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1. はじめに
佐藤・佐伯(2017)は、コミュニティーでことばを使うのには、自分で積極的に
相手に伝わる表現を模索していく姿勢を持つことが大切であると述べている。こ
とばを使えばコミュニケーションが出来るが、それが分かりやすいことば／自分
のものになっていないと人には伝わらないこともあるだろう。本稿では日本語 2
年生のクラスで行ったドラえもんプロジェクト『違う世界へ旅しよう』の実践報
告を行う。プロジェクトではドラえもんの道具及び存在を批判的に考え『夢をか
なえてドラえもん』(作詞・作曲 黒須克彦)の歌の分析をした。歌詞の中で「ド
ラえもん、君がいればみんなが笑顔になる」というフレーズがある。学生が思い
めぐらす「みんなが笑顔になる世界」とはどんな世界なのだろうか。プロジェク
トの活動背景、学習目標、指導過程及び指導内容、学生の作品を紹介すると共
に、この活動における教員の内省をまとめ考察を行う。筆者自身の教育観を問い
直し教師の役割についても論じたい。
2. ことばを使って何ができるのか (問題意識)
寺山修司の『ポケットに名言を』という本には、数多くの名言が溢れている。
ページをめくれば第 1 章のタイトルは『言葉を友人に持とう』から始まり『言葉
を友人に持ちたいと思うことがある。それは、旅路の途中でじぶんがたった一人
だと言うことに気がついたときにである(p.6)』と続く。詩人の寺山は「言葉は
凶器にもなる、同時に薬でなければならない」と捉え「言葉は世界全部の重さと
釣り合うこともあるだろう」と描写している。ことばは使い方で重みを変えるこ
とができる。生きた言葉は心に響くものがあり、グッと人の心を動かす力もあ
り、相手に伝わる温度や速度が違うだろう。ヴィゴツキー(1962)はことばは伝
達手段だけではなく思考の道具でもあると述べている。授業の成否は学習者の
力をいかに引き出すことができるかにかかっている(五味 2016)。筆者はことば
を使って何が出来るのかのを惟り、日本語クラスにドラえもんプロジェクトを導
入することにした。ドラえもんは夢と希望を与えてくれる国民的キャラクター
だ。ドラえもんの世界をもとに繰り広げられる読み物、及びドラえもんの歌を活
用し、ことばの力を磨き、考える力、そして各学生の個性、創造性を育む教育に
試みた。

3. 思考の道具としてのことば ドラえもんプロジェクト
ドラえもんプロジェクトは、2019 年度、アメリカノースカロライナ州にある
Wake Forest University、日本語 2 年生(秋学期)のコースで実施された。Wake
Forest University では 2 年目の日本語クラスは 1 週間に 50 分の授業が月曜日から
金曜日まで行われている。クラス構成は学生数が計 17 名、プロジェクトは学期
末のファイナルプロジェクト(10%)として行われた。
3.1 プロジェクトの学習目標
プロジェクトの学習目標は以下の通りである。
1) 条件文「～と」「～ば」「～たら」「～なら」を自分のものにすることが
できるようになる
2) 授受表現の理解をさらに深め応用力をつける
3) ドラえもんの道具及び存在について批判的に考えることができる
4) 『夢をかなえてドラえもん』で歌われている歌詞「ドラえもん、君がいれ
ばみんなが笑顔になる」というフレーズについて自分なりの解釈をまとめ
説明／表現できるようになる
5) ピア活動を通して考え方の選択肢を増やし視点を増やす
6) 豊かな感性を伸ばし、書く楽しさを味わえるようになる
7) 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惹きつける発表が出来るようになる
8) 個性、創造性に溢れた意見文が書けるようになる
3.2 指導過程及び指導内容
プロジェクトを行うにあたり、学生はまずドラえもんについて理解を深める必
要がある。通常クラスで使用している Nakama2:Japanese Communication, Culture,
Context (Cengage Learning)に加え、「ドラえもん」を紹介する読み物 『げんき
II』(The Japan Times) 第 16 課(読み書き編)まんが「ドラえもん」) を取り入れる
ことにした。プロジェクトの手順及び指導内容は以下の通りである。

(前作業)
① ドラえもん映画『STAND BY ME ドラえもん』(2014) 冒頭でドラえもんが
登場する 1 シーン(2 分程度)を見せ学生の興味を惹きつける。
ドラえもんとのび太くんの取り組みは、以下の通りである。
映画『STAND BY MY ドラえもん』冒頭シーン
(夜、のび太くんが部屋で寝ているところにドラえもんが声をかける)
ドラえもん:「のび太くん、君、のび太くんだろ？」
のび太くん:「うわぁ～ た、た、たぬき～」
(のび太くんは慌てて眼鏡を手に取る)
ドラえもん:「違う、たぬきとは失礼だなぁ、君は… まあ無理もないか」
(ドラえもんが部屋の電気をつけて部屋が明るくなる)
「こんばんは、ぼく、ドラえもん！」

② ドラえもんは何かをグループで考える。
既にドラえもんを知っている学生がいればインフォメーションギャップ
(ドラえもんを知らない学生は知っている学生に質問／知っている学生は
ドラえもんの説明をする)を利用してコミュニケーションを計る。
③ 『げんき II』第 16 課(読み書き編)「ドラえもん」を導入する。
読み物はまずは宿題として課し、学生個々のペースで読む時間を与える。
④ クラス内で教科書の質問に答え内容を理解できたかどうかを確認する。
⑤ 「どこでもドア」「暗記パン」があればどのように使いたいのかグループ
で話し合いをする。
⑥ 条件文「～と」「～ば」「～たら」「～なら」の復習を兼ね文の拡大練習
を行う。
以下、2 つの質問(作文)を宿題として課す:
Q.「どこでもドア」があったら、どこに行って何をしたいですか。
Q.「暗記パン」という道具を使いたいと思いますか。どうしてですか。
⑦『夢をかなえてドラえもん』(作詞・作曲 黒須克彦) の歌を紹介する。
気持ちが晴れ晴れしたところで前作業段階を終わりとする。
(本作業) 読む活動から表現(話す)活動へ
⑧ 「どこでもドア」「暗記パン」についてペアで再話活動する。
⑨ 宿題として課した 2 つの質問の答えをクラス内で共有する。
学生はグループになってそれぞれの回答を話し合う。
その間教師は出来るだけ多くの学生の声を聞いて回る。
⑩ 宿題シートを回収し学生全員の意見にフィードバックを入れる。
⑪ 期末プロジェクトの説明をする。
学生にハンドアウト(Appendix A)を配布する。
期末プロジェクト概要:
ドラえもんプロジェクト『違う世界へ旅しよう』
(筆者の大学では秋学期後半)『旅行』『贈り物』をテーマに学習がなされた。
そこでドラえもんの道具を使って旅することにする。
・道具１「どこでもドア」を使って日本旅行をする
目的地は学生自身がインターネットを利用して下調べをし、
その町／観光地で何が出来るのかを発表の際クラスメイトに
紹介しなければならない
何で有名なのかどんなお土産を買ったらいいのか上手に旅行を
楽しむための「旅のコツ」を提供する
・道具２「タイムマシーン」を使って時間と空間を超えて旅行する
過去・未来、好きなタイムゾーンへタイムトラベル出来るが
どうしてその時空世界を選んだのか理由も述べる
「みんなが笑顔になる世界」とはどういった世界なのか意見を述べる

⑫ (問題提起)『ドラえもんがいたら…』
ドラえもんが実際にいたら世界はどのように変わるのだろうか。読み物の
中で、ドラえもんは「弱い子供の味方」「のび太くんが困った時、道具を
使って助けてくれる」とドラえもんの存在を評価している。しかし本当に
のび太くんにとってドラえもんの道具は役に立っているのだろうか。のび
太くんは「暗記パン」を使っても、結局テストでいい成績を取ることが出
来なかった。中上級段階における教師の課題を丸山(2005)は教師は題材、
内容を深く理解できるような切り口を取り、多角的に理解できるようなさ
まざまな情報を与えることだと述べている。果たしてドラえもんの存在
は、将来のび太くんが大人になるための手助けをしているのだろうか。
角度を変えドラえもんの存在を批判的に考えるディスカッションを行う。
⑬ 『夢をかなえてドラえもん』(作詞・作曲 黒須克彦)を歌う。
⑭ 歌を再度聞き歌詞の内容の解釈に取り組む。
『夢をかなえてドラえもん』(歌詞)
心の中 いつもいつもえがいてる (えがいてる)
夢をのせた自分だけの世界地図 (タケコプタ～)
空を飛んで時間を超えて遠い国でも
ドアをあけてほら行きたいよ
今すぐ (どこでもドア～)
・・・
やりたいこと 行きたい場所 見つけたら (みつけたら)
迷わないで靴を履いて出かけよう (タイムマシーン～)
・・・
道に迷っても 泣かないでいいよ
秘密の道具で 助けてあげるよ
・・・
ドラえもん 君がいれば みんなが笑顔になる
⑮ テーマをより掘り下げる質問をする。
質問１: 行きたい場所に今すぐ行けるとしたらどこに行きたいですか。
それはどうしてですか。
質問２: 困っているとドラえもんは秘密の道具を使って助けてくれます。
どんな時みなさんは困りますか。
(困った時)どんな道具があると便利だと思いますか。
質問３: みんなが笑顔になる世界とはどんな世界だと思いますか。等
⑯ レポートの原稿作成に着手する。
レポート作成にあたり段階を踏まえて(第 1→第２)原稿を提出する。
→1 つ 1 つのゴールを小さくしてスモールステップを踏むことで学生の
負担を減らす

⑰ 発表用のスライドを作る。
学生には英語で書かれた指示(Appendix B)を配布する。
⑱ プロジェクト『違う世界へ旅しよう』を発表する。
(後作業)
⑲ 発表自己評価(Appendix C)を提出する。
クラスメートとお互いの発表を振り返りコメントをし合う。
⑳ 最終レポートを提出する。
4. 学生の作品紹介、及び教員の内省
4.4-1 (前作業段階での宿題) 作文の解答例
質問:ドラえもんの「アンキパン」という道具を使いたいと思いますか。

学生 A: もしアンキパンはおいしかったらテストの前に食べます。
でもたくさん食べなくてはいけないのでたいへんです。
自分で勉強した方がいいと思います。
学生 B: アンキパンというどうぐを使わないと思います。
私は今年れきしのじゅうぎょうが二つあります。
毎週百ページを読まなければならない。
毎週百アンキパンを食べなければならない。おおすぎます。
毎日お手洗に行った時、全部忘れてしまいます。
このどうぐを使わないと思います。
学生 C:「アンキパン」というどうぐがあったら色々覚えられます。
テスト勉強をしなくてもいいです。
このパンを食べたら頭がいいになるのできょうかしょを使いません。
私はぱんが好きじゃありませんがアンキパンはべんりなどうぐだから
使いたいです。
内省 1:
「書く」「話す」活動は相手に働きかける活動である(国際交流基金 2011)。
筆者は学生が書いた作文をクラス内で共有する時間を設けた。作文は(教師のみ
フィードバックを与えるのではなく)学生同士がお互い共有することでより自分
の書いた内容に責任感を持つことが出来たと思う。というのも自分で書いた内容
だが、相手に答えを紹介する際、自分が書いた漢字を読むことが出来ないという
ことが起こったからだ。漢字が読めずに戸惑っていると相手が手助けしようとす
る光景が見られた。学生にとって教室という最大のメリットは教師がいて仲間が
いる(石黒 2017)ことである。書き手と読み手のコミュニケーションが作り出さ
れて良かったと思う。

尾崎(2016)は学生が気負わず参加できるクラスの雰囲気の根底にあるものは学
習者同士一対一の信頼関係だと述べている。『「アンキパン」を使いたいと思い
ますか』の質問は二者択一の問題である。ピアが逆の立場をサポートしていても
相手を受け入れようとする姿勢が見られたので、その気持ちが学生同士の理解を
助けるのに役立ったと感じる。書いた内容を共有する方法はグループによってそ
れぞれ違ったが(読み聞かせる・宿題シートをそのまま相手に渡す等)、回答を共
有する過程で、自己の間違い(漢字、文法、表現の誤り)に気づき修正を加えてた
り、答えをより長く書き足していた学生の姿も見受けられたので、作文に磨きが
一層かけられたと感じる。異なる価値観への理解を促す(視点を増やして物事を
考える)重要なきっかけにもなったので良かったと思う。
4.4-2「どこでもドア」を使って日本旅行をしよう！
学生 D (原文一部抜粋):
みなさんは、どんな動物が好きですか。犬とねこは世界に人気があります
ね。でもほかに、かわいい動物が色々いますよ。たとえば panda koala う
さぎやしかです。しかはアメリカにもたくさんいますね。みなさんはしか
が好きですか。しかが好きだったら、日本の奈良は行かなければいけませ
ん。私はドラえもんのどこでもドアがあったら、奈良に行きたいです。奈
良はとても有名なしか公園がありますよ。しか公園に行ったら、しかとい
っしょにしゃしんがとれますよ。ここではしかにせんべいがあげられます
よ。おもしろいですね。奈良に行ったら、私はむさしのという旅館で、ぜ
ひ泊まってみたいです。この旅館は奈良で一番人気のある旅館です。きれ
いだし、高すぎないし、便利だし、多くの人がこの旅館に泊まっていま
す。私は旅館にある庭で、和食の朝ご飯を食べてみたいです。魚とみそス
ープとご飯はおいしそうですね。帰る前に、私はおみやげを色々買うと思
います。奈良の人形は有名ですよ。千年前に、奈良の人形は有名になりま
した。

学生 E (原文一部抜粋):
ドラえもんのどこでもドアがあったら、まず、ひめじじょうというおしろ
に行きます。きれいだし、大きいし、中を見られるし、行きたいです。で
もひめじをかんこうする時ははきやすいくつを持って行った方がいいで
す。たくさん歩かなければいけません。ひめじの近くをかんこうして、昼
ご飯を食べて、どこでもドアを使って、次に東京に行きます。…ひめじか
ら東京まで飛行機で一時間ぐらいかかります。ちょっとふ便ですが、どこ
でもドアがあったら、ひめじに帰って旅館に泊まれます。まだ旅館には行
ったことがないし、旅館に泊まりたいです。どこでもドアを使ったら、旅
行する時、パスポートがなくてもだいじょうぶです。ただ、荷物をつめな
ければいけません。
次に紹介する学生 F はドラえもんと学生 F 本人(二人)で会話が進行している。

学生 F(原文一部抜粋):
私:ねえ、ドラえもん、どうとんぼりはたくさんいいレストランがあ
るそうだよ。たくさんの人がバーホップをしているそうだよ。
おいしそうだから、おこのみやきを食べるのはどう?
ドラえもん:うん、いいね。ぼくも食べたい！
(学生 F)さんは、日本語が話せるから食べ物を買いやすいね。
私:食べ終わった後に、バーでお酒を飲もうか。
だけどドラえもんは二十一さいに見えないね。
だいじょうぶかな。。。
内省 2:
教室という場は演劇の舞台のようなものであり、その主役は教師ではなく学生
である。教師の役割はナレーターであり、学生の演技を陰で支える裏方、いわば
ファシリテーター(石黒 2017)である。大森・鴻野(2013)は教師を「引き出し
役」と唱えている。筆者は教師をいわば黒衣のような存在であるべきだと感じて
いる。黒衣の役割は小道具を渡したり片づけたり俳優が演技をしやすいように動
く。芝居をサポートする重要な存在なのだ。黒衣は俳優との息が合わないと舞台
に支障をきたしてしまう。これは教師が出過ぎてしまうと学習者の個性が際立た
なくなってしまうのと同じだろう。この点を痛感したのは、前作業での学生との
やりとりからである。ドラえもんを知っている学生は、映像を見るや否やすぐに
「ドラえもん」だと気づく。しかし知らない学生はドラえもんを、ロボット、動
物だという認識はなく、人だと受け止めた学生もいた。理由を尋ねると「歩いた
り話せるからです」という回答が返ってきたのだ。ドラえもんを人だと受け止め
た学生が仕上げた作品が上記(学生 F)の作品である。パワーポイントを使っての
発表では、舞台は筆者の大学にドラモンを連れて来るシーンからスタートし、そ
の後「どこでもドア」を使って大阪へと移動している。スライドには音声アプリ
を使ってドラえもんの声にまねたドラえもん(自分)の音声も挿入されており、一
人二役、まさにドラマを見ているような仕上がりであった。大阪観光終えた後、
学生 F は「わぁ、つかれた…ドラえもん、いっしょに旅館に泊まりに行こう」
でシーンが変わり旅館では温泉に入ったり、浴衣を着たりする世界が繰り広げら
れていた。
筆者は学習目標の一つに【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惹きつける発表が出
来るようになる】ことを掲げた。上記の作品(学生 D-F)を見ても分かるように学
生は相手を意識した発表が出来たと感じる。一方的に話を進めるのではなく相手
に問いを投げかけたり、発表のスタイルにも趣向を凝らし情報を提供することが
出来たので目標を達成出来たとみなされるだろう。
4.4-3「みんなが笑顔になれる世界」とは？
学生 G(原文一部抜粋):

ドラえもんの歌の中で、ドラえもんがいたらみんながえがおになると言っ
ています。でもドラえもんがいません。けれども私はみんながえがおにな
る世界を知っています。それはみんながヴィーガンの世界です。ヴィーガ
ンの意味は、肉とぎゅうにゅうとたまごをぜんぜん食べない人のことで
す。ヴィーガンは体にいいと思います。たくさんフルーツとやさいを食べ
るし、あまりあぶらを食べないし…みなさんもヴィーガンダイエットがで
きるように、私はみなさんにレシピをあげたいです。
学生 H(原文一部抜粋):
ドラえもんの歌のテーマはゆめです。みなさんのこころの中でゆめがあっ
たらあきらめないで下さい。みながえ顔になる世界は、ストレスがありま
せん。たくさんロボットがあって、何でもできます。たとえば、ロボット
は毎日料理を作ったり、おさらを洗ったり、そうじをしたり、せんたくを
したります。私たちは何もしないてもいいです。毎日友達と遊んでゲーム
をします。「どこでもドア」を使って旅行に行くことができます。
学生 I(原文一部抜粋):
ドラえもんがいたら、世界は perfect になると思います。Perfect な世界で
は、みんなはいつもえがおでいられます。この世界ではお金をひつようと
しません。だからホームレスの人ももちろんいません。ドラえもんがいる
から。ドラえもんがいる世界では、学校に行かなくてもいいです。でも学
校に行かなくてもだいじょうぶだったら、子供たちは学校に行かないと思
います。みなさんは学校に行った方がいいと思いますか。わるいアイデア
だと思いますか。どちらがいいのかわからないから、いっしょにドラえも
んに聞きましょう。教えてドラえもん！たすけてドラえもん！
内省 3:
プロジェクトで学生が一番苦労したのは「みんなが笑顔になれる世界」の解釈
であった。書く為には自分の考えを整理し考えるプロセスが必要だ。大森・鴻野
(2013)は、書き進めることができない学習者の理由を４つ挙げている:
1)まだ頭の中で考えている途中
2)何を書いていいのかさっぱりわからない
3)書きたいことはあるけれど、語彙や文型など表現がわからない
4)書きたいことがうまくまとまらない
日本語の語彙、文法、表現法の問題ならともかく内容のアイデアすら浮かばない
という学生がいたらどうすればいいのだろうか。筆者はクラス内で動機付けの時
間をより長く持つこと、そしてピア活動を入れ学生同士がお互いにアイデアを共
有することで解決策を見い出した。大森・鴻野(2013)は、書く前の準備(書きた
いことを引き出し「書きたい」「書ける」という気持ちにさせる為の時間を設け
る時間)の大切さを述べている。ピア活動では相手から多様な視点が提供される
(国際交流基金 2011)。プロジェクトをアナウンスした時「難しすぎます」と声

を漏らしていた学生も、ピアがアイデアを提供してくれたおかげで活動後半は書
きたいことを色々見つけることが出来た。ピア活動を通し良い刺激を受け合えた
ようだ。話し合いの場はプロジェクトでどんなことを求められるのか課題をより
深く理解するのにとても役立ったと学生は答えている。作文は技術であり、手順
さえ教われば、書くのが苦手な学習者でもある程度の文章は書ける(石黒
2017)。考える時間を充分にとり、学習者の意欲を高めることで、個性・創造性
が一層溢れる作品に仕上がったと感じる。
当初「みんなが笑顔になれる世界」の解釈に回答が見出せなかった学生が数名
いた。しかし終盤では其々考えを深め自分の考えを主張することが出来たと確信
する。課題を難しく受け止めていた学生には「難しく考えすぎなくても大丈夫で
す。どんな時に幸せな気持ちになりますか。どんな時に嬉しくなりますか。」と
声をかけた。このように一声添えるだけでもアイデアが浮かび、考えを膨らませ
書く材料が絞り出せたようである。
一人二役を演じた学生 F は、ドラえもんからの「ねえ、どんな世界でみんなが
笑顔になれると思う」の問いにお金がない人がいない世界、そしてみんながどこ
にでも旅行に行ける世界だと答えていた。パスポートを持たなくても、国境を越
えた旅がいつでもできるということを意図しての解答であった。
4.4-4 ひみつ道具「ほんやくコンニャク」を使って
期末プロジェクトでは、最初「どこでもドア」と「タイムマシーン」の使い道
を紹介することを課題とした。「どこでもドア」は読み物で紹介されていた為、
「タイムマシーン」はドラえもんの道具を知らない人でも誰もが予測できるから
である。しかし「違う道具を紹介してもいいですか」と学生からの要望があり、
道具の交換を許可することにした。ドラえもんのひみつ道具の中からであれば何
でも二つ使用していいと当初の課題に変更を加えたのである。以下「違う道具を
紹介したいです」と依頼してきた学生の作品を紹介する。

学生 J (原文一部抜粋):
次のどうぐは、ほんやくコンニャクです。これは何だと思いますか。
このどうぐを食べるとどんなあいてでも言葉が通じるようになります。す
ごいですね。どんな国から来ますか。どんな言葉を話しますか。ぜんぶだ
いじょうぶです。みんなわかりますよ。たとえばエリノアさんは私にフラ
ンス語で話してみてください。私はこのほんやくコンニャクを食べると、
エリノアさんがわかることができます。私はこのどうぐを食べて、世界の
たくさんの人と話したいです。旅行する時色々な言葉を聞きます。その言
葉をわかりたいです。みんなと話したいです。…
でも、この世界にドラえもんのどうぐがありません。この世界はどう
やってゆめがある世界になりますか。みんながんばらなくちゃいけないと
思います。たとえば、私たちは日本語を勉強しています。日本語を勉強す
ると日本人と文化をわかりやすくなります。私たちは日本人とへいわに住
めますよ。いい話ですね。いっしょにがんばりましょう。

私は子供の時、ドラえもんを Hindi に見ました。みなさんに Hindi の
ドラえもんを見せたいです。
内省 4:
上記はインド系アメリカ人(学生 J)が書いた作品である。佐藤(2016)は『複言
語・複文化時代の日本語教育』の中で
「学習している言語で何がしたいのか、または何が出来るのかを学習者
に考えてもらい、その中から自分が学んでいくだけではなく、コミュ
ニティ(のメンバー)に何が与えられるのかを考え、実際に与えていく、
貢献していくことが大切である(ｐ.212)」
と述べている。学生 J は自分で何が出来るのか、何を表現したいのか、クラスメ
イトにどのように貢献できるのか見つけ教師に話しかけてきてくれた。学生が主
体的に取り組める機会を提供する事も重要である。当初考えていた道具を変更す
ることでバラエティーに富んだ発表、個性、創造性が溢れるプロジェクトの仕上
がりに結び付いたと確信する。特に中国の学生はドラえもんの道具を数多く知っ
ていた為、発表の際、積極的に新しい道具の使い道を紹介してくれて、クラスが
一層活気づいたように思われる。
学生 J は「ほんやくコンニャク」を紹介するだけでなく、最後にヒンディー語
でのドラえもん映像を流して異文化要素を含んだ発表にまで発展させている。ヒ
ンディー語で歌われているドラえもんの音楽は異文化理解にも繋がる新しい刺激
を与えてくれた。
指導の出発は、教師が自ら学習者の側に歩み寄り学習者をよく観察することか
ら始まる(丸山 2005)。細川(2002)は「学習者自身が自ら「考えていること」を
発信しようとする行為をどのように支援するかが担当者の課題となる」と述べて
いる。授業は教師と学習者が協働して創り出す創造的な世界(五味 2016)であ
る。五味(2016)は以下のように語っている…
「授業は教師の思想そのものです。どんな教授法を選択するか、どんな教
材教具を使用するか、どんな評価基準を設定するか、どのような机配置に
するか、どんな表情で教室に入っていくか、どんな場面を学習者に提示す
るか、学習者との対話の中でどんなことばを返すか等々、その一つ一つに
教師の教育に対する考え方が反映されます(p.199)」
学生各々の言葉に耳を傾け、言語だけではなく学生の個性、創造性を伸ばすこと
が出来る場を提供するのも教師の役目であると筆者は考える。
5.おわりに
筆者が本稿を書きあげている目下、新型コロナウィルスがパンデミックを引き
起こしている。筆者が教えている大学でも春休み以後、授業は遠隔授業に移行さ

れ学生は同じ空間で勉強することは出来なくなった。共に勉学を励んできたクラ
スメートとも交流が制限され直接会うことが出来なくなり、外にも行けず心身的
なストレスを感じたり孤独や寂しさ感じている学生も多い。教師がそんな時学生
にできる事は、学生と教師、学生同士の繋がりを強め、そして学生が抱えている
不安やストレスを少しでも和ますことだと思う。ことばを使えばお互いの気持ち
が共有でき、心が解放されるだろう。発表で学生 G は「でもドラえもんがいま
せん」と口にしている。ドラえもんがいなくても寺山修司のことばにあるよう
に、ドラえもんの言葉を友人に持てばそのことばが心の支えになってくれるはず
だ。朝日新聞(2020 年 4 月 29 日・朝刊)にドラえもんからのメッセージが掲載さ
れている。ドラえもんのメッセージを発信して終わりとしたい。
<ドラえもんからのメッセージ>

きみがおうちにいてくれたから。
ちゃんと手を洗ってくれたから。
家族を想ってくれたから。
ともだちと支え合ってくれたから。
やさしい気持ちでいてくれたから。
病気の人を助けてくれたから。
みんなのために働いてくれたから。
未来をあきらめないでいてくれたから。
だいじょうぶ。未来は元気だよ。
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話し言葉における「そうそう」の用法と機能：漫画からの例を中心に
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1. 問題提起
本研究は話し言葉に使用される「そうそう」の用法と機能を取り上げる。同表現は，従
来の研究において，応答やあいづちの「そう」が取り得る様々な形式の一例として指摘さ
れてきた (北野 2000; 中島 2011 参照)。例えば，(1) の「そうそう」は先行発話に対する
同意を表す応答である (本稿における引用中の下線は全て筆者による)。
(1)

(話者 A) 次の授業，教室変更になったんだよね？
(話者 B) そうそう，登録者数が多かったみたい。

また，次の (2) と (3) に示すように，同表現は，思い出した事柄を新しい話題として導
入し，話題転換を図る場合にも使用される (日本語記述文法研究会 2009 参照)。
(2)
(3)

そうそう，このあいだの話，どうなった？
(日本語記述文法研究会 2009: 164)
そうそう。田中さんがよろしくとのことでした。
(定延 2002: 91)

(2) と (3) は，先行発話を伴わないが，先行発話の内容と同表現の直後に導入される内容
の関係性を踏まえると，その用法と機能はより多様であることが分かる。(4) の場合，先
行発話の内容から思い出した事柄を導入する際に使用されており，(5) の場合，話し手が
自発的に思い出した事柄を導入する際に使用されている。
(4)

(5)

(女性 A) ここんとこ響子さん出て来ないわね。(女性 B) そうそう奥さまご存じ？
響子さんとことコーチのご両親がね・・・ (女性 C) 顔合わせ！
？ (女性 D) まあ，
まるでお見合いじゃないの。
(めぞん (13))
(女性) 五代先生寒くない？コーヒーいれましょーか。あっそうそう押し入れの中
にあった本ね，ちり紙交換でお金にかえてもらっちゃった。あっいけないお砂糖が
きれそう。
(めぞん (10))

本研究では，便宜的に「そうそう」の発話者により直後に導入される要素を「後続節」と
呼ぶことにする。
「そうそう」の用法を体系的に分類した研究として，牧野 (2016) が挙
げられるが，上記 (4) と (5) のような事例の位置づけは明確ではない。本研究では，話
し言葉の分析データとして漫画作品を使用し，
「そうそう」の用法に関し，先行発話と後
続節の内容の関連性などを踏まえ，新たな分類を提案する。
本研究の構成は，以下の通りである。第二節では，
「そうそう」に関する従来の先行研
究を概観する。第三節では，データの収集方法を示す。第四節では，本研究の分析を提案
する。第五節では，全体のまとめを述べる。
2. 先行研究の概観
第二節では，
「そうそう」に関する先行研究として，北野 (2000)，中島 (2011)，牧野
(2016) の記述を概観する。第一に，北野 (2000) は，現代日本語研究会 (編) (1997)『女性
のことば・職場編』を分析資料とし，従来の研究で別々に扱われてきた応答の「そう」と
あいづちの「そう」を包括的に考察した論考である。同研究において「そうそう」は「そ
う」が取り得る様々な形式の一つとして挙げられている ((6) (7) 参照)。
(6)

(7)

H
A
H
H
G
H
C
C
A
C

25 か，26 か，25 日に帰ってきてる。
あ，帰ってきてんの↑，もう。
帰ってきた。
いる，予定ですけどね。
あ，そうか 20 日 (はつか) 出発で★ 25 日だっけ
→そう，そうそう←そう。
(北野 2000: 85)
え，けど，ツアーで行ったんですよね↑
あのー★，飛行機とってー，部屋とってー，ホテルとって↑
そうそうそう。
あ，そうなんだ。
(ibid.: 87)

(6) における「そうそう」は先行発話に対する同意を表す。(7) の場合，不完全文であり
ながら，上昇調イントネーション (↑) により，疑問の意図を伝える先行発話に対して使
用されている。北野 (2000) によれば，不完全文など自然会話に散見される現象は作例に
よる対話には含まれないため，作例のみに基づく分析では，不完全文などにおける「そう」
の機能は明らかにできないという。また，応答の「そう」とあいづちの「そう」には文脈
照応の用法が認められると指摘している。
第二に，中島 (2011) は (a) 現代日本語研究会 (編) (1997)『女性のことば・職場編』と
(b) 現代日本語研究会 (編) (2002)『男性のことば・職場編』を分析資料とし，自然会話に
おける応答詞などの文法現象を記述した論考である。同研究において「そうそう」は，疑
問文に対する応答詞「そう」の一つとして取り上げられており，付加疑問文に対する応答
((8) 参照) と真偽疑問文 ((9) 参照) への応答に用いられると指摘されている。

(8)
(9)

たとえば，ニューヨークに 1 週間，ちょうど 1 週間ね↑
→そうそう，それぐらいだったら，ちょうどいい←と思う。
あー，山のこのはこぞうですか↑
あ，そうそう，なんだ，なんだ。

(中島 2011: 133)
(ibid.: 136)

中島 (2011) は「そう」による応答が不自然になる場合として，(a) 先行発話が真偽疑問
文の場合でも「あるものの存在の有無，或いはある事態に対する意思の有無を問う動詞述
語文」(p.138) の場合，(b) 先行発話が「依頼文あるいは勧誘，許可を求める文」(p.139)
の場合，(c)「名前を呼ばれたり，挨拶のことばをかけられたりする場合」(p.140) を挙げ
ている。紙面の都合上，(a) から (c) に関する「そうそう」の具体例は中島 (2011: 138141) を参照されたい。
第三に，牧野 (2016) は，遠藤織枝等 (編)『談話資料日常生活のことば』の発話データ
を言語資料とし，
「そう」が複数回繰り返される形式の使用実態と談話的機能を考察して
いる。同研究は，(1)「そうそう」の先行発話はどのような発話か，(2) 先行発話のどこで
「そうそう」が使用されているのか (Transition-relevance Place (ターン移行に適切な場所)
(Sacks, Schegloff & Jefferson 1974 参照) か否か)，(3)「そうそう」の直後に話者交替が起き
ているか，前話者の発話が継続しているか，(4)「そうそう」使用後の談話がどのように
展開しているか，という 4 つの観点から同表現の出現状況を調査し，
「そうそう」の用法
を 7 種類に分類している (表 1 参照)。
表 １:「そうそう」の分類と出現数 (牧野 2016: 260)

牧野 (2016) による分類の①と②は，北野 (2000) における「応答」に相当し，③は「あ
いづち」に相当するという。また，④と⑤は「あいづち」と連続的であるという。同分類
では「返答・応答やあいづちの機能とは異なり，何かに気づいたことをあらわすため」の
用法として⑥「気づき」が設けられており，定延 (2002) による「気づきの「そう」
」の
用法に該当するという ((3) 参照)。牧野 (2016) による「気づき」の具体例を (10) に示す。
(10)

D40m
A30f
A30f
A30f

412
413
414
415

A30f

416

B30f

417

でも，その後 (あと) ずっと起きてたんでしょ？
= 映画 1 本見た。
でも，古い映画だったんだよ
何 (なん) か，そそう (=そうそう) ラブコメディみたいの
(=みたいなの)，どうでもいいやつ見てー {うんうん [D40m] }
何 (なん) かね，[日本の航空会社名 1 の略称名 1] だからー，
吹き替えなんだよ。
ああ {うん [D40m] }。
(牧野 2016: 267)

さらに，牧野 (2016) は，
「そうそう」の特徴的な機能として，(a) 協働的ターン連鎖での
承認機能と (b) オーバー・ラップでの応答機能を挙げている。両機能は「相手の発話へ
の同意・承認を示すことで談話を円滑に進める機能」(牧野 2016: 272) であるという。
以上，本節では「そうそう」を取り上げた従来の研究として，北野 (2000)，中島
(2011)，牧野 (2016) を概観した。これらの先行研究の成果を踏まえ，以下 3 点の課題点
を挙げる。第一に，牧野 (2016) による分類では，(4) と (5) のような事例の位置づけが明
確ではない。
「気づき」に含める可能性もあるが，両者の用法を区別しないことの妥当性
に関しては，さらなる考察の余地がある。
「そうそう」と同じく思い出した事柄を導入す
る際に使用される表現に「そういえば」がある。
「そういえば」を扱った研究では，先行
発話の内容を受けて思い出したのか否かにより異なる用法が設けられている (中村 1991;
杉本 1996; 川木 1999 参照)。
「そうそう」の場合も，直後に導入される内容が先行発話
をきっかけとして思い出されたものなのかという観点での分類も有用と考えられる。
第二に，応答やあいづちに使用される「そうそう」から，(5) のように話題転換に使用
される「そうそう」が発生する経緯に関しても考察の余地がある。応答やあいづちの「そ
うそう」が担う談話的機能に関しては，安井 (2014) による (11) の指摘が参考になる。
(11)

Exactly. (そうそう，まったくそのとおり)，Fine! (そう)，Good! (そう)，Great! (そ
うそう，やった)，Okay! (そうそう)，Right! (そうそう)，All right! (そうそう)，I see!
(そうそう) 等々，これらの談話標識は聞き手が話し手のことばにしっかり聞き
入っていることを示し，同時に，話し手の次のことばを促している。裏から見れば，
問題になっているトピックに賛同を示すことによって，トピックがあらぬほうへそ
れてゆくのを防ぐ役割を果たしているともいえる。
(安井 2014: 98)

Exactly. や Great! などの訳語として応答や返答の「そうそう」が使用されている点を踏
まえると，(11) の「問題になっているトピックに賛同を示すことによって，トピックが
あらぬほうへそれてゆくのを防ぐ役割」は「そうそう」も担っていると言える。しかし一
方で，話題転換の際に使用される「そうそう」の場合，むしろ「トピックをそらす」役割
を担っている。設定された話題がそれないように使用される「そうそう」から，話題をそ
らすために使用される「そうそう」が発生する経緯に関しては，考察が進められていない。
第三に，北野 (2000)，中島 (2011)，牧野 (2016) は，自然会話コーパスを利用した研究
であるが，本研究は自然会話以外の媒体に使用された事例も可能な言語表現の使用例とし
て考察に値すると考える。北野 (2000) は，ドラマなどのシナリオが存在するデータに関
して「自然会話を反映しておらず，自然会話研究のためのデータとするには不適当である」
(p. 86) と述べている。一方，福地 (2020) は，自然会話の短所を「データ収集段階でのコ
ントロールが難しいため，内容が均質化されず，発話の意図が不明となる場合がある」(p.
64) と指摘している。また，漫画などのフィクション作品の利点として「同じ話し手のさ
まざまな場面における談話を収集できる点や，場面設定がはっきりしており，発話の意図
や感情が明示的に説明されている場合がある」(p. 64) と述べている。福地 (2020) の指摘
を踏まえ，本研究では，日本語の漫画作品を分析資料として使用する。
3. データ収集の方法
本節ではデータの収集方法を概観する。本研究では，205 冊の漫画作品から「そうそう」
の使用例を 69 例収集した。作品名等に関しては，論文末の「データに使用した漫画作品
一覧」(資料 1) を参照されたい。データは筆者 2 名が所持する漫画作品から選定したた
め，既刊全てを網羅できていない場合がある。漫画作品は電子コーパス化が難しく，機械
的な検索ができないため，目視によりデータを収集した。
本研究のデータ収集の際，
「そうそう」と「そーそー」のように，
「そう」が 2 回繰り
返された事例のみを対象とした。
「そう」が単独で使用されるものは除外した。
「そうよそ
うよ」
「そうなのそうなの」
「そうかそうか」のように終助詞等が「そう」に後続する事例
も除外した。また，漫画の吹き出しの内部に使用された事例を収集対象とした。なお，漫
画の吹き出しは，その形状により登場人物が発話したもののみではなく，思考内容を示す
場合もある。本研究では，発話と判断される吹き出しのみを対象とした。
収集した「そうそう」の使用例を (a) 後続節を伴うか，(b) 同意の意味を伴うかどうか，
(c) 指示機能を伴うか，(d) 後続節にどのような事柄が導入されるのかという 4 つの観点
から観察した。
4. 結果と考察
本節では，分析の結果と考察を示す。前節で示した (a) から (d) の 4 つの観点から
69 例の使用例を観察した結果として，
「そうそう」の用法を次の 5 種類に分類する (表
2 参照)。本研究が収集した 69 例の各出典情報と各分類については，論文末の「各デー
タの使用箇所および分類一覧」(資料 2) を参照されたい。以下に各分類の具体例を示す。

表 2:「そうそう」の分類と出現数

第一に，後続節を伴わずに使用され，相手の先行発話に対する同意を表明する「そうそ
う」がある (10 例)。北野 (2000) による (6) と (7) のような事例は，分類①に相当する。
本研究の具体例として，(12) と (13) を挙げる。
(12)
(13)

(男性
(女性
(男性
(男性

A)
B)
A)
B)

かすみ姉ちゃんたち元気？ かすみちゃん結婚したんだって！
？
そーそー♡
(七つ屋 (8))
キースが巡査時代にいたのもその辺だったわね。
そうそう。
(ＣＯＰ (1))

(12) の「そーそー」は「かすみちゃん結婚したんだって！？」に対する応答である。(13)
の「そうそう」は「キースが巡査時代にいたのもその辺だったわね」に対する応答である。
どちらの場合も聞き手の問いかけに対する肯定的応答として使用されており，
「そうそう」
は先行発話を受けている。分類①の「そうそう」は，単に応答やあいづちの「そう」が繰
り返されたものであるため，常に先行発話への同意の意味を有する。
第二に，先行発話に同意を表明した上で，後続節に同意内容に関して思い付いたコメン
トを導入する「そうそう」がある (32 例)。中島 (2011) による (8) の事例は，分類②に
相当する。(8) の「そうそう」は「ニューヨークに 1 週間，ちょうど 1 週間ね」への同
意を示し，
「それぐらいだったら，ちょうどいいと思う」は同意した内容に関するコメン
トである。次の (14) に本研究の具体例を挙げる。
(14)

(男性 A) どーしたの五代君，元気ないなー。そりゃー就職が決まらなくて落ち込
んでるのはわかるけど。(男性 B (= 五代)) それだけわかってりゃ，どーしたのも
ないでしょ。(女性 A) ね，今日はそのことは忘れて。(女性 B) 明るくいきま
しょっ。(男性 A) そうそう，正月過ぎたら悩みなさい。
(めぞん (9))

(14) では，正月に就職が決まらずに落ち込む男性 B に，女性 A が「今日はそのことは
忘れて」と述べ，女性 B が「明るくいきましょっ」と加えている。男性 A による「そ
うそう」は，女性 A と B の発言への同意を表している。その直後に導入される「正月
過ぎたら悩みなさい」は，男性 A が同意内容に関し，その場で思い付いたコメントであ
る。本研究のデータには，分類②に相当する事例の数が 32 例と最も多かった。分類②の
は，分類①に，同意内容に関するコメントが追加されるようになったものである。
第三に，同意内容に関して思い出した事柄を後続させるものがある (9 例)。上記 (1)
の事例は分類③に相当する。(1) における話者 B の「そうそう」は，話者 A による「次
の授業，教室変更になったんだよね？」に対する同意であり，後続節の「登録者数が多
かったみたい」は，話者 B が話者 A の問いかけを受けて，思い出した事柄である。(15)
に類例を挙げる。
(15)

(男性 A) プログラムが急に変更になったらしいね。(男性 B) そうそうネットで調
べたらピアノ協奏曲が入ってた。
(のだめ (22))

(15) における男性 B による「そうそう」は，男性 A による「プログラムが急に変更に
なったらしいね」という発話に対する同意を表している。後続節の「ネットで調べたらピ
アノ協奏曲が入ってた」は，同意内容に関し，男性 B が思い出した事柄である。分類③
の「そうそう」は，同意内容に関し，思い付いたコメントだけではなく，思い出した事柄
が後続節に導入可能になったものである。なお，分類①②③の場合，北野 (2000) が指摘
するように，文脈照応の用法が認められる。分類①②③の「そうそう」は，先行発話に同
意を示すことにより，設定された話題がそれないようにする機能を担う。
第四に，同意表明の意味が希薄化し，後続節に先行発話の内容から思い出した事柄を導
入するものがある (8 例)。(4) は分類④に相当する。(4) の女性 B の発話における「そう
そう」は，女性 A の「ここんとこ響子さん出て来ないわね」という発話に対する同意的
応答ではなく，「響子さん」から思い出した事柄 (響子さんとことコーチのご両親が
ね・・・) を導入する際に使用されている。(16) に類例を挙げる。
(16)

今は自信作だよ！お店の看板メニューになるくらいにはね。そうそう新しく入った
バイトの子，店長の妹と仲良しになってさ (略)
(ぶっカ (1))

(16) の「そうそう」も同意の意味を伴わない。この場合，話者が「お店」から思い出し
た事柄を導入する際に使用されている。(4) と (16) のどちらの場合も，後続節の内容は
話者が先行発話中の特定の語句から思い出したものであるため，
「そうそう」は先行発話
の特定の語句を受けると考えられる。分類④の「そうそう」は，分類③のものから同意の
意味が失われ，指示機能のみが残ったものと考えられる。分類④は，先行発話に関連する
範囲内ではあるが，新しい話題を同意内容に関連する事柄に限定されずに導入可能である。
なお，牧野 (2016) による (10) の事例は分類④に該当する。先行発話の「映画」から思

い出した事柄として「ラブコメディみたいの・・・」を導入していると考えられる。
第五に，先行発話に依存せずに使用され，話し手が自発的に思い出した事柄を後続節に
導入するものがある (10 例)。上記 (5) は分類⑤に相当する。(5) における話者 A の「そ
うそう」は同意の意味を伴わない。直後の「押し入れの中にあった本ね，ちり紙交換でお
金にかえてもらっちゃった」は，先行発話の「五代先生寒くない？コーヒーいれましょー
か」の内容を受けずに，話者 A が自発的に思い出した事柄である。さらなる具体例を
(17) に挙げる。
(17)

(女性 A) うん！おいしい！さ〰あとはこの・・・ こまし茸！ このキノコを食べる
と・・・ 最初に見たものに，ひと目惚れしちゃうのよ！ これさえ食べさせればレイ
さんは・・・ あっ そうそう！オデンに欠かせないねりカラシ！
(うる星 (25))

(17) は女性 A がオデンを作りながら，独りで話している場面である。
「オデンに欠かせ
ないねりカラシ！」は，おでんを作る過程で思い出された事柄ではあるものの，ねりカラ
シを切らしていたという情報は，先行発話中の特定の語句から思い出されたものではなく，
話者が自発的に思い出した事柄であると考えられる。分類⑤の「そうそう」は，分類④の
ものから先行発話中の語句を受ける機能が希薄化し，思い出した事柄を導入する機能が残
されたものと考えられる。分類⑤の場合，新しい話題を導入するにあたり，先行発話中の
特定の語句を受けるという制限が緩和されていると言える。分類⑤は，話題転換の際に使
用される「そういえば」と同じく，話題転換を合図する談話標識としての機能を担うよう
になっている。
以上，本節では，
「そうそう」の用法に関する新たな分類を提案した。本研究の分類で
は，後続節を伴うもの (①) と伴わないもの (②③④⑤) とに分かれる。分類①に節が後
続するようになったものが分類②である。さらに，同意の意味を伴うもの (①②③) と伴
わないもの (④⑤) とに分かれる。分類③の「そうそう」が同意の意味を希薄化させたこ
とにより，分類④⑤の「そうそう」が発生したと考えられる。さらに，指示機能を伴うも
のと (①②③④) と伴わないもの (⑤) とに分かれる。分類④の「そうそう」が，特定の
語句を受けずに使用可能になり，分類⑤の「そうそう」が発生したと考えられる。
5. おわりに
本研究では，日本語の漫画から収集した「そうそう」の使用例を分析データとし，その
用法と機能を踏まえた新たな分類を提案した。今後の課題として，以下の 3 点が挙げら
れる。第一に，分析に使用したデータ総数が 69 例と少数であるため，より多くのデータ
を収集し，分類の妥当性を検討する必要がある。第二に，話題転換の際における「そうそ
う」は「そういえば」と言い換え可能な場合があるため，両者の使い分けを明らかにした
い。第三に，言語変化に関する特定の理論的枠組みに依拠することにより「そうそう」に
起きた言語変化の過程をより明確に記述できる可能性がある。
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資料 1： データに使用した漫画作品一覧
勝田文 (2014-2017)『マリーマリーマリー』(全 6 巻) 集英社.
小西明日翔 (2016)『春の呪い』(全 2 巻) 一迅社.
小林ロク (2017-)『ぶっカフェ！』(既刊 5 巻 (2 巻まで使用)), 講談社.
中村光 (2008-)『聖★おにいさん』(既刊 17 巻 (12 巻まで使用)) 講談社.
オノ・ナツメ (2008-)『COPPERS』(既刊 2 巻), 講談社.
高橋留美子 (1978-1987)『うる星やつら ［新装版］』(全 34 巻) 小学館.
高橋留美子 (1982-1987)『めぞん一刻 ［新装版］』(全 15 巻) 小学館.
高橋留美子 (1987-1996)『らんま 1/2 ［新装版］』(全 38 巻) 小学館.
高橋留美子 (2009-2018)『境界の RINNE』(全 40 巻)，小学館.
二ノ宮知子 (1994-2001)『天才ファミリー・カンパニー』(全 10 巻) 幻冬舎.
二ノ宮知子 (2002-2010)『のだめカンタービレ』(全 25 巻) 講談社.
二ノ宮知子 (2012-2016) 『87 CLOCKERS』 (全 9 巻) 集英社.
二ノ宮知子 (2012-) 『七つ屋志のぶの宝石匣』 (既刊 10 巻) 集英社.

(マリー)
(春の呪)
(ぶっカ)
(聖☆お)
(ＣＯＰ)
(うる星)
(めぞん)
(らんま)
(境界の)
(天才フ)
(のだめ)
(８７Ｃ)
(七つ屋)

資料 2: 各データの使用箇所および分類一覧
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はじめに

最近、海外の日本語教育の中でオンラインセミナーが増加している。国際交流
基金の海外事務所が実施するもの（村上 online, about-us/; 篠崎 online, onlineseminar）、ヨーロッパ日本語教師会の「日本語教師会 in 欧州」プロジェクトチ
ームによるもの（鈴木他 online, onrainyanxiuhui-noozhirase）、YYJ 主催の
Facebook グループ（大隅 online, ?epa=SEARCH_BOX）が行うものがある。これら
のオンラインセミナーでは、非母語話者日本語教師の参加が非常に少なく、また
文法に関するオンラインセミナーも少ない。今後、国際交流基金の管轄に入って
いない国や日本語教師会がない国の日本語教師にとって、オンラインセミナーの
重要性がますます高まると考えられる。そこで今回、海外の日本語教育における
オンラインセミナーの更なる可能性を探るために、2019 年の 6 月と 11 月に、
Zoom によるオンラインセミナー「んです（のだ）」を、オンラインセミナーが
あまり行われていない中東・アフリカを中心に告知し、17 か国計 30 名（母語話
者・非母語話者）を対象に実施した。実施後はアンケート調査も行った。
本稿では、まず海外の日本語教育におけるオンラインセミナーの現状やオフラ
インセミナーの問題点を考察し、本研究の目的を述べる。次に実際に行ったオン
ラインセミナー「んです（のだ）」について説明し、その後、結果の考察を行
う。最後に、海外の日本語教育におけるオンラインセミナーの更なる可能性に関
して言及する。
2.

