
 



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 1077 名で、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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開催日：2020 年 3 月 13 日（金）12：50－17：25  

会場：早稲田大学早稲田キャンパス 3 号館 6 階 

601・602・607・608・609 教室 

［新型コロナウイルス感染症対策のため中止］  

 

 



早稲田大学日本語教育学会 2020 年 春季大会プログラム 
開催日時 2020年 3月 13日（金）12:50～17:25 

⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆

【会 場】 早稲田大学早稲田キャンパス 3号館 6階(休憩室:602教室) 

【時 間】 受付          12:20～12:50(3号館 6階エスカレーター横)  

開会式         12:50～13:00(3号館 6階 601教室) 

企画①        13:05～14:05(3号館 6階 601教室)  

ポスター発表      14:10～15:10(3号館 6階 607・608・609教室)  

企画②        15:15～17:15(3号館 6階 605教室) 

口頭発表    15:15～16:20(3号館 6階 601教室) 

ブックセミナー    16:30〜17:15(3号館 6階 601教室) 

総会            17:15～17:25(3号館 6階 601教室)  

懇親会            18:00～19:00(22号館 8階会議室)  

【参加費】 会員無料・非会員 500円 （事前申し込み不要。直接会場までお越しください。） 

【懇親会費】 1,000円（参加自由。当日受付でお申し込みください。） 
※本学会は紙媒体の予稿集は配布しません。学会ホームページから直接 PDF ファイルをご覧いただくか、モバイル端末に 

ダウンロードし、ご覧ください。   

⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆ 

【企画①】13:05～14:05 

会場：3号館 6階 601教室 

ICT を活用した「生活者としての外国人」のための日本語学習支援 ―文化庁の取り組みから― 
 ＜話題提供者＞北村 祐人（文化庁国語課 専門職） 

＜コメンテーター＞木下 直子(早稲田大学 日本語教育研究センター 准教授)  

＜ファシリテーター＞佐野 香織(早稲田大学 日本語教育研究センター 講師)  

濱川 祐紀代(早稲田大学 日本語教育研究センター 准教授)  

大熊 伊宗(早稲田大学 日本語教育研究センター 助手)  

 

【ポスター発表】14:10～15:10  

第一会場：3号館 6階 607教室 第二会場：3号館 6階 608教室 第三会場：3号館 6階 609教室 

(1)コミュニケーションにおける言

語・非言語コミュニケーション行

為とその意識―3 人会話における

小集団内の役割と対人印象、人間

関係の構築について― 

 柳 東汶 

 (早稲田大学大学院 

日本語教育研究科 博士後期課程)  

(2)「越境」を試みながら更新される

日本語教師の役割観についての一

考察―芸術系大学の日本語教員の

ライフストーリーから― 

 

松本 明香   

(早稲田大学大学院 

日本語教育研究科 博士後期課程)   

(3)仮名学習のニーズおよびタイピン

グと仮名習得との関連性 

鄭 在喜 

(早稲田大学 

日本語教育研究センター 講師) 

松井 一美 

(早稲田大学 

日本語教育研究センター 准教授) 

 

【企画②】15:15～17:15 

会場：3号館 6階 605教室 

「まちづくり」に問われる市民性  

―異なる専門、異なる立場をもつ者の協働によるまちづくりワークショップを踏まえて― 

＜話題提供者＞ 工藤 育子 (麗澤大学 講師/淑徳日本語学校 講師) 

志賀 千晃 (早稲田大学大学院 日本語教育研究科 修士課程/淑徳日本語学校 講師) 

小林 未歩 (麗澤大学 4 年) 

橋本 真衣 (東京デザイナー学院 2 年) 

田端 穂香 (麗澤大学 1 年) 

李 夢茜 (淑徳日本語学校 学生) 

林 晨 (淑徳日本語学校 学生) 

NA YI ER (淑徳日本語学校 学生) 

丁 綺南 (淑徳日本語学校 学生) 



 

【口頭発表】15:15～16:20 

会場：3号館 6階 601教室 

15:15～15:45 (1) 日本語会話に見られる「反復」の様態―中国語会話・英語会話と対照して― 
宮内 健太郎 (早稲田大学大学院 日本語教育研究科 修士課程)  

15:50～16:20 (2) タンデムにおける学びの実態とそのプロセス―社会文化理論の観点から― 
迎 明香(早稲田大学大学院 日本語教育研究科 修士課程) 

 

【ブックセミナー】16:30～17:15 

会場：3号館 6階 601教室 

宮崎里司・春口淳一共編著(2019) 

