
 



早稲田大学日本語教育学会 

■学会設立の経緯と研究大会の目的 
 本学会は早稲田大学大学院日本語教育研究科の開設年度の 2001 年に早稲田大学にお

ける日本語教育の発展と日本語教育を通じた社会貢献を目指して、大学院日本語教育研

究科と日本語研究教育センター（当時）の教員と学生によって設立されました。 
 早稲田大学の日本語教育の歴史は 20 世紀初頭に中国留学生を受け入れたときに始ま

ります。その後、早稲田大学は入学する多くの外国人留学生に日本語学習の機会を提供

してきました。これまで多くの教職員が、大学開学以来の学の独立と理想を求め、進取

の精神を持ち続けることで、世界各地から来学する外国人研究者・留学生と交流し勉学

を支える日本語教育を発展させてきました。 
 本学会の背景には、このような早稲田大学における日本語教育の長い歴史と実績があ

ります。それらを踏まえ、かつ最先端の実践研究の知見を取り入れ、日本語教育学研究

を発展させることを目的として、本学会は、年 2 回（3 月の春季大会、9 月の秋季大会）

の学会主催の研究大会を開催しております。 
 この大会では、早稲田大学大学院日本語教育研究科および日本語教育研究センターの

教員（非常勤講師含む）、大学院修了生、大学院生などの会員による日頃の日本語教育実

践研究の成果が発表されます。会員は早稲田大学だけではなく、日本および世界各地の

教育機関等に所属しており、研究大会には世界の日本語教育が集結し、相互の研鑽を積

む機会となっています。 

■ 本学会への入会のすすめ 
 本学会は、2020 年現在、会員数は約 1100 名（2020 年 8 月 13 日時点）で、毎年、会員が

増加しています。ぜひ、日ごろの授業実践、研究を相互研鑚できる場として活用いただきた

く、入会をお勧めいたします。会員資格、入会の方法等は以下の通りです。 
 
 【会員資格】 
• 早稲田大学大学院日本語教育研究科専任教員、及び日本語教育研究センター専任教員 
• 早稲田大学日本語教育研究センター及び日本語教育研究科助手、助教 
• 早稲田大学大学院日本語教育研究科大学院生、及びその修了生 
• 早稲田大学大学院日本語教育研究科、及び日本語教育研究センターの任期付教員、非常

勤講師、インストラクター（非常勤）、外国人研究員 
• 本会の趣旨に賛同し、入会を希望する者。但し、上記の資格がない者は、現会員 1 名の

紹介と会長（または副会長）の承認を得ること 
 

 【入会方法】 

入会申込書は、19号館 8階（802号室）の日本語教育研究科助手室に用意しております。  
入会申込書にご記入の上、郵便振替（00180-1-89602）にて会費をお振込みください。 

 学生会員 2000円（終身会費） 一般会員 3000円（終身会費） 
 
■ その他 
• 2018 年度秋季大会より、研究大会の予稿集（全文）を学会 HP 上に公開しておりま

す。詳しくは学会 HPもご覧ください。HP：http://www.gsjal.jp/wnkg/ 
• 2018 年度秋季大会以前の予稿集の閲覧をご希望の方は、学会事務局までお問い合わ

せください。（wnkg-jimukyoku@list.waseda.jp） 
  
皆様のご入会を心よりお待ち申し上げます。 
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早稲田大学日本語教育学会 2020 年 秋季大会プログラム 
開催日時 2020 年 9 月 18 日（金）12:30～16:00 
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【会 場】 Zoom 

【時 間】 開会式         12:30～12:40 

口頭発表(1)      12:40～13:10  

口頭発表(2)       13:15～13:45  

ポスター発表        13:50～14:30 

休憩         14:30〜14:45 

口頭発表 (3)    14:45～15:15 

口頭発表(4)    15:20〜15:50 

総会            15:50～16:00  

【参加費】 無料（会員による事前申し込み制） 
※本学会は紙媒体の予稿集は配布しません。予稿集は 9 月 11 日以降、学会ホームページからダウンロード可能になりま

す。ダウンロード、または印刷の上、ご参加ください。    
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【口頭発表】12:40～13:45 

時間 発表題目 

(1)12:40～13:10 
 (1)留学生のキャリア形成プロセスの言語化をめざす日本語教育実践の意義  

山本晋也（早稲田大学大学院 日本語教育研究科 博士後期課程）   

(2)13:15～13:45 

(2)音声教育実践はどのように変化し、受講者に学びをもたらしたか  

―フランスの大学での例をもとに―  

大戸雄太郎（早稲田大学大学院 日本語教育研究科 博士後期課程）  

 

【ポスター発表】13:50～14:30 

時間 発表題目 

13:50～14:30 
大学院における学びが日本語教師にもたらした変容 

小澤さやか（早稲田大学大学院 日本語教育研究科 修士課程） 

宮内健太郎（早稲田国際ビジネスカレッジ 非常勤講師）  

 

【口頭発表】14:45～15:50 

時間 発表題目 

(3)14:45～15:15 

 (3)職場で働く外国人と日本人にとって、わかりにくいと感じる専門文書の中の日本語の特徴 

―IT 企業における「システム仕様書」を使った印象アンケート結果から―  

大崎健一（早稲田大学大学院 日本語教育研究科 修士課程）  

(4)15:20～15:50 

 (4)わせだ日本語サポートにおけるタンデム学習の実践報告 

―タンデム学習と言語学習アドバイジングの連携可能性―  

迎明香（早稲田大学大学院 日本語教育研究科 博士後期課程）  

守屋亮（早稲田大学大学院 教育学研究科 博士後期課程）  

國橋さゆる（早稲田大学大学院 日本語教育研究科 修士課程） 

七海美和子（早稲田大学大学院 日本語教育研究科 修士課程）  

溝井真人（早稲田大学大学院 日本語教育研究科 博士後期課程）  

劉安祺（早稲田大学大学院 日本語教育研究科 修士課程）  

焦健（早稲田大学大学院 スポーツ科学研究科 修士課程）  

曹晨晨（早稲田大学大学院 日本語教育研究科 修士課程修了生）  

三谷彩華（早稲田大学 日本語教育研究センター 助手）  
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留学生のキャリア形成プロセスの言語化をめざす 

日本語教育実践の意義 

山本晋也（早稲田大学大学院 日本語教育研究科 博士後期課程） 

 