海外の日本語教育に関するオンラインセミナーの現状

ここでは、筆者が 2019 年の 1 月から 2020 年の 1 月 5 日までに調査した海外の
日本語教育に関連するオンラインセミナーで、主に定期的に行われているものを
4 つ紹介する。また、この調査後の 2020 年の 3 月頃から、コロナウイルスの影響

で海外の日本語教育に関するオンラインセミナーが急激に増加したが、少し特殊
な状況のため、本稿では 2020 年 1 月 5 日以降のオンラインセミナーに関しては言
及しない。
2.1

海外にある国際交流基金の事務所

国際交流基金の事務所は海外の色々な国にあるが、2019 年の 1 月から 2020 年
の 1 月 5 日までの期間で定期的にオンラインセミナーを実施していたのは、トロ
ント日本文化センターが行う JFT 日本語教師オンラインセミナー（村上 online,
about-us/）と、マドリード日本文化センターが行う JFMD オンライン教師研修
（篠崎 online, online-seminar）であった。
JFT 日本語教師オンラインセミナーは、主にカナダで働く日本語教師による日
本語教師研修で、国際交流基金派遣の村上吉文先生（アルバータ州教育省）がモ
デレーターとなり、招聘講師による講演、ワークショップを行っている。日本語
教育に限らず幅広いテーマを取り上げている。オンラインセミナーの告知は、ト
ロント日本文化センターのウェブサイト・カナダ日本語教師会のメーリングリス
ト・Facebook で行われている。Youtube 上にオンラインセミナーの動画もアップ
ロードされ、日本語教育に関するテーマでは、ストーリーテリング・文法（連体
修飾節）・ジェンダーとセクシュアリティの多様性・漢字圏の学習者・日本語教
育と演劇・日本語ビデオコンテスト・子供に日本語を教える、などがある（村上
online, watch?v=VaI7tt1k7cQ&list=PL8xNAgRaT_iTn3Y-kC96SMstICygpVFmd）。
Youtube 上にアップロードされているこれら 7 つの動画を確認すると、動画から
確認できた参加者は、日本語母語話者が約 200 名・非日本語母語話者が約 5 名で
あった。ストーリーテリングに関しては、現地の非母語話者日本語教師（おそら
くカナダ人の方）が講師に招かれ、日本語と英語で説明を行っていた。また、国
際交流基金の村上吉文先生に連絡を取り、なぜ非母語話者日本語教師の参加が少
ないのか質問すると、日本語能力の問題や、非母語話者日本語教師は中等教育に
多く（少なくともアルバータ州では）、多忙であるという回答をいただいた。さ
らに、カナダ以外の国外からの参加者に関しても、非母語話者日本語教師の方は
少ないのか質問すると、ゼロではないが数人という回答をいただいた。
JFMD オンライン教師研修では、マドリード日本文化センターの篠崎摂子先生
が講師で、毎月スペイン・ポルトガルで働いている日本語教師 15 名程度を対象
に、オンラインセミナーが実施されている。セミナーの案内はスペイン日本語教
師会のメーリングリストに届く。テーマは日本語能力試験や『まるごと』を使い
初級や中級について考えたり、『国際交流基金日本語教授法シリーズ』の内容を
取り上げたりしている。また、スペイン日本語教師会では非日本語母語話者の会
員があまり多くないので、オンライン研修の参加者は日本語母語話者の方が多い
だろうと考えられる。
2.2

ヨーロッパ日本語教師会のプロジェクトチーム

ヨーロッパ日本語教師会の「日本語教師会 in 欧州」プロジェクトチームは、ヨ
ーロッパの日本語教師のネットワークとニーズに応えるオンライン研修会の実施
を目指し、2019 年の 11 月に、野山広准教授（国立国語研究所日本語教育研究領
域）を講師に招き、オンライン研修会を行った（鈴木他 online, onrainyanxiuhuinoozhirase）。テーマは「リテラシー力をつける言語教育」で、ヨーロッパの先
生・ヨーロッパ以外の地域の先生、計 25 名ほどを対象に実施した。教師会のメ
ーリングリストなどを使い告知している。
2.3 YYJ（ゆるくてやさしい日本語の仲間たち）の Facebook グループ
YYJ の Facebook グループ（大隅 online, ?epa=SEARCH_BOX）は、日本語教育
に興味がある人・日本語を教えている人が対象の Facebook グループである。月に
一回、グループ内から話題提供者を募ったり、外部から講師を招いたりし、様々
なテーマでオンラインセミナーを実施している。日本語教育に関連したテーマで
いうと、漢字・発音指導・内省・ティーチングポートフォリオ・教育理念・多
読・ICT などがある。また、この Facebook グループに登録している教師数は約
1700 名（2020 年 1 月時点）で、非母語話者日本語教師も多く登録している。しか
し、実際どの程度、毎月行われるオンラインセミナーに登録している非母語話者
日本語教師が参加しているのかは分からない。
以上、海外の日本語教育に関連する 4 つのオンラインセミナーの現状をみたが、
国際交流基金や教師会のように大きな組織で実施しているものが多く、また非母
語話者教師の参加が非常に少ない。そして、文法に関するオンラインセミナーも
少ないといえる。
3.

海外の日本語教育におけるオフラインセミナーの問題点

ここでは、筆者自身が日本語教師として働いていた国での経験や、セミナーや
学会などでお会いした現地の日本語教師の方とのインタビュー調査から、海外の
日本語教育におけるオフラインセミナーの問題点を 5 つ述べたい。調査した地域
は、欧州（スウェーデン・ラトビア・リトアニア・ハンガリー・セルビア・クロ
アチア・ブルガリア・スロバキア・ルーマニア・モルドバ・ウクライナ）・アフ
リカ（エジプト）・北米（メキシコ）である。日本語母語話者教師の割合が非常
に多く、経済的に豊かで日本語教師としての待遇も比較的良い西欧は、他の地域
と状況が少し異なるので、今回は調査の対象に入れていない。
①待遇があまり良くない環境の日本語教師は資金面から、遠方に住んでいる日本
語教師は時間面から、オフラインのセミナー（現地に出向かないといけないセ

ミナー）に参加するのが難しい。特に国外に出向く場合はなおさらである。
②経験が浅い教師がオフラインのセミナーに初めて参加しようと決意するのは容
易なことではない。
③国際交流基金の管轄に入っていない国や教師会がない国では、国内でセミナー
などが行われることもあまりないので、学ぶために国外のセミナーに出向かな
ければならないことも多い。
④非母語話者日本語教師は、日本語能力を気にするためか、積極的にオフライン
のセミナーに参加しない教師も多い。
⑤非母語話者日本語教師は、国内のオフラインセミナーであると、日本語とその
国の言語で行われることが多いので参加する教師も比較的多いが、国外のオフ
ラインセミナーだと共通の言語が日本語だけになることも少なくないので、国
外のオフラインセミナーに参加する教師は非常に少ない。
4.

目的

2 章・3 章で述べた問題を解決するためにも、またオンラインセミナーの更な
る可能性を探るためにも、オンラインセミナーがあまり行われていない中東・
アフリカを中心に告知し、Zoom によるオンラインセミナー「んです（のだ）」
を実施した。目的は下記の 3 つである。
①自身の専門分野（筆者の場合は文法項目「のだ」）であれば、個人でも有益
なオンラインセミナーを実施することができるかどうか調査する。
②海外の日本語教育におけるオンラインセミナーで文法の需要を探る。
③海外の日本語教育を支えている多くの非母語話者日本語教師にオンラインセ
ミナーに参加してもらう。
5.

Zoom によるオンラインセミナー「んです（のだ）」について

2019 年の 6 月 29 日と 11 月 9 日に、Zoom によるオンラインセミナー「んです
（のだ）」を、オンラインセミナーがあまり行われていない中東・アフリカを中
心に告知し実施した。セミナーでは基本的に日本語を使用し、また無料で行っ
た。そして、実施後にアンケート調査も行った。国際交流基金カイロ日本文化セ
ンターの飯尾幸司先生（上級専門家）に Zoom の技術的なサポートや、またモデ
レーターとしても手伝っていただいた。本稿では「んです（のだ）」に関して
は、紙面の都合上、詳しくは言及しない。オンラインセミナーにおいての「んで
す（のだ）」に対する筆者の基本的な考え方に関しては（大橋,2016; 大
橋,2017; 大橋,2019; 大橋,2020）を参照されたい。

5.1 オンラインセミナー「んです（のだ）」1 回目
5.1.1 オンラインセミナー当日までの流れ
当初、オンラインセミナー1 回目は 2019 年 3 月中旬に告知し、4 月 20 日に行う
予定であった。しかし、3 月末に筆者に身体的な問題が発生したため、4 月中旬
頃に参加予定者（3 月中旬の告知の際に申し込みをしてくれた方）にメールで日
程の変更の連絡をした。その際、6 月 22 日か 29 日を提案し、参加予定者に選ん
でもらい、参加できる方が多い 6 月 29 日にオンラインセミナー1 回目を実施し
た。3 月中旬の告知は、Facebook グループ（中東の日本語教育・いいね！中東欧
の日本語教育）や教師会のメーリングリスト（ヨーロッパ日本語教師会・イギリ
ス日本語教師会）を用いた。さらに、知り合いの日本語教師の方（アメリカ・カ
ナダ・アフリカ・日本在住）が Facebook 上でオンラインセミナーの告知を拡散し
てくれた。その 3 月中旬の告知の際に申し込んでくれた参加者は、非母語話者日
本語教師 4 名（エジプト 2・マカオ 1・イタリア 1：全員が日本語能力試験 N3 以
上）と、母語話者日本語教師 25 名（日本 4・アメリカ 3・カナダ 1・マカオ 1・
フィリピン 1・タイ 1・インド 1・イスラエル 1・エジプト 3・イギリス 1・スウ
ェーデン 1・ハンガリー1・ポーランド 1・ドイツ 2・ベルギー1・台湾 1・ベトナ
ム 1）であった。しかし急遽、日程が 6 月 29 日に変更となると、参加者は、非母
語話者日本語教師 1 名（イタリア）と、母語話者日本語教師 22 名（日本 3・アメ
リカ 3・カナダ 1・マカオ 1・フィリピン 1・タイ 1・インド 1・イスラエル 1・エ
ジプト 2・イギリス 1・スウェーデン 1・ハンガリー1・ポーランド 1・ドイツ 2・
ベルギー1・台湾 1）になった。参加者の所属は、8 割が大学で、あとの 2 割は日
本語学校・補習校・大学院であった。
5.1.2

オンラインセミナー当日

6 月 29 日に 1 回目の Zoom によるオンラインセミナー「んです（のだ）」を 1
時間半にわたり実施し、セミナーの内容は Zoom で録画した。参加予定者は 23 名
であったが、当日に急遽参加できない方も出て、当日の実際の参加者は 13 名
（母語話者日本語教師のみ：日本 1・アメリカ 1・カナダ 1・マカオ 1・イスラエ
ル 1・エジプト 2・スウェーデン 1・ハンガリー1・ポーランド 1・ドイツ 2・ベル
ギー1）だった。当日参加できない参加者には、録画したものを送り、アンケー
トに答えてもらった。当日のセミナーは主に講義形式で行った。講義の概要は下
記のとおりである。
【セミナーの概要】
・ 自己紹介（グループ）
・「のだ」に関する先行研究や教科書の問題点

・「のだ」の形と本質的な意味
・「のだ」文と非「のだ」文（講師の説明後に、グループディスカッション）
・「のだ」の使用条件（講師の説明後に、グループディスカッション）
・ 質疑応答
セミナー後には、参加者にアンケート調査を行った。アンケートの質問項目は次
の 4 点である。
①
②
③
④

セミナーの満足度はどのくらいですか。（5 段階評価）
今後もオンラインセミナーが必要だと思いますか。（5 段階評価）
①および②の理由、その他気づいたことがあれば教えてください。
セミナー中に質問したかったができなかったこと、また「んです（のだ）」
に関して質問したいことがあれば、教えてください。

また、セミナー後は、3 月中旬の告知の際には申し込んでくれたが、最終的に参
加することがなかった非母語話者日本語教師 4 名（エジプト 2・マカオ 1・イタ
リア 1）にも動画とアンケートを送り、参加できなかった（しなかった）理由を
尋ねた。その理由に関しては、6 章で述べる。
5.2 オンラインセミナー「んです（のだ）」2 回目
5.2.1 オンラインセミナー当日までの流れ
第 1 回オンラインセミナーのアンケート結果をみると、「またしてほしい」、
「効果的な導入方法が知りたい」、「効果的な練習方法が知りたい」という声が
多くあった。そこで、飯尾幸司先生と話し合った結果、2019 年 11 月 9 日に「ん
です（のだ）」の効果的な導入方法や練習方法にフォーカスした、第 2 回 Zoom
を使ったオンラインセミナー「んです（のだ）」を実施することにした。セミナ
ーの告知は 10 月中旬から開始し、まず第 1 回オンラインセミナーの参加者に連
絡し、あとは Facebook グループ（中東の日本語教育・いいね！中東欧の日本語教
育）や教師会のメーリングリスト（ヨーロッパ日本語教師会・イギリス日本語教
師会・スペイン日本語教師会）を用いて告知した。また第 1 回目と同様、知り合
いの日本語教師の方（アメリカ・カナダ・アフリカ・日本在住）が Facebook 上で
オンラインセミナーの案内を拡散してくれた。申し込みをしてくれた参加者は 20
名で、非母語話者日本語教師 2 名（スロベニア・韓国）と、母語話者日本語教師
18 名であった。この 18 名のうち、8 名（エジプト・アメリカ・イスラエル・ドイ
ツ・ルーマニア・スウェーデン・ポーランド・インド）が 1 回目のセミナーの参
加者で、10 名（スペイン 3・イギリス 1・日本 3・ドイツ 1・ポルトガル 1・ハン

ガリー1）が新しい参加者であった。参加者の所属は 8 割が大学で、あとの 2 割
は日本語学校・語学学校・国立国語研究所であった。また、第 2 回オンラインセ
ミナーでは、申し込みをした参加者に事前課題を送った。事前課題は下記のとお
りである。
【事前課題 3 つ】
①みんなの日本語では 26 課で「んです」が導入されますが、「んです」の形
（普通形と接続する）を導入後、「んです」を導入する際に、疑問文「～んで
すか。」から導入しますか、それとも平叙文「～んです。」から導入します
か。その理由と、導入の際の具体的な会話例や、「です・ます文」との比較の
説明（その際にされるのであれば）を教えてください。
②「です・ます」文と「んです」文の違いをどのように説明し導入されますか。
A. 雨が降っていますか。/ 雨が降っているんですか。
B. どこで買いましたか。/ どこで買ったんですか。
C. どうしましたか。/ どうしたんですか。
D. どうして遅刻したんですか。電車が遅れたからです。/ 電車が遅れたんです。
E. お金がありません。学生だから。/ 学生なんです。
③練習方法ですが、A・B・C・D に関して、具体的にどのような練習が考えられ
ますか。練習方法は A・B・C・D がそれぞれ別々の練習でもいいですし、同じ
練習（例：A と C）でも構いません。
A. 平叙文の「～んです」
B. 疑問詞（いつ・なに・どこ「どうしては除く」）がない疑問文「～んですか」
C. 疑問詞（いつ・なに・どこ「どうしては除く」）がある疑問文「～んですか」
D. 前置き「～んですが、～」
5.2.2

オンラインセミナー当日

11 月 9 日に 2 回目の Zoom によるオンラインセミナー「んです（のだ）」を 1
時間半にわたり実施した。セミナーの内容は Zoom で録画したつもりであった
が、結果、録画できていなかった。参加予定者は 20 名であったが、当日に急遽
参加できない参加者も出たので、当日の実際の参加者は 17 名で、非母語話者日
本語教師 2 名（スロベニア・韓国）と母語話者日本語教師 15 名（エジプト・ア
メリカ・イスラエル・ドイツ・ルーマニア・スウェーデン・ポーランド・スペイ
ン 3・イギリス 1・日本 2・ドイツ 1・ポルトガル 1）であった。当日のセミナー
は講義形式ではなく、ディスカッションが目的で、事前課題 3 つに対する各自が

考えてきた考えをグループで話す予定だったが、Zoom のトラブルでブレイクア
ウトセッションができず、全体で話した。また、事前課題 3 つに対する筆者の一
案も提示した。そして、セミナー後には、1 回目のセミナーと同様に、アンケー
ト調査を実施した。アンケートの内容は同じものである。
6. 結果と考察
ここでは、各オンラインセミナーのアンケート結果を考察し、また実際にオン
ラインセミナーを実施した筆者や、技術的なサポートをしてくれた飯尾幸司先生
が実際に感じたことを言及する。
6.1 オンラインセミナー1 回目を終えて
6.1.1 アンケート結果
5.1.2 でアンケートの概要を述べたが、ここではアンケートの結果をみていく。
下記にアンケート結果（主な回答をまとめたもの）を示す。
・セミナーの満足度（参加者全員が 5 段階評価の 5 か 4 で満足度が高かった）。
・今後もオンラインセミナーが必要だと思うか（参加者全員が 5 段階評価の 5 か
4 で必要性を感じていた）。
・セミナー後も参加者同士で交流はできるか。
・海外の日本語教育のオンラインセミナーは教育理念・教授法が多いが、今回の
ように 1 つの文法項目を深く議論できる機会は滅多にないのでありがたい。
・他の国の先生方と知り合えるのはありがたい。
・海外の日本語教育におけるオンラインセミナーの存在を知らなかった（日本か
ら参加の先生から）。
・現地に出向かず、そして交通費や時間の負担もなく、セミナーに参加できるの
はありがたい。
・「んです（のだ）」をもっと知りたいので、第 2 弾に期待したい。
・事前に議論する内容を事前課題としてもらっていれば、準備ができ、より深く
議論できた。
・Zoom の運営面で少し改善が必要（Zoom が初めての方への対応）。
次に、オンラインセミナー1 回目の後日、最初は参加予定であった非母語話者日
本語教師 3 名（エジプト 2・マカオ 1）と、参加予定であったが当日参加できな
くなった非母語話者日本語教師（イタリア 1）に、メールで参加できなかった理
由を尋ねた。すると、3 名（エジプト 1・マカオ 1・イタリア 1）が回答してくれ
た。主な回答は下記のとおりである。

・オンラインセミナーが初めてで、心配になった。（3 名全員）
・私は JLPT の N 2 があるが、セミナーでは基本的に日本語でコミュニケーショ
ンすると思うので、怖くなった。
・オンラインセミナーの日が変わったため。
アンケート結果から、参加者全員が今回のオンラインセミナーに満足しているこ
とがわかる。理由としては、まず、普段知り合えない他国の教師とつながれたこ
とが考えられる。次に、海外の日本語教育におけるオンラインセミナーでは文法
に関するテーマは滅多にないので、それも満足度が高くなった要因ではないだろ
うか。最後に、非母語話者日本語教師に、日本語教育に関わるオンラインセミナ
ーに参加してもらうには、オンラインセミナーを企画する側も色々と工夫しなけ
ればいけない。例えば、オンラインセミナーの案内の工夫や（日本語以外の言語
でも記載）、セミナー中のサポート（スライドに日本語以外の言語で補足説明を
記載）、初めてのオンラインセミナーのサポート（事前に Zoom の使い方を説明
する説明会を行う）が必要になってくると思われる。
6.1.2

筆者達が感じたこと

ここでは、オンラインセミナー1 回目の後日に、筆者と飯尾幸司先生が話し合
い、感じたことを下記に述べておく。
・オンラインセミナーを初めて企画する場合は分からないことが多いので、少し
大変だが、一度行えば、次からは簡単に企画できる。
・講師自身はオフラインのセミナーより緊張しなかった。
・参加者が少ないオンラインセミナーだと通常のオフラインセミナーより、参加
者は周りをあまり気にしなくてよいので、色々な意見が出やすい。しかし一
方、色々な意見が出るので、議論をまとめるのが難しかった。
・世界中にいる各教師（母語話者・非母語話者）が自身の専門分野に関してのオ
ンラインセミナーを個人個人が行えば、日本語教育の分野も更に発展するので
はないだろうか。
6.2 オンラインセミナー2 回目を終えて
6.2.1 アンケート結果
6.1.1 と同じように下記にアンケート結果（主な回答をまとめたもの）を示す。
・参加者全員がセミナーの満足度や今後のオンラインセミナーの必要性に関して
高い評価を示した（5 段階評価の 5 か 4）。

・普段オフラインのセミナーで話す機会があまりない大御所の先生方と気軽に話
せ知り合えた。
・セミナーで得たものを各自が現場で実践し、その結果を次のオンラインセミナ
ーで話し合うのもよさそう。
・普段知ることがない各国で使われている教科書の紹介があり良かった。
・Zoom のトラブルにより、ブレイクアウトセッションができず、すべて全体で
話し合ったが、そのおかげでアイデアが多く共有でき、全体で話すのもありだ
と思った。
・2 回のセミナーで「んです」に対する理解が非常に深まった。
・「んです」のような教えるのが難しい文法項目のオンラインセミナーがあれ
ば、教材が限られている海外の日本語教師は助かる。
・3 回目の「んです」のセミナーもしてほしい。
アンケート結果から、第 1 回と同じく、参加者全員がオンラインセミナーに満足
していることがわかる。前回も参加してくれた方からは、「んです（のだ）の理
解が深まったという回答も多くあった。また、3 回目のセミナーの内容に関して
の提案もあり、講師自身も勉強になった。そして、普段知ることができない他の
国の教科書についての共有もあり、オンラインセミナーの更なる可能性を感じる
ものとなった。
6.2.2

筆者達が感じたこと

オンラインセミナー2 回目の後に、筆者と飯尾幸司先生が話し合い、感じたこ
とを下記に述べておく。
・文法のセミナーで、とりあげた項目の練習方法を話すのであれば、事前に参加
者全員が、その項目に対する理解をある程度一致させておく必要があった。
・全体で話している際、非母語話者の先生が「日本人じゃないから分からないで
すが、私は～と思います」と発言したのを聞いて、全員で常に話し合う形だ
と、経験が少ない先生や非母語話者の先生は意見が言いにくいかもしれない。
・全員で議論しアイデアが多く共有できたので、1 人 1～2 回の発言しかできなか
ったのにもかかわらず、意外に参加者の満足度が高かった。
・参加者の中には、自分の専門で実際にオンラインセミナーをしてみたいという
人もいた。
・セミナー中に参加者が話に出した様々な教材の共有などが、セミナー後に全体
で行え、参加者も満足そうだった。

7. まとめ
本稿では、海外の日本語教育におけるオンラインセミナーの現状やオフライン
セミナーの問題点を考察し、その問題点を解決するために、また更なるオンライ
ンセミナーの可能性を探るために、Zoom によるオンラインセミナー「んです
（のだ）」を 2 回にわたり実施した。そして、アンケート調査も行った。結果、
まず、海外の日本語教育に携わる日本語教師（母語話者・非母語話者）はオンラ
インセミナーを必要としていることが分かった。またオンラインセミナーでは、
普段知り合えない他国の先生と容易につながることができ、さらに教材や考えを
共有でき、参加者の満足度が非常に高いものとなった。それから、文法に関する
オンラインセミナーの需要も高いことが明らかになった。今までのオンラインセ
ミナーは組織が企画するものが多かったが、今回の結果から、これからは自身の
専門分野であれば、個人でも有益なオンラインセミナーを提供できることが分か
った。また、個人個人がオンラインセミナーを実施していくことで、海外の日本
語教育全体がさらに発展するのではないだろうか。一方、問題点も見つかった。
まず、多くの非母語話者日本語教師にオンラインセミナーに参加してもらうに
は、企画する側は、オンラインセミナーの案内や当日のサポートの仕方など色々
と工夫しなければいけない。それから、文法のセミナーであれば、前もって事前
課題を課すこと、文法の理解をある程度一致させておくことなど、必要な場合が
あることも分かった。しかし、全体的にみると、今回の調査は海外におけるオン
ラインセミナーの更なる可能性を示すものになったといえるのではないだろう
か。今後、より多くの非母語話者日本語教師の方に、オンラインセミナーに参加
してもらうためには、どうすればよいのか、アンケート調査をする必要がある。
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1. はじめに
近年のグローバル化と教育技術の進歩により、オンラインでの異文化間交流や
協働型学習が外国語教育でも盛んに行われるようになった。交流活動や協働学習
を行う場として、Facebook や Twitter に代表されるソーシャルネットワーキング
サービス（SNS）、Zoom や Skype を利用したオンライン会議、Google Drive や
Wiki などの共有サイトなど、様々なソーシャルメディアが使われている (e.g.,
Akiyama & Cunningham, 2018; O’Dowd, 2016)。特に、距離的、時間的、経済的制
約があったり、最近の緊急事態のように、直接会って交流できない場合は、ソー
シャルメディアを介したオンライン活動が必要不可欠になる。このようなメディ
アは学習の場を提供するだけでなく、外国語教育のあり方や学習者と教員の社会
心理にも大きく影響している（Kern, 2014; Kitade, 2015; Reinhardt, 2019）。今後
日本語教育においても、オンラインでの異文化間交流や協働学習が重要な役割を
担うようになるであろう。
それでは、どのようなオンライン交流が双方の学習に有益なのだろうか。この
問いに基づき、ジョージタウン大学日本語プログラムでは、2019 年秋学期に日
本の N 大学と COIL（Collaborative Online International Learning）プロジェクト
（以下、GN COIL）をする機会を得た際に、異なるコースで異なる交流活動を
試みた。COIL とは協働型オンライン異文化間学習と訳され、異なる文化圏の学
生や教員がオンライン環境で一緒に授業に参加したり、話し合ったり、協同作業
を行ったりすることで学習を促す指導法である（SUNY COIL Center, 2020）。学
習内容や活動は参加コースと担当教員に任され、その一例として、小玉（2018）
が日本文化コースにおいて、異文化間能力、異文化間で活躍できる人物の資質、
批判的思考の理論的枠組みに基づいた COIL 活動を実践した例を紹介している。
ジョージタウン大学では、初級、中級、上級の日本語コースで、それぞれ、電
子メール交換、Facebook を使った SNS 活動、協同研究プロジェクトを試みた。

学期末に日米の参加者全員にアンケート調査を行い、GN COIL に対する学生の
評価と満足度を活動別、国別で比較した。本稿では、学生の回答を集計すること
で、各活動のメリット、問題点、改善点を見つけ出し、双方にとって有益な協働
学習とは何かを考える。
因みに、英語の「collaborative」に当たる日本語として「共同」「協同」「協
働」がある。この 3 つの同音類義語はどれも「複数の人が一緒に事にあたる」と
いう意味を持つが、ニュアンスが多少違うようである。複数の辞書の解説を総合
すると、「共同」は「同じような条件の人」が何かを共有したり、行ったりする
ことだが、「協同」には参加者の資格に関する含意はなく、「同じ目的のために
力を合わせる」ことに焦点が置かれるらしい。「協働」は「力を合わせて仕事を
する」ことで、それぞれの得意分野を一つにまとめるという結束力の強さを含意
しているようである。もしこの解釈が妥当だとすると、「collaborative learning」
の理想の形態は「協働学習」になるが、本稿では、コンテクストに応じて、「共
同」「協同」「協働」を「collaborative」の訳語として使うことにする。
2. 日米交流活動と参加コース
GN COIL は、2019 年秋学期、ジョージタウン大学の初級から上級の 4 つの日
本語コースと、N 大学外国語学部英米学科の 3 つの英語コースと経営学部のプリ
ゼミ（2 年時に修得するセミナー）で行われた。
2.1

電子メール交換

当大学の First Level Japanese の履修者 35 名（以下 US-Email）は、N 大学の
Advanced English (a)の履修者 25 名（J-Email）と電子メール交換を行った。First
Level Japanese は日本語を初めて学習するコースで、在籍者は 1 年生から大学院
生まで、専攻も様々であった（表 1 参照）。これに対して、Advanced English の
履修者は全員が英米・英語学専攻の 2 年生であった。教員がランダムに日米のペ
アを割り当てた後は、各ペアで自由に自己紹介をしたり、好きな話題でメールの
やりとりをした。メール交換の頻度はペアによって違っていたが、学期末評価で
は、学期を通して 3-4 回という回答が多かった。米国側の日本語力が限られてい
たため、学期の始めは英語でのやりとりが多く、学期が進むにつれ少しずつ日本
語が増えていったようである。
2.2

Facebook での SNS 活動

Second Level Japanese と Third Level Japanese の履修者計 33 名（US-Facebook）
は、N 大学の Advanced English (os) の履修者 34 名（J-Facebook）と Facebook で
SNS 活動を行った。Second Level Japanese は日本語 2 年目、Third Level Japanese

は 3 年目のコースで、在籍者の学年も専攻も様々である（表 1）。一方、
Advanced English の在籍者は全員が英米・英語学専攻の 2 年生であった。このグ
ループの主な活動は、各学生が自己紹介や大学紹介の動画や文章を Facebook
Group に投稿し、相手校の投稿に「いいね」を押したり、コメントを書き入れた
りすることである。米国側は日本語、日本側は英語で投稿した。さらに、日米で
ペアを作り、双方のコースプロジェクトに情報提供者として協力し合う活動も取
り入れた。このやりとりには Messenger か LINE を使うペアが多かった。使用言
語は学生の判断に任せたが、米国側が日本語で質問したときは日本側も日本語で
答え、英語についても同じようにしたようである。
2.3

Canvas を使った協同研究

Integrative Advanced Japanese の履修者 16 名は、N 大学経営学部の人材資源管
理プリゼミを履修する 22 名と 2-3 人の小グループで協同研究を行なった。
Integrative Advanced Japanese は日本語 4 年目以上の上級コースで、履修者の学年
も専攻も様々だったが（表 1）、ほとんどが留学や仕事で一学期から数年間、日
本に滞在した経験を持つ。一方、N 大学の学生は全員が経営学専攻の 2 年生で、
海外経験のある学生は一部であった。研究課題は、職場とジェンダーに関するこ
とで、各グループが話し合って決めた。学生の選んだ課題には、男女間の賃金格
差の国際比較、女性管理職の割合、育児休暇取得率、働き方や職場環境、セクハ
ラ、日米の採用制度の違いなどがある。自己紹介と協同研究の経過報告と最終レ
ポートは Canvas で共有した（以下、米国側を US-Canvas、日本側を J-Canvas と
する）。使用言語は自己紹介から最終レポートまで全て日本語で行なった。
3. プロジェクト評価
2019 年秋学期が終わる直前に、日米の参加者全員に GN COIL に関するアンケ
ート調査を行った。質問票は Google Form で日英表記で作成し、学生にはオンラ
インで日本語か英語で回答してもらった。設問には、満足度を 1 (Not at all) から
5 (Very much) まで 5 段階で評価する項目と、記述形式の質問を取り入れた。活
動内容により質問の内容と項目数に多少違いがあったが（14-16 項目）、どのグ
ループにも、プロジェクト全般、よかった点、問題点、学んだこと、コミュニケ
ーションの円滑さ、改善点など、共通の質問をした。計 165 名の参加者うち 106
名からの回答を得た（回答率 64.2%）。回答者の内訳は表 1 に示す通りである。
4. 結果と考察
4.1

数的評価

最初に数的評価を報告する。3 つの活動の中で、総合的な評価が最も高かった
のは日米とも Facebook グループで、日米とも平均値は「楽しい」に近かった
（J-Facebook, M = 3.8; US-Facebook, M = 4.0. グラフ 1 参照）。その次が電子メー
ル群だが、日米間で違いが見られ、米国の日本語学習者の方が日本の英語学習者
よりも満足度が高かった（J-Email, M = 3.1; US-Email, M = 3.9）。この違いは、米
国の学生にとって習い始めたばかりの日本語が通じたという喜びが大きかったこ
とと、英語でのやりとりが日本の英語学習者ほど大変ではなかったことが反映し
ていると考えられる。一方、協同研究群の満足度は低く、日米とも平均は「楽し
くなかった」であった（J-Canvas, M = 2.3; US-Canvas, M = 2.3）。「パートナー
とのコミュニケーションはうまく行ったか」という質問に対しては、Facebook
群と電子メール群が「まあまあ」か「うまくいった」であったのに対し、協同研
究群は「うまくいかなかった」という回答が大半を占めた。
表 1：アンケート回答者内訳
活動
コース
First Level Japanese
(n = 30) [US-Email]

電子メール
交換

Advanced English (a)
(n = 23) [J-Email]
Second/Third level
Japanese (n =14)
[US-Facebook]

2年

Advanced English (os)
(n = 22) [J-Facebook]
Integrative Advanced
Japanese (n = 8)
[US-Canvas]

2年

Facebook を
使った SNS
活動

Canvas を使
った共同リ
サーチ

学年 （名）
2
1年
12
2年
5
3年
2
4年
8
大学院
1
その他

1年
2年
3年
4年
大学院

1年
2年
4年
大学院

専攻（名）
アジア研究
国際関係、政治、経済
社会学系
科学技術系
言語学・外国語
歴史学
ビジネス・経営
未定・その他
23 英米研究
4
4
3
2
1

アジア研究
国際関係、政治、経済
社会学系
科学技術系
言語学・外国語
ビジネス・経営
未定
22 英米研究
1
3
2
2

アジア研究
国際関係、政治、経済
社会学系
言語学・外国語
ビジネス・経営
未定

2
12
2
3
2
5
2
2
23
1
5
2
1
1
1
3
22
1
1
1
2
2
1

プリゼミ (n = 9)
[J-Canvas]

2年

9 経営学

9

協同研究に対する満足度が日米とも低いのは、日本語学習者側からすると、課
題の難度が高すぎて、十分な時間が取れなかったり、達成感が得られなかったり
したこと、一方、経営学専攻の日本の大学生側からすると、学習者の日本語に慣
れていないことと、そもそも不自由な言語でリサーチをする意義を感じなかった
ことが反映されているのではないかと考えらえる。
グラフ 1： 今回の交流プロジェクトをどう評価しますか。
パートナーとのコミュニケーションはうまくいきましたか。
Most enjoyable

5
4
3
2

Least enjoyable

1
Overall rating
J-Email

Communication
with partner

US-Email

US-Facebook J-Canvas

J-Facebook
US-Canvas

次に、言語学習面での満足度を調べるために、語彙、文法、読み、書き、口頭
コミュニケーションにおいて、力がどれくらい伸びたと思うかを 5 段階で評価し
てもらった。どの項目でも満足度が高いのは日米とも Facebook 群で、その次が
電子メール群であった。一方、協同研究群の満足度は低く、特に、米国の日本語
学習者の満足度が低いのが目立つ（グラフ 2）。しかし、興味深いことに、日本
の学生の評価は、語彙、読み、書き、口頭コミュニケーションにおいて、電子メ
ール群とほぼ同じか、高い項目さえある。これは、母語であっても、興味のある
主題について調べることで、語彙や読み書きの力が伸びたと実感できる可能性が
あることを示唆している。
文化理解に対する満足度については、相手国の理解、外国語学習への意欲、異
文化に対する考え方、相手国の大学生の理解、自分の言語文化を内省する力の 5
項目で 5 段階評価をしてもらった。日米とも満足度が高かったのは Facebook 群
で、次に電子メール群、協同研究群と続く（グラフ 3）。この傾向は総合評価と

言語面での満足度と同じであるが、文化理解では、グループ間の差が縮まってい
ることは特記に値する。
グラフ 2：今回のプロジェクトで________力がどれくらい伸びたと思いますか。
Very much 5
4
3
2

Not at all 1

Vocabulary &
kanji
J-Email

Grammar &
Expressions
US-Email

Reading
Communication

J-Facebook

Writing skills

US-Facebook

J-Canvas

Oral
communication
skills
US-Canvas

グラフ 3：今回のプロジェクトで________がどれくらい高まりましたか。
Very much 5
4
3
2

Not at all

1
Understanding
of partner’s
county
J-Email

Motivation to
learn a foreign
language
US-Email

Attitudes
towards the
other culture

J-Facebook

Understanding Ability to reflect
of college
on own
students in
langauge/culture
partner's country

US-Facebook

J-Canvas

US-Canvas

最後に、交流の継続性を知るために、「今回のパートナーとこれからも連絡を
取り合うと思うか」「将来また日米オンライン交流の機会があれば、参加したい
か」という質問を設けた。パートナーに関しては、どのグループも「ないと思
う」という回答が多かった（グラフ 4）。これは、Facebook 群と電子メール群が
全般的に GN COIL を好意的に評価していたのとは相反する結果となった。将来

の参加の可能性については、Facebook 群と電子メール群は「参加したい」であ
ったが、協同研究群は「したくない」であった。両者の回答には GN COIL に対
する満足度が反映されているようである。
グラフ 4： 今回のパートナーとこれからも連絡を取り合うと思いますか。
将来また日米オンライン交流の機会があったら、参加したいですか。

Very likely

5
4
3
2

Very unlikely

1
Contact partner
again?
J-Email

Participate in project
again?

US-Email

US-Facebook J-Canvas

4.2

J-Facebook
US-Canvas

質的評価

次に記述式の設問に対する学生の回答を概観しながら、各活動のよかった点、
問題点、改善点を考察する。
4.2.1. 電子メール交換
電子メール交換のよかった点は、海外の学生とコミュニケーションができたこ
とと、学習言語を教室外で使う機会を得たことに大別できる。また、相手国の文
化に対する認識が変わった、相手ががんばっている姿に啓発を受けたという意見
もあった。
•
•
•
•
•
•

•

It was really fun to get to know a real student in Japan!
Finding out about the Japanese lifestyle was interesting, especially since you are getting the
experiences from a student living in Japan.
It gave me a chance to see more natural speech in writing I would not have had in class.
英語を使ってメールで会話ができた
書く力があがった
パートナーが日本語を頑張って学んでいる姿勢を見て、自分も頑張ろうと思えたこと
外国人と交流出来たこと。交流相手が韓国人系アメリカ人（？）で、日韓関係であまり
韓国人に良い印象を持ってなかったが、それがガラリと変わったこと。

問題点としては、メールを書くのに時間がかかる、返事がすぐ来ない、やりと
りの頻度が少ない、お互いの質問に答えていない、電子メール自体が効率的な通
信方法ではないという点が指摘された。
•
•
•
•

•

It takes me a long time to write in Japanese, and I assume the same could be stated for the
Japanese students with writing in English, making it difficult to communicate regularly.
Honestly speaking, the lack of response (which was on my end too). It would take over a week for
each participant to respond to an email, which didn't really lead to any productive conversation.
I did not like how both of us would not answer each other’s questions.
I thought that communicating via email wasn't the most efficient way to talk to my online
exchange partner.
忙しく、体調を崩して二週間と少し、返信を出来ずにいたら、返信が返ってこなくなっ
てしまったこと。間を空けてしまったため、交流相手も嫌な思いをしたと思う。とても
申し訳ないと思う。

改善点としては、もう少し日本語力がついてから交流する、授業の一部として
もっと時間をかける、興味が同じような学生を組み合わせる、電子メール以外の
媒体を使うなどがあった。
•
•
•
•
•
•
•
•

4.2.2

Maybe match students up by interests or other characteristics, and perhaps have students commit
to writing at least one email per week. It also might be better to wait until the spring semester,
when those of us learning Japanese are better able to express ourselves.
I would like it if my partner could send me emails in both Japanese and English, instead of only
English, so I could practice reading Japanese too. Perhaps email isn't the most effective form of
communication since it's easy to miss emails or forget about them.
If the school curriculum includes this as part of its assignment, student will be more encouraged to
continue exchanging emails with their partners.
Maybe have more communication on social media.
some synergetic cultural exchange events maybe
教師側から何か話題を提示してもらえると、もっと話しやすかったと思います。
メールでのやりとりが大変だから、ラインやインスタグラムを使う
1 度 Skype などで顔合わせすると、もっと親近感が湧くかもしれない。

Facebook での SNS 活動

Facebook グループがよかった点として挙げたのは、圧倒的に、海外との繋が
りと文化相互理解に関することが多かった。さらに、言語力が上がったとするコ
メントもいくつか見られた。
•
•
•

Making videos to share/introduce my interests/myself and watching/learning about fellow
university students from Japan! It was nice to communicate with the Japanese students and to hear
their opinions or likes/dislikes on various topics.
It was very cool to communicate with young people from Japan and get the chance to practice
using and reading Japanese with a native speaker!
国を越えて他大学の生徒と繋がることができたこと

•
•

•

Facebook を使った新しい方法で、海外の学生と交流出来て楽しかったです。メールの文
でしか出てこない省略の仕方やフランクな話し方などもしれて、勉強になりました
実際に SNS を通じてネイティブの人と会話することができた。いろんな人の自己紹介や
地元紹介を見るのは現地の文化を知るのにとてもいいと思った。
普段なら絶対知り合えないアメリカの大学の方とコミュニケーション取れたのがなによ
り嬉しかった。

問題点としては、あまり深い交流ができなかった、課題以外のことでパートナ
ーと連絡をとることがなかったということが指摘された。
•
•
•
•
•
•

It would be helpful to have some more structured exchanges/projects with your partner to keep
continuous communication and create topics for discussion.
We did not get to have a very personal interaction since all she needed was answers for her
project, so I wished we could’ve talked in a less formal setting.
That we did not have a lot of chance to get to know each other more. I only communicated with
my partner through Facebook, and it was difficult to set up a separate time to chat/talk (due to the
time difference, etc.)
I thought that it would have been better if we were required to have a certain number of
interactions, like email each other once a month or twice a month.
Facebook を使い慣れてないため、やりとりが難しかった。他のソーシャルメディアの方
が良いです。
時間帯が時差の関係で合わなくて、ジョージタウン大学の生徒さんが電話でインタビュ
ーをしたいと言ってくださったのに、答えることが出来ませんでした

改善点としては、もっと協同で作業できるような課題を設定する、相手のこと
がもっと理解できるように交流の頻度と期間を増やす、ビデオ会議のような同時
通信的な活動を授業に組み込むなどの提案があった。各自が作成した動画や紹介
文を投稿して、コメントしてもらうだけでは協働作業とは言えないのではないか
と感じた学生が少なからずいたことを示唆している。
•
•
•
•
•
•

•

•

I think the most helpful thing would be to add more structure and more assignments that are
collaborative with your partner.
It might help if we have more prompts to encourage communication.
Make it less public for the class and more private or longer duration to interact with the student to
build a relationship
Maybe we could hold a group skype in class (or, maybe set up a separate time outside of class that
might work for the Japanese students as well) so that we can all introduce each other at once &
don't feel too awkward.
More projects that include more interaction
もう少し共同で作業できるような内容を設定するといいと思います。今回は日本は日本
で作ったものをアップロードして、コメントを見るというような形だったので、一緒に
授業をしている感覚があまりなかったです
コンタクトを取る際に英語でメッセージをとるべきか、日本語でとるのか分からなかっ
た。具体的に向こうの日本語のレベルを知った方がやりとりしやすかったとおもう。
1 人に対して 1 人の学生が交流するのではなく、グループワークのような機会を設ける
べき。

4.2.3

Canvas を使った協同研究

全般的に満足度の低いグループであったが、それでも、日米間で協同で何かを
することができてよかったとする声は多かった。されに、自分たちで興味のある
課題を選ぶことができてよかったとする意見もあり、働き方やジェンターに対す
る双方の学生の関心の高さがうかがわれた。
•
•
•
•
•
•
•

I liked that I had the opportunity to research about concurrent issues in Japan and the US
Collaboration between two different Universities
We got to practice conversing over Line in Japanese.
the theme
日本とアメリカの違いについて学ぶ機会
canvas を使うことで他の人の投稿が見れること。
テーマを自分で決められること。

しかし、以下のコメントからも明らかなように、多くの不満と問題点が双方か
ら列挙された。問題の大半が、グループ内の意思疎通がうまく行かなかったこ
と、時間不足、プロジェクトの意義そのものへの認識不足に起因している。
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

It was not very collaborative and it was really hard to communicate and work together as a group.
My partner went rogue and did not do what we had initially discussed so we had to last minute
make changes to our paper in an attempt to combine our projects together.
the amount of work was difficult to complete due to the time difference and other factors.
I was very difficult to understand what the project was supposed to be from the beginning and
what the work expectations were. I also think there were different understandings of how
collaboration works and so the project felt one sided for a while.
文化と時差の違いで課題があまり進んでなかった。
意思疎通が思うようにいかなか行かなかったこと
直に話せないので緊密な協力は厳しい。電話は時差が違うので厳しい。
パートナーのやる気がなかったこと。
通常のプレゼミの授業を受けたくて来たのに、別の内容だったので残念でした。
メリットがなさ過ぎる。語彙力は向上しないし、これっきしの交流で相手国の文化など
分からない。自分でインターネット使って調べた方が有意義。

改善点としては、協同作業ではなくメールや SNS で交流するだけにする、課
題をもっと易しくする、授業の一部として位置付け、もっと時間をかける、交流
の目的をはっきりさせる、外国語学習者同士で交流するなどの意見があった。
•
•
•
•
•

I feel like instead of collaborating on a project, we can just do email exchange and set a deadline
each week
Using facebook
Maybe a simpler task instead of a research project at least for the American side.
Maybe set stricter guidelines/deadlines/expectations so there's better communication.
Integrate it more with class assignments, and make sure the expectations are the same for both
classes.

•

•
•
•

•

Somehow if there was more collaboration or if we were to work with Japanese students that we’re
learning English so that there wasn’t so much burden on us to speak, research, and understanding
everything from the other side. There was a bit of an imbalance in terms of how time for this
project could potentially take up from either side.
テーマから自分たちで決めて調査報告をするまでは少し時間が足りなかったと思う。
もっとお互いに連絡とれるようにすべき。SNS を違うのに変える。
やる気のある人だけ交流させる。ない人をやっても相手に負担がかかるだけだから。
英語ができる人同士と協力すべきだった

5. 今後の課題
以上、電子メール交換、SNS 活動、協同研究と 3 つの異なった日米オンライン
交流の試みを、学生の視点から考察した。参加者の評価が最も高かったのは日米
とも Facebook での交流であったが、だからと言って SNS 活動が日米交流や協働
学習に適していると結論づけることはできない。なぜなら、学生が与えられた課
題をどう捉えるかには、様々な要因が絡み合っているからである。今回、協同研
究に対する満足度が低かったのは、そのような要因がうまく連動しなかったから
だと考えられる。もしそうなら、その要因を明らかにし、相乗的に働くようにす
るにはどうすればいいかを考えるのが建設的であろう。
外国語での協働活動をデザインするにあたり、まず考えるべきことは学習者の
言語力である (Kabata & Edasawa, 2011)。初級の学生のコメントにもあるよう
に、外国語学習のあまり早い時期に交流を始めても、言いたいことが言えなかっ
たり、簡単な文を作るにも時間がかかりすぎたりして、言語的制約が重荷になる
可能性が高い (e.g., Akiyama & Saito, 2016)。と同時に、これも初級者が指摘して
いることだが、習いたての表現を使って、海外の人とコミュニケーションができ
たという喜びや達成感は、学習初期の方がより強く感じることができるだろう。
従って、交流活動は、学習者の言語力と心理を考慮したものでなければならな
い。その意味で、自分のできる範囲で、自分の載せたい動画や紹介文を投稿し、
相手から「いいね！」やコメントをもらっても、必ずしも返事をしなくてはなら
ないというわけではない SNS 活動は、学習者の言語的制約、承認欲求、心理的
負担を配慮した格好の課題だと考えられる (Yang, 2011)。
しかし、Facebook 参加者が指摘しているように、一方が好きなことを投稿
し、もう一方がそれを承認したり、コメントを入れたりすることが、果たして協
働作業と言えるのだろうか。協働学習が「それぞれの得意分野を持ち寄り、力を
合わせて、一つのまとまった学習成果を出すこと」だとすると、今回の協同研究
のように、双方が興味のあるトピックで、新しい情報を持ち寄り、共通点や相違
点を協議して、一つのレポートにまとめ上げるという作業は、理想の課題のよう
に思われる。しかし、今回は、チーム内のコミュニケーションが円滑に進まなか
ったり、メンバーが別々の報告書を提出する結果になったりして、「協働」とは

ほど遠い結果となった。当然、双方の学生の満足度も低かった。どこに問題があ
ったのか。
一つには、課題の難度が高すぎたことが挙げられる。働き方とジェンダーをめ
ぐる問題は、大学生が好む話題ではあるが、外国語学習の題材として扱うには、
上級者でもかなりの下準備が必要となる。現代はインターネットで簡単に情報が
得られる時代だが、外国人が政府機関の資料や日本人向けの記事から情報を得る
のは時間がかかるし、英語のサイトから情報を得たとしても、それを日本語にす
るのは容易ではない。それに加え、日本の大学生と日本語でリサーチの段取りを
決めたり、報告書をまとめたりするには、それなりの語彙力と表現力が積み上が
っていることが前提となる。今回、パートナーから LINE でメッセージが届く
と、漢字が読めない、長くて読む気がしないとこぼす学生もいたぐらいなので、
米国側の言語的負担は予想以上だったと考えられる。このような言語面でのサポ
ートは、教員がもっと積極的に関与すべき部分であろう。
言語面におけるサポートは母語話者側にも必要である。外国人と日本語で交流
する場合、母語話者には、相手の言語力をとっさに察知して言わんとしているこ
とを読み取ったり、相手の分かる表現で話したりする力が必要になるが、このよ
うな力は経験と訓練によって育まれる。特に、異文化間交流の経験が少なかった
り、外国人の日本語に慣れていなかったりする学生には、外国人とのコミュニケ
ーションは母語話者とのやりとりとは違うことを体系的に教えておくべきであ
る。今回、電子メールと Facebook のグループの満足度が高かったのは、外国語
学習者同士の日英二言語交流であったため、双方が言語的負担を分かち合うこと
ができたことと、各自に外国語学習者と母語話者の両方の心構えがあったからで
はないかと考えられる。
外国語での協働学習の意義は、言語力を伸ばしたり(Vinagre & Muñoz, 2011)、
文化理解を深めたりすることだけでなく、相手の立場になって物事を見ることが
できる想像力と、相手に分かってもらう工夫と努力を惜しまない交渉力 (Nishio
& Nakatsugawa) を育てることにあるのではないだろうか。双方が相手の事情を汲
みながら、こちらの事情も分かってもらえるような努力をしていれば、「相手に
無視された」「相手にやる気がない」というような感情は持たずにすんだのかも
しれない。双方の教員が、交流プロジェクトを行う意義と目的を明確に学生に提
示し、その具体的な方法論を教授すべき (Zimmerman, 2020) だったのであろう。
将来、当プログラムが日米間のオンライン交流や協働学習プロジェクトに参加
する機会に恵まれたときは、以下の点に留意するつもりである。
1. 協働プロジェクトの意義と目的を双方で協議、合意し、学生に明確に提示
し、納得させる。

2. 双方の学生の言語力、興味、学習背景を吟味し、日英相互交流とするの
か、日本語または英語での交流とするのか決定する。
3. 学習目標と参加者の言語力にあった活動を設定し、その具体的な方法論を
教授する。
4. 学期を通して、小さな作業を少しずつ積み上げ、最後に一つにまとまるよ
うな課題を設定する。
5. 授業の一部として位置付け、十分に時間をとり、言語面と心理面の両方
で、教員が学生をサポートする。
今回の試みは、日米オンライン交流に参加することを前提にあり、どのような
活動が双方の学習に有益かという問いから出発したが、この問いかけ自体を見直
すべきなのかもしれない。どのメディアを使うかを議論する前に、異文化間交流
や協働型学習の意義と目的は何か、その目的を達成するにはどのような課題と活
動を設定したらいいのか、というような本質的な議論を参加校の間ですべきであ
る。そして、学習目的と参加者によって、有益な活動の定義が違ってくる。日本
語教師は、急激なグローバル化と教育技術の目覚ましい進歩で、「そこにあるか
ら利用しよう」という発想になりがちだが、一度立ち止まって、「それを利用し
て何を達成したいのか」(Sykes, 2018) と問い続ける姿勢を忘れてはいけない。
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アメリカ中西部で学ぶ大学生を例に
MOTIVATION FOR LEARNING JAPANESE FROM THE PERSPECTIVE OF
L2MSS: A STUDY OF UNIVERSITY STUDENTS
IN THE MIDWESTERN UNITED STATES
大住あかり
Akari Osumi
東京国際大学
Tokyo International University
1. はじめに
外国語学習者の言語学習動機は、教師から注目を集める分野の一つであり、様々
な文脈で数十年以上に渡り研究され続けている。しかしながら、その数々の研究
の結果は対象言語、地域、文脈、そして個人によって多様であるため、学習者の
言語学習モチベーションをより深く知るためには、対象を絞ったローカルなレベ
ルでの研究が必要である。そのため、本研究では、ある米国中西部の公立大学で
日本語を学ぶ学生の学習モチベーションを明らかにすることを目標として、
Dörnyei（2005, 2009）の第二言語自己システム（L2MSS）を含めた 11 の動機付け
に関する要素を設定し、調査を行なった。
L2MSS とは、言語学習モチベーション研究において長らく主流であった
Gardner and Lambert（1972）の「統合的動機・道具的動機」にかわる新しいモデ
ルとして提案された、教育心理学の理論を元にした枠組みであり、理想 L2 自己
（Ideal L2 self）、義務 L2 自己（Ought-to L2 self）、L2 学習経験（L2 learning experience）
から構成される。理想 L2 自己は、L2 を使用して「なりたい自己像」、義務 L2
自己は、周囲からの期待に応えるために「ならなければならない自己像」であり、
現在の自分と将来の自己像との差を埋めるために学習モチベーションが発生する
とされている。また L2MSS では、Gardner and Lambert（1972）の道具的動機を、
L2 を悪い結果を避けるための手段とする回避的な側面と、成功のための手段とす
る促進的な側面に二分し、前者を義務 L2 自己、後者と統合的動機を理想 L2 自己
に関連付けている。L2 学習経験は学習者の自己像ではなく学習環境に関連するも
ので、教師やクラスメイト、カリキュラム、および自身の成功体験などからの即
時的な影響のことを言う。L2MSS の外的妥当性は様々な研究によって支持されて
おり、その中でも理想 L2 自己が、学習者の言語学習モチベーションの高さや学

