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はじめに

　昨今、ドイツ語や他の語学教員が担当する授業は、語学のみにとどまらない。各学部の

基礎ゼミや、講義科目を担当している教員も多くいる。しかし、文学部以外の場におい

て、ドイツ文学やドイツ文化についてどのように授業をするべきか、という問題について

は、先行研究がほとんどなく、また学会等でもほとんど話題になることはない。語学教育

の分野においては、アクティブ・ラーニングや ICTを取り入れた先進的な試みや授業改

善の提案が、すでに数多くなされている。一方、講義科目について先行研究が少ないの

は、クラスサイズや学部学科がさまざまであることから、一律に論じることが困難なため

だろうと想像できる。本稿では、2016年に発表した、論稿「映画を使ったドイツ近現代

史の講義」を踏まえ、2016年度および 2017年度に「国際化と異文化理解」の講義で実施

した、ドイツ文学を用いた授業について報告する。1また、具体的な内容として、取り上

げた作品や授業の方法、さらにこれまでの授業方法の問題点を、どのように克服しようと

試みたのかをまとめ、今後の展望を示したい。2

 

１. 授業内容と進め方

1.1. 映画を使ったこれまでの授業の問題点およびドイツ文化の講義についての先行事例

　筆者は 2014年度から本講義「国際化と異文化理解」を、前期・後期にわたって担当し

ている。2014年度および 2015年度の講義実践については、すでに拙稿「映画を使ったド

イツ近現代史の講義̶国際化と異文化理解における実践報告̶」としてまとめ、映画を用

いた講義のいくつかの問題点をまとめている。3この授業では、『コッホ先生と僕らの革

命』や『おじいちゃんの里帰り』など近現代ドイツを描いた映画作品を取り上げ、作品の

背景となる歴史的事実を解説しながら、作品の鍵となる点について、毎回いくつか設問を

出し、受講者に解答させるという形で授業を進めた。この授業は受講者からは好評で、一

定の成果が得られたと言えるが、その反面いくつかの問題点も見つかった。一つは、映画

を使うことで、受講者が受動的な態度になってしまいがちであるという点である。もう一

つは、受講者数が増加しすぎることで、私語や居眠り等、授業に参加しない学生が増えた

ことに、どう対処するかという問題である。これら２つの課題を解決する方法を探りなが
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ら、文学作品を用いた授業を 2016年度から２年間にわたって実践した。

　ドイツ文学やドイツ文化について、講義科目においてどのように取り上げるかという問

題については、いくつかの先行研究および先行事例があるが、それらの多くは文学部、と

りわけドイツ文学専攻における授業内容（授業方法）について書かれたものである。経営

学部や法学部など、人文科学系ではない学部の教養科目として、ドイツ文学を取り上げて

いる事例は、坂口（2001）、渡部（2007）など、ごくわずかしかない。4これらの先行研

究においては、文学だけでなく、ドイツの歴史、伝統文化、現代社会など多岐にわたる授

業の具体的な内容が紹介されている。また、授業の進め方については、教員が学生に向け

て話し続ける、いわゆる伝統的な講義形式をとっていることがわかる。しかし、筆者も含

め、語学教員は、数十名から百名以上を一度に教える、講義法という教授方法にはあまり

馴染みがなく、むしろ少人数制の語学教育の授業方法に慣れ親しんでいるといえよう。本

稿において報告する授業では、語学教員が日常的にドイツ語や他の言語の授業で行うよう

な、机間巡視や、教員との対話や、学生同士での相談などの活動を取り入れた双方向的な

方法を試みた。

1.2．授業の目標と各回の内容

　次に、2016年度および 2017年度に行った「国際化と異文化理解」の講義目標と、それ

ぞれの回で取り上げた作品を紹介したい。講義のテーマは、2015年度までの授業と同様

に、近現代の歴史を知り、日本とヨーロッパの現代社会を理解するということである。5

そのために、これまでは歴史上の事実（ドイツ帝国の成立、第一次世界大戦、ベルリンの

壁など）がテーマとなっている映画作品を授業の題材としてきた。しかし、歴史との関係

という観点から見れば、映画ではなく、文学や評論、思想、絵画など別の素材を用いるこ

とも可能である。ぼんやりと視聴して、ただなんとなく楽しむだけに終わってしまいがち

な映画よりも、自ら考えながら読み進めなければならない文章のほうが、より能動的な学

びにつなげることができるのではないか。このような考えから、2016年度からは、ゲー

テやカフカなど著名な作品の一部を題材として用い、その作品が書かれた時代や作品に取

り上げられた歴史的な事実について、説明を講義で補いながら、各回ごとの課題の回答を

学生がミニッツペーパーに記入するという方式で授業を進めることにした。

　2016年度前期の授業で取り上げた作家・作品は下記の通りである。

回数 テーマ 作品

1 異文化を学ぶ意義とは？ なし

2 フランス革命とヨーロッパ
の近代化 クライスト『チリの地震』
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3 ヨーロッパの近代化とドイツ ゲーテ『ファウスト』

