ

ミュニケーションとの共通点が多くあると考えられる。 

 

6.2 インタビューにおける会話の構造 

インタビュアーでどのように会話が行われているかをみると、図１のような構

造になっている。ERはインタビュアー、EEはインタビュイーをさす。 
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図１インタビューの構造 

 

インタビュアーが質問をするとインタビュイーが答え、その答えの中から 

もっと詳しく聞きたいことや疑問が出て、新しい質問をする。このようなやりと

りを何度かおこない、それから、次の質問に移っていく。このような過程を繰り

返す。雑談は、この構造の途中に入り、雑談もまた同様の構造で行われている。 

 そして、雑誌インタビューの会話には、次のような特徴がある。 

① 多くの場合、初対面での会話である。 

② 友好な関係性を構築・維持しながら行われる。 

③ 記事に書かれる以外の会話がある。つまり、一問一答ではない。 

④ 日常の雑談と似た側面がある、というよりもむしろ、インタビュイーにインタ

ビューであることを意識させずに本音で話してもらうために、気心の知れた

相手と雑談をしているような雰囲気を目指して行われる。 

⑤ 本題（課題遂行会話）と雑談が混在している。 

 

7. 分析・考察 

7.1 インタビューにおける雑談の出現傾向 

 まず、インタビューにおいて、雑談と課題遂行型発話が、どのように出現して

いるかをみる。 

5.1 の①のインタビューの音声データを書き起こし、話題が変わる際のインタ

ビュアーの発話を雑談と課題遂行型発話に分け、コーディングを行う。さらに、

色分けし、プロットする。それに答えたインタビュイーの発話も色分けを行った

のが、図 2である。 
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図２インタビューの会話の流れⅠ 

 

図 2で、書き起こしデータは横書きで、左から右に進み、時間の経過は上から

下に表されている。色分けは、赤はインタビュアーの雑談、水色はそれに続く発

話、緑は課題遂行型発話で黄色はそれらに続く発話である。 

図をいっけんしてわかるように、インタビューは赤と青、すなわち雑談で始まり、

中盤で緑と黄色の課題遂行型発話が多くなる。その部分では、ところどころに青

と赤（雑談）があり、本題に関する質疑応答を時折、雑談を交えて行っているこ

とがわかる。そして、終盤は、また雑談が多くなる。 

このような流れであることは予想通りといえよう。では、雑談の中身、話の内容

はどのようなものなのか、次にみていく。 

 

7.2インタビュアーの発話の機能と内容 

 インタビュアーの発話の機能と内容を整理したのが、表 1である。機能と内容

は前後の文脈から判断している。内容は 8 つあり、機能別に 3 つに分類された。

機能別に詳しくみる。 

(1)ラポール 

  ラポールの機能を持つ雑談は、前後の会話の観察によると、内容から 3つに

分類された。「褒め・気づき」は、インタビューの冒頭では容姿や持ち物などの

特徴に気づき伝え、中盤では仕事に関する話題で観察された。同じくラポール

の「既得情報の提示」とは、獲得した情報を伝えることで、例えば、今回のデ

ータではインタビューが朝行われたのだが、「サンドイッチがありますけれど、
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でも、朝食は召し上がらないんですよね」という発話がみられた。同じくラポ

ールの「相手分析」は、既得情報や直接聞いたことを元に「もしかしたら、～

～さん、すごく深く考えるタイプですか」と伝える例などがみられた。インタ

ビュイーは、このあと自分について多くの発話をしており、インタビュアーの

この発話は、話しやすい雰囲気を作りだすのに寄与したのではないかと推測さ

れる。このようにラポールの機能をもつインタビュアーの雑談は、インタビュ

イーを受容する、インタビュイーに共感する、インタビュイーに安心感を与え

る役割を果たしていると思われる。 

(2)共感喚起 

共感喚起は、インタビュアーが「自己開示」をしたり、「意見を述べ」たり「感

想を伝え」たりするといった刺激を与えることでインタビュイーの発話を促す

という機能をもつもので、インタビュイーが話したいと思っていることをイン

タビュアーが察して先取りして話し、それにインタビュイーが同調するかたち

で反応し、話す例が多くみられた。 

(3)親近感 

親近感に分類された「冗談を言う」は、このデータでは課題遂行型会話が続

いている中盤にみられた。今回のデータでは、インタビュイーが自分のことを

悲観的に話している際に出現しており、そのあと話題が変わり、インタビュー

の空気も変わっていることが観察された。「情報共有」は、インタビュイーの会

話にある店が出たときに、インタビュアーが「あ、そこ知ってます、最近混ん

でますよね」と反応し、情報を共有するなどの様相がみられた。 

なお、各機能の出現数は、ラポールが 12、共感喚起が 11 とほぼ同数で、親近

感が 6であった。 

表１インタビューにおける雑談の分析（インタビュアーの発話） 
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7.3 機能別インタビューにおける雑談の出現傾向 
 7.2 の観察・分析の結果を 7.1 と同様に、時系列のなかで、どのように出現し

ているかを可視化したのが、図 3である。 

赤紫色のラポールに関する雑談は、前半に多く出現している。つまり、ラポー

ルを獲得したうえで、課題の遂行を行っており、雑談が課題遂行型会話の前置き

の役割を果たしているといえよう。 
青紫色の共感喚起の雑談は、全体的に散らばっており、インタビュアーは意見

や感想を伝えたり、自己開示を行ったりすることで、常にインタビュイーを刺激

し、発話を促そうとしていると推測される。 
オレンジ色の親近感も全体を通して出現しているが、中盤の課題遂行型会話が

続いているときには、あまり出現していない。内容別では、「情報共有」は前半に、

「冗談を言う」は、中盤に打ち解けてきてから出現がみられた。 

                               

 
図３インタビューの会話の流れⅡ 

 
7.4 雑談にみる日本語会話の特徴 
 また、会話コミュニケーションの観点からインタビューにおける雑談をみると、

日本語の会話の特徴といわれる要素が多くあらわれていることがわかった。 水

谷(1993)では、日本語会話の特徴のひとつに、話し手と聞き手が共同で話を成立
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させるという会話の進め方があるとしている。これは、一人が途中まで話したと

ころで相手が続きを引き取り、話を完結させていくもので、テンポよく会話が進

行し、友人同士の楽しい会話などに多くみられるという。インタビューにおける

雑談でも、このように行っている以下のような会話がみられた。EEはインタビュ

イー、ERはインタビュアーを示す。 

 

EE：私香りフェチなんですよ。だから、スキンケアするとき、手抜きにならないんだと思う。 

ER：大切な時間になるわけですね。 

EE：リセットする時間というか。それは思います。 

ER：そこを死守するとしないではだいぶ違う。 

EE：だいぶ違うと思いますよ。香りで女性性を感じさせてくれる。 

ER：ああ、女性性が開放されて。 

EE：開放される時間ですね、とても。 

ER：義務でやられてる方って、やらなきゃってなると。 

EE：かえってストレスになっちゃう。リセットできない。 

ER：できないですよね。 

 

黄色部分をみると、共同で話を完結させていることがわかる。このように進行

する会話は課題遂行型発話よりも、雑談に多く見られた。また、話が弾んで、そ

のまま自然に本題の回答になることもあり、インタビュイーの話を自然に引き出

すのに寄与していると思われる。 

 

8. 研究結果・考察 
 今回、明らかになった結果と考察を以下にまとめる。 

(1)インタビュー中の雑談におけるインタビュアーの発話は、その内容から次の

３つに機能が分類される。すなわち、①インタビュイーを受け入れ、共感し、

あるいは安心感を与えることによって獲得するラポール、②インタビュアー

が自分のことを話すことによってインタビュイーを刺激する共感喚起、③心

的な距離を縮めることでもたらされる親近感、である。 

(2)どの機能をもつ雑談がインタビューのどこで出現するか、そのタイミングは

雑談の内容によって異なっていた。それぞれが異なる場面でインタビューを

スムーズに進行させたり、インタビュイーからより多くの発話を引き出した

りするなどの役割を果たしていると思われる。 

(3)雑談中にインタビュイーが本題（課題遂行型発話）を話し出すケース 

がみられたことから、雑談は、良好な関係性を構築・維持しながら、リラ

ックスした雰囲気をつくるという目的と課題の遂行をサポートする機能
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を果たしているといえる。 

(4)相手と協力しながら会話を成立させる日本語会話コミュニケーションの特

徴は、課題遂行型の会話よりも雑談に、より顕著にみられることから、イン

タビュー中の雑談には日常会話に近い側面があるといえるのではないか。 

以上のことから、インタビュー内の雑談の出現の様相や役割を明らかにするこ

とは、日常の日本語会話コミュニケーションの全貌を明らかにする一助となり得

ると考えられる。 

 
9. 課題 
今回はインタビュアーの雑談を中心に観察したが、インタビューにおける雑談

の様相の全貌をみるために、インタビュイーの発話もより詳細に観察・分析して

いく必要がある。それを行ったうえで、インタビューにおける雑談と課題遂行型

発話の関係を明らかにし、雑談の会話コミュニケーションにおける役割を明らか

にしていきたい。 
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Introduction 

 

The number of children growing up in Japan who need support with Japanese language has 

grown from 43,947 in 2016 to 50,759 in 2018, and there has been an overall increase in their 

numbers in the recent decade (MEXT, 2018). To support the language development and 

academic achievement of culturally and linguistically diverse children, educators need to be 

aware of the resources families of these children possess. These resources were termed funds of 

knowledge (Gonzalez, 2005). Besides, Cummins (1981, 2017) proposed that the mother tongue 

of bilingual children supports their learning of the second language. This proposition provides 

support to the overall argument that when children’s existing knowledge and background are 

incorporated into their (pre-)school learning, better learning outcomes can be achieved (Mary & 

Young, 2017).  

Funds of knowledge have been studied through collaboration with families (Gonzalez, 

2005). Gonzalez (2005) argued for the use of ethnography to gain detailed picture of the 

resources for learning available to children at home and in the community. I argue that family 

language policy framework (Spolsky, 2012) is one way to look at literacy practices and other 

funds of knowledge children are exposed to. This is partly because ethnographic methods, such 

as interviews and observations, are often employed in this research (e. g. Curdt-Christiansen, 

2009; Kopeliovich, 2013). Using such methods as well as focusing on one or more of the three 

components of language policy (ideologies, practices, management) allows the researchers to 

gain a more wholesome picture of the linguistic and cultural resources diverse families possess.  
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The growing number of culturally and linguistically diverse children in Japanese education 

system (MEXT, 2018) and the scarcity of studies about these families creates the need for more 

research into the family language policy of culturally and linguistically diverse children in Japan. 

In this paper I explore the practices component of the family language policy (Spolsky, 2012) of 

two Indian and two Kenyan families raising children in Japan.  

 

 

Literature Review 

I will first discuss the funds of knowledge that children have at home, then move on to talk 

about the common underlying proficiency that facilitates children’s learning of the second 

language, and finally I will talk about the family language policy framework.  

 

Funds of Knowledge 

According to the deficit approach, the reason behind culturally and linguistically diverse 

children’s underachievement at school is inadequate support at home, inadequate English 

language, inadequate literacy practices (Hogg, 2011). Based on funds of knowledge perspective, 

however, children’s home language and home culture are seen as resources that can be used to 

enhance learning in mainstream schools, so teachers are encouraged to scaffold learning by 

connecting what the children learned at home with what they learn at school (Gonzalez, 2005).  

Gonzalez (2005) studied funds of knowledge in Latino communities in Arizona concluded 

that “these homes and communities should be perceived primarily (…) in terms of the strengths 

and resources that they possess” (Gonzalez 2005, p. 5). The definition of the funds of knowledge 

by Gonzales is very broad. “We look for material clues to possible funds of knowledge in 

gardens (botanical knowledge?), patio walls (perhaps someone is a mason?), restored 

automobiles (mechanical knowledge?), or ornaments displayed (made by whom?) (Gonzalez 

2005, p. 9).  

There are multiple ways teachers can use children’s funds of knowledge to enhance their 

classroom learning.  Moll & Diaz (1987) found that students in low-level English reading classes 

were able to do much more advanced work, once provided with the strategic support of Spanish 

in making sense of text (Moll & Diaz, 1987). Mary & Young (2017) provide an example of a 

preschool teacher who created safe spaces for diverse children and supported their learning. One 

of the first questions the teacher asked parents was what languages are used at home, and she 
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strived to connect home language with preschool learning. Next, I turn to why maintaining 

mother tongue and building on it supports the children’s learning of the second language.  

 

Common Underlying Proficiency 

Allowing children to use their mother tongue at school or preschool supports their learning 

(August & Shanahan, 2006; Mary & Young, 2017). Therefore, it is vital to support the mother 

tongue of children. The place where mother tongue can be supported most is the family 

(Fisherman, 1990, Conteh and Riasat, 2014). For example, vocabulary acquisition is improved 

when children already know the concept in their mother tongue and transfer it to their second 

language, rather than when they learn the concept directly in their second language. Goodrich et 

al. (2013) found that children who learned the word first in Spanish and then in English 

performed better than those who learned the word in English only. Linguistic Interdependence 

Hypothesis proposed by Jim Cummins (1979) states that languages are not separate, but 

interconnected in our brain. The surface features, such as the two grammars and two vocabulary 

systems of the languages, for example Japanese and Russian, can be very different. However, 

while the surface features are separated, the two languages can be connected in our brain through 

a common underlying proficiency. Common underlying proficiency is an ability such as 

knowing how to decode letters (match letters and sounds), or knowing that reading is done in a 

linear fashion, etc. Due to the existence of the common underlying proficiency, knowledge of 

one language does not hinder, but rather enhances the development of another language. For 

example, Schwartz et al. (2007) found that early literacy in Russian (L1) facilitated decoding 

acquisition in Hebrew (L2) among Russian-Hebrew first graders.  

I have demonstrated that mother tongue forms the basis for learning the second language. 

The main factor that affects the development of mother tongue is the family. Parents’ beliefs and 

attitudes towards language strongly influence children’s language development (De Houwer, 

1999; Tannenbaum, Fogle and Logan-Terry, 2009). The loss of mother tongue throughout 

generations, or language shift, also happens in the family (Fishman, 1991). According to the 

language shift model (Fishman, 1991), the first generation of migrants speaks the language, the 

second generation is dominant in the local language, while their mother tongue is weaker.  

Finally, because the second generation cannot teach the mother tongue to their children, the 

heritage language of the family is lost within three generations. This is another aspect we can 

look at - more social than individual benefit of maintaining mother tongue.  
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Family Language Policy 

Spolsky (2012) views family language policy as one domain of language policy. As other 

domains, family language policy consists of three components: ideologies, practices, and 

management. Ideologies refer to what parents think about languages. Practices refer to how 

languages are used at home, which influences the amount and quality of input and interaction the 

child receives. Finally, management refers to the adjustment of language policy if it does not 

unfold as planned (Spolsky, 2012). 

Liu (2018) defines family language policy as “explicit and implicit planning of language 

use within family homes” (Liu, 2018, p. 13). Educators who know all of these factors can know 

more about the child’s linguistic environment at home, the type of learning that happens there, 

and be more equipped to scaffold children’s learning. I propose that family language policy 

framework may be a useful tool to explore the funds of knowledge. 

Family language policy has been studied for Chinese, Malay and Indian families raising 

children Singapore (Curdt-Christiansen, 2015), Japanese families in Australia (Oriyama, 2016), 

Chinese families in Australia (Curdt-Christiansen, 2009, 2013), Turkish families in the 

Netherlands (Bezcioglu-Göktolga & Yagmur, 2018), Russian families in Israel (Kopeliovich, 

2013) and others. In Japan, attitudes of Korean families raising children in Japan (Hanai, 2016) 

and Chinese families in Japan (Tomozawa, 2012) have been studied. These studies did not 

employ family language policy perspective. Studies using language policy to diverse families in 

Japan have been very few (Shi, 2014; Gaynor, 2018).   

Family Language Policy of Families in Japan 

There are few papers dealing with family language policy families with culturally and 

linguistically diverse children raising children in Japan (Shie, 2014; Gaynor, 2018). Shie (2014) 

conducted interviews and questionnaires with three Chinese, three Vietnamese, one Bangladeshi, 

one Egyptian, one Malaysian families. Seven of the families were teaching children to be 

trilingual (mother tongue, Japanese, English). They were doing this both for pragmatic reasons 
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and because they wanted the children to re-adapt to the education system in the home countries. 

One reason for that was that they would go back to their home countries after the parents’ study 

abroad period finishes (four families did not have clear plans for where they would be after 

graduation).   

Gaynor (2018) conducted an online survey with parents (total 108) from the United States, 

Australia, New Zealand, Ireland, and England raising children in Japan. Gaynor (2018) mentions 

the scarcity of resources for teaching English to children from these countries in rural versus 

urban Japan.  

Interviews with Kenyan and Indian Families Raising Children in Japan 

This paper explores the funds of knowledge (Gonzales, 2005) in two Kenyan and two 

Indian families raising children in Japan. Funds of knowledge were investigated through 

qualitative interviews with parents and analyzed using thematic analysis within the framework of 

family language policy (Spolsky, 2012). Knowing what learning happens in the homes of 

culturally and linguistically diverse children can empower children and families in pre-school 

(Mary & Young, 2018) and elementary school (Taylor et al., 2008). 

Interview Participants 

I interviewed either father only (Kenyan 1), or father and mother (Kenyan 2), or both 

parents with the child present (Indian families). Among the six children whose parents were 

interviewed, all attended schools for local children: three attended mainstream pre-schools, two 

attended elementary school, and one attended pre-school with English classes in Japan. 

Table 1: Interview Participant Families 

Participants Child’s Gender Child’s Age Child’s 
affiliation 

Kenyan 1 Father Male 
Male 

12 years old 
8 years old 

Japanese 
elementary 
school 
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Kenyan 2 Father and 
mother 

Male 
Female 

4 years old 
2 years old 

Japanese 
mainstream 
kindergarten 

Indian 1 Father, mother, 
and child 

Male 5 years old Japanese 
mainstream 
kindergarten 

Indian 2 Father, mother, 
and child 

Male 5 years old Japanese 
mainstream 
kindergarten 

Data Collection 

The interviews were conducted individually with each family and lasted around one hour. 

Members of the same family were interviewed together. All interviews were conducted in 

English and audio recorded. I used semi-structured interviews, where questions were prepared, 

but I changed the order of the questions depending on the natural flow of the participants’ 

answers. I started the interviews with a warm-up asking how the children are feeling in the 

kindergarten or school, then proceeded to asking which languages, how and why the parents 

want the children to know or are currently teaching to children. This allowed me to learn about 

the ideologies (which languages and why) and practices (how) of family language policies. I 

used responsive interviewing technique (Rubin & Rubin, 2005).  

I interviewed a total of nine families. In this paper I will focus on the four families, which 

are united by the theme that emerged from the interviews (I will elaborate on it in the analysis 

section).   

Data Analysis 

The recordings were fully transcribed. Then I went through the data, identifying themes. 

For example, an excerpt “She tries to teach him every day for almost an hour” would make a 

theme “mother teaches English regularly”. After that I categorized themes (e. g. all themes 

related to teaching English) and compared categories (e. g. I asked myself if themes can be 

grouped or re-grouped). I went through the themes again to see if there is any other information 

that can be tagged in each theme. After doing this process for each interview individually, I 
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copied and pasted themes in a separate file and compared the themes across the participants. 

Similar themes were made into larger categories.  

Results 

The themes most related to school learning were “Catching up with the home country 

school”, “Learning at home” and a related theme “Catching up with the local school”.  These 

subthemes can be united under umbrella theme “Lessons at home”. The scripts demonstrate what 

the parents do to help children’s learning at school or pre-school. These can be referred to the 

practices component of family languages policies in these families. The funds of knowledge 

appearing in such practices can be used to facilitate children’s learning at school. In the transcripts, 

F stands for “father” and M stands for “mother”.  

Catching up with the preschool in the home country 

This theme emerged in Indian 1 family and Kenyan 2 family raising children in Japan. In 

Indian 1 family, the son was five years old. The parents were planning to send him to an English 

medium school in India when they go back. They were actively teaching him English and 

subjects in English, such as math, Hindi, etc. He knew the English and Hindi alphabets and could 

count in English.  

Indian 1F: When we are visiting (India), yeah. We buy the course books for the next year. Like 
he`s now, he is 5 years, books for that grade in India. And we try to finish those books, following 
the course recommended in the schools. (…) She tries to teach him every day for almost an hour, 
so. Like if you don`t like some day, he will say “I do not want to study the Maths” – then okay, 
let`s switch to Hindi. Like this. 

Some of the minor themes concerning how they are teaching emerged: they buy texts in 

India, they try to catch up with the same grade in Indian school, and the home lessons would 

happen every day, while the child may choose the subject he is taught.  
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Kenyan 2 family, whose children were four and two years old, were also trying to catch up 

with the preschool curriculum in their home country. They mentioned that they wanted to make 

sure the children are not falling behind in the school curriculum.  

Author: Oh, so you are teaching them alphabet already? 
Kenya 2F: Alphabet and numbers. And pictures. Apple, banana. 
Kenya 2M: And shapes. (…) (laugh) Yeah, evenings we do, we do. We try to teach them 
because back in Kenya, the older one went to school and he really learned a lot so..., but when he 
came back here, he forgot most of the things he learned, so another time we went back, and went 
back to school again and the teacher was like saying “he`s lagging behind”, so we made effort to 
continue to teach them.  

We can see similarities in Indian 1 and Kenyan 2 families in that the parents tried to teach 

the children at home so that they catch up with the home preschool curriculum.  

Learning at Home 

Indian 2 family also performed regular learning with their five-year-old son growing up in 

Japan and attending Japanese kindergarten. 

Indian 2F: We play with him together, for example his mother or I will try and teach him. Read 
and write English, I mean we just have those lessons.  
Author: So you do reading?  
Indian 2M: Yes, at home. Whenever he is not tired and we have some time, erm.  
Author: So usually after kindergarten, right?  
Indian 2M: Yes.  
Indian 2F: Sometimes after dinner, usually. Usually, after dinner. Before he goes to sleep, we try 
put in a small session, where we just count or do something. And sometimes over the weekends.  

Literacy practices in English as well as counting, probably along with other learning, were 

happening at the “learning sessions” in Indian 2’s home.  

Catching up with the mainstream school 

This theme appeared only in one interview due to the fact that children in other 

participating families did not go to elementary school. However, this theme can be related to the 

previous ones because it refers to more formal learning at home.  
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Kenyan 1, father of twelve and eight-year-old sons growing up in Japan, shared how he 

uses translation from Japanese to English, along with explanations, to make the school 

curriculum more accessible to his older son. The excerpt describes learning with the older son, 

while helping the younger son was mostly monitoring whether he did his homework.  

Kenyan 1F: (laugh) I always have to try to explain again. (…) So in this case I have to explain to 
him again in English, and he always goes like “Oh, that`s what you mean!”, and then he tells me 
what the teacher said, it`s like he`s translating, he`s switching on and off between the 2 
languages. So I explain to him this in English, then once he understands what I`m saying, then 
he, he kind of clicks “that`s what sensei was saying in Japanese”, so he didn`t get it because of 
the language rather than because of the concept. Yeah. 

The results suggest that together with attending mainstream educational facilities, the children in 

the study engaged in significant learning at home. This learning constitutes important funds of 

knowledge that can be used to connect learning at home with learning in mainstream schools. 

Additionally, the results show that the children were assessed and taught not only by the teachers 

in the pre-schools and schools they attended, but also if not more so by parents based on the 

curricula of the schools in their home countries.   

Conclusion and Further Research 

The funds of knowledge perspective leads us to viewing culturally and linguistically 

diverse children in terms of what they have rather than what they do not have. In this study I 

used family language policy framework to explore the funds of knowledge and literacy practices 

of Kenyan and Indian families in Japan. I found that at home participants were teaching children 

to read and write in English, taught them the curriculum equivalent to that of their home country 

preschools, and translated the school material into English to facilitate learning. I argue that such 

home learning can be used to enhance learning at schools. Further research should focus on 

family language policies of a bigger number of diverse families raising children in Japan. 
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東京 2020 大会と言語レガシー‐コロナ禍の中で- 
Tokyo 2020 Games and Language Legacy - In the COVID-19 pandemic– 

 
清水泰生 同志社大学 

Yasuo Shimizu Doshisha University 
西野沙織 日本語談話会 

Nishino Saori Nihongo danwakai 
岡本夏美 日本語談話会 

Okamoto Natsumi Nihongo danwakai 
 

1．はじめに 
2020 年 3月コロナ禍において東京 2020 大会が延期。2021 年 5 月 1日現在、

東京 20201大会が開催されるかどうか非常に怪しくなっている。無観客、日本人

観客だけの開催、最悪の場合中止など言われ、経済等の損失も大きいと言われる。

東京五輪開催、中止になった場合、レガシーとして何が残るのかについて考えた

いと思う。 
 
2.レガシーとは 
レガシーとは、「社会的遺産」（ソーシャル・キャピタル）・文化的財・環境財

のことである。 
2002 年、オリンピック憲章に「To promote a positive legacy from the Olympic Games 
to the host cities and countries（オリンピックの開催都市ならびに開催国に遺産を

残すことを推進する）」と書き加えた。これが五輪のレガシーである。 
 
2.1 IOC のレガシー 
 

IOC が 2013 年に発表した『Olympic Legacy Booklet』によると以下のレガシー

がある。 
 

●Environmental Legacy（環境レガシー）：Urban revitalisation（都市の再活性

化）、New energy sources（新エネルギー） 
●Urban Legacy（都市レガシー）：A new look（新たな景観）、On the move（交通

基盤） 
●Economic Legacy（経済レガシー）：Increased Economic Activity（経済成長） 

 
1 東京五輪 2020 と東京パラリンピックを合わせて東京 2020 と呼ぶ。 
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●Spoting Legacy（スポーツ・レガシー）：Sporting venues（競技施設）、A boost 
to sport（スポーツの振興） 
●Social Legacy（社会レガシー）：A place in the world（世界の地域）、 

Excellence, friendship and respect（友好と尊崇）、Inclusion and Cooperation（包括

と協力） 
五輪が、これらのレガシーが残せるように今後取り組むということである。 

 
2．2 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会のレガシー 
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会は、「東京 2020 アク

ション＆レガシープラン 2016」でレガシーを残すための取り組みとして「スポ

ーツ・健康」、「街づくり・持続可能性」、「文化・教育」、「経済・テクノロ

ジー」、「復興・オールジャパン・世界への発信」の 5 つの柱を挙げている
2。 

 

2.3 東京都のオリンピック・パラリンピック準備局が策定した「大会後のレガ

シーを見据えて」 
東京都のオリンピック・パラリンピック準備局も五輪後のレガシーについて

以下のことを策定している。 
 

1．競技施設や選手村のレガシーを都民の貴重な財産として未来に引き継ぐ。 
2．大会を機にスポーツが日常生活にとけ込み、誰もが生き生きと豊かに暮らせ

る東京を実現 
3．都民とともに大会を創りあげ、かけがえのない感動と記憶を残す。 
4．大会を文化の祭典としても成功させ、「世界一の文化都市東京」を実現す

る。 
5．オリンピック・パラリンピック教育を通じた人材育成と、多様性を尊重す

る共生社会づくりを進める。 
6．環境に配慮した持続可能な大会を通じて豊かな都市環境を次世代に引き継

ぐ。 
7．大会による経済効果を最大限に生かし、東京そして日本の経済を活性化さ

せる。 
8．被災地との絆を次代に引き継ぎ、大会を通じて世界の人々に感謝を伝える

とする。 
 

2 詳細については『Tokyo2020 アクション＆レガシー』 

https://olympics.com/tokyo-2020/ja/games/games-legacy/ 
参照 
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そして、「多様性と調和」をテーマに、LGBT への偏見・差別解消、パラリン

ピックによってバリアフリーの浸透やノーマライゼーションが広まることも期

待されるということである。 
しかし、1、2、4、6、7 については、現在、コロナ禍でレガシーどころでは

ない。8 についても被災地の復興は完全に遂げられないためこれも難しい3。そ

して「多様化と調和」に関しても、森前会長の女性差別発言などであげたこと

とほぼ遠いように思われる。    

 

3．現在までの東京 2020の流れ 

コロナ禍で開催が揺れている 2021 年 5 月 1 日現在までの五輪、パラリンピッ

ク、それから学術、言語を中心とした経緯を述べると以下のとおりである。 

 

2013 年 9 月 7 日東京 2020 開催決定 
2014 年 9 月 13 日スポーツ言語学会創始 
2016 年総務省のグローバルコミュニケーション 
2019 年 11 月 1 日前後、マラソン、競歩札幌へ開催地を移転し混乱した問題 
2020 年 3 月 24 日コロナ禍のため延期決定 
2020 年 10 月 22 日、本間龍氏が五輪開催中止について言及 
2020年 10月 20日 IOCモナコ会議（2021年 2月開催：The IOC World Conference 
on Prevention of Injury & Illness in sport ）11 月に延期 
2021 年 3 月 5 日 IOCブタベストワークショップ（2021 年 4 月開催：the 12th 
Advanced Team Physician Course）11 月イスタンブールへ開催日、開催地変更 
2021 年 2 月森会長の女性発言問題 
2021 年 3 月 20 日外国人観光客受け入れ断念 
2021 年 3 月 25 日聖火リレー開始 
 

東京 2020 が決まってもさまざまな問題が噴出し大変であった。本間龍氏につ

いては、後で述べるが、新国立競技場のスタジアムの問題、大会エンブレム問題、

竹田 JOC会長（当時）の五輪開催招致賄賂疑惑が起こり、東京 2020 ボランテイ

ア無償問題があげられる。 

マラソン、競歩が札幌へ開催地が移転になり暑さ対策の舗装道の整備費が無

駄になり負のレガシーを残した。このあと、年が明けてコロナが猛威を振るい、

2 月中旬ごろから開催が危ぶまれた。結局 3 月 24 日東京 2020 が 1 年延期になっ

 
3 3 については 2021 年 5 月 1 日、現在東京 2020 が開催されるかどうか分からない。5 については正のレ

ガシーとして残るだろう。 
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た。そして、2020 年 4 月 7 日東京に緊急事態発令（2020 年 5 月 6 日まで）、2020
年 10 月 20 日、翌年 2 月開催の IOC主催のモナコで行われる医療会議が 11 月に

延期になり、その同時期に本間龍氏が東京五輪中止について言及して、東京 2020
が開催されるかどうか怪しいと言われ始めた。2021 年 1 月 7 日東京に 2度目の

緊急事態が発令（2021 年 3 月 21 日まで）、日に日に開催かどうかが問題となり、

更に森会長（当時）女性蔑視発言が国内外に問題化して辞任、コロナ禍のもとで

3 月 20 日東京 2020外国人観戦客断念、そして、コロナ禍にもかかわらず聖火リ

レー開始、4 月 25 日 3度目の緊急事態が発令したにも関わらず、5 月 1 日現在、

聖火リレー継続、東京 2020 開催に向けて進行中である。なお、本間龍氏などは

コロナ禍前から「早急に東京 2020 大会中止を」と強く主張している。 
 

4．東京 2020 の問題（2020 年 1 月からのコロナ禍の状況まで） 
上記にも述べたが東京 2020 について本間龍氏は次の問題点を指摘した4。 

•ボランティアは無償である5 。  
•開催時期が猛暑の夏に行われる。選手、ボランティア、観客の健康問題が懸念

される。猛暑の開催は、五輪放映権のアメリカメディア NBC の意向が関わって

いる。 
•日本の大手 5紙（日本経済新聞、朝日新聞、毎日新聞、産経新聞、読売新聞）

が、オフィシャルペーパーである。よいことしか記事に書けない 。 
•2013 年の IOC の五輪招致会議（第 125次総会）の時に当時の首相が「福島の原

発の放射能がアンダーコントロールしている」と述べた。そして、首相、会長、

組織委員会等が、東日本大震災から東北は復興のあかしとして復興五輪と言っ

ているが、復興しているとは言えない。 
•開催費用は約 7000億円の予定だったが１兆円ゆうに超えている。 
•コンパクト五輪を目指すと言ったがこれまでの経費を見るとそうとは言えない。 
•電通に大会運営のかなりの部分を頼らないといけない6。 

•大会エンブレム問題、2018 年竹田恒和氏当時の JOC会長の五輪開催招致賄賂疑

惑等の問題が起こった 

本間龍氏が述べた以外に「3．現在までの東京 2020の流れ」のところでも述べ

たが新国立競技場のスタジアムの問題（開催後、球技専用にするか併用か）等、

多く問題がある。 

 
4 「本間龍「東京五輪開催は 99％あり得ない。早く中止決断を」」、本間（2018）、ユーチューブ一月

万、「【ニッポンの崖っぷち】五輪は中止だ！巨額負担と負のレガシー（本間龍×山岡淳一郎）」より 
5 小林（2020）によると、1964 年の東京五輪は、学生通訳は有給であった。 
6 「電通の最大イベントが「五輪」、組織委は電通に頼るのが前提に」を参照 
https://www.news-postseven.com/archives/20200625_1571656.html?DETAIL 
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5．東京 2020の経費 