1.問題の所在と本発表の目的 

2011 年の中央教育審議会の答申において、「キャリア教育」とは「一人一人の社会的・

職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを通して、キャリア発達を

促す教育」（p.17）であると定義されている。ここでいう「キャリア発達」とは、「社会の

中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実現していく過程」（同上）を指

す。この定義に従って日本国内の大学で学ぶ私費外国人留学生（以下、留学生）のキャリ

アに対する日本語教育からのアプローチを考えるならば、日本語能力の育成や異文化理解

の促進を通じて、個人のあり方と社会との関わりにどのような変容が生じたのかを長期的

な視点から見る必要があるといえる。しかし、大学で学ぶ留学生を対象として「キャリア

教育」を標榜する多くの日本語教育実践においては、ビジネス場面における日本語・日本

文化（企業文化）の理解促進が中心となり、ことばや文化を学ぶことが個人のあり方や社

会との関わりにどう影響しているのかに言及することは少ない。では、留学生のキャリア

発達とことばや文化の学びをつなぐ日本語教育実践は、いかに構想されるべきか。 

発表者は、留学生活における時間の経過や社会との関係性の変化に伴う個人の内的変容

に注目し、そのプロセス、およびプロセスを構成する経験をことばによって表現すること

が重要であると考える。そこで本発表 1では、以上のアプローチを、「キャリア形成プロセ

スの言語化」として捉え、その教育的意義を明らかにすることをめざす。 

 

2.実践および分析の概要 

本発表では、キャリア形成プロセスの言語化を行う日本語教育実践として、発表者が日

本国内の大学（以下、X 大学）で実施した「日本語表現法Ⅱ」の実践を取り上げる。同実

践は、「留学生活を支えるテーマの発見」を目標として、テーマに関する意見や経験の言

語化、一連のプロセスを分かち合う参加者間の対話活動を柱としていた。具体的な授業デ

ザインは、3 つのテーマに関するレポート作成とディスカッションを経て、その中から 1
つを選択して最終レポートを作成するという流れで構成されていた（表 1）。 

キャリア構築理論を提唱したサビカス（2015）は、社会構築主義の理論に基づく個人の

キャリアを、「言語によって自己の一貫性（アイデンティティ）を形成し維持すること」

であると定義している。そして、自己アイデンティティの形成と維持においては、個人と

社会との対話が必須であること、そのような対話の実現に向けて、ライフ（人生）テーマ

への気づきが重要であることを述べている。以上の指摘に基づき、「日本語表現法Ⅱ」の

実践では、固有かつ多様な個人のキャリア形成の中心にあるライフテーマへの気づきをめ

ざし、様々な形での「テーマ活動」を教室活動の中心に据えることにした。 
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本発表では、2019 年度「日本語表現法Ⅱ」を受講したロイ、シュウ（共に仮名）の 2
名に注目する（詳細は表 2）。今回、ロイ、シュウの 2名に注目したのは、授業中のグルー

プディスカッションの様子や、課題レポート・最終レポートの記述内容から、実践を通じ

ての深い学びが得られたと判断したためである。ロイは、X 大学への留学後、母国・韓国

での兵役に参加するため一度 X 大学を退学し、兵役期間終了後に再入学を果たしている。

その理由は、アニメ制作への興味・関心から選択した日本での「留学」を、しっかり最後

までやり遂げたいという思いによるものであった。シュウは、母国であるスポーツに長年

打ち込んでおり、憧れの地である日本でスポーツをしたいとの思いから、X 大学への留学

を選択した学生である。しかし、X 大学の体育系クラブはスポーツ推薦の日本人学生が中

心であり、一般入学の留学生の入部は稀であった。そこで、留学前に X 大学のオープンキ

ャンパスに参加し、日本人高校生に交ざってクラブのトライアウトに参加して入部を決め

たという経緯がある。本発表では、1）発表者の作成した授業記録、2）実践を通じて作成

された課題レポート、3）最終課題として学びの総括を行った最終レポート（初稿・第 2
稿）の 4 点をデータとして、レポート記述の変化に注目し、キャリア形成プロセスの言語

化による彼らの学びと実践の意義について総合的な分析・考察を行う。 

 

表 1 2019 年度「日本語表現法Ⅱ」の授業スケジュール 

 

表 2 調査協力者の詳細 

仮名 国籍 性別  学年 備考 

ロイ 韓国 男性  3 年生 兵役のため X 大学退学後、2018 年再入学 

シュウ 台湾 男性  1 年生 2018 年の入学時より体育系クラブに所属 

 
3.分析・考察 

カテゴリ 日程とテーマ 教室活動の主な内容 

導入 第 1～2 週 
【自己紹介】 

 1 週目：授業ガイダンス・自己紹介文の作成 
2 週目：自己紹介文の発表 

 
 
 
テーマ 
活動 

第 3～5 週 
【大学って何をすると
ころ？】 

3 週目：課題文の理解とその共有 
 4 週目：課題文を基に大学生活について考える 
5 週目：内容のまとめと小レポート作成 

第 6～8 週 
【過去・現在・未来を描
く】 

 6 週目：過去～現在の経験を振り返る 
 7 週目：過去～現在に至るストーリーマップの作成 
 8 週目：現在～未来に至るストーリーマップの作成 

第 9～11 週 
【働き方を考える】 

 9 週目：日本的・欧米的な労働観について考える 
10 週目：ワーク・ライフ・バランスについて考える 
11 週目：就職・キャリア・生き方をつなぐ 

 
まとめ 

第 12～15 週 
【最終レポート】 

12 週目：テーマの決定と表記 
13 週目：構成と読みやすさ 
14 週目：レポート検討会の実施 
15 週目：レポート検討会の続き 
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3.1.ロイの経験と学び－経験の捉え直しと生き方への気づき－ 