『持続可能な大学の留学生政策：アジア各地と連携した日本語教育に向けて』（明石書店） 

宮崎 里司（早稲田大学大学院 日本語教育研究科 教授） 

春口 淳一（大阪産業大学 准教授） 

 

 

 



目   次 

◆企画① 
 

 ICT を活用した「生活者としての外国人」のための日本語学習支援  

  ―文化庁の取り組みから―............................................2 

  ＜話題提供者＞北村 祐人（文化庁国語課 専門職） 

＜コメンテーター＞木下 直子（早稲田大学 日本語教育研究センター 准教授）  

＜ファシリテーター＞佐野 香織（早稲田大学 日本語教育研究センター 講師）  

濱川 祐紀代（早稲田大学 日本語教育研究センター 准教授）  

大熊 伊宗（早稲田大学 日本語教育研究センター 助手）     

 

 

◆ポスター発表 
 

(1)コミュニケーションにおける言語・非言語コミュニケーション行為とその意識  

  ―3人会話における小集団内の役割と対人印象、人間関係の構築について―.5 

      柳 東汶（早稲田大学大学院 日本語教育研究科 博士後期課程） 

 

(2)「越境」を試みながら更新される日本語教師の役割観についての一考察 

  ―芸術系大学の日本語教員のライフストーリーから―....................7  

      松本 明香（早稲田大学大学院 日本語教育研究科 博士後期課程） 

 

(3)仮名学習のニーズおよびタイピングと仮名習得との関連性.................9 

 鄭 在喜（早稲田大学 日本語教育研究センター 講師） 

         松井 一美（早稲田大学 日本語教育研究センター 准教授） 

 

 

 

◆企画② 
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ICTを活用した「生活者としての外国人」のための日本語学習支援 

-文化庁の取り組みから- 

北村祐人（文化庁国語課 専門職） 

    木下直子（早稲田大学 日本語教育研究センター 准教授）  

佐野香織（早稲田大学 日本語教育研究センター 講師）  

濱川祐紀代（早稲田大学 日本語教育研究センター 准教授）  

大熊伊宗（早稲田大学 日本語教育研究センター 助手）     

 

 

 早稲田大学の中長期目標「Vision150」では，大学創立 150 年目にあたる 2032 年に留学

生数を 1 万人にすることが掲げられているが，2019 年 5 月現在，留学生数は 6,124 名にの

ぼり，増加の一途をたどっている（早稲田大学留学生センター 2019）。中でも初級の日本

語学習者層が増加しており，対応が求められている。早稲田大学日本語教育研究センターで

は，2019 年 11 月より日本語の初級 e-learning 教材「Steps in Japanese for Beginners」

を開発し，MOOCs のプラットフォームの一つである edX に講座を提供している。その教

材はインストラクショナル・デザインにもとづいてコースを開発し，チャットルームや質疑

応答の機会を用意するなどをしているが，重田（2014）の指摘にあるように，対面学習に比

べて学習の継続性に課題を抱えている。また，開発側の意図がなかなか伝わらず，Web 教

材を使いこなすのは容易ではないという課題もある（梅田・飯吉 2010）。このような問題

意識もあり，文化庁が開発しているオンラインの日本語学習コンテンツの取り組みを知り，

オンライン教材の活用を参考にすることで，より効果的な日本語学習支援への知見が得ら

れると考えた。 

文化庁では，「生活者としての外国人」に対して日本語教育事業を展開している。特に，

全国に約 1,000ある日本語教室がない市区町村（文化庁国語課 2019）を「日本語教室空白

地域（以下，空白地域）」とし，その解消に向けて取り組んでいる。このような空白地域に

居住する外国人は社会から孤立している可能性もあり，独学で学べる「生活者としての外国

人」のための日本語学習コンテンツを開発している。このコンテンツは，2020 年 4 月に公

開予定だが，それに先立ってその日本語学習コンテンツとはどのようなものか紹介する。特

に，事前調査の結果（イノベーション・デザイン＆テクノロジーズ株式会社 2019）から，

開発の背景，目的や内容，特徴について取り上げるとともに，独学で学べる工夫，学習の継

続性に対する工夫，また予測される社会的な効果などについて開発者から直接お話を聞く

とともに，参加者が自らの文脈でその活用案についても検討したい。 

 

参考文献 

イノベーション・デザイン＆テクノロジーズ株式会社（2019）「文化庁 平成 30 年度「生活者とし
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ての外国人」のための日本語教室空白地域解消事業 ICT を活用した「生活者としての外国人」

のための日本語学習コンテンツの開発・提供に関する調査研究 報告書」 

  https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/ICT_kaihatsuteikyo/pdf/r1416366_01.pdf 