では、東京 2020 の経費（コロナ禍まで）東京 2020 は一体いくらかかったの

か。2019 年 12 月 4 日、会計検査院は、平成 25 年度から 30 年度までの 6 年間に

国が支出した東京 2020関連経費が「1兆 600億円」に上ったと指摘した。東京

都は、2018 年 1 月に、大会組織委員会が公表した東京都が負担する約 6000億円
の他に、「大会関連経費」約 8100億を計上していると発表した7。 

「大会関係経費」の内訳は、バイアフリー化や多言語化、各種ボランティアの

育成・活用、教育・文化プログラムなどや都市インフラの整備（無電柱化等）観

光振興、東京・日本の魅力発信などである8。 
以上見てみると東京 2020 の総経費は 3兆円を超えコンパクトな大会とは言え

ない。しかし、巨額である東京都の「大会関係経費」は、文化プログラムや都市

インフラの整備等は有益なレガシーとして残るので、経費のすべてが使いすぎ、

無駄遣いとは言えないであろう。 

６．清水（2015）プリンストン大での発表『オリンピック日本語会話』（テキス

ト）構想 

 こういう東京 2020 の問題が噴出している中、言語に関するレガシーは、進ん

でいった。清水（2015）は『オリンピック日本語会話』構想について紹介した。 

東京オリンピック 2020 に訪れる外国人は短期間だけ日本を訪れる人が多い

ので、日本語をじっくり勉強する人ではない。だから、日本語教育は、観光日

本語の一つであり、テキストは場面シラバス中心のテキストになる。 

『オリンピック日本語会話』の内容は以下のことになる。 

『オリンピック日本語会話』は電子版であり、仮名とローマ字表記、英語訳が付

いたものを優先的に作成し、できれば中国語、ハングル語、タイ、ベトナム語、

フランス語、ロシア語訳版等を作っていくことになるであろう。 
内容は以下のとおりである。 

 
1 ．ひらがな 

 
7 なお、大会組織委員会の負担額は約 6000 億円である。 
8「東京オリンピック 「３兆円」のレガシー（未来への遺産）次世代に何を残すのか」 

https://blog.goo.ne.jp/imssr_media_2015/e/683685ca8e5940aa704b658cc6250ffd より 
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2 ．カタカナ 
3 ．町で見る漢字 
4．数字、年、時間、値段、天気 
5． あいさつ（例：こんにちは） 
6．日本人がはやく話し過ぎる場合（例：ゆっくり話してください） 
7．一般的な質問と応答 （例：～ですか？→「はい、～」「いいえ、～」） 
8．道、場所をたずねる。（例：～どこですか） 
9. お願いをする（例：～してください） 
10．レストランで（例：パンとコーヒーをお願いします） 
11．ホテルにて（例：今日宿泊の予約をしているトムです） 
12．乗り物に乗る（例：タクシーに乗る：～までいくらですか） 
13．買い物する（例：デパート：これください）  
14．緊急・トラブルに直面する（例：病気の場面：～が痛い） 
15 オリンピックスタジアム、競技会場にて 
16．主要なオリンピック種目の用語等(例：陸上競技：ホームストレート) 
（清水（2015）を一部修正） 

清水（2015）はこれをオリンピック前に作成するのが目的と述べた。しかし札

幌へマラソン開催地移行等修正が余儀なくされ、海外からの観戦客が来なくな

ったので『オリンピック日本語会話』は中止になったが、途中まで作成した電子

データーが 2025 年の大阪万博に受け継がれる。そのことについては後で述べる。 

7．スポーツ言語学会の設立 
東京 2020 開催決定を機にスポーツ文化を豊かにしようとスポーツと言葉の研

究をすすめていくために 2014 年 9 月にスポーツ言語学会が設立された。現在、

スポーツ言語学会は、年に 1回大会、年に 1回研究会を開催している。しかし、

スポーツと言葉のコラボレーションの学問分野はアメリカ、欧州、豪州にいくつ

かあると思われるので、それらの学問の発掘と日本へ普及することが必要であ

ろう。 

8．東京 2020 の落とし穴 
東京 2020 で日本語教育、他言語教育を進めているが次のことが、問題点とし

て浮かび上がった。 
① オリンピックしか頭に入っていない。パラリンピックはあまり考慮してな

い。 
② 東京 2020 の後のイベントについてほとんど考えていない。 
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以下のイベントは東京 2020 の後で行われる予定のイベントである。 

2022 年 5 月ワールドマスターズゲームス関西

2025 年 5 月～11 月大阪万博 
2026 年 9 月下旬アジア大会、愛知県、名古屋 
清水（2019）が述べるように以下のイベントが開催されてもおかしくないで

あろう。

ユニバーシアード（1995 年福岡大会以来なし）

世界陸上（2007 年大阪大会以来）

ワールドカップ（2002 年以来）

ワールドゲームズ（2001 年以来）

ユースオリンピック（日本は未開催）

2030 年札幌冬季五輪？

ユニバーシアード、ワールドカップサッカー、ユース五輪は立候補もしてお

らず、世界陸上は世界陸連コー会長が誘致を希望したのみであり、2030 年札幌

冬季五輪は、まだ立候補していない。しかし、それらは、今後開催される可能

性があるのでそれらを見据えた言語政策、テキスト等のツール開発、外国語教

育等を行わなければならない。清水（2019）で述べているように 参加選手の

規模は五輪 12000 人、パラリンピック 6000 人、それに対して東京マラソンの

外国人ランナーは 6400 人、名古屋のアジア大会は、参加選手は 1万人くらい

である。それから、大会期間は五輪、パラリンピック合わせて約 1 か月、それ

に対して万博は約 6カ月である。 
清水（2019）で述べているように東京 2020ばかりフォーカスしてはいけな

い。その先を見ながら言語政策、言語活動をしないといけないであろう。

9．コロナ禍の東京 2020 
コロナ禍の 5 月 1 日現在、コロナ禍での問題になっていることは以下の点で

ある。

•外国人客が来日なし

•医療ひっ迫（1万人の医師確保をどうするのか）

•メディア報道大手新聞 5紙（日本経済新聞、朝日新聞、毎日新聞、産経新聞、

読売新聞）はスポンサーなので中止や批判が強く書けない。
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•聖火リレーは、海外メディア等で不評である。 
•ボランティアの大会直前のコロナ対策は不安である。 
•強行開催か中止か、開催ならば無観客か人を入れるか？ 
•日本在住民の健康、来日外国人（アスリート、コーチ、役員、メディア関係者）

の健康の安全が確保できるのか。 
•各競技種目代表選手選考会ができるのか。 
 
10．東京 2020 後の負のレガシー 
 東京 2020 後の負のレガシーが予想されるのは次のことである。 

•延期になったことにより新たに 2940億円必要。予算総額 1兆 6440億円に上る

（2021 年 1 月 16 日朝日新聞）。 
•新国立競技場を東京 2020 の後、球場か陸上競技場かコンサート会場に利用でき

るかどうか。また、新国立競技場を維持ができるかどうか。東京・江東区辰巳の

東京アクアティクスセンター、辰巳・国際水泳場も東京 2020 後も維持ができる

かどうか。 
•直前キャンプ地、ホストタウンのキャンセルが続出。自治体が大赤字になる。 
•海外からの観戦客がなくなって、ホテルなどの宿泊地が大赤字必至 

これらは巨額の負のレガシーになるであろう。 

11．東京 2020 が日本にもたらす正のレガシーとは…。それは言語、文化レガシ

ーである。 
東京五輪の正のレガシーとは何か。 
長野オリンピックにおける「一校一国運動」で生まれた精神が東京五輪にも引

き継がれつつある。「一校一国運動」とは学校一校が一つの国を応援するという

運動である。その結果、次のことがレガシーとして残った。 
 

•自文化や多文化に関心を持つきっかけになる 
•交流の際に言語が果たす役割の大きさに気付く 
•世界には英語以外にも様々な言語があるという意識が生まれる9 
 
それから、多言語共生社会の構築もしている。構築の内容は以下のとおりであ

る。                
 
•交通機関での多言語使用 

 
9詳細については 165 号特集ワーキンググループ（2016）参照 
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•道路標識の日英 2 言語使用、分かりやすさの向上 
•宿泊施設での多言語使用 
•飲食店におけるメニューの多言語使用、宗教への配慮 
•多言語音声翻訳システム等、ICT の開発10 

これも正のレガシーである。これ以外にやさしい日本語の普及、使用も進んだ

ことも正のレガシーであろう。 

それから、清水（2015）のもとに作成中だった『オリンピック日本語会話』の

電子のデーターが『大阪万博日本語会話』（電子版）に受け継がれ、それに新し

くデーターを加えて 2024 年末完成を目標に現在進めている。 

12．まとめ 

2021 年 5 月 1 日現在、東京 2020 を開催するかどうかで揺れている。東京 2020
が中止になっても全く正のレガシーがないことはない。ICT、機械翻訳、多言語

表示、やさしい日本語などが進んだ。これは新幹線、東名高速道路などのインフ

ラがレガシーと残った東京五輪 1964 のレガシーと違うところである。それから、

清水（2015）の『オリンピック日本語会話』も別の形で実現しそうである。これ

らの素晴らしい正のレガシー（言語レガシー）があることを誇りに思い、世界、

日本にとっての最善の道を進むべきであろう。 
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一定時間内での発話練習とその指導方法 

SPEAKING PRACTICE WITHIN A CERTAIN PERIOD OF TIME AND ITS TEACHING 
METHOD 
塩澤聖也 

Seiya Shiozawa 
専修大学大学院修士課程 

Senshu University  
１． はじめに 

 本論文では、マリ語を母語とした日本語学習者の音声指導について、実践報告

という形で記す。今回の音声指導は、ロータリー米山奨学金の課題をこなすため

に指導した。その課題とは一定の時間内に日本語でまとまった発話をすることで

ある。その際に、日本語で自分の将来のことや、学習の状況、なぜ日本へ留学し

たのかなどの内容を考えたり、全体の構成を考えたりすることで、日本語学習者

が必要とする日本語の能力を補いながら学習することができる。また、口頭で自

己表現をするにあたり、時間内に話すこと、日本人のような発音で話すこと、話

速を調節するといった学習ができるようにオリジナルのボイスサンプルを使用し

た。今回は日本語の原稿をプロのナレーターに読んでもらい、それをそのまま話

すように注意させ、学習者に取り組んでもらった。これにより日本語母語話者の

ように話速やポーズ、発音などの声のコントロールができるようになると考え

る。 

 

２． 先行研究 

 

２．１． ボイスサンプルについて 

 ボイスサンプルとは、声優が名刺代わりに使用する声の特徴や、 なにを演じる

ことが出来るかといったものを示すために収録する声のサンプルのことである。 

今回の日本語の指導にあたり、音声を何度も聞かせ、そっくりそのまま話せる

ようにする指導法として、このボイスサンプルを使用したものがある。ボイスサ

ンプルとは王(2018)によると「「声」を仕事としているナレーターや声優、アナウ

ンサーなどが自分の声や表現力を伝える、広報活動のための音声データである。」

とある。これを日本語教育に応用し、「日本語学習者の音声上の問題点である特殊

拍、ポーズ、イントネーションなどから発展させ、表現力全般にかかわる速さ、

強さ、ポーズといったプロミネンスに関わるパラ言語情報について学習者が効率
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的に習得できる指導法」を提案している。 

また王、大塚(2017)でもボイスサンプルを使用するにあたり、基本手順として

は以下のようなことが考えられると述べている。 

a. 原稿の選定（何本も番組、CM 等を見て、聞く）

b. 原稿の作成（決定した内容を何度も聞き、文に起こす）

c. 原稿のチェックを受ける（教師が修正する）

d. ボイスサンプルとしての構成を考える（種類の異なる表現を選択する）

e. 読みの練習をする（教師が特殊拍、アクセント、および表現を指導）

f. 録音する

g. 録音を聞く

h. 作品にまとめ、発表する

２．２． 音声研究 

日本語学習者のポーズの研究として、石崎(2005)では英語、フランス語、中国語、

韓国語を母語とする日本語学習者は「日本語母語話者の音読と比較すると学習者の

発話は、発話節が短い、左枝文でのポーズの頻度が高い、文節内でのポーズの挿入、

文末のポーズの欠落がみられる、文末のポーズが短い、という共通した特徴が観察

された」と述べている。また、その原因として「学習者の流暢性に対する誤った信

念」があることや「学習者の発話をコントロールする能力」の有無、助詞の習得の

難しさが意味のまとまりを判断するため、その習得が困難な場合は助詞の前でポー

ズを挿入してしまうといったことも原因に挙げている。 

 また、日本語学習者の話速の研究として高村(2014)では「スピーチ活動では、内

容、構成が非常に優れていたとしても、聴衆者である日本語母語話者には「学習者

の言っていることは分かるが聞きにくい」、「自然な感じではないので、聞いている

と疲れる」などと「聞きやすさ」の点でマイナスに評価されることが多々ある。」と

してマンツーマンで 20 分ほどの指導をしたところ「指導後は聞きやすいという評

価を得られるようになった」と述べている。また、ポーズを指導すると聞き手に聞

きやすいという印象を与えることも述べられている。その調査の方法として、日本

語母語話者にポーズが出現したほうがいいところを確認し、そこにポーズを出現さ

せるように指導した。これらの指導から「聞きやすい」と評価されるようになり、

ポーズは聞きやすさに関係していると思われる。 

日本語の話速やポーズを調査したものもある。それはニュースの話速やポーズの

研究で杉藤(1986)では「ニュースの伝達には休止時間の配慮が必要である」ことや
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「よく練られているかどうかということ以上に読み手の音声表現力にかかってい

る」といったことが述べられている。また、「重要部分に時間をかけ、末尾の無意味

なひきのばしを避ける方がよい」というように発話に関しては伝え方重要であるこ

とが示されている。さらに、「方言イントネーションの影響により強調部分が生か

されにくい例もあった」としている。このことから、方言での発話は強調したいこ

とが分かりにくいことがわかるが、方言がなければ強調される場所が分かりやすい

とも考えることができる。 

３． 調査 

３．１． 調査対象 

マリ語を母語とし、フランス語を第二言語として習得している本大学の学生 1 名

を対象に、オリジナルのボイスサンプルを作成して指導した。その際に音読した原

稿を、音声分析ソフト praatを使用し調査、分析を行った。名前等が記載されてい

る箇所があるが、本人からの使用が許されたためそのまま使用している。 

３．２． 調査方法 

調査方法として以下のような手順で行った。 

１）長めの文章を音読してもらい、1 分の話速を計測する。文字数ではなく、拍

数でカウントし、実際に話すことができる拍数で原稿を作成する。

２）学生が原稿を作成する。その後、学生が書いた原稿を添削し、内容や構成を

練る。今回は声をコントロールすることを目的にしているため学生が発音し

にくいところをある程度修正したが、発音練習が目的になる場合は上手く発

音できない言葉も用いることができる。 

３）実際に音読し、原稿内容や語彙、文章の長さ等を修正する。

４）原稿を日本語母語話者が音読し、録音する。

５）日本語母語話者が音読したものを、学習者に渡し何度も聞いたり話したりす

る練習を行うように指示する。また、その際に母語話者のボイスサンプルを

まねするように注意を促す。 

６）学習者が音読したものを録音する。直接指導できることが望ましいが今回は

学習者自らが修正を繰り返し、日本語母語話者同様に話せるようになるため、

学習者の表現と日本語母語話者の表現の違いを認識できるように注意した。 
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３．３． 調査結果 

まず、発音とアクセントについての調査結果を示す。（図は一部を掲載） 

なお、男性のため、praatは 50～400 の周波数でとった。intensity(dB)は黄色い

波形、pitch(HZ)は、青い波形で示されている。 

図 1 日本語母語話者のボイスサンプル 「2年の」 

図 2 学習者 1回目 「商学部マーケティング学科 2年の」 
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図 3 学習者の練習最後の録音 「専修大学マーケティング学科 2年の」 

 
図 4 日本語母語話者のボイスサンプル「マリ共和国から」 
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図 5 学習者 1回目 「アフリカのマリ共和国から参りました」 

 

図 6 学習者の練習最後の録音 「アフリカのマリ共和国から」 
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発音に関しては初期の段階では、【ｔ】（た）や【ｄ】（で）、【ｎ】（ん）、【ɾ】（れ）

の歯茎音が発音できず、母音が続いたようなはっきりとしないものだった。しかし、

練習を繰り返すことで、子音の発音が改善がされた。【ｔ】の発音は録音をする前の

段階から改善されていた。歯茎音は学習者自身も苦手意識があったため意識して直

そうとし、その結果改善された。さらに、【ｂ】(ぶ)や、母音の欠落があった

(【kʲo:ɰakokɯ】)の「う」の発音などは意識していないものだったが、練習を重ね

るにつれ発言できるようになった。また、長音化して発音しなければならない「共

和国」といった言葉も改善された。 

アクセントでは、若干ではあるが、インテンシティーやピッチが日本語母語話者

のように抑揚がつけられていた。一方で、インテンシティーが強くかかる「たっく

さん」という表現では母語話者の表現を嫌がり、「たくさん」という発言をしている

結果になった。 

次にポーズの調査結果である。ポーズは日本語母語話者が学習者の原稿を音読し

た際のボイスサンプルを基に促音を除いた、息継ぎ、句読点、インテンシティーが

表れる場所等 0.11 ㎳以上の時間があるところをポーズとした。その際の話速も調

査した。 

表１ 日本語母語話者のポーズ 

 

発言番号 発言 ポーズ 話速

1 専修大学商学部マーケティング学科2年の 0.246 3.102

2 ケイタシェイクブーバーカーです。 0.860 1.893

3 アフリカのマリ共和国から参りました。 1.134 2.491

4 マリ共和国は西アフリカにあり 0.229 2.150

5 サハラ砂漠があります。 1.260 1.460

6 日本まで飛行機で23時間かかります。 1.168 3.177

7 私は身長が203センチあるので 0.541 2.632

8 高校のバスケットボールの先生にスカウトされて 0.342 2.882

9 日本に留学しました。 1.111 1.306

10 今は大学の寮に住んでいます。 1.237 1.958

11 マリにいたころから 0.169 1.443

12 日本に興味がありましたが 0.487 1.776

13 自分の国と食べ物が全っ然違って驚きました。 1.120 4.759

14 特に自分の国では手で食べていたので 0.436 2.657

15 箸を使うのが大変でした。 1.374 1.813

16
自分はイスラム教徒なので豚肉が食べられませ

ん。
1.168 3.093

17 でも 0.404 0.396

18 日本は魚が 0.152 1.237

19 たっくさんあるので 0.279 1.250

20 おいしいと思います。 0.993 1.292

21 以上です。 0.724
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表２ 学習者 1回目の録音時のポーズ 

 

発言番号 発言 ポーズ 話速

1
商学部マーケティング学科2年のケイタシェ

イクブーバーカーです。
0.875 2.957

2 アフリカのマリ共和から参りました。 0.927 2.123

3 マリ共和国は、 0.978 0.887

4 西アフリカにあり、 0.157 0.897

5 サハラ砂漠があります。 1.004 1.224

6 日本まで飛行機で23時間かかります。 0.858 2.365

7 私の身長2メートル 0.539 1.313

8 3センチあるので 0.303 0.886

9 バスケットボールの 0.250 0.890

10 先生にスカウトされて 0.458 1.246

11 日本に留学しました。 1.419 1.230

12 今は 0.110 0.312

13 大学に 0.150 0.470

14 住んでいます。 0.891 0.803

15 マリに 0.273 0.596

16 いたころから 0.604 0.708

17 日本に興味が 0.345 0.939

18 ありましたが 0.891 0.582

19 自分の国と 1.581 0.883

20 食べ物が全然違って驚きました。 0.805 2.298

21 特に自分の国と 0.283 1.193

22 自分の国で手（で）食べていたので 1.764 1.541

23 箸を使うのが大変でした。 0.603 1.281

24
自分はイスラム教徒なので豚肉が食べれ

（ら）れません。
1.030 2.530

25 でも日本は 0.728 0.712

26 さかなが 0.074 0.468

27 たくさん 0.124 0.375

28 あるので 0.124 0.482

29 おいしいと思います。 0.083 0.942

30 以上です。 0.498
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表３ 学習者の練習最後の録音時のポーズ 

 

発言番号 発言 ポーズ 話速

1 専修大学マーケティング学科2年の 0.111 2.155

2 ケイタシェイクブーバーカーです。 0.697 1.345

3 アフリカの 0.300 0.689

4 マリ 0.300 0.334

5 共和国から 0.115 0.912

6 参りました。 0.701 0.555

7 マリ共和国は、 0.534 0.992

8 西アフリカに 0.141 0.818

9 あり 0.505 0.291

10 サハラ砂漠が 0.115 0.959

11 あります。 0.995 0.482

12 日本まで 0.237 0.587

13 飛行機で 0.222 0.620

14 23時間 0.599 0.789

15 かかります。 0.597 0.591

16 私の身長が 0.637 1.033

17 2メートル3センチ 0.504 1.104

18 あるので 0.430 0.450

19 高校の 0.347 0.555

20 バスケットボールの 0.166 0.999

21 先生に 0.229 0.794

22 スカウトされて 0.543 0.944

23 日本に 0.109 0.327

24 留学しました。 1.154 0.741

25 今は 0.147 0.344

26 大学の 0.247 0.581

27 寮に住んでいます。 1.080 1.025

28 マリに 0.626 0.457

29 いたころから 0.811 0.796

30 日本に 0.380 0.466

31 興味が 0.449 0.476

32 ありましたが 0.288 0.638

33 自分の国と 0.926 0.949

34 食べ物が 0.350 0.663

35 全然違って 0.311 1.065

36 驚きました。 0.612 0.716

37 特に 0.215 0.360

38 自分の国で 0.667 0.898

39 手で 0.488 0.301

40 食べていたので 0.420 0.789

41 箸を使うのが 0.121 0.993

42 大変でした。 1.104 0.524

43 自分は 0.340 0.508

44 イスラム教徒なので 0.537 0.824

45 豚肉が 0.358 0.716

46 食べれられません。 0.637 0.734

47 でも 0.142 0.262

48 日本は 0.118 0.441

49 さかながたくさんあるので 0.163 1.240

50 おいしいと思います。 0.869 0.826

51 以上です。 0.441
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日本語母語話者の話速と比較するために、不要になるポーズを抜き純粋な話速だ

けを比較したものは以下のようになる。 

 

表４ 日本語母語話者との話速の比較 

 

 話速に関しては、1 回目の録音に比べ、日本語母語話者のようにゆっくり話そう

としている。また、全体を通し 21 回の録音をしたが、1分で話すことは 7回目の録

音でできるようになっていた。ポーズに関しても、文末では同じようなポーズが挿

入されているところもあるが、最終的には不要なポーズが多くなっていた。 

 全体の練習の中で感想や意見等を聞いたが、「いろいろ」や「あたたかく」といっ

初回 最後 お手本

専修大学マーケティング学科2年の 1.712 2.155 3.102

ケイタシェイクブーバーカーです。 1.245 1.345 1.893

アフリカのマリ共和国から参りました。 2.123 2.490 2.491

マリ共和国は西アフリカにあり 1.784 2.101 2.150

サハラ砂漠があります。 1.224 1.441 1.460

日本まで飛行機で23時間かかります。 2.365 2.587 3.177

私は身長が203センチあるので 2.199 2.587 2.632

高校のバスケットボールの先生にスカウトされて 2.136 3.292 2.882

日本に留学しました。 1.230 1.068 1.306

今は大学の寮に住んでいます。 1.585 1.950 1.958

マリにいたころから 1.304 1.253 1.443

日本に興味がありましたが 1.521 1.580 1.776

自分の国と食べ物が全っ然違って驚きました。 3.181 3.393 4.759

特に自分の国では手で食べていたので 2.734 2.348 2.657

箸を使うのが大変でした。 1.281 1.517 1.813

自分はイスラム教徒なので豚肉が食べられませ

ん。
2.530 2.782 3.093

でも 0.222 0.262 0.396

日本はさかなが 0.712 0.901 1.237

たくさんあるので 0.857 0.780 1.250

おいしいと思います。 0.942 0.826 1.292

以上です。 0.498 0.441 0.724
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た歯茎を調音点とする言葉に苦手意識を持っていたためか、【ｔ】の発音が苦手と

いうことに気がつき早い段階で改善がなされていた。また、同じように【ｄ】、【ｎ】、

【ɾ】の子音は「口が回らない」「言いにくい」ということであったが、「発音できる

ようになった」と、自己評価できるようになり日本語のモチベーションがあがった

という感想がえられた。ポーズも何度か指導することがあったが、文末にポーズを

長く置くことだけで、一文を繋げて発言することが難しいという結果になった。 

 表現に関しても、受け身形や敬語表現の仕方だけでなく、普段使っている「寮」

や「共和国」といった漢字も文章を書いていく上で必要になっていくことがわかる

ようになった。漢字がわかるようになったことで、文の意味やまとまりを意識する

ようになり単語内でポーズを置いてしまうことがなかった。音声指導を重点的に行

ったが、発音などの口頭表現はもちろん、文章の構成から必要になってくる漢字の

指導も行えたことで、日本語の読み方や学習者の日本語の考えが変化し、日本語の

学習に意欲的になったことも今回の調査で得られた。 

 しかし、日本語母語話者を今回はナレーターなどを仕事にするプロの方に依頼し、

お手本となる教材にしたが、「元気よく」発言することは重要だと気がついたもの

の、そのままの表現を模倣することには抵抗があるということもわかった。 

 

４． 考察 

 アクセントや発音法は、自分で気がつき改善するという自己評価を自分の録音と

日本語母語話者の録音を聞き比べられたことで、できるようになった。また、自己

紹介文の作成や添削なども行うことで自分に足りないものが何かを認識でき、日本

語の勉強をしたいという動機付けの部分も変化する結果になった。何度も文章を音

読し、構成も学習者と一緒に見直したため、自分を客観的に見ることができるよう

になったと考えられる。 

 音声指導では、何度も聞き、模倣することを繰り返すことで、どこが自分の発音

と違うのかを確認できる。このことは学習者も感じていたようであり、やはり何度

も繰り返し聞き、練習することが日本語の音声指導には重要なことになると考える。

また、練習回数が増えていくと、言い間違いなどがあった場合でも、1 分や 2 分と

いった時間の感覚を覚えており、修復しながら話すことができるようになっていた。

繰り返し練習することで、時間配分をどこで修復するかといったことや、何ができ

るようになり何ができていないのかを自己評価するといったことができるように

なった。 

筆者も学習者同様にこのボイスサンプルを何度も聞いたが、発言する文のまとま
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りや、ポーズの位置、ポーズの頻度が同じ原稿でも聞き手にとっては、聞き取り方

が違ってくることを感じた。また、日本語をゆっくり話そうとすると助詞の部分で

上昇調になってしまうことがあるが、今回使用したオリジナルのボイスサンプルで

はそれがない。そのような点も学習者は聞けるようになっていくことが予想できる

ため、注意しなければならないと思う。文法も反復して練習するように、音声も何

度も練習することで聞ける耳になっていることは子音が改善された結果からもわ

かったため、日本語母語話者が学習者のためのオリジナルのボイスサンプルを作成

する際には注意が必要だと感じた。 

５． 今後の課題 

 音声指導の結果、改善された点が聞き手にはどのように影響するのかを見ていき

たいと考えている。また、ポーズも積極的に指導したものも質的に見ていきたいと

考える。他の母語をもつ学習者にも質的に分析し、効果が認められるのかも視野に

入れていきたい。 

今回の学習者が日本語の語彙や文法の学習にも意欲的になったため、今後はそれ

らを学習し習得する際に問題になっていくポイントなども見ていきたい。 

６． 参考文献 
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王伸子、大塚明子（2017）「「ボイスサンプル」を応用した日本語音声指導の研究
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初級クラスで 映画「あん」を用い「差別問題」を扱った実践報告 

PRACTICAL REPORT ON USING THE MOVIE ‘AN’ IN ELEMENTARY 
JAPANESE CLASS: DISCOURSE ON DISCRIMINATION 

スパ―ベック 美恵子 
Mieko Sperbeck 

 
ジョンジェイ大学 

John Jay College of Criminal Justice 
 
１．はじめに 
 
 2020 年 5 月に、ミネアポリスで起きた警察官による不適切な拘束の故に無抵

抗の黒人男性、ジョージ・フロイド氏が命を落とした。フロイド氏の死はアメリ

カで「差別問題」が根強い事を人々に改めて思い起させた。 

残念ながら「差別」は、日本社会でも存在する。本発表では、げんき 1 
(Banno, Ikeda, Ohno, Shinagawa, and Tokashiki, 2011) の教科書を用いた言語学習と

並行しながら、映画「あん」を使って、差別と言った社会問題と様々な文化を

「文化セッション」としてシラバスに組み込み、学習者と共に考察した授業の実

践報告である。 

文化と言語は、切り離せないものである。文化は、American Council on the 
Teaching of Foreign Languages (ACTFL) の提唱するナショナルスタンダーズの 5C: 
Communication, Cultures, Connections, Comparison, and Communities のうちの一つ

であり、外国語教育において文化について取り上げる重要さが提唱されている。

ところが、Abbott & Phillips (2011: 11) によると、授業で文化を扱う割合は、全体

の 22%に過ぎないと報告されており、更に外国語のクラスで、文化をどの様に

取り扱うかは、教師の信念や経験、特定のトピックに対する快適度などが関係し

ていると指摘されている。 

又、「文化とは何か」という定義には、揺れがあり、"Broad definitions of 
culture include ethnic, background, nationality, gender, disability, race, sexual 
orientation, and religion" (Kuo and Lai, 2006: 5) とあるように、通常、教科書の文化

ノートなどで取り上げられる生活習慣や伝統的な文化だけではなく、もっと広範

囲にその人の人種や性や宗教までを含むと捉えられる事もある。  

文化と言語は、切り離せないものではあるのだが、教科書以外の文化トピッ

クを取り込む事は中々難しいというのが現状ではないだろうか。それは、第一に

時間に限りがある。通常、教師には大学側で一学期にカバーしなければならない

学習範囲が課されており、教科書の文化ノート以外のトピックに時間を割く事が

中々出来ない。更に特に初級のクラスにおいては、未学習の単語や文法項目が妨

げになり、取り上げた文化トピックを日本語で学び、理解する事は難しいと思わ

れる。 

Kubota (2003) は、ACTFL の提唱するナショナルスタンダーズで取り上げられ

ている「文化」の問題点を指摘し、4D アプローチ; Descriptive, Diversity, 
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Dynamic, and Discursive を提案した。久保田は、ナショナルスタンダーズの提唱

する「文化」の中に潜んでいる「日本文化＝X」と言った様な公式を否定し、一

つの文化に存在する「叙述性、多様さ、流動性、言説の重要さ」を説いた（久保

田, 2013: 12）。この 4D アプローチは、文化を外国語授業の中で取り扱う際に大

切な指標となる。 
久保田が提唱している外国語教育における 4D アプローチを念頭に置き、実際

にどの様に「文化トピック」を授業に取り込めばいいのだろうか。次に批判的内

容重視の言語教育、Critical Content-Based Instruction (CCBI) について、まとめ

る。 
 
2. 批判的内容重視の言語教育 
 

CCBI は、1970 年代にヨーロッパ諸国で始まった内容重視の言語教育 Content-
Based Language Instruction (CBI) に Critical「批判的」という概念を加えた言語教

育理念である (Sato and Loetscher, 2011; Sato, Hasegawa, Kumagai, and Kamiyoshi, 
2017)。内容重視の言語教育とは、外国語の授業において、文法や単語と言った

言語学習にのみ重点を置くのではなく、様々な教科の内容をも総合的に学習する

事を目標にしている。Brinton, Snow, and Wesche (1989) によると、 CBI の主な形

態は、theme-based, sheltered, adjunct の三つである。岡崎 (1994) は, これらの形

態を日本にある大学で日本語を外国語として学習し、教科の内容が心理学である

場合を例えにあげ、Adjunctモデルでは、対象者は、日本語言語能力が高いレベ

ルである事が求められ、日本人学生と同じ心理学のクラスで内容を学習するとし

た。Sheltered では、日本語クラスに在籍している学習者のみを対象としている

が、内容は、先に挙げた日本人対象の心理学の授業と同等の物である為、内容理

解をサポートしていく形態を取るものであると解説している (岡崎 1994: 229-
230)。Theme-based は、Sheltered同様、対象者は、日本語クラスの在籍者ではあ

るが、言語クラス内で教師が選択した特定のテーマに沿って、授業をデザインし

ていく形態である。テーマの例に挙げられてはいないが、心理学をトピックとし

て扱う事は可能かと思われる。 
CCBI の目標は、言語と内容の習得に加えて、物事を批判的に見る力を養う事

である 。Sato, Hasegawa, Kumagai, and Kamiyoshi (2017) は、以下の様に CCBI の
教育理念を述べている。 

 
Alongside the integrated subject goals of mastering both language and content, CCBI 
sets another central goal, “critical perspectives,” in its curricular planning. This third 
goal, adoption of critical perspectives, is both a process and an objective of learning. 
Thus, as students in CCBI curricula are expected to learn language and content 
critically, namely through critical analysis, they are also expected to develop their 
criticality - the skills, knowledge, and disposition required to engage in critical 
analysis - as an outcome of learning (Sato, Hasegawa, Kumagai, and Kamiyoshi, 
2017: 59). 
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つまり、CCBI は、言語習得や内容理解が学習者のゴールそのものではない。

学習者は、物事、つまり、学習している言語そのもの、文化、社会事情などを批

判的に考えていく事で、自己と他の考え方に注意を払い、評価をする。そして、

それは、最終的には「グローバル市民を育てる」事につながっていく(Sato et al., 
2017: 64) という教育理念である。この理念は、世界で問題となっている人種や

文化への偏見をなくすことに役立っていくのではなかろうか。今回の実践では、

特に学生に学習する言語の社会問題に目を向けて考察して欲しいという背景があ

ったので、佐藤らの提唱する CCBI アプローチがデザインの骨組みとなった。 
CCBIモデルを実践した先行研究がこれまでに報告されているが、特に松本と

櫻井 (2018) の実践報告に注目した。それは、本発表と同様、げんきの教科書を

用いた言語学習を並行している点、またテーマが「人権問題」についてと学習言

語の時事問題を扱っている点で共通しているというのが理由である。松本と櫻井 
(2018) は、漫画や映画や CM など様々な「人権」にかかわる教材を使い、最後に

学生に人権に関するポスターを作らせるプロジェクトをさせた。教師が知識をた

だ与えるという形の文化や社会事情の紹介ではなく、学習者に選択したトピック

に関連した様々な教材や課題を与え、リサーチさせる事で、学生の批判的思考を

促した試みでコース前後のアンケート結果では、学生間の人権問題への意識の変

化が報告されている。ただ、本発表の対象クラスより、げんき 2後半のチャプタ

ーを学習していたという点でレベルが上のクラスであった。 
ここで、懸念されるのは、本発表の対象クラスの様に初級クラスで CBI及
び、CCBI アプローチを取り入れる際の言語の問題点である。CBI アプローチを