習努力に大きな影響を与えていることが分かっている（Taguchi, Magid, & Papi
(2009), MacIntyre, Mackinnon, & Clément (2009), Kormos & Csizér (2008), Ueki &
Takeuchi (2012), Ryan (2009) , de Silva (2016)）。しかしながら Dörnyei and Al-Hoorie
（2017）は、日本語などの LOTE（Language Other Than English）において、L2MSS
は英語のものとは様相が異なることを指摘し、他の研究者によって提示された新
しい L2MSS の要素をいくつか紹介した。本調査ではその中から、汎用性のある
英語以外の言語の学習者に特徴的であるとされる、Thompson and Vásquez（2015）
の反義務 L2 自己（Anti-ought-to L2 self）も扱うこととした。反義務 L2 自己は、
周りの期待に応えるために「なるべき自己像」である義務 L2 自己とは異なり、
周囲の人間が対象言語の学習に価値を見出さないとしても、その言語の学習を続
けたいという自分の意思からなる自己像である。
2. 先行研究
日本語学習者のモチベーションについては、様々な焦点から研究がなされてい
るが、その結果は様々である。
2-1. コースレベル・学習歴
例えば、学習者の所属コースのレベルや学習歴に焦点を当てた研究は多い。張
（2017）は内モンゴルの日本語専攻の学生 179 名からアンケートを取り、学年が
上がるほど、学習者は就職に関する周囲からの圧力を感じるようになり、日本語
学習への努力と第二言語習得に関する自信が小さくなっていく傾向にあることを
明らかにした。さらに、竹口・麻生・ブシマキナ（2017）はロシアの大学生 154
名を調査し、コースレベルが高くなるほど、学生の目標が不明瞭になっていくこ
とを指摘した。また、アメリカの大学で学ぶ 116 名の学生を調査した下浦（2018）
の研究によると、日本語学習者のコースレベルによる理想 L2 自己、義務 L2 自己、
反義務 L2 自己の差は見られなかった。
学習歴に関しては、縫部・狩野・伊藤（1995）がニュージーランドの日本語学
科に所属する大学生 110 名を調査し、日本語を長く学習するほど、学習者の統合
的・道具的動機付けが高まるとした。一方で、蔡・蔡（2010）が台湾の大学生 348
名に対して行なった調査では、学生の学習期間は動機付けに影響を与えなかった。
コースレベルと学習歴が学生のプロフィシエンシーと常に一致するわけではな
いが、学習者の日本語習熟度と学習動機に焦点を当てた研究も少なくない。例え
ば、杉本・黒沢（2000）は日本の大学で学ぶ 224 名の学習者に対してクローズテ
ストを実施し、テスト成績の高さが、道具的動機と弱い正の相関を示したことを
明らかにした。また、宇都木（2011）はタイで日本語を専攻する 90 名の学生に対

して SPOT（Simple Performance-Oriented Test）とアンケート調査を行い、SPOT の
スコア上位郡の学生は動機づけが低い傾向にあることを指摘した。
2-2. 学習者の専攻
学習者の専攻と学習動機に関する研究もいくつか行われている。例えば、楊
（2011）は台湾の大学に在籍する日本語専攻者 472 名および日本語非専攻者 289
名の学習動機と継続ストラテジーに関して調査を行い、日本語専攻の学生は「日
本関連志向」「日本文化への関心」「大衆文化への興味」が有意に高い一方で、
日本語非専攻の学生は「実用性重視志向」の方が有意に高いことを明らかにした。
また、蔡・蔡（2010）は国際貿易・企業管理・財務金融を専攻とする学生を比較
し、これらの学生の間に学習動機の有意差が見られなかったことを報告した。
2-3. アメリカの日本語学習者
本研究の調査地である米国に関する動機づけ研究についても確認したい。倉八
（1992）は、アメリカ系の学習者は日本語そのものを面白いと認識し、道具的動
機よりも統合的動機から日本語を勉強していると指摘した。また、高岸（2000）
は、アメリカ人学習者は漠然とした日本への憧れから日本語学習を始める者が多
いとした。さらに、下浦（2018）はアメリカで日本語を学ぶ学生とスペイン語を
学ぶ学生のデータを反義務 L2 自己を含めた L2MSS の観点から比較し、初級の日
本語学習者の理想 L2 自己はスペイン語学習者よりも高いが、中上級レベルにな
ると、スペイン語学習者の方が日本語学習者よりも理想 L2 自己が高くなること
を指摘した。また、スペイン語学習者とは異なり、日本語学習者の学習動機には
反義務 L2 自己が大きな影響を持っていることを明らかにした。
2-4. 中国の日本語学習者
本研究の調査地はアメリカ中西部であるが、調査対象大学で日本語を勉強する
学習者の約半分は中国語を母語とする学習者であることから、本調査において、
中国人学生の存在を無視することはできない。モチベーション研究は、中国人学
生を対象に行われているものも多く、例えば、郭・全（2006）は中国の 200 人の
大学生にアンケートをとり、統合的動機と道具的動機に加え、「エリート主義」
も日本語学習動機の構成要素となっていることを明らかにした。また、毛・福田
（2010）は中国の日本語学習者 165 名を調査し、一般的な大学生の学習動機付け
に最も強く影響するものは、就職に関する因子であるとした。これらの研究から、
中国人学習者はアメリカ人学習者よりもキャリア志向であることが窺えるが、す
でに国外のアメリカで日本語を勉強する中国人学習者は、中国で日本語を勉強す
る学習者とは異なる動機を持つ可能性も考えられる。しかし、アメリカ国内の日

本語学習者の国籍や母語に焦点を当てた研究は筆者の管見の限り見当たらないた
め、本研究では学習者の第一言語による学習動機の違いにも焦点を当てたい。
3. 研究課題
本研究では、以下の研究課題を設定した。
①調査地の日本語学習者の学習動機の特徴はどのようなものであるか。
②調査地の日本語学習者の特性（日本語の履修理由（日本語専攻の有無）、第一言
語、コースレベル、学習歴）は、彼らの学習動機に差をもたらすか。
4. 研究方法
4-1. 調査対象
本調査は、2018 年秋学期に米国中西部の公立大学で日本語を学ぶ学生に対して
行われた。オンライン上のアンケートへの参加募集をクラス内でのフライヤー配
布や E メールでの告知により行い、匿名かつ報酬を受けないボランティアの回答
を募った。調査対象者は約 400 名であったが、結果、124 名からの回答が集まり、
100 名の有効回答が残った。アンケートの参加者の内訳は以下の通りである。
表１

調査参加者の内訳
初級

初中級

中上級

38

41

21

英語

中国語

英語と他言語

その他

58

26

11

4

日本語履修理由

主専攻

副専攻

言語要件を満たすため

楽しみのため

初級

1

5

17

15

初中級

5

8

17

11

中上級

4

13

3

1

０−１年

１−2 年

２−3 年

３−５年

5 年以上

27

21

16

20

16

コースレベル

第一言語

学習歴

4-2. アンケート
アンケートはオンライン上で行い、2 つのセクションに分割された。1 つ目のセ
クションは参加者の日本語学習動機を調査するための質問 64 項目からなり、参加
者は各質問に対し、1（全くそう思わない）から 6（非常にそう思う）の 6 段階の
リッカート尺度を用いて回答した。2 つ目のセクションには参加者の情報を得る
ための 13 項目の質問を設定した。1 つ目のセクションの作成にあたって、質問項

目には Taguchi et al. (2009)・You, Dörnyei, and Csizér (2016)・de Silva (2016)・Liu and
Thompson (2018) の先行研究から 11 の動機付けに関わる要素を選び、JFL の環境
に沿うように文言を整理・追加・削除した。さらに、日本語学習経験はあるが、
現在調査対象地で学習中ではない協力者を対象に、予備調査を行った。その後、
協力者からのフィードバックを考慮しながら質問項目を改訂し、アンケートを完
成させた。以下に、学習動機の調査のために採用した 11 の要素とその質問例の日
本語訳を示す。なお、具体的な質問のリストについては Appendix を参照されたい。
（1） 教師やクラスメイトからの支援（クラス内支援） （Classroom support）
例）私の先生は、私が日本語学習に問題を抱えている時に支援してくれる。
（2） 道具的動機の促進的側面 （Instrumentality-promotion）
例）将来のキャリアに有用なため、私にとって日本語学習は重要である。
（3） 道具的動機の回避的側面 （Instrumentality-prevention）
例）日本語のクラスを落とすと卒業できないため、勉強しなければならない。
（4） 文化的興味 （Cultural interest）
例）日本のポップカルチャーが好き、または興味がある。
（5） 日本語学習の楽しさ （Attitudes towards learning Japanese）
例）日本語の勉強はとても面白いと思う。
（6） 日本語への興味 （Interest in learning Japanese）
例）日本語と母語の違いはとても興味深い。
（7） 日本語コミュニティーへのポジティブな姿勢（コミュニティーへの姿勢）
（Attitudes towards Japanese community）
例）日本人のことをもっと知りたいと思う。
（8） 学習に対する熱意・努力（学習努力） （Intended effort）
例）日本語学習のために全力を尽くしているし、学ぶための強い意志がある。
（9） 理想 L2 自己 （Ideal L2 self）
例）全てが日本語で教えられているクラスで学ぶ自分の姿を想像できる。
（10）義務 L2 自己 （Ought-to L2 self）
例）もし日本語学習に失敗すれば、周囲の人をがっかりさせてしまうだろう。
（11）反義務 L2 自己 （Anti-ought-to L2 self）
例）諦めて他のことをしろと言われたとしても、私は日本語を学びたい。
4-3. 分析方法
調査で得たデータは SPSS バージョン 25.0 を使用して分析した。クロンバック
のα係数を用いて各要素の内的整合性を確認し、３つの質問項目を削除したのち、
各動機付け要素の関連性を見るため、スピアマンの順位相関係数を用いて相関分

析した。また、学習者の特性と学習動機の関連性を探るため、記述統計と３回の
一元配置分散分析を行い、Tukey 法による多重比較を行った。なお、有意水準は
５％および１％としたが、多重性の回避のため、Bonferroni 法を使用して有意水
準を補正し、p < 0.017 および p < 0.003 を統計学的有意差ありとして判定した。
5. 結果と考察
5-1. 研究課題① 調査地の日本語学習者の学習動機の特徴
まず、調査地の日本語学習者のモチベーションの特徴を明らかにするため、デ
ータの分析・考察を行なった。
5-1-1. 全体像
はじめに、調査参加者の各動機付け要素に関する質問への回答を記述統計でま
とめ、表２に示した。
表２

記述統計：各動機付け要素
M

SD

N

Skewness

Kurtosis

クラス内支援

5.25

0.73

97

-2.22

9.55

道具的動機の促進的側面

3.49

1.21

98

0.16

-0.71

道具的動機の回避的側面

2.92

1.27

99

0.30

-0.49

文化的興味

4.78

0.80

97

-0.69

0.82

日本語学習の楽しさ

4.99

0.89

99

-1.48

3.04

日本語への興味

5.12

0.84

99

-1.43

2.80

コミュニティーへの姿勢

5.39

0.71

100

-2.20

8.06

学習努力

4.79

0.86

99

-0.78

0.28

理想 L2 自己

4.40

1.07

98

-0.69

0.34

義務 L2 自己

2.78

1.02

98

0.14

-0.54

反義務 L2 自己

4.76

0.70

99

-0.71

0.63

Note: The maximum score is 6.

表２を見ると、全体として参加者はほとんどの動機付け要素に対して高い数値
で回答していることが分かる。特に、平均値が最大値に近いことや、標準偏差の
小ささから、「クラス内支援」「文化的興味」「日本語学習の楽しさ」「日本語
への興味」そして「日本語コミュニティーへのポジティブな姿勢」に対してほと
んどの学習者が高い数値で答えたことが窺える。この結果は、全体として参加者
たちは日本語を学習するにあたり、教師やクラスメイトからの支援を十分に受け
ていると感じ、日本語や日本文化に対してポジティブな印象を持っていることを

示している。一方、参加者は道具的動機の回避的側面や義務 L2 自己には高い数
値を与えなかったことから、良い成績を取らなければならない、他人の期待に応
えるために日本語を勉強しなければならないなどといったプレッシャーはあまり
強く感じていないことが窺える。また、反義務 L2 自己は義務 L2 自己よりも高い
平均値を示した。この結果は、日本語のような世界的に主流ではない言語の学習
者にとっては、反義務 L2 自己の方がその学習動機に影響力を持つという
Thompson and Vásquez (2015)および下浦 (2018)の研究結果を支持した。
5-1-2. 学習努力とその他の動機付け要素
次に、各動機付け要素の関連性を見るために行った相関分析の結果を表３に示
す。ここでの学習努力とは、学習者が自分たちにとって日本語学習がいかに重要
だと捉えているか、またどれだけの努力を日本語学習に注いでいるかを見たもの
であるため、学習努力と他の動機付け要素の関係を探ることは、学習者のモチベ
ーションの特性を理解するために必要であると考えられる。表３によると、道具
的動機の回避的側面を除いた全ての動機付け要素が、学習努力と正の相関を示し
ていることが分かる。特に、日本語学習の楽しさは、学習努力と強い正の相関（r
(98) = 0.75）を示している。また、クラス内支援は日本語学習の楽しさと強い正の
相関（r (97) = 0.71）を示している。このことから、クラス内で協力的な雰囲気を
作ることは、学習者の日本語学習への前向きな姿勢と努力に関連があると言える。
表３

相関分析：動機付け要素
クラス内
支援

道具的動機の
促進的側面

0.26

道具的動機の
回避的側面

0.01

文化的興味

0.49

日本語学習の
楽しさ

道具的動機 道具的動機
コミュニ
日本語学習 日本語への
の
の
文化的興味
ティへの
の楽しさ
興味
促進的側面 回避的側面
姿勢

学習努力 理想L2自己 義務L2自己

*

0.54

**

**

0.36

**

0.13

0.71

**

0.35

**

0.10

日本語への興
味

0.49

**

0.31

**

0.23

コミュニティ
への姿勢

0.55

**

0.36

**

学習努力

0.53

**

0.55

理想L2自己

0.42

**

義務L2自己

0.27

反義務L2自己

0.21

0.59

**

0.55

**

0.60

**

0.04

0.46

**

0.63

**

0.51

**

**

0.17

0.53

**

0.75

**

0.53

**

0.68

**

0.53

**

0.10

0.52

**

0.57

**

0.45

**

0.55

**

0.67

**

**

0.68

**

0.51

0.24

*

0.33

**

0.10

0.24

**

0.40

**

0.35

**

*

0.36

**

0.19

0.43

**

0.52

**

0.45

0.45

**

0.62

**

0.59

**

Note. *p < .05 (2-tailed), **p < .001 (2-tailed)

*

**

**

0.23

*

L2MSS における理想 L2 自己も、学習努力と強い正の相関（r (97) = 0.67）を示
した要素の一つであり、この結果は Kormos and Csizér (2008)・Ryan (2009)・Ueki and
Takeuchi (2012)・de Silva (2016)の先行研究と一致している。ここから、日本語を
使用する将来の自己像を想像する力が、日本語学習へ捧げる熱意や努力の大きさ
と関係していることが窺える。また、L2MSS を構成する要素の一つである義務
L2 自己も、学習努力と正の相関（r (98) = 0.40）を見せたが、反義務 L2 自己の方
が学習努力とより強い正の相関（r (99) = 0.62）を示した。この結果から、周囲の
期待に応えるために日本語を勉強しなければいけないというプレッシャーより
も、周囲が何と言おうと日本語を勉強したいという気持ちが、学習努力への原動
力となっている可能性が示唆された。
5-1-3. 調査対象地においての L2MSS の妥当性
表３を見ると、理想 L2 自己と道具的動機の促進的側面は正の相関関係（r (96) =
0.53）にあるが、道具的動機の回避的側面とは有意な相関関係にないことが分か
る。これは日本・中国・イランの英語学習者を調査することで L2MSS の妥当性
を示した Taguchi et al.（2009）の研究と一致した。一方で、Taguchi et al.（2009）
の研究では、義務 L2 自己は道具的動機の促進的側面よりも、回避的側面と強い
相関関係にあったにもかかわらず、本調査においての義務 L2 自己は、回避的側
面（r (98) = 0.51）よりも、促進的側面（r (97) = 0.68）とより強い正の相関を示し
た。この結果の相違は、Taguchi et al.（2009）の研究は英語学習者を、本研究は日
本語学習者を対象に行なったことが起因するのではないかと考えられる。ここか
ら、Dörnyei and Al-hoorie（2017）が論じたように、日本語学習者の義務 L2 自己
は主に研究されている英語学習者のものとは異なる可能性があることが窺える。
5-2. 研究課題② 日本語学習者の特性と学習動機
つぎに、学習者の特性によって日本語学習動機に差異があるかどうかを調査す
るため、調査参加者を日本語の履修理由（日本語専攻の有無）・第一言語・コー
スレベル・学習歴の観点で分類した。まずは全体を把握するために記述統計を行
ない、必要に応じてさらなる分析を行った。
5-2-1. 日本語の履修理由（日本語専攻の有無）
本調査では、学習者の日本語のクラスの履修理由を「日本語主専攻」「日本語
副専攻」「言語要件を満たすため」「楽しみのため」の４つに分類した。それぞ
れのグループによる、動機付け要素に関する質問への回答の平均値を表４に示す。

表４

記述統計：日本語の履修理由と動機付け要素
日本語主専攻

日本語副専攻

M

M

SD

N

SD

N

クラス内支援

5.26 0.65

9

5.20 0.60

道具的動機の促進的側面

4.80 0.96

9

道具的動機の回避的側面

4.20 1.18

文化的興味

言語要件のため
M

SD

N

24

5.28 0.64

3.55 1.10

26

9

2.77 1.15

5.08 0.40

8

日本語学習の楽しさ

5.12 0.55

日本語への興味

楽しみのため
M

SD

N

37

5.27 0.97

3.22 1.15

37

26

2.96 1.03

4.63 0.71

25

10

5.02 0.70

5.59 0.55

9

コミュニティーへの姿勢

5.58 0.44

学習努力

合計
M

SD

N

27

5.25 0.73

97

3.35 1.22

26

3.49 1.21

98

37

2.58 1.47

27

2.92 1.27

99

4.80 0.78

37

4.78 0.98

27

4.78 0.80

97

25

4.89 1.08

37

5.04 0.90

27

4.99 0.89

99

5.18 0.55

26

5.13 0.68

37

4.91 1.24

27

5.12 0.84

99

10

5.41 0.54

26

5.27 0.69

37

5.48 0.94

27

5.39 0.71 100

5.54 0.38

9

4.81 0.77

26

4.57 0.97

37

4.83 0.77

27

4.79 0.86

99

理想L2自己

5.15 0.78

10

4.51 0.74

26

4.03 1.23

37

4.52 1.04

25

4.40 1.07

98

義務L2自己

3.52 0.82

9

2.64 0.94

26

2.79 0.99

36

2.66 1.14

27

2.78 1.02

98

反義務L2自己

5.38 0.41

9

4.82 0.59

26

4.61 0.75

37

4.70 0.72

27

4.76 0.70

99

Note . The maximum score is 6.

表４から、道具的動機の促進的側面・回避的側面、理想 L2 自己において、回
答の平均値に１ポイント以上の差があるグループがあることが分かった。そこで、
さらに深く調べるために、独立変数を日本語の履修理由、従属変数を道具的動機
の促進的側面・回避的側面、理想 L2 自己の３つとし、一元配置分散分析を行な
ったところ、表５に示された通り、道具的動機の促進的側面（F [3, 94] = 4.821, p =
0.004）、回避的側面（F [3, 95] = 4.21, p = 0.008）、理想 L2 自己（F [3, 94] = 3.549,
p = 0.017）の全てで統計的に有意な差異が見つかった。なお、効果量はすべて中
程度であった（道具的動機の促進的側面, η2 = 0.13; 道具的動機の回避的側面, η2 =
0.12; 理想 L2 自己, η2 = 0.10）。
表５

一元配置分散分析：動機付け要素と日本語履修理由
M(SD)

道具的動機の
促進的側面
道具的動機の
回避的側面
理想 L2 自己

日本語

日本語

言語要件

楽しみ

主専攻

副専攻

のため

のため

df

4.80 (0.96)

3.55 (1.10)

3.22 (1.15)

3.35 (1.22)

3

4.20 (1.18)

2.77 (1.15)

2.96 (1.03)

2.58 (1.47)

5.15 (0.78)

4.51 (0.74)

4.03 (1.23)

4.52 (1.04)

Note. *p < .017, **p < .003 Effect size is eta squared (η2).

p

η2

4.82**

0.004

0.13

3

4.21**

0.008

0.12

3

3.55*

0.017

0.10

F

加えて、Tukey 法を用いて事後検定を行ない、その結果を表６に示した。ここ
から、道具的動機の促進的側面において、日本語主専攻の学生（M = 4.80, SD = 0.96）
は、日本語副専攻の学生（M = 3.55, SD =1.10）や言語要件で日本語を学ぶ学生（M=
3.22, SD = 1.15）、楽しみのために学ぶ学生（M = 3.35, SD = 1.22）より有意に高
い数値を持つことが分かった。また、道具的動機付けの回避的側面においても、
日本語主専攻の学生（M = 4.20, SD = 1.18）はその他の学生（副専攻 M = 2.77, SD
= 1.15; 言語要件 M = 2.96, SD = 1.03; 楽しみ M = 2.58, SD = 1.47)よりも有意に高
い数値を示した。
表６

事後検定：日本語履修理由と動機付け要素

(I) 履修理由
道具的動機の
(J) 履修理由
促進的側面

言語要件のため
*

平均差 (I-J)

1.58

(I) 履修理由

日本語主専攻

道具的動機の
(J) 履修理由
回避的側面

理想L2自己

日本語主専攻

言語要件のため
*

平均差 (I-J)

1.24

(I) 履修理由

日本語主専攻

(J) 履修理由

言語要件のため

平均差 (I-J)

1.12

*

日本語副専攻
日本語副専攻
*

1.25

楽しみのため
*

1.45

楽しみのため

言語要件のため

楽しみのため

0.34

0.21

日本語副専攻
日本語副専攻
*

1.43

楽しみのため
*

1.62

言語要件のため
0.13
楽しみのため

言語要件のため

楽しみのため

言語要件のため

-0.19

0.20

-0.39

日本語副専攻

楽しみのため

日本語副専攻

楽しみのため

言語要件のため

楽しみのため

言語要件のため

0.64

0.63

0.47

-0.01

0.49

つまり、日本語を主専攻とする学生は、促進的・回避的両方の側面において道
具的動機が高いことから、大学で良い成績を取ることや、将来的なキャリア目標
を達成するためにポジティブな姿勢を持っているものの、同時に日本語学習に失
敗しないようにプレッシャーを感じていることが分かる。この結果は、日本語非
専攻者の方が日本語の実用性を重視した動機付けを持つという楊（2011）とは異
なる結果になった。
L2MSS における理想 L2 自己に関しても、日本語主専攻の学生（M = 5.15, SD =
0.78）の方が、言語要件を満たすために日本語を履修する学生（M= 4.03, SD = 1.23）
より有意に高い数値を出した。これは、日本語主専攻の学生の方が、日本語を使
用する自分の将来像をより想像できているということであるが、言い換えれば、
日本語が主専攻ではない学生は、日本語を使う自分の将来の姿をはっきり想像し
にくいということを示唆している。先に述べたように、理想 L2 自己は学習努力
と深い関係にあるため、日本語主専攻ではない学生に対して、具体的な目標や将
来の自分のイメージを持つための支援を行い、理想 L2 自己の形成を促進するこ
とが必要なのではないかと考えられる。

5-2-2. 第一言語・コースレベル・学習歴
本調査では、学習者の所属するコースのレベルや学習歴において、学習動機の
平均値の違いは見られなかった。この結果は、先行研究として紹介した縫部ほか
1995）・竹口ほか（2017）・張（2017）の調査とは一致せず、下浦（2018）・蔡・
蔡（2010）の調査と一致した。
第一言語の観点からも、学習者の学習動機に大きな差異は見られなかったが、
「日本語への興味」の項目において、英語を第一言語とする学習者（M = 5.30, SD
= 0.64）は中国語を第一言語とする学習者（M = 4.76, SD = 1.06）よりも、比較的
平均値が高い傾向にあった。加えて、義務 L2 自己において、中国語を第一言語
とする学習者（M = 3.20, SD = 1.11）は、英語を第一言語とする学習者（M = 2.65,
SD = 0.96）よりも高い平均値を出した。これは、中国語母語話者の学生が、英語
母語話者よりも家族や友人、教師からの期待に応えようというプレッシャーをよ
り感じる傾向にあることを示している。これは、倉八（1992）・高岸（2000）が
述べたアメリカ人学習者像、郭・全（2006）・毛・福田（2010）が述べた中国人
学習者像に類似する。もちろん、中国語母語話者の学生全員が中国からの留学生
であるとは限らないが、この結果は国を離れてアメリカで勉強している中国人学
生であっても、日本語学習への捉え方が英語母語話者とは異なる可能性を示唆し
ている。
6. まとめと今後の課題
以上から、調査対象大学の学習者は全体的にクラス内の雰囲気に良い印象を持
ち、日本文化や日本語学習に対して好意的であることが分かった。また、学習を
楽しむ気持ちと L2MSS における理想 L2 自己は、学習努力と強い正の相関がある
ことが示された。さらに、反義務 L2 自己が義務 L2 自己よりも学習努力と強い相
関を示したこと、先行研究とは異なり、義務 L2 自己が道具的動機付けの促進的
側面とより強い相関を示したことから、日本語学習者の義務 L2 自己は、主に研
究されてきた英語学習者のものとは異なる可能性が示された。
また、学習者の特性によるモチベーションの差異については、クラスレベル・
学習歴・第一言語の観点からは有意な差がなかったが、日本語主専攻の学生は、
道具的動機付けの回避・促進的側面の両方が、他の理由で日本語を履修した学生
より有意に高いことが分かった。また、日本語主専攻の学生は言語要件のために
日本語を学ぶ学生よりも有意に理想 L2 自己が高かった。ここから、どのコース
で、どのくらいの期間日本語を勉強してきたかではなく、どうして、何のために
日本語を勉強しているのかということが日本語学習のモチベーションに大きな違
いをもたらすことが示唆された。特に、学習者の所属するコースのレベルや学習
歴が学習努力に違いをもたらさなかったことは、日本語を高いレベルで、または

長く勉強している学習者が、そうでない学習者に比べて、必ずしも日本語を勉強
することでなりたい自分をイメージし、日本語の学習にさらに力を入れていると
いうわけではないことを示している。ここから、学習者が日本語を使っている将
来の自分の姿を想像し、現実的な目標を持って学習を継続するためには、学習者
のレベルや学習歴にとらわれない支援が必要であると窺える。
また、本調査の結果は先行研究と一致するところもあれば異なるところもあっ
たことから、言語学習モチベーション研究におけるローカルなレベルでの調査の
重要性が再確認された。とはいえ、アンケートでは捉えきれない側面があったこ
とや、調査参加者が実態数の 4 分の 1 であったことなど、本調査には課題も多く、
調査地の日本語学習者のモチベーション研究が十分に行えたとは言い難い。また、
モチベーションは日々移り変わるものであるため、さらにローカルなレベルでの
動機づけ研究を行うためには、学習者のモチベーションの変化のプロセスを見る
ための断続研究や、学習者の個人的な考えや違いを知るための質的研究も取り入
れる必要がある。これらを今後のモチベーション研究の課題としたい。
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Appendix 11 の動機付け要素に関する質問項目
Classroom Support
1.

My teachers care about my learning.

2.

My teachers are friendly.

3.

When there is something I don’t understand, my teachers explain Japanese well for
me.

4.

My teachers provide good help and guidance when I have problems with Japanese.

5.

My classmates are friendly.

6.

Other students in this class like me as much as they like the others.

7.

In this class, students are willing to help each other learn Japanese. (Please leave it
blank if you think the question is not applicable to your situation.)（削除）

Instrumentality-Promotion
8.

Studying Japanese is important to me because Japanese is useful for my future career.

9.

Studying Japanese is important for me because I’ll need it for future studies in my
major.

10.

Studying Japanese is important to me because I would like to spend a substantial
amount of time living in Japan (e.g., studying and working).

11.

Studying Japanese is important to me in order to achieve a special goal (e.g., to get a
degree or scholarship).

12.

Studying Japanese is important to me in order to attain a higher social status.

Instrumentality-Prevention
13.

I have to learn Japanese because if I don’t pass the Japanese course I cannot get my
degree.

14.

I have to learn Japanese because I don’t want to fail the Japanese course.

15.

I have to learn Japanese because I don’t want bad grades on my transcript.

16.

Continuing to study Japanese is important to me. （削除）

17.

I have to study Japanese; otherwise, I might not be successful in my future career.

Cultural Interest
18.

I like/am interested in Japanese pop culture.

19.

I like/am interested in Japanese traditional cultures. (e.g., Sado, Kabuki, Jūdō, etc.)

20.

I like/am interested Japanese music (e.g., pop music).

21.

I like/am interested Japanese films.

22.

I like/am interested Japanese anime.

23.

I like/am interested Japanese magazines, newspapers, or books.

24.

I like/am interested Japanese manga (comic books).

25.

I like/am interested Japanese video games.

26.

I like/am interested Japanese food.

27.

I like/am interested Japanese history.

28.

I like/am interested Japanese TV programs (non-animated).

Attitudes Towards Learning Japanese
29.

I like the atmosphere of my Japanese class.

30.

I always look forward to Japanese classes.

31.

I find learning Japanese really interesting.

32.

Time passes fast while studying Japanese.

33.

I would like to have more Japanese lessons at the university.

Interest in Learning Japanese
34.

I feel excited when hearing someone speaking Japanese.

35.

I am fascinated by the Japanese writing system. （削除）

36.

I find the difference between my native language and Japanese interesting.

37.

I like how Japanese sounds.

Attitudes Towards Japanese Community
38.

I would like to travel to Japan.

39.

I like Japanese people.

40.

I like meeting people from Japan.

41.

I would like to know more about Japanese people.

Intended Effort
42.

I am prepared to expend a lot of effort in learning Japanese.

43.

I would like to spend lots of time studying Japanese.

44.

Even if I had difficulty with my Japanese learning, I would still work hard to
overcome it.

45.

I think that I am doing my best to learn Japanese. I have a very strong desire to learn
Japanese.

46.

Learning Japanese is one of the most important aspects of my life.

47.

If I had the opportunity to speak Japanese outside of the university, I would do it as
much as possible.

Ideal L2 Self
48.

I can imagine myself studying in a university where all my courses are taught in
Japanese.

49.

I can imagine a situation where I am doing business with Japanese people in Japanese.

50.

I can imagine myself living in Japan and using Japanese effectively for
communicating with the local people.

51.

I can imagine myself speaking Japanese in the future with Japanese friends at parties.

52.

I can imagine myself in the future successfully giving a speech in Japanese to the
public.

53.

I can imagine myself in the future having discussion with Japanese friends in
Japanese.

Ought-to L2 Self
54.

It is important to me to study Japanese and gain the approval of my teacher.

55.

Studying Japanese is important to me in order to gain the approval of society.

56.

I study Japanese because close friends of mine think it is important.

57.

I consider learning Japanese important because the people I respect think that it is
important.

58.

My parents/family believe that I must study Japanese to be an educated person.

59.

If I fail to learn Japanese, I will let down people around me.

Anti Ought-to L2 self
60.

I want to study Japanese, even if others tell me to give up or to do something else
with my time.

61.

I chose to learn Japanese even if others encourage me to study something different
(another language or a different subject entirely).

62.

I would like to reach a high proficiency in Japanese, even if others tell me that it will
be difficult or impossible.

63.

I want to speak Japanese because it is not something that most people can do.

64.

I am studying Japanese because it is something different or unique.

初級日本語学習者における授受表現の習得に関する考察
‐事態把握に基づいて‐

A STUDY ON THE ACQUISTION OF JAPANESE BENEFACTIVES BY
ELEMENTARY JAPANESE LEARNERS: FOCUSING ON CONSTRUAL
鄭 在喜
Jaehee Chung
早稲田大学
Waseda University
１．はじめに
本研究では、初級レベルにおける日本語学習者の授受表現の習得様態を、認
知言語学の基本概念である事態把握（construal）に基づいて考察した。
日本語学習者が日本語の授受表現を自然に産出するためには、単に文法的な
知識だけでなく、
「恩恵に対する配慮」
（川村 1991）、
「話し手の視点」
（久野 1978）、
「ウチ・ソトの概念」（牧野 1996）といった日本および日本語の文化的な要素
に対する理解が必要である。それゆえ、中上級学習者からもその誤用は散見さ
れるが、初級レベルにおける指導の見直しを図ることでその誤用を避けること
が期待できると思う。本研究では、牧野（1996）のいう「ウチ・ソト」の概念
とその根本にある日本語母語話者（以下、日本語話者）が好む主観的な事態把
握の傾向を、初級レベルから明示的に指導することを提案したい。
牧野は、日本語の「ウチ」という空間を「かかわりの空間」と定義しており、
それをつなぐ心理の糸として不可欠なのが「共感（empathy）」であるとした。
そして、池上（2009）は事態把握の段階での話者による認知的な営みにおいて
差異が生じることは、問題のモノ・コトが問題の発話の場面において話者自身
にとってどの程度「関与性（relevant）」があるかどうかということであると述
べている。この二つの知見には共通している部分があると思われる。それは日
本語の授受表現を日本語らしく産出するには、産出に先立ち、その事態に対す
る「共感」と「関与性」が重要な要素である。そしてそれには事態把握が絡ん
でくると考えるためである。
事態把握に関して池上（2006）は、話者の認知的な操作しだいで同じコトで
も随分違った形で認識され、それを反映した違った意味の言語表現が産出され
るとしている。即ち、話者がある事態に際して何をどう語るのかは、究極的に
は話者がそれらの自らにとっての関わりを評価及び判断することによって行
うようになり、そういった事態把握の営みは非常に主観的（subjective）な性格
のものであると述べている。今日、このような各言語話者の事態把握の傾向に

注目している研究が増えてきているが、英語母語話者、中国語母語話者、韓国
語母語話者は「客観的把握（objective construal）」を好んでおり、日本語話者は
「主観的把握（subjective construal）」を好むことが明らかにされている（池上
1981、奥川 2007、近藤ほか 2014 など）
。
そこで、本稿では、母語では客観的把握を好むとされる初級レベルの日本語
学習者が、日本語話者の主観的把握が反映される授受表現を習得する際にどう
いう傾向が見られるのかについて調べた。そしてその結果を牧野の「ウチ・ソ
ト」の概念と事態把握に基づいて考察する。
２．調査概要
調査は、所属校の初級レベル日本語学習者 12 名（調査に同意した者、以下
JL(X)①～JL(X)⑫：X は学習者の国籍のアルファベット頭文字である。例：JLA
→America）を対象に「あげる・もらう・くれる・やる」のモノと行為の授受に
ついて、絵を見て助詞と叙述部分を書かせる方法で行った。学習者は多国籍で
あるが、英語母語話者、中国語母語話者、韓国語母語話者が 2 名以上と客観的
把握を好むとされる母語話者が多数いた。
調査資料は、市販の初級教材を用いているが、モノと行為の授受両方とも「1．
絵を見て助詞と授受表現を書いてください」、
「2．しつもんにこたえてください」
の 2 問で構成されている。まず、1 問目は、絵を見ながら助詞と授受表現を書
く作文形式であるが、主語が提示されており、その続きとして適切な助詞と授
受表現を書くようになっている。また、各絵にはモノや行為の移動を表す矢印
が明示され、受け手がはっきりと分かるようになっている。次に、2 問目は、
ある状況を提示し、その状況に対して「あなたはどうしますか」という応答式
になっており、授受表現を用いて答える形式になっている。本教材を調査資料
とした理由は、先ず絵が分かりやすいこと、そして授受表現を文法的に理解す
る上でキーとなる助詞も書くようになっていることから学習者の授受表現に
対する習得の度合いが測れると考えたからである。
所属校における授受表現に関する授業は、モノの授受と行為の授受の計 2 回
が設けられている。各授業の文法の説明では、絵を用いながら話者・あげ手・
受け手の確認、助詞について説明を行った。なお、
「ウチ・ソト」の概念につい
ては家族や会社の同僚関係等を例に挙げながら文化的な要素に対する理解を
促した。学習者には、授業で文法の説明や、教科書の練習問題などを解いてか
ら本資料を配布し書いてもらった。
３．調査結果
調査の結果、助詞の誤用はあまり見られなかった。そして、ほとんどの学習
者が「あげる・もらう」の授受は概ねできていたが、
「くれる」の授受に誤用が
多く、その習得が安易ではないことが窺われた。本稿では、 調査資料の「問 1：

絵を見て助詞と授受表現を書いてください」の誤用例を中心に、
「モノの授受」
と「行為の授受」に分けてその結果をまとめる。
３．１ モノの授受
各絵の場面を挙げ、それに対してどのように回答したかをまとめる。
「

」

には授受表現を書き、
「
（ ）
」には助詞を書く問題である。学習者の回答部分は
太字で表し、誤用には「＊」をつけた。誤用の判断においては、本調査ではテ
ンスは対象外とし、筆者と日本人母語話者である日本語教師 2 名より協力を得
て行った。
【場面１ モノの移動：やまだ→わたし】
問題 1：わたしは
（
）マフラー（
）
問題 2：やまださん（
）
（
）マフラー（
＜回答＞
JLA①
JLK⑤
JLK⑥
JLC⑧
JLM⑫

問 1：わたしは やまださんに マフラーを もらいます。
問 2：やまださんは わたしに マフラーを あげます。＊
問 1：わたしは やまださんに マフラーを もらいます。
問 2：やまださんは わたしに マフラーを あげます。＊
問 1：わたしは やまださんに マフラーを もらいます。
問 2：やまださんは わたしに マフラーを あげます。＊
問 1：わたしは やまださんに マフラーを もらいます。
問 2：やまださんは わたしに マフラーを あげます。＊
問 1：わたしは やまださんに マフラーを もらいます。
問 2：やまださんは わたしに マフラーを あげます。＊

【場面 2 モノの移動：母→わたし】
問題 1：わたしは
（
）えんぴつ（
問題 2：母は
（
）えんぴつ（
）
＜回答＞
JLA①
JLK⑤
JLC⑧
JLC⑩
JLM⑫

）

。
。

）

問 1：わたしは ははに えんぴつを もらいました。
問 2：ははは わたしに えんぴつを あげます。＊
問 1：わたしは ははに えんぴつを もらいます。
問 2：ははは わたしに えんぴつを あげます。＊
問 1：わたしは ははに えんぴつを もらいました。
問 2：ははは わたしに えんぴつを あげます。＊
問 1：わたしは ははに えんぴつを もらいます。
問 2：ははは わたしに えんぴつを あげます。＊
問 1：わたしは ははに えんぴつを もらいます。

。
。

問 2：ははは わたしに えんぴつを あげます。＊
【場面 1】と【場面 2】は、モノの受け手が「わたし」になっているが、
「あ
げる」を用いている誤用である。アメリカ（JLA）、韓国（JLK）、中国（JLC）、
メキシコ（JLM）の学習者からその使用が目立っていたが、前述通りアメリカ、
韓国、中国の母語話者は客観的把握を好む傾向があることが明らかになってい
る。つまり、動作主中心に事態を捉え、かつ単にモノのやりもらいを述べてい
ることが窺われる。
【場面 3 モノの移動：学校→キム】
問題 1：キムさんは
（ ）（ ）何（ ）
問題 2：キムさんは
問題 3：学校は キムさん（ ）しょうじょう（ ）
＜回答＞
JLA①

問 1：キムさんは 学校から

何を

問 2：キムさんは 学校から

しょうじょうを

問 3：学校は
JLK⑤

キムさんに

JLK⑥

何を

問 2：キムさんは 学校から

しょうじょうを

何を

問 2：キムさんは 学校から

しょうじょうを

もらいましたか。

しょうじょうを
何を

問 2：キムさんは 学校から

しょうじょうを

もらいましたか。

しょうじょうを

JLK⑤

もらいました。
くれます。＊

くれましたか。＊

問 2：キムさんは 学校に

しょうじょうを

くれました。＊

問 3：学校は

しょうじょうを

あげます。

キムさんに

【場面 4 モノの移動：チョウ→あなた】
問題 1：あなたは
（
）何（
）
問題 2：チョウさんは
（
）何（
＜回答＞
JLA①

もらいました。
くれます。＊

問 1：キムさんは 学校から

何を

もらいました。
くれます。＊

問 1：キムさんは 学校から

問 1：キムさんは 学校から
JLM⑫

もらいましたか。

しょうじょうを

問 3： 学校は キムさんに

くれました。＊

くださいます。＊

問 1：キムさんは 学校から

問 3： 学校は キムさんに
JLK⑦

もらいましたか。

しょうじょうを

問 3： 学校は キムさんに

か。
。
。

）

問 1：あなたは チョウさんに 何を もらいましたか。
問 2：チョウさんは あなたに 何を くれますか。＊
問 1：あなたは チョウさんに 何を もらいましたか。
問 2：チョウさんは あなたに 何を くれますか。＊

か。
か。

JLK⑥
JLK⑦
JLM⑫

問 1：あなたは チョウさんに 何を もらいましたか。
問 2：チョウさんは あなたに 何を くれますか。＊
問 1：あなたは チョウさんに 何を もらいましたか。
問 2：チョウさんは あなたに 何を くれますか。＊
問 1：あなたは チョウさんに 何を くれましたか。＊
問 2：チョウさんは あなたに 何を あげましたか。

一方、
【場面 3】と【場面 4】は、第三者同士の授受であり、受け手は「わた
い」ではない。しかしながら、
「くれる」を使用している誤用が散見され、とり
わけ疑問文になると、
「あげる」と「くれる」の使用を混乱していることが窺え
た。そして、本問題の「あなた」は第三者であり、当状況を語るのが話者、つ
まり学習者本人であるが、どうやら問題の「あなた」を、学習者本人を指して
いると思い、
「くれる」を用いているようにも見受けられる。しかし、本稿には
まとめていないが、疑問文ではない叙述文の「あげる・もらう」に関する問題
は、よくできていた。このことから、第三者同士の授受関係を産出する場合は
叙述文と疑問文で学習者の理解が異なることが窺われる。
３．２ 行為の授受
行為の授受の結果も、モノの授受の結果同様、誤用が多かった例を中心にま
とめる。
【場面 5

行為の移動：田中→あなた】

問題 1：あなたは 田中さんに
問題 2：田中さんは
＜回答＞
JLA①
JLA②
JLT③
JLT④
JLC⑧

問 1：あなたは

何を

買って

か。
か。

田中さんに

何を

買って

あげましたか。＊

問 2：田中さんは あなたに

何を

買って

もらいましたか。＊

問 1：あなたは

田中さんに

何を

買って

あげましたか。＊

問 2：田中さんは あなたに

何を

買って

もらいましたか。＊

問 1：あなたは

田中さんに

何を

買って

あげましたか。＊

問 2：田中さんは あなたに

何を

買って

もらいましたか。＊

問 1：あなたは

田中さんに

何を

買って

くれましたか。＊

問 2：田中さんは あなたに

何を

買って

あげましたか。＊

問 1：あなたは

田中さんに

何を

買って

あげましたか。＊

問 2：田中さんは あなたに

何を

買って

もらいましたか。＊

【場面 5】は、第三者同士の行為（買う）の移動に関する問題である。前述し
た【場面 4】同様、疑問文の産出を求めている問題であるが、モノの授受では

できていた「もらう」を用いる場合も誤用が多く見られた。因みに JLT は台湾
の学習者のことを指す。
【場面 6 行為の移動：リム→わたしの妹】
問題 1：リムさんは

。

問題 2：妹は
＜回答＞
JLA①
JLA②
JLC⑨
JLV⑪

。

問 1：リムさんは 妹に

かばんを

買って

あげます。＊

問 2：妹は リムさんに

かばんを

買って

もらいました。

問 1：リムさんは 妹に

かばんを

買って

くれました。

問 2：妹は リムさんに

かばんを

もらって

問 1：リムさんは 妹に

かばんを

買って

あげました。＊

問 2：妹は リムさんに

かばんを

買って

もらいました。

問 1：リムさんは 妹に

かばんを

買って

あげました。＊

問 2：妹は リムさんに

かばんを

買って

もらいました。

あげました。＊

【場面 6】は、受け手が「わたしの妹」
、つまり「ウチ」になっているが、や
はり「あげる」を用いる誤用が多く見られた。前述した【場面 1、2】同様、
「く
れる」に関する理解が欠けていることが窺われる。因みに JLV はベトナムの学
習者である。
４．分析および考察
本調査の結果は、以下のようにまとめることができると考えられる。初級レ
ベルの学習者は、日本語のモノの授受と行為の授受の習得において、
① 受け手が「わたし」あるいは「わたしの家族」の場合に用いる「くれる」
の習得が難しい。
② 授受の対象が第三者同士になる場合は、疑問文になると「あげる」と「く
れる」が正しく使えない。
まず①に関しては、初級レベルで「くれる」を説明する際には、動作主が主
語になり、その場合受け手は「私」あるいは「私の家族」になるというふうに
受け手の範囲を限定して提示することが多いと思われるが、それでも「場面 1、
2、6」のような誤用が散見される。こういう傾向の原因としては、初級レベル
であるため母語との対訳語の有無なども考えられるが、日本語の「くれる」の
理解には冒頭で述べたように日本語独特の「ウチ・ソト」概念に対する理解が
必要である。本稿では、それを事態把握と関連付けて考えてみたい。認知主体
である話者（私）は、①のような状況をどのように捉えているだろうか。その

認知的な営みを図で示すと以下のように考えられる。

くれる
私＆私の内側

動作主
もらう

私
（認知主体）

図 1 日本語の「くれる」における認知主体の認知的な営み

図 1 で示しているように、日本語の「くれる」はある状況を捉えている認知
主体である「私」がその状況に臨場するといった営みが起こる。臨場という認
知的営みが生じたのは、冒頭でも述べた牧野の「共感（empathy）」と、池上の
「関与性（relevant）
」といった感情が認知主体である「私」に反映されたためで
あろう。つまり、認知主体である「私」は事態の中に存在する「私＆私の内側」
に成りすませて事態を捉え、それが「くれる」という表現で言語化することに
なる。
こういう傾向に関しては、寺村（1982）でも述べられているが、寺村は授受
表現のように日本語特有の視点を有する文型では、いわば人称に関する制約が
西洋語のように絶対的ではなく、相対的なものである点に注意が必要であると
している。また日本語の人称で西洋語と区別される点は、日本語ではいわゆる
「1 人称」は話し手自身だけではく、話し手が自分の側にあるもの、
「内側」の
ものと意識するものは全て入るとした（鄭 2019）
。
では、なぜ日本語には、1 人称に話し手自身だけでなく、話し手の側にある
者まで含まれるのだろうか。これは日本語がもつ主観性という性質と紐づけら
れていると考える。日本語は話者がある状況を言語化する際、話者がその状況
に共感し、話者自身にとって関与性があると判断した人物、即ち、牧野のいう
ウチ人称に臨場して発話する傾向があるということ、これが、日本語話者が好
む「主観的把握」である。それゆえ、日本語である状況を表出する際には認知
主体である話者と当状況、あるいは話者と当状況の登場人物との関連性が読み
取れないと、不自然さが残る。その代表的な表現に受身がある。
それに対して、英語、韓国語、中国語の母語話者は、ある状況を動作主中心
に語る傾向がある（「客観的把握」）、つまり事実を中心に言語化する傾向が強い
という研究結果があり、それに基づいて考えると、これらの学習者はある状況

を把握する認知的な営みが日本語話者とは根本的に異なるということになる。
したがって日本語話者の主観的把握に対する理解が欠けていれば、当然「くれ
る」のような授受表現はその運用が難しいことが予測できる。
こういう各言語話者による事態把握の傾向は、学習者だけではなく、指導す
る側も学習者がある状況を言語化する際、どのような認知的営みを行うのかに
ついて理解し、それを鑑みた上で指導していく必要があると考える。
次に②について述べる。初級レベルで授受表現を導入する場合、まずは「あ
げる・もらう」から提示することが多いと思われるが、その際には第三者同士
の場面からの導入、いわば「A さんは B さんにモノをあげました。」
「B さんは
A さんに（から）モノをもらいました。」のような導入が多いだろう。そしてこ
のような状況は学習者も習得が早い。ところがここで注意すべき点は、その状
況を言語化している話者は、A さんでも B さんでもない認知主体である「私」
であるということである。②のような状況を、認知主体である話者（私）がど
う捉えているのか、その認知的な営みを図で示すと以下のようになる。

あげる

A さん

B さん
もらう

話し⼿
（認知主体）

図 2 第三者同士の授受表現を捉える認知主体の認知的な営み

要するに、認知主体である「私」は事態のソトから状況を観察しているため、
当事態の当事者に共感や関与性を持たず、動作主を中心に単に事実を言語化す
るという営みを行う。それゆえ、このような状況では、話者が感じるその状況
への共感や関与性が表れる「くれる」は使えない。疑問文の場合も同様である。
「図 2」の A さんか B さんのどちらかを「あなた」に変えて考えてみると分か
りやすい。なお認知主体の認知的な営みから考察してみると、第三者同士の授
受表現を表出する際には、日本語でも動作主中心の客観的把握の性質を帯びる
ということが分かる。
このように日本語の授受表現は事態把握と深く紐づけられており、かつ状況
によってその性質が異なるため、学習者の習得が簡単ではないことが窺われる。
とりわけ、英語圏、韓国や中国からの学習者は、初級レベルでは母語からの負

の転移が起こりやすいため、これらの学習者には日本語話者が好む主観的把握
という性質を十分に理解させる必要があろう。
５．おわりに
本研究では、母語では客観的把握を好むとされる初級レベルの日本語学習者
が、日本語独特の視点を要する授受表現を習得する際にどういう傾向が見られ
るのかについて調べ、牧野の「ウチ・ソト」の概念と事態把握に基づいた考察
を試みた。その結果、日本語の授受表現の「くれる」は主観的把握の性質を帯
びているため、初級学習者にはその習得が難しいことが分かった。一方、第三
者同士の授受表現は日本語も客観的把握の性質を帯びているが、それが疑問文
になると運用が難しいことが窺えた。
日本語の授受表現は、中上級レベルになってもその誤用が多いことは多数の
研究から報告されている。本稿で提案しているように、初級レベルから日本語
のウチ概念や事態把握に基づいた指導を取り入れ、学習者の母語が好む言語化
タイプと日本語話者が好む言語化タイプが根本的に異なることを明示的に示
していけば、学習者の誤用を少しは減らせるのはないかと考える。
今後は、授受表現だけでなく、日本語話者の主観的把握がよく表出される言
語表現についてさらに精密に検証していきたい。
＊調査資料
「絵入り日本語作文入門‐文型による短文作成からトピック別表現練習へ‐」
（1989/10/30）C&P 日本語教育・教材研究会（著・編集）
、専門教育出版
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Introduction
For critically teaching Japanese culture, Kubota (2003) proposes the Four Ds
approach, which emphasizes the importance of a “descriptive understanding of culture,
diversity within a culture, the dynamic nature of culture, and discursive construction of
culture” (p. 69). A few studies drawing on this approach have been reported in JSL
(Japanese as a second language) contexts (e.g., Arai, 2019; Seo, 2019); however, little is
known regarding how a whole course on Japanese culture could be designed and
implemented in JFL (Japanese as a foreign language) contexts, especially for students
with little or no Japanese background.
This study reports an ongoing material development project for students learning
Japanese language and culture at an American university. Using Hendry’s book
Understanding Japanese Society (2019), this culture course—called JPN 310: Japanese
Language and Culture (hereafter JPN 310)—covers various topics such as the historical
and mythological foundation of Japan, the ie system, the society of uchi and soto, and
religious influences (i.e., God, gods, and kami). Although the focus of this course is
cultural aspects, students also learn and discuss numerous Japanese keywords throughout
the course. Guided by the Four Ds approach, the course aims to enable each student to
critically examine cultural perspectives, practices, and products and to become a critical
consumer/user of cultural information who can avoid seeing stereotypical images of
Japanese culture as objective truth.
Kubota’s Four Ds Approach
Kubota reasons that critical explorations and analytical inquiry are important for
educators and learners to further understand the target culture and to gain insight into the
fundamental nature of the culture. Therefore, she established the following concepts for

teaching culture, which are collectively called the Four Ds approach (2003):
(1) descriptive rather than prescriptive understandings of culture; (2) diversity
within culture, which addresses notions such as diaspora and hybridity; (3) the
dynamic or shifting nature of culture, which allows one to interpret cultural
practices, products, and perspectives in historical contexts; and (4) the discursive
construction of culture - a notion that our knowledge about culture is invented by
discourses, which requires us to understand plurality of meaning as well as
power and politics behind cultural definitions (Kubota, 2003, p. 75).
In the JPN 310 course, the Four Ds approach is used as a decision-making
device and a viable basis for critical understanding of the target culture. Furthermore, the
instructor is not seen as a mere purveyor of knowledge of the target culture in this
approach; rather, the instructor enthusiastically invites learners to produce and share their
own knowledge in the classroom.
JPN 310: Japanese Language and Culture
Course Description
JPN 310: Japanese Language and Culture is a survey of modern Japanese
culture. This survey includes the historical and mythological foundations of Japan,
including the house and family system, social systems, the education system, religious
influences and more. In this course, all lectures, discussions, and assignments are
conducted in English. There is no prerequisite for enrolling in this course. Some students
have previously studied or are currently learning the Japanese language, whereas others
have limited or no Japanese background. At the beginning of the course, Kubota’s (2003)
Four Ds approach is introduced and overviewed. Based on the Four Ds, there are five
interrelated objectives for the course (see Table 1).
Table 1 Course objectives.
1.
2.
3.
4.