梅田望夫・飯吉透（2010）『ウェブで学ぶ』ちくま新書 

重田勝介（2014）『オープンエデュケーション 知の開放は大学教育に何をもたらすか』東京電機大

学出版 

文化庁国語課（2019）「平成 30 年度 国内の日本語教育の概要」 

早稲田大学留学生センター「2019 年度前期（春学期）早稲田大学外国人学生在籍数」 

  https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2019/07/201905_jp.pdf（最終閲覧日 2020 年 2 月 9 日） 

 

https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/ICT_kaihatsuteikyo/pdf/r1416366_01.pdf
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コミュニケーションにおける 

言語・非言語コミュニケーション行為とその意識 

―3人会話における小集団内の役割と 

対人印象、人間関係の構築について―  
柳東汶（早稲田大学大学院 日本語教育研究科 博士後期課程） 

 

1.研究背景と目的 

 現在まで、コミュニケーション研究は様々な観点から活発になされており、たとえば、

大坊（1986）は、コミュニケーションの目的を 1．人間関係の形成と保持、2．情報や態

度の不一致や不確かさの解消による対人関係の均衡の回復、と述べ、コミュニケーション

と人間関係の間に深い関連性があるという。他にもコミュニケーションと人間関係の関係

について論じている研究は多数あり（和田 1989，市原 2014 など）、学問と社会のつなが

りについて考えることが重視される今日においては、大変重要な研究課題であるといえる。

しかし、先行研究では日本語学、社会心理学、認知科学などの分野の先行研究では、会話

分析やコーディングによる量的研究が主に行われ、実際に社会の中で生きる人々に焦点を

当てた質的研究は比較的少ない。したがって、本研究は、3 人の小集団内での日本語話者

のコミュニケーションにおける言語・非言語コミュニケーション行為とそれに関する日本

語話者の意識の語りを分析することで、コミュニケーション行為が互いの印象にどう影響

するか、互いの人間関係の構築への意識にどのような影響を与えるかを明らかにする。 

 

2.調査方法 

 本研究では 2種類の調査を行った。調査 1では、日本語話者 6名（A-F）を 3名のグル

ープ 2つに分け、会話をしてもらった。コミュニケーション行為の多様な使用様相を見る

ため、自由会話を行うグループと、調査者がトピックを提示するグループに分けた。会話

の時間は 30 分とし、会話の場面を録画して言語・非言語コミュニケーション行為を確認

した。調査 2では、調査 1の後のフォローアップ・インタビューを行った。調査者と調査

協力者が一対一で、会話場面の映像を調査協力者に見せる再生刺激法に基づいて行った。

インタビューの主な内容は、コミュニケーション行為に関する意識、会話を通じて生じる

互いの印象や人間関係に関する意識である。以上の調査データを文字化して、調査 1のデ

ータを会話分析に活用し、併せて調査 2のデータを質的に分析した。 

 

3.調査結果及び考察 

 分析した結果、話題提示、話の内容、発話リズム、発話速度、視線、うなずき、ジェス

チャーが、発話者の印象の形成に影響することが見られた。話題提示は、話題を提示する

質問をした Aについて、Bは「しっかりしている」といい、調査者が提示したトピックに

入ろうとした Eについて、Dは「いいリーダー」といい、Fは「真面目だ」という。話の
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内容と発話リズム、発話速度は、Cの韓国語の発音に関する発話に関して Aが「難しい話