初級のクラスより取り入れた栗山 (2011) が指摘しているように、学習者の知的

好奇心にあった文化や時事問題を扱い、それに関連するタスクをする際の「使用

言語をどうするか」(栗山  2011: 108) という問題に教師は直面する。言語教師と

しては、もちろん日本語を使用させたいが現実的には、初級のクラスでは難し

い。又、日本語以外は使用しないとなると学習者に相当の負担がかかり、学習意

欲などに負の影響が出てしまう可能性もある。そこで、本実践では、使用する言

語をフレキシブルにした。 
本実践は、日本語初級クラスで一つの映画を言語教材として用い、特定の場面

に関連した様々な文化と差別と偏見と言った時事問題を CCBIモデルに沿って扱

う事で、学習者の批判的思考を促す事を目標にデザインした。 
 

3. 対象コース 
 

John Jay College of Criminal Justice（ジョンジェイ大学）は、ニューヨーク市立

大学内に 12校あるシニアカレッジの中の一校であり、特に刑事司法や犯罪学、

法科学、司法心理学の専攻に力を入れている大学である。2020 年秋学期は、新

型コロナウイルスによるパンデミックの為、日本語クラスは、全て synchronous 
online instruction、同時双方型オンライン形式となった。通常の対面授業であっ

た学期は、教科書「げんき」の各章が終了する毎にチャプター試験の為に、時間

を割かなければならなかったのだが、試験をオンライン形式やプロジェクトに変
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える事で、教科書以外のトピックを扱う時間に充てることが出来た。一コマ 75
分の授業分のうち 4 クラス、合計 300分を充てた。 

3-1. 対象者 

対象者は、Intermediate Japanese 1 という日本語クラスに在籍した 16 人で、秋

学期開始の時点で、Elementary Japanese 1 と 2 と呼ばれる日本語のクラスを二学

期終了した学生である。一学期 15週、75分の授業を週に 2回の 3単位のクラス

であり、学期ごとに「げんき」の教科書を 4課、学習する事になっているので、

対象クラスでは、開始時点で 1課から 8課までを学習済みであった。 
在籍した 16 人中、4 人が母国語は、英語ではなく、中国語、韓国語、ベトナ

ム語、スペイン語であると答えた。残りの 12 人中、3 人が家庭では他の言語を

話すと答え、その言語はアルバニア語、ギリシア語、スペイン語で、英語のみを

話すと答えた学生は、9 人であった。この事は、対象クラスの学生の言語背景の

多様性を表している。 
又、「どうして日本語を勉強しているのですか」という質問を複数回答可のチ

ェックボックス式でしたところ、16 人中 14 人の学生（88%）が日本語に興味が

あるからだと答えた。また、伝統文化やポップカルチャーに興味があると答えた

学生が 10 人（63％）いた。更に、将来のキャリアに関係しているからと答えた

学生は、4 人であった。自由回答欄で、日本の宗教と民俗学に興味があるからと

答えた学生も 1 人いた。4 人の学生が自分の専攻の必須であるからだと答えた。

つまり、大半の学生が必須科目ではないのにも関わらず、日本文化と言語に興味

があるので、対象クラスを取っているという事が明らかになった。 
 

3-2. 実践方法と内容 

「あん」は原作者、ドリアン助川が 2013 年に出版した小説を元に、2015 年に

河瀨直美監督、脚本で映画公開された。主人公の徳江は、幼い頃にハンセン病を

患い、普通に生活をする事が許されなかった。この映画を教材として何故選択し

たかと言うと、まず第一に、アメリカで問題となっている「差別」と日本にも根

強く存在する「差別」について、学生と一緒に考察したいと思ったのが主な理由

である。又、映画を用いる事で、日本の文化や習慣、どの様な状況で学習した単

語や表現が使われているのかを紹介出来るのではないかと思ったからだ。映画よ

り、4 つの場面を選び、1 クラスにつき約 15分から 20分程度鑑賞した。「どら

焼き屋での出会い」、「粒あんづくり」、「図書館」、そして「療養所」の場面

を選択した。 

外国語クラスで映画を主な教材として、どの様に扱うかは、Bray (2019) の提

案するペダゴジーを参考にした。Bray (2019) は、まず映画を外国語の授業で扱

う様々な利点を挙げ、映画ジャーナルを作成していくという活動を紹介してい

る。映画ジャーナルは、以下の項目を学生にデイスカッションさせるというやり

方をとっており、要約、感想、次の展開への予想、文化、言語の 5 つである。や

り方としては、映画のセッションでは、Blackboard Collaborate Ultra を使用し
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た。なぜなら、Blackboard Collaborate Ultra は、対象クラスに登録している学生

が大学の Email アドレスでのみ利用可能な Learning Management System であるか

らだ。在籍している学生以外は、アクセスが出来ないシステムを利用するという

点には、特に注意を払った。基本的な授業の流れは、以下の様になる。 

所要時間 内容 

5分 挨拶、連絡事項 

5-10分 次の展開への予想 

15-20分 映画鑑賞  

15分 ブレークアウトルーム  

要約、感想、文化、言語 

15分 全体で話し合い  

10分 まとめ 

例えば、第一セッションの「次の展開の予想」では、映画を見る前に、映画の

公式ホームページのポスターを見て登場人物の名前や年齢、職業などを予想して

もらった。また、着ている服についても、げんきの教科書の第 7課で学習した

「この人は～が～です」の文や人を描写する際の単語や表現などを復習した。例

えば、答えの中には「このおばあさんは、80歳です」や「この女の人は、ユニ

フォームを着ています」などがあった。興味深かったのは、学生全員がポスター

の 3 人は家族であると思った事である。また、制服を着ている女の人は、話の中

では中学生なのだが、「高校生だと思う」という回答が多かった。ポスターの

「あん」というひらがなを見て、３人のうちの誰かの名前が「あん」という名前

だと予想した学生もいた。 
ブレークアウトルームでは、少人数のグループに分かれて、映画の要約と感想

を話し合い、気付いた文化や覚えておきたい語や表現などを挙げてもらった。そ

の後、メインルームに戻り、全体で話し合った。全てのセッションで、このやり

方を取った。各セッションは、特定の会話の場面に焦点を当て、聞き取りを中心

に言語活動を行い、内容は、文化及び、社会事情に関連するものをオープンデイ

スカッション形式でさせた。各セッションで取り上げたトピックは、以下のとお

りである。 

各セッション 主なトピック 
1 名前の敬称  
2 アニミズム 
3 ハンセン病と差別 
4 非言語コミュニケーション、沈黙 

第一セッションのトピックは、敬称であった。まず、既に学習済みではあった

が、げんき１の教科書の第一課の表現ノート 2（Banno 他, 2011: 47）に記載され

ている敬称について復習した。「～さん」は一般的な呼び名で、「木村さん」と

いう様に姓や「たけしさん」という様に名の後につけ、「～ちゃん」は、子供を
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呼ぶ時に使い、特に男の子は「～くん」とつけるという内容だ。次に、第七課の

Culture note (Banno 他, 2011: 184) における「家族の呼び方」、他の家族と自分の

家族について話す時と自分の家族に話しかける際のそれぞれの家族の呼び方の違

いを復習した。その後、映画に出てくる常連の中学生が明らかに年上の雇われ店

長の千太郎を「せんちゃん」と呼ぶ事について考えた。「～ちゃん」を名前の後

につけて呼ぶのは、子供だけではなく、それが例え大人であっても、親しみを込

めて使われる場合もある、つまり心理的な距離が関係するという事について、学

習者の文化と比較させて話し合った。この最初のセッションは、教科書で学習す

る事柄に対しても、常に批判的に捉えていく必要があると気づくきっかけとなっ

た。 
第二セッションのトピックは、アニミズムであった。どら焼きの「粒あん作

り」の際の主人公の小豆の扱い方の場面に関連して、文化トピックとして「アニ

ミズム」を取り上げた。言語活動としては、あん作りの場面での聞き取りとここ

まで映画をみた中で主な三人の登場人物についてどう思うかを「～と思います」

を使って答えてもらった。 
「アニミズム」については、大半の学生が過去に鑑賞した映画やアニメなどか

ら知っていた。例えば、学生からは、数々のジブリ映画やポケットモンスター

は、アニミズムの例であるという意見が挙がった。このセッションでは、民俗学

に興味があり独学で日本の宗教などを勉強している学生がいた為、全体でのディ

スカッションのリーダーになってもらった。「アニミズム」が自己の文化で存在

するかどうかなどを話し合った。 
第三セッションのトピックは、ハンセン病と差別であった。フォーカスした場

面は、二つあり、図書館でハンセン病について調べる場面と初めて療養所を尋ね

る場面である。このセッションでは、最初に日本でのハンセン病に関する情報を

映画の会話を聞き取る事によって得てもらい、その後、幾つかの資料を学生と共

有して、ハンセン病患者の歴史や現状について学習した。例えば、非営利団体の

The CIOMAL Foundation によるウエブサイトの The Unsettling History of Leprosy in 
Japan (March 11, 2018) の記事や’Japanese leprosy patients continue to fight social 
stigma’ (McCurry, 2004) の記事などであった。1943 年にプロミンという薬のハン

セン病への効果が報告され、戦後日本でも治療が始まり、治癒可能な病気となっ

たにも関わらず、日本政府が 1996 年まで、ハンセン病患者を強制的に隔離して

いた事などを学んだ。 
更に、日本のニュースで取り上げられていた医療従事者への「コロナ差別」の

話題にも広がり、「結局は、病気へのきちんとした理解がない事が原因で人々の

不安が差別を引き起こす」と言った意見や「皆と同じ事が良いとされる社会と違

う事が良いとされる社会の違いが根底にある」と言う意見などが出た。 
第四セッションのトピックは、全体のまとめと学生から第三セッションで話題

に挙がった非言語コミュニケーションの一つである「沈黙」について取り上げ

た。焦点を充てた場面は、オーナーが甥を連れて店に訪れる場面と療養所を再び

訪れる場面の二つである。まず、最初の場面では、オーナーと雇われ店長の会話

のやり取りが一方的で沈黙が多いことから、沈黙の果たす役割について考察し
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た。日本では、良く知られていることわざ「沈黙は金なり」や「出る杭は打たれ

る」とはどういうことなのか。自己の文化で沈黙に対する態度を話し合った。

「沈黙」については、「立場が上の人に礼儀正しくするのは分かるが、何も言わ

ないでいる姿は理解出来ない」という意見の学生が大半であった。「アメリカの

学校では、沈黙は意見を持っていないのと同じであるとみなされる傾向がある」

と学生は考えていた。又、アルバニア出身の学生が自己の育った文化と比較し、

「現在でも特に女の人や子供達には沈黙でいる事が暗黙の了解となっている」と

紹介した。 
 

4. セッション終了後のアンケートの内容と結果 

全てのセッションの終了後に、4 つの文化セッションについてのアンケートを

グーグルフォームを使って作成した。学生には、自分の名前が分かることで、成

績への影響などを気にして、セッションを評価してもらうのは困るので、名前を

オプションにしたところ、16 人中 11 人から回答を得ることが出来た。また、グ

ーグルフォームのトップには、「あなたの感想は今後の文化セッションに役立つ

ので、ご協力をお願いします」と一言添えた。 
まず、「この映画を見る前に日本でハンセン病患者がどの様な扱いを受けてき

たのかを知っていましたか？- Did you know about how leprosy patients were treated 
in Japan before watching the movie ‘Sweet Bean’? 」という質問に対して、16 人中 3
人が「知っていた」と回答したが、コメント欄を読むと「ハンセン病と言うわけ

ではないが、日本には何かしらのメンタルな問題があるという事は知っていた」

と付け加えていた学生がいたので、この学生は、「いいえ」を選択すべきであ

り、最終的には、2 人以外日本でのハンセン病患者の差別と歴史について知らな

かったという事になった。 
次に「差別やひきこもりといった社会問題について学ぶ事は日本語を勉強する

のに大切だと思いますか？ - Do you think learning about social problems such as さ
べつ (JPN201) and ひきこもり (JPN102) is important when you study Japanese 
language? 」の問いは、7段階のリッカート尺度のアンケート形式にした。ここ

で一つ付け加えなければならないのは、対象クラスの一つ前の Japanese 102 とい

うコースで「ひきこもり」について取り扱った事である。但し、本実践とは全く

異なる方法で、セッションは学期末の 1コマのみで、言語活動はなく知識を与え

る様な形で扱った。アンケート結果によると、Median は 7 (63.6%)であり、大半

の学生が学習言語の社会事情を知ることは重要であると考えていることが明らか

になった。 
 

Frequency 0 0 0 0 3 1 7 
Percentage 0% 0% 0% 0% 27.3% 9.1% 63.6% 
Variables 1 

Strongly 
Disagree 

2 
Disagree 

3 
Somewhat 
Disagree 

4 
Neutral  

5 
Somewhat 
Agree 

6 
Agree 

7 
Strongly 
Agree 
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又、「映画あんを見て、様々な事柄についてクラスで議論した事は、日本文化

と社会について学ぶのに役立ったと思いますか？- Do you think that watching the 
movie あん and discussing various aspects in class was helpful to learn about Japanese 
culture and society? 」 の問いに対しても、Median は 7 で、「強く同意する」とい

う意見が大半ではあるが、最初の質問より全体の割合が 45.5%と下がった。 
 

Frequency 0 0 1 2 2 1 5 
Percentage 0% 0% 9% 18.2% 18.2% 9.1% 45.5% 
Variables 1 

Strongly 
Disagree 

2 
Disagree 

3 
Somewhat 
Disagree 

4 
Neutral  

5 
Somewhat 
Agree 

6 
Agree 

7 
Strongly 
Agree 

次に「映画あんを見たことが日本語学習への興味を増すことに繋がりました

か？- Has watching the film あん increased your interest in learning Japanese 
language? 」 の問いに対しては、Median は 5 (45.5%) とニュートラルな意見に近

い結果となり、今回教材として用いた映画が日本語学習の興味を増すことに必ず

しも関係しているとは言えないと解釈した。 
 

Frequency 0 1 1 1 5 1 2 
Percentage 0% 9% 9% 9% 45.5% 9.1% 18.2% 
Variables 1 

Strongly 
Disagree 

2 
Disagree 

3 
Somewhat 
Disagree 

4 
Neutral  

5 
Somewhat 
Agree 

6 
Agree 

7 
Strongly 
Agree 

次に、アンケートの最後に自由回答の質問をした。一文だけの短い回答なども

あったが、11 人全員が何か一言書いてくれた。まず、「映画あんを見て、あな

たが一番学んだ日本の文化、社会、価値感、信仰などは何ですか？ - What did 
you learn most about Japanese culture/society/values/beliefs...etc. from watching the 
movie あん? 」という問いに対して、アニミズムについて書いた学生が 1 人、沈

黙について書いた学生が 3 人、差別問題について書いた学生が 7 人となり、今回

のセッションでは差別問題について一番学習したと考えている学生が多かった。

以下に紹介する学生のコメントは、筆者がまず日本語に訳にした後、本実践とは

関係のない第三者に認証して貰う形を取った。 
例えば、差別問題に関して、「私は、どんな国の社会でも差別から自由ではな

いという事を学びました」や「協調性に対する強いプレッシャーがあり、この

故、アウトサイダー、外部者になると困難に直面すると思う」という様に差別に

なる原因を考察したコメントがあった。又、沈黙に関しては、「目上の人々に対

し敬意を払う為に沈黙するばかりでなく、映画の至る所で、沈黙している様子が

見られた。日本は、リスペクトする事を本当に重要視する。それは、言い返した

り、反対意見を述べたりしない事によく表されている 」と言う様に映画を客観

的に見て、沈黙が使われている事に気づき、その意味について考えている様子が

伺えた。 
次に「文化セッションについて、コメントや提案はありますか？Any 

comments or suggestions on cultural sessions?」という問いに対しては、まず映画を
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教材として使った事に対するコメントがあり、「ネイテイブスピーカーの設定

で、言語を聞く事によって学んだ事が多かった。若い人、中年の人、歳を取って

いる人がフォーマルやインフォーマルなスピーチで話しているのを聞けた」や

「言語を聞くことは、自然な流れの会話をするのに役立つと思う」と言う様に映

画を教材として扱う利点を指摘した学生がいた。 
次に、この文化セッションは、前述したように各チャプターが終了する毎にシ

ラバスに組み込んだのだが、このやり方についてコメントをいくつか貰った。例

えば、「文化セクションがこの様にセットアップされていたのは良かった。日本

語の文法を学習する事からの小休止で文化を学ぶことでクラスがもっと面白くな

った。オープンデイスカッションも楽しかった」とコメントした学生がいた。文

法学習からのブレークになったのが良かったと書いた学生は、他にもいた。又、

「言語だけではなく、文化やどの様に人が行動するのかを学ぶことはきわめて重

要だ。日本は‘かわいい’ばかりじゃない。私たちが気づかなければならない社

会問題をかかえている」や「日本社会がどの様に自分の前に他人を助ける事に価

値を置くのかもっと見てみたい。それに伴う肯定的な部分と否定的な部分も含め

てである」と言う様に日本の社会事情についてもっと知りたいと思っている学生

もいた。 
もちろん肯定的なコメントばかりではない。2 人の学生が以下の様なコメント

を書いた。「クラスで他の人気のある映画を見るのはどうか」や「映画の話につ

いていくのが難しかった 」という意見もあった事を真摯に受け止めたい。 
 

5. 今後の課題と反省点 

先ず初めに、今回の文化セッションの問題点の一つは、オンライン形式の為、

各学生の反応が非常に分かりにくい事であった。対面授業形式で、教室で何らか

の映像を見ると学生の反応が顔の表情やジェスチャー、思わず発する言葉などか

らよく分かるのだが、それがなかった。更に、ジョンジェイ大学では、カメラを

つける事を各学生の抱える精神的、物理的理由などを考慮し、強制してはいけな

いというポリシーがあり、ほとんどの学生のカメラがオフになっていた。 
次に、第三と第四セッションのブレークアウトルームで、Jamboard という機

能を取り入れ、各グループに話し合った事を書いてもらう様にシェアしたのだ

が、話しただけで自分のグループのスライドに何も書かないグループもあった。

特に「覚えておきたい単語や表現」については、学生から毎回、余り挙がらなか

った。その為、各場面でもし学生から上がらなかった場合の為に教師側で事前に

用意していたものを学習するという形となった。今後は少なくとも 5 つの単語や

表現のメモを取るようになどと言った工夫が必要だと感じた。各グループのリー

ダーを決めておく必要があったかもしれない。 
又、初級レベルであったこともあり、言語活動は、主に各セッションの場面の

非言語コミュニケーション、聞き取り、単語や簡単な表現にとどまった。何か言

語活動で形になるものを課題として学生に出すべきではなかったかと思う。この

文化セッションの理解度の評価は、ファイナル試験の一つの項目として取り入れ
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たのみであった。ファイナル試験は、リスニング、スピーキング、ライテイング 

リーデイング、カルチャーの 5 つの項目を取り入れなければならない事になって

おり、各項目は、20%で合計 100%の試験と指定されている。このカルチャーの

セクションで、学生には、取り上げた文化や社会事情に関する短いパラグラフを

書かせるという形式を取った。質問は、以下「日本政府がどの様にハンセン病患

者を扱ってきたかを述べよ」、「アニミズムについて説明せよ。映画で関連して

いた場面はどこか」、「沈黙について自分の文化と日本と比較して評価せよ」、

「日本社会での差別の原因は何だと思うか」の 4 つであった。 
 
6. おわりに 

 
2020 年 3 月より突然、パンデミックの為、対面授業からオンライン授業へ切

り替わり、一年が過ぎた。本発表では、げんきの教科書を使った言語学習と並行

しながら、特定の映画の場面から聞き取りを中心とした言語活動を行い、その場

面に関連した文化や社会事情について批判的に考察した。久保田 (2003) の提案

した 4D アプローチを常に念頭に置き、「日本文化とはこういうものである」な

どとというような考えの押し付けを避けるべく、あくまでもモデレーターとし

て、オープンデイスカッションをさせた。又、佐藤ら (2017) の説く「批判的思

考」を意識させることを心掛けた。初級クラスに在籍していた学生の内容理解

は、日本語ではなかったかもしれないが、それでも学生の知的好奇心に適したコ

ンテンツを扱う事で、日本語への言語学習意欲を少なくとも維持できたのではな

いかと思う。 

一人の学生が自由コメント欄に次の様に書いた。「日本の文化様相を学ぶ事が

どの様にネイテイブスピーカーが会話するのかを理解するのに役立ったと思う。

それはまるで、日本人の心の中に入っていくようだった」と。これは、様々なト

ピックを扱った事が言語学習にプラスに作用した、つまり、より意味のあるもの

にしたという表れではないだろうか。 

當作 (2021) は、’Education is not to cover materials, but to uncover a whole new 
world’ と「ニューノーマル、ネクストノーマル時代の日本語教育-日本語を教え

ない日本語教育」のウェビナーで説いた。CCBI アプローチを取り上げたのは本

実践が初めての試みで、反省点ばかりであったが、北米の大学で日本語を教える

意味は何かを内省し、今後も工夫して取り入れていきたい。 
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1. はじめに  
 
 「食」は生存に不可欠な行為であると同時に、語らいを即し、友人や家族だけ

でなく、あらゆる人々を結びつけ、喜びや安らぎを与える力を持つ。そのような

観点から、言語教育においても「食」は適切なテーマになり得ると考え、現在、

中・上級の日本語の教科書「食で学ぶ日本語と日本社会」(仮称)の編纂を出版社

と共に進めている。本発表ではまず、教科書の理論的背景と構成、大学での使用

例やプロジェクト、リフレクションなどについて報告し、既習の文法・語彙・漢

字を容易に復習できるという本書の言語教育上の特徴についても述べる。 
 
2. 教科書作成に伴う理論的アプローチとコンセプト 
 
 本教科書は CBI, CCBI, インターディシプリナリーアプローチ (以下学際教

育)、ソーシャルイノベーション、地域社会との「つながり」そして、「学ぶ楽

しさ」という 6 つの理論、及びコンセプトに基づいて書かれている。これらの各

理論やコンセプトが持つ独自の学習効果を生かし、互いに補完し合いながら教育

目的を達成できるように考えた。 
 
2-1. CBI (Content-Based Instruction) 
 村田・田原（2008)によると、CBI は理解サポートのみの「シェルターモデ

ル」、母語話者と共に講義科目を履修し、言語コースが併設された「アジャン

クトモデル」、テーマを扱いながら言語学習にフォーカスを置く「テーマベー

スモデル」の３つに分けられる。今回編纂している教科書は、その一つである

「テーマベースモデル」に基づいて書かれた。Stoller(2002)は「テーマベースモ

デル」は既習語彙や文法がリサイクル、リユーズしやすく、「学びやすく」、
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「覚えやすく」、「思い出しやすい」という三つの言語教育上のメリットを享

受できると述べている。テーマベースモデルでは、メインテーマと内容に関連

のあるサブテーマで構成されていて、本稿では本教科書の「メインテーマ」で

ある「日本の食文化と社会」を「食と地域」、「食のグローバル化」、「家族

と孤食」、「ソーシャルイノベーション」という４つのサブテーマから論じ

る。 
   
2-2.「テーマベースモデル」と「学際教育」との関係 
 学際教育のゴールは創造力の向上である。Repco (2011)が定義する創造力とは

「異なった要素を組み合わせ、新しく、機能的で、統一性をもった何か新しいも

のを作り出すこと」であり、これは、イノベーティブな力と言い換えることがで

きる。学際教育の学習目的は政治や経済、科学などの幅広いジャンルから得た研

究結果を組み合わせ、社会問題に対し独自の解決策を構築し、創造することであ

る。しかしテーマベースではそのような学習目的と要件は強調されてない 
(Repco, 2011)。学際協力の目的である創造力は革新的な製品を生み出し、新たな

市場を形成し、雇用を生み出すだけではなく、斬新な工夫で家事を効率的に行う

など、人間生活を豊かにする重要な知的能力でもある（田島, 2017)。しかしなが

ら、独自の解決策を生み出したとしても、それを社会貢献に役立てるという目的

がなければ、多くの大学が掲げる社会貢献を通じて将来を担う人材を育成すると

いうゴールを達成することは難しい。 
 
2-3. CCBI (Critical Content-Based Language Instruction) 
 本教科書の筆者は、佐藤・高見・神吉・熊谷(2015) が内容重視の批判的言語教

育(CCBI)で述べている「私たちのコミュニティーのどの側面を維持し、どこを改

善すべきなのかを自ら考え判断し、実際に行動していくことが重要である」とい

う CCBI の考え方を重視してきた(佐藤ほか、2015)。 佐藤ほか(2015) は、このよ

うな視点を「クリティカルアプローチ」と呼び、それを二つに分類している。一

つは、積極的に社会に働きかけ、社会の不平等や不公平を是正と考えるクリティ

カルペダゴジー(Freire, 1970)、別名強クリティカル(佐藤ほか, 2015)。もう一つは

テキストをマイノリティーやジェンダーなどの視点から、批判的に読み解いてい

く、クリティカルリトラシー(Freebody & Luke, 1990)、別名弱クリティカルと呼

ばれる (佐藤ほか, 2015)。従って、本教科書の読みものとアクティビティーは上

記のクリティカルペダゴジー(強クリティカル)の考えに基づいて書かれたという

ことができる。  
 
2-4. CCBI と学際教育 
  佐藤ほか(2015)が提唱する CCBI は、社会の既存の枠組みをクリティカルな視

点で見直し、未来のコミュニティを「創造」することがそのゴールであると述べ

ている。しかし、より良い未来のコミュニティを「創造」するには、既存の解決

方法ではなく、新しい解決策を生み出すイノベーティブな能力、つまり「創造す

る力」が必要になってくる。先ほど述べたように学際教育では、多様なジャンル

からの研究結果を統合し、よりよいコミュニティーを創造するために、社会問題
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に対する新たな解決策を創造する「創造力」を学習のゴールとしている。本教科

書の読み物も、国際関係、教育、労働問題、歴史、メディア、ジェンダーなどの

複数のジャンルにまたがって書かれ、社会問題に対する独自の解決策を生み出す

学力の向上を念頭に、「学習者自身が自分で考え、分析し、その内容に責任を持

って外へ伝えて行く力を積極的に育成」(Sato & Matsui, 2011, p.37)することがで

きるような構成になっている。 
 
2-5. よりよい社会の実現とソーシャルイノベーション 
 創造的でイノベーティブな解決策で社会問題を改善し、より良い未来のコミュ

ニティを創造し、それをビジネスにつなげ、継続させる方法を研究する分野がソ

ーシャルイノベーションである。本教科書では最後の第 12章でこのテーマを取

り上げた。12章の STEP1 の読み物では「食物破棄」をテーマとし、フードバン

クであるハーベストジャパンのウイン・ウイン・ウインのビジネスモデルや、レ

ストランやパン屋で売れ残った食べ物を割引してアプリに掲載すると、アプリに

登録しているメンバーがそれを買えるという食物ロスの軽減とビジネスを両立さ

せたユニークな「タベテ」というアプリも紹介している。さらに、戦前に日本か

らアメリカに留学し、カフェテリアで学生が食べ物を残すのを見て驚愕したとい

う逸話を加え、楽しく学びながら学生が自然に食物破棄という社会問題に興味が

持てるように書かれている。STEP2 の CCBI の考えに基づいた読み物ではソーシ

ャルイノベーションの歴史、成功例、資金の調達方法、それに加え 4 つの類型化

された食のソーシャルイノベーションを紹介し、実際にビジネスとして成り立つ

可能性を持ったソーシャルイノベーションの立ち上げの筋道を示した。 
 
3. 本教科書の構成 
 
 本教科書は全部で 12章から成り立っていて、各章の読み物は、STEP1 と

STEP2 に分かれている。STEP1 では楽しく学びながら基本概念を習得し、STEP2
はクリティカルシンキングを中心に内容を学べる構成になっている。それぞれ中

級 (N3)と中上級（N2)の学習者を想定していて、文法表現や語彙・漢字コラムが

あり、さらに読み物に関連のある内容確認の質問やディスカッション・ポイント

があり、批判的思考を促すことを目的としている。最後に、読み物を読んだ後に

取り組める活動が載っている。最初から順番に導入する必要はなく、教師が選ん

だ章や活動だけ使うことも可能である。 
 
3-1. 教科書の活動例 
 第 2章の STEP2 では、「食と道の駅と町おこし」を挙げて、まずは教室内で

地域の特産品や郷土料理は地域の活性化にどのように役に立つかについて話し合

う。この中で、学生たちは自分たちの地域での特産品や郷土料理について振り返

り話し合うことで内省が可能になる。STEP2 の読み物を読み、日本特有の「地

域の特産品」「道の駅」「町おこし」など新しいコンセプトについて学んだ後、

町おこしの事例を実際に調べる課題に取り組む（表 1 を参照）。 
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表１：学生の提出物の例 
食を通じた地域の町おこし、観光戦略の例を調べてみましょう。 
 ＃食、町おこし、観光 

食 

富良野 

オムカレー 

地域 北海道上川 

料理の特色と地域との関連 

富良野オムカレーのルール 6カ条 

• 第１条 お米は富良野産を使い、ライ

スに工夫を凝らす 

• 第 2条 卵は原則 富良野産を使い、オ

ムカレーの中央に旗をたてる 

• 第 3条 富良野産の「チーズ（バタ

ー）」もしくは「ワイン」を使用する 

• 第 4条 野菜や肉、福神漬（ピクル

ス）なども富良野産・北海道産にこだ

わる 

• 第 5条 富良野産の食材にこだわった

一品と「ふらの牛乳」をつける 

• 第 6条 料金は税抜 1,000 円以内で提

供する 

この料理を使った町おこし

の取り組み 

町おこしの成果として、10 年間で 65

万食を販売し、多くの観光情報誌にも

取り上げられ、北海道内外のイベント

にも参加。これまでの富良野市の魅力

に加えて食観光の魅力がアップしてい

る。 

    
   
 ②みなさんの国や地域でも地産地消の例があったら共有しましょう。 
 
 ③地産地消の宣伝をするためのポスターを作って発表しましょう。 
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 このように、グループまたは個人で町おこしの事例を調べ発表することによ

り、日本における社会問題を顕在化し、それに対してどのような取り組みをして

いるのかを学ぶことができる。さらに、教室活動の一環としてこの活動を深掘り

し、地域住民と「繋がる」こともできる。例えば、町おこしについて教科書で学

んだ上で、今現在、町おこしを必要としている地域を探し、連絡をとり、個人ま

たはグループで Zoom などのビデオ会議を使って、実際に地域の人たちとつなが

る。そして、教科書で学んだ日本語を使いながら問題を引き出し、外国人学生の

視点からの解決方法を導く。成果物は、「レポート」を書き、学生目線の提案を

地域の方に提出するか、「発表」という形で地域の方に見てもらい、町おこしを

成功させるために何をしたらいいか直接意見交換をすることも可能である。「繋

がる」には双方向の関係構築が欠かせないため、学生にとっては言語学習の面だ

けでなく、異文化コミュニケーションの能力を伸ばす機会にもなる。 
  
 本教科書をきっかけとし、教室内活動から教室外の「地域」へと自然に繋がる

ことにより、学生は世界のどこにいても、食に関わる日本社会を理解し、ソーシ

ャルイノベーションと共にグローバル市民育成に繋がる可能性もある。 
 
4. 教科書のプロジェクトの発展事例 
 
 筆者の一人は 2021年春学期の「食で学ぶ日本語と日本社会」がテーマの日本

語中級コースで、教科書の中から 6章を選び、10 の読み物を取り上げて授業を

行った。その中から、第 6章「食のグローバル化」の STEP2 の「スシ・ポリ

ス」という読み物と第 7章「食と家族と孤独」の STEP1 の「お袋の味」に付随

したプロジェクト活動と、その活動に基づいて行ったバーチャル交流の例を紹介

する。 
 
 「スシ・ポリス」とは、2016年に放映されたアニメのタイトルであるが、そ

の由来は 2000年代前半に海外で増え始めた日本食レストランが日本の伝統を無

視した日本食を広めよとしているという考えから、日本政府がニセ日本食を取り

締まろうと考案した認証制度である。しかし、それに対しアメリカのメディアで

「スシポリス」として揶揄されたことが(Faiola, 2006) アニメの発端になってい

る。この章では単に今や世界中で人気のある寿司を推奨するのではなく、「ス

シ・ポリス」を例に学生に日本政府や日本人の視点、さらには異文化に対する寛

容性を考えさせることを目的としている。 
 
 まず、「スシ・ポリス」という読み物を読んだ後、クラスで自分の経験も踏ま

え「スシ・ポリス」に対する感想を述べ合い、学生が自分の文化的背景を考えな

がら、実際にハイブリッド寿司のレシピを考案した。 
 
①私のハイブリッド寿司 
あなたのうちの料理は何料理と聞かれたらどう答えますか。自分の文化的

背景を生かしたハイブリッド料理を提案してください。  
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• まず最初に、自分の家族の文化的な背景を クラスのみんなと共有しま

しょう。 
• 家族や親戚が好きな特別な食べ物や食材は何ですか。 
• どんな食材を使って寿司が作れるでしょうか。 

  
 バーチャル交流で各学生が発表したなかで、一般の日本人や子供たちに最も評

判が高かったハイブリッド寿司は「チェサピーク湾寿司」という揚げ巻き寿司だ

った。寿司を油で揚げるという発想が斬新

で興味深く、おいしそうという感想だっ

た。この寿司はワシントン DC とアーカン

ソー州出身の黒人と白人の両親をもつ学生

A が、祝祭日に家族が集まる際によく食べ

るソールフードのなかのピクルス、オク

ラ、カニ、サツマイモなど「ベストの食

材」を使った巻寿司である。 
 
 

図１．チェサピーク湾寿司の写真 
 
「お袋の味」と『食と少子化と「ぼっち」』の読み物では、現代社会における家

族の食卓、孤食、個食などの課題について考えることを目的としている。以下、

学生 B の思い出のレシピについての小作文である。 
 

②あなたのおふくろの味/家の秘伝のレシピの思い出について書いてみま

しょう。 
小さい頃から、僕のおばあさんがいつも伝統的な上海料理を作ってくれま

した。最近、両親が仕事に忙しくて、晩ご飯は弟とおばあさんさんになり

ました。弟がけっこう好き嫌いなのに、おばあさんが中華ソーセージとれ

んこんの炒め物を作ってくれる時、一気に食べます。学校で大変な一日の

後で、食卓でその一皿があったら、すぐ嬉しくになります！材料がテキサ

ス州でかなり手に入りにくいけど、たまに遠くの中華スパーで買って持ち

ます。テストや宿題にストレスがたまったら、アパートで中華ソーセージ

とれんこんの炒め物を作って、すぐにストレスが発散します。(原文ママ) 
  