Demonstrate extensive knowledge of and/or competency in the evolution of Japan from a
historical perspective, Japanese society and culture in general, and the modern Japanese
lifestyle.
Build empathy and openness towards people of various cultural backgrounds while developing
the ability to consider and respect cultural differences and avoid making impulsive judgements.
Access information, ideas, and opinions about Japanese culture from various sources (online
articles, books, magazines, novels, etc.) while realizing the possible influence of power and
politics behind such cultural artifacts.
Understand that cultural perspectives, practices, and products can vary according to gender,
race, ethnicity, generation, class, occupation, geographic region, and historical period (Cf.
Kubota, 2003, p. 71).

5.

Become a critical consumer/user of cultural information and avoid interpreting and sharing fixed
images of the target culture as objective truth.

Course Requirements
Students’ grades are based on their total points out of a maximum of 100 points.
Course requirements are presented in Table 2.
Table 2 Course requirements.
REQUIREMENTS
Class Performance
Leading Discussions
Show and Tells
Journals
Oral Exam
Individual Meetings
Project Proposal
Final Presentation
Total

POINTS
13
10
5
5
10
2
3
20

TIME(S)
N/A
2
2
4
1
2
1
1

POINTS
13
20
10
20
10
4
3
20
100

Leading discussions and class performance
Throughout the semester, learners lead class discussions on an assigned part of
the textbook. On the assigned day, learners give a brief summary of the reading, provide
thoughtful discussion questions, lead the class discussion and, if needed, prepare a
summary handout/quiz for their classmates.
Regarding class performance, learners are expected to engage in the leading
discussions and cultural tasks and activities, which are conducted by the instructor. The
topics discussed in the course are presented in Table 3. After each topic, the instructor
gives a lecture to summarize the chapter and provides discussion questions and cultural
tasks.
Table 3 Chapters of the textbook.
Chapter 1. Sources of Japanese identity
Chapter 2. The house and family system
Chapter 3. Socialisation and classification
Chapter 4. Community and neighbourhood
Chapter 5. The education system
Chapter 6. Status, hierarchy and ethnic diversity
Chapter 7. Religious influences
Chapter 8. Ritual and the life cycle
Chapter 9. Opportunities for working life
Note: Chapters 10-12 are not used in the course.

Show and tells
Learners present something about Japan that they would like to share with their
classmates. They can choose any topic related to Japanese culture. They are also asked to
prepare some visual aids (e.g., photos, physical items, etc.).
Reflective journals
Learners write four reflective journals in total. Each journal should (1) be
between 300 and 500 words; (2) consist of informal, personal reactions to any readings,
classroom discussions, or experiences related to this course; and (3) include at least one
of the following words: descriptive, diversity, dynamic, or discursive. The journals are
shared in class. Learners read classmates’ journals then offer comments.
Oral exam
This is a 30-minute face-to-face interview which is conducted at the end of the
semester. Learners are asked to discuss several keywords introduced in the textbook. This
exam does not aim to ask learners to memorize the information provided in the textbook;
rather, it aims to engage them in expressing critical cultural awareness and interpretations
towards their own and the target culture.
Project proposal, individual meetings, and final project presentation
For the final individual project, each learner is required to choose a topic based
on their own genuine interests. Two individual face-to-face meetings (20-30 minutes
each) are conducted to discuss their individual project and to confirm whether their
research questions reflect Kubota’s Four Ds approach. Learners also share their project
proposals in class and receive further feedback from their classmates. In a 15-minute final
presentation, learners are required to synthesize information and/or arguments from
several sources they have found and express their own opinions, giving explanations and
reasons.
Willis and Willis’ (2007) Task Generator
Despite the potential importance of Kubota’s Four Ds approach, what remains
opaque is the actual development of cultural tasks. Thus, I decided to utilize the task
generator (see Figure 1), which was originally developed by Willis and Willis (2007) for
language learning and teaching. According to Willis and Willis, based on the selected
topic, language instructors can identify and create seven different types of communicative
tasks: listing, ordering and sorting, matching, comparing, problem-solving, sharing

personal experiences, and projects and creative tasks. Willis and Willis suggest that
instructors can choose some of the task types, based on the nature of the selected topic,
but do not necessarily need to use all the types.
Figure 1 Task types (reproduced from Willis and Willis, 2007, p. 66).
Projects
and creative tasks
Sharing personal
experience
Problem solving

Listing

Ordering
and sorting

Your topic

Matching

Comparing

Tasks Used for “Understanding of Sushi”
This section provides examples of tasks for the “Understanding of Sushi” lesson.
JPN 310 offers some special lessons by the instructor or guest speakers. These special
topics (e.g., Japanese calligraphy, Kimono and Yukata, etc.) are not covered in the
textbook. “Understanding of Sushi” is one of the special lessons. Although Kubota’s Four
Ds approach and Willis and Willis’ task generator are utilized throughout JPN 310, the
explanation of this particular topic in this paper is intended to help readers identify how
Kubota’s Four Ds approach and Willis and Willis’ task generator can be integrated to
create seven types of tasks and how learners can engage in those tasks.
It should be noted that the following tasks intentionally make good use of
various resources such as non-academic online articles so that learners can critically
investigate the cultural information and avoid consuming and sharing the information. At
the end of each task, information on task types and the Four Ds is given in parentheses.
Task 1: How is sushi written and drawn?
First, an ukiyo-e of sushi drawn by Hiroshige Utagawa in the Edo period is
shown (see Figure 2). Learners guess what the food is, what kinds of ingredients are used,
and when the ukiyo-e was drawn. Next, after different types of characters for sushi are
shown, learners discuss the purpose of using the different characters for sushi. Finally,
they talk about their own sushi experiences, such as what kinds of sushi they have eaten,
when and where they ate them, and how they perceived them.
(Sharing personal experiences) (Diversity within a culture)

Figure 2 PowerPoint slide for Task 1.

Task 2: Definitions of sushi
Based on their experience and knowledge, learners are asked to give keywords to
represent sushi, such as fish, rice, expensive, and Japanese food. Then, they define sushi
and share their definitions with the class. Next, using their smartphones and tablets, they
examine several definitions provided by encyclopedias and dictionaries and compare them
with their own definitions. The instructor also provides some definitions (see Figure 3).
(Listing/Comparing) (Descriptive understanding of culture)
Figure 3 PowerPoint slide for Task 2.
cold rice dressed with vinegar, formed into any of various shapes, and garnished
especially with bits of raw seafood or vegetables
https://www.merriam-webster.com/dictionary/sushi
a staple rice dish of Japanese cuisine, consisting of cooked rice flavoured with vinegar
and a variety of vegetable, egg, or raw seafood garnishes and served cold. Restaurants
specializing in sushi abound in Japan, where subtleties of preparation find a
discriminating clientele.
https://www.britannica.com/topic/sushi
Task 3: History of Sushi
While learners discuss modern sushi in the previous task, Task 3 encourages
learners to explore the historical development of sushi culture. First, an ukiyo-e of sushi
stands drawn by Hiroshige Utagawa in the Edo period is shown in class (see Figure 4).

Figure 4 PowerPoint slide for Task 3.

Learners are asked to describe how sushi was sold in the Edo period. The
following excerpt can also be shown to help learners understand how sushi culture
historically developed in Japan.
There is little doubt that nigiri-zushi was intended for ordinary people who in the
course of a busy day could, without much fuss and bother, grab a couple of
pieces of sushi at one of the many outdoor kiosks found all over Edo in the 19th
Century. This was much like the current practice of casually picking up a readymade sandwich or a hot dog. After the great earthquake of 1923, the sushi-stands
in Tokyo moved indoors and were transformed into proper bars or restaurants
(Mouritsen, 2009, p.17).
Using the ukiyo-e and the book excerpt, learners understand that sushi was sold
at the stands. These stands are similar to mobile food stands selling street food (e.g., hot
dogs), as can be seen in New York City.
(Comparing) (Descriptive understanding of culture)
Task 4: Is this also sushi?
The instructor shows various types of sushi (e.g., nigiri-zushi, temari-zushi,
maki-zushi, temaki-zushi, chirashi-zushi, oshi-zushi, inari-zushi, California rolls, etc.)
found in Japan and asks learners whether each sushi conforms to their own definitions of
sushi. Each picture of sushi can be matched with the provided descriptions. The instructor
also shows several unique sushi (e.g., shrimp tempura rolls, fried sushi rolls, mango sushi
rolls, sushi sold at a food stand in a Thai night market, etc.). Those different types of
sushi can be categorized based on ingredients or types.
(Matching/Ordering and sorting) (Diversity within a culture)

Task 5: How is sushi defined in different languages?
Learners revisit the definitions of Task 2 and the instructor suggests that even the
definitions from encyclopedias and dictionaries are not perfect descriptions. To further
emphasize the importance of descriptive understanding of a culture, the following excerpt
from Wikipedia is shown:
Sushi (…) is a Japanese dish of prepared vinegared rice (鮨飯, sushi-meshi),
usually with some sugar and salt, accompanying a variety of ingredients (ネタ,
neta), such as seafood, vegetables, and occasionally tropical fruits. Styles of
sushi and its presentation vary widely, but the one key ingredient is “sushi rice”,
also referred to as shari (しゃり), or sumeshi (酢飯) (“Sushi,” n.d.).
After confirming the description of sushi on English Wikipedia, learners are also
asked to examine the same article on Japanese Wikipedia and discuss the differences
between the two pages. One of the differences is that the English article uses the term
“tropical fruits,” whereas the Japanese article does not. Learners discuss the reasoning for
this difference. Learners who can understand other languages also report how other
definitions in the language(s) they know define sushi.
(Comparing) (Descriptive understanding of culture)
Task 6: Are you eating authentic sushi?
Some students may argue that those idiosyncratic sushi dishes discussed in Tasks
4 and 5 are not traditional or authentic sushi. With a focus on authenticity, Task 6
encourages learners to discuss what authenticity and authentic sushi are, and by whom or
how authenticity has been constructed. They can also make a list of the ingredients or
traits required for authenticity. After the discussion, the online article entitled “5 Ways to
Identify Authentic Sushi”—which suggests five points (e.g., “Mostly Japanese Staff,”
“Mostly Japanese Customers,” and “No Cuisine from Other Countries”)—can be used to
further discuss how and by whom authenticity can be constructed and the potential
dangers of a binary distinction between authentic and inauthentic.
(Listing) (Discursive construction of culture)
Task 7-1: Watching East Side Sushi
Task 7 is a role play task. As a pre-task activity, learners read the following
description of the movie entitled East Side Sushi, which can be found on YouTube
(https://www.youtube.com/watch?v=Qt-OBSb_EGo):

Single mom Juana, can slice and dice anything with great speed and precision.
After working at a fruit-vending cart for years, she decides to take a job at a
local Japanese restaurant, which provides security and benefits. Intrigued by the
food, she learns to make a multitude of sushi on her own, fusing it with her own
culture. When she attempts to become a sushi chef, she is shut down since she is
the ‘wrong’ race and gender. Against all odds, Juana embarks on a journey of
self-discovery, determined to not let anyone stop her from achieving her dream.
Next, learners watch the first half of the movie (00:00:00 - 1:13:00); if the class
does not have enough time, a 16-minute part of the movie (00:57:00 - 1:13:00) can be
watched instead. Before the role play, learners can discuss several topics such as “How
and by whom were the ‘correct’ race and gender decided?” and “Why do some people
want to or need to maintain traditions?” Learners are encouraged to share their own
experiences and refer to other examples.
(Sharing personal experiences) (Discursive construction of culture)
Task 7-2: Discussing sushi from different perspectives
In this task, some learners are asked to play the role of an outsider of the target
culture (i.e., Juana), while other students play the role of an insider (i.e., Mr. Yoshida)
who is the owner of the sushi restaurant and insists that Juana is the wrong race and
gender from his perspective (see Figure 5).
Figure 5 Role cards for Task 7-2.
You are Juana.
Try to convince Mr. Yoshida of the importance of hiring
you as a sushi chef, providing several reasons!

You are Mr. Yoshida.
Give Juana the reason why you cannot hire her as a sushi
chef (other than “because she is a woman and not
Japanese”).

To wrap up the task, learners also attempt to offer possible solutions shaped by
their perspectives as the third party. Next, they watch the rest of the movie and share their
impressions and thoughts about the ending of the movie.
(Problem-solving) (Diversity within a culture/Discursive construction of culture)
Task 8: Reflection
Learners reflect on what they have learned in this lesson. For example, they can
share any differences between their previous beliefs and views towards sushi and their
current understanding. It is also suggested that commonly accepted values and
interpretations vary depending on the country and region and the historical period. Their
thoughts can also be expressed in a reflective journal. In relation to the topic, the
instructor encourages learners to expand their exploration of the topic by discussing
potential topics and research questions for their final project.
(Projects and creative tasks) (All four Ds)
Conclusion and Future Studies
This study reported an ongoing material development project for JPN 310:
Japanese Language and Culture. To illustrate how the Four Ds approach and the task
generator can be integrated in tasks, this study introduced the “Understanding of Sushi”
lesson. Examining the learners’ perceptions and their actual understanding of the Four Ds
approach is definitely important for revamping the course, which I could not discuss in
any detail in this paper and which deserves further investigation.
Note:
Please contact the author if you wish to receive a copy of the teaching materials for the
above sushi tasks and/or the original syllabus of JPN 310: Japanese Language and
Culture.
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1． はじめに
本研究は、⽇本語教育の授業を開始するときの、いわゆる「導⼊」部分について、教師
と学習者の双⽅の観点から調査したものである。⼀般的に⽇本語教師が⾏う導⼊の仕⽅に
は様々な⽅法があるが、その中の⼀つで、⽇本語学習者との⾃然な会話から徐々にその授
業で教える表現に近付いていくというものがある。⽇本語教育では、このような学習者に
気づかれないように、⼀種の芸術的な導⼊の仕⽅が重視されている。しかし、残念ことに
学習者はこのやりとりを授業とは直接関係のない世間話もしくは授業を始めるにあたって
のウォーミングアップトークだと思っていたという留学⽣が筆者らの⼤学には多数いた。
また、留学⽣の⺟国での授業のほとんどは前述した⽇本の⾃然な会話での導⼊の形をとっ
てはおらず、明確に復習や練習という項⽬で始まっている。このように、教師の狙いと学
習者が受け取るものとの間にギャップがあることが分かった。
この事実から、⽇本語教師が考える⼀般的な授業への導⼊というものを改めて考察する
ことで、学習者が授業の際に感じることや望むことを明らかにし、⽇本語教師と学習者が
⽬指すべき⼀つの授業の在り⽅というものを共有したいと。また、留学⽣たちの⺟国では
主流である導⼊を明確にするという⽅法では、導⼊に対する教師の負担と前述した学習者
との認識のギャップを軽減することも期待できる。その為、筆者らは以下のような形から
アプローチを試みた。
また、⽇本語教育は歴史と共に変化しているので、⽇本語教育の歴史を俯瞰し⽇本語教
育がどのように変遷してきたかも確認することにした。歴史を振り返ることで⽇本語教授
法が変化し、そのため導⼊も歴史と共に変化していったことが予想されるからである。そ
こで、歴史とその時々の教授法をまとめた後、導⼊における調査を⾏い、学習者のニーズ
に合わせた導⼊とはどういうものなのかを提案できるようしたい。ここで⼀つ断っておき
たいことは、この研究が今までの導⼊の⽅法を否定したり、正しい導⼊というもの提⽰す
るものではないということである。そして、⼀⼈⼀⼈の教師が考えた導⼊の⽅法をより効
果的に活⽤できるものにしたいという考えのもとに、今回の調査結果をここで述べようと
思う。しかし、先⾏研究において、⽂法の導⼊⽅法や導⼊の準備とその準備物の活⽤など

に関するものは多くの存在するのだが、テーマにあるようにそもそもの「導⼊」について
考察したものは少ないように思われる。
以上のような理由から、２つの調査を⾏った。

⽇本語学習経験者に導⼊についてのアンケート調査を⾏い、その後フォローアップイン
タビューの調査も⾏った。また、冒頭の⽅法で導⼊している授業の動画を学習者に観ても
らい、その感想をアンケート調査にて考察した。
2．先⾏研究
丸⼭(2010)では⽇本語教育の中上級者における授業では、授業を「導⼊→読解を中⼼とす
る題材の理解→その理解をもとにした発展的な活動を⾏う、という３つのプロセスに分け
るのが⼀般的である」としている。その導⼊については細かな指導技術を求められないため
理念や指導の姿勢に終始されており、具体的に語られることがないと述べている。
また、導⼊も「⾶⾏機型、ヘリコプター型、ロケット型」の３つのタイプに分け、それぞれ
の特徴をまとめ、導⼊時の談話を分析している。例えば⾶⾏機型は「⽇常から話題となる材
料を掘り出し、それについて、⾔わば世間話的な会話をしながら、そのやり取りを通し、学
習題材の主要テーマへと導いていく導⼊」としている。ヘリコプター型は「⾶⾏機型同様、
学習者の⽇常から話題となる材料を掘り出し、段階を追って学習題材の主要テーマへと移
⾏していこうとするのだが、ある時点でそれが中断されてしまい、教材のテーマや教材その
ものにあたってしまう導⼊」のタイプと定義づけている。ロケット型は「ほとんど事前の知
識や情報を与えることなしにいきなりテーマに⾔及し、学習者の意⾒を聞いたり、実習⽣
（教師）がテーマについての⾒解を述べたり、教材の読解作業に移⾏してしまう導⼊」であ
ると述べている。その中でも実習⽣（教師）はヘリコプター型になってしまう傾向が強いと
している。談話の組み⽅が稚拙である場合、その談話の背景や経緯、因果関係が⼗分に検討
されないので、学習者のスキーマも形成されずに、題材理解に望まずに移⾏してしまうこと
がヘリコプター型の問題であるとしている。導⼊において求められることは「題材の問題構
造の意識化とその「授業化」である」と述べている。ここでいう実習⽣とは⽇本語教師養成
講座の受講⽣のことであり、これらの授業のタイプはその受講⽣の実習授業のことを述べ
ている。
李(2018)では、導⼊時のコミュニケーションにおいて何がなされているかという観点で
『みんなの⽇本語』の『⼿引き』の導⼊例を分析し、⽂法積み上げ式のアプローチに基づく
⽂型導⼊の活動において、参加者の間で特定の関係性が創出されたことを述べている。
しかし、実際の教室実践のあり⽅や⽂型導⼊の活動を分析し、その際に参加者の間で何が
なされているか、それらが『⼿引き』に⽰された導⼊とどのように異なっているかを明らか
にする必要があるとも述べている。
佐々⽊・宮本(2003)は 2001、2002 年にフィリピン⽇本語⽂化学院の⽇本語教師養成講座
において実施した３クラスの分の教案の導⼊部分を対象にどのような導⼊⽅法がとられた

かを調査した。導⼊⽅法として、教師は発話と並⾏してパフォーマンス、視覚情報、⽂字情
報などを主に使⽤することによって、導⼊をしていることが明らかになった。また、語彙の
導⼊においては絵カード、語彙リストを使い、表現においてはスキットが最も多く使われて
いることが述べられている。補⾜だが、ここでいう表現とは、電話や⾯接でよく使われる表
現（フレーズ）などのことである。さらに、教師の負担を減らす⼯夫として、導⼊時に使⽤
したものを⽂法の説明や基礎練習、応⽤練習などに⽣かせる汎⽤性の⾼いものにし、教案作
成をすることが求められると述べている。
上記のように導⼊に関しての研究は少なくないが、それらの多くは談話や談話分析、教材
の使⽤法などであり、教師のパフォーマンスに準拠した導⼊の役割について述べられたも
のではない。また、教師とのやり取りが⼀⾒効果的であるように述べられているが、学習者
はどのように感じているかという観点で研究したものは少ないと思われる。
そのため、次章からは教授法の変化とその歴史を確認し、導⼊の変遷を⾒てみることとし、
また実際の⼿引書の⽐較、学習者がどのように感じているかを述べていく。
3．⽇本語教育史
⽇本語教育の歴史をここでは３つに分類し、俯瞰していく。３つの分類とは、戦前、戦中、
戦後とする。
「導⼊」を直接明⾔したものは少ないが、導⼊に関するであろう教授法に関し
ては変遷がなされている。
3.1 戦前
⽇本語を国家事業として本格的に開始されたのは 1895 年(明治 28 年)の台湾においての
ことである。下関条約の締結から台湾の統治が始まった時期である。それ以前のものとして
は、
「⽇本語教育」というよりも「学習」という⾯が強い。16 世紀から 17 世紀前半にかけ
て、学習者のキリシタン宣教師団の布教活動を⽬的にした⽇本語学習や、17 世紀から 18 世
紀半ばにかけてロシアに流れ着いた⽇本⼈漂流者による⽇本語教育も特殊な例として挙げ
られる。
16 世紀後半から 17 世紀前半にかけて来⽇したキリシタン宣教師たちは⼝語表現が主に
学習の対象のように扱われている。イエズス会宣教師(1595)『羅葡⽇対訳辞書』や同じくイ
エズス会(1598)『落葉集』(1603〜1604)『⽇葡辞書』など、⼝語を中⼼に⽂書語、⽅⾔、卑
語、歌語、⼥房詞、幼児語までの語彙が集められ、その数は約 3 万 3 千語に達する。その中
でもロドリゲスは(1604〜1608)『⽇本⼤⽂典』を著している。全 3 巻からなるこの著書は、
活⽤や品詞を中⼼に論じた 1 巻、⽇本語の構造と助辞を中⼼に敬語や⽅⾔、アクセント等
について述べた 2 巻、⾔語⽣活に関する⽂体や⼈名について述べた 3 巻からなる。⽇本語
の習得についても、
「この⾔葉は理解するだけで使うべきではない」といった事例を挙げて
いる。また、16 世紀半ばにキリシタン宣教師の活動が活発になってきたころ、中国⼈によ
る⽇本語学習や⽇本語研究も本格的になった。しかし、中国⼈による⽇本語学習や研究はい
ずれも単語レベルにとどまっており、⽂法的な記述はなかった。

また、この戦前期にはロシアに漂流し⽇本語教師になった例もある。1744 年 11 ⽉に⽵内
徳兵衛が所有した多賀丸の乗船者らがロシアに漂流した。そのうち、数名が、カムチャツカ・
ヤクーツク・ペテルブルグ・イルクーツクへと送られ⽇本語教師となった。そのうちのひと
り、サノスケは現地の婦⼈とのあいだに息⼦をもうけたが、その息⼦は(1782)『レクシコン』
を編纂した。ロシア語 977 語をアルファベット順に配列し、約 50 の会話⽂も取り上げてい
る。
また、ロシアに漂流したものとして⼤⿊屋光太夫も有名だが、実際に⽇本語を教えたとい
う記録はない。しかし、ペテルブルグ滞在中に『欽定全世界⾔語⽐較辞典』の改訂の仕事に
参加し、300 近い⽇本語の単語には彼の出⾝の伊勢の⽅⾔が反映されている。
ロシアに漂流した者たちが、⽇本語教育、⽇本語学習書・辞書を作成したが、主体は学ぶ
側のロシア⼈側にあった。したがって、今⽇意味するところの「⽇本語教育」てはかけ離れ、
⼿探りの状態であった。
ロシアでは⼀漂流⺠の⾔葉が⽇本語のすべてであったが、⼀⽅のキリシタン宣教師の⽇
本語学習は体系的に⽇本語をとらえようとし、効果的な学習⽅法もあで考えがめぐらされ
ていた。ただ、キリシタン宣教師の⽇本語学習は、習うより慣れよといった側⾯が強く、⽇
本語のネイティブの視点に⽴ち、そこから暗記して、使⽤するといった学習が主であり、ネ
イティブから「教えて」もらうといったものはなかった。そのため、今⽇の⽇本語教育的な
学習は、まだまだ⼿探りであり学習者が主体であった。
3.2 戦中
19 世紀末になり、アジアにおける覇権を⽬指した⽇本語普及政策を推し進め、台湾、朝
鮮の植⺠地では国語としての⽇本語教育が⾏われた。第⼀次世界⼤戦後には中国⼤陸で、第
⼆次世界⼤戦に突⼊するとアジア各地で振興政策の下で強制的な⽇本語教育が⾏われた。
この時期はいうなれば侵略的⽇本語普及教育の時代とも呼ぶことができる。ここでは、国別
において⽇本語教育の歴史を⾒ていく。
台湾の⽇本語教育は台湾総督府が創設され伊沢修⼆が主体となって「国語教育」の名で⽇
本語教育が始まった。⽬的は「⽇本語をもって⾔語の通ずることに尽くし、しかるのちに彼
らの脳裡の開拓にとりかかるべきである」として伊沢は抱負を述べている。⽇本の良⺠にな
るためには、教育が必要であると説き、伊沢⾃らも進んで学級を受け持ち、⽇本語の授業を
始めた。1895 年から 1930 年までの 35 年の間は⽇本語理解者は 10 パーセントにも満たな
かったが、軍政的な締め付けが強くなると 1941 年には⽇本語理解者は 57 パーセントにも
達した。しかし、そのような締め付けが厳しくなると、芝⼭巌事件がおきた。
台湾での⽇本語教育を『⾔語⽣活』では「⽇本語でものを考えるほど⽇本語を浸透させた」
「教育をする側の熱意、献⾝的な努⼒」
「台湾初期の総督は清廉潔⽩な軍⼈で腐敗のない政
治をおこない、これが島⺠の⼼を得た」などと「成功」したと述べられている。この成功は、
教授法が原因と論じている。ここでは、グアン式直接法によって⽇本語教育が進められた。

朝鮮での⽇本語教育では、⽇韓併合前では、⽇本語だけでなく算術や理科、地理、歴史、
修⾝などの普通学や実学も教えられた。⽇本語を通して近代的な知識も得るという⼀⽯⼆
⿃を狙っていた。1905 年には統監府が設置され、普通学校、⾼等学校で⽇本語教育が⾏わ
れた。この時期に「国語としての⽇本語」の時代への下地が作られた。1910 年に⽇韓併合
がなされると、朝鮮の国語を⽇本語とするような教育が強⾏された。こうした国語教育の教
授法の⾯で指導的役割を担ったのが、グアン式直接法を提唱した⼭⼝喜⼀郎であった。皇国
⾂⺠の性格に変えようとする意図があったのである。また、導⼊は直接法で何をやり⽬的は
なにかをはっきりと明⽰していた。
満州国でも同様に、⽇本語教育が⾏われたが、新学制の国⺠学校制度の下で展開されてい
く。初級⼩学校は国⺠学校、⾼級⼩学校は国⺠優級学校に改められ、
「国⺠科」という新教
育課程も創設された。従来の修⾝、国⽂、⾃然、地理、歴史、⽇本語を包括したもので、授
業は教授⽤語の違いによって「⽇本語によるもの」と「学習者の⺟語によるもの」に⼤別さ
れた。中等教育機関では、すべての科⽬が⽇本語で教えられ、そこで学んだ⽇本語能⼒が卒
業後の進路に影響した。満州国ではこのような、⽇本語教育は⽇本精神扶植の⼿段として⽇
本語の普及が図られ、科学的な⾔語政策ではなく、軍部の⾔うがままのものであった。
アメリカでの⽇本語教育では、開戦後、⽇本語が解せるだけでなく⽇本の暗号読解までと
いったものも⽇本語教育の⽬標になり、⻑沼直兄編纂の『標準⽇本語読本』がテキストに⽤
いられた。⽇系⼈教師を登⽤し、直接法にて会話だけでなく、
「読み」
「書き」にも重点を置
いた。学習者は徹底してインフォーマントの話⽅を模倣し、暗記するという⽅法もとられた。
「戦争のための⽇本語教育」が戦後ドナルド・キーンなどの⽇本語研究家等を⽣み出した。
これらの他にも清国からの留学⽣の⽇本語教育や、イギリスの⽇英同盟破棄後の⽇本語
の学習などもある。いずれにしても多くが戦争のための⽇本語教育であった。
3.3 戦後
戦後では⾔語⽂化研究所付属⽇本語学校(⻑沼直兄)編と国際学友会(鈴⽊忍、坂⽥雪⼦ほ
か)編の 2 つがまず挙げられる。戦前、戦中の教科書を継続したものであるが、国内外を問
わず使⽤されている教科書であったため使⽤された。1960 年代にはこれらを基に留学⽣を
受け⼊れていた⼤学や技術研修⽣に⽇本語教育を⾏っていた機関で、オーディオ・リンガル
法に影響を受けた教科書が作られるようになった。また 1980 年代までの⽇本語が盛んに学
ばれるようになるまでの代表的な教科書であった。また、1980 年代までの時期までに多く
の教授法や理論が盛んに研究された。1945 年にはオーラル・アプローチの理論が発表され、
1956 年には⽇本にオーディオ・リンガル・アプローチが⽂献で紹介された。1963 年にサイ
レントウェイが提唱され、1969 年にはトータル・フィジカル・リスポンスが開発された。
⽇本には 1984 年にトータル・フィジカル・リスポンスが「中国帰国者⽇本語学級会」にて
実施された。1972 年にはカウンセリング・ラーニングが開発され、1979 年にはサジェスト
ペディアが、1984 年コミュニカティブ・アプローチが宣伝されたといった流れがある。

1970 年代には、国際交流基⾦が開設され、このころに場⾯シラバスや機能シラバスが作
られるようになった。
先進国の中でも国費留学⽣や政府派遣留学⽣が少ないことから、1983 年に留学⽣受け⼊
れ 10 万⼈計画が打ち出された。それに伴って 1985 年に「⽇本語教員の養成について」を
基に、学科や課程の設置も進んだ。2008 年には「グローバル戦略」として留学⽣ 30 万⼈計
画が策定され、2020 年までに⽬標達成が⽬指された。また 2008 年には⼊管法が改訂され
技能実習制度が発⾜した。2004 年から 2012 年にかけて、⾼度⼈材の育成やその予備軍と
なる留学⽣の⼈材育成プログラムなど様々な政策を打ち出している。21 世紀に⼊りこのよ
うな流れをくみ、⽇本語教育の役割は「教育する」から「⽀援する」へ、そして今⽇では「共
⽣する」とパラダイムシフトしてきている。
3.4 歴史的流れのまとめ
以上のように歴史を俯瞰したが、歴史は現代の⽇本語教師も無関係ではないように思わ
れる。こうした歴史の⾃覚の有無が教室現場での⽇常の教室活動や教師と学習者との信頼
関係に微妙に影響することは少なくない。また、学習者の⽇本語を学ぶ背景が変化すれば、
教授法やそのテクニックは変化する。
このような歴史の流れから、私たちは以下で述べるように教室活動の⼀つである導⼊の
変化を考える。学習者が⽇本での就労はもちろん動機の 1 つであることもあるが、近年は
ポップカルチャーや⽇本の歴史といったものを知るために学習している留学⽣も少なくな
い。歴史的な導⼊がどのようなものがあったかは⼀部しかわからなかったが以下のような
流れになっていることが分かる。
⽂法訳読法

→

→

ナチュラル・メソッド

→

オーディオリンガル・アプローチ

コミュニカティブ・アプローチ

4．調査
4.1 ⼿引書間の⽐較
⼿引書の選定は、⼀般的に著名なもので初級⽇本語学習者向けの教科書であり、教師⽤の
⼿引書が市販されているものの中から以下の４点を選んだ。
『⽇本語の教え⽅ ABC―「どう
やって教える?」にお答えします』
、
『みんなの⽇本語初級 I 第 2 版 教え⽅の⼿引き』
、
『⽂
化初級⽇本語 I・II 改訂版 教師⽤指導例集』
、
『GENKI: An Integrated Course in Elementary
Japanese [ Teacher's Manual ](2nd Edition) 』いずれも教師への導⼊の例⽂が記載されてい
るものである。⼿引書によっては、
「導⼊」についての定義付けを冒頭で述べているものが

あり、その２冊の内容をここで紹介する。
『⽂化初級⽇本語 I・II 改訂版 教師⽤指導例集』では「導⼊では、学習項⽬の⽂型の意
味や使い⽅を理解させ、形を確認します。学習⽂型がよく使われる場⾯を選び、絵や実物な
どを使って学⽣とやりとりをしながらわかりやすく⽰します。導⼊の際は新出語をできる
だけ使わず、既習⽂型を⽤いて説明します。１つの例だけではわかりにくい場合は、複数の
例を挙げて⽰すこともあります。基本的には、導⼊にはあまり時間をかけません。板書は学
習項⽬の⽂型を提⽰し、ポイントとなる部分や練習の際に必要となる応答の例などを視覚
的に⽰すものです。板書の漢字使⽤やルビについては対象学習者に合わせてください。本指
導例集では第６課まではひらがなとカタカナで、第７課からは漢字を使⽤します。また板書
の中の品詞は漢字で表記し、第６課まではその品詞にルビをつけてあります。
」
また、
『⽇本語の教え⽅ ABC―「どうやって教える?」にお答えします』にはこのように
記載されていた。
「導⼊には、⼤きく分けて語彙の導⼊と⽂型の導⼊があります。新しい課
に⼊るとき、まず新しい語彙の意味、発⾳、どんな⽂でどう使うのかということを、絵カー
ドや実物（レアリアともいう）で⽰し、同時に発⾳練習をします。⽂型の導⼊は、その⽂型
がどんな場⾯や状況で使われるのかを、なるべくわかりやすい例⽂で⽰します。新しい語彙
の導⼊は既習の⽂型を使って⾏い、新しい⽂型の導⼊は既習の語彙を使ってする、というの
が原則です。
」どちらの⼿引書においても、導⼊の際に絵カードや実物（レアリア）を使う
こと、できる限り既習の語彙と⽂型を使って導⼊をすることという内容が記載されている
点に共通点が⾒られた。残りの２冊には特にこのような説明はなされていなかった。
また、その他の共通点として、前述の２冊には板書のイメージ図がその⽂型ごとに書かれ
ているという点も挙げることができ、この点は実際に授業をする教師、特に経験の少ない教
師にとって⾮常に参考になるものと思われる。そして、これらの４冊を通して各⼿引書の導
⼊例を⾒たときに板書の指⽰や絵カードなどを使って導⼊をするのではなく、⾃然な会話
だけでの導⼊例が特に多く⾒られたのは『みんなの⽇本語初級 I 第 2 版 教え⽅の⼿引き』
であった。そのような導⼊⽅法では、会話⽂のみが書かれており、前提として教師⾃⾝の⼯
夫が必要であると感じた。このように読者（教師）にあまり指⽰を与えず、シンプルに書か
れている点が他の３冊とは幾分異なっていた。
以下は『みんなの⽇本語初級 I 第 2 版 教え⽅の⼿引き』からの導⼊例の抜粋であり、前
述した会話のみの導⼊の⼀例である。
(A)
導⼊ いっしょに〜ませんか
例

S に週末の予定などを聞く。

T：皆さん、⼟曜⽇に何をしますか。
S１：わかりません。
S２：うちで休みます。

T：わたしは⼟曜⽇京都へ⾏きます。S１さん、いっしょに京都へ⾏きませんか。
このような⾃然な会話での導⼊を学習者が授業の⼀環だと認識することができなかった場
合、前述した丸⼭(2010)の「ヘリコプター型の問題」が起きてしまうのではないかと筆者ら
は考え、(A)の導⼊に対し、実物や板書を利⽤した『⽂化初級⽇本語 I・II 改訂版 教師⽤指
導例集』の導⼊（B）を実際に調査対象者に受けてもらい、その後アンケートでその感想を
採ることとした。
(B)
誘う表現を導⼊する。映画のチケットを２枚準備し、次のようなやりとりをする。
T：⼟曜⽇の映画のチケットがあります。映画が好きな⼈は S１さんですね。S１さんにプレ
ゼントします。どうぞ。
（チケットを１枚渡す。
）
S１：ありがとうございます。
T：S１さん、１⼈で映画を⾒に⾏きますか 。
S１：１⼈で？⾏きません。いつも友達と⾏きます。
T： あ、チケットがもう１枚あります。これも S１さんにプレゼントします。どうぞ。
（チ
ケットを渡す。
）S１さんは誰といっしょに⾏きたいですか。
S１：S２さんです。
T： じゃ、S２さんに⾔ってください。⼟曜⽇、映画を⾒に⾏きませんか。
S１：⼟曜⽇、映画を⾒に⾏きませんか。
S２：OK！
次のような板書をしてクラス全体で読み、形を確認する。
A：⼟曜⽇、映画を⾒に⾏きませんか。
動詞（ます形）

4.2 調査⽅法
前述で述べた⼿引書に記載されている勧誘表現の学習項⽬の導⼊例を忠実に再現したビ
デオ映像（A と B）を⽤意し、調査対象者に⾒てもらった。その際事前に学習項⽬を含めそ
れぞれの導⼊⽅法の違いや筆者らの狙いなど、ビデオ鑑賞後のアンケートへの返答に影響
を与えてしまうような内容は⼀切明かさずに調査を⾏った。尚、アンケートの質問内容は、
それぞれのビデオにおいて「教師はどんなことを教えていたか」
、
「授業内容の分かりやすさ
はどうだったか」
、
「どちらが分かりやすかったか（理由を含む）
」
、
「授業とはどのようにあ
るべきか」
、
「その他(⾃由記述)」という５つの質問を⽤意した。
この 2 つの導⼊⽅法を採⽤した理由は、これらの導⼊が丸⼭(2010)の⾔う、導⼊におい
て求められることは「題材の問題構造の意識化とその「授業化」である」という⾯において
⼤きな違いがあり、対極的な導⼊例のスタイルをとっていると思えたからである。さらにこ

の２つの導⼊⽅法を⽐較することで調査対象者がそれぞれの⽅法にどのような感想をもつ
のかということを分析できると考えたためである。
4.3 調査対象者
授業の映像を⾒て、
アンケートに答えてもらった対象者は 10 名である。
国籍は韓国４名、
カナダ３名、タイ 2 名、ネパール１名である。また、この中には⽇本語学校を卒業している
者も含む。現役の学習者だけでなく、⽇本語学校を卒業した元学習者の⾒解は現在⽇本語学
校や⼤学などの教育機関で⽇本語を学ぶ学習者とは違った視点を持つ分、今回の調査には
有意義であると判断したため、今回の調査対象に加えた。
4.4 アンケート調査と結果
10 名中８⼈が B の導⼊の⽅がわかりやすいと回答し、教師が教えようとしていたことが
勧誘表現であることを⾔い当てられていた⼈数は９名であった。また B を選んだ理由とし
てはレアリアがあったこと、板書が⽰されたことで視覚的な効果があったこと、シチュエー
ションが明確であったこと、学習者に⽂法フレーズをリピートさせていた点、場⾯設定をし
て学習者を⾃然に誘導していた点などがその理由として挙げられた。
⼀⽅で A に関しては、
⽇常会話のようで印象に残らなかった、教師が⽇常会話をしたいのかと思った、何を伝えた
いのか曖昧である、何の⽂法を勉強しているのかわからなかった、などの回答があった。
反対に A の⽅が分かりやすいと回答した対象者は２名いた。そのうちの１名は A の学習
項⽬を「週末の予定を尋ねる」と考えおり、今回の導⼊の意図が伝わっていなかったことが
明らかになった。もう１名の対象者は A、B それぞれが勧誘表現であることを理解していた
上で「シンプルな会話で分かりやすかった」と回答した。その回答の興味深かった点は、A
と B のどちらの状況も即座に理解できる学習者にとっては、⾃然会話のようなシンプルな
導⼊においても教師の狙いが理解できており、より簡単なやりとりの⽅を好んだというこ
とである。実際、即時に反応できる学習者は、このような⾃然会話におけるシンプルな会話
の中からも教師の意図を汲み取ることができるので、⾃然会話のような導⼊でも既習項⽬
の復習として使うことには、多くの学習者にとっても効果があるのではないかという⼀つ
の可能性が結果として得られた。
全体を通して「授業とはどのようにあるべきか」という質問に関しては、
「教師が最初に
⽂法の使い⽅を教え、その⽂法を学習者が使って発話ができるようにするやり⽅が良い」、
「はじめに何を覚えるのかを明確にしてほしい」などの回答が得られた。つまり、学習者は
⼀部の教師が⽬指すような⾃然な会話での導⼊よりも、意図的に学習項⽬が明⽰された導
⼊スタイルを好む傾向が強いように思われる。
4.5 具体的な導⼊の教案例
そこで前述したような⾃然会話のみによる導⼊の例⽂しか⼿元にない場合や⼿引書がそ

もそもないという場合でさらには導⼊に⾃信があまり持てない際には、以下の点に気を付
けて教案を作るとよいのではないかと思われる。
・授業が始まっていることを明確にするための声掛けを⾏う、もしくは本時の学習項⽬を明
⽰する
・絵カード、レアリア、プロジェクター等の教材を使⽤し、視覚的な注意を引きつける
・板書を⽰したり、⼝頭で指⽰を出したりすることで学習者に読む、書く、聞く、発話する
など動作をさせる
これらを含め、具体的な導⼊の例を以下に⽰す。
『みんなの⽇本語初級 I 第 2 版 教え⽅の⼿引き』第９課（⾃然会話のみの例として）
導⼊ 〜が好きです
例１
T：わたしはきのうビールを飲みました。おとといもビールを飲みました。今晩も飲みます。
あしたも飲みます。毎⽇飲みます。わたしはビールが好きです。
例２
T：わたしは先週映画を⾒ました。おとといも⾒ました。あしたも⾒ます。わたしは映画が
好きです。
提案例１
T：皆さん、これは何ですか。
（ねこと⿂の絵カードもしくはイラストを⽰す）
S：ねこです。⿂です。
T：ねこは⿂が好きです。
（板書でも⽰す。板書上のねこ、⿂の⽂字の近くに使った絵カード
等を貼る）
これを⾒てください。
（くまとはちみつの絵カード等）
くまははちみつが好きです。
（先ほどと同様に板書でも⽰す）
⾔ってください。
S：くまははちみつが好きです。
T：わたしはきのうビールを飲みました。おとといもビールを飲みました。今晩も飲みます。
あしたも飲みます。毎⽇飲みます。わたしはビールが好きです。
（ビールの絵カード等）
S1 さんは何が好きですか。
（⽤意してきた絵カード等から選ばせてもよい）
S：わたしは○○が好きです。
（板書する）
T：S1 さんは○○が好きです。みなさん、⾔いましょう。
板書例

ねこは⿂が好きです。
（〜〜は〜がすきです。
）

『みんなの⽇本語初級 I 第 2 版 教え⽅の⼿引き』第 24 課（⾃然会話のみの例として）
導⼊ 〜てあげます
T：友達は来週ヨーロッパへ旅⾏に⾏きます。でも⼤きいかばんがありません。
わたしは⼤きいかばんを友達に貸しました。私は⼤きいかばんを貸してあげました。

提案例２
T：皆さん、この絵を⾒てください。
（困っている⼈の絵カードもしくはイラストを⽰す）
この⼈はわたしの友達です。来週、ヨーロッパに旅⾏に⾏きます。でも⼤きいかばんが
ありません。わたしは⼤きいかばんがあります。
（かばんの絵カード等を⽰す）
わたしは友達にかばんを貸しました。ともだちはどのような気持ちだと思いますか。い
い気持だと思いますか。いやな気持だと思いますか。
S： いい気持ちだと思います。
T：そうですね。（ハート♡の切り抜きを嬉しさや好意として⽰し、それを友達の絵の⽅に
移動させる）
私は⼤きいかばんを友達に貸してあげました。
（ハート♡を教師から絵に移動させ、好
意をあげたことを視覚的に表現する）
これを⾒てください。
（⺟親と⼦どもと本の絵などを⽰す）
お⺟さんは⼦どもに本を読みます。ここにハート♡がありますね。何て⾔うといいです
か。
S：お⺟さんは⼦どもに本を読んであげます。
T：いいですね。ハート♡がありますね。
板書例

わたしは友達にかばんを貸してあげます
（〜〜は〜〜に〜〜〜てあげます）

提案例のように⼈物、動物、⾷べ物、スポーツなどの絵カード等を使い、いくつかのパタ
ーンを⽰し、また学習者と板書を確認し、⼝を合わせながら発話をするというやり⽅なども、
⾃然会話を教師が話すだけより、効果的ではないだろうか。
5．まとめ
アンケート調査の結果から、導⼊の際には、レアリアや板書などの視覚的要素を取り⼊れ
ることが学習者の理解を促すことの⼀因になるということが⾔えたのではないだろうか。

また、フレーズをリピートさせることや板書を確認させると、聞いたり、読んだりしてから
⾃⾝で発話をするという⼀連の流れができるので、学習者が今授業を受けているという認
識を深めやすくなるのだと思われる。
⼀⽅、視覚的なものや教師からのキューのようなものがない状態では、⾃然な会話での導
⼊が授業の始まりだと感じられず、どこがポイントなのか掴むことができず、結果として教
師の意図するものが伝わらないということが⾔えるのではないだろうか。もちろん、教師と
学習者との⼈間関係やそれぞれの学習施設などの授業における⽅針等の状況は⼀概に同様
でないのであるが、今回の調査から⾔えることは、教師が授業として何を学習者に伝えよう
としているのかをまず認識させることが導⼊において⾮常に重要であるということではな
いだろうか。それを実現するために視覚的なものや実物に近いもの、そして場⾯設定を効果
的に提⽰する必要があり、逆にそれらが⽋如している場合、残念ながら学習者が教師の意図
に気が付けずにただの会話で終わってしまうこともあるのだろう。
ただ興味深かったのは、
「A の⽅がシンプルな会話で分かりやすかった」という回答であ
る。A と B のどちらの状況も即座に理解できる学習者にとっては、⾃然会話のようなシン
プルな導⼊においても教師の狙いが理解できており、それは同時に⾃然会話のみによる導
⼊が成功していたことを意味するからである。また、実際、今回の調査では⼤半の回答者が
B の⽅が分かりやすいと答えていた中で、このマイノリティーの回答から我々が考察でき
るものがあるからである。つまり、このように即時に反応できる学習者は、実際には⼈数的
には少ないことが予想さえるのであるが、このような⾃然会話における導⼊を既習項⽬の
復習として使うには、多くの学習者にとっても効果があるのではないかということである。
ただ、今回の調査は復習ではなく導⼊についての調査であるので、これ以上の記述は控える
こととする。
総じて、⽇本語を学習し習得することを⽬的とした授業の場合、⼤半の回答者が答えたよ
うに導⼊においては、何を学ぶのかを明らかにした⽅が⽣徒のニーズに応えらえると考え
る。その際に、授業が始まっていること、教師が伝えたいことを明確に学習者に伝え、それ
がきちんと伝わることが最重要ポイントではないだろうか。その際に、レアリアや視覚的な
ものを⽤いたり、教師からのキュー出しをすることが、それらの理解と認識を助け、さらに
は筆者らが冒頭で危惧していた、学習者に教師の⾏う導⼊が直接授業とは関係のない世間
話や学習前のウォーミングアップトークだと思われてしまうような誤解を解くことに繋が
るのではないだろうかと考える。
6．今後の展望
今後は A の例⽂のような⾃然な会話の導⼊が既習項⽬の復習に適しているのかの調査を
試みる。また、今回のアンケートに対する調査対象者の⼈数が少なかったので、次回はその
⼈数を増やし追調査を⾏っていきたい。加えて、⽇本⼈⽇本語教師、外国⼈⽇本語教師、学
習者、既に学習活動を終えた⽇本で暮らす外国⼈などにも調査対象を広げ、彼らの視点から

も調査をしていきたいと考えている。
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非母語話者教師の日本語学習における学習動機尺度を用いた調査と分析
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SURVEY AND ANBALYSIS FOR NON-NBATIVE SPEAKER TEACHERS’
LEARNING MOTIVATION
-TARGETED TO FILIPINO TEACHERS IN SECONDARY EDUCATION村上 奈未
新谷知佳
Nami MURAKAMI
Chika SHINTANI
国際交流基金マニラ日本文化センターi
The Japan Foundation, Manila
Bernadette S. Hieida
デ・ラサール大学
De La Salle University
1. 背景
フィリピンでは、2009 年から中等教育に日本語を含む外国語（スペイン語・
フランス語1）プログラムが導入され、外国語科目がフィリピン全土の公立高校
計 57 校で開講されている。国際交流基金（2017）の 2015 年度海外日本語教
育機関調査によると、2015 年時点の中等教育課程における学習者数は 5,595 人
で、フィリピン全体の日本語学習者数の約 10％を占めている。
一方、フィリピンの公立高校で外国語を教えている教師に視点を移すと、他
国とは異なる特徴が伺える。フィリピンでは、外国語教師養成のための学部、
コースを有する大学はなく、公立高校で外国語を教えている教師は、フィリピ
ン教育省の支援要請を受けた各国の言語教育機関が実施する教師養成研修を修
了し、教壇に立つことになる（大舩他,2012）。日本語の教師養成研修を担っ
ているのは、国際交流基金マニラ日本文化センター（以下、JFM）であり、2 年
又は 3 年の教師養成研修を実施している。また、教師養成研修に参加する教師
は、すでに自身の公立高校で英語や社会といった教科を指導している現職教師
で、研修に参加すると、主教科と外国語の指導を兼任する教師として各学校で
授業を行うこととなる。
日本語の教師養成研修は、フィリピンの新学期開始前の夏季休暇（4・5 月）
で集中的に行われる。この研修では、フィリピン中等日本語教育用教材
『enTree -Halina! Be a NIHONGOJIN!!-』の指導方法や日本語・日本文化の学
習が進められる。前述したように、フィリピンの公立高校で指導する日本語教
師は、すでに自身の高校で他教科を指導する教師であるため、研修参加者のほ
1

2009 年に、日本語・スペイン語・フランス語が導入。その後、2010 年にドイツ語、2011 年に中国語、2017 年に韓国語が

導入されている。

とんどが、この研修で初めて日本語にふれ、日本語学習やその教授法の学習を
開始することになる。
そして、夏季研修後は、毎月 1 回フォローアップ研修が実施され、夏季研修
後も引き続き、指導方法や日本語の習得に関する研修が行われる。このような
研修を 2 年又は 3 年継続し、研修を修了する。研修修了後は、JFM が定期的に
実施している教師向けのワークショップに参加し、指導法や日本語のブラッシ
ュアップを続けていくことになる。
2009 年度から開始された第 1 期生の研修では 29 名、第 2 期生は 21 名の現職
教師が教師養成研修に参加した(大舩他,2012)。2019 年度からは第 5 期生の研
修が開始されており、フィリピン全土で 100 名以上の教師が日本語教師として
教壇に立っている。
しかしながら、繰り返しになるが、フィリピンの中等教育に導入されている
外国語教育の特性上、現職の他教科の教師がさらなる教師研修を受けて外国語
の教師になる。また、2 年ないし 3 年という長期間にわたる研修を継続するこ
とは、通常の業務を抱える教師にとっては容易でないことは想像に難くない。
このような現状の中で、研修を修了した教師たちが、どのような動機付けを
持って日本語学習や教師研修に取り組んだのか、教師たちの気持ちを把握し、
今後の研修を設計していくことが必要であると考える。また、フィリピンの中
等教育において日本語教育が継続され、今後も教師養成研修が続く際に、教師
たちの学習の動機付けを知っておく事で、教師への心情的なサポートにも活か
していくことができるだろう。
2. 調査の目的
本調査の目的は次の 2 点である。1 点目はフィリピンの公立高校で日本語を

教える教師が、どのような動機付けを持っているのか全体像を把握、分析をす
ること、2 点目は、属性別（性別、年齢、地域、研修の期、主担当の教科）で
分析を行い、その相違点を検討することである。
3. 調査について
3.1
アンケートの作成と構成
本調査で使用したアンケートは全て英語で作成し、Google Forms で実施し

た。アンケートは、動機付けに関する質問とフェイスシートから構成されてい
る。質問項目は、三和・外山（2015）と竹口他（2016）を参考に、フィリピン
の現状に合わせて加筆・修正を行い 39 項目の問を設定した。質問のカテゴリ
ーは、1.内発動機付け、2.義務感、3.公的獲得、4.承認・比較志向、5.職業利
用、6.子供志向、7.熟達志向、8.私的獲得、9.コミュニケーション、10.制度
的利用、11.無関心の 11 カテゴリーに分類される。回答形式は、それぞれの質

問項目に「1.強く賛成する」「2.賛成する」「3.どちらでもない」「4.反対す
る」「5.強く反対する」の 5 つの選択肢から選択する形式である。また、フェ
イスシートでは、性別、年齢、地域、研修の期、主担当の教科について尋ねて
いる。
質問は全て日本語で作成し、英語の翻訳を行なった。日本語教育が専門で、
日本語と英語にも精通している 2 名を翻訳者として立て、まず、翻訳者 1 が日
本語で書かれた質問項目を英語に順翻訳を行った。それから、翻訳者 2 が、英
語で書かれた質問項目の逆翻訳を行い、原版の日本語を比較して、大きく異な
る点を修正した。このプロセスを何度か繰り返し行い、英語版の質問項目を作
成した。
3.2
調査時期と調査対象者
調査は、2019 年 12 月 17 日から 12 月 27 日の間に実施した。調査対象は、

2009 年度から 2018 年度までに JFM の日本語教師研修を修了した第 1 期生から
第 4 期生で、現在も日本語を教えている教師 65 名を対象に実施した。その結
果、回答率は 73,8%で、計 48 名から回答を回収することができた。調査対象者
の具体的な属性は、表 1 の通りである。
表1
性別

年齢

主教科

調査協力者の属性

男

女

7

41

20〜29

30〜39

40〜49

50〜59

60〜

8

18

12

8

2

英語

社会

フィリピン語

体育

理科

数学

TLE2

その他

20

9

6

2

2

3

4

2

4. 調査結果
4.1
カテゴリー別の結果
以下、調査結果をカテゴリーごとに集計したものを表にした。各回答の割合

2

Technology and Livelihood Education の略で、情報技術や家庭科といった科目を総合的に学習する教科である。

(%)と回答値の平均を示している。また、表の 1 から 5 は、「1.強く賛成す
る」「2.賛成する」「3.どちらでもない」「4.反対する」「5.強く反対する」
を示しており、配列は平均値の小さい方から大きい方へ並んでいる。
4.1.1 内発的動機付け
No.