をゆっくりするから真面目で飽きる」といい、視線は、F が聞き手を真っすぐ見て話すの

を Dと Eがそれぞれ「素晴らしい」「羨ましい」と語り、Fは Eが自分をあまり見ないの

が好きではないと言った。うなずきは、聞き手が多少積極的に使っても、話し手はあまり

反応してくれないという印象を受けた。下を見ながらジェスチャーを使う多い Cを、Aと

Bは「気にならなかった」といい、Dと Eは、Fのジェスチャーに対して「伝わりやすい」

と語った。他に、「他者の行為をそれほど気にしない」という語りもあった。人間関係に関

する意識として、A は「二人とプライベートで人間関係を続けたいとあまり思わない」と

いい、Fは Dと Eに対して「多少不満のようなものはあるけど友達になりたい」と語った。 

 以上の結果から、次のように考察した。まず、発話と関係が明示的な話題提示、話の内

容、発話速度、発話リズムのほうが、発話との関係が明示的ではないうなずき、ジェスチ

ャーより、印象の形成に影響することがわかった。うなずきやジェスチャーも対人印象や

人間関係の形成に無関係ではないが、相対的に発話と関連する非言語コミュニケーション

の方が影響力があると見られた。ただし、聞き手をまっすぐ見る視線も良い印象の形成に

影響すると見られ、一つひとつの非言語コミュニケーションが持つ影響力についての研究

が課題として残される。次に、他者の印象は立体的で、印象の良し悪しが人間関係の形成

にそのままつながるとは言えないことがわかった。Fが Eの視線に多少不満を持ちながら

も友達になりたいと語ったように、人に対して受ける印象は複雑で、総合的な判断から人

間関係の形成への意思が決定されると見られた。最後に、社会に参加するためには、自分

らしさと他者から持たれた印象の均衡を考える必要があることがわかった。C はインタビ

ューで、自分の発話の癖や、そこから他者が受ける印象について予想はしていたと語り、

ここから「理想自己」と「現実自己」の差について考え（Higgins，1987）、自分らしさと

他者からの印象について考えながらコミュニケーションを行う必要性があることが見られ

た。 

 

参考文献 

市原千愛（2014）「会話におけるあいづち―「好感を持たれるあいづち」の特徴―」『東京女子大学言語

文化研究』23，pp.1-15 

大坊郁夫（1986）「対人行動としてのコミュニケーション」『対人行動の心理学』（対人行動学研究会編集）

誠信書房，pp.193-224 

和田実（1989）「二者関係，対人距離および性が非言語的行動に及ぼす影響」『心理学研究』第 60巻第 1

号，pp.31-37 

Higgins, E. T. 1987 Self-discrepancy theory: A theory relating self and affect. Psychological Review, 94, 

pp.319-340.  

 

   ユ ドンムン（ydm0120@akane.waseda.jp） 
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「越境」を試みながら更新される日本語教師の役割観についての 

一考察 

－芸術系大学の日本語教員のライフストーリーから－ 
松本明香（早稲田大学大学院 日本語教育研究科 博士後期課程） 

 

⒈ 研究課題 

本発表では、日本語教師はそれまで経験した日本語教育コミュニティとは異なるコミュ 

ニティへと境界を越え（「越境」）、異なるコミュニティの他者と相互行為を行う中で、いか

に日本語教師の役割を意味づけるかという問いを立てた。発表者は日本語教師の役割につ

いて、古屋他（2018）が指摘する学習者を取り巻くコミュニティ・社会に関わるという点

をさらに検討する必要があると考える。本研究では、大学で日本語の学びを留学の主たる

目的とせず各々の専門分野の学びを進める留学生に日本語教育を行う日本語教員のライフ

ストーリー（以下、「LS」）を分析した。そしてこの教員と他の専門分野の教員（以下、「専

門教員」）や職員との関係性の中の、日本語教師の役割観に着目した。さらに、異なるコミ

ュニティにも開かれた日本語教育を支える日本語教師の役割についても議論したい。 

 

⒉ 「越境」とは 

香川（2015）は、「越境」について「人やモノが複数のコミュニティをまたいだり、異

質な文脈同士がその境界を超えて結びついたりする過程を、さらには、そこで起こる人々

やモノの変容過程」（p.35）とまとめている。 

 

⒊ 調査概要 

本研究ではインタビュー時に芸術系大学（A 大学）の専任教員、星先生（仮名）に行っ

た 3回（一回につき 1〜2 時間）のインタビューデータを LSデータとして分析する。星先

生は発表者の知人で、A 大学で初めて専任日本語教員ポストに就いた教員である。 

 

⒋ 星先生のライフストーリー 

4-1 日本語教師以前 

星先生が日本語教育学を本格的に学んだのは大学院だった。海外で教育実践や教育研修

を経験し、そこでは教科書に沿った文法積み上げ式の授業からコンテンツベースの授業ま

で幅広い教育を経験した。 

4-2 非常勤教員時代 

 非常勤教員として約 15 年間複数の大学等を掛け持ちして日本語教育に携わった。非常

勤という立場上、日本語教育コミュニティ内で日本語教師と話すことが多く、他の教科の

教員達や教育組織のスタッフ等と関わることはあまりなかった。 

4-3 芸術系大学の専任日本語教員として 
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 星先生は本研究のインタビュー開始直前に、学内唯一の専任日本語教員として A大学に