 バーチャル交流では、東京近辺の某障がい者福祉施設が経営する子ども食堂の

スタッフや子供たちと Zoom を利用し以下の内容で三回に渡って行った。 
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表２：バーチャル国際交流のトピック 

オンライン交流 1 
自己紹介と大学紹介、子ども食堂のバーチャルビジット 
＊スタッフへのインタビュー（子ども食堂の背景や実態について） 
＊Q ＆ A 

オンライン交流 2 
ヘリテージ寿司の発表 
＊子ども食堂の人たちにベストヘリテージ寿司を選んでもらう 

オンライン交流 3 
おふくろの味/秘伝レシピと思い出話の発表 
手話レッスン 
子ども食堂/フードパントリー Q＆A 

 
 この交流はアメリカの大学生が普段接する機会があまりない日本の子供や障が

い者の方々との交流を可能にし、交流後の学生の振り返りからも様々な学びや気

づきが確認された。 
 
 アメリカでフードパントリーとスープキッチンでボランティアをしている学生

C は、日本でも生活困窮者やひとり親家庭など、何らかの理由で十分な食事をと

ることができない人々がいるという問題について気づくことができたと述べ、学

生 D は、「この交流会は私に世界を開いてくれました。この疲弊した世界に

は、目に見えないところで少しずつこの社会、世界に静かに貢献している人たち

が必ずいることを理解させられました。」(原文ママ)と述べ、日本社会の目立た

ない部分で、社会的弱い立場にある人のために貢献している人たちがいることに

気づいたようである。 
 
 また、学生 E は日本の大学生と行った「食品ロス」をトピックとしたバーチ

ャル交流での学びを基に、子ども食堂のスタッフに、食品ロス対策に関する質問

をした。それに対し、調理人は事前に大体の参加人数を確かめ、無駄を出さない

ために材料を計算し、食べ残しがないように配慮し、残った材料も冷凍などをし

て次のイベントに使えるようにするという回答をした。学生 E は施設の所長や

障がいを持つスタッフの食に対する意識の高さに驚き関心していた。そして、自

分もこれからは食品ロスの削減に取り組む動機付けになったと述べていた。 
 
 その他、食をテーマにした異文化バーチャル交流の例としては、SDGs(持続可

能な開発目標, n.d.) 目標 12 の「つくる責任つかう責任」や目標 2 の「飢餓をゼロ

に」などの項目を取り上げ、現在までに日本の大学生と食品ロスや子ども食堂な

どに関するイノベーションを考える活動なども行っている。このようなプロジェ
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クトの評価には Rubric を導入し、参加態度（積極性、貢献度）、発表のパフォ

ーマンス（構成、内容、聞き手への配慮、語彙・文法）、さらに数百字の振り返

りエッセイ（内容、構成、省察、正確さ、語彙・文法）を点数化した。ここまで

は主に教科書の内容学習について述べてきたが、次はもう一つの柱である。言語

教育の視点からこの教科書を考えてみよう。

5. 言語教育の視点から見た教材の利点

 本教科書では、全章で「食」を扱った内容となっている。そのため、各章の読

み物は互いに関連性があるため、既習の語彙・漢字・文法が容易に復習できると

いう利点が見込める。

5-1. 語彙や文法のリサイクル

内容重視の言語教育(CBI) は重要な言語教授法の一つとして認知されている日

本語の教科書では、一つのテーマに絞ったもの（例：介護の日本語、科学技術の

日本語）はあるが、教科書内の各章で紹介される単語や表現が読み物や会話に関

連していても、各章のテーマ間の関連性が薄い場合があり、一度紹介された単語

や表現に様々な文脈で触れたり、自らの言語産出を行う際に使用するといった定

着させる過程に時間をかけられないまま、次の章へ進まざるをえない場合も少な

くない。

言語習得において、既習内容の習得には一度触れた言語インプットに異なる目

的で繰り返し触れることが推奨されている（Grabe & Stoller, 2019）。語彙習得研

究の観点から見ても、様々な状況や文脈で触れることにより語彙習得は可能とな

り、時間をかけて定着を図る以外の方法はないと言われている（Schmitt, 
2008）。また、第二言語の読解研究によると、読解を行う際にはその読み物内の

約 95%から 98%の語彙や表現を知っていて始めて精確な読解理解が行えるとい

う（Grabe, 2009）。これらの点を考慮すると、教科書内の各章のテーマ同士に関

連性を持たせて章が変わっても既習の内容を学習者が触れ続けられるような構成

にするのは合理的だと言える。

さらに、一貫したテーマを持った教科書の利点はもう一つある。読解能力の向

上という観点から見ても、一度読んだ内容を違う目的で何度も読み直したり、以

前に読んだ内容に関連した新しい読み物を読むことで人間の読解活動に必要な

様々なタイプの読解力（例：大意把握、詳細情報検索、情報統合）の向上が見込

める（Grabe, 2009）。 

 また、文法導入の例文や教科書の付録の語彙表においてもテーマの一貫性を保

つ工夫をした。学習者が教科書内で触れる文法や語彙は、学習者が各章に含まれ

るプロジェクトを行う際に高い頻度で現れたり、もしくは学習者自身が使用する

表現などになりうるため、文法の例文も全て「食」にまつわる内容にした（例：

目標文法・V意向形＋ようとしている= 「日本政府は海外に日本の食文化を広め
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ようとしている」、目標文法・において= 「お菓子作りにおいて重要なポイント

は、調味料の分量だ」）。そして、語彙表では各単語に「食の形容詞」「食の動

詞」「お店で使う言葉」といった情報も加え、実生活での言語使用を学習者に少

しでも想定してもらう仕組みも取り入れた。 
 
 このように、CBI の learning by doing(Stryker & Leaver, 1997)の考えを重視しつ

つ、学習内容が、教室内と教室外の活動を有機的につなげるプロジェクトを遂行

する際の準備となる手法を取り入れた。次に食にまつわる漢字の学習方法につい

て述べる。 
 
5-2. 漢字教授法と活動の導入 
 日本語学習者にとって漢字の習得には苦手意識があり挑戦である。漢字力は意

味、読み（訓・音・熟語）、語構成（部首・構成文字）、書き（単字・熟語）字

形・用法（Kano, K., Shimizu, Y., Takenaka, H., & Ishii, E., 2004）を学習することに

よって育成される。漢字学習ストラテジー（Shimizu & Green, 2002；Mori & 
Shimizu, 2007）も学習を促進する効果がある。特に語彙や単語の学習においては

文化や背景知識、認知心理学で研究された mnemonic（記憶法）、context(文脈）
やストーリーと既知漢字を関連させ、意味付けを行うことも効果的であると言わ

れている。 
 
 本書では「食で学ぶ日本語と日本社会」という枠組みの中で、漢字に興味を持

ち、授業のなかで楽しみながら学べるようなアイデア、教授法を紹介する。教材

や教授法の中で、漢字の起源、語構造、パターン認識、認知心理学での記憶の実

験などを応用し、音、意味、形、そして文脈の中での漢字の使い方を教える。ま

た「食」にまつわる漢字の逸話、成り立ちに関するショートストーリを紹介し、

既習語彙や文法がリサイクル・リユーズしやすくなり、「学びやすく」、「覚え

やすく」、「思い出しやすい」という理論も考慮した。 
  
第 1章の「食べよう和食」ではまず教科書のテーマである象形文字である

「食」を取り上げ、諸説ある成り立ちの一つを紹介した。そして「食」が部首と

なる漢字「飲」などを紹介し、図１のように、「食」と他の漢字を組み合わせて

熟語が作られることを理解し、単漢字に意味がある特性を学び、漢字の造語力も

学習する。例えば「食器」は食べ物を置く器であると分析できるので、deep 
learning を促す。 

図２．漢字/語彙の紹介例 

"#$%&'()*+,-「食」という漢字の覚え方 
「良い」は「よい」です。上の 「てん」は「これは良い」その上の屋

根（ ＾ ）はフタの形で「集める」の意味。「良いものを集める」と

覚えます。（武部） 
./012「食」の熟語を作りましょう!『食』と下の漢字とを組み合わせるとどんな言葉になります

か。物・道・事・塩・過・飲・器・券・料・費・欲・品   
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第 3章「食の歴史」では読み物「江戸のファーストフード」に使われた単漢

字や漢字熟語をその意味や用法を考えて分類して学習する。「食べ物」「飲み

物」「人」「場所」に属する漢字を分類する活動をする。また「い形容詞」「な

形容詞」「動詞となる漢字」「する」を付ける漢字熟語などに分類することによ

って、文脈（コンテクスト）の中での漢字語彙と文法の学習ができるし、辞書で

部首別に漢字を調べたりするグループ・アクティビティーもできる。第 4課の読

み物「寿司ポリス」では「魚」を部首としてできた魚の名前の読み方を中心に学

ぶ。漢字は構成要素に意味があり、それを組み合わせて別の意味のある漢字熟語

を造語し語彙が増えてきた。日本では明治時代、外国の新しい概念を取り入れる

必要性があったが、漢字には造語性があったので、新しい語彙を生み出し西欧の

概念を表現する語彙を増やしてきた。寿司屋のメニューではよくみかける漢字

「鰯」「鯖」など、実は常用漢字ではないが、この漢字の造語性を考えるのに興

味深い。多くの形成文字や会意文字などの漢字の成り立ちを学ぶと同時に弱い魚

が「鰯」だったり、青い魚が「鯖」だったりするような意味も含めて、楽しくカ

ード遊びをして漢字の造語性を学び、何故このような漢字ができたかなどを考

え、背後の知識も分析してほしいという意図で問題を作成した。

第 6章 「食とメデイア作品」ではアニメ・漫画に出てくる漢字連想ゲーム

をグループの活動とした。「食べる」から始めて、連想した漢字語彙を書いてい

く。複数のグループで時間を限定して、いくつ漢字が書けるか競走してもいい

し、アニメ・漫画の中に出てくる漢字語彙をどんどん書き込んでもいい。作品の

文脈、作品の社会的背景の中でどのように漢字語彙が使われて、何故そう使われ

ているのかについても学ぶ。本教科書では上記の例のように既習漢字知識に基づ

いて漢字を分析して文脈の中で考えながら効率的に、また体系的に学んでほしい

と思う。

6. まとめ

 本書は楽しく学ぶことを念頭に、「食」を共通のテーマとし、各章の内容に関

連性をもたらした。さらに、身近な漢字や語彙が日常的に使われ、リサイクル、

リユーズができるため、言語習得において効果的である。同時に、文化、歴史、

地理、社会、ビジネスなど多岐にわたる分野へ発展させることができるため、学

際的アプローチと共に CCBI によって、社会問題に対する独自の解決策を生み出

し、社会に働きかけることを可能にする。當作 (2013）が述べている、ヒト、モ

ノ、情報を繋げることにより、問題解決や社会貢献の言語教育を促すという教育

についてのアプローチは、本教科書の理念である CBI, CCBI, 学際教育、ソーシ

ャルイノベーションの実践に通じるところがある。 

本書は現段階で数名の著者が、アメリカの大学の中級(3年生レベル）の授業

に試験的に導入し、主に質的研究を用いて分析を続け、実用化のために読み物や

活動内容の改善を進めている。
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1．はじめに

本稿では漢字の構成上の客観的複雑性の要因及び主観的複雑性の感覚を巡って

検討する。漢字は多数の要素から成り、その要素の数、状態及び要素の結びつき方

が漢字の構成上の客観的複雑性を表すと言える。漢字の構成上の複雑性は漢字学習

の困難の原因になっている。漢字の構成上の客観的複雑性の判定基準の確定や、複

雑性による漢字の分類は漢字の効率的な指導・学習にとって意義があると思われる。

本研究では漢字の最小形態的単位、つまり一筆で書かれるべきものを画と言う。そ

して最小意味的単位、つまり部首及びそれに相当する要素を構成要素と言う。漢字

の画と構成要素の種類についてヴォロビヨワ・ヴォロビヨフ（2017：167）が詳し

く説明している。 

 加納（1988）、駒井（1993）、豊田（1996）、Kess & Miyamoto（1999）、真田・横

山（2007）などは画数を漢字の構成上の複雑性を表す要因と見做している。漢字の

構成要素数を漢字の構成上の複雑性の要因と見做す先行研究は少ないようである

が、Wang、 Perfetti & Liu（2003：194）は構成要素数を中国語の漢字の構成上の

複雑性（structural complexity）の要因と見做している「structural complexity 

of the character defined as whether the character is composed of a single 

radical or more than one radical (simple and compound characters)」。 

先行研究をまとめて、筆者は漢字の構成上の客観的複雑性の要因を計量的要因及

び質的要因に分けた。計量的要因の中には画数、構成要素数、曲がりによる画の線

分の数がある。質的要因の中には直線性、対称性、細密性、集約性がある。詳しく

は漢字の構成上の客観的複雑性の要因及び漢字の構成上の主観的複雑性の感覚に

ついてヴォロビヨワ（2018）、ヴォロビヨワ・ヴォロビヨフ（2018A、2018B）が述

べている。 
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2. 漢字の構成上の客観的複雑性の要因と見做す画の曲がりによる線分の数

ヴォロビヨワ（2018A:65）は画の曲がりによる画の線分数を表す複雑性指数（複雑

性を表す数字 NK）という概念を導入し、漢字の各々の種類の画の線分の数を評定し、

画のランキングをした（表 1）。扱っている 24 種類の画については詳しくはヴォロ

ビヨワ（2011：20）が述べている。表 1 の画の複雑性指数を基に本研究のアンケー

ト調査で扱う個々の漢字の構成上の客観的複雑性指数を計算した。その例は表 2に

提示した。表 2から NKと NSはずいぶん異なることが明らかになる。 

表 1 曲がりによる線分の数に基づく漢字の画の分類 

表 2 画の線分の数に基づく漢字の構成上の客観的複雑性指数の例 

漢字 
漢字の複雑性指数の 

計算 

曲がりによる画の線分の数 

という漢字の複雑性指数（NK） 
画数（NS） 

九 1+4 5 2 

化 1+1+1+3 6 4 

施 1+1+3+1+1+1+3+1+3 15 9 

3． 漢字の構成上の主観的複雑性の感覚 

横山（2014）は文字の記憶痕跡の強度変化について以下のように述べている。「私

たち人間は、日々の文字生活の中で意識的・無意識的にさまざまな文字刺激に接触

している。その接触頻度の高低によって、その文字に対する記憶痕跡の強度が変化

し、それが心内辞書の形成や言語行動に影響を与えると言われている」。漢字の心

像（mental image）を利用し、人間は漢字の識別や再生ができる。漢字の構成上の

主観的複雑性の感覚は人間の心内辞書（mental lexicon）に保存されている各々の

漢字の心像によるものであると言える。 

安藤・坪井（1975:55）は「非漢字系学習者にとって日本語教育の初期に学習す

る漢字は文字と言うより無意味な点と線の交わりにすぎない」と述べている。武部
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（1984：72）は、漢字はある単位の組み合わせであるという考え方を導入すると「複

雑な漢字が認識しやすくなる」、「秩序が生まれ見やすくなる」と述べている。漢字

能力が徐々に進むにつれて心内辞書に保存されている各々の漢字の心像が画の塊

から構成要素の塊へ徐々に変化していると言える。海保・柏崎編（2006:115）によ

ると、「漢字形の学習の初段階では、とりわけ、「基本的なものに分解すること」「つ

いでそれをまとめること（体制化すること）」がポイントになってくる」。ヴォロビ

ヨワ（2014）は 2 段階の構造分解を考えた。それは画への分解及び構成要素への分

解である。ヴォロビヨワ（2014:89）は漢字の構成を分かりやすく示すために漢字

の線型構成及び階層構成を説明している。 

先行研究から見ると、漢字の構成上の主観的複雑性の感覚に影響するのは客観的

な要因だけではなく、漢字学習・使用の経験、文化・言語的環境などであると思わ

れる。本研究では漢字の構成上の客観的複雑性指数である画数、構成要素数及び曲

がりによる画の線分の数を主観的複雑性の評定値と比較するために漢字の構成上

の複雑性の主観的感覚に関するアンケート調査を行った。次節ではそのアンケート

調査について述べる。 

4. 漢字の構成上の主観的複雑性の感覚に関するアンケート調査

4.1. 調査の目的 

調査の目的は次のことを確認することである。 

1．漢字の構成上の客観的複雑性指数と主観的複雑性の評定が一致しているか。

2．漢字の学習・使用経験は主観的複雑性の評定にどんな影響を与えるか。 

3．客観的複雑性の要因と見做される画数は主観的複雑性の評定にどんな影響を与

えるか。 

4．客観的複雑性の要因と見做される構成要素数は主観的複雑性の評定にどんな影

響を与えるか。 

5．客観的複雑性の要因と見做される曲がりによる画の線分の数は主観的複雑性の

評定にどんな影響を与えるか。 

6．納得しやすい普遍的な漢字の構成上の複雑性の判定基準の確定は可能か。 

調査で確認する仮説は以下の通りである。 

仮説 1 参加者の漢字の構成上の複雑性の評定に漢字の学習・使用経験が影響する。 

仮説 2 参加者の漢字の構成上の複雑性の評定に漢字の画数が影響する。 

仮説 3 参加者の漢字の構成上の複雑性の評定に漢字の構成要素数が影響する。 

仮説 4 客観的複雑性指数として画数より曲がりによる画の線分の数のほうが妥当

である。 
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4.2. 調査の参加者 

筆者が行なった調査の 217 人の参加者が滞在している国々は日本と非漢字圏の

12 か国であった。参加者の日本人と非漢字系日本語学習経験者の年齢は 10 代から

80代までであった。調査の参加者の中には日本語教育関係者、日本語教育無関係者

と日本語学習者がいた。 

 

4.3. アンケートの内容 

調査対象漢字は常用漢字に含まれている 80字であった。表 3にはアンケート「常

用漢字の構成上の主観的複雑性の評定表」を提示する。 

 

表 3 アンケート「常用漢字の構成上の主観的複雑性の評定表」 

 

番号 漢字 評定 番号 漢字 評定 番号 漢字 評定 番号 漢字 評定 

1 星  21 前  41 呪  61 点  

2 浅  22 耐  42 懇  62 緻  

3 勃  23 窃  43 嚇  63 議  

4 茶  24 飛  44 曜  64 謎  

5 風  25 柔  45 強  65 温  

6 冒  26 狩  46 礁  66 完  

7 冠  27 侶  47 梨  67 躍  

8 幽  28 保  48 鶏  68 謝  

9 南  29 品  49 痴  69 充  

10 荒  30 春  50 撃  70 鉱  

11 待  31 室  51 鐘  71 顧  

12 建  32 重  52 騰  72 夏  

13 音  33 型  53 闘  73 海  

14 昼  34 峠  54 時  74 肺  

15 皆  35 俊  55 隣  75 騒  

16 思  36 看  56 麓  76 棚  

17 洞  37 段  57 薫  77 覇  

18 炭  38 畏  58 晶  78 鍵  

19 亭  39 急  59 原  79 花  

20 茨  40 封  60 湾  80 楼  
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漢字の構成上の主観的複雑性の 5段階の評定法は次の通りであった。1 - 複雑で

はない、2 - あまり複雑ではない、3 - 少し複雑、4 - 複雑、5 - とても複雑。ア

ンケートの 1 部目（1～40 番）の漢字は画数が同じ（NS=9）であるが、構成要素数

が異なる（NE=1～4）。それに対して 2部目（41～80番）の漢字は構成要素数が同じ

（NE=3）であるが、画数が異なる（NS=6～21）。1部目と 2部目の漢字はランダムに

並べてある。参加者を 4つのグループ、日本人と非漢字系の中上級者、初級者、漢

字未習者に分けた。参加者に漢字は常用漢字表に含まれていることを伝えたが、漢

字の画数、構成要素数のことは伝えなかった。調査の手順は次の通りであった。 

①日本語教育機関、日本語教師会、JSL 漢字学習研究会などの協力を得て参加者に

アンケートの 80 字の漢字の構成上の複雑性を 5段階で評定してもらい、Eメールを

通して収集した。 

②統計解析ソフト SPSS 16.0及び表計算ソフト Microsoft Excel を利用し、データ

を処理した。  

調査データの信頼性を確認するために SPSS 16.0 を利用し、参加者の各グループ

のデータのクロンバックの α 信頼性係数を計算した。全てのグループのデータの

クロンバックの α は 0.95 を超え、調査データはかなりの信頼性があると言える。 

 

5. 研究の仮説の確認 

調査結果から、仮説について以下の結論が出た。 

 

5.1. 仮説 1、2、3 

仮説 1「参加者の漢字の構成上の複雑性の評定に漢字の学習・使用経験が影響す

る」は完全に確認された。表 4から参加者の漢字の知識・使用経験が浅ければ浅い

ほど評定平均値が高くなることが分かる。 

 

表 4 アンケートの漢字の 1部目と 2 部目の構成上の複雑性の評定の平均値 

 

参加者の 

グループ 
人数 

1．漢字 1～40 の複雑性の評定 2．漢字 41～80 の複雑性の評定 

最低 最高 平均値 ％ 最低 最高 平均値 ％ 

J 日本人 43 1 5 1.95 100 1 5 2.63 100 

S 中上級 52 1 5 2.23 114 1 5 2.87 109 

N 初級 42 1 5 2.60 133 1 5 3.53 134 

Z 漢字未習 18 1 5 2.96 152 1 5 3.73 147 

合計 155         
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日本人の複雑性の評定の平均値は一番低い。1 部目の画数が同じ漢字 1～40（画

数は 9 個、構成要素数は 1～4 個）の複雑性の評定の平均値は 1.95 であり、2 部目

の構成要素数が同じ漢字 41～80（構成要素数＝3 個、画数＝6～21 個）の複雑性の

評定の平均値は 2.63 である。それに対して、非漢字系漢字未習の参加者の複雑性

の評定の平均値は一番高い。1 部目の漢字の複雑性の評定の平均値は 2.96 であり、

日本人より52％高い。2部目の漢字41～80の複雑性の評定の平均値は3.73であり、

日本人より 47％高い。アンケートの個々の漢字の構成上の複雑性の評定の平均値の

例は表 5に提示する。 

表 5 アンケートの個々の漢字の構成上の複雑性の評定の平均値の例

漢

字

番

号 

漢

字 

構成要素

数 

（NE） 

画数 

（NS） 

画の線分の数

（NK） 

構成上の複雑性の評定の平均値 

J S N Z 

1 星 2 9 10 1.35 1.63 1.83 2.28 

4 茶 3 9 9 1.46 1.56 2.19 2.44 

56 麓 3 19 22 3.83 4.12 4.50 4.78 

78 鍵 3 16 20 3.02 3.62 4.57 4.89 

仮説 2「参加者の漢字の構成上の複雑性の評定に漢字の画数が影響する」は完全

に確認された。この仮説の確認について詳しくはヴォロビヨワ・ヴォロビヨフ

（2018A:33）が述べている。全ての参加者のグループの漢字の複雑性の評定の平均

値と画数とに強い正の相関があることがわかる（0.792～0.873）。つまり、画数は

漢字の構成上の複雑性評定に大きく影響した。 

仮説 3「参加者の漢字の構成上の複雑性の評定に漢字の構成要素数が影響する」 

は本調査で確認されなかった。この仮説の確認について詳しくはヴォロビヨワ・ヴ

ォロビヨフ（2018A:35）が述べている。複雑性の評定の平均値と構成要素数の相関

係数は 0.069～0.270 で 0.3より小さく、ほぼ無関係を示すことが分かる。 

5.2. 仮説 4 

仮説 4「客観的複雑性指数として画数より曲がりによる画の線分の数のほうが妥 

当である」は確認されなかった。評定表の画数が異なる漢字 41～80 を対象にし、

各グループの参加者の主観的複雑性の評定の平均値を計算した。その後平均値と NS

及び平均値と NK の相関係数を計算した。表 6 から NK の平均値と NS の平均値の差

は約 20％であることが分かる。それにも関わらず参加者による主観的複雑性の評定
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の平均値は NS と強い正の相関関係（0.797～0.875）、NK とも強い正の相関関係

（0.801～0.890）を示すが、各グループで相関係数の差は微妙で、仮説は確認され

なかったと言える。従って、漢字の構成上の複雑性を評定する際に画数、あるいは

画の曲がりによる線分の数のどちらも相応しいが、計算しにくい線分の数を扱う意

義がなく、複雑性の要因として画数で十分であると考えられる。 

 

表 6 客観的複雑性指数の要因の画数（NS）と 

画の曲がりの数に基づく指数（NK）の比較 

客観的複雑性の要因 平均値 
主観的複雑性の評定の平均値との相関係数 

J S N Z 

画の曲がりの数に基づく指数（NK） 17.20 0.890 0.848 0.869 0.801 

画数（NS） 14.25 0.875 0.855 0.870 0.797 

差  2.95 0.015 ‐0.007 ‐0.001 0.004 

差（％） 20.70 1.71 ‐0.82 ‐0.11 0.50 

 

5.3. 客観的複雑性指数と主観的評定の比較 

画数も、構成要素数も先行研究で漢字の構成上の複雑性の客観的な要因と見做さ

れるが、それによる複雑性指数は普遍的ではないことが分かった。問題を以下の例

で明らかにする。括弧内の数字は漢字の構成要素数と画数である。 

例 1 木（1、4） → 林（2、8） → 森（3、12） 

この 3字の漢字は構成要素が多くなればなるほど画数も同時に増え、画数も構成要

素数も構成上の複雑性を表すことは明らかである。 

例 2 飛（1、9） ←→ 品（3、9） 

この 2 字の漢字は両方とも画数が 9 個であるが、「飛」は構成要素が 1 個の部首で

あり、それに対して「品」は部首のリストに入っている構成要素「口」を 3回含む。

画数という要因から見ると両方の漢字の複雑度は同じであるはずである。また、構

成要素数という要因から見ると、漢字「品」の複雑度は漢字「飛」より高くあるは

ずである。 

しかし、調査結果では、例えば、日本人のグループの参加者の漢字「飛」の複雑

性の評定の平均値の 3.11 に対して漢字「品」の複雑性の評定の平均値は 1.03（約

30％）である。そのような評定の理由は漢字「品」の直線性、対称性、同じ構成要

素が 3回入っていることであると思われる。漢字の画も構成要素も多様な形をして

いるので、客観的な要因に基づく形式的なアプローチのみで納得しやすい普遍的な

漢字の構成上の複雑性の判定基準を確定するのは難しいようである。 

次節では参加者の自由記述を基に評定に影響する要因も分析する。 
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5.4. 参加者による評定法の自由記述について 

アンケート調査の参加者の一部には漢字の構成上の複雑性の感覚及び評定方法

について記述してもらった。参加者の記号は J－日本人、N－非漢字系である。番号

はアンケート調査の参加者の番号である。日本人参加者は常用漢字が入っているア

ンケート調査と同時に本稿で紹介していない常用漢字外の漢字が入っているアン

ケート調査に参加したので、常用漢字外の漢字に関する発言も含まれている。ロシ

ア語の発言の場合は筆者が日本語に翻訳した。 

評定法に関する発言を次の 6種類に分類した 

①漢字の画に関する発言  

②漢字の構成要素に関する発言  

③漢字の親密性に関する発言  

④自分の漢字能力に関する発言  

⑤漢字字体の特徴に関する発言 

⑥多数の要因に関する発言 

以下に発言の例を紹介する。 

①漢字の画に関する発言 

・「画数が多い漢字、特に細かい、書くとき飛ばしやすい画が入っている漢字は構

成上複雑である。」（N6） 

・「画数が多ければ多いほど漢字は複雑に感じられる。」（N10） 

・「細かい画と曲線が多い漢字は複雑に感じた。」（N9） 

・「曲線があると、複雑性が上がると感じた。」（J17） 

・「画数が多くて細密性が高い漢字が複雑に見えます。」（N28） 

・「画数が多い漢字、特に曲がった画が入っている漢字を複雑に感じます。」（N4） 

②漢字の構成要素に関する発言 

・「多くの構成要素から成る漢字は複雑である。」（N15） 

・「既習の部首を含んでいる漢字はより簡単に感じる。」（N12） 

・「いくつかの同じ構成要素、または書きやすい構成要素を含んでいる漢字は覚え

やすくて識別しやすい。」（N14） 

・「「口」、「木」、「日」、「水」のような簡単で覚えやすい構成要素に分解できる漢字、

さらに「品」のような同じ要素を含む漢字が複雑ではないと感じて評定した。」（N7） 

・「見た目は複雑そうに見えても、部首についての知識があれば、画数が多くても、

それほど複雑だとは感じないのではないかと思う。」（J36） 

③漢字の親密性に関する発言 

・「よく使う漢字は他の漢字よりずっと簡単に感じる。」（N41） 

・「全体的に、見慣れない漢字は、「複雑だ」と感じる傾向があると思いました。」（J39） 
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・「最も常用される漢字（風、桜、点、前、海、春、花、茶、待、音など）を書く

ことは結構簡単です。リストから一番難しいと思う漢字は：麓、騒、騰、礁、躍、

懇、緻。」（N8） 

・「よく使う漢字は複雑に感じません。」（N29） 

・「よく使っている漢字はほかの漢字より簡単だと思います。」（J43） 

・「いつも目にしている漢字は、画数が多くても複雑とは考えない。」（J10） 

・「知っている漢字の形が含まれている漢字は、画数が多くても、それほど複雑に 

は感じられず、常用漢字にはない形が含まれている漢字は、画数が少なくても、

複雑と感じられました。」（J2） 

・「（1）個々の漢字が自分の知っている漢字の組み合わせであれば、画数が多くて

もあまり複雑性を感じない。 

（2）逆に自分の知らない漢字が入っている組み合わせだと複雑性を強く感じる。」

（J33） 

・「自分のような母語話者の場合、個々の漢字の客観的な複雑性（例えば画数の 

多いなど）に係わらず、知っている漢字、見慣れている漢字については複雑 

とは思わず、知らない漢字、見慣れない漢字については、複雑に見える傾向 

があるように思います。」（J45） 

④自分の漢字能力に関する発言 

・「意味の分からない漢字だと、画数が少なくても難しいと感じました。聞かれて

いるのは「形の複雑さ」だと分かっているのに、形が複雑でなくても読めないと

複雑に見えて来て、回答が難しかったです。」（J38） 

・「以下のような判断理由でつけました。 

1－知っている＋読める＋書ける。 

2－知っている＋読める＋書けると思うが、間違えるかもしれない。 

3－知っている＋読める＋書けないかもしれない。 

4－知っている＋読めない。 

5－知らない。」（J32） 

・「既習の漢字が多ければ多いほど漢字を認識したり、読んだり、再生したり、意

味を推測したりするのは簡単になる。」（N1） 

⑤漢字字体の特徴に関する発言 

・「自分が教えるときの印象に基づいて判断したように思います。 

(1)簡単に分解することができるか。 

（2）分解した後の要素は日本語の文字であるか（平仮名、カタカナ、漢字を含む） 

（3）文字でなくても、頻度が高いか（よく目にするものか） 

（4）「車」のように、横線が多いものは何本あるかわからない、どれが突き出てい
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るか等が複雑と判断しました。」（J42） 

⑥多数の要因に関する発言 

・「画数と構成要素数に基づいて複雑性を評定した。」（N16） 

・「①画数が多い、②曲線が多い、③左右非対称、の主に 3 つの要素が、複雑であ

るという判断につながったように思われます。」 （J18） 

・「一番単純な判断基準としては、やはり画数と見た目の密集度です。」（J16） 

・「複雑に感じる漢字は、 

(1) 画数が多く、 

(2) 意味と部首の意味が直接結びつきにくく、 

(3) 見た目に余白が少ないものでした。」（J44 ） 

・「良く使う部首の組合せによる漢字は、画数が多くても複雑に感じません。例え

ば「峠、晶、騒」などです。あまり使わない部首の組合せによる漢字は、読むこ

とができても書くことができないので複雑に感じます。「懇、鶏」などです。」（J7） 

・「複雑性を判断する際には、画数の多さ、普段見慣れているかどうか、部首で分

解しやすいかどうかといった点を考慮しました。」（J26） 

・「私が漢字の複雑性を判断する理由というのは、漢字の偏旁の組み合わせによっ

て、そこで、漢字が対称かどうか、それで漢字の筆画の数も影響があります。し

かし、よく使っている漢字はほかの漢字より簡単だと思います。」（J43） 

上記の発言から漢字の客観的複雑性の要因とともに、複雑性の評定に参加者の漢

字学習・使用の経験が影響することが明らかになった。漢字の画数、構成要素、構

成要素の結び方を気にする参加者が多いが、構成上の複雑性の評定をきっかけに自

分の漢字能力、漢字の親密性を評定している参加者もいることが分かった。興味深

いと思うのは、参加者の多くは普段画数を漢字の構成上の複雑性の要因と見做すと

言っているが、調査の結果、画数が同じ漢字でも参加者によって複雑性の評定値は

最低の 1点から最高の 5点まで異なっているのが事実である点である。 

漢字の構成上の主観的複雑性の感覚の評定に以下の漢字能力が影響すると考え

られる。 

①漢字の画の種類についての理解能力 

②漢字の部首とそれに相当する構成要素についての理解能力 

③漢字の階層構成についての理解能力 

構成上の主観的複雑性の感覚を低下させるために上記の 3つの能力を育成する意義

があると思われる。 

 

6. おわりに 

本稿では、先行研究を基に漢字の構成上の客観的複雑性の要因を確定した。そ 
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の後漢字の構成上の主観的複雑性の感覚を分析するために、文化・言語的環境が異

なる参加者に対してアンケート調査を行った。客観的複雑性の指数と参加者の漢字

の複雑性の評定の平均値を比較した結果、以下の結論に達した。 

1．漢字の構成上の客観的複雑性指数と主観的複雑性の評定が必ずしも一致してい

ない。

2．漢字の学習・使用経験は主観的複雑性の評定に影響を与える。学習・使用の経

験が増加するにつれて複雑性の感覚が低下する。 

3．客観的複雑性の要因と見做される画数は主観的複雑性の評定に影響を与える。

画数が多ければ多いほど複雑性の評定値が高くなる。 

4．客観的複雑性の要因と見做される構成要素数は本研究では主観的複雑性の評定

に影響を与えなかった。 

5．客観的複雑性の要因と見做される曲がりによる画の線分の数は主観的複雑性の

評定に影響を与える。画の線分の数が多ければ多いほど複雑性の評定値が高く

なる。しかし相関分析の結果、計算しにくい線分の数を扱う意義があまりなく、

複雑性の要因として画数で十分である。 

6．漢字の画と構成要素の形の多様性のため、漢字の構成上の客観的複雑性を判定

する納得しやすい普遍的な漢字の構成上の複雑性の判定基準を決定することは

難しい。 

漢字の構成上の客観的複雑性の要因の確定及び主観的複雑性の感覚の分析は理

論的な研究だけでなく、実践的な漢字学習・指導にとっても意義があると思われる。

漢字の構成上の複雑の要因を理解して、複雑な漢字については簡単な漢字より多く

の時間を割いて、効果的な記憶法の工夫をする必要がある。 
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「振り返り」の自己評価を取り入れたスピーチトレーニングはなぜ効果的か 

―母語の発話の観察－ 

WHY SPEECH TRAINING WITH REVIEW OF SELF-EVALUATION IS EFFECTIVE? 