ロイは、第 6週～第 8週に実施した自身のキャリア形成に関するストーリーマップ作

成、そして、一連の活動を踏まえての学びを総括するレポート作成を通じて、過去に参加

した「兵役」をめぐる経験の意味を捉え直していたことが明らかになった。過去の経験の

意味の捉え直しは、除隊後に X 大学での再入学を果たしたあと、つまり、ロイにとっては

現在の X 大学での留学生活における「生き生きしている私」を取り戻し、その先にある将

来展望を描いていくために必要不可欠な気づきをもたらしていた。その気づきとは、就職

や進学といった進路選択を含む具体的な将来像ではなく、過去の兵役参加経験において

「誰かを人知れずに守ったこと、誰かのために働いたこと」を誇りに思い、そのような生

き方を続けていきたいという、本質的な生き方そのものに対する気づきであった。 

3.2.シュウの経験と学び－対話を通じて理想と現実とのギャップを埋めていく－ 

一方、シュウは、第 3週～第 5週の「大学って何をするところ？」という教室活動のテ

ーマに際して、現在の自分が抱えている悩みとして留学生活での人間関係の困難を挙げ、

「その解決に向けて日本語能力向上が自身の課題である」旨を語っていた。しかし、グル

ープディスカッションでのクラスメイトからの問いかけと、最終レポートの作成・推敲の

プロセスにおいて、真の問題は自身の日本語能力ではなく、来日前の留学イメージと実際

の留学生活のギャップであるということに気づいていく。元々、X 大学への体育系クラブ

への参加を希望して留学を決めたシュウであったが、現在では、そのコミュニティ内での

人間関係の不調に悩んでいたのであった。以上の気づきをレポートに記述し、クラスメイ

トとのやり取りを行う中で、人間関係への悩み、そして、悩みを抱える自分自身の現実を

受け入れていく様子が見出だされた。そして、せっかくの留学なのだからより広い人間関

係を見据えて行動したいと決意を新たにし、留学生活に対する前向きな捉え直しへとつな

がっていく様子が見られた。 

3.3.実践を行う発表者自身の気づき 

ロイ、シュウの経験と学びに関連して、ナラティブ・アプローチによるキャリア・カウ

ンセリングを提唱するコクラン（2016）は、キャリアの問題の本質を「現在の状態と理想

の状態との間に存在するギャップである」（p.79）と指摘している。発表者が大学での学

びの意味を問い直すというテーマを実践に取り込んだのは、X 大学の留学生にも少なから

ず、こうした理想と現実のギャップに落胆し、惰性的に留学生活を過ごす学生や、退学・

転学を選択する学生が見受けられたからである。一方、コクラン（2016）はまた、理想と

現実のギャップに悩むキャリアの問題に関しては、「キャリアの問題の取り違え」（p.81）
が起こりがちであることを指摘する。本実践においても、「生き生きしている私」をめぐ

る経験の振り返りを行うロイに対し、発表者は、具体的な将来像（例えば、就職するのか

しないのか、もしするのなら、どこで、どんな仕事をしたいのか等）を考えるような促し

を行っていたことが授業記録から明らかになった。しかし、結果としてロイが自身の「学

び」として実感したのは、そのような具体的な将来像を描くことではなく、将来像を描く
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うえで重要な、自身のあり方・生き方そのものへの気づきであった。また、発表者は、シ

ュウの日本語能力や性格・留学生活の状況などから勝手な推測を行い、彼の抱える人間関

係の悩みとことば・キャリアとの関係を結び付けることができていなかった。 

 

4.結論 

ロイ、シュウの 2名は、テーマをめぐるクラス内での対話やレポート作成を通じて、過

去の経験や今の留学生活、留学生活を送る自身と社会との関わりを捉え直していた。その

経験が、個々の留学生活をめぐる現実と自己に対する理解を深め、周囲との関わりを更新

し、将来のキャリア形成に向かう認識や行動の変容につながっていることが示された。 

キャリアの問題に関わる教師の目線は、しばしば「将来」の到達点やそのために必要な

能力育成に向かいがちである。日本語教育実践においてキャリア形成プロセスの言語化を

行うことの意義は、過去・現在・未来を結ぶ時間軸における自己のあり方、他者やコミュ

ニティを含む社会との関わりをことばにして表現し、他者と共有することで「現在」の問

題解決や環境改善にどうつなげていくかを他者と共に考えていく点にあるといえる。留学

という経験は、周囲の社会との関係性の変化や、自己の内面の変容が伴うものである。特

に、高校から大学へ、大学から社会へと向かう青年期にある留学生にとっては、自己アイ

デンティティの葛藤や混乱が生じやすい時期でもある。時間的・空間的な社会の広がりの

中で、自身のキャリアをことばにして他者へ表現し、共有するための場を作っていくこと

は、日本語教育におけるキャリアへのアプローチとして大きな意義がある。 

 

注 
1. 本発表は、発表者の博士論文「留学生のキャリア形成を支援する大学日本語教育の役割

－キャリア形成プロセスの言語化を通じて－」（早稲田大学大学院日本語教育研究科、

2020 年 7月）の一部を修正・加筆したものである。 
 

参考文献 

サビカス、M、L（著）、日本キャリア開発研究センター（監訳）、乙須敏紀（訳）（2015）『サビカス キャ

リアカウンセリング理論‐<自己構成>によるライフデザインアプローチ』福村図書 

中央教育審議会（2011）『今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について（答申）』 

https://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2011/02/01

/1301878_1_1.pdf（2020 年 8 月 27 日） 

ラリー、コクラン（著）、宮城まり子・松野義夫（訳）（2016）『ナラティブキャリアカウンセリング－「語

り」が未来を創る』生産性出版 

 

ヤマモト シンヤ（shinyamamoto0524@gmail.com） 
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音声教育実践はどのように変化し、受講者に学びをもたらしたか 

―フランスの大学での例をもとに― 

大戸雄太郎（早稲田大学大学院 日本語教育研究科 博士後期課程） 

 
1.はじめに 
本研究は、筆者が 2018-2019 年度と 2019-2020 年度にフランスの大学にて行った 2 年間

の音声教育実践をフィールドとする。研究目的は、音声教育実践（以下、本実践）の変化と、

受講者の学びの内容を明らかにすることで、海外の音声教育実践に関する知見を深めるこ

とである。研究目的を達成するための RQ を 2 点設ける。 
RQ1:本実践はどのように変化したのか。 
RQ2:本実践は受講者にどのような学びをもたらしたのか。 

 
2.研究の背景と方法 
2.1.研究の背景 
日本語学習者の音声教育に対するニーズは高いが、特に海外の日本語教育において、音声

教育が十分に行われていない現状がある。海外の音声教育実践を対象とした研究は、平野

（2014）、ロディス（2018）などがあり、実践例を共有し受講者らの学びを明らかにしてい

る点で非常に有益である。一方で、実践の変化や、その変化が受講者の学びに与えた影響は

明らかになっていない。音声教育実践を継続して実施、研究対象とすることで、松崎（2009）
の述べる音声教育実践例の蓄積となり、音声教育全体の発展が見込まれる。 
 音声教育を行う際に、着目しなければならないのは学習者の母語である。戸田（2008: 5）
は「言語習得研究において、母語の影響が最も顕著に表れる領域が音声習得である」と述べ

ている。近年、学習者が母語を複数有することもある他、母語以外の要因もあるが、依然と

して母語の与える影響は大きいと考える。特に、日本国外の実践環境においては、同じ母語

を持つ学習者が集まりやすいため、母語の影響を踏まえて実践を行うことは重要である。 
2.2.研究の方法 
本実践の実施期間は、2018-2019 年度、2019-2020 年度であったが、そのうち、2018-2019