着任した。当該の芸術分野を専攻する留学生が日本語を学ぶ姿を目の当たりにし、この大

学の留学生のためになる日本語クラスの運営を企画した。また、留学生施策や留学生指導

に関することで専門教員や職員との対話の場を多く持つようになった。留学生施策につい

て職員と話す中で、星先生が職員に留学生と日本人学生の交流が重要だと伝えると職員は

それに理解を示し、そうした交流を図った授業実践に職員が参加したこともあった。その

一方で、当該芸術分野の「重鎮」のような専門教員から留学生指導について指摘を受けた。

個人指導を行うのに予習をしてこない、教材も持参しない留学生が現れた時、その「重鎮」

は「彼らは自分の国でどういう、その習慣をつけてきたかわからないけれども、ここは日

本であって日本はこういう場所だっていうことを知っているのか」と星先生に聞いた。星

先生は「重鎮」が担当する芸術分野での個人指導では徒弟制のようなものがありそのスタ

イルも理解できる一方、マジョリティに合わせろというべきなのか迷った。この一件で星

先生は日本語教員がとるべき対応に「モヤモヤしたもの」を感じ、「日本語教師に向こうは

何を求めているんだろう」と考えた。この迷いに折り合いはつかなかったが、星先生の中

で日本語教師の役割に対する問い直しが起きていた。 

 

⒌ 「越境」によって起こる日本語教師の役割観の更新 

長年非常勤教員として日本語教員の道を歩んできた星先生だが、当該の芸術分野での教

育コミュニティへ越境し、その専門領域に生きる留学生に必要となる日本語教育を模索し

始めている。また、それまで経験したものとは異なるコミュニティにいる他者との相互行

為が発端となり、既存の日本語教師の役割観に揺さぶられが起き、葛藤を経験している。

コミュニティを越境する、つまり新たな社会的関係性が拓かれることにより、日本語教師

の役割観が更新されていることを示している。また、この星先生の越境は、留学生施策に

理解を示す教育コミュニティという変化ももたらしていることも注目できる。 

越境という形で日本語教育に知見が尐ない他者と行う相互行為が、日本語教師の役割観

における新しい価値観をもたらす（可能性を持つ）ことを示す結果となった。本研究結果

が、日本語教師の社会的役割を検討するための一助になることを期待する。 

 

参考文献 

香川秀太（2015）「「越境的な対話と学び」とは何かープロセス，実践方法，理論」香川秀太・青山征彦 

（編）『越境する対話と学び－異質な人・組織・コミュニティをつなぐ』第 2 章、新曜社、pp.35-64 

古屋憲章・古賀万紀子・孫雪嬌・小畑美奈恵（2018）「日本語教師の役割とあり方をめぐる言説の変遷－ 

日本語教師の専門性を考えるための基礎資料として」『アカデミック・ジャパニーズ・ジャーナル』 

10、pp.63-71＜http://academicjapanese.jp/dl/ajj/ajj10.63-71.pdf＞（2020 年 2 月 10 日閲覧） 

 

マツモト ハルカ（harukamatsumoto@ruri.waseda.jp） 

mailto:harukamatsumoto@ruri.waseda.jp
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仮名学習のニーズおよびタイピングと仮名習得との関連性 
鄭在喜（早稲田大学 日本語教育研究センター 講師） 

松井一美（早稲田大学 日本語教育研究センター 准教授） 

 

1.はじめに 

 仮名の指導は「読む」「書く」を中心に入門レベルで行われるのが一般的であるが、今日、

学習者の仮名習得には多様なニーズがみられ、なかでもタイピングに対するニーズが高ま

っている。そこで、本研究では所属校の入門クラスの学習者が仮名学習において必要とし

ているスキルを調査するとともに、タイピング指導が仮名習得に及ぼす効果について検証

した。 

 

2.先行研究 

 近年の IT 技術の発達と普及により、日本語教育における仮名学習にさまざまな変化が

生じている。メールや SNSの利用の拡大は、「書く」から「打つ」への変化と学習者の多

様なニーズをもたらした。日本語教育の現場では、それらに対する対応が求められている。

松田・小林・大和・伊藤（2016）では、Eメールの書き方やキーボードによる日本語入力

の「日本語変換」について問題点を分析している。松井・徳間・鄭（2018）では、サバイ

バル会話と仮名習得を目標としたコースにおけるタイピング指導について報告している。

当該のコースでは、文字認識とタイピングを学び、書く練習は行わない。コース終了後に

行ったアンケートでは、手書きの必要性については意見が一様ではなかったが、学習者に

とってタイピングは重要であり、教室内でのタイピング練習について評価する意見が多か

った。このように、タイピングには、一定のニーズがあることが明らかになっているが、

タイピングが仮名の習得に及ぼす学習効果に関する研究は尐ない。 

そこで、本研究では、タイピング練習と仮名習得との関連性を検証するため、所属校の

入門日本語コースの X クラスの履修者 13 名を調査対象とし、タイピング練習を設け、そ

れに対する質問紙調査を実施した。なお、当該クラスにおけるタイピング指導および練習

は、担当教員が調査対象者のタイピングがすぐ確認できる「チャット」機能を用いて行っ

た。 

 