項目

1

2

3

4

平均

2.1

4.2 1.52

12.5 6.3

2.1

4.2 1.54

日本語の授業の準備をするのは面白いから

62.5 27.1 2.1

6.3

2.1 1.58

4

日本語の指導について勉強しているとワクワクする
から

66.7

2.1

4.2 1.58

5

日本語は、学んでいて満足感が得られる内容である

62.5 16.7 10.4 6.3

4.2 1.77

1

日本語の指導について勉強することが好きだから

2

日本語は、学んでいて面白いと感じられる内容であ
る

3

72.9 12.5 8.3

5

75

25

2.1

このカテゴリーでは、参加者たちが日本語や指導方法を学ぶ上で、どのような
内発的動機付けを持っているのかを尋ねている。
内発的な動機付けとして、全体の 85.4％が「日本語の指導について勉強するこ
とが好き」に「強く賛成する」「賛成する」と回答している。また、「日本語を
学んでいて面白い」について、87.5%が「強く賛成する」「賛成する」に回答して
いる。「日本語の授業の準備は面白い」についても、89.6%が「強く賛成する」
「賛成する」と回答しており、日本語や日本語の授業準備に面白さを感じている
ことが読み取れる。一方で、「日本語は学んでいて満足感が得られる内容であ
る」では、79.2%が「強く賛成する」「賛成する」に回答しているが、およそ 20％
が、「どちらでもない」、「反対する」もしくは「強く反対する」に回答してい
る。初めて日本語を学ぶ参加者にとって、日本語学習は、不安を感じたり、満足
感が得られにくいといった考えを持つ参加者がいたと読み取れる。
4.1.2 義務感
No.
6

項目
日本語の学習は、授業の準備に必要
だから

1

2

3

4

5

平均

77.1

14.6

0

4.2

4.2

1.44

7

日本語の学習は、学校での指導に必
要だから

79.2

12.5

2.1

2.1

4.2

1.44

8

日本語の学習は、教師の義務だから

52.1

29.2

10.4

2.1

6.3

1.81

9

日本語の学習は、仕事の一部だから

54.2

18.8

14.6

2.1

10.4

1.96

このカテゴリーでは、参加者が日本語学習に義務的な動機付けを持っているか
どうかを尋ねている。「日本語の学習は授業の準備に必要」「日本語の学習は学
校での指導に必要」の質問項目に全体の 91.7％が「強く賛成する」「賛成する」
に回答している。学校では日本語の教師として教壇に立つ必要があるため、研修
を進めていく中で、義務的な動機付けも自ずと高くなってきたと考えられる。
「日本語の学習は仕事の一部だから」という質問に対して、14.6%が「どちらで
もない」、12.5%が「強く反対する」「反対する」と回答している。およそ 27％の
参加者たちが、日本語学習に対して、仕事上の義務以外で学習の動機付けを持っ
ていることが分かる。研修を開始した時は、日本語学習は義務的な動機付けだっ
たが、学習を継続していく中で、何らかの動機付けの変化があった参加者がいた
ことが考えられる。この点については、質的調査や縦断的調査が必要となってく
るだろう。
4.1.3 公的獲得
No.

項目

10

日本語を知っていると他の人から尊敬、また
は出来る人と見られるから

11
12

1

2

3

4

5

平均

31.3 18.8 35.4 8.3

6.3

2.33

日本語を身につけていると、他の人に自慢で
きるから

27.1 27.1 37.5 4.2

4.2

2.42

日本語を学ぶと人より賢くなると思えるから

20.8 20.8 37.5 10.4 10.4

2.6

このカテゴリーでは、日本語を学ぶことが、周囲から尊敬されたり、誇らしく
思える対象になるかどうか尋ねている。50.1％が「日本語を知っていると他の人
から尊敬、できる人とみられる」について、「強く賛成する」「「賛成する」と
回答している。また、54.2％が「日本語は他の人に自慢できる」に「強く賛成す
る」「賛成する」と、半数の回答者が日本語を身につけていることが、尊敬され
たり、誇らしく思えたりする事柄だと感じているようである。一方で、30％強の

回答者が「どちらでもない」10％が否定的な回答をしているように、一定の参加
者は日本語学習を他者からの評価対象として考えていないと思われる。
4.1.4 承認・比較志向
No.

項目

1

2

3

4

5

平均

13

日本語の勉強をしっかりすることで自
52.1
己満足度が高くなるから

27.1

16.7

2.1

2.1

1.69

14

子供たちから認められたいから

22.9

31.3

35.4

6.3

4.2

2.38

15

他の先生から認められたいから

25

20.8

31.3

14.6

8.3

2.58

16

他の先生もみな日本語の勉強をしてい
14.6
るから

22.9

35.4

10.4

16.7

2.81

17

他の先生に負けたくないから

2.1

33.3

18.8

41.7

3.81

4.2

このカテゴリーでは、他者から認められることや他者と比較して負けたくない
気持ちが、学習の動機付けになっているかどうかを尋ねている。「日本語の勉強
をすることで自己満足度が高くなる」では、79.2%が「強く賛成する」「賛成す
る」と回答している。その一方で、「他の先生に負けたくないから」では、60.2%
が「強く反対する」「反対する」と回答している。このことから、参加者にとっ
て、他者と比較して負けたくないという気持ちより、自分自身のために日本語の
学習を行うという動機付けの方が高いことが分かる。平均値の並びからも、“自
分自身のため”や“生徒のため”の動機付けが高くなっており、勝ち負けや競争
心が動機付けとなっている参加者は少ないと言える。
4.1.5 職業利用
No.
18

項目
日本語は、職業を通して社会に貢献
しようとする時に役立つ内容である

1

2

3

4

5

平均

70.8

14.6

6.3

4.2

4.2

1.58

このカテゴリーでは、日本語・日本語の指導が、社会に貢献すると思うかどう

か尋ねている。70.8%が「強く賛成する」14.6%が「賛成する」と回答している。
80%以上が日本語は社会に貢献する内容であることに肯定的な考えを持っているこ
とが分かる。
4.1.6 子供志向
No.

項目

1

2

3

4

5

平均

19

生徒にわかりやすい日本語の授業をした
85.4
いから

8.3

0

0

6.3

1.33

20

生徒が安心して日本語の授業を受けられ
83.3
るようにしたいから

10.4

0

2.1

4.2

1.33

21

生徒に確かな日本語を身につけて欲しい
81.3
から

12.5

0

2.1

4.2

1.35

22

生徒の日本語に対する興味・関心を高め
79.2
たいから

12.5

2.1

2.1

4.2

1.46

18.8

4.2

2.1

2.1

1.58

23

生徒が日本語の授業をより理解できるよ
うにしたいから

72.9

このカテゴリーでは、生徒のために良い授業がしたい、生徒に確かな日本語を
身につけて欲しいといった“自身の生徒”が日本語学習の動機付けになっている
かどうかを尋ねている。「生徒に分かりやすい授業を行いたい」という問いに、
93.7%が「強く賛成する」「賛成する」に回答している。「生徒が安心して授業を
受けられるようにしたい」の項目においても同様の回答となっている。このこと
から、参加者たちが、自身の生徒に分かりやすい授業を提供することや生徒たち
が安心して授業を受けられるようにすることが、日本語学習の動機付けになって
いることが分かる。また、その他の項目でも、90%以上が「強く賛成する」「賛成
する」と回答している。参加者にとって、自身の生徒たちが、学習の強い動機付
けになっていることが読み取れる。

4.1.7 熟達志向
No.

項目

1

2

3

4

5

平均

24

日本語の指導について勉強するこ
とは自分にとって大切だから

85.4

8.3

0

0

6.3

1.33

25

日本語の学習や授業準備は、授業
での実践に重要であるから

83.3

8.3

2.1

2.1

4.2

1.35

26

日本語の授業がうまくなりたいか
ら

75

18.8

2.1

2.1

2.1

1.48

27

日本語の学習は、自分自身の成長
につながるから

68.8

22.9

2.1

2.1

4.2

1.5

このカテゴリーでは、日本語の授業の向上や教師としての成長についてを尋ね
ている。「日本語の指導について勉強することは大切だから」では、93.7%が「強
く賛成する」「賛成する」と回答、また、「日本語学習や授業準備は実践に重要
である」においても、91.6％が「強く賛成する」「賛成する」と回答している。
日本語の教師として、指導方法と日本語学習は大切であるという考えを持ってい
ることが分かる。
「日本語の授業が上手くなりたい」の項目に関しては、93.8%が「強く賛成す
る」「賛成する」と回答しており、日本語指導の向上も強い動機付けになってい
ることが分かる。
4.1.8 私的獲得
No.

項目

1

2

3

4

5

平均

28

日本語の学習は自分という人間に
対して興味関心を持てるから

64.6

16.7

10.4

6.3

2.1

1.65

29

日本語の学習は自分の個性を活か
すのに役立つから

60.4

25

8.3

4.2

2.1

1.77

30

日本語を学ぶことによって自分ら
しい自分に近づけるから

37.5

31.3

27.1

2.1

2.1

1.96

31

日本語を学ぶと自分自身のことが
より理解できるようになるから

29.2

39.6

22.9

4.2

4.2

2.1

このカテゴリーでは、日本語を勉強することによって自分のことを理解した
り、自分の望ましい自己に繋がったりするかどうかについて尋ねている。総じ
て、どの項目も賛成率が高い結果となっていることが分かる。「日本語学習は、
自分という人間に対して興味関心を持てる」では、81.3%が「強く賛成する」「賛
成する」と回答している。研修に参加するまでは日本語に触れたことがない参加
者たちが、研修に参加し日本語の学習を続けていく中で、自分の新たな一面を発
見していったのではないかと考えられる。
また、「日本語学習は自分の個性を活かすのに役立つ」では、85.4%が「強く賛
成する」「賛成する」に回答している。他教科の教師として活躍していた参加者
たちにとって新たに研修を受けることは、その研修期間や日本語学習が、これま
での自分の教授経験等を活かせる場所となったのではないかと考えられる。
4.1.9 コミュニケーション
No.
32
33

項目

1

2

3

4

5

平均

81.3

12.5

2.1

2.1

2.1

1.31

日本人との問題解決に役立つと思
47.9
える内容である

39.6

8.3

2.1

2.1

1.79

日本人とコミュニケーションする
のに役立つと思える内容である

このカテゴリーでは、日本語学習が日本人とのコミュニケーションや協働をす
る上で大切かどうかを尋ねている。「日本人とコミュニケーションするのに役立
つと思える」では、93.8％が「強く賛成する」「賛成する」と回答している。フ
ィリピンの一部の公立高校では、国際交流基金が日本語パートナーズ3を派遣して
おり、現地の教師が日本語でコミュニケーションをする機会が増えたことや日本
へ研修に行く機会もある。日本人とのコミュニケーションにおいて、日本語学習
が必要であると思っていることが分かる。
また、「日本人との問題解決に役立つ」でも、87.5％が「強く賛成する」
3

日本語パートナーズは、国際交流基金が 2009 年から実施している事業で、アジアの中学・高校に日本人を派遣し、日本

語の授業のアシスタントや日本文化の紹介を行う。

「賛成する」に回答していることからも、上記のような活動によって、日本人と
のやりとりが増えたため、このような結果になったと考えられる。
4.1.10 制度的利用
No.

項目

1

2

3

4

5

平均

34

日本語の学習は、日本語能力試験の
89.6
合格に役立つ内容であるから

4.2

0

0

6.3

1.35

35

日本語の学習は、日本やフィリピン
で就職できる可能性の高まる内容で 68.8
あるから

20.8

2.1

0

8.3

1.58

このカテゴリーでは、日本語学習が日本語能力試験（以下、JLPT）の合格や就
職に役立つ内容かどうかを尋ねている。「日本語学習は、JLPT 合格に役立つ」で
は、93.8％が「強く賛成する」「賛成する」と回答している。研修に参加した多
くの教師が、N5 や N4 の合格を目指しているため、試験に合格することも日本語学
習の動機付けになっていると考えられる。
また、「日本語学習が日本やフィリピンで就職できる可能性が高まる」では、
89.6%が「強く賛成する」「賛成する」と回答していることから、日本語学習が実
利的な目的の実現に有利になると考えていることが分かる。
4.1.11

無関心

No.

項目

1

2

3

4

5

平均

36

なぜ日本語の指導について勉強し
ているのか全く考えたことがない

12.5

27.1

16.7

22.9

20.8

3.02

12.5

6.3

27.1

12.5

41.7

3.48

8.3

2.1

27.1

16.7

45.8

3.9

37

38

なぜ日本語の学習をするのか全く
考えたことはない
日本語の学習や日本語の指導につ
いて学ぶ理由について考えたがそ
の理由を見出せない

39

日本語の指導について学んでも自
分には関係ない

4.2

2.1

8.3

12.5

72.9

4.31

このカテゴリーでは、日本語学習や日本語の指導は自分には関係ないと感じて
いるかどうかについて尋ねている。ここで注目したいのは、「強く賛成する」
「賛成する」の回答率である。「なぜ、日本語指導を勉強しているか考えたこと
がない」では、39.6%が「強く賛成する」「賛成する」に回答している。約 4 割の
回答者が、日本語の指導について勉強しているのかを考えずに、もしくは考える
機会がなく、日本語教師として日本語を教えていることが伺える。
また、「日本語学習や指導について学ぶ理由を見出せない」では、10.4％が、
「日本語指導について学んでも自分に関係ない」では、6.3％が「強く賛成する」
「賛成する」と回答している。研修に参加した教師の中には、そのような気持ち
を持ちながら研修に参加していた参加者もいることが分かる。
4.2
男女比較の結果
ここでは、属性別による動機付けの相違を検討していく。フェイスシートにお

ける回答をもとに、男女別は T 検定、年齢・地域・研修の期・主担当の教科は分
散分析を行なった結果、男女別においてのみ有意差が見られたため、以下に分析
結果を示していく。男女別では、各項目の回答に T 検定を実施し、5%水準で有意
差があった項目とその平均値を表にして分析する。
男女別で有意差が出たのは 14 項目であった。総じて、女性の方は賛成率が高い
結果となった。女性は、「生徒に分かりやすい授業をしたい（No.21)」「生徒に
確かな日本語を身につけて欲しい（No.19）」といった”子供志向”の傾向が強い
ことが分かる。自分が指導する生徒たちに日本語をしっかり学んで欲しい、その
ために、日本語やその指導方法を学びたいという動機付けを持っていることが分
かる。
カテゴリー

No

項目

女

男

有意差

内発的動機付け

4

日本語は、学んでいて面白いと感じられる内容であ
る

1.37

2.14

p=.005

内発的動機付け

5

日本語は、学んでいて満足感が得られる内容である

1.59

2.57

p=.036

義務感

8

日本語の学習は、学校での指導に必要だから

1.24

2.29

p=.037

職業利用

18

子供志向

日本語は、職業を通して社会に貢献しようとする時
に役立つ内容である。

1.34

2.86

p=.003

19 生徒に確かな日本語を身につけて欲しいから

1.20

2.29

p=.001

子供志向

21 生徒にわかりやすい日本語の授業をしたいから

1.17

2.29

p< .001

子供志向

22

1.20

2.14

p< .001

子供志向

23 生徒の日本語に対する興味・関心を高めたいから

1.24

2.29

p=.003

熟達志向

25

1.20

2.14

p< .001

熟達志向

26 日本語の学習は、自分自身の成長につながるから

1.34

2.43

p=0.009

熟達志向

27

日本語の学習や授業準備は、授業での実践に重要で
あるから

1.20

2.29

p=0.002

私的獲得

30 日本語の学習は自分の個性を活かすのに役立つから

1.42

2.86

p=0.025

制度的利用

34 日本語の学習は、JLPT 合格に役立つ内容であるから

1.12

2.29

p< .001

制度的利用

35

日本語の学習は、日本やフィリピンで就職できる可
能性の高まる内容であるから

1.34

3.00

p< .001

生徒が安心して日本語の授業を受けられるようにし
たいから

日本語の指導について勉強することは自分にとって
大切だから

また、「日本語の指導について勉強することは大切である（No.25）」「日本語
学習や授業準備は、授業の実践で重要である（No.27）」と考えており、教師とし
て日本語を指導する上での“熟達”も日本語学習の動機付けとして持っているこ
とが分かる。さらに、日本語学習は、「JLPT 合格に役立つ内容であり
（No.34）」、「日本やフィリピンで就職できる可能性が高まる（No.35）」と考
えており、日本語学習が就職や試験に合格するために必要であると認識してお
り、そのことも学習の動機付けになっていることが分かる。
一方で男性は、女性と比較するとやや賛成率の低い結果となったが、「生徒が
安心して日本語の授業を受けられるようにしたい（No.22）」と思っており、その
ために「日本語の指導について勉強することは大事である（No.25）」という動機
付けを持っていることが、女性と同様に、“子供志向”と“熟達志向”が学習の
動機付けとなっていることが分かる。しかし、「日本語学習が日本やフィリピン
で就職できる可能性が高まる(No.35）」と思うことには否定的であり、「日本語
は職業を通して社会に貢献するのに役立つ（No.18）」といった点にもやや否定的
な考えを持っていることが分かる。男性は教師として指導する上での義務や自ら

の成長が学習の動機付けになっていると考えられる。
5. まとめと今後の課題
今回、フィリピンの公立高校で日本語を教える教師が、日本語学習に対してど

のような動機付けを持っているのか調査・分析をした。全体の傾向として、「生
徒にわかりやすい授業を行いたい」、「生徒が安心して授業を受けられるよう」
といった“子供志向”や「日本語の授業が上手くなりたい」といった“熟達”が
全体の傾向として見られた。また、他者から認められるためではなく教師として
よりよい授業にするためという傾向が強いことも伺えた。一方で、およそ 40％の
参加者が、日本語の指導についてなぜ勉強しているのか考えずに、研修に参加し
ていたことが分かった。
男女別の比較では、女性は、“子供志向”や“熟達”の他に、試験や就職を見
据えた学習の動機付けも高いことが分かった。男性は、女性より賛成率が低かっ
たものの、女性と同様のカテゴリーで賛成率が高かった。教師としての義務や自
らの成長が動機付けとして見られ、試験や就職を考えた学習の動機付けは低いこ
とが分かった。
今後の課題として、質的な調査や縦断的な調査を行うことがあげられる。今回
の調査では質問紙を作成し、データから分析・考察を行なった。しかし、参加者
の動機付けをより理解するためには、データだけでは把握仕切れない箇所がある
はずである。この点を明らかにすることは、次回の課題となるだろう。
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多読活動から話す活動への展開（初級後半のクラスでの実践報告）

BEYOND TADOKU – TAKING EXTENSIVE READING TO SELF-DIRECTED
ACTIVE ENGAGEMENT
REFLECTIONS FROM THE CLASSROOM
中 智恵子
Chieko Naka
サラローレンス大学
Sarah Lawrence College
1. はじめに
日本語教育の現場で「多読」活動が広く取り入れられるようになってきた。ク
ラス活動、課外活動、そして、自主活動。どのような形であれ、多読の日本語習
得に及ぼす利点は確かなものだと認識されてきている。では、学習者にとってど
のように実践的な学びとなっているのだろうか。また、その活動には、どのよう
に発展させていく可能性があるのだろうか。
本発表は、2016 年より秋学期に 1 回ずつ行ってきた、「多読にもとづいた発
表会」の実践報告である。本年度で 4 回目を迎えたこの活動を紹介、検証し、多
読活動の展開の可能性について考察したい。
2. サラローレンス大学の日本語プログラムの状況
2-1. 多読を導入することになった経緯
2015-16 の年度にそれまであった日本語 1～3 の 3 つのレベルを大学側の予算の
問題から 2 つのみに縮小すると 2015 年の 4 月の段階で発表された。この影響で、
日本語 3 が開講されなくなり、その年度に日本語 2 を履修している学生は、9 月
から始まる新年度で日本語の継続ができなくなってしまった。また、当時日本に
短期留学していた学生の中にも、9 月に本大学に戻り日本語 3 を履修することで
日本語学習の継続を予定している学生がいたが、その機会は、絶たれてしまった。
これらのことがきっかけとなり、正規の日本語学習を継続できない学生たちの
受け皿として、多読のサークル「よむよむ会」を発足させることにした。形式と
しては、春学期中に 6 回開催し、各回、1 時間から 1 時間半、多読を楽しむとい
うだけのゆるい環境に留めた。また、「よむよむ会」には、日本語の履修歴やレ
ベルを問わず、関心のある学生、職員、だれでも気軽に参加できるよう、告知案
内に努めた。個人的な思いから始めたことではあったが、幸い図書館のスタッフ
のサポートも得ることができ、この年は、毎回 4 人から 6 人程の参加があり充実
したサークル活動をスタートできた。「よむよむ会」は、現在も続き、今年で 5
回目を行ったところで、毎回数名から 10 数名程の参加者がいる。
失った日本語 3 は、翌 2017 年度から再開されることになった。開講されなか
ったのが、一年のみに留まり、翌年から開講されることになったことは、大変あ

りがたかった。しかし、これは、単に大学の経済事情によるものであり、多読の
サークル活動が正規授業の復活に直接影響がなかったことは、明記しておく。
多読のサークル活動は、正規授業の復活に貢献はしなかったが、参加した学生
がそれぞれ大変有意義な時間を過ごせた事の他、学生の間に多読活動や、多読の
本に対する認知度が高まった事、主催した教師が、大いに学ぶ機会を得ることが
できたという点で、大変意義があったと言える。
「よむよむ会」への参加は、全くの自主的な意識によるものであったが、参加
してきた学生の意欲は大変高かった。毎年、全部の回に参加し続ける学生がいる
こと、そして、どんな悪天候でもやって来る学生がいることは、本当に頼もしい。
また、いろいろなレベルの学生が参加していることで、多読の前後に学生間の交
流があったことも良かった。
これまで日本語会話を練習する場所として「日本語テーブル」を通年、毎週一
度、昼食時間帯に設けている。参加は、学生だけでなく、日本語教師や TA、学
内の職員が自由に参加し、参加者はランチ持参し一緒にテーブルを囲んで、自由
に日本語で話すという会である。しかし、年度によって、参加者の数にかなりの
変化があり、特にここ数年は、日本語を履修している学生の参加が著しく減少し
ていた。減少の理由には、スケジュールの問題もあったが、学生のタイプによっ
ては、話すのが苦手、教員とテーブルを囲んでお昼を食べることへの躊躇など、
いろいろな精神面での妨げもあるようだった。実際、多読サークルを始めてみる
と、参加した学生は、日本語テーブルに来ない学生がほとんどで、参加理由を問
うと、「日本語を上達させたい」「本が好き」に続き、「参加しやすい」と答え
た学生が多くいた。予定しないでも個人でふらっと参加できること、他者の目が
気にならないことなど、多読サークルの魅力は多々ある。だからこそ、クラス外
の活動が多様であるべき今日、大変貴重で有意義な機会だと感じており、今後も
継続したいと思っている。
2-2. クラスのプロジェクトとして取り入れた経緯
サークル活動「よむよむ会」での経験から、多読が単なる日本語上達への手段
ではなく、多読との出会いをきっかけに、学生が日本語の学習の仕方を学んでい
るように感じた。それは、自律学習の糸口をつかむことであり、とても喜ばしい
ことであった。そこで、多読をもう少しクラス内の活動で積極的に取り入れるこ
とにした。
サークルを立ち上げる際、ノートルダム大学の纐纈先生（纐纈 2015）のアド
バイスをいただいたり、NPO 法人日本語多読研究会が主催するリライトコース
を受けることで準備をした。また、クラス内のプロジェクトとして行うにあたっ
ては、スミス大学の高橋先生の発表（高橋 2017、2019）を参考にしてきた。
クラス内の活動は、日本語 2 という初級後半にさしかかるクラスの秋学期を対
象とした。クラスの通常授業では、教科書「げんき」の 10 課から 14 課を学んで
いる。学生のほとんどは、サークル活動の存在で、参加経験の有無に関わらず、
多読に対しての認識は持っていた。そこで、授業内の隙間時間を使って多読を導
入することにした。クイズの終わった時間に早く終わった学生から取り組んでよ

い環境を作った他、クラス活動の間の時間（例えば、教科書の各課の間）を使い、
多読の本に慣れ親しむ環境を整えた。その上で、最終的に各自のペースで学期中
に 5 冊以上を読む、そして、読んだ本については、読書記録を付けることを課し
た。多読の本に関しては、「やさしいものからどんどん読んでいく」ことを徹底
したうえで、レベル 0 から 1 を推奨し、関心があるならレベル 2 でもよいとした。
また、学生同士が多読の体験を共有する時間を持つことの意義を考え、「発表プ
ロジェクト」という形で、学期の終わりの週の 1 つの授業時間を使い、各学生が
1 冊の本を紹介しコメントを話すという活動をすることにした。
3. 多読で読んだ本を一冊紹介するプロジェクト
3-1. 準備
発表当日は、音読や、話のあらすじを話すことで、本の紹介をした後、学生は
コメントや質問をして、参加者とやりとりをすることをすることを課題とした。
準備の一環として、発表の一週間前に、各学生と 30 分の個別ミーティングを行
った。その時間は、あくまで学生主体のものであり、本の紹介の仕方に助言を与
えることや、紹介の後のコメントについて話し合う場となったが、学生の中には、
当日のリハーサルのように準備をしてきて、アドバイスを求める者もいた。
発表には、1 つ上のレベルの日本語 3 の学生の他、教員、TA、日本人留学生な
どに、参加してもらった。2019 年 12 月の場合は、日本語 2 の学生 5 名に対し、
日本語 3 の学生 7 名と、教員と TA3 名、留学生 1 名の 11 名が参加者となった。
発表においては、初歩的なブックトークのイメージで、以下のように指示をし
た：
たどく

さつ

しょうかい

多読の本を一冊、 紹 介 して、コメントを話す。
はっぴょう

•

発 表 時間：4 分～5 分

•

多読の記録表（reading log sheets）を 提 出

•

クラスメートの 発 表 に、たくさんコメントする。

きろくひょう

ていしゅつ
はっぴょう

はっぴょう

ないよう

発 表 の内容 （contents）：
おんどく

ようやく

1. 本を音読 する。/ あらすじを話す・ 要約する = summarize。
いけん

かんそう

2. 自分の意見（= opinion）や感 想 （ = thoughts/ impressions）、コメントを話す。

3-2. 学生が発表に選んだ本

2016 年から 2019 年までの 33 名の学生がどのような本を選んで発表したかは、
次のページのとおりである。内容によって大まかに 6 つに分類して紹介する：
本の題名

本の種類とレベル

学生の人数

１．昔話
笑い話
ウサギとカメ
舌切り雀
うらしまたろう

T-1
T-0
T-1
T-1

2
2
1
1

２．物語
ハチの話
田舎のねずみと町のねずみ女の子
アリとキリギリス
三匹のこぶた
女の子
象のトンキー

T-1
N-0
N-0
N-1
T-1
T-2

2
2
1
1
1
1

３．日本の知識
ニホンザル
桜
寿司・すし・Sushi
まねき猫

N-0
T-0
T-1
N-1

1
1
1
1

４．生活の雑学・教養
ロボット D 太
どうしてクラゲは骨がない
どうして猿の尾はみじかい
コンサートに行こう

N-0
T-1
T-1
K-2

1
1
1
1

５．木村家の毎日シリーズ
ただいま
いただきます
一郎、学校で
お正月
結婚式

T-0
T-0
T-0
T-0
T-0

3
2
2
1
1

６．良さんシリーズ
良さんのクリスマス
＊本の種類

T-0
2
T:多読ライブラリー、N:NPO 多読ブックス、K:KC よむよむ

多読ライブラリーの 0 レベル『木村家の毎日シリーズ』を選んだ学生が 9 名も
いたことは、印象的だった。このシリーズに学生がどのような魅力を感じるかに
ついては、また他の機会に検証する価値があると思う。
3-3. 発表
発表当日、学生たちは、緊張しながらも、練習の成果を出して、本を紹介し、
参加者とコミュニケーションをとる努力をした。会話のやりとりの中での発表者
のコメントや参加者への質問は、それぞれの気持ちがよく表れたものであった。
以下にいくつか紹介する。
学生が発表で行った参加者へのコメントや質問の例：
1．木村家の毎日「ただいま」
サプライズ・パーティーが好きですか。やったことがありますか。
家に入る時、日本人は、人がいない時も「ただいま」と言います。みなさんは、
どうですか。
2．木村家の毎日「いただきます」
日本では、お茶碗やはしを家族が自分のものを使っています。ホームステイをし
た時、ホストの家族は、私に、はしをくれました。私の家（アメリカ）では、家
族がみんな自分のマグカップを持っています。みなさんの家ではどうですか。
夏休みに、私は家族に「いただきます。」「ごちそうさま。」の日本語を教えま
した。
3．木村家の毎日「一郎、学校で」
学校の中に入る時、スニーカーを変えます。みなさんは、家に入る時、くつをは
いていますか。
4．「寿司・すし・Sushi」
ニューヨークには、ミッシェランの星があるレストランがたくさんあります。そ
の中に、寿司のレストランもあります。寿司のレストランとフランス料理のレス
トランは、何がちがいますか。マンハッタンの日本のレストランで、おすすめの
レストランはありますか。どうしてですか。
5．「舌切り雀」
みなさんは、大きいプレゼントと小さいプレゼントと、どちらのほうがほしいで

すか。
6．「田舎のねずみと町のねずみ」

みなさんは、田舎に住みたいですか、町に住みたいですか。どうしてですか。
ニューヨークのねずみは、便利だと思いますか。
7．「ニホンザル」
さるやいろいろな動物が、村の人々の家に来るニュースを見ました。アメリカで
くまが町に来る問題もあります。どう思いますか。
8．「ロボット D 太」
私の家には、ルンバがあります。みなさんは、どんなロボットを使ったことがあ
りますか。ロボットは便利ですか。
子供の時、私は、ロボットがこわかったです。みなさんは、ロボットが好きでし
たか。どんなロボットがほしかったですか。
発表者のクラスメートも、参加者として活発にやりとりをする機会となった。
1～3 の『木村家のシリーズ』の学生のコメントの例から、このシリーズが、比
較文化の視点をもって異文化理解を深める機会になったことが伺える。外国語を
履修する学生には、すでに異文化への好奇心が高い者が多い。木村家のシリーズ
を読むことで、学生は、その意識を学習している初級の言語で確認できたように
思われる。発表の際に、このシリーズを取り上げる学生が多かったのも、そこに、
学ぶ喜びを感じたからであろう。また、物語や、昔話を選んで発表した学生は、
自分の生活観に近づけて問題意識を問う傾向があった。
特に、印象的だったのは、『ニホンザル』の発表である。温泉に入る猿の様子
に興味を持ち、自分の温泉体験を話すことにつなげていたが、参加者から野生動
物の問題点を指摘され、会話が環境問題にまで発展した。後半は、英語に代わっ
てしまうこともあったが、とてもよいコミュニケーションがとれたと思った。使
用言語があくまでも媒体であることを参加者全員が体感したと思う。
同様に『ロボット D 太』の発表もその後のコミュニケーションが活発だった。
今日の日常生活にどんなロボットが活躍しているか、また、AI の問題をどう考
えているか。話し合いは雇用問題にまで発展した。
3-4. 学生の自己評価・コメント
内省からの学びを促すため、自己評価をすることにした。自己評価は、各学生
にとって、事前の目標設定となることと、発表を終えた段階で自分を振り返る機
会となることを狙った。自信が持てたか、持てなかったか。緊張したのか、しな
かったのか。そして、次の学習目標につなげるために、自分がすべきことは何か。

そのようなことを常に自分に問いながら学習する習慣をつけてもらうことを意識
した。発表の 2 週間前に伝え、学生が準備する段階での指標となることを目指し、
1 週間前に行った個別の 30 分のミーティングでは、この評価指標を土台に、学
生の要望に沿った指導を心がけた。
今回の自己評価では、以下のように、6 つ項目で 5 段階で評価することにし
た：
ひょうか

評価
〔５＝とてもよかった、１＝よくなかった〕
5
4
3
2
1

１．こえの大きさ
Voice Volume

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

４．音読・本の紹介（しょうかい）
Presentation (read dramatically)

5

4

3

2

1

５．思ったこと/ コメント

5

4

3

2

1

６．クラスメートへのコメント

5

4

3

2

1

２．はやさ
Speed
はつおん

３．発音（リズム / イントネーション）
Pronunciation（rhythm / Intonation）
しょうかい

おもったこと・コメント
Thoughts/Comments
とき

きんちょう

―クラスで話す時、 緊 張 しましたか。
Were you nervous when speaking Japanese in front of the class?
―このプロジェクト（アクティビティ）で、何が上手になりましたか。
What kinds of Japanese skills were improved through this project?

この自己評価は、学生の発表への意識を高めることと、具体的に何をどう練習
すればよいかのアプローチを導くために有効だったと振り返る。5 段階の学生の
自己評価結果を見ると、学生によって、できたことを 5 とするか 3 とするか、本
人の性格によってそのスケールの異なりは見られたが、6 つの項目についての良
かったと思う項目と弱かったと思う項目は教師の評価とほぼ一致していた。これ
は、事前の教師とのミーティングで各自が自分の到達目標を意識することができ

たこと、また、練習したいことに主体的に取り組んでいたことも関係していると
思われる。
自己評価の最後のコメントは、英語でも日本語でもよいとし、自由に感想を書
かせた。
自己評価のコメント欄に書かれてあった内容の例：
クラスメートが同じ本を読んでいたのがうれしかったです。そのク
学生 A
ラスメートにコメントを話せました。上手に言えました。
学生 B

日本語で本の話をするのが上手になりました。そして、コメントを
話すのが緊張しませんでした。

学生 C

面白い文化をたくさんならいました。むずかしい単語も話せまし
た。

学生 D

学生 E

クラスメートの前で、話すのはとても緊張しました。でも、本の中
の会話を読むのがとても楽しかったです。レベル０でもたくさん日
本語で話せました。もっと読んで、もっと話すと、もっと日本語が
上手になります。
本を読みながら気持ちを話すのが、上手になりました。止まった
り、強調したり、ゆっくり読んだり、いろいろな読み方をしまし
た。おもしろかったです。

読んだ本を共有することの喜びや達成感に触れている学生が多い。学生 C の
様に、知らなかった単語やフレーズを自分で発することができたことを感想とし
てあげている学生が複数いた。それは、一冊読むごとに多読の記録をつけること
とし、コメントまたは、気になる単語 1 つを書かせていたが、その経験がアウト
プットの活動に役立ったことを表していると思う。
学生 D は、感想の中で「0 レベルの本でも・・・」と言っているが、やはり多
読の本の初級レベルの本の読んでいる学生に共通した本音のように思う。0 レベ
ルの本を読むことに、多少のはずかしさや、劣等感を感じないでスタートしてい
る学生は、むしろ少ないのではないだろうか。しかしながら、本に集中し、読み
終えた満足感や、読み進めることができる喜び、内容の楽しさ、おもしろさによ
って、その意識が薄らぎ、むしろ何かを伝えたいというアプトプットへの意欲に
変化しているようだ。
発表の体験を客観的に振り返り、自らの取り組みを肯定的に受け止めている学
生が多かった。次への学びにつなげていけるよう指導していくことが大切だ。
3-5. プロジェクトの考察と反省

初級レベルの大学生の運用活動で気になることは、「語学のレベル」と「気持
ち」と「思考」の 3 つのバランスである。学生たちが、多読の本をもとに、しっ
かりと自分たちの思考に近づけ、話し合いを行っていたことは、大変すばらしい
ことである。
多読において、「楽しい」ことは前提である。しかし、一冊の本を読み終えた
とき、何か 1 つ単語でも、フレーズでも、感動でも、心を動かされた体験があり、
それを発信できるようになることは、とても大切なことと思う。その過程こそが
学びであり、そこに、大学生の思考力の伸びと自律の可能性が広がる。本をたく
さん読んでいく過程で、その経験を話し共有したくなる学生の様子は顕著であり、
多読が話すことに大変良い影響を与えていると強く感じている。
多読経験をもとに話すことは、「読む喜び」を「話す喜び」につなげることで
あり、学生の話すことへのモチベーションを高めていることは確かである。今後、
多読によって話す力が伸びるということをデータで証明できるように工夫してい
きたいと思っている。
4. 幼稚園訪問での活躍
系統立てたプロジェクトではないが、日系幼稚園を訪問した際の学生たちの活
躍を紹介しておきたい。
日本語 2 の春学期には、近郊にある日系幼稚園で半日を先生のアシスタントと
して過ごす活動を続けている。学生は、1 人ずつ異なったクラスに配属され、ク
ラスの先生のアシスタントとして午前 3 時間を過ごす。幼稚園の園児（3 歳児か
ら 6 歳児）と教員の中で日本語だけで過ごす 3 時間は、学生にとって日本語の力
をためす貴重な機会で、ほとんどの学生は、不安や緊張を感じながらも大変楽し
みにしている活動である。
活動中、園の先生が、各クラスのサークルタイムの後、その場の流れで、学生
に、「この本読んであげてくれる？」と声をかけてくれる場面が折々ある。これ
は、計画していることではなく、先生も、その場で手に取った本を学生に渡され
るのだ。
訪問を継続して、8 年目になるが、そのような場面での学生の対応が、多読を
はじめてから顕著に変わってきた。以前は、はにかんだり、自分の日本語がその
レベルでない、読んだことがない・・・等、いろいろな理由で断る学生が多かっ
た。しかし、近年、多読活動に慣れた学生たちは、ほとんどが躊躇なく受け入れ
るようになってきた。担当クラスの先生から手渡された絵本を、園児たちに読み
聞かせている学生の姿は、大変頼もしい。中には、紙芝居までやってしまう学生
もいた。
学生たちの様子を注視していると、ほとんどの学生は、初見で本を音読すると
いうより、絵本の絵や、紙芝居に合わせて、子どもたちと話すという活動を楽し
んでいた。これらの学生たちに共通していたのは、絵本を読み聞かせるのではな
く、絵を見ながら目の前の子どもたちとつながろうとする姿勢だ。本を使って、
園児とコミュニケーションを取ろうと努力しているその姿勢に、まさに、言語が
生きていると感じた。

「絵を読む」
そんなことも多読活動の経験で培うことができたように思う。目の前にある本を
自分で感じ、それを媒体に、子どもたちとつながろうとする行為はすばらしい限
りである。やさしい本を辞書を使わないで読む習慣で、初見の本に対する違和感
や恐れが少なくなったのだろう。また、辞書を使わなくても、なんとかなり、絵
から想像して話をつなげることができるという自覚ができてきたように感じる。
学生の様子から、多読の経験をみごとに応用していると感じた。多読から本の紹
介へ、そして、そこから社会との関わりに、広く深くつなげている学生の『学習』
過程にあらためて気づかされた。
幼稚園での学生の様子：

オノマトペを使って楽しむ学生

子どもと一緒に絵を楽しむ学生

絵を見ながら話す学生

難しい紙芝居も自分の言葉で話を作り
話し続ける学生

5. 多読活動から社会へのつながりに （考察と課題）
5-1. 考察
「外国語学習のめやす」（国際フォーラム、2012）は、21 世紀における外国
語教育の目標を「総合的コミュニケーション」の獲得としており、そのキーコン
セプトは 3 つの領域（言語、文化、グローバル社会）における 3 つの能力（わか
る力、できる力、つながる力）を伸ばすことだとしている。

次に引用した概念図において、多読活動では、3 つの領域のわかる力を培い、
本について話すことでできる力を伸ばすことができる。簡単な本をたくさん読ん
で簡単な日本語をたくさん話したいという気持ちは大切だ。そして、それは、つ
ながる力へのきっかけとなり、多読の本の発表会や幼稚園訪問のような、社会活
動の場が与えられたとき、各領域のつながる力にまで発展する可能性がある。
「総合コミュニケーション」能力の獲得概念：
わかる
できる
言語
自他の言語がわか
学習対象言語を運
る
用できる
文化

自他の文化がわか
る

多様な文化を運用
できる

グローバル社会

グローバル社会の
特徴や課題がわか
る

21 世紀型スキルを
運用できる

つながる
学習対象言語を使
って他者とつなが
る
多様な文化的背景
を持つ人とつなが
る
グローバル社会と
つながる

（なずきあん＆朴 2014/ 柴田 2019）
インプットからアウトプットへの意欲の高まりは、外国語の能力の伸びにとど
まらず、グローバル社会を生き抜くために必要な能力の高まりだと感じる。多読
の本や、絵本が、それを自分からの発信のツールとして使うことに大きく役立っ
ているのは確かだ。多読の経験そのものと、現実にある物としての本、この 2 つ
を媒体として、学生が他者と関わる際に発揮する力を実感できたことは、誠に喜
ばしい。
5-2. 初級レベルの多読の本が増えることを願って
学生は教室内で学んだ日本語の知識やコミュニケーション力を使っていかに外
部の人と関わり、コミュニティに貢献できるかが問われている。多読の本の発表
会で、学生は、緊張しながらも発話を楽しみ、他者と関わりながら学びを深める
ことができた。それは、自律的に語学を学び、運用力を高め、成長していく有意
義な環境であり、つながる力へと導かれていく。
様々な学習活動と同様、多読活動も楽しむことが前提である。しかし、そこに
は、つながる力へ展開する可能性が、より高く充実したものとなるよう意図的に
仕組んだ教材があってもよいのではないかと感じている。現在、初級にふさわし
い多読の書籍が圧倒的に少ないことはこれまでも指摘されてきている（高橋
2017）。大学生が感じる心や考える頭を刺激するような題材を扱った初級レベル
の多読の本がもっと増えることを望む。
この点については、学生が日本語を学びながら多読の本を制作することを試み
たプロジェクトも、これまで発表されてきている。特にグローバルな目標

（SDGs）との関係に気づかせる題材を取り上げ、多読の本を作る活動に取り組
んだスミス大学の高橋先生の活動（高橋 2019）など貴重な参考例だといえる。
また、今後、社会の情勢や課題を扱ったものや、学習者が生活する地域の日常
生活により密着したイベントや問題を取り上げたものがあると有意義だと思う。
国際交流基金の関西センターの多読の教材（KC よむよむ）などは、そのよい例
を提示していると思う。
5-3. 多読活動から音読の楽しみに
これまでの多読の発表会の経験から多読から音読の楽しみにつなげる活動も工
夫していきたいと思っている。
発表に際して、「情景を感じる様に、読みましょう」「声色で話を表現しまし
ょう」、「ドラマチックに読みましょう」などと声をかけていた。音読をした学
生のコメントから、このことを楽しく感じた学生もかなりいたようである。やは
り、単に発音やイントネーションの向上という技術面だけではなく、話の世界を
声色や間の取り方を工夫することで、どう表現できるかを学ぶことは、学生にと
って新鮮で興味深い活動だったと感じた。近年、日本国内では、朗読への関心が
広く一般的に高まっているという。将来的に、朗読の技術を参考に、音読への技
術的なサポートをすることも考えていきたい。
5-4. おしまいに
多読活動をグローバル社会を生き抜く能力につなげていくために、教室でのア
ウトプット活動が社会につながる橋渡しとなると信じている。その役割として、
多読の本の発表会の意義は大きい。全人教育という大きな教育の枠組みの中で、
日本語教育は、学生の成長のための一つのツールであるべきだ。では、学習者の
成長を促すには、どのような日本語教育の場であるべきなのだろうか。日本語学
習を極め、「日本語が上達すること」は、日本語教育の目的ではあるが、大きな
全人教育の枠組みの中では、手段に過ぎない。だからこそ、日本語教育の中の多
読という隙間時間を使った活動が、どのように、展開して発展していく可能性が
あるのか。そして、どう全人教育につながるのかを考察することは、大変意義の
あることだと思う。
本を楽しみ、本でつながる。多読の経験がどのようなアウトプットとして、展
開していくか、これからも楽しみである。日本語を自律的に学んでいく上で、多
読の役割は大きい。今回、多読活動の取り組みの展開や可能性について考えてみ
ることで、その活動が全人教育の一部であり得ることを改めて認識できたように
思う。今後も、より実りある展開がなされていくよう諸先生方と共に考えていき
たい。

後記
ポスター発表で、参加の諸先生方といろいろ意見交換できることを想定してい
たので、それがかなわなかったことを大変残念に思う。しかし、今回のような大

変な局面で Forum をキャンセルしなければいけなかったにもかかわらず、この
ような機会を設けでくださった佐藤先生はじめ、Princeton Forum の皆様に心より
感謝を申し上げたい。多読活動に関しては、このような時期だからこそ無料の多
読のオンラインの本が数あることを本当にありがたいと思っている。遠隔授業を
していても、学生たちが多読を楽しみ、心動かされたことを共有できていること
は、喜ばしい。多読のオンライン教材！これもどんどん必要だと感じている。
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学習者モチベーションの変化からみる e ポートフォリオの効果と可能性
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1.