年度の 1 学期（2018 年 9 月～12 月）と、2019-2020 年度の 1 学期（2019 年 9 月～12 月）

を本研究の対象とする。まず、本実践の内容を概観し、変化とその原因を比較記述する。 
加えて、授業最終回に受講者が提出したレポート（62＋63=125 件）の記述内容を質的に

分析する。レポートは、同時に提出した録音課題 1に関する以下 3 点の質問項目を設けた。 
①上手に読むために、どんな練習をしましたか。 
②特に気を付けたところはどこですか。どんなことに気を付けましたか。 
③上手に読めなかったところはありますか。どうして難しかったですか。 
また、分析に際しては佐藤（2008）を参照し、発音に関わる学びを分析観点にコード・カ

テゴリー化して学びの内実を抽出した。 
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2.3.本実践の概要 
 本実践は、フランスの大学で筆者が担当した必修クラスで行われた。受講者は、大学の最

高学年である 3 年生であり、出席者は各学期 30名程度×2 クラス＝60名程度 2であった。 
 2 年間をとおして、受講者に多いフランス語母語話者の発音の特徴を踏まえ、授業スケジ

ュールを組み、実践を構築した。また、Praat や OJAD（オンラインアクセント辞書）など

のオンラインリソースを授業で適宜紹介した。毎回の授業の流れや具体的な指導項目につ

いては大戸（2020）を参照されたい。 
 
3.研究結果 
3.1.本実践の変化 

3.1.1.実践の内容（1 年目） 
 2.3 の内容に加えて、特に 1 年目の実践で行ったことは以下の 2 点である。 
①毎回のシャドーイング練習 
 授業初回にシャドーイング練習の方法について説明し、以降、毎回 1～2 分程度の長さの

文（会話文など）を全員でシャドーイングした。各回シャドーイングは 2 回行い、1 回目は

パワーポイントに文を表示し、2 回目は文を隠した状態でシャドーイングした。 
②メールでの個別フィードバック 

 

図 1 フィードバックの具体例（宛名は伏字） 

フィードバックの具体例は、図 1 のとおりである。フィードバックの流れとしては、ま

ず、拍とリズムを授業で扱った直後、課題文を受講者に配布した。受講者には、課題文を読

み上げたものを録音し、メールで提出する、という課題を課した。それに対し、メールを介

して、拍とリズムに関する指摘を中心に、文字でのフィードバックを行った。 

3.1.2.実践の問題点（1 年目） 

 筆者の自省と、受講者対象のアンケートの結果から、1 年目の実践にはいくつか問題点が

あることが分かった。その一部を以下に列挙する。 
 ・授業時間に占めるシャドーイング練習が長く、文章が長くなるとさらに時間がかかる 
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・個別フィードバックの範囲に韻律を含めなかったため、 
 「アクセントやイントネーションが難しい、分からない」といった意見が多い 

 ・メールのやり取りが多くなり、課題の提出や FB の返却などがスムーズに進まない 
 ・授業内容のパワーポイントと授業で扱った音声素材を受講者が復習できない 
 ・オンラインリソースを実際に活用した受講者が少ない 
3.1.3.実践の内容（2 年目）  
 上記の問題点を踏まえ、2 年目は特に以下のように改善した。 
・シャドーイング練習を学期内にはそれほど扱わず、 
受講者が音声に関する知識をひととおり学んだ翌学期から毎回行う 

 ・個別フィードバックの範囲に韻律を含め、全ての音声項目に対してチェックを行う 
  加えて、1 年目の課題文は用いず、別授業で行う個人作成動画の原稿を読み上げる 
 ・大学敷設の LMS（Learning Management System）を活用し、 
  課題提出や FB の返却、授業のパワーポイントや音声素材の共有などを一括して行う 
 ・オンラインリソースの使用を課題の一部とし、受講者に一度は使ってもらう 
3.2.レポートの分析  
分析の結果、得たカテゴリーを≪≫、コードを【 】で以下の表 1 に記述する。 

表 1 カテゴリーとコードの一覧 

 
≪母語と日本語の発音の比較≫のカテゴリーが得られたのは、本実践が母語に着目して

構築されたことで、受講者が母語と日本語の発音を比較しながら学習することが可能にな

ったためと考えられる。また、≪特定の発音に対する気づき≫には、具体的な発音に対する

記述が多く見られた。加えて、≪自身の発音に対するメタ認知≫が見られたことから、受講

者の発音に対する意識づけが進んでいることが見て取れる。 
なお、1 年目のみに見られたコードは、【漢字の多い単語の難しさ】などの 5 点ある。同

じコードが 2 年目に見られなかった理由としては、スズキクンの使用を課題の一部とした

ことにより、ひらがな表示で課題文を読めるようになったためと考える。2 年目のみに見ら

れたコードは、【授業のスライドの復習】などの 4 点見られる。2 年目には、授業で使用し

カテゴリー コード

≪一人で行う
　発音の練習方法≫

【シャドーイング練習】【OJAD/スズキクンを用いて調べる】
【メディアを用いた練習】【授業のスライドの復習】
【ゆっくり読む練習】【何度も読む練習】【自身の録音の聞き直し】

≪友達と行う
　発音の練習方法≫

【日本人の友達による手助け】【日常会話の意識化】

≪自身の発音に
　対するメタ認知≫

【自身の発音に対する自省】【間違いを発見する難しさ】
【発音を模倣する難しさ】【定着した発音を変化させる難しさ】
【理解したことを実践する難しさ】

≪母語と日本語の
　発音の比較≫

【地名の発音の比較】【母語にない「H」の難しさ】
【母語にないアクセントの難しさ】【母語のイントネーションとの比較】
【母語で話すときとの比較】

≪特定の発音に
　対する気づき≫

【「H」の発音の難しさ】【長い単語の難しさ】【清濁の難しさ】
【拗音の難しさ】【促音の難しさ】【長音の難しさ】【撥音の難しさ】
【アクセントの難しさ】【文末イントネーションの難しさ】
【ポーズの難しさ】【漢字の多い単語の難しさ】
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たスライドを LMS で共有したため、受講者が復習できるようになったためと考えられる。