-OBSERVATION OF SPEECH IN THE NATIVE LANGUAGE-

王 伸子 

Nobuko Wang 

専修大学 

Senshu University 

１． はじめに 

本発表では、なぜ「振り返り」を活用した発話訓練が、言語指導に最適なのかと

いうことを、教材構築の趣旨、具体的な教材の内容などを示しながら論じる。「振り

返り」を、ここでは、発話トレーニングの後作業としておこない、学習者の発話を

学習者自身が客観的に観察する行程と定義する。すでに構築している「ボイスサン

プル」を活用した日本語の発話訓練の実際の教材を示しながら、自分自身の発話を

観察する、自己評価方法を取り入れる試みをおこなった。対象者は、日本語を母語

とする、日本語教師を目指す大学生 20 名で、毎週 1 回、4か月間、オンデマンド

で実施した。 

まず、前作業としては、自分自身の母語の発話について客観的に観察する方法

と、音響的にそれを記録する技術を指導し、次に、本作業として、自分自身の音

声の録音をおこなうための発話練習をさせ、それを録音させた。最後に、後作業

として、自分自身の録音を観察する、他のものと比較するという振り返りを記録

させた。それによって、自分自身の音声について具体的な指摘を行うことができ

るようになり、一定の成果が見られたので、次に、同様のことを外国語の発話で

実施した。その結果、振り返りを導入することによって発話の各要素について、

教師が指摘する前に、ほとんどの学生が自分自身で自覚し、記録することができ

るようになった。客観的に発話を観察するスキルを高め、振り返りという自己評

価記録の導入が学習への能力につながったということについて述べる。 

２． これまでの研究とその背景 

２．１．ボイスサンプルについて 
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 本研究は、ナレーションのボイスサンプルを、日本語教育の教材として活用する

研究に取り組んできた延長線上にある。これまでボイスサンプルという音声デモ録

音を利用し、学習者の日本語の練習や教員研修の素材としての活用に取り組んでき

た。その上で、学習者の自己評価が、学習に応用できるのではないかということに

着目し研究を始めた。ボイスサンプルとは、ナレーターや声優が声の特徴や、どの

ような表現を声で表すことが出来るかといったものを示すために収録する声のサ

ンプルのことで、声を仕事とする職業人が名刺のように使用する録音素材である。 

２．２．教材としての使用 

 ボイスサンプルは一つの作品が２分ほどと短く、例えば学術的解説、ＣＭ、番組

の進行などさまざまな場面を想定した原稿を読み上げているので、音声表現力の獲

得にとって有用な素材と考え、活用してきた。また学習者が取材して原稿を作成す

るというプロジェクトを、タスク活動を中心とした学習（TBLT：Task-based language 

teaching）として位置づけることもできる。王 （2015, 2016）などで述べているよ

うに、日本語学習者の音声上の問題点である特殊拍、ポーズ、イントネーションな

どから発展させ、表現力全般にかかわる速さ、強さ、ポーズといったプロミネンス

やパラ言語情報について学習者が効率的に習得できる指導法として、「ボイスサン

プル」を活用したタスクベースの実践を提案してきている。 

３． 先行研究 

３．１．ボイスサンプルに関する先行研究 

 ボイスサンプルを外国語学習に活用する研究は、王・大塚 （2017）、王・シャー

プ・善積（2018）、および王（2021）に記述されている。 

３．２．関連する先行研究 

もう一つ、この研究の基礎的研究のモデルとしているものは岡ノ谷(2010)および

Okanoya(2015)である。これらは外国語教育の習得モデルではないが、音声を聞いて

覚えるという学習モデルの生物的研究である。その理論の概観は以下の通りである。

トリ（鳴禽類）はさえずりを、ヒトは言語を上達させるために一定の練習を積み、

聞いて覚えるという「感覚学習」を経て音を覚える。さらに、自分でも音を再現で

きるように練習する「運動学習」の成果によって、脳でイメージした音を再現でき

るようになっていくということであり、そのことを明らかにしたものが、岡ノ谷、
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Okanoya の研究である。この仕組みをもつ動物はヒトとトリのみであり、ヒトとト

リが共通して持つ神経回路、ミラーニューロンが、音楽と言語や行動を繋げるとい

う働きをすることも明らかにしている。ヒトが言語を上達させるためには一定量の

インプットと練習が必要であるということが明らかにされている。1このような感覚

学習は、ボイスサンプルを繰り返し練習することによって、よりよい音声表現を学

習するという支援につながると考えたことから、ボイスサンプルを活用した音声教

材を開発するという研究目的を確信したことから、先行研究としてあげておく。

４． 本研究の流れ 

４．１．実践記録 

本発表の研究の素材として、実際のクラスにおける学習の観察をおこない、その

実践記録をあつかった。外国語学習の教材とともに、教師養成という点も研究目的

の一つであることから、日本語教師を目指す大学生を観察対象とした。また、学習

の方法や目的を正確に理解できるということも期待したので、留学生の日本語クラ

スではなく、日本語母語話者の教師養成クラスで実施した。

学習者の自己評価については、上記の学生の授業の中で「振り返り」という形の

授業のなかでの取り組みを観察した。通常の授業で実施した取り組みの観察である

が、その記録を研究の素材として使用するということについては、倫理規定にのっ

とり、前授業が終了し、成績の提出後に、学生からの許可を得た。 

４．２．具体的実践の過程 

 授業はオンデマンド型によるオンラオイン授業で 28回実施した。オンライン授

業による実施となったのは、2020年が新型コロナウィルスの感染拡大防止による

大学側の授業運営方針に則ったものである。前半 14回は、教授法や教材について

の知識の学修をおこない、後半 14回は音声録音の技術、ボイスサンプルの作成、

そしてそれらの評価について学修するという内容で実施した。オンデマンド型の

授業に使用したのは、大学が提供しているプラットフォーム、GAKUEN（日本シ

ステム）である。資料および課題の提示、課題の提出等はこのシステムを使用

し、学生間の成果物の閲覧には、大学が管理する Googleドライブを使用した。 

1 さらに、同列の研究として、ヒトとトリのほかに、鯨類（イルカ、クジラ、シャチなど）が挙げ

られており、鯨類はファミリーごとに独自の鳴き声を習得していることが確認されているが、脳に

電極を付けるなどの研究には至っていないと、当該論文等の中でも述べられている。 
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４．3．シラバス 

前半のシラバスは以下のとおりである。 

1  自己紹介の作成 

2  国際交流基金と JICA について 

3  国別の日本語教育について 

4  日本語教師について  ―募集状況と必要事項についてー 

5  外国語教授法について 

6  評価法について ―CEFR と JF スタンダードー 

7  「みんなの教材サイト」（JF）について 

8  「いろどり 生活の日本語」（JF）について 

9 コーパスを使う ―BCCWJ 少納言－

10  副教材について １ 

11  副教材について ２ 

12  ポライトネス理論について 

13  消滅の危機に瀕している言語（Endangered Languages）について 

14  日本語教育能力検定試験について 

後半のシラバスは以下のとおりである。 

15 教材の実際・・・「音声」の教材化について 

16 「音声」の教材化・・・編集ソフト Audacity の実際の操作について 

17 Audacity の使い方の実際 ―ノイズの低減－ 

18 音声と編集 「1分間で自己紹介」 

19 音声ファイルに BGM をつける ―Audacity を使って― 

20 ボイスサンプルについて 日本語のボイスサンプル 

21 外国語のボイスサンプル １ （Biden Speech） 

22 外国語のボイスサンプル ２ （任意の外国語） 

23 自己紹介音声ファイルの振り返り 

24 日本語のボイスサンプル と 外国語のボイスサンプルの振り返り 

25 外国語のボイスサンプル（Biden スピーチ）の振り返り 

26 日本語教育オリジナルナレーション作成 

27 オリジナル音声ナレーション教材作成の振り返り

28 まとめ 
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４．４．研究としてのデータの分析 

 授業を実施し、その記録を素材として分析したが、とくに、本研究の素材とし

たのは、後半の授業である。ボイスサンプルを活用した過程を、語学教育として

再構成して考え、前作業、本作業、後作業として位置付け、それらの観察記録を

データとして質的に分析することを試みた。 

５． 観察と分析の手順 

５．１．前作業について 

 前作業は、学習者が自分自身の音声能力について「理解する」というフェーズ

と位置付けた。したがって、授業では学生たちが以下の作業をおこなった。 

• 言語と音声について知る

• 録音のためのソフトと機器を用意して使用する

• 録音の技術と加工について学ぶ

 まず、自己紹介など、簡単な原稿を作成させ、それを各自の方法で練習したのち、

録音し、自分の録音を聞き、客観的に確認することを体験させる。ここで二つのこ

とを学習することができる。録音ソフトをあつかえるようになる、ということと、

自分の声を録音して、それを聞いて評価し、修正することができるようになる、と

いうことである。録音ソフトには、無料でダウンロードでき、比較的簡単に使用で

きる Audacity2を選択した。録音、編集、音響効果（sound effect）のつけ方などを学

習し、楽しんで録音素材を作成することができるようにした。このための学習教材

として、「Audacity の使い方」という動画を作成し、学習者に配布した。 

５．２．本作業について 

 本作業は、前作業となる授業で習得した録音技術と、自分自身の声を録音して聞

くという方法を活用し、原稿作成後、声に出す練習を繰り返し、それを録音すると

いう「作成する」というフェーズと位置付けた。課題としたテーマは以下のとおり

である。 

• 自己紹介

2 1999 年に Carnegie Mellon University で開発され、2000 年にオープンソースとして開放された

フリーウェアであり、扱い方は比較的簡単である。タイムコードなどにバグがあるなど、利用者か

らの情報もありプロのミキサーは使っていないが、初級者には使いやすい編集ソフトである。
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• 日本語（母語）によるプロのボイスサンプル

• 外国語（英語）Biden Speech の録音

• 外国語（任意）自分で選んだ外国語のボイスサンプル

 英語のスピーチについてはバイデン大統領が当選し、勝利宣言スピーチが流され

た時期であったため、Biden Speech の録画、録音、原稿が入手しやすい状況であっ

た。また、英語に続きその他の外国語については、自分が上手に話してみたいと思

う言語を選び、練習し、録音する課題とし、全部で 2か月にわたって実施した。学

習者が提出したものを教員が点検し、それを大学の管理する Google ドライブにア

ップし、学生はそこからダウンロードして聞くという手順でおこなった。 

５．３．後作業について 

 振り返り、つまり自分自身の録音と、他の学生のものを比較するなどして、「評価

をする」というフェーズと位置付けた。4本のテーマの録音を終え、練習過程、 自

分の録音の評価をおこない、その振り返りを文章にして提出させた。オンデマンド

によるオンライン授業であったために、これもオンラインによる作業であった。 

振り返りのポイントは、以下の 2点について述べることとした。 

・練習過程について

・録音した音声を聞いての自己評価

 練習過程については、原稿作成でどのような難しさがあったか、録音するときは

どうであったか、また、声を出して、何度練習したかなども回答してもらった。 

６． データの分析 

６．１．データの集積 

 受講した学生は 23 名であったが、本発表では 5 名のデータを取り上げた。学生

のそれぞれの記述について文章ごとに番号を振り、反省点、よいと評価できる点、

他の学生との比較での気づき、今後への活用について述べられている点などを、

Excel を使用し、視覚に訴えるように色別にコーディングを行った。 

• 自分の反省点 グレー 

• 自分の録音をよいと評価できる点  ピンク 

• 他の人と比べて気づいた点 ブルー 

• 今後、生かしていきたい点 太 字 
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コーディングした表は以下のとおりである。

図１ 学生 A 

図２ 学生 B 
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図３ 学生 C 

図 4 学生 D 
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図５ 学生 E 

6.2．コーディングしたものから抽出した具体例 

振り返りの回数が進むにつれ、 

・自分の良い点を、多く記述できるようになっている。

・具体的な点を記述できるようになってきている。

・他の学生の録音を聞いて、そこからも学んでいる。

 具体的には、よくできる学生は、次第に練習量も増えてきており、30回、あるい

は 50 回以上聞いたという報告をしている。さらに、以下のような記述も、コーデ

ィングした詳細から抽出できている。 

① プロの話速と同じになるように練習した。

② マイクに向かって声を出すことになれた。

③ 部屋鳴りがしないような場所を選べるようになった。
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④ 英語の発音が、頭の中で考えていたものと違っていたので、練習した。

⑤ Biden大統領の表情を、YouTube で確認して、練習した。

⑥ Biden大統領の話速と同じようになるよう、練習した。

⑦ 何度も録音をして聞いてみると、そのたびにうまくなるのでやる気が出た。

⑧ 回を重ねるにつれて、練習の回数が増えた。

⑨ ポーズの秒数を計測し、原稿に書き込み、練習した。

⑩ 対面授業だったらこんなに声は出さなかったかもしれないが、オンライオン

だったので、画面の向こうに届くよう、はっきりと声を出して練習をした。

6.3．分析と考察 

①のように、話速に注意を傾けて練習したという記述が複数見られた。これは、

ボイスサンプルという音声素材を何度も聞くという練習だったので、集中したため

だと思われる。ここで言及している話速は、早く話せるようになったということで

はなく、早すぎず、ゆっくりと適切なスピードで安定して発話することができるよ

うになったという自己評価である。また、②、③は、録音のテクニカルな面にも気

が付き始めたということだといえよう。 

④、⑤、⑥は英語に関するものであったが、普段、英語を聞く環境にない学生た

ちは、頭でイメージしていた発音とかなり違うということに、改めて気づいたよう

で、とくにリンキングや子音の発音を今までおろそかにしていたことに驚いている

ようであった。 

⑦、⑧からわかることは、何度も聞きながら、それを客観的に評価しながら練習

をしていくと、上達することがわかってくるようになり、そうなると、もっと上手

になるような気がして、練習の回数が増えていったということである。 

また、⑨にあるように、発音だけでなく、無音の部分であるポーズにも注意を払

い、強調などの表現も学んだと推測できる。さらに、対面授業の方が語学学習には

向いていると言われているが、オンラインで学習することのプラスの面も評価して

いることがわかる。 

７． まとめと今後の課題 

 以上のように、質的に分析することにより、「振り返り」が、学生の分析力を高め

たことがうかがえた。また、集中した練習や録音に効果があるとわかると、練習に

対して自覚が高まり、積極的に練習声を出すようになったと見受けられる。学生が
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自己評価をすることによって、また、他の学生の成果物も聞き、その違いを意識す

ることによって、自覚が高まったということが考えられる。 

 今後は、引き続きデータの質的分析をおこない、さらに、音声データと合わせて、

見える形にしてデータを整えたい。その管理には、質的データ分析ソフト、

MAXQDA を使用する予定である。さらに、質的研究をおこなうにあたっては、質

の管理にも注意をむけつつ、本研究を続け、具体的な音声教材の活用へとつなげて

いきたい。 
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文学教材を用いた CLIL（内容言語統合型学習）日本語教育実践の可能性 

THE ROLE OF LITERATURE IN JAPANESE LANGUAGE EDUCATION 
USING THE METHODOLOGY OF CLIL（CONTENT AND LANGUAGE 

INTEGRATED LEARNING） 

山出裕子

Yuko Yamade 

東京学芸大学

Tokyo Gakugei University 

１ はじめに

本論は、近年の日本語教育において、文学教材が使われない傾向にあることを踏ま

え、その問題点を検討したうえで、その方策の一つとして、CLIL を用いた日本語教

育の可能性を探るものである。なお、本論では、今後の展望として、パイロット的

な実践研究調査において、文学教材を CLIL 型の日本語教育において用いることは

有用である、との結果が示されたことを明らかにしているが、コロナ禍という状況

の下、さらなる実践研究調査を行うことが困難であることから、ここではその可能

性を示すにとどめることとする。

２ 文学を用いた日本語教育に関する先行研究

これまで、日本語教育における文学教材の研究については 2000 年代以降から、

特に、外国で日本語教育を行っていた、あるいは、外国で EFL の教育に携わってい

たような研究者たちによって、行われてきた。ここでは、そうした「外国語教育」

の視点から、日本語教育を見た際に、「文学教材の不在」に注目して行われた、2 つ

の先行研究について分析する。

まず一つ目は、池田（2004、2005、2006）に見られる、一連の日本語（または外

国語）教育における文学教材の役割とその教授法に関するものである。そして、も

う一つは Richings（2015）に見られる、現行の日本語教育における文学教材の取り

扱いに関する研究である。

池田は 2004 年から 2006 年にかけて、以下の 3 つの論文を発表している。「外国

語教育における文学教材の役割」（2004）、「日本語教育における文学教材」（2005）、
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「上級日本語学習者のための読解教材：芥川龍之介『羅生門』教材化の観点」（2006）。
以上はいずれも『茨城大学留学生センター紀要』に掲載された（出典の詳細につい

ては、巻末の参考文献を参照のこと）1。日本語教育における文学教材に関する研究

が少ない中、これらの研究は本研究の先行研究として大きな意味を持つであると考

える。

Richings（2015）は、関西学院大学大学院に提出した博士学位論文『日本語教育・

日本語学習における文学教材―現状と展望』はであり、すでに出版されている日本

語の教科書に見られる文学教材について、調査・分析したものである。

この論文は 5 つの章から成り、序論である第 1 章において、欧米の外国語教育に

おける文学教育の変遷や EFL における文学教材に関する先行研究を検討し、さら

に日本語教育における文学教材の可能性についても言及しようとしている。第 2 章

では、「外国語教育の学習基準」について、欧州の欧州共通言語参照枠（CEFR）2、

日本の JF スタンダード、アメリカのナショナル・スタンダード（NS）について論

じている3。またこの章では、以上３つの言語基準（または指標）における、文学作

品や文学教材の取り扱いに関する比較を行っている。

さらに第 3 章では、日本語教科書に見られる文学教材についての総合分析と、教

科書において文学教材を用いて行われる学習活動について分析している。ここで扱

われている日本語教科書における「文学作品」の例が多いことに驚きを覚えるが、

ここで文学の定義が、きちんとなされていないために、「昔話や民話」といった文学

との境界があいまいであるものも「文学」として分析しているのは、やはり定義上

の解釈に問題があったためである。

この論文の第 4 章では、「日本語授業における日本文学の扱いに対する日本語教

師の認識の考察」として、47名の日本語講師にアンケート調査を行い、選択式回答

については量的分析を行い、自由記述式回答に関しては SCAT 分析を行っている。 
本論で特に注目するのは、「現役日本語教師」へのアンケート調査において、日本

語の授業で「文学教材」を使わない理由が明らかにされている点である。ここでは

その理由について、選択式、自由記述式の 2 つのタイプの質問に対し、以下のよう

な回答結果の例が挙げられている。

1 なお、同じく池田によって 2001 年に同紀要に発表された論文「「学習者」から「読み手」へ：日本語教育に

おける Extensive Reading の試み」は、多読授業に関する論文であるが、文学教材についての研究ではない。 
2 CEFR については、本論の第３項（p.4）で詳述する。 
3 国際交流基金の JF スタンダードやアメリカの「ナショナルスタンダード」に関しては、「学習基準」として

良いものの、CEFR は「基準（スタンダード）」ではなく「参照枠（Reference）」であることが盛んに強調され

ているが、ここでは、論文著者の表現をそのまま用いた。
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表 1 Richings (2015) 第 4 章における「日本語教育において文学教材を用いない理由」 

  （選択式で回答の多かったもの） 

 

 表 2 Richings (2015) 第 4 章における「日本語教育において文学教材を用いない理由」 

（自由記述式の例） 

 

 
 
  
 
 
 ここで見られるように、日本語教師にとって、文学作品とは、(1)「コミュニケー

ションを重視する日本語教育では用いられない」、(2)「文学作品を選ぶのが難しい」

といった問題があることがわかる。本論では、特にここで注目した 2 点について、

(1)については、CEFR（欧州共有言語参照枠）で示される文学の役割について、(2 に

ついては、方法論が確立しているコミュニケーションを重視した教授法の方法論を

学ぶことで、比較的容易実践可能と考えられる CLIL を用いた日本語授業の例や、

そのための教科書作成の過程を示すことで、これらの問題点解決のための例となる

一つの方策を示すこととする。 
 
3 CEFR（欧州共通言語参照枠）に見られる文学の役割 
近年、日本の言語教育においても「CEFR」という言葉がよく聞かれるようになっ

た。CEFR とは、Common European Framework of Reference for Languages（欧州共通

言語参照枠）を意味する4。つまり、これはヨーロッパの言語教育における共通した

指標（参照枠）を示すものである。 
 特に「文学」に注目してみると、2001 年に公開された CEFR の初版（英語版）で

 
4 本論では、CEFR と記述する際は、2001 年に公開され初版の CEFR を意味し、2018 年に公開された Common 
European Framework of Reference for Languages: Companion Volume with New Descriptors（2018）を意味する際

は、「CEFR 増補版」と記述することとする。 

• 日本文学作品を取り上げる授業の準備は大変。 

• 日本文学を用いる教材の選定は難しい。 

• 日本文学に関する自分の知識が足りるかどうか不安。 

• 初級レベルの段階では日本文学を取り上げるのは難しい。 

• 文型のレベル別指導をする必要がある。 

• 学習者の日本語能力が足りない。 

• カリキュラムが受験対策中心になってしまっている。 

• 日本語の授業では、生活、コミュニケーション、学業のための日本語習得が優先され、

文学に時間を割く余裕がない。 
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は、「文学」（literature）という記述は 13回見られた。一方で、CEFR の初版を基に

して作られた、JF スタンダードでは、2017 年に発行された【新版】であっても、全

83ページ中「文学」という記述が 4回しか見られない。 
 さらに、2018 年に公開された「CEFR 増補版」（英語版）には、全 221ページ中

「文学」という記述が 200回以上見られ、特に「文学」という記述が多くみられる

のは、仲介（mediation）の項目である。ここでは、「創作的なテキスト」と言う際に、

「文学を含む」という記述が多くみられ、「創作的テキスト」における「文学」の役

割を重視していることが読み取れる。更に、文学には、言語教育において奨励され

るようなリアクション（反応）を引き起こす役割があるともされている。そのため、

コミュニカティブ・アプローチを発展させた、行動中心主義を推奨するとする CEFR
（特に「CEFR 増補版」）では、教室内でのコミュニケーションに際して、使用テキ

ストに「文学」が含まれることが強調されていると言える。その際の文学の役割は、

単に「文学」教材以外のテキストの代わりになるものではなく、言語学習において

必須のものとして位置付けられている。それはまた、近年のコミュニカティブ・ア

プローチを重視する言語学習では、文学であるからこそ、あるいは、文学でなけれ

ば担うことのできない役割が見いだされていといえる。そのため、「コミュニケー

ションのための日本語教育が優先される」というのは、日本語教育において文学が

用いられないことの理由とは言えない。むしろ、コミュニケーション重視であるか

らこそ、文学教材の有用性が強調されることは、ここで論じた「CEFR 増補版」の

記述からも、明らかである。 
 
4 文学教材を用いた CLIL 日本語教育の試み 
 本論では、「日本語教師が文学を使わない理由」の二つ目の理由として、「文学教

材を選ぶのが難しい」点を挙げたが、そのための方策として、①方法論の確立した

教授法を用いる、②文学を用いた教材を作成する、を検討した。 
まず、①については、近年、日本語教育においても「コミュニカティブ言語教育」

を行うことが推奨される傾向にあることから、本論では、「コミュニカティブ・アプ

ローチ」の系統であり、「ポスト・コミュニカティブアプローチ」の教授法として近

年、日本の特に言語教育で用いられるようになっている「CLIL（Content and Language 
Integrated Learning：内容言語統合型学習）を用いた教育実践を試案することとした。 
 CLIL とは、簡単に言えば、「言語を学ぶ」のではなく、「言語で学ぶ」ことを念頭

に、言語のみならず思考力を身につけるための学習法であるといえる。CLIL 研究

の第一人者であるフィンランドのユバスキュラ大学（University of Jyväskylä）のデ
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ビッド・マーシュ（David Marsh）教授は、CLIL を用いた教育の意義を渡部（2012）
の冒頭で、次のように述べている。 
 

CLIL は単に言語要素だけを中心に据えるのではなく、教科内容の理解をし

かるべき方法で手助けし、広い意味での認知能力もあわせて養成すること

が必要だ、ということである。そのためには、生徒同士、学校、地域社会、

国家が有機的な協調関係になければならない。また、実り豊かな指導を行

うためには、指導者、研究者、研究行政の協調関係も必要である。CLIL は

教育のあり方そのものに変化をもたらすものである（p.ii）。 
 
これまでの言語学習では、母語の使用を禁止し、学習言語でコミュニケーションを

とることが一般的であったが、CEFR を理念とした言語学習の授業では、母語の使

用は制限されないことがある。そのため、CEFR を理論的枠組みとして発達した

CLIL 授業の実施にあたっては、学習者のレベルによって母語を使用してのグルー

プ活動なども行われている。 
 CLIL の特徴は、右の図 1 5  に示す通り

Content（内容）、Communication（言語）、Cognition
（思考）、Community / Culture（協学・異文化理

解）の 4 つの C の概念に沿って、計画的に内

容、方法、教材を選択、設計し、実施する点に

ある（奥野 2019；渡部 2011）。渡部（2011）は

この 4 つの C を「有機的」に結びつけて「教材

を作り、授業案を考え、指導を行えば、相乗効

果（synergy）により、より高品質の教育が実現

される」（p.2）としている。 
CLIL では、表面的な理解（低次思考力）から、深い理解（高次思考力）へと思考

力を伸ばしていくと考えられている。表面的な理解（低次思考力）とは、LOTS
（Lower-Order Thinking Skill）とも表され、記憶（暗記・再生）、理解（解釈・要約・

比較）、応用（適用、活用・実践）を意味する。そして、深い理解（高次思考力）と

は、HOTS（High-Order Thinking Skill）とも表され、分析（分解・特徴づけ）、評価

（会判断・批評）、創造（計画・創出）を意味する。また、「LOTS」と「HOTS」は

笹島（2011）において、次のように説明されている。 

 
5 渡部（2011）、奥野〈2019〉をもとに作成。 

図 1 CLIL の４C 
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    LOTS と HOTS というのは、思考の段階を 6 つに区分したものです。CLIL

では学びにおける思考を意識してとらえるために、ブルーム (Benjamin 
Bloom) により考案され、アンダーソン (Lorin Anderson) らによって修正

された思考の分類(taxonomy) を使用しています（p.6）。 
 
これを「CLIL の思考のピラミッド」（奥野 2018 p.14）
と呼ばれるピラミッド型の思考を LOTS と HOTS に

分類すると、以下の図２のようなピラミッド型で表

すことができる。 
図 2 6 の説明としては、思考と言うのはこの図の下

から記憶（Remembering）→理解（Understanding）→
応用（ Applying ） → 分析（ Analyzing ） →評価
（Evaluating）→創造（Creation）と 6 段階で示される

としている。ここで注意すべきは、低次思考力（LOTS）と高次思考力（HOTS）の

間には優劣の差はなく、どちらも重要な思考力であることである。これらの違いは、

LOTS が知識を暗記したり、理解したりする思考力であり、HOTS が分析したり、

評価したり、する思考力だということである。そして、その「思考力」を育むため

の採取的な産出活動として「文学」が用いられるのである。そのため、「コミュニケ

ーション」を重視した教授法であっても、そして、本論で強調しているように、コ

ミュニケーション重視であるからこそであるからこそ、「文学」を用いた日本語授

業を行うことに大きな意義があると考えられる。 
 本研究では「日本語教師による文学を使わない理由」の二つ目の問題点解決のた

めの方策を見出すために、「文学を用いた日本語教科書の作成」を挙げた。何故な

ら、これまで、「文学」を用い、かつ、教授法や理論が確立された「コミュニケーシ

ョン重視の日本語教科書」がこれまで見られないためである。本研究では、「教授法

や理論が確立されたコミュニケーション重視の教授法」として、CLIL に注目して

いるが、これまで「文学を用いた CLIL 型日本語教科書」が見られないことから、

本研究の一環として、パイロット版の教科書を作成することとした。 
 
5 文学を用いた CLIL 日本語教科書の作成過程 
 まず、この教科書は、CLIL理論を用いながら、近年の言語教育の中心となりつつ

 
6 笹島 (2017 ) をもとに作成。 

図 2 思考のピラミッド  
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ある CEFR の理念に沿った日本語教育を実現するための教材とするため、テーマと

して「異文化理解」を取り上げることとした。更に、日本語教育において「異文化

理解」をテーマとした授業を行うに際し、どのようなテーマであれば授業で扱いや

すいか、または、扱いたいか、について、現役日本語教師 25名程度にニーズ調査を

行った。その過程の詳細や結果については紙面の関係から本論では割愛するが、そ

れらの調査の結果を踏まえたうえで、作成する教科書で扱うテーマを検討した。 
本研究では特に、先にもあげたように、(1) CEFR の理念に沿った、(2)コミュニケ

ーション重視の日本語教育向けの教科書を作成する、と言う点を鑑み、二＾図調査

の結果をもとに、2 つのトピックスを抽出した。まず、1 つは、日本文化に関するト

ピックスとして、世界的にその文化的価値が認められていると考えられる「日本に

おける世界遺産」であり、もう一点は、国連によって 2015 年に掲げられた「SDGs」
（＝Sustainable Development Goals）について扱うこととした。 
まず、「日本の世界遺産」を取り上げた理由として、先の日本語教師に対して行っ

たニーズ調査の結果が挙げられる。この調査では、日本語教師たちが扱いたいトピ

ックスとして「日本の習慣」や「日本の現代文化」などが挙げられており、それら

を「異文化理解」で取り上げるため、「世界遺産」であれば、建造物だけでなく、自

然や食文化などもふくまれ（「和食」は 2013 年に「世界遺産」となっている）、「記

憶遺産（Memory of World、世界の記憶とも訳される）」、様々な側面から日本文化を

取り上げると考えた。また、このトピックであれば、アンケート調査であげられた

よう多様な側面から、日本や日本文化のテーマを見出すことができると考えたため

である。 
また、ニーズ調査では、「比較文化」や「世界情勢」を扱いたいという意見が多く

挙げられたが、この点に関しては、「SDGs」を取り上げた。「SDGs」は、近年、様々

な教育レベル（小学校から大学レベルまで）で、世界情勢を考える際に用いられて

おり、すでに SDGs をテーマとした英語学習用の大学教科書もみられている 。ま

た、ここで掲げられる 17 のテーマから、世界の問題を取り上げ、それが日本や学

習者たちの母国でどのように取り組まれているかを比較することが可能である。こ

の 17 のテーマには、先の日本語教師たちを対象としたアンケート調査でも上げら

れた、ジェンダー差、年代差、貧困差、都市と地方の差なども含まれており、そう

した点も含め、さまざまな比較に用いることが可能である。以上のことから、本研

究で「異文化理解」をテーマとした教材作成にあたって、「世界遺産」と「SGDｓ」

をトピックスとした教材作成を行うことは適当であると考えた。7 

 
7 作成した「パイロット版 文学を用いた CLIL 日本語教科書」のうち、SDGs をテーマとした箇所の一部を
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6 「文学を用いた CLIL 日本語教育」実践調査の結果と今後の展望 
本研究は、こうして作成した「文学を用いた CLIL 日本語教科書」を用いた実践

調査を行い、その結果を質的、または量的研究の分析方法を用いて分析することで、

近年のコミュニカティブ言語教育が主流になりつつある日本語教育における文学

教材の役割や有用性・可能性を示すことを目的としている。しかしながら、コロナ

禍という状況にあり、大規模な実践調査を行うことが難しいことから、本研究につ

いては、小規模なパイロット的な実践調査を行い、その分析方法を様々な角度から

検討することで、本研究の成果に一応の結論をつけることとした。今後、さらに教

科書の作成に取り組み、大規模な実践調査ができるような状況になった際には、本

研究の正式な研究成果として公表していきたい。そのため本論の結論としては、パ

イロット調査の手法とその結果について明らかにし、今後さらなる実践調査を行う

にあたり、今回明らかになった問題点を上げておきたい。

(1) パイロット調査の手法

今回の調査は、以下のように行った。

・2名の日本語学習者（中級および上級学習者）を対象とした。

・2名に対して、個別に ZOOM 授業を行うことにより調査を行った。

・ZOOM 授業を行う前に、作成した教科書の該当箇所を予習するように依頼した。 
・ZOOM 授業の前と後に、文学や日本語教育において文学教材を用いることに対す

る考えをインタビューした。

・インタビュー内容について「質的研究」の分析方法を用いて分析を行った。

(2) インタビュー内容の分析

インタビュー内容を分析するにあたり、舘岡 (2015) を参照した。質的研究の分

析方法としては、M-GTA（木下 2003）などが広く知られており、近年では SCAT 分

析（大谷 2019）を使った例も多く見られるが、本研究では、「日本語教育研究」を

対照として編まれた舘岡（2015）『日本語教育のための質的研究入門』に示された分

析方法を用いた。その結果、理論的記述として、「日本語教育に文学教材を用いるこ

とで、これまでにない気付きがあった」「新たな語彙が得られた」など、日本語教育

に文学教材を用いることに対する肯定的な反応が多く見られた。このことから、本

研究では、「日本語教育に文学を用いることは有用である」との結論を付けたが、こ

本論の最後に＜資料＞として添付している。
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の点に関しては、分析方法の検討も含め、まだ多くの実践調査、分析を重ねていく