4 ドイツ帝国の成立と教育 映画『コッホ先生と僕らの革命』

5 ドイツ帝国期の市民生活 トーマス・マン『ブッデンブローク家の人々』

6 19世紀末ドイツの思想 ニーチェ『人間的、あまりに人間的』

7 世紀転換期の心霊主義と社会 シュレーバー『ある神経病者の回想録』

8 20世紀初頭の思想 フロイト『詩人と空想』、『夢解釈について』

9 20世紀初頭の社会と文化 カフカ『隣村』、『父の心配』、『変身』

10 第一次大戦とはどんな戦争
だったか 映画『戦場のアリア』

11 1920年代の文化と社会 ブレヒト『三文オペラ』

12 1930年代の反ユダヤ主義と
ナチス

手塚治虫『アドルフに告ぐ』、
リヒター『あの頃はフリードリヒがいた』

13 第二次大戦の終結と復興 ボルヒェルト『戸口の外で』

14 東ドイツとはどんな国だっ
たのか ブルスィヒ『太陽通り』

15 現代ドイツと多文化社会 映画『おじいちゃんの里帰り』

　なお 2016年度後期および 2017年度前期、後期は下記の回のみ、取り上げる作品を変更

した。他は、上の表と同じ作品、同じテーマである。

回数 変更前 変更後

３ ゲーテ『ファウスト』 ゲーテ『若きヴェルターの悩み』

5 トーマス・マン『ブッデン
ブローク家の人々』 トーマス・マン『トーニオ・クレーガー』

10 映画『戦場のアリア』 タルディ『塹壕の戦争』、
レマルク『西部戦線異常なし』

1.3．使用テクストの選択と変更

　本講義において、何より頭を悩ませたのは、どの作品を題材として用いるかという点で

あった。後述する授業アンケートにおいても、また授業の際の机間巡視でも、学生たちが

難解なテクストに苦しみ、文句を言ったり、あるいは読むことを放棄して居眠りをしてし

まったりすることもあった。せっかくドイツ文学を取り上げるのだから、誰もが知ってい

る名作を選ばなければならないと、初めの学期はゲーテの『ファウスト』やマンの『ブッ

デンブローク家の人々』を取り上げたが、両者とも長大で難解な作品である。学生にはご

く一部のみを読ませるとしても、物語全体を解説するだけで非常に手間がかかることもあ

り、2016年度後期からは別の作品に変更することにした。
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1.4．授業時間中の課題と中間レポート