このように、本実践の変更点はレポートにも一部反映されていたことが分かった。 
 
4.考察 

 筆者は、2 年間をとおして、フランス語母語話者の多い環境であることを鑑み、母語であ

るフランス語の特徴を踏まえて本実践を構築していた。さらに、1 年目の反省点を踏まえた

うえで、実践が変化していた（RQ1）。レポートの分析から、受講者は母語と日本語を比較

しながら、学習したことが分かった。また、音声項目について具体的に記述し、発音に対す

るメタ認知が進んでいた。加えて、2 年目には、本実践の変化が反映されていた（RQ2）。 
以上から、海外の音声教育実践において、受講者の母語に着目して実践を構築することは

重要である。また、指導した後に反省点を踏まえ、実践を進化させるといった継続的なサイ

クルをとおして、学習者に有益な学びをもたらすことが期待できると考える。 
 
注 
1. 録音の課題文は、いずれも戸田（2012）を参照して作成した。 
2. スペインや中国などからの留学生もごく少数参加していたが、ほとんどがフランス語母

語話者であったため、主にフランス語母語話者の発音の特徴を踏まえた実践を構築した。 
 
参考文献 
大戸雄太郎（2020）「相互理解のためのコミュニケーションと日本語音声教育実践」『第五回スペイン日本

語教師会シンポジウム発表論文集』pp.83-88 

佐藤郁哉（2008）『質的データ分析法―原理・方法・実践―』新曜社 

戸田貴子（編）（2008）『日本語教育と音声』くろしお出版 

戸田貴子（編）（2012）『シャドーイングで日本語発音レッスン』スリーエーネットワーク 

平野宏子（2014）「「総合日本語」の授業で行うゼロ初級からの音声教育の実践：アクセント、イントネー

ションの自然性を重視した視覚化補助教材の使用」『国立国語研究所論集』7、pp.45-71 

松崎寛（2009）「音声教育における実践研究の方法論」河野俊之・小河原義朗（編）『日本語教育の過去・

現在・未来 第 4巻音声』水谷修監修、凡人社、pp.98-117 

ロディス希代（2018）「初級日本語クラスにおける効果的な発音指導の試み―発見・気づき・身体の動きを

通して学ぶ―」『BATJ Journal』19、pp.4-13  

OJAD オンライン日本語アクセント辞書 東京大学＜http://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/＞（2020 年 8

月 24日） 

Praat: doing phonetics by computer＜http://www.fon.hum.uva.nl/praat/＞（2020年 8月 24日） 

 

オオド ユウタロウ（white-gray@toki.waseda.jp） 
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職場で働く外国人と日本人にとって、 

わかりにくいと感じる専門文書の中の日本語の特徴 

―IT 企業における「システム仕様書」を使った印象アンケート結果

から― 

大崎健一（早稲田大学大学院 日本語教育研究科 修士課程） 

 
1.背景と目的 

 本研究は、システム仕様書という専門文書 1を通して、外国人と日本人 2にとってわかり

にくいと感じる日本語の特徴を明らかにする研究である。近年、IT 企業で働く外国人の増

加や、海外企業との取引の増加に伴い、システム仕様書にも日本人に限らず誰にでもわかり

やすい書き方というものが求められている。日本語をわかりやすくする取り組みには、「や

さしい日本語」（佐藤，2004）（庵，2019）など、日本語能力の高くない人に向けた研究が

多く行われている。この取り組みは、日本人向けの一般的な文書とは別に、特定の人のため

に難易度の低い文書を作って情報提供するという考え方である。一方で、外国人と日本人と

に共通するわかりやすさというものに着目し、両者にとってわかりやすくなるという視点

での調査や研究は多くない。大崎（2020 予定）では、外国人と日本人とって「理解度が低

くなる日本語の特徴」を、印象評価と理解度テストから分析した。結果、外国人と日本人に

とって理解度が低くなる日本語の特徴に、多くの共通点が見られることが示唆された。これ

を踏まえ、本研究では、外国人と日本人にとって「わかりにくいと感じる日本語の特徴」を、

システム仕様書を利用した印象評価のアンケート結果から明らかにする。 
 
2.研究方法 
 本研究では、テキスト 8 本を用いて印象評価と理解度テストによる調査を行った。テキ

ストは、システム仕様書の一部分を 400 字程度抜粋した形とし、テキストのそれぞれに、

わかりにくい要素を含むよう、筆者が加工し準備した。 
 印象評価では、①わかりやすさの評価（四件法）②理解度の自己評価（0%から 100%まで

20%刻みの六件法）③わかりにくいと思った部分の選択④わかりにくい理由の自由記述の

順に調査した。理解度テストの説明は割愛する。 
 調査は、Web アンケート形式とした。調査期間は、2020 年 2 月 26 日（水）から同年 3
月 10 日（火）の 14 日間で、調査対象

者は外国人 26 名、日本人 23 名であ

った。調査対象者の基礎情報は表 1 に

まとめた。本調査では、外国人と日本

人に共通するわかりにくさを明らか

にするため、外国人と日本人の協力者

を同数程度になるように調整した。  

表 1 調査対象者の基礎情報 

出身（母語） 人 
数 

JLPT（人） 
N1 N2 無 

全体 49 17 7 2 

 

日本人（日本語母語話者） 23 - - - 
外国人（日本語非母語話者） 26 17 7 2 

 
（中国語母語話者） 11 8 2 1 
（ベトナム語母語話者） 10 6 4 0 
（韓国語母語話者） 5 3 1 1 
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 わかりにくい理由の自由記述は総数 392 件（49 人×8 テキスト）で、理由が記入された