はじめに
教育分野における 21 世紀型スキル育成の重要性が高まっている中、e ポート
フォリオは批判的思考、意思決定などの発展を促すツールとして広く取り入れら
れつつある。e ポートフォリオは学習者の成果物を収集し、学習進歩を可視化す
るだけではなく、自律的学習を促し、学習過程のリフレクションをする機会を与
える。また、リフレクティブラーニングによって、学習者が自己のスキルを批判
的に分析することで改善につながり、モチベーションも向上するなど、e ポート
フォリオとの関係性についても提唱されている。しかしながら、e ポートフォリ
オとモチベーションの関係性についての研究、さらに言語教育での研究について
は十分に検証されていない。
本研究では、e ポートフォリオを取り入れることによる学習者モチベーション
の変化を、昨今注目されている L2 動機づけ自己システム理論などに基づいて調
査した。また、学習者の習熟度との関連性についても分析し、その結果を踏まえ
た日本語教育における e ポートフォリオの更なる可能性と、今後コースデザイン
へどのように活かせるかについても考察する。

1.1 e ポートフォリオとリフレクティブラーニング
ポートフォリオは昨今様々な分野で取り入れられており、その種類も多様であ
る。ポートフォリオの定義も多くあるが、Danielson & Abrutyn（1997）は一般的
に学習ポートフォリオ（Learning portfolio）は以下の共通点を有しているとして
いる。
• 学習者の学習資料を「収集」したもの。
• 目的を持ったエントリーが「選択されている」もの。
• 学習者が「自己省察（リフレクション）」を行うもの。
また、ポートフォリオの具体的な利点としては、下(2006)が以下の点を挙げてい
る。
• 学習者が学習過程の振り返りができる
• 一定期間の継続的な評価が行える
• 学習者が達成感を感じることができる
• 学習者に、学習に対する責任を向上させることができる

•

弱点や力の向上を評価し、目標設定に役立つ

e ポートフォリオは、内容を電子化してインターネット上に保存したものであ
り、データ化することによって時間、コスト、そしてスペースなどの節約とな
り、アクセスもしやすいという利点がある。よって、e ポートフォリオは学習の
ゴール設定やストラテジーの見極め、そして学びを振り返るなどの重要な学習ス
キルの基盤を作り、学習経験を深めるとともに、学習者のデジタルアイデンティ
ティともなり得る。
学習者が学習過程の振り返りができるという点がポートフォリオの重要な要素
の一つであるが、学習者はこの振り返りによって自らの強みと弱点を理解し、自
らに不足している部分や改善点を確認することができる（Henderson, Napan &
Monteiro 2004）。また、学習を振り返るによって自己の能力に自信を持つように
なり、モチベーションの向上にもつながる（Amirkhanova, 他 2016）。そして自
己の学びのプロセスを理解することに役立ち、批判的思考の手助けともなる
（Chang, 他 2014）など、リフレクティブラーニングは多くの研究でその重要性
が証明されている。
1.2 L2 動機づけ自己システム理論と e ポートフォリオ
学習者モチベーションに関する研究は古くから数多くあるが、近年注目されて
いるものは Dörnyei と Ushioda（2009）が心理学の理論を踏まえた「自己」とい
う 概 念 か ら モ チ ベ ー シ ョ ン を 捉 え た L2 動 機 付 け 自 己 シ ス テ ム 理 論 （ L2
Motivation Self System: L2MSS）である。L2MSS では、モチベーションを主に以
下の三つの観点からとらえている。
• L2 理想自己（Ideal L2 Self）：第二言語（L2）を使って、将来 L2 の使い手
としてどうなりたいのかという理想の自己像。将来 L2 使って仕事をした
いと考えた場合、その理想の自己と現在の自分との差を埋めることが学習
の動機となる。
• L2 義務自己（Ought-to L2 Self)：他者が自分に期待している自己、ならな
ければいけない自己。家族などに認められたいという承認欲求から学習に
取り組む場合に当たる。「試験に落ちないように」や「できない学生だと
思われたくない」など、マイナスの影響を避けるために L2 学習に取り組
むことが多くなる。
• L2 学習経験（L2 Learning Experience）：現在置かれた学習環境・状況や経
験と関連する学習環境特有の動機。授業の面白さや成功体験など、よい体
験がある場合に L2 学習に積極的に取り組むと予測される。
L2MSS は、Markus & Nurius (1986)によって提出された「可能自己（possible
selves）：現実に今ここにある自己以外の自己」などを取り入れたものだが、可
能自己を選択し構築していく過程で、個々の学習者は自己発展のプロデューサー
となり、つまり将来の自己へのガイドとして機能する（Dörnyei and Ushioda
2009）。ポートフォリオは、その過程において、ゴールを設定してプランを立

て、ストラテジーを考える際に効果的なツールとしてなると言える。学習者モチ
ベーションに関する研究において、e ポートフォリオは、個々の学習環境を整
え、L2 モチベーションと習熟度を発展させる要素となり、L2 モチベーション及
び学習にポジティブなインパクトがあるとしている（Mujiko & Lasagabaster
2019）。
学習者のモチベーションについての研究は様々な形で行われているが、研究か
ら得られた結果が実際の教室内アクティビティやコースデザインにどのように応
用できるのかについてはまだ数が少なく、さらに日本語学習者のモチベーション
を高めるための方略については十分に調査されていない。本研究では、リフレク
ションの手段、そして目的設定と自律学習への積極的取り組みとしての e ポート
フォリオを通して、日本語学習者のモチベーションが向上し、学習への意欲が高
まるのかを学習者アンケートを通して調査した。
2. 調査方法
2.1 参加者
本研究が行われたのは、アメリカ東海岸にある私立大学の初級日本語コースで
ある。2020 年春学期に履修した 35 人の学習者を対象に行った。35 人の参加者の
うち、19 人が男性、16 人が女性であった。また、アジア圏出身の学生は 6 人、
ヨーロッパ言語圏出身者は 1 人、それ以外は英語圏の出身者であった。期末アン
ケートの回答率は 68.6％だった。
2.2 アンケートの構成
アンケートは、先行研究に基づいて L2MSS より理想 L2 自己と義務 L2 自己に
関する質問項目の他に、Taguchi, 他（2009）が行った L2MSS の三項目と学習者
内部及び外部の様々な要因との関連に関する研究から日本語学習への態度、日本
語に対する関心、文化への関心、そして L2 コミュニティへの態度に関する質問
項目を基に作成した。質問例は以下である。
• 理想L2自己：「I can imagine myself living abroad and having a discussion in this
language.」を含む9項目
• 義務L2自己：「If I fail to learn this language, I’ll be letting other people down.」を
含む7項目
• 日本語を学ぶ上での姿勢：「I really enjoy learning Japanese.」を含む4項目
• 文化への関心：「Do you like Japanese films?」を含む5項目
• L2コミュニティに対する姿勢：「Do you like to travel to Japan? 」を含む4項目
また、Jones（2009, 2015)）が作成した、学習者の心理的要求をベースにモチベー
ションを測る指標である MUSIC モデル（The MUSIC Model of Motivation）からも
質問項目を取り入れた。MUSIC モデルは、以下の 5 構成要素の頭文字を取った
もので、教える側がクラスをデザインする際に考慮すべき要素としても提案され
ている。Jones は、これらの項目要素が満たされれば満たされるほど学習者のモ
チベージョンが向上し、学習も高まるとしている。質問はそれぞれ 4 項目で、6

段階で回答した。
テーブル 1

MUSIC モデル各項目の定義とアンケートの質問例

A student believe that;
eMpowerment student has control of learning environment in the course
例）I have the freedom to complete the coursework in my own way.
Usefulness
the coursework is useful to student's future
例） The coursework/ePortfolio project is beneficial to me.
Success
student can succeed at the coursework
例）I feel that I can be successful in meeting the academic challenges
in this course.
Interest
the instructional methods and coursework are interesting and enjoyable
例）The instructional methods used in this course hold my attention.
Caring
the instructor cared about whether the student succeed in the course
work and the student’s well-being
例）The instructor is willing to assist me if I need help in the course.
上記の項目の他、e ポートフォリオ課題に対する自由記述回答も取り入れ、学習
者アンケートと合わせてその効果を分析した。学習者アンケートは、IRB のレビ
ューを受けた上で学期初めと学期末に行った。
2.3 統計方法
得られたデータは、表計算ソフトを用いて、度数分布や平均値を計算して分析
し、t 検定も行った。アンケートは無記名で、学期末アンケートには予想される
レターグレードを記入する欄を設けた。また、参加者が覚えられる四桁の同じ番
号を二回のアンケートでそれぞれ記入し、最終成績と関連付けられるようにした。
少ないサンプル数であり、また研究の主眼が探索的であるため本研究では学期末
のアンケートにおける記述統計の分析と自由記述回答の質的分析を主に行った。
3.

e ポートフォリオの内容と結果
e ポートフォリオのプロジェクトは以下の点を目的として行った。
1. 一学期を通して取り組んだ様々な課題を e ポートフォリオにまとめ、学習
プロセスと成果を可視化する。
2. 自身の現在の日本語スキルを評価する。
3. 学んだことを振り返り、改善点を理解し今後の学習につなげる。
4. 学習目的と自律学習の促進のツールとして使用する。

e ポートフォリオの内容とアンケート結果を以下に記す。
3.1 内容
学習者の目的設定と自律学習の促進に焦点を当てた課題として行った。Google
Drive をポータルとして使用し、高橋（2019） を基にして作成した。各学習者が

シェアフォルダーを作成し、以下の内容をポストした。
My goals
Learning
Preferences
Can-Do
Checklist

Artifacts

Self-study
materials

学期初めに四技能及び漢字の目標設定をし、学期末に達成度を
自己評価させた。
学期初めに四技能及び漢字の学習嗜好を書き、学期末にも書か
せた。
CEFR Can-do を日本語の言語使用場面に合わせて具体化させた
JF Can-do を主に参考とし、講師がコースカリキュラムに合わせ
たものを作成した。各課の終わりりと、学期末に自己評価をさ
せた。
コース課題から特によくできたものを収集し、英語のリフレク
ションと共に載せた。中間と学期末の二回締め切りを設定し
た。
自主学習の記録とその内容及びリフレクションを載せた。中間
と学期末の二回締め切りを設定した。また、自主学習の中から
一つ選び、紹介ビデオを作るプロジェクトを学期末に行った。

My goals、Learning Preferences、Can-Do Checklist は Google spreadsheet で作成した
共通のものを使用し、学生が各自締め切りにアップデートした。Artifacts と Selfstudy materials はフォルダーや Google Sites などを使用し、リフレクションと共に
載せた。また、学習者を三～四人ずつのグループに分け、中間ピアレビューを行
った。ピアレビューでは Learning Preferences と Artifacts と Self-study materials の
中間 ポストについて、いいと思った点やリフレクションの内容、提案などにつ
いてコメントし合った。

図1

e ポートフォリオ例: My goals, Learning preferences, Can-Do Checklist

図2

e ポートフォリオ例: Artifacts, Self-study materials

3.2 結果
学期末アンケートのそれぞれの項目の平均値を、成績上位者（A 以上）と下位
者で比較した。グループ分けは参加者の自己申告による予想される最終成績を基
にした。
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MUSIC モデルの平均値
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MUSIC モデルの usefulness、interest、及び success において有意差が見られたが、
その他の項目では見られなかった。しかしながら、全ての項目において、成績上
位者の平均値がそれ以外の参加者の平均値を上回った。成績上位者は総じて課題
に真面目に熱心に取り組む傾向があるため、課題に興味を持ち、目的と利点を理
解し、最大限活かして取り組む姿勢が習熟度の向上につながっていると言える。
自由記述回答では、e ポートフォリオは多くの課題を一つにまとめ、学習したこ
とを振り返り、リフレクションをするいい機会になったというコメントが見られ

た。リフレクションをする機会を与え、自己のスキルと能力のプログレスや、改
善が必要な点を理解し、次の課題に生かせたことは学習者の有能性を高めること
に役立ったと言える。また、自律学習に積極的に取り組めるように自主学習内容
の定期的なポストと、プロジェクトとして自分の自主学習について紹介するビデ
をを作ったことにより、クラスの外で日本語学習に積極的に取り組めたこと、自
分の好きなことを学習に関連付けられたこと、そしてクラスメートのプロジェク
トを通して今後新しく自主学習に取り入れたいものができたなど、自主学習に対
するポジティブな意見が多かった。否定的な意見としては、課ごとの Can-Do
Checklist の更新が煩わしいというコメントや、Learning Preferences や Can-Do
Checklist は与えられた課題をこなすために書き込んでいるだけだったというコメ
ントもあり、動機付けの向上にはあまりつながらなかったと考えられる。今後の
課題として、e ポートフォリオの目的をより明確に理解することが重要である。
特に、有意差が見られた usefulness、interest、及び success を伸ばすような取り組
みが e ポートフォリオ課題において重要となるだろう。本研究でのアンケートで
の e ポートフォリオに関連した質問に限ると、usefulness, interest に関して成績上
位者とそれ以外の差がより顕著に見られる。e ポートフォリオはたくさんある課
題の一つであり、最終成績に占めるパーセンテージも他の課題と大差なかった。
しかしながら、この質問項目に顕著な差が出ているという点を考慮すると、特に
e ポートフォリオについて usefulness、interest、及び success により影響を与える
ように課題設定もしくは課題の説明をすることが重要だと言えるだろう。
アンケートの自由記述回答例
• The ePortfolio tracked a lot of the progress made throughout the semester. The
spreadsheet tracked understanding and comfortability with certain topics.
• I think the self-study & setting/reviewing goals at end of each class was very helpful.
By checking if I can do something after a class, I have a much better idea of what is
expected for me to learn from each class.
• I appreciate the push to find outside self-study resources. It was also helpful to peer
review other people's ePortfolio so I can see what resources other students use for selfstudy
• I found the unit checks a little annoying.
• I feel like we just write them out for the purpose of completing assignment and they
don't help us in terms of learning Japanese.
4. おわりに
本研究では e ポートフォリオを用いた学習の目的設定、振り返り、そしてそし
て自律学習への取り組みによって、日本語学習者のモチベーションが向上し、学
習への意欲が高まるのかを L2 動機づけ自己システム理論などに基づいて調査し
た。COVID-19 の影響で学期中盤から全てオンラインでのコース運びとなったこ
とにより、アンケート回答率は期待通りには上がらなかったが、アンケート結果
により、e ポートフォリオは学習に役に立ち、関心を持って楽しみながら取り組
むことによって有能性が高まるなど、習熟度が高い学生は総じて高評価なことが

わかった。しかしながら、e ポートフォリオを単に課題の一つとして使うのみで
は学習モチベーションの向上にはつながりづらい。今後のより効果的な使い方を
探求する必要性が浮き彫りになった。今後の取り組みとしては、Can-Do ステー
トメントを含めた e ポートフォリオの目的と利点の明確化、交渉型プロジェクト
として e ポートフォリオに含める項目を学習者が選び、アセスメントの内容を各
自が決めて各自のペースで行うようにするなどすればより自律性の高い内容とな
るだろう。さらに、成果物を学習者自身だけではなく他者に向けたものにしたり、
学習者同士がアクセスやコメントしやすい環境作りをすることにより、他者との
関連性を高め、よりよい e ポートフォリオ作りにつながるだろう。また、今回の
ようにリモート形式で学習する場合には、e ポートフォリオの有効活用により、
自律学習をより深められるという展望が見えたと言えるだろう。リフレクティブ
ラーニングを含めた自律学習の手段としての e ポートフォリオの可能性は今後も
期待でき、さらなる調査の必要があるだろう。
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１. はじめに
日常の授業の中でいかにして学習者のproficiencyを育てるかは、言語教育に携わ
る教師にとって重大な課題だろう。具体的には、近年、言語教育において、口頭運
用能力の向上が重要視され、口頭練習に費やす授業時間の拡大が課題となっている
が、一般的には文法解説や基本的なドリル式の練習に時間を費やすことが多く、タ
スクベースなどのコミュニカティブな口頭練習にあてる時間を確保するのが難しい
というのが、現場の教師によくある悩みではないだろうか。今回、この問題の解決
策として、企業研修や人材育成の場でも活用されているブレンディットラーニング
に着目した。ブレンディットラーニングとは、eラー ニングを使ったオンライン教
育と従来の対面式 授業に代表されるオフライン教育を融合した授業モデル（篠崎
2010a）である。この授業モデルには、限られた授業時間を有効に使えるという利
点があり、その利点を活用して学習者が授業時間内にコミュニカティブな口頭練習
が行えるような授業の組み立てが可能になる。しかし日本語教育、特に初級レベル
の授業においてのブレッドラーニングの例はあまり報告されていないのが現状であ
る。
今回、本稿で取り上げるブレンディットラーニングとは、従来、授業時間に教室
内で行なっていた学習内容の中で e ラーニングによる個人学習に適しているものを
宿題として課して、これらを教室内で行う時間を省き、その時間を教室内でしかで
きない活動に使用するという方法である。これによって学習者の応用口頭練習時間
が増え、口頭能力の向上が期待できる。ブレンディットラーニングは、近年、高校
や大学教育の現場で耳にすることが多くなった反転授業（Flipped Classroom）、す
なわち、授業と宿題の役割を『反転』させ、授業時間外にデジタル教材等により知
識習得を済ませ、教室では知識確認や問題解決学習を行う授業形態(重田 2013)と
よく似ているが、実はこの二つの授業形態には違いがある。その一つは、ブレンデ
ィットラーニングが言語コースに有効だと考えられるのに対して、反転授業は語学
のコースには適用できない（深田 2015）ということである。例えば、言語のコー
スを反転授業で行なった場合、学習者は、従来、教室内で行われていた文法説明の
講義や単語の導入などを、ビデオ化した教材などを自宅で見て学習する。そして、
逆に、通常は自宅で学習しているワークブックの宿題や作文などを教室内で行うこ

とになる。クラス内でワークブックを学習したり、作文を書いたりするのでは、せ
っかくの授業時間を有効に使っているとは言えず、これではまるで意味がない。こ
うして理論的に検討していくと Flipped Classroom はブレンディッドラー ニングを
極端に単純化したモデルと考えられ，ある種のコース（数学や 科学など）でしか
効果を発揮しない（深田 2015）ということになる。日本語教育の最近の文献にお
いては、反転授業という用語が頻出するが、ほぼブレンディッドラーニングの意味
で使われているようである。
そこで、本研究では、Bronx Community College (City University of New York) の初
級日本語コースで、 オンライン教材 Grammar Video for Genki と Speak
Everywhere を利用したブレンディットラーニングを試みた。本実験の被験者は、
コースの受講者の１２名である。授業で行なった活動の実例としては、「旅行の計
画をたてることができる」、「駅で切符を買って電車に乗ることができる」、「図
書館で本を借りることができる」などの学習目標を達成するためのタスクベースの
活動や「教室の外で会話練習をし、それをビデオ化して発表する」などのプロジェ
クトワークである。オンライン教材を使用したブレンディットラーニングの実施に
よって、このような時間のかかる活動も可能になった。本稿では、これらのオンラ
イン教材の有効的な活用方法の紹介、及びそれらを利用したコースの実践報告とそ
の効果を考察する。
２.外国語教育の問題点
先行研究によると、外国語教育において初中級レベルの口頭運用能力の向上は最
も重要な課題だとされている（Houston, 2005）が、実際には実際の現場における口
頭練習、特にタスクベースなどのコミュニカティブな口頭練習にあてる時間が確保
されていないという状況が見られる。この原因としては、教師が限られた授業時間
の中で、既習の文法の復習、新出単語や文化の紹介、単語の基礎口頭練習、文法の
解説、漢字の指導など、こなさなければいけない教授項目が多いために
proficiencyを育てる、いわゆる「実際に役立つ口頭運用能力」の向上のための練
習に十分な時間を使えないということが考えられる。
ここで、一般的な外国語教育の授業構成を見てみよう。
既習の文法の復習
↓
新出単語の紹介→新出単語の基礎口頭練習（反復やドリル式）
↓
新出文法の解説
↓
質疑応答
↓
文法の応用練習（教科書など）
↓

活動を通したコミュニカティブな口頭練習

大学での授業時間はおよそ５０分から８０分が一般的だと思うが、教師がこの短
い時間の中で上記の項目を全て十全に網羅するのは困難である。そして、外国語教
育において最も重要だとされている応用口頭練習が十分に行えないという問題が起
きがちである。その改善策の一つとして、ブレンディットラーニングの考え方に則
り、学生が「教室内でしかできないし、教室内ですることに意味がある学習」と
「教室外の個人学習に適した学習内容」とを考慮した上でカリキュラムを組むこと
を提唱する。例えば、上記の授業構成を見てみると、ハイライトをつけた部分は学
生が個人学習で遂行でき、効率・効果をあげることが期待できる内容だと考えられ
る。Fukada(2013) でも述べられているように、基礎口頭練習をクラス全体として
教室内で行うのは効果的ではないと言える。なぜならば、反復やドリル式の練習を
クラス全体でした場合、教師は学習者個人の発音を聞くことができないので適切な
指導ができないし、かといって個人を指名して発話練習をさせた場合、時間がかか
りすぎることは言うまでもなく、他の学習者は退屈してしまう。やはり、基礎口頭
練習は、学生が個々に予習、復習をするべきであるという思考に行き着くのではな
いだろうか。さらには、新出文法の解説も、どうしても教室内で行わなければいけ
ないというものではないであろう。学習者にとってわかりやすい文法解説と練習用
のソフトウエアがあれば、学習者は教室に来る前にそれらを使って予習することが
できる。学習者がこのように事前に予習をしてくることで、教室内での授業時間で
はコミュニカティブな活動や応用的な口頭練習をすることが可能になるであろう。
このようにオンラインでの予習と教室での学習を組み合わせた教授法、ブレンディ
ットラーニングを取り入れることによって、教師にも学習者にもいろいろな利点が
生まれることが期待できる。
３.ブレンディットラーニングの活用
ブレンデイッドラーニングは、すでに記述した通り、教室内での限られた授業時
間を有効に使え、学習者にとって効率的かつ効果的な言語指導をすることができる
という利点があることから、近年、外国語教育においてこの教授法を取り入れる教
師も増えてきている。このブレンディットラーニングの導入によって、教師は教室
内での活動に使う時間を増やせるので、プロジェクトワークなどの活動を課するこ
とができ、それがさらに学習者の学習意欲を促し、学習能力の向上にもつながると
いう正の連鎖が期待できるというわけである。学生の学習意欲や学習動機と学習成
果との関わりはすでに知られており、その影響力は先行研究でも、プロジェクトワ
ークが学習意欲の向上に寄与することを示した倉八 (1993)、能動的な教室活動が
学習動機の向上に有効であることを示した三矢（1999)、「学習目標ノート」の有
効性を示した坂本（2005)、などにも報告されている。
上述した通り、ブレンディットラーニングを導入するにあたり必要なことは、ま
ず、「教室内ですることに意味がある学習」と「教室外で個人的にすることに意味
がある学習」（図１参照）とを区別することである。ここで前述した一般的な授業

構成にもどってみると、新出単語の学習とその口頭練習、そして新出文法の予習
は、教室外で学習者が個人学習できる項目だと言える。この二つを教室内で行う時
間を省き、その時間を教室内でしかできない活動に振り当てることによって、学習
者の応用口頭練習時間を増やすことを考えた。今回、著者が試みたブレンディット
ラーニングでは、学習者が教室外で行う学習のためにオンライン教材 Grammar
Video for GenkiとSpeak Everywhere を組み合わせた。これらのオンライン教材につい
て、まず紹介したい。
図１
個人学習と教室内での学習
教室外で個人的にすることに意味がある学習
新出単語の学習
新出単語の基礎口頭練習
（反復やドリル式）
新出文法の予習
新出文法を使った基礎口頭練習
（反復やドリル式）

教室内ですることに意味がある学習
既習の文法の復習
新出文法の復習
質疑応答
文法の応用練習
↓
活動を通したコミュニカティブな口頭練習

３.１げんき文法解説ビデオ：Grammar Video for Genki
http://grammarvideoforgenki.com/genki.html
Grammar Video for Genki は、教科書「げんき」準拠の反転授業用に開発された英
語圏学習者向けの文法解説・練習用ビデオで、文法項目学習のための講義ビデオ
と、各ビデオに基づく小テストで構成されており、個人のペースで学習できる仕組
みになっている(門脇・鈴木 2018)。学習者はこのオンライン教材にアクセスし、
文法項目についての解説ビデオを見て学習することで、次の授業に備えることがで
きる。さらには、ビデオを見て文法の理解ができたところで、ビデオの音声に合わ
せて練習をする。最後に文法を正しく理解しているかどうかを確認するためにクイ
ズを受けるという流れになっている。それに対して教師は、学習者のクイズの成績
を見て、彼らがこの解説ビデオを見て予習したかどうか、そしてどの程度の理解に
到達できたのかを確認することができる。今回の取り組みでは、学習者に下記の順
番で予習を課した。

① 文法学習：学習者はあらかじめ教科書を読み、文法ビデオを見て学習。

➁練習：文法解説を正しく理解しているかどうかを確認するための練習

⓷クイズ：習得した知識を確認するための小テスト

この文法解説ビデオ教材と教科書があれば、事前にできる予習の内容のレベル
は、かなり充実したものになり、実際の授業では、学習者がその授業で必要な文法
を既習していることを前提とすることができる。また、学習者の立場からすると、
授業に自信を持って臨むことができるし、個人学習が授業内容と直結していて役に
立つことを実感できる。この相乗効果は、個人学習に取り組むモチベーションを高
めることが期待できる。
３.２外国語教育のためのオンライン口頭練習・アセスメントシステム：
Speak Everywhere http://speak-everywhere.com/
Speak Everywhere (SE)（Fukada 2013）は、パデュー大学で外国語学習のために開
発されたオンライン口頭練習およびアセスメントシステムである。SEには多彩なタ
スクが組み込まれていて、教師は学生の習得度やレベルによって映像や音声を使用
してタスクを作り、それをアップロードすることで課題を出すことができる。学生
は、オンラインでいつでもどこでも、そして何度でも練習でき、課題を提出した
り、テストを受けたりすることができ、教師は学習者が録音した音声ファイルを聞
いてフィードバックをしたり評価をしたりすることができる学習システムである。
SEには、単語の導入、フラッシュカード、ドリル練習、質疑応答練習、発音練習、
シャドーイングなどと、たくさんのタスクを組むことができるが、今回の試みで
は、単語導入とドリル練習、そして質疑応答の三つのタスクを予習として学習者に
行ってもらった。

① 単語の導入：教師の後について発音練習。

➁単語の確認：ドリル練習

⓷文法の理解の確認（Q&A）：教師の質問に口頭で答える。

４.実践の概要
ここからは、Bronx Community College の初級日本語コースで試みたブレンディ
ットラーニングの具体的な内容を紹介したい。この実践は学期を通して⾏われ
たもので、ここでは、「げんき」 第６課 文法５「て形」、「〜て、〜て、〜し
ます。」の学習例を紹介する。
４.１学習者
Bronx Community College (City University of New York)
日本語初級コース受講者１２名（JPN-112, げんき lesson 5-8）
４.２ 学習内容
「げんき」第６課 文法５「て形」、「〜て、〜て、〜します。」
４.３ 学習目的
「旅行の計画をたてることができる」
「駅で切符を買って電車に乗ることができる」
４.４ 学習の流れ
今回の実践での学習の流れは以下の通りである。このコースの授業日は月曜
日と水曜日なので、個人学習のための課題は、木曜日から日曜日までの４日間
でこなせる内容とした。（図２参照）

図２
「教室外で行った学習」 （木曜日から日曜日）

木曜日

「げんき」第６課文法５を読む
SE（単語導入）新出単語を予習

金曜日
げんき文法解説ビデオ

第6課 文法５の学習

SE（ドリル練習）単語と文法の練習
土曜日

「て形」

SE （Q&A）
単語と文法の復習

日曜日

「〜て、〜て、〜します。」

SE

教師からのフィードバックを確認して再度復習

「教室内で行った学習」 （月曜日）
学習者による 簡単な文法解説
（質疑応答を含む）５−８分
教師と応用練習
５分

活動

５０分
発表 １５分

火曜日はワークブックの宿題を課し、水曜日の授業時間では、「げんき」第 6 課
の「〜てください。」、「〜てもいいです。」、「〜てはいけません。」の復習も
含めて、文法の理解と定着を確認するための学習を行なった。
４.４.１ 個人学習
まず、第一日目は、教科書の文法項目を読み、SE で新出単語の口頭練習をす
る。この新出単語の口頭練習は、各課において、新しい文法項目を学習する前に毎
回行なっている課題なので、学習者は、今回も「げんき」第６課の文法５を学ぶ時
点で、新出単語の練習を既に３回行なっている。二日目には、げんき文法解説ビデ
オを見て文法を学習し、SE のドリル練習の機能を使って単語と「て形」の練習を
する。この練習によって、第一日目の単語導入で学んだ単語を、フラッシュカード
でもう一度復習することができる。そして、三日目に、Q & A で、「て形」の使
い方を復習する。教師は、これらが録音された音声ファイルを確認し、コメントを
つけ、必要であれば正しい発音や言い回しを録音して学生にフィードバックを送
る。四日目に、学生はこのフィードバックを確認して、再び口頭練習をする。
４.４.２ 教室での活動
授業日の教室内での学習は、上記の図にあるように、学習者による文法解
説、グループで課題に取り組むといった学習者主体の活動が中心となった。この文
法解説とは、学期の初めに学習者に自分が解説したい文法項目を選ばせて担当者を
決め、担当の文法の学習日に、約５−８分の時間を使ってクラスで簡単な文法解説
をするという課題である。学習者は、担当の文法を文法解説ビデオの中の説明文や
スライドのコピーを使わずに説明しなければならない。このタスクは、学習者にと
っては少し難しかったようだが、これを課することによって、教師は、学習者の単
語の使い方や文法の理解度を確認することができ、さらには、学習者からの追加質
問を受け付けることもできた。個人学習では質疑応答の場がないことを考えると、
この課題は、学習者にとっても有益だったと考えられる。

５.学習者の様子
今回本稿で紹介する実践例では、げんき、第６課の文法５、「て形」、「〜て、
〜て、〜します。」について担当の学習者が文法を説明して、クラス全体で簡単な
応用練習を行ったあと、すぐにタスクベースの活動に入った。この日のタスクベー
スの活動の課題とは、「て形」を使って文を作り、「旅行の計画をたてることがで
きる」、「駅で切符を買って電車に乗ることができる」という学習目標を達成する
ことであった。学習者は、この５０分間の授業時間の間、インターネットを使って
得た情報をパートナーと交換し、同時に日本語と英語でタイプをしながら旅行のプ
ランを作成した。その後、授業時間の残りの１５分間では、自分たちで作った旅行
の計画を発表した。下記は実際の発表で使われた計画書、そして学習者が作った文
章の一例である。（図３参照）
図３
実際の旅行計画書

学習者は、約５０分間の活動で、パートナーと情報や意見の交換をしながら、楽
しそうに旅行の計画をたてていた。この活動中にも「インターネットを見てくださ
い。」や「これを書いてください。」など、学習者同士の会話の中に「て形」が使
われていたなど、効果的だと思われる一面が見られた一方で、ブレンディットラー
ニングを経験したことのない学習者からは、多少の戸惑いや緊張が感じられた。こ
のクラス活動に行き着くまでの不慣れな個人学習、そして教室内での文法項目の説
明が困難だった可能性がある。
今回、ブレンディットラーニングを取り入れることで可能になった活動の課題
は、上記の例の他に「図書館で本を借りることができる」、「日本のホストファミ
リーにEメールを書いて日本の文化について質問をすることができる」、「有名人
にインタビューすることができる」、「ニューヨークの日本食のレストランで食べ
物や飲み物を注文することができる」、「観光名所を二箇所選び、それらを比較す
ることができる」などである。これらの中から、学期末に、一つの課題を選び、プ
レゼンテーションを行うこともできた。さらには、「教室の外でクラスメートと会
話をし、それをビデオ化して発表する」活動も可能になった。教科書の語彙項目だ
けを使って行う口頭練習に比べ、実在する建物や車、人々の様子などを見ながら、
それらについて会話をするというのは、学習者たちにとってよりオーセンティック
な学習であっただろう。その後、その録画をクラスメートと見ながら意見交換をす
るといった活動にも進展した。こういった活動ができたのもブレンディットラーニ
ングを導入したことの成果だと考えている。
６.アンケート調査と結果の考察
学習者は、ブレンディットラーニングやオンライン教材についてどんな意見を持
ったのだろうか。それを知るために、学習者１２名を対象にアンケートを実施し
た。これは、全部で３問からなる無記名式のアンケートで、学期末に行なった。回
答率は、１００％であった。アンケート内容は、（１）ブレンディットラーニング
についての感想、（２）オンライン教材を効果的に使えたかどうか、（３）教室内
で行なった活動について、学習者の感想を聞いた。
まず、質問１の、「ブレンディットラーニングについての感想」では、個人学習
をすることで、次の授業で学習する文法や単語などの前知識ができ、教室内での活
動が楽しくなったという意見や、授業内に文法の説明をするために、細かい点に気
を配ったなどの声が聞かれた。一方で、個人で学習するよりも、授業時間内にイン
ストラクターから直接学びたい、自主的に学習するのが難しかったという回答も見
られた。

質問１：What do you think about blended learning?

回答（抜粋）
• I think this is a good idea because it makes the students pay extra attention to the
grammar points that they need to introduce to the class.

•

By preparing as an individual, I was able to learn grammar and vocabulary words
for the next class. I enjoyed the activities in the classroom because I was already
familiar with the vocabulary words and the grammar structure.

•

It is probably very effective once we are used to the system. It was tough because
I was not used to the way that this class was taught.

次に、「オンライン教材を効果的に使えたかどうか」という問いには、下記のよ
うな肯定的な意見がたくさん見られた。授業での文法学習や口頭練習などに比べ
て、オンライン教材を使った学習には、学習者が自分のスケジュールに合わせて学
習できるという便利さがあるだけでなく、文法解説ビデオ、SE共に、満足するまで
何回でも繰り返して使用できるといった利点が学習者にとって有益だったようだ。
これらのオンライン教材は、コースに二人目の教師がいるようだったというコメン
トも印象深かった。

質問２：Do you think you used the Grammar Video for Genki and Speak Everywhere
effectively?
回答（抜粋）
• Yes, it was very accessible and easy to use. I almost used the video every day.
•

It worked very well for me because I have to work nights and this allowed me to
study when I had time or when I was ready. I just didn’t take quizzes at the end as
much as I should have.

•

I liked it very much because it allows me to watch it as many times as I needed
until I fully understood the grammar.

•

SE allows you to practice sentences and new vocabulary many times and it was
very helpful.

•

This allows for better memorization since we can practice them multiple times
compare to the one-time pronunciation practice in the classroom.

•

It was like having a second teacher in the course.

•

It was a mini lesson we were able to have before the actual class time. This helped
me a lot to prepare for the next class.

最後に、「教室内で行った活動についての感想」では、活動に参加し、楽しみな
がら学習することによって、学習目標を意識し、モチベーションがあがったという
ような回答がみられた。

質問３：What do you think about the activities you participated in in this semester?
回答（抜粋）
• The class activities were what I enjoyed the most in this course. It was a realistic
experience to make a plan for the trip to Japan. This class made me realize why I
am studying the language.
•

I realized what I can do and what I still can’t do with my language skills. Now I
am clear about why I'm going to study Japanese next semester too.

•

I have studied foreign languages before but they have been always boring. We
just had to memorize words and grammar structure for my grade, thus, I always
felt that language courses were for the graduation requirements. I really had fun in
this course because of the activities. It motivated me to study and as a result, I am
doing a lot better than my previous language classes.

これらのアンケートの結果、多くの学習者が、ブレンディットラーニングについ
て肯定的な意見を持っていることがわかった。オンライン教材やコミュニカティブ
な活動に対しても、効果的だったという意見が多く見られることから、ブレンディ
ットラーニングの導入は、学習者から概ね支持を受けたと言ってもいいのではない
だろうか。さらに、学習者は、個人学習や教室内での活動を通して、自分の言語学
習に責任と目標を持つことの重要さを認識し始めたように感じられた。
７. おわりに
本稿では、オンライン教材を使用したブレンディットラーニングの試みと効果に
ついて報告した。今回の実践では、狙い通り、オンライン学習を取り入れること
で、授業時間内で多数のコミュニカティブな活動を展開することができ、それに対
し学習者から肯定的な意見が多く聞かれた。それによって、学習者が達成感を感じ
ることのできる授業づくりは、ブレンディットラーニングを導入すれば⼗分可能で
あると感じられた。テクノロジーを駆使した外国語教育に注目が集まる中、学習者
の基礎知識と外国語運用能力、特に口頭運用能力を向上させることを最終目的とし
て、今後、口頭運用能力を測る試験の実施なども視野にいれながら、ブレンディッ
トラーニングのさらなる活用法を研究していきたい。
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THE LATEST NACEP POLICY CHANGE AND THE RESPONSES OF
JAPANESE DUAL CREDIT PROGRAMS IN INDIANA
NACEP の最新ポリシー調整と
インディアナ州 DUAL CREDIT プログラムの対応
Guohe Zheng
Ball State University
Concurrent Enrollment, commonly known as dual credit, refers to programs in
which the credit of a course is granted to high school students by both their high schools
and a sponsoring institution of higher learning, simultaneously. Despite controversies over
their merits, dual credit programs have been proliferating across the country under the
supervision of The National Alliance of Concurrent Enrollment Partnerships (NACEP),
the sole accrediting body nationwide. The rapid growth of dual credit programs is,
ultimately, the response of the U.S. education system to the globalized knowledge
economy with increasing demand for a college-educated workforce. Issues, however, exist
in the implementation of dual credit policies including what may be called the “3-D
Issues”—discrepancies in teacher credential requirements, different interpretations of the
policy of “tested experience” of dual credit teachers, and the disparity in tuition support
opportunities for dual credit STEM teachers and dual credit foreign language teachers,
particularly teachers of less-commonly taught foreign languages such as Japanese. This
paper discusses a new issue—the latest NACEP policy change—and the responses to such
a change by Japanese dual credit programs in Indiana. The latest policy change requires
one response from college liaisons but two responses have been made: 1) a Statement of
Equivalency between high school dual credit courses and those on college campus, written
to meet the requirement of the new policy; and 2) the Indiana Dual Credit Japanese
Community, a webpage, prompted by the policy change but created out of my own desire

to facilitate dual credit Japanese in the State of Indiana. In conclusion, the paper argues
that the latest NACEP policy change is an imposed “busy-work project” and the first
response thereto does not help our programs in any tangible way; in contrast, the second
response contains pedagogical tools proven effective that make a real difference in the
teaching and learning of Japanese at both high school and college levels in Indiana.

1. A Brief History of Dual Credit Programs
Before we discuss the latest NACEP policy change and the responses by Japanese
dual credit programs in Indiana, it helps to take a look at the history of dual credit
programs to put the policy change in context. The history of dual credit programs can be
traced back to the 1950s when individual courses were created in New York State to keep
high school students from slacking off. In the 1970s, Syracuse University pitched these
courses to local schools as a cure for “senioritis.” A decade later, in the 1980s, the first
state-wide dual credit programs rolled out in New York State. Later, it spread to Florida,
Texas, Georgia, Pennsylvania, Missouri, Washington and eventually to nearly all 50
states.
In March 1997, the first national meeting of concurrent enrollment professionals
was hosted by Syracuse University at the American Association for Higher Education
Conference. At a meeting two years later, 20 founding institutions officially launched the
organization National Alliance of Concurrent Enrollment Partnerships (NACEP) by
adopting bylaws and a mission statement. With the slogan “Advancing quality college
courses for high school students” in its mission statement, NACEP has since become the
only national dual credit accreditation agency. As such NACEP also supervises all dual

enrollment matters, in collaboration with the Higher Learning Commission, the
organization tasked with overseeing the accreditation of degree-granting colleges and
universities in nineteen Midwestern and South-Central states including Indiana. As of
May 1, 2020, NACEP has member institutions in 50 states, including 270 two-year
colleges, 134 four-year universities, 55 high schools and school districts, and 39 state
agencies, system offices or partner organizations. As of October, 2019, there are 113
concurrent enrollment programs accredited by NACEP, including 73 two-year public
colleges, 32 four-year public universities, and 8 four-year private colleges and
universities. Initial programs are accredited for 5 years and re-accredited programs are
accredited for 7 years.
As it is practiced today, an official agreement must be signed by participating high
schools and their college or university sponsors in order to create a dual credit program. In
the case that more than one levels of the same subject are to be offered as dual credit
courses, these levels must obey what is known as “the rule of sequencing.” For example,
when a dual credit Japanese program is to be created, the high school will be approved to
teach only Japanese 101 for the first semester. In the second semester, both Japanese 101
and 102 can be approved but not Japanese 201 or 202, which have to wait until students of
102 complete and pass their class to feed a 201 class, and so on. The point, of course, is to
ensure that all dual credit students are trained within the dual credit program from the
beginning in order to maintain the consistent rigor comparable to that of the same course
in a college. An application must be submitted by the high school teacher each year. The
application is reviewed by the department of the subject area at the sponsoring college.

The high school dual credit program can continue only if the application is approved. In
most cases, a student must have a GPA of an A or B to be enrolled in such courses.
In most high schools, one of two models is adopted in dual credit course offerings.
The courses are offered either a la carte, or, less commonly, prix fixe. There are also
variations within each model. In terms of material delivery, the instruction is carried out in
most cases at the high school by teachers the credit-granting college approve. Elsewhere,
online technology links college professors with high school classrooms. Less commonly,
high school students commute to the college campus to take the course taught by a college
professor. When the instructor is college faculty, there is no instructor credential issue
involved. When high school teachers are to teach a dual credit class, however, colleges
typically insist on the same qualifications as that for adjunct instructors hired to teach at
the college, often a master’s degree in the subject being taught. Moreover, both public and
private institutions of higher learning can sponsor dual credit programs in high schools.
These various models are reflected in the definitions of dual credit by NACEP and by the
department of education in most states. For example, the Indiana Department of Education
defines “dual credit” as follows:
Dual credit is the term given to courses in which high school students have the opportunity
to earn both high school and college credits simultaneously. Dual credit courses are taught
by high school faculty, adjunct college faculty or college faculty either at the high school,
at the college or university, or sometimes through online courses or distance education.
Dual credit is offered by both state and independent (private, regionally accredited)
colleges and universities.1
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“Dual Credit.” See http://www.doe.in.gov/ccr/dual-credit, last updated on May 4, 2020.

A college faculty member must be appointed as “the liaison” between the high
school and the college for the subject area. The faculty liaison coordinates between the
high school and the college to address subject-specific matters. The responsibilities of the
faculty liaison include the reviewing of the applications to teach a dual credit course in the
subject, visiting the dual credit classes at least once a year to ensure academic rigor of the
program and answering questions from the teacher or the students. For each school visit, a
report must be submitted to the office in charge of dual credit programs in the college
evaluating various aspects of the program.
All dual credit programs are subject to periodical review and reaccreditation
conducted by NACEP. Accreditation is awarded to programs after a comprehensive peer
review by a team of experienced representatives of NACEP-accredited concurrent
enrollment partnerships. During the review, applying institutions must first conduct a selfstudy and prepare an accreditation application with evidence documenting how the college
or university implements NACEP’s 17 national standards for program quality in the areas
of curriculum, faculty, students, assessment, and program evaluation. In 2002, NACEP
adopted national standards that include measurable criteria in 5 categories that are markers
of excellent concurrent enrollment programs: curriculum, faculty, students, assessment,
and program evaluation. In 2004, the first four concurrent enrollment programs were
accredited. The standards were revised in December 2009 after two years of member
feedback, recommendations from experienced accreditation reviewers, and considerable
deliberation by NACEP’s Board of Directors. In 2016, the Accreditation Commission
took on the task of revising the 2009 standards to make sure the standards continued to
reflect best practices for concurrent enrollment programs. After much deliberation and

feedback, the newly revised standards were passed in May 2017. A new area of focus was
added to the standards to include partnerships.
As mentioned above, dual credit programs originated as a way to keep high school
students from slacking off. The same scenario still motivates many states to promote dual
credit programs.2 As dual credit programs evolved, however, some of them have become a
way to accommodate bright students for whom high school classes are full of busy work
under the general term “projects.”3
There is no contradiction between the two functions of a dual credit program: to
prevent students from slacking off and to accommodate bright students. Both are
supported by experience from different schools and sometimes even within the same
school. That, perhaps, is why legislators believe that dual enrollment offers something for
everyone: "academic enrichment for kids who have maxed out the honors and accelerated
classes their schools offer; a glimpse of college rigor for high school laggards; and a leg
up on a career for those who enroll in trade programs."4
It must be noted that dual enrollment has not been without controversies over its
merits. Critics believe that dual credit courses taught at high schools are “really high
school courses on steroids.” In the view of these critics, “If you simply credential a teacher
with a master’s degree and say, ‘Here’s your syllabus, and sixth period is now college,’ it
doesn’t translate into an authentic college-level learning experience.”5 On the other hand,
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dual credit proponents claim that earning tuition-free college credits in high school saves
students time and money and gives them the confidence and momentum they need to
continue on with higher education.6 Despite the controversies, however, demand for dual
enrollment has been increasing. The number of dual enrollment courses taken increased by
67 percent from 2002-3 to 2010-11, according to federal data. At schools with higher
shares of minority students, the expansion has been explosive. In that eight-year span, the
number of dual-credit courses taken at predominantly minority schools rose by 145
percent. About 2.04 million high-school students nationally were enrolled in dual-credit
courses in 2010-11, the most recent year for which data are available.7
Ultimately, the growth of dual enrollment is the response of the U.S. education
system to the globalization of the knowledge economy, a process that started picking up
speed in the 1980s but has since been further accelerated by the development of IT
technology and the rise of countries like China and India. According to a study, the United
States is currently projected to face a shortage of at least three million college-educated
workers to meet the projected demand by 2018.8 As a result, the pressure on our higher
education to increase the number of college graduates has been building for decades.
Former President Obama called for action to improve American education saying: “[I]n a
global economy…every American will need to get more than a high school diploma.” To
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answer President Obama’s call, the National Governors Association (NGA) launched an
initiative in 2010 called the Complete to Compete Initiative often referred to as the
National Completion Agenda. To implement the National Completion Agenda, the state of
Indiana launched the so-called Degree Map project designed to create “a semester-bysemester list of courses a student must take to graduate on time,” namely within four
years. In October 2013, Indiana Commission of Higher Education published “Degree Map
Guidance for Indiana’s Public Colleges and Universities.” The Guidance highlights the
shortage in Indiana of college-educated workforce to meet the need of the globalized
economy.
Indiana’s economy needs college graduates. By the year 2025, nearly two-thirds of jobs
will require a degree or quality workforce credential. Sadly, only one-third of Hoosier
adults have reached this level of educational attainment. Indiana has set a Bid Goal that
60-percent of Hoosier adults obtain a degree or credential by the year 2025 to meet the
needs of the economy.9

It is here that dual enrollment comes into the picture, a picture of future U.S.
global competitiveness in general, and the National Completion Agenda in particular. To
policy makers, particularly at state level, dual enrollment is one of the best ways to help
implement the “National Completion Agenda.” The logic is obvious: With dual credits
under their belt before entering the gate of a college, students would have a better chance
to complete their college degree in 4 years. That is the reason why many states have made
it mandatory for high schools to offer dual credit courses. For example, Indiana has a law
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that requires that all Indiana high schools offer dual credit courses. Under this law, 22
Indiana colleges and universities, 14 public and 8 private, currently partner with high
schools in offering dual credit programs. The following FAQ&A is from the official
website of Indiana Department of Education.
2. Are Indiana high schools required to offer dual credit courses?
Yes. Indiana law currently requires each Indiana high school to offer a minimum of two
dual credit courses. The intent is to expand opportunities for students to take college-level
coursework while in high school. It also provides an opportunity to fulfill the Core 40 with
Academic Honors (AHD) and Core 40 with Technical Honors (THD) diploma
requirements using the dual credit options, and will help more students prepare for college
and careers.10

2. Issues in the Implementation of Dual Credit Program Policies
Given the importance of dual credit programs, policies have been created by
various agencies to implement the relevant dual credit laws and regulations. Issues,
however, exist in the implementation of these policies. I will focus on three of the issues
in this paper—what I call the “3-D Issues.”
The first is the discrepancies in the credential requirement of high school teachers
who wish to teach dual credit classes. According to a document published by Indiana
Department of Education, approved instructors of dual credit courses must either
have credentials consistent with the credentials required for on-campus faculty, or a
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development plan is in place, one approved by the postsecondary institution to satisfy this
requirement.
Such high school teachers would fall into the category of adjunct faculty in a
university. Since adjunct faculty at my university must have a minimum of a Master’s
degree in the subject to teach an on-campus class, high school teachers who wish to teach
dual credit classes must also have a Master’s degree in the subject to meet the minimum
credential requirements. This requirement automatically excludes teachers without a
Master’s degree.
However, community colleges in Indiana have a different policy. The following is
from the policy regarding the credentials of a teacher for a dual credit class at Ivy Tech
Community College of Indiana.
*511 IAC 16-2-6 Dual credit teacher
Authority: IC 20-28-2-6
Affected: IC 20-28-11.5
Sec. 6. A teacher holding any license that makes them eligible to teach in a secondary
setting may enter into a dual credit agreement with a higher education institution to teach a
course for which dual credit may be awarded by that institution, if all of the following
conditions are met:
(1) Completes a major of at least thirty-six (36) hours in the subject or a related subject to
the area in which they will teach the dual credit course, holds a license for workplace
specialist II or its equivalent, or meets the higher education institution’s program standard
for that course through an alternative route defined by the higher education institution.
(2) At least three (3) prior years of teaching experience.

(3) On or after September 1, 2017, received a rating of effective or highly effective in
three (3) of the last (5) years based on an evaluation that meets the components outlined in
IC 20-28-11.5.11

Comparing the two implementations, one will notice obvious discrepancies
between credentials required at public universities and at Ivy Tech Community College in
Indiana: the latter requires “thirty-six (36) hours in the subject or a related subject” instead of a
Master’s degree. Such policy discrepancies have enormous impact on less commonly taught

languages such as Japanese. Many high school Japanese teachers do not have a Master’s
degree, or a Master’s degree in the subject, but they have not only years of excellent
teaching, but also other achievements such as presentations at scholarly conferences,
important awards and multiple professional activities. The policy discrepancies put these
teachers in great disadvantage: Teachers of commonly taught languages in Indiana can
apply to teach dual credit classes with Ivy Tech Community College of Indiana if they do
not have a Master’s degree since a Master’s degree is not required there. But that option is
not available to teachers of Japanese because there is no Japanese program at Ivy Tech
Community College of Indiana.
The second is the issue of different interpretations of the policy of “tested
experience” of dual credit teachers. The Higher Learning Commission (HLS) twice
revised its Guidelines Determining Qualified Faculty through its Criteria for Accreditation
and Assumed Practices. Specific policies of the revised guidelines, however, have been
interpreted differently. For example, the guideline for Determining Minimally Qualified
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Faculty in the Context of Dual Credit allows sponsoring colleges to take “tested
experience” into consideration when reviewing credentials of dual credit teachers.
HLC recognizes that many high school teachers possess tested experience beyond their
years in the classroom that may account for content knowledge for the dual credit courses
they may teach. These teachers may have gained relevant experience while working in
other sectors or through professional development or other relevant experience that now
informs their teaching. They may be active in professional organizations and learned
societies through presentations and publications on topics relevant to the dual credit
courses they may teach. In combination with other credentials and/or tested experience,
they may be able to provide direct evidence of their students’ achievement on collegelevel tests that reflects a level of teaching and learning akin to a college classroom.12

However, Indiana Department of Education has advised dual credit directors
throughout the state “to steer clear of using tested experience, simply because it will be
difficult to prove to HLC reviewers.”13 At Ball State University, the administration cites
David Letterman, former Late-Night talk-show host, comedian, producer and our most
famous alumnus, as an example of “tested experience.” Anyone less known would not be
accepted as having “tested experience.” This interpretation of “tested experience”
effectively eliminates the policy created by the Higher Learning Commission and thus
excludes many highly qualified teachers from teaching dual credit courses.
The third issue is the disparity in tuition support opportunities for dual credit
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STEM teachers and for dual credit foreign language teachers. Many prospective dual
credit teachers have young children. On top of many other difficulties for these teachers
such as child care, it is a big financial burden for these teachers to take graduate courses in
the summer to obtain the credentials required of dual credit teachers. Tuition support has
been made available to STEM teachers to relieve the financial burden of these teachers.
One example is the Hoosier STEM Academy, “a partnership among Ball State University,
IUPUI, and Purdue University whose goal is to address a teacher shortage in Indiana in
the fields of science, technology, engineering, and math.”14 The webpage of the Hoosier
STEM Academy thus appeals to prospective dual credit STEM teachers: “Take courses
that will let you teach dual-credit STEM classes in underserved Indiana schools. Receive a
$1,400 stipend for each course taken.”15 The following is the Hoosier STEM Academy
flyer which includes the following information: “Upon completion of a graduate STEM
course with a grade of C or higher, participants will receive a $1,400 stipend to defray the
cost, fees and/or materials up to 18 credit hours.”
Hoosier STEM Academy Flyer

See its website at https://www.bsu.edu/academics/collegesanddepartments/
accessed April 30, 2020.
15 Ibid.
14

In contrast, no such support is available to prospective dual credit foreign language
teachers. It is not that the importance of foreign language has been ignored. It has not. For
example. In 2017, an initiative called The Indiana Language Roadmap was launched in
Indiana. Funded by a grant to Indiana University from the Language Flagship, the
initiative coordinated a series of events in 2018 and 2019 including two statewide
summits, advisory board meetings, regular regional leader meetings, writing workshops,
and regional meetings in Bloomington, Charlestown, Indianapolis, Mishawaka, and South
Bend. As a result, “The Indiana Roadmap Plan outlines four priorities that set a path to
developing more opportunities for high-quality world language learning and global
education while ensuring that individuals of all ages, backgrounds, professions, and
regions of Indiana have equitable access to this instruction and knowledge.”16 The very
first of the four priorities is “Strengthen the Educational Pipeline” with the following
statement: “The cornerstone of the Indiana Language Roadmap is the pre-K to career

See p. 12 of the brochure for Indiana Language Roadmap, available at
https://global.indiana.edu/research/indiana-language-roadmap/index.html last
accessed on May 1, 2020.
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educational pipeline, which needs to be comprehensively strengthened in such a way that
existing resources are leveraged and aligned, current training opportunities are enhanced,
and educators and learners of all ages are supported and incentivized to gain global and
multilingual competencies.”17 Obviously, the importance of foreign languages is fully
recognized. However, despite the high profile initiative, its recognition of the importance
of foreign languages and its promise that “educators and learners of all ages are
supported,” no tuition support has been created to meet the dire need of Japanese teachers
who need to boost their credentials in order to teach dual credit Japanese.18 I say
“Japanese teachers” specifically here because it is teachers of less-commonly taught
languages such as Japanese whose need is dire. The reason is that, as mentioned above,
teachers of commonly-taught languages can partner with Ivy Tech Community College to
meet the credential requirement, an option that is not available to teachers of lesscommonly taught language such as Japanese. Obviously, Japanese teachers have fallen
into cracks of the gigantic system. I have approached some officials at Indiana Department
of Education on Ball State campus in Spring 2019 and then the President of Indiana
Foreign Language Teachers Association at its annual meeting in November 2019, reported
the disparity in tuition support opportunities for STEM teachers versus foreign languages
teachers. I appealed to them for support for Japanese teachers. So far, I have not heard
back from them.2
3. The Latest NACEP Policy Change

Ibid.
Email to me and to director of Distance Learning at Ball State University seeking
financial support to help cover tuition incurred by graduate courses in the summer.
17
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While the above issues remain unresolved, a new issue emerged—the latest
NACEP policy change, announced in October 2018 in the 5.5 version of a document titled
NACEP Accreditation Guide for Peer Reviewers and Applicants.19 The most important
change is stated in Appendix B of the document under the title “Statement of Equivalency
Guidelines.” To put it simply, the new change requires that all college faculty liaisons
write a statement by the end of 2019-2020 academic year to explain how they ensure the
dual credit program courses are equivalent to the courses taught on college campus.
Appendix B includes a list of Guiding Questions to help college liaisons draft the six-point
statement. The Guiding Questions are as follows in its entirety:
1.