　授業時間中には、毎回３～４の課題を提示し、ミニッツペーパーにその回答を記入させ

た。課題にはおもに、授業前半に行う、歴史的背景や作家・作品の紹介についてまとめる

ものと、授業後半でテクストを読んで、その内容について答えるものとが含まれている。

例えば、カフカを扱った第９回では、このような課題を出した。

課題の例（第 9回　カフカの作品の場合）

課題１　カフカの『隣村』を読んでみましょう。

なぜ、「祖父は若者が隣村に行こうなどと思うことが理解できない」のでしょうか？考

えたことを書いてみましょう。

課題２　カフカの『父の心配』を読みましょう。オドラデクとはどんなものでしょう

か？自分の言葉でまとめるとともに、イラストを描いてみましょう。なぜ、お父さんは

心配なのでしょうか？

課題３　『変身』の冒頭場面を読みましょう。主人公グレゴールはどのような人物で、

自分がどうなったと感じているのでしょうか？彼の考えていることをまとめましょう。

課題４　『変身』の最後の場面を読みましょう。妹や両親はグレゴールをどのようなも

のとして扱っているでしょうか。グレゴールの死後、家族はどうなるでしょうか。内容

をまとめましょう。

『変身』および今日紹介したカフカの作品について考えたこと、気づいたことなどがあ

れば書きましょう。

課題の形式や内容は、毎回異なるが、時間配分を考慮し、３または４程度になるようにし

た。

　各回の課題については、ルーブリック法を用いて、明確な採点基準を設け、学生が何を

どのように書けばいいのかをわかりやすくするように努めた。6第一回目に以下のような

採点基準の元、毎回のミニッツペーパーに点数をつけることを伝えた。

課題の採点基準

５点 自分なりの考えをまとめて書くことができる。

４点 根拠を挙げて、考えを述べることができる。

３点 全ての問いに答えることができる。

２点 いくつかの問いに答えることができる。

１点 １つ、２つ程度の問いに答えることができる。

　上記の基準は非常に簡易なものであるが、それでも基準を設定し、告知することで、

2015年までに見られたような、「面白いと思った」、「感動した」等の漠然とした感想を書

く学生は減り、よりまとまりのある答案を書く傾向が強くなった。
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　また、第 7回から第 8回にかけて、中間レポートを提出させた。中間レポートの課題

は、これまでに紹介してきた作品または、同じ作家が書いた別の作品を読み、その内容を

まとめるとともに、考えたことを書くという、読書感想文である。しかし、学生の多くは

読書感想文と聞くと、作品を手放しで褒めなければならないとか作品から人生訓を引き出

さなければならないと考えがちである。そこで、レポートの書式（一行目に学籍番号・学

部学科・名前を書き、二行目にタイトルを書くなど）を詳細に指示するとともに、タイト

ルのつけかたや、段落の区切りかた（前半部分で作品の内容、後半に考察をまとめる）を

例示したところ、これまでの講義で実施したレポートよりも、より内容がまとまったレ

ポートが多く提出された。

2. 授業資料と授業の時間配分、工夫した点など

　次に、各回の授業をどのように進め、どのような点で工夫をしたのかを説明したい。

2.1．授業資料の用意

　1.3.でも言及したように、各回で学生に配布する文学作品のコピーは、極力枚数が増え

すぎないように注意をした。タルディのバンド・デシネ『塹壕の戦争』を使った第 10回

（2016年度後期以降）の場合は、例外的に枚数が増えてしまったが、原則として作品のコ

ピーが A３両面で 3枚以内、スライドのコピーが A４両面 1枚に収まるようにした。

　学生に読ませる文学作品は、当然小説や戯曲の全体ではなく、ごく一部の抜粋である

（ニーチェのアフォリズムやカフカの短編などは、短いため全文を取り上げることができ

た）。そのため、毎回気を遣っていたのは、どの部分を使用したらいいかということであ

る。第２回のクライストの『チリの地震』のような短編小説の場合は、前半部分をスライ

ドで解説し、後半（地震後のミサが行われる場面から）を全て読ませるという形をとっ

た。しかし、『若きヴェルターの悩み』や『三文オペラ』のような作品の場合、どこを切

り取って読ませても、全体を理解し、作品を楽しむことができるかというと、そうとは言

い切れない。しかたなく、序盤と最終場面など、物語の全体がわかりやすいように、場面

を切り取って使うことにした。

　また、第４回と第 15回には、やや息抜き的な回として、映画を使用したが、この場合

も文学作品と同様、重要な場面のみを見せ、間はスライドの解説で補うことで時間短縮を

図った。

　各回とも、歴史的背景や作品、そして学生が取り組む課題をスライドにまとめ、スク

リーンに映写しながら進行したが、このスライドを縮小したものをA４一枚にまとめ、

配布資料とした。2015年までの授業では、毎回ワープロソフトで作成したレジュメをプ

ロジェクタで提示していたが、スクリーンに映したスライドとほぼ同じ（写真などは省略
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している）内容の配布資料が手元にあったほうが、より話を聞きやすいだろうと考えて、