ものは 292 件であった。個々の理由に対し、わかりにくい理由のコードを付して分類した。

わかりにくい理由のコードの分類には、石黒（2016）の文章理解のプロセスを利用し、コー

ドの内容が重複しないよう考慮した。１つの回答に複数の理由が書かれた場合、複数のコー

ドを付した。また、回答に記入はあるが、具体的な理由がないものは、理由不明に分類した。

結果、わかりにくい理由のコードは全 32種類となった。 
 次に、32種類のコードの回答者数を計測した。調査対象者 1 人毎の影響度を標準化する

ため、コードの総数ではなく該当のコードを回答した調査協力者の人数を数えた。 
 本研究では、このわかりにくい理由のコードの回答者数から、回答者率（回答数÷調査人

数）を求め、相関分析及び散布図を作成し、理由の特徴を考察した。 
 
3.結果と考察 
 わかりにくい理由のコードの回

答者率（上位 20）を表 2 にまとめ

た。回答者率について、スピアマン

の順位相関係数を確認した。結果、

外国人と日本人の回答者率には中

程度の正の相関（r=.514､p<.01）が
見られた。つまり、外国人にわかり

にくいものは日本人にもわかりに

くく、日本人にわかりにくいもの

は外国人にもわかりにくい、とい

う一定の関係が明らかとなった。 
 次に、わかりにくい理由のコー

ド毎に、外国人の回答者率を Y軸
に、日本人の回答者率を X軸にと

り、散布図（次頁図 1）を作成した。

この散布図では、右側にあるほど

日本人の回答が多く、上部にあるほど外国人の回答が多いことになる。すなわち、右上にあ

る理由は、日本人、外国人に共通してわかりにくい理由ということになる。 
 散布図を確認すると、5 つほどの特徴的なグループが見られた。そのため、この 5 つのグ

ループを丸枠で示した。最も右上にあるグループ 1 を「日本人と外国人に共通するわかり

にくさ第一群」とし、中央にあるグループ 2 を、「日本人と外国人に共通するわかりにくさ

第二群」とした。下部中央にあるグループ 3 を、「日本人が持つ規範意識」、左部中央にある

グループ 4 を、「外国人に多い日本語のわかりにくさ」、最後に、左下にあるグループ 5 を

「優先度の低いグループ」とした。 

表 2 わかりにくい理由のコードの回答者率（上位 20） 
No わかりにくい理由のコード 全体 日本人 外国人 

1 カタカナ表記 0.59 0.48 0.69 
2 高度な語彙・専門用語 0.59 0.61 0.58 
3 長い一文 0.53 0.52 0.54 
4 背景情報の不足 0.41 0.48 0.35 
5 IT用語 0.39 0.43 0.35 
6 仕様詳細の不足 0.33 0.39 0.27 
7 ふさわしくない表現 0.31 0.48 0.15 
8 必要な情報の不足 5W1H 0.27 0.48 0.08 
9 曖昧な表現 0.27 0.48 0.08 

10 まわりくどい文 0.27 0.30 0.23 
11 硬い書き言葉 0.22 0.13 0.31 
12 不要な表現・繰返し 0.20 0.39 0.04 
13 誤用・誤記の指摘 0.18 0.35 0.04 
14 表記のゆれ・不統一 0.14 0.30 0.00 
15 段落形式 0.14 0.22 0.08 
16 複合語 0.12 0.04 0.19 
17 見出しと内容の不一致 0.12 0.22 0.04 
18 難しい漢字 0.10 0.09 0.12 
19 仕様書にふさわしくない情報 0.10 0.13 0.08 
20 情報の混在・不揃い 0.10 0.17 0.04 
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 グループ 1「日本人と外国

人に共通するわかりにくさ

第一群」には、文の要素であ

る「長い一文」と、語の要素

である「カタカナ表記」「高

度な語彙・専門用語」という

理由が見られた。「カタカナ

表記」と「高度な語彙・専門

用語」は、それぞれ全体の回

答者率は 59%で、「カットオ

ーバー、デファクトスタン

ダード、デグレ、ナレッジ、

オープンな」「中立性、横断、

一元的」などの語が指摘さ

れた。「長い一文」は 53%が

回答した理由で「文章が長

いです。」「1 つ 1 つの文章が長すぎて意味が把握しにくい。」といった指摘が見られた。ま

た、文字数には閾値の傾向が見られ、120 字前後で指摘の数に変化が見られた。 
 グループ 2「日本人と外国人に共通するわかりにくさ第二群」には、言語のわかりにくい

要素にあたる「IT 用語」「まわりくどい文」と、言語以外のわかりにくい要素にあたる「背

景情報の不足」「仕様詳細の不足」という回答が見られた。 
 言語のわかりにくい要素である「IT 用語」では、「維持開発環境、上位互換性、ASP、SaaS、
真正性」などの語が指摘された。「まわりくどい文」では「本人確認が未確認である場合の

区分のフラグ設定について、文章が周りくどい」、「『現在』と『次期』の開発範囲について

は、はっきりしないでわかりづらいです。」といった指摘が見られた。 
 言語以外のわかりにくい要素である「背景情報の不足」「仕様詳細の不足」では、「背景は

わからないため、言葉の意味がわかっても文章全体の言いたいことが把握できないところ

もあります。」「具体的にどのようなオンライン連携が必要か理解できない為。」といった指

摘が見られた。「背景情報の不足」は、文章読解の研究でも取り上げられており読解時のわ

かりにくさであると言える。対して、「仕様詳細の不足」は読解時のわかりにくさ、そのも

のではなく、読解後に行う作業を見据えた時のわかりにくさに当たる。つまり、「仕様詳細

の不足」は「目的達成のためのわかりにくさ」と言い換えることができるであろう。 
 グループ 3「日本人が持つ規範意識」には、調査対象者が持つ日本語や仕様書の規範とい

ったものと照らし、記述に修正を促す内容が多くあった。グループ 4「外国人に多い日本語

のわかりにくさ」では、「硬い書き言葉」「複合語」「難しい文法」といった日本語に関する

わかりにくさが指摘された。グループ 5「優先度の低いグループ」には「難しい漢字」が含

図 1 わかりにくい理由の散布図 
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まれた。大崎（2019）では仕様書の中の日本語の特徴として「難しい漢字」を挙げた。しか

し、仕様書読解の場面では、漢字の難しさが支障とならない可能性が示唆された。 
 
4.まとめ 
 外国人と日本人とって、わかりにくいと感じる日本語の特徴は以下の通りである。 
・わかりにくい理由の外国人と日本人の回答者率には中程度の正の相関が見られた。 
・わかりにくいと感じる日本語の特徴には、文の要素である「長い一文」「まわりくどい文」

と、語の要素である「高度な語彙・専門用語」「IT 用語」「カタカナ表記」が見られた。ま

た、言語以外の要素である「背景情報の不足」「仕様詳細の不足」という要素が見られた。

これらの要素は、外国人と日本人共に共通していた。 
 このように、本研究の結果は大崎（2020 予定）と同様、外国人と日本人にとってわかり

にくいと感じる日本語の特徴には、多くの共通点が見られることを示唆するものであった。 
 
注 
1. システム仕様書は、IT 企業で作成される専門文書の一つで、システムの構築方法などを

取りまとめた文書である。日本の企業で作成されるシステム仕様書は、通常、日本語で記述

される。システム仕様書は、様々な仕様書の総称として使われる呼称であり、本研究ではシ

ステム仕様書のうち「要件定義書」を研究の対象として利用している。 
2. 本稿で使う、日本人は日本語母語話者を、外国人は日本語非母語話者を指すものとする。 
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わせだ日本語サポートにおけるタンデム学習の実践報告 