Academic Freedom:

How does the college or department define academic freedom? What level of
variation might occur across campus sections of the same course? To what extent
is academic freedom permitted in the CEP course? How does it compare to that
allowed on campus?
2.

Student Learning Outcomes:
• How are the learning outcomes for your courses developed within
your department? If learning outcomes are not the same across sections of a
course, describe the department's approach and extent of variation in
campus and CEP learning outcomes.

The PDF version of the document is available online at
https://www.google.com/search?client=firefox-b-1d&q=NACEP+Accreditation+Guide+for+Peer+Reviewers+and+Applicants. Last
assessed May 1, 2020.
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• How do you assure that CEP instructors are teaching to the student
learning outcomes (i.e. orientation, professional development, site visits,
etc.)? If relevant, describe an experience when a CEP instructor was not
adhering to the expectations for the course.
• How are department revisions to student learning outcomes
communicated to CEP instructors?
3.

Syllabi Review:

When are new syllabi initially reviewed and approved? Who conducts this review?
Detail the approach to evaluating a new syllabus, including the minimum
components or areas of most importance. If not described above, address how
consistent learning outcomes are assured. How are any required changes to a new
syllabus communicated? Beyond the initial review, explain how the department
ensures CEP syllabi are up to date. Discuss any important differences between the
execution of the course on campus and in the CEP, addressing how the syllabus
upholds the integrity of the college course.
4.

Assessment Review:

Describe how your department assures that CEP assessments are comparable in
rigor to those on campus (i.e., share samples from campus, review CEP
assessments, professional development, etc.).
• Describe how your department assures that grading standards are
comparable between the CEP and campus course (i.e., review of syllabi
and graded work, rubrics, grade norming, assessment data collection, etc.).

This goes beyond grading scales, including how assignments are graded
and how final grades are calculated.
5.

Grading Standards

Describe your department's philosophy on grading standards and how this is
communicated· to the concurrent enrollment instructors.
6.

Theoretical/Philosophical Orientation of the On-Campus Department:
• What is your department's approach to the discipline? Are there certain

hallmarks or best practices? How is this philosophy or approach reflected in the
CEP courses?
• How do CEP courses, instructors, and students fit into your department
or program's goals, outcomes, or structure? For example, to what extent are CEP
instructors treated like adjuncts or included in decision-making, meetings, etc.? To
what extent is the CEP considered in departmental discussions of identity, policy
or program changes, and future courses or degrees?
• Describe how your department builds relationships with CEP instructors
and students.
One may wonder why the new policy change is regarded as an issue here. The
reason is that, as can be seen above, 5 out of the 6 items in the required statement assume
an existing departmental policy against which the dual credit program is to be compared,
with the single exception of Syllabi Review in item 3. The problem is that my department
does not have a stated policy on 2 items: academic freedom and grading standards. Most
departments are probably in the same boat regardless of discipline. Without a
departmental policy, I cannot even start to draft my statement. Starting from September

2019 when the new policy was announced to faculty liaisons at my university, I
approached the chairperson of my department many times on the need to create a
department policy on these two items so that I can write my Statement of Equivalency.
But an entire semester passed and no action was taken by the chairperson. When I
reminded her of the need again in January 2020, she suggested that I add the matter to the
agenda of our Assessment Committee of which I was member. I followed her suggestion.
When the Assessment Committee met in February, only the last 5 minutes were devoted to
the agenda item I added. One member of the Assessment Committee is a senior colleague
very knowledgeable about university and departmental policies. Also a faculty liaison of
dual credit program but in another language, she volunteered to draft a Statement of
Equivalency on her own discipline. She suggested that faculty liaisons in the department
are welcome to use her statement as a template to draft our own statements. Soon after that
meeting, Covid-19 started to plague the U.S. and all campuses were locked down and the
Statement of Equivalency became the last thing in people’s mind. But it weighs heavily on
my mind.

4. Responses of Japanese Dual Credit Programs in Indiana to the Latest NACEP
Policy Change
When I submitted the proposal of this paper for the 2020 Princeton Japanese
Pedagogy Forum, I expected that a departmental policy would definitely be created. Now I
realize to my disappointment that that is impossible. Meanwhile, the deadline for the
statement of equivalency approaches quickly. To meet the deadline, I started working on
my Statement of Equivalency from late March—right after all classes moved online at my

university due to the pandemic. As I am the only college faculty liaison for Japanese dual
credit programs in Indiana, my responses represent the responses of Japanese dual credit
programs in Indiana to the latest NACEP policy change. My responses consist of two
parts: a Statement of Equivalency and an Indiana Japanese Dual Credit Community, a
webpage posted online. The former was written in late April to the beginning of May
2020; the latter was launched in Fall 2019. Here is a brief discussion of both.
4.1. My Statement of Equivalency
Where appropriate, my Statement of Equivalency is based on the following four
existing Ball State University documents:
1)

Modern Languages and Classics, Department Handbook, AY 2018-2019;

2)

Modern Languages and Classics, Department policy on Student Learning

Outcome;
3)

Modern Languages and Classics, Department Dual Credit Japanese

Proposal;
4)

Ball State Dual Credit Faculty Liaison Site Visit Forms.

4.1.1. Academic Freedom:
Academic freedom is encouraged and supported at the Department of Modern
Languages. This is stated as follows in The Handbook of the Department: “Modern
Languages and Classics strives to provide an environment in which both faculty
and students are encouraged to inquire freely, evaluate observations and analyze
data, increase their knowledge, and develop a sense of responsibility for sharing
that knowledge with others.” This policy allows variations across sections of the
same course. For example, some assignments can be traditional and hand-written

in one section while the same assignments may be more innovative or electronical.
The same level of academic freedom is extended to dual credit Japanese programs
in Indiana. Specifically, dual credit teachers are allowed to decide their own course
pacing, highlight points of interests within the curriculum, use various
pedagogical tools in the classroom, both traditional and more innovative, and
prioritize primary and secondary texts to support the goals of the Japanese
programs.
4.1.2. Student Learning Outcomes:
Learning outcomes are the same across sections of a course in Modern Languages
and Classics at Ball State University. The current Assessment Plan stipulates the
learning outcomes development process as follows:
“Formal curriculum changes are handled in the following way: (1)
Individual language area sections meet on a regular basis to discuss
possible changes to curriculum, course products, and course content; (2)
Proposed curriculum changes are discussed with the Department Chair; (3)
Proposed curriculum changes are discussed by tenure-stream faculty at
regular monthly Advisory Council meetings (contract faculty are invited to
attend); (4) Curriculum changes are approved by a committee of the whole,
including contract faculty, serving as the department curriculum
committee; (5) Curriculum changes are written up by the initiating
language area and submitted to the college dean's office for review; (6)
Curriculum changes are brought to the College Curriculum Committee;
and, finally (7) Curriculum changes are submitted to the University

governance system for approval. External Review - Formal program
review by the NCA is conducted in two areas: (1) Modern Languages and
(2) Classics. The two reviewers, one for each area, are brought in
simultaneously. Review takes place every 7-10 years.”
Student learning outcomes are measured in terms of their language proficiency, as
follows:
Students demonstrate a high level of proficiency in the target language and
they seek opportunities to strengthen their proficiency. Students are able to
engage in conversations, provide and obtain information, express feelings
and emotions, and exchange opinions on a variety of informal and formal
communicative tasks in the target language. Students demonstrate the
ability to narrate and describe in all major time frames in paragraph length
discourse (although control of aspect may be lacking at times). Students
understand and interpret written and spoken language on a variety of topics
and they can successfully present information, concepts, and ideas to an
audience of listeners or readers on a variety of topics through both speech
and writing.
To ensure that dual credit teachers are teaching to the student learning outcomes,
annual summer orientations have been sponsored by High School and Statewide
Initiatives under the Division of Online and Strategic Learning. Moreover, at least
once every year, the college faculty liaison pays a site visit to all high schools with
a Japanese dual credit program to have first-hand observation of how dual credit
Japanese is taught and learned. During the site visit, questions from the students

will be answered and improvement suggestions will be made to high school
teachers. Ball State Assessment Plan and all its revisions are communicated to all
high school teachers in a timely manner.
4.1.3. Syllabi Review:
All new syllabi must be reviewed and approved by Ball State University before a
dual credit Japanese program can start in a high school in Indiana. There are 4
steps in the reviewing process: faculty liaison-department chairperson-college
dean-director of High School and Statewide Initiatives. The Japanese faculty
liaison reviews all syllabi from the applying high schools, both initial application
and the subsequent annual renewal application. This review focuses on all subjectspecific areas. Based on the result of this review, the faculty liaison rejects the
syllabi with suggestions for revision, or recommends approval to the department
chairperson, who will recommend approval to the dean and the university director.
The minimum components of a syllabus include course title, instructor name,
required textbook titles, course objectives, class meeting hours, weekly schedules
with list of contents to be covered, homework assignments, grading policies and
final exam schedule. The college faculty liaison shares his own syllabi for the
same course to ensure that dual credit high school syllabi upholds the integrity of
the college course.
4.1.4. Assessment Review:
To ensure that dual credit Japanese program assessments are comparable in rigor
to those at Ball State, I share with dual credit teachers my syllabi, graded works,
oral assignment rubrics, sample quizzes, homework assignments, student projects.

4.1.5. Grading Standards
Currently the Department of Modern Languages and Classics at Ball State
University does not have a stated philosophy on grading standards. But the
following statement from its Goals and Objectives in its Handbook can well be
regarded as its philosophy on grading standards. “In general, the goals and
objectives of majors in the modern languages are proficiency-oriented. Upon
graduation students are expected to read, write, speak, and comprehend their target
language with reasonable facility to meet the need of a highly globalized economy
for personnel with linguistic and cultural competence. Graduates are able to
converse in a clearly participatory fashion, sustain a conversation, and employ a
variety of language strategies to convey meaning. They are also able to understand
the main ideas and some or most of the details in normal and media
communication and read and understand texts which treat familiar as well as
unfamiliar topics and situations. Students are capable of writing with some fluency
about a variety of topics with reasonable precision and detail and engage in normal
social and business correspondence. Students acquire knowledge of the history,
culture, traditions and literature of the country or countries where the language is
spoken.” This statement has been communicated to dual credit teachers with the
department Handbook.
4.1.6. Theoretical/Philosophical Orientation of the On-Campus Department:
The theoretical/philosophical orientation of Modern Languages and Classics can
be found in the Mission Statement in the Handbook: “The Department of Modern
Languages and Classics is committed to the teaching of modern and classical

languages, literatures, and cultures as a vital part of the University’s mission. It
strives to develop a learner-centered community that supports fundamental
learning as a basis for individual inquiry. In a collaborative environment, our
programs focus on providing contexts for transformative experiences, which
challenge individuals to develop the judgment needed to act as knowledgeable
citizens in times of growing internationalization. The Department provides a
vibrant academic learning experience attuned to multidisciplinary inquiry,
embracing diversity, global awareness, and environmental issues, and committed
to civic engagement in the local, national, and international communities. Through
its extensive programs in languages and cultures of the world, the Department
offers opportunities for students to enhance oral and written communication skills
and technological competencies, learn how to solve problems and collaborate with
others, appreciate diverse cultures through immersive learning opportunities such
as service learning and study abroad.”
Dual credit courses, teachers and students fit the mission of the department.
The relationship between the department and dual credit teaches and students are
mainly maintained by the faculty liaison. It is through the faculty liaison that the
current state and issues of the dual credit program is communicated to the
department.
4.2. Indiana Japanese Dual Credit Community
If the Statement of Equivalency above is a required response to the latest NACEP
policy change, the Indiana Japanese Dual Credit Community has been created entirely out

of my own desire to facilitate dual credit Japanese programs in Indiana. The Community is
a webpage a screenshot of which is given below.20
Screenshot of the Indiana Japanese Dual Credit Community

As can be seen from the screenshot, the webpage has 6 parts. Here is a short
description of each part.
4.2.1. High Schools with Dual Credit Japanese
-Listed here are all 7 Indiana high schools currently offering dual credit
Japanese.
-Also given here are the names of the teachers, textbooks used in each
school and the chapters covered in these schools.
4.2.2. Resource Center
-The Center gathers together all important information needed by both
teachers and students of Indiana dual credit programs including the following:
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-Student Registration for Dual Credit Courses, which takes students to the
page where they can register for dual credit Japanese;
-Important Dates 2019-2020, which serves as a reminder of all important
dates including registration starting date, deadline, last day of withdrawal, etc.
-Canvas Support Hotline, which gives 24/7 tech support by Canvas, the
software that Ball State uses to manage teaching and learning.
-Genki Materials for 101/102, which give students easy access to online
Genki materials including audio files for first-year Japanese.
-Links to webpages of professional organizations such as AITJ
(Association of Indiana Teachers of Japanese) and IFLTA (Indiana Foreign
Language Teachers Association).
-The link to the webpage of Modern Languages and Classics, my home
department.
4.2.3. Shared Teaching/Activity Materials
-Kana Buster, a software that I designed to help beginning students learn
hiragana and katakana;
-Genji Kanji Lesson Plan, designed by one of the dual credit teachers;
-Videos, shared by one of the dual credit teachers including the video
“Fortune Cookies in Love” featuring singing and dancing by school
administrators as well as teachers and students in the style of AKB48, a
popular Japanese idol group.
-Presentation Videos shared by teachers from different schools.

4.2.4. Materials Dual Credit Teachers Prepare for Site Visit
-The materials refer to the documents that the college faculty liaison will
collect from the high school teacher as part of the site report as well as an
important part of the evaluation of the dual credit program. The documents
include 1). List of the high school teacher’s professional development for the
year; 2). Sample tests, quizzes, etc. for ALL LEVELS taught at the school; 3).
Final grades (last year ok) with student names hidden for ALL LEVELS taught
at the school; and 4). A copy of syllabi for ALL LEVELS taught at the school.
4.2.5. Interactive Communication Center
-Announcement of the launching of a Facebook page, which allows
interactive communication among Indiana dual credit program teachers.
4.2.6. Links to Useful/Interesting Video
-It gives a list of links to useful/interesting video including
-いたずらおじいちゃん features the performance by Cyril Takayama,
American magician of French, Moroccan and Japanese descent.
-にしゃんた is a talk show in Japanese featuring the Sri Lanka-born
Rakugo actor of that name who is also a celebrity in Japan and Professor of
Sociology in Hagoromo University of International Studies.
-キャンベル is an interview in Japanese of Robert Campbell, Professor of
Japanese Literature at University of Tokyo known in Japan as “The American
“who knows Japan better than the Japanese.”
-Akira Yoshino is a documentary in English featuring the inventor of the
lithium-ion battery and the winner 2019 Nobel Prize for Chemistry.

-Sazaesan Opening Song is a video of the opening song of the weekly
anime show of the same title, which, adapted from Michika Hasegawa (19201992)’s manga, began airing in Japan in October 1969 and holds the Guinness
World Record for the longest-running animated television series.
It should be noted that the Indiana Japanese Dual Credit Community contains
resources that can really help improve teaching and learning. One of these is the Kana
Buster. It is well-known that one of the challenges for teachers of beginning Japanese is
how to effectively introduce the kana table within a short period of time. Anything short
of a solid mastery of the table by all the students within, say 2 weeks, would mean
dragging remedial work in later lessons and in extreme cases may even lead to the
withdrawal of frustrated students from Japanese.
Screenshot of the Kana Buster Webpage from
Indiana Japanese Dual Credit Community21

The URL for Kana Buster webpage is
https://digitalcorpsstorage.z14.web.core.windows.net/JapaneseLanguageLearning/i
ndex.html.
21

Kana Buster is a software designed specifically to address the problem of teaching kana
table to beginning students. As can be seen in the screenshot above, the webpage has two
tables, one for hiragana, one for katakana, each of which shows a table with the 47
different symbols of the kana table in rōmaji. Crucially, each Romanized kana is
clickable. Once it is clicked, the top of the screen will provide the student with four pieces
of information about the kana: 1) audio pronunciation; 2) mnemonics in English;
3) mnemonics in graphic; 4) stroke order in animation. Kana Buster has been proven
effective in the classroom as a pedagogical tool.
Another example is the Genki Kanji Lesson Plan shared by one of the high school
teachers. It is a plan for teaching the kanji introduced in Chapter 13 of Genki. Three
features of the plan makes it a magic in kanji pedagogy. First, it uses the ideographic
information from the book Kanji Look and Learn published by the Japan Times to help
students memorize the shape of each component and the resulting meaning of a kanji in
this chapter. For example, the introduction of the two kanji 物 and 理 are as follows:
Illustrated Kanji Components and Their Meanings
with English Mnemonics

Second, it presents an essay created by the teacher for students to review the kanji
introduced in previous chapters as well as in the current chapter including 早起牛乳飲食
料理医者病気赤青友私新連薬行言何働別母着. It is amazing that 26 kanji are used in

the essay telling a coherent story about what the writer did yesterday and today. One of the
issues with existing textbooks such as Genki is that, while each chapter lists a few
example words for each newly introduced kanji, most of the words do not appear
anywhere in the reading exercises or dialogues.22 As a result, students do not have enough
exposure to kanji used in different contexts, let alone practice. The essay shared in the
Kanji Lesson Plan gives students opportunities to use multiple kanji used in different
contexts. Practicing with such essays, students are more likely to go beyond decoding
kanji when reading something new and concentrate on the meaning of the story.
A Sample Essay with 26 Kanji Used in Different Contexts
きのうは 友だちのパーティーがありました。 私は赤いシャツを着て、新しい
青いくつを はいて行きました。友だちのおねえさんは 赤ちゃんを連れて来まし
た。赤ちゃんは牛のデザインのシャツを着ていました。とてもかわいかったです。
人々は ダンスをしたり、歌ったり、ゲームをしたりしました。そして、色々な食べ
物がありました。私が好きな牛肉の料理（りょうり）や牛乳を使ったデザートがあり
ました。
私はたいてい 朝早く起きますが、今日はおそく起きました。病気だったからで
す。母が医者に連れて行ってくれました。医者は ｢たくさん食べすぎたからおなか
がいたくなったんです。」と言っていました。そして、｢この薬を飲んだ方がいいで

Take the kanji 仕事作休 introduced in Chapter 8 of Genki for example , the given
sample words 仕返し, 仕える, 返事, 作文, 休日 never appear anywhere in the book
except on the example word list. See Banno, Eri, et al, Genki I, An Integrated Course in
Elementary Japanese, Second Edition (Tokyo: The Japan Times, 2011), 323-324.
22

すよ。それから、働きすぎない方がいいですよ。」と言いました。医者は｢何かしつ
もんがありますか。」と私にきいたので、私は「別にありません。」と言いました。

But the Kanji Lesson Plan has two more features to ensure that that is the case. As the
following sample illustrates, the above essay is followed by two more exercises: students
are asked to first talk and then write about the story told in the essay with the tips provided
in a group of pictures about the story.
Sample Speaking and Writing Exercises on Kanji Essay

With the triple exercise of reading, speaking and writing about the story, the students
should have a rather solid training in the kanji.

5. An Evaluation of the Latest NACEP Policy Change and the Responses by Indiana
How do we evaluate the latest NACEP policy change? To put in bluntly, it is a
“busy-work project” imposed on college faculty liaisons. This is not just my view. It is
also the opinion of all members of the Assessment Committee of my department. The very
fact that only the last 5 minutes were devoted to the discussion of the latest policy change
speaks volumes of how it was viewed by the Committee members. Similarly, it is also the
opinion of my department chair. Otherwise, I cannot explain why an entire semester
passed without any action taken by her to address my concern about the deadline of the
Statement of Equivalency, and why she told me to bring the matter up at the Assessment

Committee even though, as the chair, she knows better than anyone else that it takes
departmental faculty meetings to propose, deliberate and approve any new departmental
policy. But the strongest evidence for the “busy-work project” nature of the latest NACEP
policy change is its redundancy. As is explained above, there is an existing mechanism by
which the equivalency of high school dual credit courses to those at the college is
evaluated and reconfirmed several times a year through the initial application or renewal
application review and by the annual site visit by the college faculty liaison. As mentioned
in 4.2.4., dual credit teachers must prepare documents, which the college faculty liaison
collects during the site visit. These documents will be reviewed against the documents of
the same college course and the result will be presented in the following two forms as part
of the site visit report.
Form 1. Ball State Dual Credit Site Visit Check List

As can be seen above, the form requires two sets of documents. The top is a list of
documents that high school teacher submits including sample tests, quizzes, papers, course
syllabus and final grades; the bottom the same documents of the same course from the

college liaison. The idea is obvious: to put the two sets of documents side by side to
ensure the equivalency of the course between high school and college.
Similarly, the form of Dual Credit Site Report asks the college liaison to check
whether or not the high school course is adequate in 6 areas to ensure course equivalency:
1) Implementation of college curriculum, adherence to course outline; 2) Coherence and
completeness of syllabus; 3) Course reflects pedagogical, theoretical, and philosophical
orientation of the sponsoring academic department; 4) Course assignments and
requirement meet college expectations; 5) Students assessed using the same methods (e.g.
papers, portfolios, quizzes, labs) as their on-campus counterparts; 6) Final grades based on
sound evaluation of course objectives.
Form 2. Ball State Dual Credit Site Visit Report

Given the existing mechanism to ensure course equivalency between the high school and
the college, I see no need for the Statement of Equivalency. It is a “busy-work project”
that does not help our dual credit programs in any tangible way.

In comparison, the Indiana Japanese Dual Credit Community contains key
operational information about the dual credit program needed by both teachers and
students at the high school. Moreover, it also contains pedagogical tools proven effective
that make a real difference in the teaching and learning of Japanese at both high school
and college levels in Indiana.
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多元的パースペクティブをもたらすクリティカルシンキングを取り⼊れた
⾔語教育の実践
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1．はじめに
⾔語教育の第⼀⽬標はその⾔語を使ってコミュニケーションを取ることだろ
う。しかし、学⽣の動機をみると、⽇本⽂化に⼤変興味がある、⽇本に⾏きた
い、住みたい、という学⽣は⼀定数いるものの、実際にはまんがもアニメも興味
が無い学⽣がおり、ほとんどの学⽣は⽇本に住んだりそこで仕事をすることを⽬
指しているわけでもない。
それでは、⽇本語習得はしたいものの、⽇本に住むことも⽇本語のコンテンツ
を楽しむことにもあまり興味がない学⽣にとって、⽇本語学習は何の役に⽴つの
だろうか。⽇本語を学ぶとビジネスで活かすチャンスがあるかもしれない、とい
う実質的な⽬標があった 80 年代から 90 年代初頭までの⽇本語教育と違って、そ
もそも、すべての学⽣は⽇本語（あるいは⾔語）を何らかのコミュニケーション
に使うことを⽬的に学ぶ、という前提⾃体を⾒直す時期なのかもしれない。
昨今、Content Based Instruction(CBI)などのように⾔語教育はツールとしての⾔
語運⽤能⼒の提供のみに終わらない、という考え⽅は浸透してきている。Modern
Language Association of America(MLA)では学⽣に translingual、transcultural
competence をもたらすことを求め（2007）、また critical thinking を醸成する教育
があらゆる教育分野で必要とされる中、⽇本語のクラスでも批判的（Critical）な
教材を取り⼊れ Critical Content Based Instruction (CCBI)を⾏う必要性が指摘されて
いる（佐藤他 2015）。すでにクリティカルシンキングを語学教育に取り⼊れた実
践の報告も多くなされている。
本稿では、⾔語学習を通してクリティカルシンキングを教えるとはどういうこ
とかを今⼀度考えるとともに、北⽶にある私⽴リベラルアーツカレッジで⾏った
「クリティカルシンキングの能⼒を語学教育を通じて⾼める」ことに焦点を当て
た教室活動について報告したいと思う｡学習者は「上級へのとびら」を終えた後

の中上級⽇本語クラスの学⽣で、このコースでは中上級者向けの読み物､新聞記
事、短編⼩説、まんが、ビデオ素材などを使ってディスカッションやライティン
グを⾏った。同時に⽇本語の四技能を⾼めるという語学教育としての根幹は守り
つつも、全教材を通じていかに学習者のクリティカルシンキングの能⼒を向上さ
せるかに主眼をおいた教材の選択、産出活動を⽬指した。また、最終的には、学
びを⾃分の属するコミュニティへ還元することも主眼においた。その活動内容と
今後の課題等について述べる。
2. クリティカルシンキングとは何か
クリティカルシンキング⾃体は、新しい概念ではない｡Edward M. Glaser は
1941 年の著書において、その定義や教育における重要性を説いているが、それに
よるとクリティカルシンキングはすでにアメリカ建国時代から重要視されていた
概念で、⾃由を守り国家を維持するために教育において社会への理解やクリティ
カルなマインドネスを教えることが⼤事だと考えられていた。また、1906 年、ニ
ューハンプシャー州の最⾼裁は、学校に⾏くことは個⼈のためというより、知的
で能⼒のある⼈間を育てることが無知がもたらす国家の危機から⼈々を守るとい
う政治的意味合いを持っていると指摘しており、クリティカルシンキングの教育
は個⼈の成⻑という意味合いよりも国家安定の必要条件として考えられていたた
め、教育現場で重要とされていたことがわかる。（Glaser 1941）
クリティカルシンキングという⾔葉を教育のゴールとして最初に使ったのは
John Dewey（1910）だと⾔われる。⽬指したのは科学的な根拠に基づく考察、既
成概念に囚われないオープンな考察で問題解決を計ることだった。Dewey が例と
して挙げているのは、たとえば、ある⽬的地に⼀時までに⾏かないといけない⽤
事を思い出した時､⾞､地下鉄、⾼架鉄道などいくつかのオプションがあり、それ
ぞれに速さ､駅までの距離、駅を探す時間、駅を降りてから⽬的地までの時間、
などメリット、デメリットがあるが、それらを総合的に判断して最善の⼿段を決
定する､というもの。
このようにクリティカルシンキングは当初、多様な選択肢を考慮し、科学的エ
ビデンスに基づいて決定する⾏為とされたが、それは我々が⽇常の中で⾏ってい
る熟考に近いものだったといえる。
Glaser は、常に信念や既成事実を検証する努⼒こそが⼤事とし、クリティカル
シンキングの定義として(1) ⾃分の経験する問題や議論を思慮深く考えようとす
る態度、(2) 論理的な問いと推論の知識、(3) これらの⽅法を適⽤するスキルを挙
げている。論理的であることに加え、それを運⽤する知識と技術を含めて、クリ
ティカルシンキングの技術と考えていたことがわかる。
また、Ennis は 1962 年に B. Othanel Smith の「何らかの発⾔（statement）を検証
し､意味するところを⾒つけ出し､受け⼊れるか拒否するかを決めることがクリテ

ィカルシンキングである」という⾔葉を引き､クリティカルシンキングとは「発
⾔を正しく評価すること」とした。
クリティカルシンキングは⼀種の技術(skill)として⾝につけるべきものであ
り、科学的な論証や、偏ったイデオロギーなどに囚われないオープンな思考が⼤
事であることは⼀貫して主張されている。同時に、問題を発⾒しそれを分析する
能⼒、既成の概念やイデオロギー、発⾔を即座に信じるのではなくそれが真実か
どうか疑う(scepticism/ skepticism) 態度、確実な論証があるまで答を急がない態
度、過度の単純化を避ける態度、またさまざまな考察を現実の問題に当てはめて
解決を計ろうとする態度、などもクリティカルシンキングのスキルとして重要視
されている。（Ennis 1991; 2011, Paul and Elder 2006, Siegel 1988, Levy 1997,
Facione 1992, Halpern 1998）
⼀⽅､検討すべき問題についての知識不足、⾃分の信じる答に有利なように論
証などを解釈し期待する答に導こうとする confirmation bias (Nickerson 1998)など
はクリティカルシンキングを妨げる要素とされる。
3. ⽇本語教育とクリティカルシンキング
クリティカルシンキングをどう教えるのか、は⻑年に渡って議論されてきた。
⽇本語教育はクリティカルシンキングを取り⼊れてクリティカルな⽇本語話者を
育てることができると同時に、⽇本語学習そのものをクリティカルシンキングの
スキルを⾼める教育とすることも可能なのではないだろうか。それは、⽇本語教
育を通じて学⽣の選択肢やパースペクティブを広げることができると考えるから
である。
牧野（2009）は⾔語習得と同時の⽂化習得の必要性を説き、第⼆⾔語ならぬ第
⼆⽂化習得というべき分野、⽂化能⼒というものがあるべきだと主張する。その
上で⾔語⽂化（LC)と⾮⾔語⽂化(NLC)を設定し、この⼆つが連動することが⼤事
だと⾔う。たとえば⽇本語において重要なポライトネスは、⾔語だけがその表現
⼿段ではなく⽂化に基づく⾏動 (NLC）もポライトネス表現になる。
こうした transcultural competence の重要性は、⾔語教育において⾔語の背景に
ある⽂化を抜きにしては本当の⾔語が教えられないという⽂脈で唱えられてき
た。これを今の時代に照らし合わせてみると、transcultural competence は、クリテ
ィカルシンキングを育む上でも⽋かせない要素であることが⾒えてくる。現代は
インターネット、SNS などの発展で前にも増して異⽂化の交流や衝突が増えてお
り、多くの事柄が⾃分の属するコミュニティや国､⽂化圏の中だけで考えていて
収まる時代ではなくなっている。そのため、⾃⽂化コード（牧野、2009）を越え
た他⽂化コードによる思考がより意味を持ってくるのである。
「真実はいつも⼀つ」は『名探偵コナン』の決まり⽂句だが、現実世界では、
「真実はいつも⼀つではない」。事象は⼈間の認識によって初めて事実と認定さ

れるからだ。⼀つの⽂化体系からはそこで通⽤する価値観は学ぶが、それ以外の
価値観を取り⼊れた批判的思考は難しくなる。だからこそ、⽇本語を使って⽇本
の⽂化や社会を読み、それを問題領域として議論やライティングを⾏うことは、
英語でコンテンツを学ぶ道筋では⾒えない新たなパースペクティブを得ることに
つながると考えられる。
これを、Domestic critical thinking, Inclusive & extensive critical thinking と考える
こともできるだろう。異なる価値観や思考体系がせめぎあう現代は、⾃⽂化の中
でだけ考える Domestic critical thinking を越え､より広範な価値観を検討する
Extensive critical thinking が求められる。⽇本語を学ぶ⽬的がコミュニケーション
ツールとしての⽇本語習得でなくても、⽇本語を学ぶことが異⽂化コードを学ぶ
ことになり、さらにはそれが Extensive critical thinking の能⼒を⾼めるとすれば、
それは新たな外国語学習の⽬標にも成り得るだろう。
4. クリティカルシンキングのもうひとつの⽬的
クリティカルシンキングは当初から個⼈レベルと社会レベル、２つのレベルで
の意義が考えられてきた｡論理的にオープンマインドで物事を考察し問題解決に
当たることはもちろん､個⼈の⼈⽣に⼤きな利益となり､⼈⽣を豊かにするスキル
となる。⼀⽅で、そういう⼈材を多く育てることが社会をより良くし社会の発展
に繋がる､という考え⽅も当初から唱えられてきた｡佐藤ら(2015) はクリティカル
シンキングを⽇本語教育に取り⼊れる際、Wallace (2003) の⽤語である弱クリテ
ィカルと強クリティカルの概念を取り上げ、⾃分たちの未来やコミュニティの未
来に問題意識をもって関わり、既存の枠組み（不平等や不公正など）を変えてい
こうとする強クリティカルのアプローチが重要だと述べている。
⼀⽅､近松 (2015) は 3.11 地震･津波・原発をコンテンツとする CCBI コースの報
告の中で、地元の特性を活かした学習に触れ、⼤学のあるイリノイ州に原発が集
まる現状から「（311 に）関連する社会問題をアメリカ･イリノイの設定において
再認識し、（フクシマの）復興･再⽣のために何ができるのかを提案する」と述
べている。このように、⽂化の差違から得られる批判的思考を社会に還元しよう
とする取り組みも、⽇本語教育にクリティカルシンキングを取り⼊れる際の⽬標
のひとつとなるだろう。近松の例では主にフクシマの復興に役⽴てる取り組みだ
が、学⽣たちはこの CCBI クラスで学んだことをイリノイにおける既存の枠組み
（原発があるという事実）を⾒つめ直すことに役⽴てることもできるはずだ。そ
ういう意味で、⽇本語教育を通じてのクリティカルシンキングの学びは、⽇本へ
の働きかけ、⾃コミュニティへの働きかけ､と双⽅向といえるのではないだろう
か。
5. 実践報告

本稿で報告するクラスの概要は、2019 年秋学期、⽇本語中上級クラス、50 分
授業週３回で、学⽣数は 9 ⼈という少⼈数のクラスであった。
コースを⾏うに当たって、まず教材の選定とコース全体のテーマについて検討
した。クリティカルシンキングの重要な側⾯は批判的、論理的考察をいかに現実
の問題解決に役⽴てることができるかである。ここでは学習者にとって異⽂化で
ある⽇本関連のトピックを学ぶことで批判的思考を⾏うとともに､それによって
得た多元的なパースペクティブを個々の所属するコミュニティにおいて活かすこ
とをコース全体のテーマとした｡なお、ここで⾔う「個々の所属するコミュニテ
ィで活かす」という意味は、学習者が⽇本⽂化として学んだことを⽇本に⾏って
利⽤するのでなくても⾃分が今いるコミュニティの中で役⽴てることができる、
という意味である。⽇本語習得は、そのクリティカルシンキングのスキルアップ
に必要な異⽂化スキルを得るためのツールという位置づけとなる。
5-1. トピックの設定
教材、トピックを選ぶにあたり､以下の点を考慮した｡
a.

b.

c.

d.

トピックは、⽇本特有と思われる⽂化や習慣、あるいは事象に関わるも
のとする｡その上で学習者の⾃⽂化への還元が有益と思われるもの（問題
の所在に気づかせたり問題解決への考察に貢献しそうなもの）を選ぶ。
世界共通の問題における⽇本の事象も取りあげる。それにより学習者は
⾃⽂化の中の問題について、⽇本という新たなパースペクティブを持っ
て問題解決に当たることができる｡
現在進⾏形の時事的なトピック､教材を活⽤する。それにより学習者は今
現在の問題、⾃分⾃⾝に直結する問題としてよりリアルに捉えることが
できる。
⽂学からビデオまでできるだけバラエティに富むようにする。

CCBI におけるコンテントとしては、社会問題はよく取り上げられるテーマだ
が（近松 2015、岡崎 2009）本コースでは、いわゆる社会問題や時事問題、政治
的トピックでなくても、products、practices 、perspectives を含めた⽇本⽂化が、
学⽣がこれまで気付きにくかった問題に気づいたり、新たなパースペクティブを
得るコンテントに成り得ると考えた。そのため、まんがやゆるキャラ、⽇本にお
いて盛んな地域活性化といったソフトなコンテントも多く取り⼊れた。
実際の教室活動では、語彙、⽂法、読解、と基本的な語学学習をまず⾏い、そ
の後､ディスカッション、各トピックについて学んだことをライティングもしく
はプロジェクト発表などの形で産出を⾏った。また Moodle を使った教室外での

フォーラムや、課題について各⾃テーマや要約をアップし意⾒交換するなどピア
学習も⾏った。
5-2. 構成と実施内容
本コースでは、以下の 7 つのトピックを扱った。
トピック
内容、使⽤教材
1 ⽬指すのは本物
地域活性化をテーマとした読み物
2 わざわざ書く
エッセー
3 プロフェッショナル「くまモン」
TV 番組ビデオ
4 ヘイトスピーチ（時事問題）
川崎市ヘイトスピーチ禁⽌条例、「あ
いちトリエンナーレ展」中⽌記事
5 村上春樹「氷男」
短編⼩説
6 ⽻海野チカ「3 ⽉のライオン」
まんが
7 広島⻑崎、憲法
ローマ上皇来⽇スピーチ記事、広島平
和記念館ウェブサイト、憲法条⽂
このうちの５つについて以下に具体的な内容、それがどのように学⽣のクリティ
カルシンキングの向上に繋がったか、についてまとめる。
1) 地域活性化とゆるキャラ（２トピックとして扱う）
1-a. 内容
このトピックでは、⽇本各地で盛んな地域活性化プロジェクトと、同じく地域
活性化に活躍するゆるキャラを取り上げた。まず、広島県尾道市で地元の⼈が参
加して⾏われているユーズドジーンズプロジェクトについての中上級向けの短い
テキストを読み、次に TV 番組プロフェッショナル「くまモン」のビデオを数回
に分けて学習した。⽇本では地域活性化は⼀種の流⾏とも⾔えるほど多くの取り
組みがあるが、アメリカでは⼈⼝減少して寂れている市町村は多くあるはずだ
が、あまりそのような取り組みはニュースにならない。また、「ゆるさ」を信条
とするゆるキャラは⽇本独⾃の⽂化を反映しており、「くまモン」のようにキャ
ラクターが地⽅⾃治に多⼤な貢献をしているのも⽇本独⾃だろう。
テーマの⽬的は、⽇⽶の考え⽅や⾏動のあり⽅を⽐較し、地⽅､地域の再⽣と
いうあまりアメリカでは注⽬されない視点を得ること。さらにゆるキャラのよう
なキャラクターを使って何かを伝達する⼿法を学ぶ、の⼆点であった。
1-b. 学⽣の学び
尾道のユーズドジーンズプロジェクトは、もともとジーンズの⽣産が盛んな町
という特徴をアピールするため始まったプロジェクトで、地元の普通の⼈がはい

たジーンズが漁師や農業などそれぞれの職業によって違った擦り切れ⽅となり味
のあるユーズドジーンズになるというもの。しかしディスカッションでは、ユー
ズドジーンズを作るために、“はいては洗い”することへの環境への負荷、それが
地元経済にどれほどの経済効果をもたらすのか、といったわりと否定的な意⾒が
多く⾒られた。これは学⽣達が普段から環境保護というフィルターには馴染み深
いが、地⽅からの発信という視点にはあまり馴染みがないことを感じさせた｡
以下はフォーラムでの意⾒交換の⼀部である｡学⽣が知っているアメリカの地⽅
活性化プロジェクトがあれば、それも共有してもらった。最終的には１〜２ペー
ジのエッセーの提出を⾏った。
このユーズドジーンズのプロジェクトはいいと思う。なぜなら、町には交流を促
すことや町の経済をアップすること、活躍できる機会を作ることなど、色々ない
い結果が出るだろう。その反面、ユーズドジーンズを作るのはすこしもったいな
いじゃないか。今の時代は、環境を考えないといけないのに、ジーンズにはかな
り水を使う。その点だけでは、よくないと思う。（学生 A）
ユーズドジーンズのプロジェクトはいい考えだと思いますが、高齢化や過疎化の
ような問題を本当に解決するかどうか分かりません。このプロジェクトは他の物
を助けているかもしれません。例えば、ユーズドジーンズは産業を元気にしてい
て、経済が良くなるかもしれません。これで、たぶん働く機会が増えますが、高
齢者はまだ働けません。そして、若者はまだ高齢者を世話する責任があります。
いいところは人々が町の未来を考えることです。（学生 B）
町を経済的に支える分もありますが、社会的な結果もあります。プロジェクトに
参加する人々の間に人間関係を生み出して、参加者と消費者にも通じることもで
きます。しかし、ユーズドジーンズの値段は元より二倍に上がる場合もありま
す。アメリカにはグッドウィルと言う古道具屋に、ユーズドジーンズを元の値段
より半分の値段で買えることもあるので、ユーズドだから二倍に売ることは不要
かもしれません。（学生 C）
⽇本の⾼齢化や過疎化は簡単に解決できません。でも、地⽅を活性化するための
プロジェクトはいい考えだと思います。こういうプロジェクトは町の産業や経済
を元気にできます。それに、⼈々はユーズドジーンズみたいな特別な商品を買う
ため、町に⾏く予定を作って、観光する⼈も多くなります。このプロジェクトは
⼈を誘って、それで町の良い点を⾒せられますから、ある⼈が「この町に住みた
い」という思いを出て、町に引っ越したいかもしれません。（学生 D）
ミズーリ州セントルイスを活性化するプロジェクトを知っています。セントルイ
ス・アートワークスと呼ばれる組織は、地元の芸術家の作品で街を飾ろうとして

います。参加者は彫刻や壁画を作成し、人気のある場所を装飾しました。アート
素材は、自転車や古い家具など、人々が寄付する古いアイテムです。（学生 E）
このようにいろいろな視点を協働作業で洗い出し、地域活性化とは何か、その
効果や効率性などのクリティカルな思考を行った後、「くまモン」が県の正式な
広報部⻑として活躍するビデオを教材として取り上げ、ゆるキャラについて学ん
だ｡アメリカにはスポーツチームのマスコットなど多いが地⽅⾃治体のキャラク
ターはあまりないこと、またゆるキャラの特徴である「ゆるさ」も⽇本的で、そ
れは⾒る⼈の⼼のバリアを無くす効果があること、キャラクターが⼈間のように
公報活動を⾏う点がアメリカのキャラクターと違うことなどを確認した｡さらに
実際に⾃分たちの知るアメリカの町や地域を選び、ゆるキャラを使った地域活性
化案を作るグループプロジェクトを実施。これは異⽂化を通じて得たクリティカ
ルシンキングの学びを⾃分の属するコミュニティへ還元する作業として⾏った。
1-c. 学習効果と課題
3 グループの発表は、ブロンクスにコミュニティガーデンを作る、NY 州アーズ
リーという町の活性化、⼤学の地元ポキプシーへの観光客誘致、というテーマで
あり、２チームは地元の特徴とゆるさを兼ね備えたゆるキャラを作り、３チーム
とも衰退が懸念される⾃分たちに関わりの深い町の活性化について再⽣案を考え
た。（Appendix A.参照）
全体として、取り上げた地域のリサーチには時間をかけ、よくまとめていた
が、活性化のアイデア段階は多少弱いと感じた｡裏付けや説得⼒のないものが多
く、批判的思考の最終段階としての⾃⽂化への還元においてもクリエイティブな
アウトプットやさまざまな可能性をさぐる批判的思考を学⽣に促すことの必要性
を感じた。アイデアを出し合って既存の何かを変えたり、良くしていく⾏為は、
社会に出てすぐに必要となるものであり、もっと⾃由にアイデアを出す“くせ”み
たいなものを学んでほしいと感じた｡
またプレゼン術も、アカデミックなリサーチのプレゼンとは多少異なり、アイ
デアのピッチのためのプレゼンでは、何を訴えたいのかを明確にし、それに向か
って効果的、魅⼒的なプレゼンを考える必要があり、今後の課題となった。だ
が、このプロジェクトを通じて⽇本⽂化を通して⾃⽂化や⾃⼰のコミュニティを
批判的に⾒直し、⽇本の⽂化から得た視点を取り⼊れた批判的思考を⾏う、とい
う⽬標はある程度達成できたのではないかと思う。
2) ヘイトスピーチを考える
2-a. 内容
ヘイトスピーチは⽇本の社会問題だが、アメリカには元々ある問題である。取
り上げた理由は、⽇本でもアメリカと同様、ヘイト問題が発⽣していることを知

ることで世界共通の問題であることを知り、それにより、なぜこうした問題が各
地で起きるのか、⺠族が違うと⾃然に起こるものなのか、違う⺠族同⼠はわかり
合えないのか、原因は、などについて考えるためである。
この問題はアメリカ⼈学⽣にとってすでに知識があるため、⽇本でのヘイトス
ピーチについても意⾒を構築しやすいと考えた。その上で、⽇本の事象を学ぶこ
とは、ヘイト問題への新たな情報や視点を得ることであり、アメリカでのヘイト
クライムを無くすために役⽴てることもできる。さらに、ちょうど川崎市で⽇本
初のヘイトスピーチ規制条例案が採択される時期と重なり、アメリカでのトラン
プ⼤統領の移⺠政策問題ともリンクするので、時事的なトピックとして扱うこと
ができた。今現在進⾏中の問題である、という意識はクリティカルシンキングの
問題領域として効果的だと考えられる。
教材としては、川崎市のヘイトスピーチ規制条例案についての新聞記事、「あ
いちトリエンナーレ“表現の不⾃由展”」での元慰安婦像展⽰中⽌にまつわる記事
を要約して読ませた｡⽣教材では新規語彙が多すぎ、クラス内の上級レベル以外
の学⽣には読むのが困難であったためだが、要約はできるだけ原⽂を活かし、抜
粋と難易度の⾼い語彙の⾔い換えなど最⼩限に留めた。そのためこの教材から差
別に関する基本的な⽤語、条例に関わる⽤語を学べたと思う。またディスカッシ
ョンでは、議論の進め⽅についての談話例や⼿順を最初に学び、それにそって意
⾒を述べるようにした。
なお、グローバルな社会問題としては、ヘイトスピーチのほかにも「ひきこも
り」、「過労死」などアメリカでも⽇本語の⽤語がそのまま使われている社会問
題なども Extensive critical thinking に役⽴つ興味深いコンテントになると考えられ
る。
2-b. 学⽣の学び
クラスのディスカッションによって以下のような意⾒が交わされ、また最終の
筆記課題で表明された。
•
•
•
•
•

•

⼈は困った時、仕事がない時など誰かをスケープゴートにする。
⾃分と違う⼈と出会う機会が少なすぎるとさらに違いを排除できなくなる。
⼩さい時から違う⺠族や国の⼈を⾒ることができる⼈はヘイトの問題が少な
い。
アメリカには法的な規制がない。アメリカでもそれを検討すべきだ。
⽇本はヘイトスピーチ解消条例を成⽴させたが、ある程度の効果はあっても
問題は解決できていない。⼀⽅、アメリカは全然規制する法律がない｡それは
ヘイトスピーチも⾔論の⾃由の権利だと⾔われているからだ。これはアメリ
カに とって⼤変問題がある設定だ。
お⾦は様々な問題の原因。ベーシクインカムを取り⼊れるといいのでは。

•
•
•
•
•
•

⼗分なお⾦があっても⾷料不⾜や住宅難などの問題がまだある。その他の問
題解決も必要。
ヘイトスピーチについての教育は⼤切。
韓国にはヘイトスピーチがだめだという教育がないので、より問題になって
いる。
アメリカでは他⼈についての憎悪をあおるのがだめだという教育があるの
に、ヘイトスピーチがまだある。アメリカでの教育も低⽔準だ。
ヘイトスピーチを撲滅するのは不可能でも減らすことはできるはずだ。
どの国にも差別があるが、異なる違いに基づいている。アメリカでは⼈種の
違い、フランスでは宗教の違いなど、それぞれ解決の仕⽅は違うかもしれな
い。いろいろな差別の種類を考えた対応が必要｡

2-c. 学習効果と課題
アウトプットとしてヘイトスピーチに関する作⽂を課題にした。そこでは、多
くの学⽣が⽇本のヘイト問題という視点を通して⾃分の国にあるヘイト問題につ
いて再考しており、⽇本語で⽇本の事象を読んだり⾒聞きすることが学⽣の批判
的思考の幅を広げる役割を果たしていることが⾒て取れた｡また、ヘイト問題の
根源には、どの国にも共通する原因と、各国に特有の原因の両⽅がある、という
気づきがあった。アメリカではまだ実施されていない法的規制について、先に実
施した川崎市の事例を学んだことは、ヘイト問題に法規制をどうするかという新
たな視点となり、さらなる批判的思考に役⽴つことと思われる。なお､このトピ
ックではクラスに韓国系の学⽣がいたため､ディスカッションが不利益や不快感
にならないか、当学⽣と事前に話し合った上で⾏った。
反省点としては、⽣教材は上級の学⽣にとっても難しく、要約や書き換えなど
編集しても単語数も膨⼤になり、教材⾃体の学習に時間がかかった事があげられ
る。その割にディスカッションがうわべのものであまり深まらなかった感はあ
る｡学⽣に⽇本語での語彙が⾜りないという問題も⼤きいが、普段からそれほど
こうした問題を考えているわけではない、という理由も⼤きかったと思う。教師
は誘導にならないよう気を付けなければならないが、問題点､質問などをより具
体化し、何を話して欲しいか考えておくなど、ディスカッションを活発化させる
ための準備をさらに⾏う必要があると感じた。
3) 原爆と憲法について考える
このトピックでは、負の遺産ではあるが、⽇本にしかない重要なコンテンツで
ある原爆と、戦争体験という犠牲の上に⼿にした戦争放棄を掲げる憲法第９条を
取り上げた。原爆体験を伝えていくことは世界の⾮核化へ⼤きな意義があると考
えられ､学⽣が Extensive critical thinking を運⽤するに相応しい問題領域であると
いえる。また憲法第九条も世界で唯⼀戦争放棄を謳った憲法の存在を知ること

は、⽇本という⽂化資産からの重要な学びと考える。学期中､ちょうどローマ上
皇の来⽇があり、広島･⻑崎の話だけでは 75 年以上前の事象として学⽣が共感し
にくいかもしれないが、上皇来⽇のニュース素材を教材として⽤いることで、今
現在の⾃分に関わるリアルな問題として考えてもらうことができたのではないか
と思う。
原爆については、上皇来⽇時のスピーチを読んで学習した後､広島平和記念資
料館（http://hpmmuseum.jp）の平和データベースにある数多くの被爆資料、市⺠
の描いた絵などのオンライン資料を活⽤した｡学⽣には⾃由にアーカイブをリサ
ーチしてもらい、⼀番気になった資料を取り上げ､⽇本語の説明を英訳すること
で理解を深めるとともに（英語訳がついている資料も多いが、⽇本語のみの資料
の英訳）、クラスでは各⾃がその資料を⾒せながら説明するミニプレゼンを⾏っ
た｡ここでは学⽣が⾃分で資料を選ぶことが重要と考えた。学⽣が⾃分とのつな
がりをより強く感じる資料は個々によって違い、なぜその資料をクラスで紹介し
ようと思ったのかを考えることにより批判的な思考がより深まったと思う。
憲法九条については、条⽂を読んで理解を進めた後、戦争放棄は現実的か⾮現
実的か、またアメリカもそのような条⽂を法律にすべきか、戦争はどのような⽅
法でなくせると思うか、などについてのディスカッションを⾏った。
4) まんが「3 ⽉のライオン」
硬い話題が多い中、柔らかい素材も必要として取り上げた｡カリキュラムには
村上春樹作品も⼊れたが、上級⽇本語では⽂学を読みたいという学⽣も多いの
で、社会問題ばかりにならないよう配慮した｡
「3 ⽉のライオン」はクラスで⼀⼈の学⽣だけは数年前から読み親しんでいた
が、他の学⽣はみな初めて読むものだった。また、まんが⾃体読まないという学
⽣の⽅が多かった｡
⽇本語学習の⾯では、⽇常会話のボキャブラリーがまんがとはいえかなり多く
あった。また⽇本のまんがに詳しくない多くの学⽣にとって、⽂学的なテーマを
まんがで扱うことに対する新鮮な発⾒もあったように思う｡このまんがが機能不
全家族 や孤独、⼈間関係などのテーマが根底に流れていることは多くの学⽣がす
ぐに読み取ることができた｡
さらに、ここでは⽇本でよくキーワードとなる「癒し」について考えた｡「癒
し」を英語でいうと healing、comfort になるが、healing にはニューエイジっぽい
イメージもあり、comfort では、“⼼の傷を癒し、再⽣する”という「癒し」にある
含意が弱まる気もする｡「⽢え」が⽇本独特の概念だという議論があるように
（⼟井 1971）、「癒し」も⽇本⽂化に根差した語と⾔えよう。それをこのまんが
は体現しているところもあるため、この作品を読むことで⽇本⽂化にある「⽢
え」や「癒し」の概念を読み取り、⽂化の差異について考えることも可能だ｡ま
た、まんがはアメリカではスーパーヒーロー物がほとんどで読者の⼤半も男性で