このような形に変更した。

2.2．授業の進行

　授業の進行は各回とも、おおむね下の表のような時系列にまとめることができる。

時間（分） 内容 活動の主体 教員の行動

0～ 15 前回の内容の振り返り
コメントの紹介 教員

15～ 35 歴史的背景、作家や作品の概要を
紹介 教員

35～ 45 課題１：歴史的背景などについて
の設問に答える。 学生 机間巡視して、回答を促す。

45～ 50 文学作品の内容、設問の説明 教員

50～ 65 課題２：作品を読み、設問に答える。 学生 机間巡視し、学生の進捗
状況を確認する。

65～ 70 作品の内容について補足的に説明 教員

70～ 90 課題 3および感想をミニッツペー
パーにまとめる 学生

机間巡視し、学生の質問
等に答える。教壇で提出
した答案を集める。

　この表にまとめたように、どの回でも授業の開始時には、前回の授業で出した課題がど

んなものであったかを振り返り、学生たちの記入したミニッツペーパーの中から代表的な

ものや秀逸なコメントを選んで、紹介した。次に、取り上げる作品の背景となる歴史的な

事実を紹介し、知識を補完する。15分程度で解説をしたのち、課題１として、歴史的背

景についての設問に答える時間をとる。こうすることで、話を聞きっぱなしにするのでは

なく、聞きながらまとめるという聴取の姿勢をとることができる。授業の後半には、コ

ピーして配布した文学テクストを実際に読み、いくつかの設問に解答する。途中で、作品

のあらすじや読解のポイントなどを提示するが、後半の時間は、ほとんど学生がテクスト

を読み、ミニッツペーパーを記入することが中心となる。

　授業の進行においてとくに注意したのは、教員だけが話し、学生は聞くだけという状況

を避けるということであった。語学の授業では、毎回の授業時間の中で、教員が解説し、

学生が会話練習や文法問題の解答をするといった活動を繰り返し行う。それと同じよう

に、教員が解説をしたら、今度は学生が文学テクストを読み、設問に答えるという活動を

授業時間の中で繰り返し行うようにした。このような時間配分にしたことから、学生の集

中力が切れることや、居眠りや私語などを防ぐことができた。7
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　また、語学の授業では少人数制クラス（最大でも 50名程度）が多いため、しばしば教

員は机間巡視を行ったり、学生一人ひとりに発音させてチェックしたりすることがある。

一人一人の学生に注意を払い、声をかけることで、受講者との人間関係を構築することが

できる。これは、講義形式においても取り入れることができる。資料は読み終わったもの

の、なかなかミニッツペーパーに解答を書けない学生には、「もう少しこの辺を読み込ん

だらいいのでは？」と声をかけ、すでに書き終えて私語をしているグループには、「お互

いに解答を見せ合って、どこが違うか比べてみよう」と促すことで、再び注意を授業の方

へ向け直すことができた。

2.3．iPhone からスライドを操作する

　授業の進行に際してとりわけ役に立ったのが、iPhoneである。通常、パワーポイント

などのスライドを用いる講義室での授業では、教員が教卓に据えた PCからパワーポイン

トを操作する。そのため、教員は教壇から降りて机間巡視をすることは困難だった。しか

し、Keynoteを使った場合、PCまたは iPadをプロジェクタとケーブルで接続し、iPhone

をリモコンとして接続して遠隔操作をすることができる。つまり、教壇を降りても、スラ

イドのページを動かすことが可能となるし、手元にある iPhoneの画面で、スライドの内

容やノートを見ることもできる。また、iPhone上の操作で、ポインタを表示することも

できる。このように、iPhoneと iPadを連動させることによって、教壇から一方的に語り

かけるような講義ではなく、小教室での語学の授業と同じように、つねに机間巡視をしな

がら授業を進行することができるようになった。

3. アンケートの実施とその結果

　2015年度までの授業と同様、2016年度からの講義でも具体的に作品を読解した第２回

から第 15回まで、それぞれ取り上げたテクストについて、独自のアンケートを作成し、

実施した。8

　アンケートの質問項目は以下の通りである。
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授業で扱った作品についてのアンケート　（2016 年度後期）