―タンデム学習と言語学習アドバイジングの連携可能性― 

迎明香（早稲田大学大学院 日本語教育研究科 博士後期課程） 

守屋亮（早稲田大学大学院 教育学研究科 博士後期課程） 

國橋さゆる（早稲田大学大学院 日本語教育研究科 修士課程） 

七海美和子（早稲田大学大学院 日本語教育研究科 修士課程） 

溝井真人（早稲田大学大学院 日本語教育研究科 博士後期課程） 

劉安祺（早稲田大学大学院 日本語教育研究科 修士課程） 

焦健（早稲田大学大学院 スポーツ科学研究科 修士課程） 

曹晨晨（早稲田大学大学院 日本語教育研究科 修士課程修了生） 

三谷彩華（早稲田大学 日本語教育研究センター 助手） 

 
1.研究背景と目的 

 わせだ日本語サポートは、日本語学習者の自律学習を後押しするために設置された自律

学習支援施設であり、これまで言語学習アドバイジング（以下、アドバイジング）の実践が

行われてきた（黒田，2012）。しかしながら、実際の現場では日本語の学習相談に加え、日

本語使用での人間関係の構築や、日本での就職・進学に関わる相談も多々見受けられる（寅

丸他，2018）。このような日本語使用での社会参加のニーズを受けて、わせだ日本語サポー

トでは 2019 年秋学期にタンデム学習（以下、タンデム）の実践を行った。タンデムとは、

ある言語の母語話者と別の言語の母語話者が互いの言語を学び合う学習形態であり、最近

では自律学習支援を目指した実践が行われつつある（脇坂他，2020）。 
 本研究の目的は、学内の自律学習支援施設において、タンデムには自律学習支援としてど

のような意義があるのか、またタンデムを自律学習支援の一学習環境として位置づけてい

くための課題は何かを探ることである。 
 
2.調査方法 
2.1.調査手順と調査協力者 
 本研究では、2019 年 11 月上旬～2020 年 1 月上旬にかけてタンデム実践を行い、計 30
名（15 ペア）がタンデムに参加した。初回にスタッフが実践の概要についてガイダンスを

行い、各ペア学期中に計 3～6 回タンデムに参加し、最終回後に許可が得られた参加者 6 名

（留学生 3 名、日本人学生 3 名）に半構造化インタビューを行った。実践中は、活動をサ

ポートするために、様々な話題が記載されたトピックシートと、Google フォームによる振

り返りの 2 つのツールを提供した。インタビューでは①参加目的・理由、②目的の達成度、

③場の捉え方、④学び、⑤ツール使用、⑥必要な支援、⑦類似した活動との違い、⑧その他

の 8 項目について回答を得た。インタビュー時間は平均して 1 人につき約 30 分、基本的に

日本語で行い、1 名のみ中国語で行った。 
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2.2.分析方法 
 分析では、インタビューデータに対して Braun and Clarke（2006）のテーマ分析を用い

て、自律学習支援としてのタンデムの意義と、今後の実践において必要なサポートに焦点を

当て、コード化とテーマの生成、およびテーマ・マップを作成した。 
 
3.結果 
 分析から得られたテーマ・マップを図 1 に、テーマの名称と定義、参加者の回答例を表 1
に示す。分析の結果、「活動を通して得られたもの」「互恵的で対等なパートナーシップの構

築」「活動に対する自己管理」の 3 テーマが得られた。以下、各テーマについて詳述する。 
（1）活動を通して得られたもの 
 このテーマでは、「自己表現のためのことばの学び」「お互いの社会文化的事情に関する学

び」「言語能力・言語学習への気づき」「人間関係」の 4カテゴリーが得られた。今回の活動

を通して、参加者は実際の言語運用の中で、自分を表現するために適切な表現を学んだり、

自身の言語能力の現状や適切な学習方法をメタ的に把握したりしていること、また互いの

国の進学制度に関する情報交換など、社会・文化的な学びが起きていることが分かった。 
（2）互恵的で対等なパートナーシップの構築 
 このテーマでは、「パートナーのサポート」「互恵性と対等性」の 2 つのカテゴリーが得ら

れた。活動を円滑にし、よりよい学習を進めるにはパートナーに対する責任感や心理的・言

語的・文化的サポートの提供が必要であること、また互恵的で対等な関係を保つために言語

使用のバランスや参加者同士の目標言語の習熟度が同等である必要性が指摘された。 
（3）活動に対する自己管理 
 このテーマでは、「活動への拘束力」「活動への自由度」の 2 つのカテゴリーが得られた。

活動への参加にあたり、目標言語に接する機会が限られている日本人学生はより活動への

拘束力を求めること、また日本人学生と接する機会がなく、日本語の授業を多くとっている

留学生にとってはより自由な活動とリラックスできる日本語使用環境を求めるなど、活動

への参加にあたって求める自己管理の度合が異なることが明らかとなった。 

 
図 1 分析から得られたテーマ・マップ 
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表 1 分析で得られたテーマの種類と定義 
テーマ・カテゴリー 定義 回答例 

① 活動を通して得られ

たもの 
①-1 自己表現に関する

ことばの学び 
①-2 お互いの社会文化

的事情に関する学び 
①-3言語能力・言語学習

への気づき 
①-4 人間関係 

タンデム活

動を通して

参加者が得

られたもの 

①-1「これは言わないっていうのとかを教えてもらったって

いうのは、言葉としては、大きかったかなと。」 
①-2「テーマについての学ぶより、どうすれば自分の文化を

日本語で紹介するのは、もっと、練習しました。」 
①-3「一週間によく準備しておけて、豊富な内容を準備して、

相手にシェアするのは、この言語交換の活動に、とても価

値があるところだと思います。」 
①-4「ずっと仲良くして集中して友達を作ったみたいな感じ

がしていますね。」 

② 互恵的で対等なパー

トナーシップの構築 
②-1 パートナーのサポ

ート 
②-2 互恵性と対等性 

互恵的・対等

なパートナ

ーシップに

必要な条件

とサポート 

②-1「〇ちゃんはずっと私がいつも話したいことあって、い

つもフォローしてくれて、私が話したこともちゃんと分か

るように、フォローしてくれましたね。」 
②-2「一番に大事のは、お互いの語学力が同じくらいのがす

ごく大事と思います。」 

③  活動に対する自己 
管理 

③-1 活動への拘束力 
③-2 活動への自由度 

活動へ求め

られる自由

度と拘束力

のバランス 

③-1「本人達が考えてそれにアドバイスをして、でそれを実

践して、まあもしうまくいってなかったら相談に乗ってあ

げるみたいな方が、なんかケアがちゃんとしてるかな。」 
③-2「私の考えは自由にやるほうがいいかなって思います。」 

 