3.調査概要 

 本検証に関する質問紙調査は、学期の後半に実施した。質問は全 6問で、内容は「①授

業以外にどうやって日本語を勉強しているのか。②本コースでの仮名学習はどうだったの

か。③タイピングと仮名を覚えるのは、関連があると思うのか。④問③の理由。⑤仮名学

習において最も必要な技能は何なのか。⑥問⑤の理由。」であり、選択肢と自由記述の形式

で回答してもらった。 
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4.調査結果および考察 

まず、問①に対しては「self-study、manga、家族やお店のスタッフとの会話」という

回答が多く見られたが、「日本語授業以外には何もしていない」という回答（23％）も見

られ、入門クラスの学習者は日常生活であまり日本語を使用していないことが窺われた。 

問②は、「書く練習だけが必要だった」という回答（15％）も見られたが、タイピング

と書く練習を同時に行った仮名指導に対して多くの調査対象者が「よかった（69％）」と

評価しており、タイピングに対するニーズが高まっていることがわかった。 

問③は、「とてもそう思う（38％）」、「そう思う（46％）」と回答しており、その理由（問

④）として、「タイピングの練習が文字をより早く簡単に覚えることに繋がった」と回答し

た者が複数いた。実際、X クラスのひらがなテストの平均は、タイピング練習を行ってい

ない他の 9 つのクラスの同テストの平均より最大で 20 点以上高く、その理由として他の

クラスに比べ最高点（満点）と最低点の差がそれほど大きくないことが考えられる。この

結果は、タイピング指導と仮名習得との密接な関連を示唆している。 

最後の問⑤に対しては、「「読む」が最も必要な技能である」という回答（84％）が最も

多かった。その理由（問⑥）としては、「大体のメニューはカタカナで書いてあるから」、

「地下鉄の駅名など日常生活で必要だから」、「短期間の日本滞在では聞き取りと読みが最

も必要だと思う」などの記述が見られた。このことから、近年の入門レベル学習者は、仮

名学習に対して必要最小限のレベルを求めており、それは学習者によって異なるが、日本

に滞在しなければならないという環境におかれたとしても従来のような絶対的なニーズで

はないことが窺われる。 

 

5.おわりに 

 本研究はケーススタディーであるため、その結果が普遍的であるとは言い難いが、入門

レベルの学習者の日本語学習に対するニーズの変化とタイピングの効果を示唆していると

言える。今後は、さらなるニーズ調査とともに、タイピングが仮名習得に及ぼす効果につ

いて詳細な検証を行い、より効果的な入門レベルのコースデザインにつなげたいと考える。  

 

参考文献 

松井一美・徳間晴美・鄭在喜（2018）「仮名学習とサバイバル会話の反転授業‐パイロットコースからの

考察－」『日本語教育方法研究会誌』Vol.24、No2、pp.86-87 

松田佳子・小林ミナ・大和えり子・伊藤昌子（2016）「実態調査に基づいた書けるようになるための教材

開発－パソコンで打つということはどういうことか－」『2016年日本語教育国際大会パネル発表 予

稿集』 

  

   チョン ジェヒ（jhchung@aoni.waseda.jp） 

マツイ カズミ（matsui-kayata@aoni.waseda.jp） 

 本調査の結果、入門レベルの日本語学習者は、仮名学習において「読む」、「聞く」、「書

く」、「タイピング」の４つのなかで、「読む」が最も必要なニーズであると考えていること

が明らかとなった。その理由として、「短期間の日本滞在において最も必要なスキルである

ため」という記述が多く見られた。 

そして、タイピング練習と書く練習を同時に行う指導については、ほとんどの学習者が

満足したと回答した。また、タイピングの練習が文字をより早く簡単に覚えることに繋が

ったと回答した者が複数いたことから、タイピング指導は、仮名を習得することと密接な

関連があることが窺えた。 

調査の結果、入門レベルの日本語学習者は、仮名学習において「読む」、「聞く」、「書く」、

「タイピング」の４つのなかで、「読む」が最も必要なニーズであると考えていることが明

らかとなった。その理由として、「短期間の日本滞在において最も必要なスキルであるため」

という記述が多く見られた。 

mailto:jhchung@aoni.waseda.jp
mailto:jhchung@aoni.waseda.jp
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「まちづくり」に問われる市民性 