このアンケートは、学部の授業アンケートとは異なり、熊谷が独自に作成し、今後の授

業の改善に役立てるためのものです。

本講義では、第２回から第 15回まで、小説や戯曲、映画や思想など様々な作品を取り

上げてきました。各回で扱った作品を以下に挙げておきます。

第 2回：クライスト『チリの地震』

第 3回：ゲーテ『若きヴェルターの悩み』

第 4回：映画『コッホ先生と僕らの革命』

第 5回：トーマス・マン『トーニオ・クレーガー』

第 6回：ニーチェ『人間的、あまりに人間的』

第 7回：シュレーバー『ある神経病者の回想録』

第 8回：フロイト『夢解釈について』、『詩人と空想』

第 9回：カフカ『隣村』『お父さんは心配なんだよ』『変身』

第 10回：タルディ『塹壕の戦争』、レマルク『西部戦線異状なし』

第 11回：ブレヒト『三文オペラ』

第 12回：リヒター『あの頃はフリードリヒがいた』、手塚治虫『アドルフに告ぐ』

第 13回：ボルヒェルト『戸口の外で』

第 14回：ブルスィヒ『ゾンネンアレー』

第 15回：映画『おじいちゃんの里帰り』

＊回答は答案用紙の余白に記入してください。
１）最も面白かった（興味深いと思った）回はどの回ですか？番号で一つ選びましょう。

　　例：第 2回→２と記入　　　 

２）最もつまらなかった回はどの回ですか？（一つ選ぶ） 

３）もう一度読みたい（見たい）と思ったのはどの作品ですか？（複数回答可）

４）難しいと思ったのはどの作品ですか？（複数回答可）

　アンケートの結果を、質問項目ごとにまとめておく。

問１　最も面白かった回

得票数１位 ２位 ３位 ４位

2016前期 コッホ先生 （53） おじいちゃんの
里帰り（15） 戦場のアリア（13） カフカ（11）
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2016後期 コッホ先生（７） おじいちゃんの
里帰り（５） フロイト（３） シュレーバー、

ブレヒト（２）

2017前期 コッホ先生（７）
ゲーテ、おじい
ちゃんの里帰り
（３）

カフカ、フロイ
ト（２）

ニーチェ、ブレヒ
ト、リヒター（1）

問２　最もつまらなかった回

得票数１位 ２位 ３位 ４位

2016前期 フロイト（16） シ ュ レ ー バ ー
（15） ブレヒト（14） ゲーテ（13）

2016後期 トーマス・マン（5） タルディ／レマ
ルク（４）

ニーチェ、シュ
レーバー、フロ
イト（３）

クライスト（２）

2017前期 フロイト（４）
クライスト、マ
ン、タルディ／
レマルク（３）

ボルヒェルト（２） ブレヒト（1）

問３　もう一度読みたい（見たい）作品

得票数１位 ２位 ３位 ４位

2016前期 コッホ先生と僕
らの革命（50）

おじいちゃんの
里帰り、戦場の
アリア（31）

カフカ（16） フロイト、ブル
スィヒ（6）

2016後期 コッホ先生（8） フロイト（5） ブレヒト（4） ブルスィヒ（4）

2017前期 コッホ先生（7）

ニーチェ、フロ
イト、カフカ、
タルディ／レマ
ルク（4）

ゲ ー テ、 リ ヒ
ター／手塚、お
じいちゃんの里
帰り（3）

クライスト、マ
ン、ブレヒト、
ブルスィヒ（1）

問４　難しかった作品

得票数１位 ２位 ３位 ４位

2016前期 フロイト（23） ニーチェ（22） シ ュ レ ー バ ー
（20）

カフカ、ゲーテ
（19）

2016後期 ニーチェ（6） カフカ（9） フロイト、ボル
ヒェルト（5）

タルディ／レマ
ルク（4）

2017前期 フロイト（4）
クライスト、マ
ン、ニーチェ、
シュレーバー（3）

ゲーテ、カフカ、
タルディ／レマ
ルク、リヒター
／ 手 塚、 ボ ル
ヒェルト（2）

コッホ先生（1）

　上記のアンケートから分かることとして、授業時に予想していたが、やはり映画を見せ
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る回は学生にとっても楽しかった回として記憶に残っていたようだ。また、問３のもう一