必要があると考えている。 
 
(3) 文学を日本語教育に用いることの今後の展望 
 本論で先にあげたように Richings (2015)では「日本語教師が文学作品を日本語教育

に用いない理由」が挙げられており、それらはいずれも、検討の余地があることを

指摘した。ここでその検討過程を明らかにしたように、それらはいずれも方策を立

てることで、解決することが可能であることが本研究で示された。「文学」を言語教

育に用いることの意義や、そこにおける「文学」の役割はすでに CEFR など各国の

言語指標や基準でも明らかにされていることは、本論で明らかにした。そのため、

日本語教育が「言語教育のグローバル化」を意識した際には、コミュニケーション

重視の言語教育や、CEFR が論じるような「グローバル人材」を目的とした言語教

育において、「文学」は最早、欠かすことのできない領域であることを理解する必要

があるだろう。今回の研究では、コロナ禍という状況の下、また、現在の日本語教

育において「文学」の有用性がまだ広く認識されていないことなどから、パイロッ

ト的な実践調査とその結果を持って、一定の結論を導き出すことに留めることとし

た。しかしながら、今後、世界の状況が快復し、日本語教育に文学を用いることの

有用性についてさらに多角的な視野で研究分析を行いながら、改めて本研究のテー

マについて取り組んでいきたいと考えている。 
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＜資料＞『CLIL 日本語で学ぶ異文化理解 SDGs編』抜粋 

① Can-Do 目標／

扉 ｛SDGs とは？｝ ②写真を見て、話そう ③ビデオを見て、考えよう

④読んで、考えよう ⑤グラフを見て、考えよう ⑥読んで創造してみよう
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LISTENING ASSESSMENT AND SPEAKING INSTRUCTION UTILIZED BY 
STATION ANNOUNCMENT AND VIDEO CLIPS 

車内放送、天気予報等の生教材を利用した学習者のオンラインでの聴解力/  

話す発表指導評価 

ChiekoYamazaki MA, MeEd. 山﨑千恵子 Eckerd College エカード大学

Junko Ishizu MA 石津純子 Osaka Gakuin College, CET 大阪学院大学 CET

 これまで教科書「げんき」を使用してきたが、学習者に対する評価において既習の語

彙、語尾活用、文型等文法項目がいかに適切に認識され文章内で使用されているか、実

際の会話発表や教室活動で応用されているかというような教科書の内容を基にした四技

能の評価ばかりに焦点を当てていた。 

 一方学習者は教室外でもアニメやテレビ映画/ゲーム/動画/商品名など日本語に触れる

機会が多い。しかし留学や観光、仕事などで日本に到着したものの、移動に公共交通手

段を利用する際、駅構内や車内放送が全くわからなかったという経験をもつ学習者が少
なからずいる。そこで CBI のモデルや、イマージョン教育、生教材を利用し、単にター

ゲット言語を言語としてでなく、使用された内容背景を含め、日本での生活を前提とし

た指導を示唆したい。 

本研究の目的 
● 学習者の視点に立ち、日本での暮らしに即役に立つ教材を使用することによ

って、教室活動をより日本滞在を前提としたものとし、学習者に高い学習意

義をもたせる

● 新幹線車内放送や主要駅構内放送を学習者に聞かせるというオンラインでの

聴解力問題を紹介する

● 学習者の回答をいかに評価するかその基準を示唆したい

● NHK など実際の日本数都市の天気予報動画を利用した話す力・発表の指導と発

表の評価基準例を紹介する

これまでの教室活動、 

 これまで、各課ごとに単語テストをして、文法説明、内容質問、教室活動としての

会話指導、そしてグループ・個人発表をし、その課のチャプターテストをして、次の課

に進み、総合評価として中間試験、期末試験というながれで指導をしてきた。つまりツ

ールを与えるスキル重視の教え方が行われ、学生への評価もフィードバックを中心に行

ってきた。→それよりフィードワーク、これからどうしたら学習効果があがるかを考え

て示唆をあたえる(2021 當作）（これまでのスキル偏重の評価：学生がどれだけ教科書

の語彙、語尾活用、文法項目が聴けて認識されているかという評価だった。会話発表の

評価も文法語彙既習事項が適切に文章内で使用、応用されているかの評価だった） 
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本研究のきっかけ動機 

教科書「げんき」では、各課ごとの巻末に「よく使われる表現」や「文化ノート」が記

載され、教室活動の教案作りに利用してきたが、これに加え単語テストのおり、ここで

紹介される表現、単語をも勉強し、テストに取り入れはじめた。 

 

 具体的には、比較を勉強するげんき 10 課では巻末に「駅で」の語彙表現が紹介され

ていたので、これを単語テストの問題や、聴解力評価テストに利用しようと試みた。東

北新幹線車内や大阪の駅構内放送をとりあげ問題文を作成した。 

 さらに Volitional 文法を学習する目的のげんき 15 課の巻末には、日本の宿泊施設が

「文化ノート」で紹介され、「ホテルで」として予約表現など、日本滞在で役にたつ表

現が紹介されているので、日本語テレビドラマ「わたしを旅館につれてって」を見せ、

日本の宿泊施設で予想される頻出単語を認識させる練習を組み、聴解力練習や、学生が

教室外活動にグループで取り組む指導にかえられるように教案を作成した。 

 人前で日本語で話す力の練習、奨励する手段として、日本全国７都市の天気予報を視

聴させ、学習者自ら天気図を読み、日本地図を使って発表させる教室活動を取り入れた

いと考えた。さらにコンテクスト内でどんな表現が使用でき、対話に繋がるか指導し、

自然な会話を身につけられる教育環境づくりをめざすことを目的として教室内。外の活

動を教案に組み入れてみようと試みた、日本からの留学生と日英語の language buddy 

を希望者には奨励し、天気予報をわかりやすく伝えるという練習に付き合ってもらうよ

う、学生を指導した。 

生教材の手がかりと選択 

 鉄道マニアのおかげで、比較的 public domain の鉄道関連のビデオ放送が入手しやす

かった。げんき 10 課の「駅で」で紹介された前置きの表現を手掛かりに、聴解問題の

内容を考えることも比較的容易であった。つまり車内放送は前置きの説明がしやすい自

然な速度と、標準語の発音が使用されていることが、聴解力問題を作りやすくしている

（JLPT N３聴解：目次ページ） 

1) 先行学習に未習語彙をリストにあげ提示する（げんき 10 課 に紹介されている）

 例１；行き 方面、番線、とまります、次は、 

2) 東北新幹線の駅名には、既習漢字も多い：上の、大みや 秋田、北海道、青森 

3) 使用した駅構内のアナウンスに、当校の留学先の駅名、枚方市駅が出てくる。 

4) 聞き取りが難しいとされるカタカナ言葉が、問題のアナウンスに使用されている 

5) 選択した東北新幹線車内放送も、京阪電車の駅構内放送も男性と女性の両方の声

による案内が放送されていた。 
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聴解力テストの前作業  

東北新幹線の車内放送と 大阪京橋駅構内アナウンスの場合： 

1. 先行学習：未修語彙/文型を Glossary や footnote または問題内に書き込んで提示 

 例１；行き 方面、番線、まもなく、とまります、次は、ご注意ください  

2. 話のパターンを手がかりにして、聴解問題の内容を聞く（JLPT N3 目次参照) 

丁寧さの度合い フォーマルさを説明 ごちゅうい  お出口  まもなく 

3. 聴解テストの CD Youtube等が流れる前に、問題文を読んで 選択肢と同じ言葉に注

意させる。（問題テープをスキミングして聴く練習をさせるため） 

 

聴解力問題に使用された教材リンクと問題サンプル１ 

東北新幹線の車内放送で https://youtu.be/LizK1cSJwPQ 6’30” to 9’23”                              
正誤問題： 

1)＿＿  まもなく(soon we will stop at) ‘せんだい’えきです。                 

2)＿＿   お出口 は、左がわです                                               

3)＿＿.  しんかんせん「こまち」行きは、12 番せんからの のりかえ (transfer)です。 

4）＿＿ せんだい（駅）で、7 分間てい車 (standing the train)をいたします     

5）＿＿ せんだい駅のはっ車（Departure) は、11 時 42 分です。                  

6）____  ビールとおさけの 飲みものと、デザートにアイスクリームがあります  

7）＿＿  スイートセット(ホットコーヒーと、ベルギーワッフル）は 550 円です。 

聴解力サンプル問題２ 

京阪電車：大阪京橋駅アナウンスを聞いて 1’00”https://youtu.be/xORmkVekKw8from        

選択肢問題： 一番聞き取って欲しい単語を選択肢に入れ、問題文を作成      

1) まもなく(１,２,３)ばんせんに電車がきます。 

2) この電車の（３、４、６）ごう車は、プレミアムカーです。 

3) じょうしゃけん（regular ticket) のほか (プレミアムカード、クレジットカード、

とっきゅうけん）がひつようです(いります)。 

4) （おおさか市、きょうと市、ひらかた市）駅でじゅんきゅう(semi express) にれん

らく(connect)します。 

5) つぎの駅は（くずは、大さか、ひらかた市）です 

6) とびらに（気をつけて、ちゅういして、きいろのせんまでおさがり）ください 
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聴解力問題の回答分析 

中級学習者ー比較文型を学習した後にテスト評価、分析       

新幹線車内放送:聴解でできないと言っていた学生で全問正解は 10%。学習者本人は、

聴解力問題はこれまで苦手だと考えていただけに、おおいに自信をもった。      

時刻は聞き取れるが、時間単位（９分間）が聞き取れていない 40％         

カタカナ語に弱い「スイートセット」が何を意味しているか理解不可 50%      

上級学習者ー敬語を学習した後にテスト評価、分析                

新幹線車内放送：正誤問題は全問正解者が 50%いた。大きな自信に繋がった      

新幹線車内放送：カタカナ語不正解 20%  時間単位不正解 30％           

駅構内放送：選択肢問題にある選択で、何度も出てきている駅名が選択肢の問題になっ

ていると、どうしてもその選択肢が不正解であっても、選択してしまう 80% 

 生教材を使った会話発表 

 「教科書の会話事例を丸暗記することではない。学生たちに経験させる事、日本語 

を教えることを第一義としない。」と當作先生が「これからのニューノーマルでの語

学 教育（AATJでのワークショップ）でおっしゃっていたが(當作 2021） 

  例：げんき L12の実際の日本の天気予報ビデオ紹介：生教材 ウエザーチャンネル    

https://youtu.be/BVevb-s8VUk       ＊７５％スピードでみてもいい  

＊教科書にある練習問題通りにやらなくてもよい    

 Perspective is worth 80IQpoints.違う視野を学ぶことは、IQ８０の価値がある(Alan Kay: 
Kyoto Prize winner, computer scientist)  

例：日本の天気予報ニュースから、見えてくる日本の生活習慣：どんな服装を着るか

という提案、洗濯は干すと言う習慣 

 会話発表の手順  

 中級には、天気表と発表発話の雛形を提示し、以下の順で発表させる   

1) ７都市(札幌、金沢、東京、大阪、広島、高松、沖縄）の位置を地図内で示す 

2) 天気図,地図を読み取る （お天気マークから、降雨前線など） 

3) 天気・温度の変化から形容詞をあみだす。「あたたかい」、「すずしい」は 

4) 「暑い」「寒い」から移行する形容詞。  例：週末はあたたかくなるでしょう。 

5) 降雨確率 を予想させる。 

6) 生活情報の提案をその日の天気予想の後に、追加させる。かさがいるかもしれま

せん。せんたくしないほうがいいでしょう。週末は雨がふるので、スキーに行か

ないほうがいいかもしれません。 

 

具体的な天気図とお天気マークの読み取り方指導 

 下記の前線や日本七大都市天気表を学生に見せ、予想したい都市を選択させる。

その都市の今日午後から、明日、週末の天気を予報させる。 
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他注意したい指導事項 

例えば、下のように斜線と縦棒線の予報の違いを説明したり、数字の読み方を 

 説明したりしておく。 

 
お天気マークとその下の数字の読み方 

Left#: the Lowest よそうおんど、Right#: Highest おんど  
Bottom＃:Chance of Rain 

 
 スクリプトの雛形案を指導 

1) みなさん、おはようございます。your city while pointing out in the  

matheology mapのおてんきをみてみましょう。 

2) きのうは＿＿＿＿＿Adj past tense:ですね。 

3) ＿月＿日＿曜日今日のお天気は午後から＿＿でしょう orときどき＿＿でしょ

う。 

4)  今日の一番高いよそうきおんは、＿＿＿＿どぐらいになるでしょう。 

5) 雨は＿＿＿％ぐらいで ふるでしょう。 

6) 明日＿＿＿ようびの お天気はどうでしょうか。 

7) (一日中)＿＿＿or朝は＿＿＿午後から＿＿＿＿で Adj__  になるでしょう。 

8) Suggestion of clothing for outdoor, or laundry, outdoor activity, need a rain gear  
 

発表事例の紹介と評価について 

1) Future Proof ：耐未来性 (當作 2021)ー大学を出て、何を求められ、何を必要

としているかを考えた時、 学生の人となりを育てる教育効果より、学習者の立場

にたった学習効果を重要視していく。教師と学生の共有の学習目標が達成できて

いるかを評価してあげたい。（當作 2021） 
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2)Climate of Assessment ：総合評価、学習意欲をあげる成績評価。今までは既習事

項の形式評価から、ミスのたびマイナスしていったが、今回の評価基準では、学

習意欲をあげるため、応用能力を評価し Speech Strategy のポイントをプラスして

いく。 

3)総合評価 としての Rubric 作成。    

4)ピア・アセスメント利用。（聴解力テストにポイントを加算） 
 

 評価基準の３例 

 

1) 総合評価：ルーブリック基準と評価例 
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2) 間違いでポイントを差し引くのではなく，項目毎の出来栄えで評価 :プラスで成

績付けしていく。  

・評価例 

1 語彙 20％  

2 文法 20％  

3 流れ 20％  

4 発音イントネーション 20％  

5 Speech Strategy20％ (Eye contact, Acting, Filler, 小道具 Prop, Ppt) ポイントを加算、他

のマイナスポイントを補填もしていく。発表全体の印象も考慮する。 
 

3) Peer Assessment: クラスメートからの評価に加え、視聴する学生の聴解力評価

にもつなげていく。（聞き取れているか・わかるように話されているかの評価） 

1) ＿＿＿＿さんのまちはどこですか＿＿＿＿＿＿＿。 

2) 今日の午後，どんな天気になりますか＿＿＿＿＿＿＿。 

3) せんたくは いつが一番いい日だと言っていますか＿＿＿＿＿＿＿。 

4) 週まつは，雨がふるでしょうか。＿＿＿＿＿＿。スキーに行った方がいいですか 

5) 総合評価として 5段評価，よく聞こえましたか。わかりましたか。  5は

い，とても＿4，たいてい，3 時々2 あ まりわかりませんでした 1，ぜんぜん 

6) PPT や propは、わかりやすかったですか。おもしろかったですか 5はい，とても

4，たいてい，3 時々わかりました 2 あまり 1，全然わかりませんでした。 

 

今後の課題 

実際に日本での生活を前提とした聴解力問題の選択 
Smartphone/device application があるから，地図を持って現地の人に聞くとか，時刻を聞

くとかはもはや不必要だと考えられがちだが、実際には、未だ非日本語の車内放送，駅

構内放送，地方の天気予報はあまり提供されていない。 

Beyond textbook として、CBI 授業の一旦、イマージョン教育、生教材を聴解力テストに

使用など単にターゲット言語を言語としてだけでなく、使用された言語環境を含め、日

本滞在を前提とした聴解力を育て、会話指導をしていきたい。 
 
オンライン教室で、有効な教室活動案の提案 
日本の TVドラマ、アニメを使用した文法復習の前作業と本作業の事例 

o 「お姉ちゃんが来た」口語会話体「げんき 14課」とあげるくれるもらうの練習 
 バレンタインデー1０話 おかえし 11 話 https://youtu.be/FGtb3uCFaZI 
o 「声優探偵３話」受動態 Passive voice を認識させ内容質問の問題例  
問：だれがだれにのろわれたか、だれがころされたか、だれが犯人と間違えられた 

 

今後の教室活動の提案 
話す力、発表する力 を育てる会話発表と過去の会話発表事例の一部をここで紹介する 
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「げんき」の’Culture Note’, ‘Useful Expression’からヒントを得、テーマを決め授業にと

りいれることをお勧めする。 
o げんき 7課：体の部位と既習形容詞を使用し、グループ毎にマスコットを実際に描
写し、口頭で文章描写発表 

o げんき 12課: 擬似診察/ 教師が専門医の役になり、学生が患者になって台本を考
え、様々な症状を訴え診察をうける 

o げんき 21課: 犯罪ミステリー 劇を制作し、クラスで犯人を探す(e.g. ハッキング、
陰陽師が殺人アリバイを解くなど、学生たちのアイデアも豊富だった) 

 
上記の教案、教室活動例を参考にされ、学生に指導された方は、ぜひ学生からの反応も

お知らせください。このほかにも学生の学習効果があがる事例があれば、共有していき

ましょう。山﨑まで yamazac@eckerd.edu までご連絡ください。 



 

449 

 

地域ボランティア成人日本語教室における 
ビジターセッションによる学習意欲の変化 

 
ENHANCING ADULT MOTIVATION TO LEARN 

 WITH VISITOR SESSION ON A VOLUNTEER-LED JAPANESE 
CLASSROOM IN COMMUNITY 

 
閻麗妮  

Li-Ni Yen  
 

 東呉大学  
Soochow University  

 
1．はじめに 

筆者は 2004 年からボランティア活動の一環として、2017 年の 4 月か

ら現在（2021 年）まで近所の成人を対象に無償で日本語を教えてきた。

授業は三つの日本語クラスが開講されたが、2020 年の 2 月からコロナウ

ィルスの感染拡大の影響で教室活動が中止し、同年 5 月末から再開した。 
 

表 1 2021 年 4 月現在地域教室の状況 
教室 開始年月 授業時間

(週に一回) 
人数 日本語 

能力 
Aクラス 2014年 12月 2時間 5名 上級 
Bクラス 2017年 4月 1.5時間 8名 初級 
Cクラス 2018年 4月 1.5時間 13名 初級 
 
教室の担当はボランティア教師の私一人のみで、里長（日本の町長に

相当するもので、4 年に 1 度の選挙で選ばれる）の事務室と慈善団体の

一室を使い、週一回 1.5 時間から 2 時間の日本語授業が行われている。

B クラスと C クラスではメイン教材として『みんなの日本語』1を使い、

A クラスは文学作品や絵本、エッセイなど生の教材を選び日本語で教え

ている。B、C 教室は母語で教え、学習者の会話力を向上させるため、授

業中色々なペアワークやアクティビティを通して会話練習を行っている

が限定した学習項目の定型練習であって、自然な会話をする機会が少な

い。特に 2020 年にコロナウィルスの感染拡大で、海外旅行が不自由にな

り、日本への旅行を通して日本語を使う機会も激減し、実用性が感じら

れなくなるのではと懸念している2。 
学習者 26 人は 30 代から 80 代まで、幅広い年齢層で構成されている。

 
1 2021 年現時点で B クラスは第 20 課まで、C クラスは 14 課まで進められた。 

2 2019 年 12 月から人や動物の間で広く感染症を引き起こした新型コロナウイルスの感

染拡大により世界各地で多くの人びとが犠牲になり、それに伴って各国政府は入国制

限、ビザ発給の厳格化、検疫などを 2021 年 5 月の現時点も続いている。 



 

450 

 

中でも 50 代以上の中高年学習者と 65 歳以上の高齢学習者が 8 割以上を

占め、その内女性は 6 割以上である。学歴は中卒から修士まで、「教師や

教室の雰囲気、授業の内容、達成感、家との近い距離、安い学費などの

好ましい条件が動機付け（閻 2010、p.97）｣であった。クラスに入った初

期に、学習意欲が高かったが授業の進展に伴い、イ形容詞やナ形容詞の

語尾変化、又は動詞のテ形やタ型の導入が徐々に入ってくると、難しい

と感じることや仕事のため、体調不良、家庭事情、家族の世話などとい

う理由で教室から離れる学習者もいた。教師に指名され、皆の前で答え

るのが嫌だという話もあったため、筆者は授業の進め方とスピードを調

整し、文法知識を徐々に積み重ねながら学習意欲の維持に配慮する必要

があった。そこで 2020 年 10 月から学習者を動機付け、学習意欲を高め

るため日本人の友人を教室に招き、ネイティブの日本語を聴かせながら、

異文化交流を通し、成人日本語学習者、特に加齢に伴う学習力の衰えに

よる自信喪失した中高年以上の学習者に対する学習意欲の向上を目指し、

ビジターセッションという活動を取り入れた。 
 
  表 2 学習者の内訳 

  人数 割合 
性別 女性 17 65％ 

男性 9 35％ 
年齢別 30－49 歳 5 19％ 

50－65 歳 11 42％ 
65 歳以上 10 39％ 

学歴 中学校卒 1 4％ 
高校卒 3 12％ 
大学や短大卒 18 69％ 

 修士 4 15％ 
この教室での 
学習歴 

2 年以下 8 31％ 
2－4 年 13 50% 
5 年以上 5 19％ 

    合計             26名 
 
2.先行研究 
2-1.ビジターセッションに関する研究  

JFL の学習者は JSL と違って、習った日本語を使う相手と会話する環境

が殆どない。そこで M.H. Long (1980）が提唱したインターアクション仮説

の応用が注目される。大関（1980）は『インターアクションに問題が起き

た場合、聞き返したり、意味を確認したり、もう一度言ってもらったり、

ほかの言葉で言い換えてもらったりと言ったコミュニケーションを修復す

るための努力が（中略）「意味交渉｣と呼ばれます（p.61）』。教室で習った単

語や文型を会話練習しても殆ど非自然な発話に限られ、機械的な練習をす
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るより母語話者とインターアクションをし、今まで習ってきたものを即時

に応用することが動機付けになり、双方の意味交渉を通して、学習者が徐々

に理解可能なものを脳のメカニズムによって、アウトプットの形成に繋が

るであろう。ビジターセッションはしたがって JFL の日本語教育にとって

インターアクションの機会を与える活動の一つであり、広く導入されてい

る。赤木（2013）はビジターセッションとは「言語教育の現場に母語話者

を招いたり，母語話者のコミュニティーを訪れたりして，母語話者との実

際場面で目標言語を使用させる活動である（pp.87-88）」とし、多国籍の中

級クラスで行った結果①モチベーションの喚起，②学習ストレスの軽減と

いう効果があると述べている（p.102）。又、日本へ留学する初級初期イギ

リス人の短期留学生に対する研究結果（関 2007）として「日本人ともっと

交流したいという気持ちを増大させてその後の学習に意欲的になり、授業

中の発話意欲も高くなった。 提出された学習者作文は、（中略）未習の語

彙と文型が時々現れ、対話を通して語彙や文型の学びもあったことが分か

った。（ｐ.5）」と述べている。更にベト（2019）はベトナムの高校生（A1
～A2レベル）に行われたビジターセッションの実践例により「日本人との

会話では、日本人協力者に対して生徒は興味を持ち、自発的に話した。会

話の中で何か問題があれば、会話を続けたいという気持ちから自らストラ

テジーを使い（後略）」というプラス的な報告が得られた。 
以上の研究例からビジターセッションの取入れは、モチベーションの喚

起、学習ストレスの軽減のほか、学習意欲が高まり、作文や対話における

語彙や文型の学習効果があると示された。しかし、これまでの研究では中

高年学習者を対象にする実践例が見あたらない。よって、中高年の成人日

本語学習者の学習意欲にビジターセッションが如何なる効果をもたらすの

かにつき本研究は実践活動を通してあきらかにしていきたいと考える。 
 

2.2 成人学習者が学習における特徴 
米国の成人教育者である Malcom S. Knowles（1988）3は子どもの学習教

育ぺダゴジ―（pedagogy）と対照し、成人の学習教育アンドラゴジー

（andragogy）は仮説のモデル（Model of assumption）であり、学習者は年齢

と関係なく学習内容により、依存性と自主性が両方備われる可能性がある

ため、教育者は状況に応じて適切な方法で対応する必要があるとし、自主

性を導いていくのが最終的な目標であると述べている。又、Knowles は四
つの条件が成立した場合4、成人学習における特徴が次のようである（pp.43-
45）と述べている。 

 
3
 M.S.Knowles（1988）『The Modern Practice of Adult Education：From Pedagogy to 

Andragogy』revised and updated、原文は英語、訳は筆者による。 
4 学習者の①自己概念（Self-concept）は独立の成人から自主的な成人に変わってお

り、②経験が豊富であり、③学習するレディネスは社会的役割の発展によりあがって

いる傾向があり、④学習は延期応用（postponded application）から即時応用

（immediacy of application）の概念に変化し、学習の焦点も主題性中心（subject-

centeredness）から成果や効率性中心に（performance-centeredness）に変換してい

ると述べている（pp.44-45）。 
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表 3 アンドラゴジー大人の特徴 
学習者の概念 成長時期に自主性が発達すると同時に、一時的に依

頼する状況もある。 
学習者の経験

の役割 
個人の成長と発展状況により、豊富な経験を蓄積

し、その経験に意味付けをする。 
レディネス ニーズにより現実生活の課題や問題を解決するた

めに学習する。 
学習の方向 学習は有能性を最大限に発展するためであり、学習

した知識やスキルを明日の生活に生かすことが目

的である。 
出典：M.S.Knowles（1988）｢The Modern Practice of Adult Education： 
From Pedagogy to Andragogy｣revised and updated から一部訳出、図表化 
 

以上表 3 から成人学習者は主に自主的であるが依存的な側面もあり、豊

富な経験により物事に自分なりの観点を持ち、学習の目的は生活に直接応

用できるのが好ましいと考えていることがわかる。台湾の成人教育学者、

黄富順5は Maslow（1970）の欲求のピラミッドから、高度に経済発展を遂

げた現代の台湾社会において人々の学習は高い知的欲求により、自らの潜

在能力の育成、自己実現をめざす動機が強く、このような学習モデルの発

展に注目すべきであると述べている（p.14）。しかし高齢化した成人、退職

後、健康および経済面で自足している中高年や高齢者の学習目的は様々で

ある。閻（2020）によれば、この地域日本語教室で学習している成人学習

者は生活の必要に迫られてというわけではなく、日本語を学習する目的は

『「日本へ自助旅行したい」、「日本語に興味がある」、「日本の文化や文学に

興味がある」、「知識を増やすため」、「脳の活性化と認知症予防のため」、「退

職した生活を充実するため」、「日本の番組や漫画が好き」、「国際的な視野

を身に付けるため」、「家族の関係」、「仕事の関係」、「友たちを作りたい」

など（pp.72-73）』である。この結果は公益財団法人日本台湾交流協会（2019）
が実施した学校以外の機関で学習している台湾成人学習者の学習目的とも

一致している6。 
地域教室で学習している成人学習者には内発的、統合的な動機付けはあ

るが、生活に即時に応用する必要性がなく、学習目標がさほど高くない7た

め、動機づけが強くないと言えよう。これは学習者から授業の進度につい

て｢先生、ゆっくりしていいよ、日本語能力試験なんか受けないから｣とい

う声や、学校以外の日本語教室の多くは初級が中心であり8、中級や上級の

 
5 ⻩富順（2004）『成⼈学習』、原⽂は中国語、訳は筆者による。 
6 公益財団法人日本台湾交流協会（2019）『海外の日本語教育の現状―2018 年度日本語

教育機関調査より』によると学習目的において、選択された前五項目は｢日本への興

味｣、｢日本文化知識、｣、｢今の仕事｣、｢日本観光｣、｢日本語によるコミュニケーション

（ｐ.21）｣である。 
7 閻（2010）p.97。 
8 公益財団法人日本台湾交流協会（2019）ｐ.21。 
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教室が比較的少ないのはこの現実を裏付けている。 
又、陳(2013)9 がまとめた成人学習者の特徴に挫折感により途中で止め

てしまう可能性が高く、他人の支えと励ましが常に必要だと述べている

（pp.3-4）。筆者を含め、高齢化による記憶力、体力、視覚、聴覚など生物

的な衰えによる学習障害を感じ、それによって引き起こされる自信喪失や

不安の問題に悩むほか、性格の面にかかわる心理的な問題を抱え、更には

家族の介護や孫の世話などライフイベントに直面する問題も少なくない。

そのため、中高年や高齢学習者を中心とする地域日本語教室にはそれなり

の配慮が必要である。 
成人における第二言語の学習指導について、Mckay and Tom（1999）10は

「動機付けは必ず学習者の中から生じるものであり、しかもそれは彼らに

とって興味深く価値がものだと思われていなければなりません。このよう

な学習者のモチベーションを高めるために教師としてできることは、面白

い活動を提供しながらその内容が有益であり、しかも彼らの目標と関連性

があることを学習者に理解してもらうことが重要である(p.4)｣と述べてい

る。また Knowles もアンドラゴジーの実践に、成人学習者を安心させ、気

楽に学習できる物理的な環境が重要であるほか、学習者が受け入れられ、

尊重され、サポートされている心理的な整備も大切であるという。そのな

か教師の関心（care）、教師の動作（behavior）が最も重要であると Knowles
は主張している（pp.46-47）。 

以上から、中高年や高齢者を中心とする成人学習者向け教育の授業のデ

ザインは楽しい時間を提供するのみならず、学習者が受容され、安心感、

尊重感を抱き、教師からの関心やサポートを常に必要とするほかに、教師

と学習者が対等、しかも一体とする関係の構築が重要だと考えられる。 
 
2.3 本稿の立場と研究課題 
統合的な動機付けは重要であると同時に会話能力との関わりが高いと示

され11、発話力が高ければ学習意欲の向上にもつながると考えられている。

又、成人、特に中高年や高齢の学習者にそれなりの特徴があるため、同年

齢層でしかも第二言語を学習している日本人母語話者を教室に招いた。こ

れまでの授業と違う形式の交流活動を通して学習者の学習意欲に如何なる

変化が現れるか、把握したい。つまり、本実践の課題はビジターセッショ

ンの導入によって、成人学習者における発話状況がどう変わるかについて、

学習者の会話の反応、フィードバック、そしてアンケートで検証をする。

具体的にビジターセッションにより①成人学習者における発話力の変化、

②学習意欲の変貌の度合いに注目したいと思う。 
3 実践概要と分析データ 
 表 4 に示した通り、ビジターセッションが 3 回行われた。 

 
9 原文は中国語、翻訳は筆者による。 
10 原文は英語、訳は筆者による。 
11 Heidi Dulay/Marina Burt/Stephen Krashen（牧野訳）(1999) 『第二言語習得』

ｐ.16 



 

454 

 

 
表 4 ビジターセッションの実施内容 
  活動の内容 
2020 年 10 月一回目

（2 時間）13名 
前―ビジターK による自己紹介と台湾生活の紹

介。 
後―学習者による自己紹介と興味のある話題の

自由会話。 
2020 年 11 月二回目

（2 時間）15名 
前―ビジターK による旅行場面での言葉の 

レクチャー。 
後―ビジターK が学習者たちとの懇談。 

2020 年 12 月三回目

（2 時間）18名 
前―学習者によるグループ発表と質疑応答。 
後―ビジターA の出身地や台日の習慣に関する

活動。 
 

一回目と二回目のビジターK は仕事で派遣され、台湾に約 8 年間滞在し

ている中高年男性の日本人のサラリーマンである。中国語の学習歴は 500
時間以上で聴解も会話も中上級レベルである。日本語授業経験を持たずビ

ジターに使用教材、日本語レベルの状況を事前に説明した。一回目に活動

の前半、ビジターが自作したパワーポイントで中国語と日本語を交えなが

ら自分の名前、仕事、出身地の紹介をした後、台湾に来て初めて驚いた台

日間で使っている同形異義語の漢字、習慣、文化の相違などをクイズで学

習者とインターアクションした。ユーモア混じりの口ぶりで中国語表現が

的確に伝わらない時、学習者たちは自然に口々に教え上げたりし、ビジタ

ーは親切な顔つきと易しい口調で参加者の緊張感を解き、自己開示の態度

が見られた。 
学習者は約 20 分を過ぎた頃から日本語で対応することが見られ、ビジ

ターの口ぶりを真似して反復したりするようになった。ビジターも徐々に

マイクを学習者に寄せ、意見を求めたりする回数が増えた。最初は学習者

の発話は前の席に座っていた数人の学習者に限られ、質問の応答のみであ

ったが、聞いているうちにパワーポイントに出た写真を見て、次々と「ケ

ーキ｣、「自転車｣、「箸｣などと知っている言葉が自ら出るように変わり、ビ

ジターの話を自然に真似するようになった。後半は学習者が自己紹介をし

ながらビジターと自由会話をした。 
二回目の参加者は 15名であり、ビジターK は前回の経験により、活動の

前半は旅行用語の説明や練習を中心とする授業形式で進め、後半は学習者

との自由会話をした。三回目のビジターA は日本語教師の母語話者であり、

2 時間の活動内容で学習者をグループ分けし、プレゼンテーションをして

もらった後、ビジターによるランダムな質疑応答が行われた。後半はビジ

ターA の出身地や台日の習慣に関する活動ゲームや短文を勉強させたりし

て、全体的に活発な雰囲気であった。 
本稿で分析データは 2種類であり、一つはビデオカメラで撮った映像と

録音データであり、含まれる内容は一回目と二回目のセッションの後半に

自由会話を行われた部分、そして三回目は学習者がグループ分けのパワー
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ポイントを発表した後、ビジターとの質疑応答である。そこから発話力の

変化を検討する。もう 1種類は学習者にアンケートを行い、参加する動機、

参加した感想などを書いてもらったデータで、そこから学習意欲の変貌を

検討する。 
 

表５．分析データ 
 一回目 二回目 三回目 
インターアクシ

ョンの会話内容 
約 40分 
自己紹介・興味

のある話題 

約 30分 
旅行・ビジター

への個人的な質

問 

約 42分 
発表の質疑応答 

アンケート調査

（回収分） 
7名分 15名分 18名分 

 
４．結果分析と考察 
4.1発話の分析 
データから学習者の発話事例を次に分析する。 
一回目は事例 1 と 2 のように、学習者 G001 は文が先に現れ、意味の分

からないことばを聞いたり（事例 1）、その後身振り手振りと擬声音で組み

立てた文を表した（事例 2）。意思疎通のために G001 にとってそれまでに

習った言葉を探し、表現しようとした例である。 
 
注：以下括弧の内容は筆者により動作の説明や中国語訳である。 
事例 1 
ビジター：義理です。 
G001：どういう意味ですか。 
事例 2 
G001：日本人も...あの～...そばを食べる時声は.....（らーめを食べる動作

をしながら）．．．.シューシューシュー（擬声音）声が大きいです。 
 

学習者一人一人が日本語で自己紹介することから始まり、また自分の趣

味や日本への旅行経験を伝えた。ビジターは続いて「どんな音楽｣、「どこ

へ｣、「どうでしたか｣と問いかけ、相手が理解していない言葉を中国語で補

ったりした。真剣な顔つき、頷き、学習者の話を聞きながら、構文になら

ない言葉のキーワードを掴んで繰り返したり、｢えー｣、｢おー｣、「はい｣、

「あー｣など、発話のターンを移行し、会話の交代を進めた。次の事例 3 は

70 代、性格が内向的で授業中発話が少ない男性学習者の発話である。最初

は単語レベルの発話であるが、ビジターからの相槌によって、会話が徐々

に進められ、質問に対して日本語で答えられ、意思表示のなか、相互のや

り取りがスムーズに進められた。 
事例 3 

X001：＊＊さん今晩は、私は＊＊です。 

ビジター：＊＊？（中国語の姓） 
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X001：はい、あー日本語の会話は少しだけです。 

すみません。単語が～忘れない。（笑）    

ビジター：（笑）はい。 

X001：あ～今年は 2回行きました    

ビジター：ああ、2回、はい。 

X001：北海道一回 

ビジター：はい。 

X001：神戸も神戸も  

ビジター：あ、はい 

X001：親戚も神戸です。  

ビジター：あ、神戸？あ、はい。 

X001：はい、きたのまち？のざかまち？  

ビジター：北野町？あ、はい 

X001：ふちら？   

ビジター：おー、神戸一番有名な食べ物は？ 

X001：神戸牛肉  

ビジター：（笑）はい、そうですね（笑） 

（後略） 
 
学習者の関心を得て他の学習者も自然にビジターへ「退職した後何をし

たいですか｣などの質問を投げた。内向的な 70 代の女性学習者 C001 でさ

え中国語で自分の経験を話すことで皆の会話に参加し、やり取りが真実の

友人関係になるように発展していった。事例 4 からはビジターが T001 の

言葉を繰り返しながら返事したことがわかる。フォリナートークの形で学

習者は安心が得られた。 
 

事例 4： 
T001：台湾の食べ物が好きですか。 
ビジター：台湾の食べ物は好きですか。はい、好きです。（後略） 

 
二回目の参加者は 15 名であり、一回目と同一のビジターK は活動の前

半を授業のように進め、旅行用語の説明や練習を中心に教えた。学習者は

単語や文法に関する質問をした（事例 5）。 
 
事例 5 
G001：すみません、日本で買い物の時、もう少し安くありませんか、大

丈夫ですか。或者是(或は)もう少し安くして下さい？ 
ビジター：安くなりません...安くしてください…うんー安くなりません

か…比較客氣(その方が丁寧)  
G001：もう一度、珍しいと素晴らしいと素敵、すごい、使い方困りまし

た。（後略） 
ビジター:すごい、すごいは厲害（後略） 
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話は「は｣と「が｣、「欲しい｣と「したい｣、「下げる｣と「下ろす｣など言

葉の使い分けに触れると、教授経験を持たないビジターK は、「教え方は難

しい｣と述べた。しかしながら、前半の単語や文型の復習、文法のやり取り

のウォーミングアップで後半の会話時間に発話者が増え、発話の内容は日

本語と中国語が混ざりながら進んだ。事例 6 のように、学習者の質問は文

法的になり、多人数が参加し、話題は多方面に及んた。 
 
事例 6 
L001：＊＊さん、誰が一緒に台湾へ来ましたか。えっ？ 
ビジター：だれと？ 
L001：＊＊さん、誰と一緒に台湾へ来ましたか。 
ビジター：跟誰,跟誰一起來台灣?誰と、誰と...（中略） 
ビジター：一個人（中国語）私は一人で台湾に来ました。 
G001：寂しいですか。 
ビジター：寂寞（中国語)寂しくありません。寂しいですか、寂しくあり

ません。或者、寂しくないです。（中略） 
W003:台湾、どうですか。(中略) 
ビジター：台湾はね、日本に似ています。近いです。 
W003:台湾の品物は安いですか。 
ビジター：安いですね。安いのもあるし、高いのもあるし。 
（中略） 
L002：**さんは日本でよく旅行しましたか。 
ビジター：はい、旅行好きですけど、私好きなのはスキーです。旅行は...