4.考察 
 以上の分析結果から、タンデムの活動において互恵的な言語・文化的学びが起きているこ

と、また自身の学習に関するメタ的な気づきが生まれていることが明らかになった一方で、

互恵的・対等なパートナーシップの構築や、学習への自己管理のバランスが学びを起こす環

境として重要な鍵となることも明らかとなった。これらの結果を踏まえて、今後自律学習支

援施設でタンデム実践に取り組むにあたって重視すべき点と関与の在り方を提案する。 
（1）アドバイジングの介入によるサポート 
  パートナーからのサポートが学びに繋がっている一方で、インタビューでは「パートナ

ーにどのようにサポートを頼めばいいか分からない」「パートナーのやる気にムラがある」

などの意見も見られた。また学習の自己管理に関しても、参加者それぞれが場に求めるもの

のずれが互恵的な関係性を築く障害にもなり得てしまう。事前に十分なガイダンスを行う

ことや、アドバイジングによる学習計画・学習相談への介入の有効性が指摘される。 
（2）学習の自己管理に適したツールの改善 
 学習の自己管理に関して、活動に対する自由度と拘束力の両方のニーズがあることが明

らかとなった。インタビューでは、トピックシートに関して「初級では抽象的すぎる」「初

回ですべて話してしまった」といった、目標言語の習熟度によって必要な抽象度が異なるこ
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とが指摘されており、また振り返りに関しては「報告するための内容になってしまう」「振

り返りによって次の準備をすることが大切」といった自由度と拘束力に関するニーズのば

らつきが見られた。このことから、目標言語の習熟度や学習目的に合わせた抽象度・テーマ

のシートに改善していくこと、また振り返りについては、評価に対する不安を抱かず、参加

者自身の学習計画に活用できるような形式に改善していくことが必要である。またツール

の改善にとどまらず、アドバイジングの場においてアドバイザーとともにツールの活用方

法や学習計画について継続的に検討していく必要性を指摘する。 
 
5.結論と今後の課題 
 本研究ではタンデム実践を通して、自律学習支援としての役割を果たすために、互恵的・

対等なパートナーシップの構築、および学習者の自律的な学習の自己管理のための枠組み

が必要であることを指摘した。上述の考察のようなサポート提供は、非常に労力を要するも

のではあるが、アドバイジングを長年行ってきたが故のリソースの蓄積や学習者とのラポ

ール形成ができている自律学習支援施設だからこそ提供できるものでもある。本研究では 6
名のみのインタビューに限られているなどの課題もあるが、今後はアドバイジングとの連

携も含めた継続的な実践・調査が俟たれる。 
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大学院における学びが日本語教師にもたらした変容 

小澤さやか（早稲田大学大学院 日本語教育研究科 修士課程） 

宮内健太郎（早稲田国際ビジネスカレッジ 非常勤講師） 

 

1.はじめに 

 近年、リカレント教育の必要性が盛んに叫ばれるようになり、国全体で社会人の学び直

しを支援する動きが見られる。文部科学省（2020）では、「リカレント教育の必要性」や

「リカレント教育の充実に関する関係省庁の取り組み」について述べられており、すでに

リカレント教育拡充のための数々の施策が行われていることが分かる。このような社会人

の学び直しは、日本語教師においても例外ではなく、日本語教育者を対象としたリカレン

トコースを設ける大学院も見られるようになってきた。では、実際に大学院に進学するこ

とによって、日本語教師にどのような変容をもたらしたのであろうか。彼らにとって、大

学院とは、いったいどのような場であったのであろうか。以上の問題意識を踏まえ、本研

究では、大学院進学を通じて日本語教師にもたらした自己変容を明らかにすることを研究

目的とする。この目的を達成するために、以下の 2 つの研究課題を設定する。 

研究課題 1：日本語教師は、大学院進学により、自己変容を感じているのか。 

研究課題 2：自己変容を感じているとすれば、それはどのような変容か。 

 

2.先行研究と本研究の立場 

日本語教師の変容に関して、高井（2019）は、特定の教育実践を経た後の変容について

明らかにし、また、古川（2016）は、日本語教師同士の対話によって生じた変容について

明らかにした。日本語教師の大学院進学に関して、若杉（2019）は、日本語教師が大学院

進学をどのように位置づけているのかについて明らかにした。しかし、日本語教師の大学

院修了後を追った研究および大学院を経てどのように変容したかについて扱った研究は管

見の限りない。そのため、本研究では日本語教師の自己変容について明らかにすること

で、日本語教師が学び直す意義についての新たな考察が可能になると考える。 

 

3.調査方法と分析結果 

3.1.調査方法 

調査協力者として、大学院に進学する以前から日本語教師として従事しており、かつ、

大学院を修了した 5 名を選出した。なお、本研究での「日本語教師」は、文化審議会国語

分科会（2019）の定義に基づく。大学院進学の動機や経歴について、および、大学院にお

ける学びや自己変容について、一人ずつ 20～30 分程度の半構造化インタビューを行っ

た。 

3.2.分析結果 
研究課題 1 の解：調査協力者たちは、大学院進学をきっかけに、自己変容していた。 
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研究課題 2 の解：大学院における学び、および変容について、以下のような語りが得られ

た。 
① 自身が考える「日本語教育」の狭さを痛感し、日本語教育観が広くなった 

② 「教育観」が崩されたと感じた、また、「教育観」が変化した 

③ 自身とは異なる「教育観」を批判することをやめ、相手のことが理解しやすくなった 

④ 困難な状況において、柔軟に対応する力が身につけられた 

⑤ 全体的な物の見方が変化し、研究者としての視点が養われた 

 

4.おわりに 

調査協力者たちは、これらの変容は、「大学院に進学していなかったら得ることのなか

った変容」と述べており、自己変容を肯定的に捉えている様子が窺えた。本研究により、

日本語教師にとって大学院進学は、最終的に「何かがうまくなる場所」や「何かが習得で

きる場所」という位置づけというよりむしろ、大学院生として学んでいく中で、仲間や教

員と議論を重ね、自身の日本語教育観を見つめ直し、自身が変容するきっかけとなる場所

であったことが明らかとなった。また、全ての調査協力者が、大学院修了後もそれぞれの

フィールドで研究者の視点から日本語教育に取り組んでいた。これらは、大学院で視野の

広さが培われたからこそであり、大学院を修了後、自身の問題意識をさらに深めようとし

ている日本語教師の姿が示された。 
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	【中扉・ポスター】_2020秋
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