度読みたい作品は、どの学期でも票が割れているが、気に入った作品ではなく、改めてま

た読んでみたい作品を選んだため、さまざまな意見が出たとも考えられる。問４では、問

２と重複する作品が多いが、カフカやニーチェ、フロイトなど、面白かった作品としても

人気を集めた作品に票が入っている。ここから、決して学生たちは、難しかったから嫌

だった、というのではなく、難しかったが印象に残った作品を考えて選んでいることが推

測できる。

　自由記述欄には、以下のようなコメントがあった。

・小レポート（ミニッツペーパー）の提出があるため、集中して授業を受けられた。普

段読まないジャンルの本が読めてよかった。

・他の推薦された作品も読もうと思った。

・毎回難しかったが楽しかった。ドイツ語選択にすればよかった。

・時代背景と関係ない作品は無理に繋げなくてもよかったのではないか。

　また、経営学部 FD委員会が実施している授業評価アンケートについても、授業の総評

に関する部分（この教員の授業を 10点法で評価してください）のみを抜粋してまとめる

と、以下の通りである。

10点 9点 8点 7点 6点 平均

2016前期 23 16 25 20 19 7.6

2016後期 3 7 6 1 1 8.0

2017前期 5 2 6 3 0 8.6

2017後期 0 1 1 1 0 8.0

　筆者はドイツ語の授業では、毎年どのクラスでも平均 8.5から 9近い評価を得られてい

るが、それに比べるとやや低いものの、おおむね高評価が得られたといえる。また、自由

記述欄を見ると、高評価を与えている学生でも、そうでない場合でも、興味深いコメント

がある。

点数 学期 コメント

10 2016前期

何も書けないでいると声をかけてくれたり親切でうれしかった。
いろんな人の意見を聞けたのがおもしろい。
毎回授業中の課題の点数をつけて返してくれる。
受けていてためになる授業でした。

10 2017前期 とても興味を持てる授業を行っていた。
非常に楽しく学べたから。
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9 2016前期 パワーポイントがわかりやすい。
先生も良い人でわからないところは丁寧に教えてくれた。

9 2016後期 ドイツの文学等を学べるいい授業だと思います。
授業を積極的な態度で受けられた。

8 2016前期

ドイツのことが好きで授業を受けた。面白いと思える授業だった。
しいていえば、小説の字が小さめ。
毎回授業の準備も丁寧。
話は難しいが考える力が身につく。
人数が多いのに、一人一人のレポートをちゃんと読んでくれている。
ドイツの歴史に触れることができるので、興味が掻き立てられまし
た。ただ後ろに座る人たちの私語をたいして注意していない。
授業で読む文章は留学生に対して、ちょっと難しいと思う。
時間配分がきっちりされていて授業がスムーズだった。

8 2017前期

急ぎ足ではありますが、いろいろな内容を知れて、よかった。
自分で色々考えることができる授業だと思った。
詳しくドイツのことを勉強できるので授業を受けてよかった。
毎回読む資料は難しいものもあったが、おもしろかった。

7 2017前期 授業はわかりやすくて楽しいが、時々出典を見ると書いている内容
がわかりにくい。

6 2016前期

内容が難しすぎて理解できないことが多かったが、先生の熱意は伝
わった。
授業が理解できているかはイマイチだけど、授業が面白くて授業内
で知った物語に興味が湧いた。
授業中の課題が多すぎて、ずっと時間が足りなかった。

　ここに挙げたコメントを見ると、高得点をつけている学生だけでなく、低い得点をつけ

ている学生でも、授業にやる気を持って取り組み、この授業を冷静に批判していることが

わかる。低い得点をつけたコメントでは、「おもしろくなかった」あるいは「興味が持て

なかった」ことが点数を低くつけた理由ではなく、「内容が難しかった」ことや、「時間が

足りなかった」ことはマイナスの要因だが、「授業が面白く」、「授業内で知った物語に興

味が湧いた」と、授業内容自体は評価していると読むことができるからだ。また、「資料

が難しかった」、「課題が多くて時間が足りなかった」、といったコメントは、時間配分や

授業資料の難易度を考える上で非常に重要な指摘である。

4. まとめと今後の課題

　本稿では、以上のように 2016年度前期から４学期に渡って実施した、文学テクストを

使った「国際化と異文化理解」の講義での試みについて報告してきた。今回、文学作品を

扱う講義に、語学教育のメソッドを取り入れるという新たな試みによって、どのような結

果が得られたか、そして今後の課題についてまとめたい。
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　2015年度まで実施していた、映画を使った「国際化と異文化理解」の授業では、受講