あるというコミックカルチャーの違い⾃体も⽇⽶の⽐較材料となる。これによ
り、⽇本でのまんがが担う役割、「癒し」の概念などが学⽣に新たな視点を与え
ることが期待できる。産出としては作品の英訳を⾏った｡
さらにオノマトペについて多くを学んだ｡この作品ではいかにもまんがっぽい
オノマトペではなく、「あわわ」などの擬態語、また⾃動ドアの開く「ガー」と
いうような擬⾳語が多⽤されているが、⽇本⼈ならオノマトペがあることにすら
気づかないようなさりげないオノマトペが意外と⾮ネイティブには読み取れない
ことが分かった。そこでオノマトペ学習を⾏い、理解を促した｡そのようなオノ
マトペが⽇常に浸透している⽇本というものを感じることができたのではない
か。（Appendix B.参照）
6. まとめ、今後の課題
今回､⽇本語学習を通じてクリティカルシンキング、特に Inclusive & Extensive
critical thinking を⾼めることを⽬指したコースを⾏ったが、いくつかの反省点を
あげておきたい。本コースは通常の⽇本語中上級コースとして授業を⾏ったた
め、全体⽬標としては掲げていたものの、各トピックにおいてとくにクリティカ
ルシンキングスキルを⾼めよう、という⽬標は掲げなかった。今後、異⽂化学習
を通じて批判的思考能⼒を⾼めることを明確に⽬標として掲げ、ディスカッショ
ンや課題においてクリティカルシンキングを形作る態度や能⼒を事前に確認する
ことで、より意識的な学びを形作ることができると思う。もうひとつの反省点と
しては、トピックの数がやや多すぎたと感じている。⼀トピックにかける時間が
短くなったため、語彙､⽂法､読解などの基本的語学学習にかかる時間を差し引く
と、コンテントとじっくり向き合う時間がやや物⾜りなく感じた。トピック数を
減らし、⼀トピックにもう少し時間をかけることで、ディスカッションも深まる
であろう。
このように反省点も多々ある試みだったが､⽇本という異⽂化を吸収すること
で、学習者が選択肢を広げたり、気づきを得たり、オープンマインドな思考を育
み、クリティカルシンキングの能⼒を伸ばせるという⼿応えを感じた。
コンテントについては、学⽣の好む教材にはばらつきがあり、ヘイトスピーチ
や広島などハードなトピックを好む学⽣もいれば、社会関連のトピックより⽂学
を読みたいという学⽣もいた。クリティカルシンキングのスキルを⾝につけるに
も学習者の素材（トピック）への関⼼度は重要である。どのようなトピックで構
成するか、はまだ⼿探りだが、社会問題とまんがのような⽂化 products を組み合
わせる今回の⽅法はよかったのではないかと思う｡特にまんが作品、ゆるキャラ
を扱ったビデオ作品は好評で、またそこからの学びも⼤きいと感じた。
この度は中上級の学習者であったが、⽇本語という⾔語⾃体が持つ⽂化性を考
えると初級でも折に触れ、⽇本語の中にある⽂化性にフォーカスして学習者のク

リティカルシンキングを引き出す活動は可能であると思われる。たとえば、⽇本
語はなぜ「すみませんが、ちょっと・・・」と語尾を⾔わないのか、ということ
を考えるだけでも異⽂化から⾃⽂化を振り返る気づきになりうるだろう。
2020 年はコロナウイルスの出現によって世界が⼀変し、これまでの価値観、習
慣、⽂化までもが⼤きく書き換えられた年となった。マスクをまったくせず、⽇
本のマスク習慣を奇妙に思っていたアメリカ⼈が皆マスクを付け､⼈との距離感
は⾮親近性から安全の表象へと変わった。これは何も⽇本⽂化の影響で変化した
わけではないが、異⽂化において常識だったり奇妙だったりすることはいつでも
変化する可能性があることを⽰した｡それだけに今後、より広い Extensive critical
thinking のスキルをもつことは、さらに重要になっていくだろう。
今後も、⽇本語､⽇本⽂化というリソースを⽤いて、異⽂化､⾃⽂化間の多元的
パースペクティブをもたらすクリティカルシンキングを⾼める教室活動を探って
いきたい。
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Appendix A.
地域活性化プロジェクトサマリー

グループ A のプロジェクトサマリー：町の中に駅がないため不便で、ベーグル店とラン
ドリー店だけが多い､という町の特徴から考えられたゆるキャラ。スクールバスの上にベ
ーグルとランドリーをテーマにしたキャラクターが乗っている。

グループ B のプロジェクトサマリー：キャラクターは地元で⼈気のグラウンドホッグ。
ワンプさんという名前がつけられた。

Appendix B.
学習したオノマトペの例

（「３⽉のライオン」より）

日本語学習者は事態把握の主観性をどう表現するのか
―I-JAS のストーリー描写における母語による相違点からの分析―

HOW DO L2 JAPANESE LEARNERS EXPRESS SUBJECTIVITY IN
CONSTRUAL?
ANALYSIS OF DIFFERENCES AMONG VARIOUS L1S IN WRITTEN
STORYTELLING FOUND IN I-JAS DATA
矢吹ソウ 典子
Noriko Yabuki-Soh
ヨーク大学
York University

奥野 由紀子
Yukiko Okuno
東京都立大学
Tokyo Metropolitan University

1. はじめに
ある出来事を言語化して表現する際、その事態を主観的あるいは客観的に把握
するかは言語によって異なることがある。例えば、 英語で“Someone stole my car”
のように行為主体者を主語とする客観的な能動文を使用する場面で、日本語では
「車を盗まれた」のような話し手が主観的に事態を把握した受動文が好まれるこ
とがある。また同様に日本語で行為の与え手と受け手が関わる出来事を表す場
合、受身表現だけではなく、授受・受給表現、移動表現、情意表現などにより行
為の受け手に視点が置かれることが多い。第二言語習得の分野でも、日本語の視
点に関する表現について、母語話者と学習者間、また異なる母語の学習者間にど
のような違いが見られるか、これまでいくつか研究がなされてきた。しかし、母
語による相違点については未だ解明されていないことが多い。本研究は、国立国
語研究所公開の『多言語母語の日本語学習者横断コーパス（I-JAS）』（2020）
のデータを用い、日本語のストーリー描写における学習者の母語による違いにつ
いて考察する。
2. 理論的背景
日本語は他の言語に比べ、視点の捉え方に主観性が表れる傾向があるとされ
る。例えば水谷（1985）は、英語と日本語の話し言葉の文法を比較した上、話し
手の事態の捉え方を「事実志向」と「立場志向」として説明している。この違い
が日本語と英語の文作りの要素となると指摘し、日本語は出来事を話し手の立場
から捉える立場志向の文を用いる傾向が強い言語であるとした。また池上（2006
他）は認知言語学の観点から、事態把握のスタンスには「客観的把握」と「主観
的把握」があり、日本語話者は話し手に視点を置く主観的把握を好み、「自らが
その事態の内に臨場し、それを直接体験しているという姿勢で把握しようとする
…傾向がある」（池上 2006: 26）としている。また、南（2017）は、日本語では
何らかの影響を被った人を主語にして、その人に起こった出来事を受動態で表現
するとし、益岡（1987）も、中立の立場からではなく、主体の側から当該の事象
を描くと指摘している。

このような論考を捉え直し、自然言語の可変性と普遍性を人間の認知に動機づ
けた堀江・パルデシ（2009）の「認知類型論」では、受動構文の使用に見られる
言語類型論的な違いも描写の対象である事態の捉え方の相違によるものとしてい
る。その上で、小説の複数言語パラレルコーパス及びアンケート調査を用いて受
動構文の比較を行い、特に日本語は他の言語に比べて話者中心の言語、すなわち
主観性が高い言語であると主張した。そして、図 1 のような、主観性のスケール
において言語現象ごとに言語を位置づける尺度1を用いて示している。
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受動構文に関する主観性の尺度（堀江・パルデシ 2009: 210）

さらに、中浜（2016）は、事実志向の言語を母語に持つ学習者にとって、立場志
向をとる日本語の習得上、「視点」のような概念や意味が含有されるものに関し
ては母語からの影響は避けがたいものであるとし、このような母語での概念が第
二言語習得に影響を与えることについて「概念の転移」（Conceptual Transfer）
の可能性を指摘している。
3. 日本語学習者の視点に関する先行研究
近年、日本語の視点表現をストーリー描写の産出データを用いて母語話者と学
習者の間で比較分析した研究はいくつかなされてきた。
例えば矢吹ソウ（2017）は、母語が英語・中国語・韓国語の中・上級レベルの
日本語学習者各 15 名を対象とし、複数の登場人物が関わる漫画のストーリーを
説明した作文中での視点に関する授受・受身・移動・主観・感情表現を、日本語
母語話者 15 名のものと比較分析した。その結果、母語話者は主人公かそれに最
も近い立場の登場人物に視点を置く表現を用いているのに対し、学習者は行為主
体者を主語とした構文を選ぶ傾向が認められた。全般に日本語学習者は、授受・
受益表現の使い方が視点を統一して語る日本語母語話者とは異なり、受身表現の
使用が母語話者に比べて少なかったと報告している。
奥野（2018）では、I-JAS の第一次公開データを用いて、英語・ドイツ語・タ
イ語・ハンガリー語・スペイン語・フランス語の 7 つの異なる母語の各 15 名の
学習者と日本語母語話者 15 名のデータを対象に分析を行い、母語に共通して見
られる現象と母語によって異なる現象について検討している。その結果、母語に
よる傾向の違いについて、中国語母語話者は受動態を使用して表現するが、英・
独・西・洪・仏語母語話者は 8 割以上が能動態を使用して表現すること、能動態
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を使用する際に情意表現を使う傾向が多いことを示し、母語の言語体系から、母
語の影響の可能性について言及している。
また南（2018）では、I-JAS のストーリー描写課題を対象に、中国語母語話
者・台湾中国語母語話者・アメリカ英語母語話者・オーストラリア英語母語話
者・日本語母語話者各 50 名のデータ について、時制と態をどのように使いなが
ら、どのような視点から事象を捉えているのかについて語りの観点から分析して
いる。その結果、日本語母語話者はトピックに関わらず、受動態の使用頻度が高
く、視点が主人公に固定される傾向にあること、中国語母語話者は受動態と能動
態の使用にトピックによる違いがあること、英語母語話者はトピックに関わらず
能動態の使用が多いことを明らかにし、母語の影響の可能性を指摘している。ま
た、「てしまう」などの述語形式を使っても出来事を語り手が主観化しているこ
とや、日本語の語りで優先されるのは、感情移入であり共感度であることを示唆
している。
さらに奥野他（2019）では、学習者の母語である中国語とドイツ語によるスト
ーリー描写課題データを収集し、I-JAS の学習者の日本語での結果と比較し母語
の違いによる影響についての検討・考察を行っている。その結果、事実をどのよ
うに語るのかについて、受動態と能動態の使用傾向は母語でも日本語でも同様で
あり、中国語話者は受動態使用がドイツ語話者と比較して有意に多く、ドイツ語
話者の能動態使用は中国語話者と比較して有意に多いことを示した。そしてそれ
には言語による受動態に関する主観性の違いが影響していることを、認知類型論
的観点から指摘している。さらに能動態・受動態と情意表現との関係について、
ドイツ語母語話者は日本語母語話者・中国語母語話者と異なり、受動態を使用す
る際には情意表現を使用しない傾向を明らかにしている。
これらの研究では、同じストーリーを描写する際、日本語母語話者が受動文を
頻繁に使用するのに対し学習者は一般に能動文の使用が多いこと、学習者は能動
文と共に情意表現などを使用していること、また学習者間での視点に関する表現
の使用の違いにはその母語が影響している可能性があることがわかった。しか
し、視点と感情表現については、その関連性について示唆されているものの、そ
の詳細はまだ明らかにはなっていない。本研究では、日本語のストーリー描写に
現れる学習者の母語による違いについて、特に感情表現の使われ方も考慮に入れ
て考察するものである。
4. 本研究
4.1 使用データ
本研究は、国立国語研究所が公開する『多言語母語の日本語学習者横断コーパ
ス（I-JAS）』のデータを使用した。I-JAS は、日本国内・国外での教室環境日本
語学習者、自然環境学習者、および日本語母語話者による発話と作文を約 1000
人分収録した大規模な多言語の学習者コーパスである。学習者全員に同じ日本語
能力テストによるレベル判定を行なった上、共通した 7 種類のタスクや課題を与
えて収集したデータが公開されている（迫田他 2020）ため、異なる母語の学習

者の産出傾向を探索的・体系的に分析することができる。本研究では、I-JAS に
含まれる二種のストーリーテリングの「書く」課題の産出データを使用した。
この産出データから、日本語母語話者および英語・中国語・韓国語が母語の日
本語学習者それぞれ 15 名分、計 60 名分を選出した。日本語学習者 45 名はすべ
て大学で日本語を外国語として学ぶ教室環境の JFL（Japanese as a foreign
language）学習者で、レベルは SPOT テストで有意差がないように統制し、中級
後半・日本語能力試験 N2 程度と位置づけられている。図 2 と図 3 は課題で使用
された 5 コマ漫画「ピクニック」と 4 コマ漫画「鍵」である。視点に関わる能動
文・受動文や感情表現等の使われ方を見るために、これらのストーリーで登場人
物が、ある被害を受ける場面で使われた表現をデータとして使用した。

図 2 「ピクニック」

図 3 「鍵」

4.2 分析方法
分析の対象としたのは、「ピクニック」の 5 コマ目、および「鍵」の 3 コマ目
を説明するのに使用された視点に関わる表現である。同じ出来事を表すのに、受
動文・能動文の他、情意を表す主観的な視点表現としてモダリティの「テシマ
ウ」やその他各種の感情表現が使用されていた。
受身表現に加え、頻繁に現れたテシマウ以外の感情表現の定義については、主
に中浜・栗原（2006）を参考とした。この研究では、物語文において話し手はあ
る人物に入り込み内面を描写することができるということに注目し、授受表現や
受身表現などだけでなく、主観表現や感情表現も視点の構文的手がかりになると
提案している。そこで、アスペクト（「思っている」等）やモダリティ（「だろ
う」等）を伴わない「思う」や「うれしい」などの表現は、その人物の視点から
主観的に思考や感情を表すものと見なし、「話し手が自らの感情を物語の登場人

物に投影させているといえるケース」（中浜・栗原 2006: 99）も視点表現に含む
こととした。さらに、同じ理由で「せっかく」などの副詞も感情表現として扱っ
た。
これらの表現を抽出した上、出現言語形式数と語彙数を母語別に比較し、視点
がどの人物（「ピクニック」の場合は「犬」も含む）に置かれているかを調査し
た。表現の記述については、1 人につき該当箇所を 1 ケース（1 回）として捉
え、分析した。以下（1）は「ピクニック」で使用された能動文＋感情表現（視
点は「犬＋ケンとマリ」）、（2）は「鍵」での受動文＋テシマウ（視点は「ケ
ン」）の例である（カッコ内は I-JAS での学習者の ID、アルファベットの最初
は E = 英語、C = 中国語、K = 韓国語母語話者を示す）。
（1）犬は全ての食べ物を食べました。マリとケンは悲しくなりました。
（KKD41）
（2）その時、ケンの動作は警察官に見られてしまいました。（CCM10）
なお、（3）のように、助詞の誤用などのため能動文か受動文か判断できないも
のは調査から除外した。
（3）それでバスケットの中の食べ物は全部犬に*食べました。2（EAU07）
4.3 結果
4.3.1 課題「ピクニック」での表現
まず日本語母語話者の結果では、「ピクニック」の 5 コマ目を表す際、15 名
のうち 9 名（60％）が受動文を使用していることがわかった。受動文の多くには
（4）や（5）のようにテシマウや感情表現が併用されていた（J = 日本語母語話
者）。
（4）ケンたちのサンドイッチは全てバスケットにいた子犬に食べられてしまっ
ていました。（JJJ24）
（5）作ったサンドイッチやデザートのりんごは犬に食べられてしまっていて、2
人はがっかりしました。(JJJ20)
また、能動文を用いた 6 名のうち全員が（6）のようにテシマウや感情表現を併
用していた。
（6）そして犬はバスケットの中のサンドイッチとリンゴを食べてしまっていた
ので、ピクニックは台無しになってしまいました。(JJJ06)
2

助詞の「に」を使っているが文自体は能動態で、「犬に食べ物を食べられてしまっていた」と
いう事態への言及が明示的でないため、カウントから外した。このようなケースは英語母語話者
に合計 2 件見られた。

（4）と（5）の例は「ケンとマリ」、（6）の例は「犬＋ケンとマリ」の視点か
ら、事態を主観的に表現していると言える。
これとは対照的に、日本語学習者は同じ事態を表す際、45 名中 29 名（64％）
が能動文を使用していることがわかった。表 1 は学習者が同場面で使用した文の
分析例である。この表のそれぞれの例には、他の母語に比べ使用数の多かった母
語話者のものを引用した。
表 1 「ピクニック」5 コマ目で使用された文の分析例
態

モダリティ他

例

視点

なし

無

犬

バスケットの中には何も残っていませんでした。
（KKD18）

ケンとマリ

テシマウ

犬がサンドイッチを食べてしまった。（EAU03）

犬＋ケンとマリ

感情表現

そして、犬はサンドイッチを全部食べましたの
で、ケンとマリは悲しくなりました。(EAU11)

犬＋ケンとマリ

能
動
文

バスケットの中を見てるとせっかくの準備したサ
ンドイッチがだいなしになりました。（EAU28）

ケンとマリ

無

―

なし

二人はこのバスケットの中に見ると、食べ物が全
部犬に食べられました。（CCM34）

ケンとマリ

テシマウ

無

感情表現

その食品も犬に食べられました。彼らは仕方ない
ので、残念な顔をしていました。（CCM23）

テシマウ＋
感情表現

ケンとマリはバスケットの中を見て、食べ物は全
部犬に食べられてしまって、大変でした。
（EAU36）

テシマウ＋
感情表現

受
動
文

調査した日本語学習者の表現には、「犬」にだけ視点を置く文は一例も見られな
かった。母語別に見ると、中国語母語話者は 15 名全員が「ケンとマリ」、英語
と韓国語の母語話者は「ケンとマリ」および「犬＋ケンとマリ」に視点を置いて
いた。受動文の使用は中国語母語話者が最も多く（15 名中 12 名）、英語と韓国
語母語話者は能動文を主に使用していた（15 名中それぞれ 11 名、15 名）。学習
者は「犬」にだけ視点を置くことがないことからもわかるように、様々な方法で
「ケンとマリ」または「犬＋ケンとマリ」の視点からの表現をしているようであ

る。例えば、能動文でモダリティ等を使わない場合でも、「バスケットの中には
何も残っていませんでした」（KKD18）のように「ケンとマリ」の視点から事
態が捉えられていたり、「犬がサンドイッチを食べてしまった」（EAU03）の
ように視点が「犬」に置かれている場合でも、テシマウを用いて「ケンとマリ」
の残念な気持ち示したりしていると思われる。他の能動文でも同様に、「悲し
く」（EAU11）「せっかく」「だいなし」（EAU28）などを使用することで
「ケンとマリ」の感情を主観的に表現しているようである。受動文の中でも、
「食べられ」と共に「残念な」（CCM23）「大変」（EAU36）など、様々な感
情表現が併用されていた。また、表に示した例以外でも、（7）のような文が見
られた。
（7）でも、犬が来き（来て）バスケットのなかにある食べものを食べました。
それでケンとマリは食べものを一つも食べられなかったんです。
（KKD52）
この文では、「来る」の移動動詞で「ケンとマリ」に視点を置き、「一つも」や
「んです」を用いることで二人の残念な気持ちを表していると思われる。
4.3.2 課題「鍵」での表現
「鍵」の 3 コマ目を表現する際、日本語母語話者は 15 名のうち 10 名（66％）
が受動文を使用していた。受動文の多くには（8）や（9）のように、テシマウや
感情表現が併用されていた。
（8）梯子を上っていると、パトロール中の警官に呼び止められてしまいまし
た。（JJJ06）
（9）困ったケンは裏から梯子を持ってきて２階に上がろうとしました。そこへ
巡回中の警官が来て「おい、何してるんだ！」と怒られ、ケンはびっくり
しました。（JJJ16）
日本語母語話者は 15 名のうち 12 名（80％）が「ケン」のみに視点を置いた主観
的な表現を使用していた。能動文を用いて「ケン＋警官」に視点を置き、より客
観的に事態を把握する表現をしていたのは 3 名のみであった。
一方、日本語学習者は 45 名のうち 33 名（73％）が能動文を使用していた。表
2 は「鍵」の 3 コマ目で学習者が使用した文の分析例である。表 1 と同様表 2 に
も、他の母語に比べて使用数の多かった母語話者の例を引用した。
表2
態

「鍵」3 コマ目で使用された文の分析例
モダリティ他
なし

能

例
だからケンは橋子（梯子）を使って家を入ってみっ
た（みた）けど警官に見つかりました。（EAU07）

視点
ケン

動
文

ケンが二階に上げる途中、そんな事を見つける警官
がダメと言いました。(KKD06)
テシマウ

受
動
文

無

感情表現

どうしょうかな。けんはそう思って、梯子を見つけ
って（見つけて）、梯子で二階に入りたかった。そ
の時、警官が来ました。「お前、何をするの、そっ
そと（とっとと）相良（下りなさい）」と聞きまし
た。ケンはびっくりした。（CCM37）

テシマウ＋
感情表現

それで、ケンは梯子をつかってみようと思って、そ
の時警官が近所を回ってケンを見ました。どろぼう
だと思ってしまった警官はケンに近づきまして、怒
っている顔でケンと話しました。（EAU37）

なし

ケンさんは梯子を利用して、家に入るつもりでした
が、警官に止められました。（CCM52）

テシマウ

無

感情表現

だから、ケンさんはしかたがなくて、梯子で二階
建の窓に入るようにしました。その時に、ケンさん
は警官に見られて、困りました。（EAU38）

テシマウ＋
感情表現

警官

―
ケン＋警官

ケン

ケンは仕方がなくて、梯子に登って二階の窓から
入ることにしました。その時、ケンの動作は警察
官に見られてしまいました。（CCM10）

日本語学習者の傾向として、「ピクニック」では視点が「ケンとマリ」または
「犬＋ケンとマリ」に置かれ「犬」のみに視点を置くケースは見られなかった
が、「鍵」では、視点を「ケン」または「ケン＋警官」ではなく、「警官」のみ
に置くケースが 45 名中 2 名見られた。日本語母語話者が受動文をテシマウや感
情表現と併用して「ケン」のみに視点を置いていたのに対し、学習者は能動文と
「びっくり」（CCM37）、能動文とテシマウ＋「怒っている」（EAU37）のよ
うな表現を用いて主に「ケン＋警官」に視点を置いていた。受動文とテシマウ＋
感情表現を使用して「ケン」のみに視点を置いた例は一件のみ（CCM10）であ
った。また、日本語母語話者 15 名中 6 名が「ケンが梯子を使って家に入ろうと
する」場面と「警官に見つかる」場面を（8）の例のように一文で示し視点を
「ケン」に統一していたのに対し、日本語学習者は一文で「ケン」の視点から表
現したのは 45 名中 5 名のみで、それぞれの場面を別々の文で示し、視点が「ケ
ン」から「警官」に移動するケース（例: CCM37）が 45 名中 18 名見られた。能
動文・受動文を学習者の母語別に見ると、南（2018）で指摘されているように中
国語母語話者は「鍵」では「ピクニック」に比べ受動文の使用が減っているもの
の、英語・韓国語の母語話者より受動文を多く使用していた（15 名中、英語・

韓国語母語話者が各 3 名に対し、中国語母語話者は 6 名）。また、「鍵」では全
般に韓国語の母語話者が「思う」等の限られた主観・感情表現を使用している
（15 名中 7 名）のに対し、英語母語話者は「困る」「あいにく」など様々な感
情表現を多く使用している（15 名中 12 名）ことがわかった。さらに、表に示し
た以外では、（10）のような例も見られた。
（10）ケンは梯子を使って、家に入るつもりでした。でも、ｐｏｌｉｃｅにばれ
て、注意をもらいました。（KKD41）
この例では「もらう」の授受動詞を使用しているため、「ケン」の視点から事態
が表現されていると言える。
4.3.3 日本語母語話者と学習者の母語による違い
日本語母語話者と学習者の母語別の全体の傾向を見るため、二つの課題で使用
された表現の数をグループ別に比較した。表 3 はその結果である。表内での「主
人公」は「ピクニック」と「鍵」のそれぞれのストーリーで全部のコマに登場す
る主人公的人物（前者では「ケンとマリ」、後者では「ケン」）、「その他」は
その他の登場人物・動物（前者では「犬」、後者では「警官」他）を示す。
表3

「ピクニック」および「鍵」で使用された表現と視点の集計

（L1 日＝日本語母語話者、L2 英・中・韓＝英語・中国語・韓国語が母語の日本語学習者）
態

能
動
文

モダリティ他

視点

L1 日

L2 英

L2 中

L2 韓

なし

主人公

1

5

1

7

主人公＋その他

1

－

3

5

その他

－

－

－

1

テシマウ

主人公＋その他

1

1

－

4

感情表現

主人公

2

2

3

1

主人公＋その他

3

5

4

5

主人公＋その他

3

7

1

4

その他

－

1

－

－

主人公

2

－

7

－

テシマウ

6

－

－

－

感情表現

7

2

9

2

テシマウ＋
感情表現
なし
受
動
文

テシマウ＋
感情表現
合計

4

5

2

1

30

28

30

30

以下の結果では、カッコ内はそれぞれのグループ 15 名分の合計 30 ケース（英語
母語話者の合計は 28 ケース―注 2 参照）中の数を示す。まず、日本語母語話者
の全体の傾向として、受動文とテシマウや感情表現を併用することにより、視点
を被害を受ける主人公的登場人物（「ケンとマリ」または「ケン」）に置き、そ
の視点を統一して語っていることがわかった（17 ケース）。一方、日本語学習
者の傾向としては、他の母語話者のケース数に比べ、中国語母語話者はモダリテ
ィ等を伴わない受動文を使用することで、被害を受ける主人公的人物（「ケンと
マリ」「ケン」）に視点を置いていた（7 ケース）。これに対し、英語母語話者
は主に能動文を用いて被害を与える人物や動物（「犬」または「警官」）の方に
視点を置くかまたは視点が移動し（14 ケース）、韓国語母語話者はモダリティ
等を伴わない能動文を使用することで被害を受ける人物に視点を置いていた（7
ケース）。また、中国語母語話者は受動文と感情表現を併用し（11 ケース）、
英語母語話者と韓国語母語話者は能動文とテシマウを併用していた（それぞれ 8
ケース）。さらに、英語母語話者は能動文と共に感情表現も多く使用することが
わかった（15 ケース）。奥野他（2019）においては、ドイツ語を母語とする日
本語学習者は受動文を使用する際には感情表現を使用しない傾向にあったことか
らも、情意をどう表すのかについては母語により異なる傾向が窺える。
5. 考察
本研究で対象とした日本語学習者の母語である三つの言語は、堀江・パルデシ
（2009）の受動構文に関する主観性の尺度によれば、話者中心で主観性が高い日
本語に近いのは、中国語・韓国語・英語の順であることになる。データの数が少
ないため断定的なことは言えないが、本調査の結果、受動文を最も多く使用して
いたのは中国語を母語とする日本語学習者であった。中浜（2016）が「概念の転
移」として主張しているように、立場志向をとる日本語で事態を表現する際、英
語等の事実志向の言語を母語とする学習者にとって、視点表現に母語での概念が
影響することは避けられないものであると言える。日本語の受身表現の導入の際
には、その文法形式や直接・間接受身の概念だけでなく、日本語は、受動文を用
いることで話し手や行為を受ける側の人物に視点を寄せる主観的な表現をする言
語であることを学習者が認識できるようにすることが重要である。
また、英語・中国語が母語の日本語学習者は、それぞれ能動文・受動文と共に
に感情表現を多用していた。日本語母語話者は、「食べ/られて/しまって/いまし
た3」や「ケンは仕方なく梯子を掛け、窓の開いている２階から入ろうとしたと

3

奥野（2018）は、日本語の語りでよく使用される結果残存の「テイタ」の産出に関し、日本語
母語話者には頻繁に見られたが、学習者には一例も見られなかったと報告している。

ころ、通りかかったパトカーの警官に不審者として呼び止められてしまいまし
た」（JJJ24）のようにいくつもの要素や事柄をつなぐことによって、一文で事
態の主観性を表現したり、視点を統一することができる。しかし学習者にとって
は、このような文法形式や重文・複文を産出するのは困難であることが予想され
る。したがって、複雑な文法形式を回避して感情表現の語彙で代用・補足した
り、文を切ることにより視点を変えて表現するなどの中間言語が存在している可
能性がある。日本語学習者は、「残念」「びっくり」「大変」「仕方ないので」
「悲しい顔」「がっかり」「悲しくなってしまった」「困っていました」「困り
ました」「失望しました」「怖い」、あるいは「へこみました」「不幸なのは」
など、自分なりの豊かな表現方法を用いている。学習者の書いたストーリーの文
は、視点が異なることで日本語の母語話者が読むと何か不自然な感じを受けるこ
ともあるが、感情表現を補足するなど学習者なりの方法で、事態把握の主観性を
高めたり、話し手や登場人物の気持ちを示そうとしていることが明らかとなっ
た。
6. おわりに
本研究では、日本語学習者はある事態を把握する際に主観性をどう表現するか
について、I-JAS の二つのストーリー描写におけるデータを使用し、母語による
相違点から分析した。今後の課題として、分析する産出データや視点表現の項目
の数を増やしたり、学習者の母語や質的なデータを集めて比較するなど、さらな
る調査で主観的表現の母語による違いについて検討することが考えられる。ま
た、視点の統一という観点から、談話展開の連体修飾節などの結束性も含め、
様々な面から視点に関する主観的な表現を検討する必要があると考える。
結論として、日本語学習者は事態把握の際、受動文・能動文の使用だけでな
く、様々な感情表現の使い方が母語によって異なる可能性がさらに示唆された。
母語の主観的な表現のし方の相違が、日本語で同じ事柄を表す際の表現の差とな
る可能性を認識することは、母語の違いに配慮した教育を考える上でも有益であ
ろう。
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教育にとって「言葉」とは何か？
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はじめに
教育にとって「言葉」とは何か。この問いに答えるためには、まず二つの問いに答える
必要がある。一つは、教育とは何か。そして二つは、言葉とは何か。本稿では、これら二
つの問いを明らかにした上で、教育における「言葉」の本質を明らかにしたいと思う。
もっとも、この短い論考において、これらの問いを十分に解明することは不可能である。
以下で試みるのは、「教育」「言葉」そして「教育における言葉」の本質解明における、あ
くまでも理路の素描とご理解いただきたい。
１．教育とは何か？
（１）広義の公教育
教育とは何か。この問いに答えるためには、歴史を一万年ほどさかのぼって考える必要
がある。公教育が登場したのは、長い人類史上においてまだわずか 200 年ほど前のことで
あり、そしてそれは、まさにその長い歴史を経て人類がついに作り上げた、最大の発明の
一つであったからだ。
ところで、今いみじくも「公教育」と言ったように、本稿では、
「教育」の概念を原則と
して「公教育」として用いるものとする。ただし、本稿における「公教育」概念は、通常
の「公教育」概念とも若干異なっている。
この言葉は、言うまでもなく公立学校に限定されたものではなく、大ざっぱに言えば学
校教育全般を指す用語である。それゆえ本来であれば、家庭教育や社会教育、企業教育等
、
はその範疇には入らない。しかし本稿では、この公教育の概念をさらに広げて、今日の民
、、、 、、、、、、、、、、、、
主主義・市民社会における教育全般という意味で用いたいと思う。それゆえ、
（学校外にお
ける日本語教育も含む、
）現代におけるありとあらゆる教育を包摂する。これを「広義の公
教育」と呼んでおくことにしよう。
なぜ「広義の公教育」という概念を用いるかと言うと、たとえ私教育であったとしても、
それが民主主義としての「公」に反した教育は正当性を持たないからである。たとえば、
外国人労働者を対象とした日本語教育が、民主主義的価値を無視して、特定の企業や産業
に使い勝手のいい、従順な労働者を育成することのみを目的としたものであった場合、そ

れは正当性を持ち得ない。
ただし急いで言っておかなければならないが、わたしはここで、民主主義の価値を無前
提に受け入れるべきだと言いたいわけではない。なぜ、民主主義的価値に反する教育が正
当性を持たないかについては、以下の論考において公教育の本質が解明される過程で明ら
かになるはずのものである。
（２）一万年におよぶ戦争の歴史
さて、人類が、それまでの狩猟採集生活から、定住・農耕・蓄財の生活へと徐々に移行
していくようになったのは、約一万二千年から一万年前のことと言われている。そしてこ
のいわゆる「定住革命」
「農業革命」は、人類の歴史における、現代にまでいたる戦争の歴
史の始まりでもあった。
蓄財の始まりは、その奪い合いの始まりでもあったのだ。人類は約一万年前より、いつ
果てるとも知れない戦争の時代に突入した。ホッブズ言うところの「万人の万人に対する
戦争」の始まりである。
この拡大し長引く「普遍闘争状態」に一定の終止符を打ったのは、歴史上、まず最初は
古代帝国の登場だった。エジプト王朝、秦王朝、ローマ帝国など、大帝国の登場が、戦争
を抑止し秩序をもたらした。いわゆる「覇権の原理」である。
しかしいうまでもなく、これら帝国もまた、次の新たな帝国に討ち滅ぼされていくこと
になる。人間社会は、こうしてきわめて長い期間にわたって、
「普遍闘争」と「覇権の原理」
を繰り返し続けてきたのだ。
この繰り返される命の奪い合いを、どうすれば原理的に終結させることができるだろう
か。これは、哲学二五〇〇年の歴史における最大の課題の一つだった。
（３）
「自由の相互承認」の原理
この問いに原理的な答えを与えたのは、ホッブズ、ルソー、ヘーゲルといった近代ヨー
ロッパの哲学者たちだった。数百年にわたって、宗教戦争をはじめ延々と戦争を続けてき
たヨーロッパの哲学者たちは、どうすればこれを終わらせることができるかについて、深
く考え合う動機を持っていたのだった。
それは次のような「原理」である。
なぜ、人間は戦争をやめることができないのか。ヘーゲルによれば、それは、わたした
ち人間が、そしておそらくは人間のみが、
〈自由〉になりたいという欲望を持っているから
である。
ここで言う〈自由〉への欲望とは、簡明に言えば、できるだけ納得して、さらにできる
なら満足して、
「生きたいように生きたい」という欲望のことである。そしてわたしたちは、
この欲望を否応なく自覚してしまっている。他の生物や動物は、おそらくはそのような欲

望を持つことも自覚することもなく、ただ本能、あるいは自然の摂理とも言うべきものに
したがって生きているだけだろう。
それゆえ動物同士の争いの場合、勝敗が決まれば基本的にそこで戦いは終わることにな
る。しかし人間の場合は、そうはいかない。歴史上、人類は、負けて奴隷にされて自由を
奪われるくらいなら、多くの場合、死を賭してでも戦うことを選んできた。その実例は、
歴史上枚挙に暇がないほどである。要するに人類は、自らが生きたいように生きたいとい
う欲望、つまり〈自由〉への欲望を本質的に持ってしまっているがゆえに、この〈自由〉
を求めて、相互に争い合い続けてきたのである。
むろん、戦争の理由は時と場合によってさまざまである。食料や財産を奪うため、プラ
イドを守るため、恨みを晴らすためのため。しかしこれらすべての底には、
〈自由〉への欲
望がある。
「生きたいように生きたい」からこそ、人は富を奪い、プライドを守り、恨みを
晴らしたいと思うのだ。そしてその連鎖こそが、人類史上、わたしたちがどうしても戦争
をなくすことができなかった本質的な理由なのである。
では、人類が〈自由〉への欲望を持ってしまっていることが戦争の根本理由であるとす
るならば、わたしたちはどうすれば、この欲望のせめぎ合いを軽減し、戦いを終わらせ、
そして一人ひとりが十全にそれぞれの〈自由〉を達成することができるようになるのだろ
うか？
この問題に最終的な答えを与えたのは、わたしの考えではルソーとヘーゲルである。以
下では、ヘーゲルの哲学を中心に、自由と平和のための原理について論じることにしよう。
ヘーゲルがたどり着いた結論は、次のようである。
わたしたちが〈自由〉になりたいのであれば、
「自分は自由だ、自由だ！」などと、ただ
ナイーヴに自分の〈自由〉を主張するのではなく、あるいはそれを力ずくで人に認めさせ
ようとするのでもなく、まずはいったん、お互いがお互いに、相手が〈自由〉な存在であ
ることを認め合うほかにない。
どんなに強大な力を持った人も、自分の〈自由〉を人に力ずくで認めさせ続けることは、
長い目で見れば実はほとんど不可能なことである。ホッブズは、人間の腕力など、大きな
視野から見れば実はどんぐりの背比べであると言ったが、実際わたしたちは、どんなに力
を持った人も、何人かで徒党を組んだり知略をめぐらせたりすれば打ち倒すことができる。
ルソーも言ったように、最強者といえども、彼が最強者でいられるのは、実のところ被支
配者がそのことを「承認」しているからにほかならないのだ。
とすればわたしたちは、一人ひとりが〈自由〉になるためには、その一人ひとりが、他
者の〈自由〉もまた、つまり他者もまた〈自由〉を求めているのだということを、ひとま
ずお互いに承認し合うほか道を持たない。そしてその上で、相互の承認と納得が得られる
ように、互いの〈自由〉のあり方を調整する必要がある。そうでなければ、わたしたちは
互いに互いの〈自由〉をただナイーヴに主張し合い続けるほかなくなって、いつまでたっ

ても「自由をめぐる闘争」を終わらせることはできないだろう。
これをヘーゲルは〈自由の相互承認〉の原理と呼んだi。
もしもわたしたちが、互いに命を賭して自由を主張し合う「普遍闘争状態」を避けたい
と願うのならば、この〈自由の相互承認〉の原理に基づいて社会をつくっていくほかに道
はない。むろん、この原理を完全に実現するのはきわめて困難なことである。実際、この
原理が近代哲学者たちによって見出されてから 200 年、人類は今もなお、凄惨な命の奪い
合いを続けている。しかしまた、スティーブン・ピンカーらが詳細に明らかにしたように、
哲学者たちがこの原理に到達して以来、人類の暴力は激減しているのも事実なのであるii。
もし、わたしたちが〈自由〉で平和な生、社会を望むのならば、その限りにおいて、わ
たしたちは、この〈自由の相互承認〉の原理を共有し、そしてこの原理を、どうすればで
きるだけ実質化していけるかと問うほかに道はない。これが、人類一万年の争いの歴史を
経て、わたしたちがついにつかんだ社会の「原理」なのである。
（４）公教育とは何か
以上に論じてきた〈自由の相互承認〉の原理が理解されてはじめて、わたしたちは、公
教育の本質も明らかにすることができるようになる。
社会を〈自由の相互承認〉の原理に基づいて作っていくこと。これだけが、
「普遍闘争状
態」を終わらせ、わたしたち一人ひとりの〈自由〉をできるだけ十全に達成させることが
できる根本条件である。
ではこの原理を、わたしたちはどうすればできるだけ現実のものとしていくことができ
るだろうか？
最も重要な最初のステップは、
「法」を設定することである。法によって、すべての市民
、、、、、、
が対等に〈自由〉な存在であることを、まずはルールとして保障するのである。
しかしそれだけでは全く十分ではない。どれだけ法ですべての市民が〈自由〉であるこ
とが保障されたとしても、個々人が実際に〈自由〉になるための“力”を得ることができ
なければ、法の存在も有名無実にすぎないからだ。
公教育は、ここに登場することになる。
つまり公教育は、すべての子ども（人）が〈自由〉な存在たりうるよう、そのために必
、、、、
要な“力”を育むことで、各人の〈自由〉を実質的に保障するものなのだ。そして後述す
、
るように、そのことで同時に、社会における〈自由の相互承認〉の原理を、より十全に実
、、
質化するために存在しているのだ。
生存・思想・良心・言論の自由や職業選択の自由など、基本的自由権がどれだけ法で保
障されていたとしても、自ら生存する力、言葉を交わす力、職業に就く力などがなければ、
それは絵に描いた餅にすぎない。さらに、一人ひとりの市民が〈自由の相互承認〉の感度
を育んでいなければ、法もまた有名無実である。したがって公教育は、すべての人が、
〈自

由の相互承認〉の感度を育むことを土台に、
〈自由〉な存在へと成長できるような〈教養＝
力能〉を育むという、そのような本質を持ったものとして哲学者たちによって構想された
ものなのだ。
以上から、わたしは公教育の本質を次のように定式化している。すなわち、
「各人の〈自
由〉および社会における〈自由の相互承認〉の、
〈教養＝力能〉を通した実質化」iii。つま
り公教育は、すべての子どもに、
〈自由〉に生きるための“力”を育むことを保障するもの
、、、
であると同時に、社会における〈自由の相互承認〉の土台となるべきものなのだ。
２．
「言葉」とは何か
（１）現象学的言語本質論
話頭を転じて、次に「言葉とは何か」について論じよう。
言語哲学には、大きく三つの系譜がある。一つは、フレーゲ、ラッセル、前期ウィトゲ
ンシュタイン、カルナップらに代表される、言語の数学化・厳密化を志した系譜。二つは、
そのような厳密化など不可能であることを論じる、クワイン、サール、ストローソンらに
代表される相対主義的反論理主義。最後に、フッサールや竹田青嗣に代表される現象学的
言語本質論である。
紙幅の都合から、前二者について詳論することはできないが、わたしの考えでは、これ
らの中で言語の本質を最も底から捉えたのは、最後の現象学的言語本質論、とりわけ竹田
青嗣による「欲望–関心相関的言語本質論」である（なお、本稿では「言葉」と「言語」を
基本的に同義のものとして用いるが、もう少し厳密に言えば、
「言語」は「言葉」の使われ
方の総体としての意味も持つ）
。
その要諦は次のようである。すなわち、まず言葉とは、数学化・厳密化が可能なもので
はなく、といって完全に相対的なものでもなく、「欲望–関心相関的」な世界分節である。
言語の数学化が不可能な理由は、一言でこう言える。これは言葉を数学的な記号、すな
わち意味の同一性へもたらす試みだが、言葉は、そもそも多義性を持つことがその本質で
あるからだ。それゆえ、他方の相対主義的反論理主義は、意味の同一性の同定がいかに不
可能であるかを暴き立てようとする。しかしこの試みは、言語の厳密化の不可能性や謎を
暴き立てるばかりで、言語の本質に迫ろうとしない。
ここで言う言語の本質解明とは、次のようなものとして受け取られるべきものである。
、、、、、、、 、、、、、、、、、、、
すなわち、
「言語記号は本質的に多義的である。にもかかわらず、言語はある仕方でそのつ
、、、、、、、、、、
ど意味を一義的に規定する」
。したがってわたしたちは、
「その構造的本質を現象学的−欲望
論的に把握しなければならない」のであるiv。
これに竹田が与えた答えは簡明である。すなわち、わたしたちは、わたしたちの「欲望–
関心」に相関的に世界を分節し言語化している。つまりわたしたちは、わたしたちの「欲
望–関心」の同型性の程度において、言語のそのつどの一義性を規定することができるので

ある。
ソシュールが正しく洞察したように、言語は決して「実体ではない」v。それはつまり、
世界のあらゆる事物や事象がわたしたちに先立って実在しており、それら一つひとつに、
言葉が実体的なものとして当てはめられているわけではない、ということだ。海、山、川、
、、、、、、
といった名前で存在する事物が世界にもともとあるわけではなく、むしろわたしたち自身
が、わたしたちの「欲望–関心」に応じて、世界を海、山、川という言葉で切り取っている
のだ。
水中では生きられないわたしたちの「関心」
（身体性）や、しかしなおそれを乗り越えて
渡っていきたいという「欲望」があるからこそ、わたしたちは目の前に広がる空間を“海”
という言葉で切り取ることができる。あるいは、そこから大いなる恵みを受け取りたいと
いう「欲望」
「関心」や、それを恵みとして摂取する「身体性」があるからこそ、わたした
ちはこの目の前の水の草原に“海”という言葉を与えているのだ。
こうして、わたしたちは、わたしたちの生きているこの世界を、わたしたちの「欲望–
関心」に相関的に分節し名前をつけている。それゆえ、言葉の絶対的（イデア的）本質な
どはない。
しかしその上でなお、わたしたちは次のようにいうべきなのである。わたしたちが互い
に言葉を交わし合う時、その言葉の“共通意味本質”を、わたしたちは多くの場合暗黙の
うちに了解し合うことができるのである、と。
それはつまり、その言葉が何を意味しているかについての、共通の意味の「確信」のこ
とである。言語コミュニケーションが相互に成立しているという「確信」をわたしたちが
自らの内に抱いている限り、わたしたちはその言葉の共通の意味の“本質”についてもま
た、暗黙のうちに必ず「確信」しているはずなのだ。
次のような例を思い浮かべてみれば、そのことはいっそう明白になるだろう。
周囲から隔絶された、ある山村に迷い込んだとしてみよう。そこの村人たちは、折りに
触れて「ゴンチ！」と言うが、わたしにはその意味が分からない。しかし繰り返しこの「ゴ
ンチ！」という言葉が発せられている状況を経験することで、わたしには徐々に、
「なるほ
ど、これは嬉しい時にいう言葉なのだな」という「信憑」が訪れる。さらに経験を積むこ
とで、
「そうか、これは至上の喜びを感じた時にいう言葉なのだな」という「確信」が訪れ
る。
この時わたしがつかみ取ったものこそ、
「ゴンチ！」という言葉の「本質」にほかならな
い。
（２）一般言語表象と企投的意味
さて、このように「欲望–関心」相関的に分節された言語は、人びとに共有されることで
一般化されることになる。竹田はそれを「一般言語表象」あるいは「一般意味」と呼ぶ。

多くの言語哲学者は、これまでこの「一般言語表象」の分析にのみ注力してきた。しか
しこれは、言語の本質の半面にすぎないと言わねばならない。言語の本質解明においては、
もう片方の半面、すなわち「企投的意味」こそが鍵を握るのである。「語（あるいは言述）
の意味は本質的に『企投的意味』であって、一般意味はこれを媒介するだけである」vi。
「企投的意味」とは、要するに話者の「言わんとすること」である。わたしたちは、こ
の「言わんとすること」を、
「一般言語表象」を媒介にして互いに伝え合い、了解し合おう
とする。より正確に言えば、了解し合っているという確信–信憑を抱き合おうとする（絶対
的な了解などはない）
。
たとえばわたしが、
「山だ」と言ったとする。一般意味表象の次元のみで考えるなら、そ
れは単に「山」という名辞を言明したにすぎない。しかしここには、文脈に応じて無数の
「企投的意味」がある。単に山を見て「山だ」と感嘆の言葉をもらしただけかもしれない
し、
「今、わたしは人生における超えられない山に行き当たっている」という意味かもしれ
ないし、
「山のように大きな人間になりたい」ということかもしれない。このように、言葉
は意味の複数性を本質的に持つが、しかしそれでもなお、わたしたちは、その「一般意味
表象」を媒介に、互いの「企投的意味」を交換し合い、その了解確信ゲームを営んでいる
のである。
ちなみに、ここで竹田が言う「一般意味表象」と「企投的意味」は、吉本隆明の言う「指
示表出」と「自己表出」とほぼ同じものと考えてよい。吉本は、
「表現された言葉は指示表
出と自己表出の織物だ」viiと言っているが、これはまさに、言語コミュニケーションとは、
指示表出（一般意味表象）を媒介にした自己表出（企投的意味）の相互表現に他ならない
ことを示している。
さて、以上から、わたしたちは次のように言うことができる。すなわち、
「言葉」とは「欲
望–関心」相関的な世界分節であり、わたしたちはその分節化された「一般意味表象」を媒
介に、
「企投的意味」を伝え合っているのである、と。
３．教育にとって言葉とは何か
以上、あくまでも理路の素描ではあったが、
「公教育」および「言葉」の本質を明らかに
した。そこで以下では、
「教育にとって言葉とは何か」という問いに答えることにしたいと
思う。
改めて言うと、公教育の本質は、各人の〈自由〉および社会における〈自由の相互承認〉
の〈教養＝力能〉を通した実質化にある。とすれば、わたしたちは、各人の〈自由〉と社
会における〈自由の相互承認〉の実質化のために、
「言葉」はどのような本質的意義を持っ
ているかと問うことができるようになる。
ちなみに、ここで〈教養＝力能〉と呼んでいるものは、ドイツ語の Bildung の訳で、一
言で言うならわたしたちが〈自由〉に生きるための力一般のことである。
「教養」という日

本語の響きにあるような、単なる物知りであることを意味するわけではない。また、
「能力」
と言わず「力能」と言っているのは、西研から借りたものだがviii、英語能力とかコミュニ
ケーション能力とかいった、いわば個別的な能力と言うよりも、自らが〈自由〉になるた
めの、これらを含むより包括的な力のニュアンスを出すためである。
その観点から言えば、教育にとっての「言葉」（の能力）とは、〈自由〉と〈自由の相互
承認〉のための〈教養＝力能〉の、一般的な土台をなすものと言ってよいだろう。言葉に
よるコミュニケーションが、絶対的ではないにしても、多くの場合わたしたちの自己表現
やコミュニケーションの基底をなすとするなら、このことは言うまでもないことである。
そこでこれをより実践的に展開するなら、言語教育の本質は、自らの「企投的意味」
（意）
を、
「一般意味表象」を媒介にいかに上手に伝え、またいかに上手に受け取るかの力を育む
ものとして定位することができるであろう。それは言うまでもなく、自らの〈自由〉の実
質化にとっての不可欠な〈教養＝力能〉であるだけでなく、そのような“上手”な言語コ
ミュニケーションを通してこそ、相互承認関係を築いていくことができるという意味にお
いて、
〈自由の相互承認〉の実質化に必要な〈教養＝力能〉であるとも言える。
とすれば、次の問いは、そのような教育はいかに可能か、である。
ここから先は、言語教育を専門としないわたしに寄与できることはあまりない。せいぜ
い、言語教育の基本は、
「企投的意味」と「一般意味表象」が相互に織りなす世界を豊かに
することにある、別言すれば、学習者が、（欲望–関心相関的に）意味ある文脈の中で、指
示表出（一般意味表象）と自己表出（企投的意味）の織物としての言葉をためること、ま
た交わし合うことにある、といった、常識的な見解を述べうる程度である。
しかし、本稿の問い、すなわち「教育にとって言葉とは何か」という問いについては、
改めてその理路の素描程度ではあったとしても、さしあたり結論を出すことができたので
はないかと思う。
改めて言っておこう。教育にとっての「言葉」とは、
〈自由〉と〈自由の相互承認〉を実
質化するための、
〈教養＝力能〉の一般的土台をなすものである、と。それゆえまた、言語
教育の本質をわたしたちは次のように言うことができる。すなわち、自らの「企投的意味」
（意）を「一般意味表象」を媒介に上手に伝え、また他者の「企投的意味」
（意）を「一般
意味表象」を媒介に上手に受け取る力を育むことで、
〈自由〉と〈自由の相互承認〉の実質
化を目指すものである、と。
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