よくスキーに行きます。スキーは…泡温泉,滑雪。（温泉、ス

キー）。 
（中略） 
W001:危険ですか。 
ビジター：最初は危険じゃないです（後略）….. 

 
日本語を一生懸命に教えてくれるビジターに対して、親近感が増加につ

れ、ビジターの個人情報（仕事、経験、趣味）を聞くようになり、話題の

継続性や、文レベルの発話が見られた。ビジターは中国語による確認を行

ったが、学習者は日本語のみで答えようとしていた。一種の交流の場でも

あるために、発話者が一部の学習者に集中し、性格が内向的な学習者にと

って即時に質問や応答するのが難しいのか、自信不足の学習者の発話が見

られなかった。 
三回目の活動は日本語教師としているビジターA の企画により、学習者

によるプレゼンテーションの時間が用意された。B と C クラス合計 18 名
の参加者を混ぜ、出身地が同じ学習者をグループ分けにして（約 3-4 人）

お互いに助け合いながら出身地を紹介するパワーポイントの制作と発表を

してもらった。学習者は出身地にある有名な観光地の紹介、特有な料理な

どを調べ日本語に翻訳したり、発音を筆者の確認をしてもらったりして、

一周間前から準備していた。普段仕事や家事などに追われ、あまり予習、
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復習ができない学習者でさえ分担された内容の制作に自主的に進めた。若

者は年長の学習者を助け、発表直前まで学習者が真剣に読んでいた姿が印

象的あった。 
発表が行われた時、前述した 70 代の女性学習者は仲間と一緒に全員の

前に立ち、パワーポイントの字幕を読みながら発表した。これまでにない

勇気を出して学習者は仲間の支えや励ましによって、クラスの一員とする

一体感と帰属感に触発され、学習意欲を高めたと考えられる。 
発表後ビジターはその内容についてランダムに質問し、事例 7 のように

スムーズに答えられた会話があった。したがって、学習者が予習した話題

であれば、会話に役立つことがわかる。 
 

事例７ 
ビジター：台北から基隆までどのぐらいかかりますか。 
L002:30分。 
ビジター：30分ぐらい？どうやって行きますか。バス？ 
L002：えー、バスと車。 
ビジター：バスは何分ぐらい？ 
L001：バズは何分...えー、30分。 
ビジター：近いですね。てんぷらはいくらくらいですか。 
W001：（録音した内容の一部の声がはっきり聞こえなかった）50元くら

いです。（中略） 
ビジター：50元くらい？サンドイッチが有名ですか？ 
グループメンバー全員：（頷いた） 
W001:はい、有名です。（後略） 

 
三回目のみであるが、活動後、学習者にアンケート調査の 5 項目の質問

に、学習者は「全く反対」から「大いに賛成」まで 5段階の尺度(リカート・

スケール)でマークしてもらった。その中、活動は面白くて、会話や聞き取

りに役に立つと思われる人が 100％であり、日本人との会話は難しいと思

う人が 50％いるが、全然思わない人とどちらとも言えない人も 50％を占

めた。そして自信が高くなり、学習意欲が向上になったかという質問に対

して同意派の学習者は全体の 83％を占めている。 
 

4-2調査結果の分析 
 三回にわたり半構造化自由記述式のアンケート調査をした結果、合計 40
分名回収した。記述された内容を「参加する動機｣、「参加した感想｣、「自

信感｣、「リフレクション｣の四項目にまとめた結果を表 6 に示された。 
 
表 6 アンケート調査の結果（多い順） 
参加する動機 
１． 日本人との交流する滅多にないチャンスを把握し、会話練習

のチャンスを通して、聴力、単語や日本語能力の向上を目指

す。 
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2． もっと多く日本文化を知りたいため。 
3. 面白いから。 
4. 緊張感を克服するため。 
5. 先生が折角アレンジしてくれるからありがたく参加する。 
参加した感想 
1. 面白いゲームをしながら日本語を学んで思わず口を出し、易

しい日本語であるから聞き取りやすく、負担がない。 
2． 日常的な日本語で実用性が高いと思う 
3. 日本の文化や風習、習慣などを学んでよかったと思う。 
4. いくつかの単語や文型を覚えた。 
5 パワーポイントを作ることや、他人のパワーポイントからも

勉強になった。 
自信 
1. 事前に準備した自己紹介、パワーポイントで出身地の説明、

ビジターの質問応答などを通して、話す自信がついた。 
2. ビジターの言葉がわかるようになったので、自信がついた。 
3. 話す勇気が持てたので、おしゃべりできた。 
4. 日本語の聴き取りが少し進歩した 
省察性 
1. もっと練習しないと自信が出ない。 
2. 外国語を身に付けるにはやはり習慣になるまで多く話さな

ければならない。 
3. やはり口に出すのは難しい、その欠点に直面しなければなら

ない。 
4． 仲間が進歩しているのを見てプレシャーを感じるが、それも

自分を前に押し出す力である。 
5. 事前にビジターへの質問や話題を準備して置くのは役に立

つだと思う。 
注：原文は中国語、訳は筆者により。 

 
「参加する動機｣の中、一番多く記入されたのは日本人との交流するのは

滅多にないチャンスだから、聴解力や会話能力を向上するために参加した

という内容である。目標言語を使うチャンスが殆どない JFL の台湾人にと

っては、貴重な真実の交流になるとわかる。2 番目に多く記述された動機

は日本文化を多く知りたいことである。Gardner12 は道具的な動機付けが第

二言語習得により大きな刺激となり速度と質に大きな影響を及ぼすが、学

習を続けるためには、統合的な動機付けが必要であるとの示唆が合致でき

る。 
感想の部分は「面白いゲームをしながら日本語を学んで思わず口を出し、

 
12  Heidi Dulay/Marina Burt/Stephen Krashen（牧野訳）(1999) 『第二言語習

得』ｐ.16。 
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易しい日本語であるから聞き取りやすく、負担がない｣という内容が一番多

くあった。そして自信に関する調査結果からハードルと思っていたパワー

ポイントの制作とプレゼンテーションの完成によって学習者は自信を付け

たうえ、ビジターの理解できるインプットから口語力の能力アップを感じ

たと思われる。 
リフレクションの部分は「もっと練習しないと自信が出ない｣、「外国語

を身に付けるにはやはり習慣になるまで多く話さなければならない｣、「や

はり口に出すのは難しい、その欠点と直面しなければならない｣、「仲間が

進歩しているのを見てプレシャーを感じるが、それも自分を前に押し出す

力である｣、「事前にビジターへの質問や話題を準備して置けば（会話に）

役に立っだと思う｣などの内容が見られた。これまでになかった経験から足

りない部分を乗り越えるためにいい方法を具体的羅列できた。自分の欠点

を何らかの方法で克服しなければならないと省察し、自分の欠点をわかっ

た上、さらに練習することが必要だと自覚し、学習意欲の促進に繋がった

と思われる。 
 
5.結論と今後の課題 

以上から①内向的な学習者に積極性が生まれた、②ビジターとの自然な

会話が生まれた、③学習者に発表の機会を設けることで、学習者の相互学

習が行われ、ビジターからのランダムな質問にも対応できた、④自由なテ

ーマより、テーマを設定することが学習者の発話につながることがわかっ

た、⑤学習することはサポートされ、学習者と教師は一体とする支持的な

雰囲気のなか生じた帰属感から学習に対する意味が変わったことが見られ

た、⑥易しいインプットにより、母語話者とのやり取りに感じた有能性と

実用性から、学習者は自信を出し、自分の欠点を直面する決心から学習意

欲の変化が見られた。 
一方三回行われた活動内容はそれぞれ異なり、プラス効果があるものの、

学習者の異質性により自発的な発話の効果が異なっていることが否められ

ない。したがって、最適な活動内容を提供するため、成人学習者に安心さ

せ、気楽に学習できるような物理的な環境、お互い信頼感、一体となって

いるような共感、所謂ラポール関係の形成は必須である。これを活動前ビ

ジターに知ってもらうことが大切である。又、ビジターセッションにより

学習成果は如何に影響を与えるかに今後は回数を増やして学習者の変化を

みたり、カリキュラムのなかでビジターセッションを取り入れたりするこ

とで継続的な観測が必要である。又、内向的な学習者にとって発話が難し

いところをいかに配慮し、話題を事前に計画的に進むのかが重要である。

一人のビジター対多数の学習者、しかも限られた時間の中、話題を決め、

学習者に事前の予習や準備をして置くことと、活動のデザインで会話練習

のチャンスを最大限に提供することなどは今後の課題である。 
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プリンストン日本語教育フォーラム 

2020年コロナ禍・新しい授業スタイル創出への試み 

PRINCETON JAPANESE PEDAGOGY FORUM:  

NEW CLASS DESIGN IN JAPANESE EDUCATION UNDER COVID19 

横田葉子 

Yoko Yokota 

東京/淑徳日本語学校 

Shukutoku Japanese Language School 

１．背景―オンライン授業開始へ 

 2020年、新型コロナウイルス感染拡大のため、日本においても各教育機関は、 

通常授業の停止を余儀なくされた。多くはオンライン授業を模索することとなった。

筆者の勤務する東京の淑徳日本語学校でも、3 月 30 日にオンライン授業開始決定、

4 月 6 日から Zoom によるオンライン授業開始となった。準備期間などほぼない状

態での新年度開始であった。 

 本稿は、全く予想しなかったパンデミックの広がりにより、教育界に大きな影響

を与えることとなった「オンライン授業」の実践とそこから見える課題の記録であ

る。1 年にわたる実践を通して見えてきた様々な問題は現場の教師にとって非常に

大きな収穫であった。今後オンライン授業はますます研究開発されていくであろう。

この記録が関係者方々への参考になれば実践者として大きな喜びである。 

２．オンライン授業実践 

筆者の勤務する日本語学校は、当初、オンライン授業への基本的姿勢は、 

（１）コロナが収束するまでの緊急対応

（２）対面授業の代替としての臨時措置

であった。 

 しかし、コロナは一向に収まる気配もなく、当初 5月ゴールデンウイークまでく

らいかと思われた状況は長きにわたることになる。当校は、 

● 月曜日―金曜日： 午前 8：45―午後 3：00 と拘束時間が長い。

● １クラスの人数は、約 20名。

この２つの原則は、学校の経営的視点から変更できない。多くの日本語学校と

同様に、当校も学習者の払う授業料のみで成り立っている。来日できずに、 
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母国でオンライン授業を受ける学習者からから対面授業と同額の授業料を徴収す 

るには、少なくとも時間的には同じ内容でなければならないというわけである。 

後々、この基本的経営方針が教師を苦しめることになる。 

 時間の経過とともに、教師陣は従来の枠組みで授業を考えることはよくない、既

存の授業の代替という考えを捨て、新しいデザインを考えなければオンライン授業

は成功しないと考えるようになっていたが、この考えを経営者側に理解してもらう

には時間がかかった。 

２－１．オンライン授業の問題点 

学習者の属性： 

筆者の担当するクラスは、全員母国からの授業参加。 

中国籍・マレーシア籍の 20名。ほぼゼロ初級学習者である。 

平均年齢は 18歳。全員大学進学希望。クラスは４名教師のチームティーチング。 

（１）１～２か月経過

 １か月経過頃、様々な問題が生じてきた。授業内容は、動詞のて形・辞書形がで

てきたころである。 

まず、オンライン授業の理想と現実の問題である。以下の図は、教師が考えたオ

ンライン授業の理想と現実である。

【問題点】 

● ほぼゼロ初級のため、直接法では完全に理解できない。非言語コミュニケーシ

ョンが使えない、教室の雰囲気の中での進行ができないというのは、教師にと

って非常に大きな負荷となる。

● 語学教育で重視すべき双方向性授業が困難である。20 名では多すぎる。
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● インターネット環境の不整備。学習者の住む地域、住宅事情による。

● 試験・テストを含め結果の確認が困難である。

以上の問題を解決するために、学校方針と教師ビリーフの妥協点を見出した。 

① 1 週間に２回、完全にグループ学習（10 名×２）を実施。

② 対面授業の 45 分１コマという枠にこだわらない。学習者の集中力に合わせて

臨機応変に対応する。

③ 初級学習者であることから、ビジュアルな教材（翻訳も含めて）の準備。

これは Zoom の共有画面昨日を利用して、PPT を含め、動画なども取り入れた。

以下は、例の PPT である。

≪フラッシュカード的な利用方法・媒介語も入れる。≫ 

≪双方向性対応をスムーズにする。日本語能力に合わせて瞬時に対応できるよ

うにする。能力別パターンを複数用意する。≫ 
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（２）６か月経過

６か月間に、考えたことは以下の 3 点である。

① 学習者の満足度

② 授業の質

③ 効果

 この３点に沿って、授業デザインを工夫した。教師もオンライン用教材を作るの

に慣れ、学習者も授業に慣れてきた。20 名は、無事前期のプログラムを終了した。 

前期が終了した時点で、アンケート調査を実施した。 

対象者・・20 名である。実施日・・2020 年 9 月 14 日である。 

① オンライン授業満足度

②オンライン授業のほうがいいと思う点

③オンライン授業と対面授業
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２－２．前期オンライン授業の反反省点 

【デジタル教材への疑問】 

① PPT や動画を増やしが。その効果もあり学習者の満足度は高かったと推測する

が、これが実際の効果と結びつくかどうかという疑問がある。

② PPT 画面は、「読む」というより「見る」になる。「見る」というより「眺める」

になる。つまり、思考力、考察力などを使うことなしに、画面を目で追っているだ

けではないかという疑問がある。

 この時点で、アンデッシュ・ハンセン「スマホ脳」の「人間の脳はデジタル社会

に適応していない。」という一文を読み、納得する。 

 10 月から後期が始まった。10 月末に最初の留学生が来日し、2 週間の隔離を経て

11 月初め対面授業が行われた 

【学習者の実際】 

① 前期に学習した文法を記憶していない。漢字熟語の読みを覚えていない。

② 学習者の中に、極端に「読む」「聞く」が弱い生徒がいる。

③ 字が汚い学習者が４名。字を書くという行為が少なかったためかと思われる。 

（字が汚い中国人の学習者は、10 年前と比べると非常に多くなった。以前は、達筆

の学習者がいたものだが少なくなった。逆に、判読不明の字を書く学習者が現れた。） 

３．ハイブリッド授業実践―ハイフレックス/ ブレンド 

11 月から、クラスはハイブリッド授業になった。厳密に言うと、以下のようにな

る。クラス全体としては、（１）対面と（２）オンラインのハイブリッド（ブレンド）

授業であり、（１）のクラス内では、対面とオンラインとなるハイブリッド（ハイフ

レックス）授業となる。（ハイブリッド授業の内容：京都大学教育コンテンツより）

（１）2 日/１週間 対面授業（担任授業の際）

＊母国にいる学習者➡オンライン授業

（２）3 日/１週間 オンライン授業

【問題点と解決策】 

① クラスの担任教師は、学校の教室で対面授業をする。担任以外の教師は、自宅

からオンライン授業をする。この場合、担任以外の教師は、学校には全く来ない。 

そのため、オンライン担当教師使用の補助教材はすべてデジタルに頼ることになる。 

自宅授業の A 教師が読解担当で、中村桂子『いのち愛づる生命誌』を使うことに

なった。学習者は授業時に共有画面でデジタル画面の読解教材を読むことになった

が、印刷物のほうが深く読み込めると考え、全て印刷物を配布ということに変えた。
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その後、オンラインであっても手元の印刷物を見るという方法に統一した。 

➡ 印刷物を配布し設問の解答を書かせてみると、紙に書き込みをしている者が多

いことに気づく。調べた内容を書き込んでいるのである。これを見てから、長文は

全て印刷することにした。 

＊母国にいる学習者には「印刷してください。」と指示しているが、実際に印刷して

いるかどうかはわからない。 

② 後期からハイブリッド（ハイフレックス）授業が始まったが、教師の負荷が大

となり、双方の学習者にもストレスがある。担当クラスでは、海外組２名でうち１

名は日本の大学合格者であった。（合格したため帰国した。）そのため、後期後半の

ハイフレックスにおいては、海外オンライン組は課題自習に変えた。この方法で特

に問題は生じなかった。 

４．1 年を振り返ってー考察 

４－１．オンライン事業：初級/ 初中級/ 中級 

オンライン授業が始まって 1 年経過した。現在、筆者は 2020 年 4 月から初級オ

ンライン授業を始めた学習者に中級授業をしている。彼らの１年を見ていると、

新たな気付きがある。 

（１）初級時期：日本語とは何かということを様々な角度から知るというアプロー

チで、1 アイテムの時間は短く、1 日に多様な内容を実施、それを毎日繰り返すと

いうデザインであった。PPT 教材は、多い時で 100 枚を超えることもあった。

（２）初中級時期：この時期は、ハイブリッド・ブレンド授業でもあったので、対

面時とオンライン時で、明確に分けて授業デザインを行った。覚えなければならな

い内容を対面授業に持っていくという工夫をした。

 初級段階と異なり、細切れにいろいろなアイテムをというより、一つをじっくり

する方が効果的な場合もある。 

（３）中級時期：2021 年４月から中級教材に入った。現在もハイブリッド・ブレン

ド授業である。この４月から教師も PT リテラシ―を向上させる研修をし、slack,な

ど新たな PC Tool を利用することに取り組んでいる。気を付けている点は、 

① デジタルの資料共有、各自のワークシート・記述などの保管、等が整理される

ようにした。 

② 教師―生徒のコミュニケーションが迅速に行われるように slack で双方向性を

維持している。授業終了後に、個別に注意のメッセージを送ることが可能で簡単で

ある。便利。

③ 教科書以外の補助教材については、印刷物をすべて配布している。

４－２．予習（反転授業）・復習
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（１）PPT（ナレーション付）利用・3 分程度の内容のものを作り、授業事前に視聴

させる。 

（２）授業中に問題実施➡解答は PPT（ナレーション付）解説。Synology システム

を利用して必要物を保管し、学習者がいつでも閲覧視聴できるようにする。 

４－３．オンラインと評価 

オンライン開始当初、教師が困惑したのは「評価」をどうするかということであ

った。対面で使用する紙面の試験問題を添付して送り、それに解答を記入して返送

させる、という方法をとったこともあった。カンニングを防ぐために、教師によっ

ては、試験開始前にカメラで周囲を映させ何もないことを確認するという方法をと

っている者もいたが、こういう方法には異論があろう。評価とは何か、という問題

に至る。 

日本語学校の評価とは、進学先の学校に提出することが大きな目的である。クラ

ス内の順位をつけることではない、絶対評価である。

筆者が勤務する日本語学校では、評価の目的は以下のとおりであると考える。

（１）できるだけ点を取らせる。

（２）高得点がモティベーションになればよい。

（３）確認作業。自己確認。教師が学習者の理解度を確認。

そのために、筆者が実施しているのは、 

● 試験の前に、80％の問題を事前学習（復習）する。確実に学習すれば、A 評価を

得ることができる。実際に試験中に他の資料を見ることに関しては何も言わな

い。見てもよいが、見なくてもいい。

● 記号で答える問題は、聴解以外はない。

 昨年度後期は、対面授業時・オンライン授業時、どちらも試験を実施したが、結

果的には、点数が大きく変わることはほぼないと言えよう。オンラインでは、提出

物や日頃の細かい評価を大きく加えることで、学習者の学習への取り組みを総合的

に評価できればよいと考える。 

５．おわりに 

Covid19 は、様々な影響を世界中にもたらした。 

昨年始まったオンライン授業は、収束を見せない今、2021 年 5 月、現在進行形の

状況での実践の経過を語ることしかできない。しかしながら、実践途中で、多くの

得るべきものがあった。既存の教育をふりかえるきっかけでもあった。 

デジタル教育が遅れているといわれてきた日本もやっとこれを機に、本格的にデ
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ジタル教育に取り組もうとしている。まさに、教育問題というよりは社会問題とし

て日本社会の喫緊の課題であろう。コロナ禍で、多くの悲しい出来事を経験したが、

「デジタル社会」「デジタル教育」というカテゴリーに関しては、一つのチャンスを

与えられたと思い、実践者にとっては、言語教育の新たな展開として取り組むべき

課題であろう。 
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Abstract 

This study addresses the practical use of a mobile telepresence robot and learners’ 
perceptions of the robot’s presence in a Japanese class. The target class for this study is an 
extensive reading class in which students use most of the class time reading individually 
while occasionally communicating with the instructor for feedback. The telepresence robot 
allows the instructor to participate remotely in a class where students gather physically. 

Most previous research in robot-assisted language learning shows that learners 
positively accept robots, and such experiences with robots positively influence learning. 
The current study found mixed results depended on how the robot was used. The robot was 
used for two different purposes: to observe students and communicate with students. The 
survey was conducted at the end of the semester to examine students’ perceptions of the 
robot. The results showed students had positive perceptions of the robot when it was used 
for communication but negative perceptions when the robot was used for observation. The 
findings suggest robots are effective in communicative activities, while careful 
consideration should be given when used for non-communicative activities.  

1. Introduction
Technology use in education has significantly expanded during the COVID-19 

pandemic. As one of the academic fields utilizing technology, robot-assisted language 
learning (RALL) has become increasingly popular. In RALL, robots are used to help 
learners study their native, non-native language or both.  

Robots often used in educational settings include mobile robots and social robots. 
Mobile robots can be classified as the tele-operated type, autonomous type, and 
transformed type, and they are all capable of physical movement. The instructor, the 
robot’s own artificial intelligence, or both can control physical movement accordingly 
(Han, 2012). Social robots could be either mobile or non-mobile, and their core feature is 
to interact with humans in a socially acceptable manner (Randall, 2019; Daily et al., 2017). 
They often appear friendly, which enhances their interactions with humans.  
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Human-robot interaction (HRI), closely related to the current study, focuses on 
understanding, designing, and evaluating robotic systems for use by or with humans 
(Goodrich, 2008). While studies in HRI and RALL often overlap, HRI examines 
communication between a human and a robot, and RALL places more emphasis on 
pedagogical grounding and implementation challenges (Randall, 2019).  

The current study examines how a telepresence robot can be effectively 
implemented as a communication tool between an instructor and students in a foreign 
language classroom. It assesses the pedagogical implication of robot use in a Japanese 
reading class from the RALL perspective while it addresses how students perceive 
communication via robot from the HRI perspective. 

2. Research in RALL
 RALL is a relatively new technique in teaching Japanese as a foreign language. 

However, previous research in teaching other languages has shown effective robot use and 
positive influence on foreign language education. Positive outcomes are observed in 
multiple linguistic aspects such as vocabulary, grammar, speaking, and comprehension, in 
addition to the emotional and motivational aspects of learning. One study utilizing a 
telepresence robot showed that children learning English as a foreign language reacted 
more to a teacher via a robot than to a human teacher (Tanaka et al., 2014). The use of a 
social robot has a similar influence on children studying their native language. Westlund 
et al. (2015) demonstrated that children learning vocabulary showed a strong preference 
for a social robot over a tablet or a human teacher. In contrast, there were no significant 
differences in vocabulary recall among the three conditions. A study conducted in Taiwan 
(Hong et al., 2015) of children learning English as a second language examined listening, 
speaking, reading, and writing skills in addition to learners’ emotional state in attention, 
relevance, confidence, and satisfaction. The students showed strong preferences for 
learning with the robot and improved in multiple linguistic skills during the study. 
Furthermore, learners’ emotional state was also positively influenced in the robot 
experimental group. 

The target learners in most RALL studies are children under 14 years old (Randall, 
2019), and there are few studies that have examined the effects of using a robot among 
adult learners. Similar to Tanaka et al. (2014) that used a telepresence robot, adults who 
studied English as a foreign language more positively evaluated a conversation task via a 
telepresence robot than an in-person human (Nakamura et al., 2015). In the same study, the 
learners interacting with the robot experienced less anxiety. Yoshimura (2018) also 
observed the positive influences of using a telepresence robot for adult learners of a 
Japanese as a foreign language. Learners’ perceptions of the robot’s presence in class were 
positive, and they expressed the similarity between in-person and robot communication. 
Wedenborn (2015) studied adults learning Russian and compared their reactions to a 
physical robot to those of an image of the same robot on a computer screen. The 
participants showed more in-task engagement with the physical robot. These studies with 
adult participants suggest that the presence of a robot in the language learning environment 
is perceived positively, demonstrating that further exploration is needed into the specific 
activities that could be enhanced by using a robot. 
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3. Robot used in the current study 
The robot used in the current study is a mobile telepresence 

robot, Double II, fully controllable by the instructor remotely. Double 
II has an iPad installed on the top of the robot, representing a head or 
face (Figure 1). The instructor can move the robot back and forth, and 
from side to side remotely. They can also change the robot’s height 
and switch the camera between the front view and the floor view. The 
volume of the microphone and the speaker are also adjustable 
remotely.  

The instructor or anyone who wants to participate in class via 
the robot can control Double II and show up on the iPad screen. The 
major difference between a telepresence robot, Double II, and a video 
conferencing is mobility. The robot instructor can physically move 
around the classroom in which students are engaged in activities in the 
in-person classroom. Video conferencing, on the other hand, allows 
the instructor to see students from a single view. The robot can also 
walk to students to talk to them individually without requiring them to 
walk over to the robot. 
 
3. Overview of the current study 

The robot is used in the extensive reading class in Japanese as a tool for the 
instructor to watch students’ reading activity or to communicate with students. Most 
students physically gather face-to-face in a classroom in the target class. A couple of 
students from another institution and students from the home institution with health 
conditions are allowed to participate in class via Zoom video conferencing. The number of 
such students varies by semester. The instructor occasionally participates via robot, while 
she also participates in class face-to-face, depending on class contents and students’ needs. 
When the instructor participates in class via robot, she switches her participation method 
between robot and Zoom to communicate with both groups of students who either 
participate in class in-person or via Zoom.  

The extensive reading class is an unconventional foreign language class that 
emphasizes students’ autonomous learning (Aoki, 2001; Hanabusa, 2015; Yoshimura & 
Kobayashi, 2018a, 2018b). Students choose the books they read, and they read silently and 
individually for most of the class time. The basic idea of extensive reading comes from 
Krashen’s input hypothesis (1989) which suggests that students learn better when receiving 
ample comprehensible input in natural learning settings with low anxiety towards learning 
activities. Day and Bamford (1998, 2002) designed the basic principles for the extensive 
reading framework. The principles include pedagogical approaches such as encouraging 
students to read what they would like to read for pleasure and understanding, in addition 
to guiding them to read easy and comprehensible materials that do not require frequent use 
of a dictionary. However, it is not easy for students to assess their comprehension level to 
read in a foreign language (Yoshimura, 2018a). Likewise, determining the language 
difficulty level of Manga comics is not an easy task if that is what learners would like to 
read for pleasure based on their pure interests (Yoshimura & Domier, 2017). These 
elements play an important role in extensive reading, which helps students develop their 
learner autonomy. 

 

Figure 1: 
Double II 
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The instructor’s role in extensive reading is to check in with students on their 
reading progress and to help them select books that they can read comfortably without 
heavily relying on a dictionary. When students read silently, the instructor, who is also a 
facilitator, is expected to watch students read in class. The instructor walks around the 
classroom to do so either in person or via the robot, Double II. 

Instead of Zoom video conferencing, the robot was utilized because most students 
read in one of the library rooms where they have access to Japanese p-books that they can 
select and read easily during class time. Research also shows students’ preference for 
reading together in a physical space where they enjoy selecting p-books (Yoshimura & 
Kobayashi, 2018c). Since students sit apart or sit across from each other at the huge 
conference tables, it is difficult to watch students read individually via a single screen on 
Zoom. While Zoom and the robot both provide remote access to students, the robot’s 
mobility allows the instructor to walk around between individual students to observe their 
reading activity and communicate with them when necessary. 

The study examines how the robot is perceived by students in the unconventional 
foreign language reading class and explores any differences in students’ perception when 
the robot is used for different purposes: communication vs. observation.  

4. Methods
 The participants were the university students enrolled in the extensive reading class 

either in fall 2018, spring 2019, or fall 2019. Twenty students participated in the study in 
the fall 2018 and spring 2019 semesters, while 16 students participated in the fall 2019 
semester, for a total of 36 students. The class took place at a state university in the United 
States. At the same time, a couple of students who were not the participants in the current 
study participated in class via Zoom video conferencing from a nearby private college. 

The robot was utilized to watch students read in class. It was also ready and 
available to communicate with students whenever they had a question to ask the instructor. 
The participants were divided into two groups. The robot was mainly utilized to watch 
students read in fall 2018 and spring 2019 (group A), while it was used to communicate 
with students in fall 2019 (group B). The instructor appeared via robot in class 
approximately 40% of the class occurrences. For observation in fall 2018 and spring 2019, 
the robot quietly moved around among group-A students, and the instructor addressed 
students via robot only when they seemed confused or unmotivated. In contrast, the 
instructor approached group-B students via robot to actively communicate with them, such 
as in the book advising sessions in fall 2019. To communicate with students who 
participated in class via Zoom, the instructor occasionally switched back to Zoom (Figure 
2).

Figure 2: Robot use in the extensive reading class in combination with Zoom. 
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At the end of each semester, students who agreed to participate in the study were 
asked to take the survey about using the robot in class. The data was collected following 
the university IRB guidelines. The survey included the five following questions. 

1. How long did it take to get used to the presence of the robot?
2. How did you like the robot?
3. How different or similar did you feel about having the instructor face-to-face in

class vs. having the instructor via robot?
4. Which do you prefer? Instructor via face-to-face or instructor via robot?
5. Were you comfortable talking to the instructor via robot?

4. Results and Discussion
The data was divided into two groups for analysis to compare group A in which the 

robot was used for observation and group B in which the robot was used for communication. 
Table 1 shows the results for Q1 asking how long it took for students to get used to the 
robot’s presence in class. In both groups, 60% or more of the students responded that it 
took less than 30 minutes of the class time. This result implies that any impressions or 
perceptions the participants describe regarding the robot in the other survey questions are 
not related to the novelty of the robot’s presence. However, the data also included a few 
students who answered that it took more than two-class periods. 