者の受動的な態度や私語などの問題が発生していた。これらの問題に対し、2016年度か

らの講義では、本稿で紹介してきたように、机間巡視や声かけおよび、課題とフィード

バックをするという語学教育で行われる方法を取り入れた。その結果、学生の学習態度は

より主体的になり、能動的に講義に参加する学生が増えてきた。この点については、授業

アンケートで高得点が得られたことから学生が好意的に講義を評価していることと理解で

きるだろう。一般に講義といえば、知識の伝授と考えられがちであるが、本講義のよう

に、学生に読む、考える、書くというタスクを課すことで、知識の獲得だけでなく、学習

スキル全般の習得を促すような授業とすることができた。9

　一方で、いくつか問題も生じている。一つは履修者数の増減である。2016年度前期は

170名の受講者がいたものの、同年後期は 20名にとどまっている。履修者数のさらなる

増加を心配して、2017年度からは曜日と時間を変更したが、その結果これまでのように

大人数が履修することはなくなったが、一方で 2017年度後期には履修者が 10名を下回っ

ている。語学教育の方法を生かすのであれば、少人数クラスであることはもちろん望まし

いことである。しかし、現在はまだ、少人数クラスのメリットが活かしきれていない。ゼ

ミ形式とまでは行かないまでも、もう少し受講者同士での対話や議論を含めた授業ができ

ないかと考えている。

　また、現状では、週ごとに一つのテーマ、一つ（あるいは複数）の作品を紹介する形を

とっているが、たとえばカフカやゲーテのような、多くの作品を残した作家の場合は、複

数の週を使ってもいいのではないかと考えられる。学生からのコメントにあったように、

少しテクストの量が多すぎる回もあるので、一つのテーマで二週以上を使うようにして、

ゆとりある構成にすることも必要だろう。

　先述したように、この講義では、文学作品の読解を通じて、読む・考える・書くという

教養教育に必要な学習スキルを身につけることを目指している。しかし、個々の学力の伸

長が、筆者の主観的な判断以外に、客観的にどのように測定可能なのか、という点につい

ては判断を保留しなければならない。ミニッツペーパーの点数が、初めは低かったもの

の、徐々に文章を書くことに慣れて、解答のレベルが上がって高得点を取れるようになる

学生は確かにいる。実際に数十名の学生を比べて、どれくらい能力が伸長したかを判断す

るのであれば、もっと別の方法を取らなければならない。たとえば、学生の文章自体を第

１、２週から 14週、15週ごろと比較して、記述の量や内容の変化を比較したり、あるい

は学生自身にアンケートの中で、自分がどのような能力を身につけたか反省させるなどの

方法が考えられる。このように学習効果を測定することで、今後は、より効果的な課題の

出し方やテクストの難易度などを考慮し、講義全体の改善を図ることができるだろう。
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注

1 本講義の受講者数は、2016年度前期が 170名、後期が 20名、2017年度前期が 20名、

後期が 9名だった。

2 本稿は、日本独文学会秋季研究発表会（広島大学、2017年９月 30日）でのブース発

表「語学教育の方法をいかしたドイツ文学講義の試み̶教養科目でどのように文学を

取り上げることができるか̶」をもとに、来聴者との意見交換を反映させ大幅に加筆

修正を施したものである。

3 熊谷哲哉（2016）：映画を使ったドイツ近現代史の講義̶国際化と異文化理解にお

ける実践報告：『近畿大学教養・外国語センター紀要　外国語編』7巻 1号、pp.169-

177。

4 坂口尚史（2001）：ドイツ文化論講義の方法について：『慶應義塾大学日吉紀要　ドイ

ツ語学・文学』第 32号。渡部貞昭（2007）：教養教育における「ドイツ文化論」講義

の戦略：岩手医科大学共通教育センター研究年報』、第 42号。

5 「近現代」という時代区分はやや曖昧なものであるが、筆者が専門としているのは、

19世紀末から 20世紀初頭の文学および思想であることから、1789年のフランス革命

以後の時代から、2000年代までとした。

6 ルーブリック法については次の文献を参照した。スティーブンス、ダネル／レビ、ア

ンドレア（佐藤浩幸監訳、井上敏憲・又野秀典訳）（2014）：大学教員のためのルーブ

リック評価入門：玉川大学出版部。

7 佐藤（2017）によれば、人間の集中力が続くのは、およそ 18分程度であり、15分程

度を基本単位にして、話題を変えたり、違う活動をしたりすることが、集中力を維持

するために有効であるという。佐藤浩章編著（2017）：『シリーズ大学の教授法２　講

義法』、玉川大学出版部、57頁。

8 すでに 1.3.でも言及したように、2016年前期と後期以降は、第 3回、第 5回、第 10

回で扱う作品を変更している。また、2017年度後期は、アンケートを実施した回の

出席者があまりに少なかったため、集計には含めていない。

9 学生がどのくらい読み、考え、書く能力を伸ばせたかどうかについては、ミニッツ

ペーパーを読む限りは、それぞれの学生の能力が伸びた実感はある。しかし、学生た

ちにはその都度答案は返却しているので、個々の学生の文章力の変化を追跡すること

はできず、またアンケート等でも、学生自身が自分の読む能力や文章力がついたとい

うコメントは得られなかった。