−異なる専門、異なる立場をもつ者の協働によるまちづくりワーク

ショップを踏まえて− 
工藤育子（ 麗澤大学 講師/淑徳日本語学校 講師） 

志賀千晃（早稲田大学 日本語教育研究科 修士課程/淑徳日本語学校 講師） 

橋本真衣（東京デザイナー学院 2年） 

田端穂香（麗澤大学 1年） 

李夢茜（淑徳日本語学校 学生） 

林晨（淑徳日本語学校 学生） 

NA YI ER（淑徳日本語学校 学生） 

丁綺南（淑徳日本語学校 学生） 

 

1.まちづくりワーク 

1.1.背景 

 近年、まちづくりにおいてさまざまなワークショップが行われるようになってきた（倉原 

1999）。田口（2019）は、住民による主体的なまちづくりを初動させるワークショップを開

発し、その有効性を検証している。 

地域日本語教育の文脈では、外国人の日本語習得促進にとどまらず、すべての住民が共生

できる多文化共生社会を創造することの重要性が主張されている（池上 2007）。その実践

の一つとして捉えられる平田（2015）は、留学生が地域の文化誌を作成するプロジェクト

ワークを行っている。その中で、地域住民は留学生が「外の視点」を地域に導入し、地域の

歴史や文化を継承する役割を果たし得る存在であると気付いたこと、留学生は彼ら自身が

与えられるだけでなく、地域に何かを与えることができる存在であると捉え直したことを

報告している。 

これらの先行研究より、まちづくりにワークショップが有効であること、多文化共生社会

を創造することが重要であること、留学生の視点を取り入れることがまちづくりにつなが

ることが明らかとなっている。 

1.2.目的 

本稿では、まちづくりを目的としたワークショップをまちづくりワークと呼ぶ。私たちが

実践したまちづくりワークは、①留学生が日本社会とつながる新しい日本語教育のあり方

を探ること、②地域における市民性教育を促進し地域活性化を促進することが目的である。 

 

2.奥多摩ワーク 

2.1.背景 

 人口減少による過疎化に悩む奥多摩町では、住民が自ら考え行うまちづくり活動を支援

している。その一環としてまち、ひとの魅力を生かし、地域コミュニティの活性化に資する
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事業「まちづくり推進事業」を募集している。私たちは、その「まちづくり推進事業」に応

募・採択され、ワークショップを実施した。そのワークショップ事例を挙げ、まちづくりに

問われる市民性について議論したい。ワークショップについては、次節で概要を示す。 

2.2.概要 

私たちは 2019 年 12 月 14 日と 15 日に奥多摩町にて「歩く。見つける。第 1 章 2019

年冬の始まり」というワークショップ（以降、奥多摩ワークと呼ぶ）をデザインし、実施し

た。奥多摩ワークは人口減少に悩む町に、日本語教育に携わる教師や大学生、グラフィック

デザインを専門とする専門学生および留学生として日本語を学び、日本で生活している者

というさまざまな立場の者が集まり、それぞれこのワークショップに集う一市民として、ど

のようにまちづくりに参加できるのかを実践を通じて問うたものである。参加者は、日本語

教育やグラフィックデザイン、メディアデザイン、通信情報工学、国際経営など、多岐にわ

たる専門を持っている。奥多摩ワークの目的は、3 人ないし 4 人で構成される 5 つのチー

ムで奥多摩の里山を歩き、自分たちなりの奥多摩の魅力を見つけ、各々のことばをグラフィ

ックデザインに乗せて表現することである。これによって、そのグラフィックデザインが参

加者の在籍校を通じて公表され、これまで奥多摩に触れたことのない海外在住の外国人を

含む多くの人に奥多摩の魅力が伝わることを期待した。 

チームメンバーのうち日本語教師および日本語教育を専攻している学生は、主にイベン

トのデザイン、チームのリード、場づくりのファシリテートを行った。留学生は、日常とは

異なる自然豊かな奥多摩に触れ、自分が経験してきた住空間との共通点や相違点について、

感じたことや思ったことなどを日本語などで表現した。デザイン専攻の学生は、主にグラフ

ィックデザイン作成の点からチームの意見を導き、手書きマップを最終的にリーフレット

作品として編集した。奥多摩ワークでの 1 つのチームの活動内容を例として図 1 に示す。 

 

図 1 活動内容 



14 

 