Table 1: Responses to Q1 “How long did it take to get used to the presence of the robot?” 
Duration category Group A (n=20) Group B (n=16) 
First 5-10 minutes of the class time 40% 37.5% 
10-20 minutes 20% 31.3% 
20-30 minutes 0% 0% 
The whole first class 15% 12.5% 
More than 2-class periods 25% 18.8% 

Figure 3: Responses to Q2 “How did you like the robot?” 
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Figure 3 depicts the results from Q2 asking how students liked the robot. This 
question allowed students to select as many choices as they would like. The results are 
calculated by the number of responses per choice divided by the total number of 
respondents in each group. Positive responses are displayed in the top portion of Figure 3, 
and negative responses are displayed in the bottom portion. Notably, group B expressed 
more favorable and positive impressions about the robot, while group A had more negative 
impressions. Group A’s responses of “creepy, weird” stand out. The difference on the 
responses of “friendly” is also prominent between the two groups.  

One of the possible reasons for group A’s negative responses is how quietly the 
robot moves. The robot with its microphone muted could move more quietly than a human 
walks. Therefore, group-A students sometimes found the robot to be right behind or right 
next to them without immediately noticing its presence, which may have implanted 
negative impressions of the robot in them. 

Question 3 asked how students felt about being face-to-face with the instructor vs. 
interacting with the instructor via robot. Figure 4 displays the comparison between the two 
groups. Students in both groups significantly considered the similarity between in-person 
and the robot to be low, X2 (4, N = 36) = 13.722, p < 0.01, with no differences between the 
two groups, X2 (4, N = 36) = 1.832, p = 0.767. These results are different from that reported 
in Yoshimura (2018b), in which the participants evaluated the similarity to be high. In that 
study, the robot was used only twice a semester to specifically talk to students who 
participated in class remotely from another institution. The contrast between the two 
studies should further be explored to assess how a method and frequency of using a robot 
may affect human-robot interaction. 

Figure 4: Responses to Q3 “How different or similar did you feel about having the 
instructor face-to-face in class vs. having her via robot?” 

The results for Q4 asking about students’ preference between a face-to-face teacher 
and a robot teacher is presented in Figure 5. Both groups significantly showed a strong 
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p < 0.01, with no differences between the two groups, X2 (2, N = 36) = 3.322, p = 0.190. 
The survey in the current study did not specifically ask why students preferred face-to-face 
communication over robot-mediated communication. Research shows that the reasons 
students choose a face-to-face environment relate to motivation, anxiety, and technology 
issues, that do not necessarily corelate to academic success (Ramachandran et al., 2020). 
What learners expect in a face-to-face learning environment and when robots could be a 
preferred communication method require further research. 

Figure 5: Responses to Q4 “Which do you prefer? Instructor via face-to-face or 
instructor via robot?” 

Figure 6: Responses to Q5 “Were you comfortable talking to the instructor via 
robot?” 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Face to face Somewhat face
to face

Neutral Somewhat robot Robot

Preference for face-to-face vs. robot

Group A Group B

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Comfortable Somewhat
comfortable

Neutral Somewhat
uncomfortable

Uncomfortable

Comfortable level talking to the robot teacher

Group A Group B

476



Figure 6 shows the results for Q5 asking how comfortable students were to talk to 
the instructor via robot. Group B tended to be more comfortable talking to the instructor 
via robot than group A. It suggests that students tend to be more comfortable when the 
robot was used to communicate with them, while students were less comfortable when it 
was used to observe them. The results from Q5 are also consistent with those from Q2, 
which showed group B’s positive impressions. Although the two-group difference was not 
statistically significant due to the small sample size, X2 (4, N = 36) = 4.237, p = 0.375, it is 
worth further exploration with a larger sample size and under the same experimental 
conditions. 

5. Conclusions
The results from the five survey questions illustrate that the way the robot is utilized 

has an impact on learners’ perception of the robot. When it is utilized to play a human-like 
role in communication, positive results are observed. In contrast, when the robot is used 
for non-communicative activities, such as watching and observing students’ reading 
activity, learners tend to pay attention to the negative robotic aspects. The current study 
was conducted in an unconventional foreign language class, i.e., an extensive reading class 
that often requires minimum communication in the target language between an instructor 
and students. Most previous studies in RALL demonstrated the positive effects of using 
robots in language learning (Randall, 2019). Further research should investigate the best 
use of robots in foreign language education for adult learners, particularly in active 
language learning settings. 
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台湾人就業女性の

日本語学習に関する社会的アイデンティティ

―ジェンダーを視点とした研究事例―

TAIWANESE WORKING WOMEN SOCIAL IDENTITY 
FOR LEARNING JAPANESE 

- GENDER-ORIENTED CASE STUDIES-

虞  安寿美
Azumi  YU 

（台湾）東呉大学  博士課程
(Ta iwan)  Soochow Univers i ty  PhD Studen t  

1 . 研究の背景

台湾は 1895 年から 1945 年まで日本の植民地下にあり、日本語
による教育が行われていた。戦後は中国語を公用語とした社会と

なり、日本語の公的な使用は禁じられた。このような状況下にあっ

ても民間レベルでの文化およびビジネスの交流が続けられ、現在、

台湾は親日としてよく知られている。

日本語学習においては、 2018 年度海外日本語教育機関調査の結
果では、2015 年度調査に比べ 5％減の約 17 万人であった。少子化
の影響を受け、学校教育機関の学習者数は減少傾向にあるが、学習

者全体の約 25％が在籍する学校教育以外の機関においては、その
傾向が見られない。台湾の学校教育以外の機関は、塾や語学学校な

どの補習班、大学の社会人向けクラスがある推広部、地域の学校や

市民センターを利用した社区大学と呼ばれる社会教育機関などが

ある。荘 (2021 年 6 月出版予定 )は、社区大学で日本語を学ぶ男女
比を調査した。その結果、女性の学習者数は男性の約 2 .5 倍であ
り、都市部でも地方でも同様の結果が得られた。このことから、台

湾の学校教育以外の機関では女性の日本語学習者が多く、社会人

学習者の中でも女性に焦点を当てた調査が必要であるといえよう。 
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2 . 先行研究

台湾の日本語学習者の研究は大部分が高等教育の学習者を対象

としたもので、社会人日本語学習者を対象とした研究はわずかで

ある。

内山 (2018)は、台湾の補習班に通う 30 代 40 代の学習者を対象に
教室への参加および参加継続の促進・阻害要因と学習継続プロセ

スについて調査した。その結果、学習者は「業務に必要な日本語能

力を身につけるために投資としての学習を開始」し、「学習継続に

は楽しさが重要であると感じたり、ストレス解消のためなど、消費

としての側面が加わってくる」と述べている。また、虞 (2020)は、
台湾の 50 代 60 代の主婦を対象に学習意欲に見られる変化要因を
社会的アイデンティティと投資の側面から調査した。学習者の社

会的アイデンティティは台湾社会および所属コミュニティの影響

を受けていることや、学習者にとって「【日本語が話せる自分】と

いうアイデンティティは（中略）《家庭》コミュニティでの居場所

を獲得するため」であり、「社会的アイデンティティの確立のため

に＜日本語学習＞という投資を行なっている」と述べている。

一方、久保田ほか（ 2012）は、カナダ、フランス、ポーランド、

香港の日本語学習者へのインタビュー調査を実施し、Kubota (2011)
の「余暇活動と消費としての外国語学習」の観点から結果を考察し

た。香港の事例からは、「文化資本の増大を第一義とした投資では

なく、人との出会いを楽しんだり学習することの悦びを味わう者

として日本語を学んで」おり、「余暇活動としての日本語学習の側

面が強い」ことがわかった。

前出の先行研究に現れる「社会的アイデンティティ」「投資」の

概念は、 Nor ton(1995)で提唱されている概念である。 Nor ton(1995)
はカナダの移民女性を対象とした調査で、それまでの第二言語習

得理論で論じられた動機づけ (mot iva t ion)という概念では、学習者

の目標言語下の力関係やアイデンティティなどの葛藤を捉えきれ

ていないと示唆し、「投資」の概念は、学習者の社会的アイデンテ

ィティの形成に深く関わっていると述べた。また、内山 (2018)や久

保田ほか (2012)に現れる「消費」の概念は、Kubota (2011)で提唱さ

れた概念である。Kubota (2011)は、日本人成人の英会話学習につい
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て調査し、日本人成人の英会話学習者にとって、英会話学習は余暇

活動であり、楽しみを求めた消費であると示唆した。

では、「投資」および「消費」とはどのような違いがあるのだろ

うか。加谷 (2018)は経済学の視点から投資と消費の違いについて、

「「消費」とは何らかの「効用」を求めてお金を支出すること」で

あり、「「投資」とは、将来、お金を稼ぐための支出」であると述

べている。

以上のことから、本論では「社会的アイデンティティ」「投資」

「消費」について、次のように定義する。「社会的アイデンティテ

ィ」は、時代背景や社会の諸相および他者との関連において形成さ

れ、過去・現在・未来と変化するもので、多面性があり葛藤がある

ものとする。「投資」は、将来を見込んで、金銭、時間、エネルギ

ー、気持ちを投入する行為で、その行為に対して結果や見返りを求

めるものとする。また、「消費」は、現在の自分のために、金銭や

時間、エネルギー、気持ちなどを、楽しみや喜びを得るために使う

行為とする。

3 . 研究目的

本研究では、台湾の 50 代、60 代の就業女性のライフストーリー

をもとに、社会的アイデンティティを通して台湾の就業女性が日

本語学習をどのように捉えているかを明らかにすることを目的と

する。また、ジェンダーが日本語学習に及ぼす影響を明らかにし、

日本語学習に関する社会的アイデンティティへの行為が、投資的

側面か消費的側面かを分析・考察することを課題とする。

4 . 研究概要

4 .1 .  研究方法

まず、調査協力者に学習ヒストリーを記入してもらい、これに基

づいてライフストーリーインタビューを行った。インタビューは

中国語で行い、インタビューデータを文字化し、分析には日本語に

翻訳したものを用いた。

本研究の調査協力者の詳細を表 1 にまとめる。 3 名のうち 2 名

（ C さんと V さん）は 2014 年以前にも学習経験があるが、 Z さん

は 2014 年までの学習経験はない。3 名とも 2014 年から推広部の同
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じクラスで学習している (2 0 1 4 年〜 2 0 1 9 年の学習時間は 7 6 0 時

間 )。

表  1  調 査 協 力 者 概 要

調 査

協 力 者
年 齢 職 業 日 本 語 学 習 歴

C さ ん 6 0 代 前 半 薬 剤 師
大 学 時 代 に 1 年 （ 選 択 科 目 ）

約 1 0 年 前 か ら 学 習 を 再 開

V さ ん 5 0 代 前 半 栄 養 士

中 学 生 時 代 に 独 学 （ 五 十 音 ）

大 学 時 代 に 1 年 （ 選 択 科 目 ）

2 0 1 4 年 か ら 学 習 を 再 開 。

Z さ ん 5 0 代 後 半 広 告 代 理 店 勤 務 2 0 1 4 年 か ら 学 習 を 開 始

4 .2 .  分析の枠組み

ライフストーリーインタビューの文字化データを用いた。語り

の時期は二宮ほか (2006)を参考に表 2 のように区分した。また、語
りの内容について、桜井 (2012)に基づいて表 3 のように分類した。

本研究では、調査協力者の家庭環境が日本語学習に影響すると考

え、桜井 (2012)のモデル・ストーリーを、職場・クラス・町などに

関するモデル・ストーリーと、家庭に関するモデル・ストーリーに

分類した。  

学習者の社会的アイデンティティと投資および消費について、

次の図 1 に示す。学習者の自己は社会や環境によって影響を受け

た社会的アイデンティティが形成され、それに対する投資や消費

の行為が行われると考える。また、ジェンダーが社会的アイデンテ

ィティに及ぼす影響は、国家や世界、町や職場、家庭、それぞれの

環境に存在すると考える。

図 1 社 会 的 ア イ デ ン テ ィ テ ィ と 投 資 お よ び 消 費
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表  2  語 り の 時 代 区 分

幼 少 期 胎 児 期 ・ 乳 児 期 ・ 幼 児 期

児 童 期 小 学 生

青 年 期 青 年 期 前 期 ・ 中 期 ・ 後 期 （ 1 3〜 2 5 歳 ）

成 人 期 成 人 前 期 （ 2 5〜 4 5 歳 ）

壮 年 期 成 人 中 期 （ 4 5〜 6 5 歳 ）

今 後

表  3 語 り の 分 類 （ 桜 井 2 0 1 2）

出 来 事 の

選 択 ・ 配 列

の パ タ ー ン

多 様 な 意 味 や 経

験 の 領 域

空 間 的

概 念

語 り の 様 式

(桜 井 2 0 1 2 )  
語 り の 様 式

（ 虞 2 0 2 0）

制 度 的

モ ー ド

政 治 、 統 治 、 党 、

組 合 、 選 挙 の 領

域 、国 民 的・国 際

的 な 歴 史 的 文 脈 、

イ デ オ ロ ギ ー

国 民 国 家

と 世 界

マ ス タ ー ・

ナ ラ テ ィ ブ

マ ス タ ー ・

ナ ラ テ ィ ブ

集 合 的

モ ー ド

コ ミ ュ ニ テ ィ 、近

隣 、職 場 生 活 、ス

ト ラ イ キ 、自 然 災

害 、儀 礼 、［ 制 度

的 ］エ ピ ソ ー ド へ

の 集 合 的 参 加

町 、近 隣 、

職 場

慣 習 的 用

語 法

モ デ ル・ス

ト ー リ ー

モ デ ル ・

ス ト ー リ ー

（ 町 、近 隣 、

職 場 ）

パ ー ソ ナ

ル モ ー ド

家 族 生 活 、子 ど も 家 庭 （ 家 庭 ）

指 摘 、誕 生 、結 婚 、

職 業 、死 の ラ イ フ

サ イ ク ル 、ほ か の

二 つ の レ ベ ル へ

の 個 人 的 関 与

個 人

パ ー ソ ナ

ル ・

ス ト ー リ ー

パ ー ソ ナ ル・ 
ス ト ー リ ー
[ P ]  

5 . 調査協力者ごとの分析

調査協力者の語りを、時代ごとに社会的アイデンティティと投

資および消費、ジェンダーとの関わりに焦点を当てて分析する。

語 り は 日 本 語 に 翻 訳 し た も の を 提 示 し 、 筆 者 に よ る 発 話 は

Txxx(xxx は発話番号 )、調査協力者の語りは調査協力者のイニシャ

ルと発話番号で示す（例： C023 は C さんの 23 番目の発話）。
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5 .1 .  C さん（ 60 代前半、薬剤師）

5 .1 .1 .  幼少期・児童期  
幼少期・児童期は、日本統治時代に日本語で教育を受けた両親の

日本語の会話に対し、C さんは「両親の日本語を知りたい自分」を

形成したが日本語学習には至らなかった。  

5 .1 .2 .  青年期  
大学で選択科目として日本語を受講した。壮年期の日本語学習と

比較した次の語りから、単位取得のための投資だとわかる。
T 1 1 0  学 生 時 代 は 、単 位 と か 学 位 が も ら え れ ば い い っ て い う 感 覚 で し

た か 。今 は 忘 れ た く な い っ て い う 意 味 は 、自 分 が 時 間 を か け て

自 分 の お 金 を 使 っ て い る か ら 、す ご く 大 切 な も の っ て い う 感 じ

で す か

C 1 1 0  う ん 。 そ う そ う 、 そ う で す 。

T 1 1 1  だ か ら 忘 れ た く な い ？

C 1 1 1  そ う で す 。学 生 の と き は 、たぶん 、義務 で し た 。そ の頃は そ う

は思いません で し た 。 今 は 、 自 分 で 本当に や り た い と思っ て 、

勉強しよう と思っ た か ら 。  

 また、 1980 年代の女性の大学在籍率は約 12%であったことを考

慮すると、C さんの両親は C さんへ大学進学という投資を行なった

と言えよう。  

5 .1 .3 .  成人期

 成人期は、日本語を勉強したい自分は存在したが、子育てと家事

と仕事で忙しく、日本語学習を再開することはできなかった。この

ことから、母や妻のジェンダーの役割が優先されたことがわかる。

また、当時の女性の労働力参与率は約 42〜 45％であり、 C さんの

就業女性としてのジェンダーも優先されていたと思われる。

T 0 0 5  じゃあ、子 ど も の 世話を し て い る 時 間 も 、日 本 語 を勉強し た い

と思いまし た か 。  

C 0 0 5  え ー 、思いまし た が 、子 ど も が 小 さ い頃は 本当に 自 分 の 時 間 が

ありません で し た 。も し勉強す る な ら 、子 ど も たちが寝る の を

待た な け れ ば な ら な い し 、と て も遅く な ります 。そ れ か ら が 自

分 の 時 間 で す 。だ か ら 、毎日遅く寝て 、早く起き て…。仕事 が

ありまし た か ら 。 そ れ は 大変だ なあっ て 。  

5 .1 .4 .  壮年期

 壮年期に入り、家族で日本旅行に行った際に日本語が話せない

自分を場違いな自分だと思い、日本語使用者の自分を目指して日
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本語学習を再開した。再開のきっかけは日本旅行であったが、子育

てが一段落して自分の時間ができたことが日本語学習再開の後押

しをしていることが次の語りからわかる。  

T 0 0 2  初めて 日 本 へ行っ た 時 、 すぐに勉強し た い と思っ た ん で す か 。

C 0 0 2  え ー 、 始めの頃は そ う思いません で し た 。あの頃は行く機会が

そ ん な に 多 く な か っ た の で 。 そ れ に 時 間 の上で も 、 子 ど も が 小

さ か っ た か ら 、 自 分 の 生 活 も忙し く て 、何か言語 を勉強し に行

く余裕の 時 間 もありません で し た 。 で も 、 後 か ら 、 年 も取っ た

し 、 子 ど も も 大 き く な っ た の で 、 自 分 の 時 間 も 多 く な っ て きま

し た 。 そ し て 、 じゃあ、言葉の勉強と か に行っ て も い い ん じゃ

な い か と思っ て 、 そ れ で 日 本 語 の勉強に行きまし た 。  

 さらに、子どもの京都への交換留学と自身の仕事のリタイアし

たこともあり、C さんは京都での１ヶ月生活を実行した。ここにも、

母としてのジェンダーと就業女性としての役割が終了したことが、

京都での生活という投資につながっている。また壮年期の学習継

続の過程では、ジェンダーと学習者との葛藤が見られた。  
C 0 6 2  そ う で す 。 私 は 引 っ 越 し し た り 家 の こ と と か が あ っ た で し ょ

う ？ で も 、心が全部家 のこと で い っぱい で 日 本 語 に は向け ら れ

ません で し た 。そ れ で 、日 本 語 を見た 時 、お互い に知ら な い 感

じ（ 日 本 語 も私を知ら な い 、私もわか ら な い ）で し た 。そ れ か

ら 苦 し く な っ て … こ の 単 語 は ど う や っ て 書 く の か と か も 忘 れ

て しまっ て 。書けません で し た 。  

5 .1 .5 .  今後
 C さんには年齢による学習不安から「日本語を忘れたくない自分」

が強く形成された。今後は JLPT に挑戦したり日本の番組で自分に

刺激を与えながら、学習を継続したいと考えている。  

5 .2 .  V さん（ 50 代前半、栄養士）

5 .2 .1 .  幼少期・児童期  
 V さんの両親は公用語が中国語になった時代の生まれで、祖母は

日本語の教育を受けた世代で、祖母は日本語混じりで話していた。

祖母が使用する日本語は、V さんにとって外国語としての日本語と

いう認識はなく、母語の一部であると語っている。  

T 1 2 1  小 さ い と き は 、お ばあさ ん が話し た内容の 中 で 、台湾語 と 日 本

語 があっ た け れ ど 、あな た は 分 け て いまし た か 。  

V 1 2 1  い い え 。一人 の 子 ど も の立場 か ら言う と 、あれ は母語 で し た 。

例え ば 、「う る さ い」と か 、 （ 意 味 が ）わか りまし た 。  
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5 .2 .2 .  青年期

 1980 年代から 1990 年代は教育のジェンダー差が改善されつつ

あり、女性の労働参与率も 45％になった。日本との国交はないが、

民間レベルの文化交流が行われ、 V さんは姉の影響で日本のアイ

ドルに興味を持った。五十音の教材を自分で買い、日本語学習を開

始したが、受験や日本語の難しさから学習を断念した。また、大学

の選択科目の日本語は、単位取得のために積極的に受講した。  

V 0 0 5  日 本 語 学 習 の教材のセット を 自 分 で買い に行きまし た 。あの と

き も う すぐ試験 で し た 。私は 、放課後 の 時 間 に 、自 分 で 五 十 音

を勉強しまし た 。だ か ら 、中 学 の と き に 五 十 音 は 自 分 で勉強し

た け ど 、で も 、試験 と かあっ た し 、進学 と か 、だ れ も教え ら れ

な い か ら 、五 十 音 で止まりまし た 。そ れ か ら 、簡単 な「〜 は…

で す」みた い な の も勉強しません で し た 。あと は…、勉強し 始

めた と き の動機はこん な 感 じ で す 。 （笑）  

V 0 1 2  大 学 二 年 生 の 時 に 、 選 択 科 目 があっ て 、 日 本 語 を 選びまし た 。

あの頃の私の考え は 、私は 日 本 語 の基礎がある か ら 、選 択 科 目

で もあまり難し く な い だろう か ら 、すぐに 単 位 が取れ る と思い

まし た 。   

5 .2 .3 .  成人期

 成人期の V さんは子育てと家事と仕事で忙しく、日本語に全く

関心がなかったと述べている。家族で日本に旅行した際も、日本文

化や日本語への興味はわかず、観光客としての自分であった。  

V 0 1 6  全部空白。大 学 二 年 で 単 位 と っ て か ら 。そ う 、全部空白。ああ、

仕事 の と き も 空白、恋愛中 の と き も 空白、結 婚 し て か ら も 空白、

子供を産ん で か ら も 空白。 間 の 空白が長い 。  

V 0 1 7  ほ ら 、私が書い て る 年 代… 1990 年 か ら 2003 年まで

T 0 3 9  じゃあ、 デ ィズニ ー に行っ た と き と か 、息子 さ ん （当時 2 歳 ）

を連れ て沖縄に行っ た 時 、日 本 語 を勉強し た い っ て思いません

で し た か 。  

V 0 3 9  思いません で し た 。

T 0 4 0  思わな か っ た…。 じゃあ、「観光客」と し て で すね。

V 0 4 0  は い 。あの と き は 、初めて の沖縄の と き は 、息子 の 世話で 大変

で 、余裕も な く て 、 そ う い うこと を思い つ きません で し た 。  

（笑） は い 。  

 このように、成人期には母や妻、就業女性の役割が優先され、日

本語学習への関心はなかったことがわかる。  

5 .2 .4 .  壮年期

 台湾で日本のドラマが注目されたことをきっかけに、日本語へ

の興味が復活した。ある俳優のファンミーティングに参加した際
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に、日本語を話せないもどかしい自分が形成され、日本語学習を再

開した。学習継続の過程で、V さんの息子は V さんの影響を受けて

日本語学習を開始し、日本留学を決意した。これにより、V さんに

は「日本留学の子を支援する自分」が形成された。また、日本語が

わかるようになったことから、日本の商品説明を自分で読めるよ

うになり、仕事に生かせるようにもなった。日本語学習の成果が、

就業女性としての自分の見返りとなったと言える。  

壮年期の V さんは、子育てをしながら日本語学習を再開・継続

しており、ジェンダーと学習者アイデンティティとの葛藤は見ら

れなかった。しかし、仕事が多忙になると、就業女性と学習者の自

分との間で葛藤が起こった。  

V 0 4 6  そ れ か ら（・・・）、で も N１、 N２、 N３、 N４と か を受け てみ

よう と思いまし た 。そ れ で N３に 合格し た 後 、わか ら な い け ど 、

そ の頃か ら仕事 が だ ん だ ん忙し く な っ て きまし た 。  

V 0 4 7  そ し て 、復習 の 時 間 が な く な っ て 。で も や っぱり ド ラ マ を見る

の は好き で し た 。ド ラ マ を見て い て 、今 日勉強し たこと が 出 て

き た ら 、そ れ を取り 出 し て 、何度 も見まし た 。（ 中略）車で例

文 を読ん で い た け ど 、あと か ら難し く な っ て 、運転し な が ら言

え な く な っ て き た 。  

5 .2 .5 .  今後
 V さんは日本語が話せる自分や日本で生活してみたいという理

想の自分があり、今後も学習を継続したいと考えている。  

5 . 3 .  Z さん（ 50 代後半、広告代理店勤務）

5 .3 .1 .  幼児期・児童期  
幼児期・児童期の語りはなかった。

5 .3 .2 .  青年期

 中学生時代の厳しい英語教師の影響からか、英語が苦手になり、

外国語が苦手な自分が形成された。日本語に関する語りはない。  

5 .3 .3 .  成人期

 成人期にヨーロッパ諸国を旅した際に英語の必要性を感じたこ

とと、中学生時代の苦手意識を克服するために、英語学習を開始し

た。日本語に関する語りは成人期にも現れなかった。  
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5 .3 .4 .  壮年期

 Z さんは両親の介護などで英語学習を断念することになった。両

親の他界後、自分の時間ができたことから日本語学習を開始した。

しかし当時の Z さんには進歩したいなどの目的がなく、言語学習

の面白さから日本語学習を開始した。開始時点においては、将来の

自分のための投資ではなく消費的側面といえる。

T 0 0 6  M さ ん の両親のこと が終わっ た 後 、自 分 のこと を考え 始めた…。

時 間 が で き た っ てこと で す か 。  

Z 0 0 6  そ う そ う 。私は 自 分 のこと を考え 始めまし た 。比較的 時 間 があ

りまし た 。 そ れ か ら 時 間 のこと に つ い て は 、仕事 の 合 間 の 時 間

を利用 し て 、 日 本 語 を勉強しまし た 。特に何か進歩し た い と か

そ う い う の で は な い で す 。私は た だ 、好き な だ け で す 。言語 は

と て も 本当に面白いこと で す か ら 。 日 本 語 を勉強し て 、私は 年

を と っ た し 、記憶力 も悪い し 、 い つ も 忘 れます 。 そ れ か ら早く

勉強を し な か っ たこと を勿体無い と思いまし た 。  

Z035 日 本 語 を 選 ん だ と き・・多 く の 目 的 はありません で し た 。た だ 、

他の 人 はこの言葉がわか ら な い け ど 、私はわか る と い う の が私

は と て も う れ し か っ た で す 。特別な の はありません 。仕事上と

か他の要求と か もありません 。 今まで で の一個 の 目 的 は旅行に

行っ た 時 、 日 本 語 が必要に な ること がある と い う だ け で す 。

 介護が英語学習を阻害したことや、介護が終わったあとの「時間

ができた自分」から、ジェンダーの影響が見られる。  

学習継続の過程で、大学で日本語学習経験がある配偶者からの

アドバイスの語りがあるが、配偶者との妻としてのジェンダーに

ついては情報が不十分で分析できなかった。

 また、仕事が忙しい自分や学習についていけない自分が形成さ

れ、学習を中断したい自分が生まれた。ここには就業女性としての

役割と学習者の葛藤が見られた。  
Z 0 8 6  (略 )自 分 の仕事 がある と き は 来 ら れ な い か ら 、だ ん だ ん遅れ て

い きます 。こん な 感 じ で次に授業 に く る と と て も緊張します 。

何を聞く の かわか ら な く な ります 。  

5 .3 .5 .  今後
クラスメートや配偶者、日本旅行で Z さんを頼りにする友人た

ちの励ましもあり、日本語学習を継続したいと考えている。
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6 . 考察

調査協力者 3 名のうち 2 名は青年期に学習経験があり、壮年期

に学習を再開していた。青年期や成人期に学習経験がなかった 1 名

も、壮年期に入って学習を開始していた。瀬地山 (2012)は、台湾・
韓国・日本の年齢別女子労働率を調査し、韓国と日本では 30 代で
は労働率が急に落ち込み 40 代から上昇するが、台湾は 30 代でも
労働率は高いままで、壮年期 (40 代後半 )からリタイアする傾向が

あると述べている。今回の調査協力者の 3 名が日本語学習をしな

かった時期と、日本語学習を開始・再開した時期は、瀬地山 (2012)
のグラフに符合しているといえる。

図  2 台 湾 ・ 韓 国 ・ 日 本 の 年 齢 別 女 子 労 働 率 (2008 年 ）

（ 瀬 地 山 2012 よ り 引 用 ）  

次に、日本語学習と社会的アイデンティティ、ジェンダーと日本

語学習、投資的側面か消費的側面かの観点から考察する。

6 .1 .  日本語学習と社会的アイデンティティ

日本語との出会いは家族（両親、祖母）が使用していた言葉がき

っかけとなり、日本語に興味を持った自分が形成された。日本語学

習の開始・再開には、日本文化や日本旅行、大学の選択科目などで、

「日本語使用者の自分」という理想の自己が形成された。また、日

本語学習の継続においては、「日本語を忘れたくない自分」や「日

本語使用者の自分」のための日本語学習が行われていた。

 学習の中断・断念には、成人期には子育て、家事、仕事を優先す

る自分が影響し、壮年期は家事や介護、仕事と葛藤する様子が見ら

れた。
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本とほぼ同じパターンで，日本よりも底が深く，中高年での労働力率の上昇
も弱いので，日本の大都市部，もしくは10年程度前の日本のデータに形が似
ている。
　一方，同じ図からわかるように台湾はM字を形成しない。出産育児期に
あたるはずの30代はきわめて労働力率が高く，反対に40代後半以降急速に労
働力率が落ち込む「くちばし型」をしている。そしてこれは台湾に限らず，
香港やシンガポールなど中国系の資本主義社会や社会主義中国で共通にみら
れる特徴である（図 2）。図 2のグラフの形は，いずれも「くちばし型」と
なっていることがよくわかる。中国は，社会主義の影響で共稼ぎは当然とさ
れているが，それでもやはり40代後半から急激に労働力率は下がる。これに
は女性の退職年齢が男性より 5歳早く設定されていることも絡んでいる。か

図 1　台湾，韓国，日本の年齢別女子労働率（2008年）

（出所）　台湾は行政院主計處『人力資源調査統計年報』
2008年版，日本は総務省統計局「労働力調査」
（http://www.stat.go.jp/data/roudou/index.htm，2010年 3
月10日アクセス），韓国は統計庁『経済活動人口年報』
2008 年版より作成。
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6 .2 .  ジェンダーと日本語学習

3 名とも、成人期には母／妻／就業女性としての自分が優先され、

日本語学習者の自分は形成されなかった。このことから、就業女性

の成人期は、ジェンダーの役割の優先順位が高いといえよう。壮年

期においては、ジェンダーと学習者の自分の葛藤をしながら、学習

を継続していた。しかし、 C さん (60 代前半 )と Z さん (50 代後半 )

は、ジェンダーの役割が一段落ついてからの開始・再開であったが、

V さん (50 代前半 )は子育てをしながら学習を再開していた。この

ことから、ジェンダーの役割に対する考えには世代による違いが

あると推察される。  

6 .3 .  投資か消費か

 3 名の調査協力者は、「日本語使用者の自分」の実現のためや「日

本語を忘れたくない自分」のために学習を継続していた。学習継続

や能力向上のために JLPT に自ら挑戦したり、復習の時間が取れな

い自分との葛藤が見られた。つまり、調査協力者にとって、日本語

使用者の理想自己は日本語学習継続の見返り・成果であり、日本語

学習は投資的側面があるといえよう。しかし、Z さんのケースのよ

うに、はっきりとした学習目的がないが継続したい自分も存在す

る。これは、クラス参加や学習の喜びや楽しみを得るために日本語

学習を継続しており、消費的側面があると言える。  

6 .4 .  壮年期学習者にとっての日本語学習

 調査協力者の 3 名は壮年期に入り、子育てや介護が終了して時

間に余裕ができたことにより学習を開始・再開していた。また、学

習の目的は仕事への活用が目的ではなく、日本旅行や日本の番組

を楽しむためであったり、日本語能力の維持のために学習を継続

していた。このことから、壮年期の社会人学習者にとって、日本語

学習は余暇活動のひとつといえるであろう。  

 また、本研究の分析において、壮年期社会人日本語学習者の幼少

期・児童期の日本語に対する認識に「外国語としての日本語」と「母

語の一部（台湾式日本語）」という違いが見られた。また、V さん

はインタビューの中で、クラスメートの日本語が台湾式日本語に
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影響されていることを指摘しており、台湾式日本語の現在の日本

語学習への影響を考慮する必要があると思われる。  

7 . 結論

以上のことから、ジェンダーと日本語学習について、50 代 60 代
の台湾の就業女性は、成人期は、理想自己への投資より母・妻およ

び就業女性としての役割が優先されることがわかった。壮年期に

は、ジェンダーの役割の減少から時間の余裕が生まれ、日本語使用

者という理想自己の実現のための投資を行なっていた。また、ジェ

ンダーと学習者の葛藤には、世代による違いがあった。

日本語学習の投資的／消費的側面については、「日本語使用者の

自分」という理想自己の実現と「日本語を忘れたくない自分」のた

めの、今後（老後）のための投資と言えよう。よって、50 代 60 代
の就業女性の日本語学習は投資的側面が大きいと言える。しかし、

学習者によっては、明確な学習目的はなく、クラスへの参加や学習

することの喜びや楽しみを求める消費的側面もあった。  

8 . 今後の課題

世代によって、日本語学習開始のきっかけや、ジェンダーと日本

語学習の葛藤の違いが明らかになったので、今後はジェンダーと

日本語学習のかかわりを見るために、調査範囲を広げ、学習者の状

況を捉える必要がある。また、壮年期の就業女性にとって、日本語

学習は投資的側面と消費的側面があり、継続性があることから、生

涯学習としての日本語教育カリキュラムの検討が必要である。  

さらに、本研究から、青年期までの教育状況も日本語学習の取り

組みの違いに影響をあたえていると考えられるので、時代におけ

る女子教育と日本語学習の関わりについても調査したい。  
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