3.みなさんと検討したいこと 

奥多摩ワークは、①奥多摩町の住民ではなく「市民」である私たちが、まちづくりを実践

したこと、②日本語学校に在籍する留学生と日本語教育を専攻する大学生、デザインを専攻

する専門学生が集い、自身のテーマを発見したり、再考したりする場となったことが特長と

して挙げられる。一方、奥多摩ワーク参加者の振り返りからは、多くの疑問も出てきた。そ

れらの疑問について本企画のゲストであるみなさんとディスカッションし、奥多摩ワーク

の次弾につなげたいと考えている。 

本企画は二部構成であり、いずれもワールドカフェ形式で行う。一部では、「旅」のメタ

ファーによって私たちの経験を属性と目的という立場の違いによって語り、私たちの「旅」

を共有する。一部で発表予定の「旅のまとめ」を図 2 に示す。  

 

図 2 「旅のまとめ」 

 

「旅」の共有をしたあと、続く二部では奥多摩ワークの次弾を創造し実施するために、

どのような留意点があるか、どのようなことを知り、学んでいくべきかをみなさんとともに

検討したい。奥多摩ワーク参加者の振り返りをもとに設定した 9 つのディスカッションポ

イントを図 3 で示す。それらのディスカッションポイントに沿ってディスカッションした

内容を参考とし、奥多摩ワークの次弾につなげたい。 
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図 3 ディスカッションポイント一覧 
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日本語会話に見られる「反復」の様態 

－中国語会話・英語会話と対照して－ 
宮内健太郎（早稲田大学大学院 日本語教育研究科 修士課程） 

 

1.研究の背景と目的 

現在、コミュニケーション教育の重要性が増してきている一方で、山内（2005）は、「現

在の話しことばのシラバスは、学習者の習得段階を考慮した適正なものではないというこ

と、つまり、「何を教えるか」という問いに対する正しい答えを、現在の日本語教育は持っ

ていない」（山内 2005：154）と指摘している。さらに、野田（2009）は、現行の日本語

教育の問題の根本として、「言語の記述を目的とする言語研究で重要だと考えられてきた言

語形式を、コミュニケーションを目的とする日本語教育に持ち込んでいることである」（野

田 2009：70）と述べている。このように、実際のコミュニケーションに即して何を教え

るか、考えるべきだという研究は多いが、その中にあって本研究では「反復」を取り上げ

る（「反復」の定義は後述する）。例えば、「食べた」と学習者が言うことができれば、ただ

同形を反復する「食べた食べた」を言うこともできると考えられる。そのために、「食べた

食べた」と反復することをあえて指導する必要はないと考えるのはもっともである。なぜ

なら、「食べた」と「食べた食べた」では、命題的に意味の付加がないからである。このこ

とから、「反復」は現在の日本語教育においては、「あえて指導する必要性がない」と思わ

れている可能性がある。しかし、実際のコミュニケーションの中で、「もう、ご飯食べた？」

と聞かれて「食べた」と答えるのと「食べた食べた」と答えるのでは、意味に違いがない

のであろうか。あるいは、「ディズニーランド行かない？」と友人に誘われて「うん、行き

たい」と答えるのと「行きたい行きたい」あるいは「うんうん、行きたい行きたい」と答

えるのとでは意味に違いがないのであろうか。コミュニケーションを意味の伝達と捉える

のであれば、「反復」は命題的には意味の付加はない。そのため、コミュニケーションを意

味の伝達と捉えるのであれば、「食べた」と「食べた食べた」、「行きたい」と「行きたい行

きたい」とでは意味に違いはない。しかしながら、わざわざ口に出して発話をするからに

は、命題的に意味の付加のない「反復」にも何らかの意味があるのではないかと考える。

加えて、「この仕事を明日までにお願いできる？」と聞かれて「はいはい」と「反復」を行

って返事をする場合、言い方によっては相手に不快感を与えかねない。つまり、日本語の

「反復」は適切に指導されなければ不必要なコンフリクトが生じる恐れもあるということ

である。そこで、本論文では「日本語の「反復」には自然言語の様態としての文法が存在

する」という立場に立つ。しかしながら、「反復」の文法が見出されたとしても、「反復」

の教育の必要性を考える際、「反復」が汎言語的でないという前提が求められる。万一、「反

復」が汎言語的であるとすれば、「反復」は教えずとも学習者は生まれながらに習得してい

るからである。その一方で、「反復」が汎言語的でないことが明らかになれば、「反復」の

教育の必要性が生じる。これらを踏まえ、本研究では、日本語会話に見られる「反復」の
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様態を明らかにし、それが汎言語的であるか否かを中国語会話・英語会話と対照すること

により明らかにすることを研究目的とし、以下の研究課題を定めた。 

RQ1：日本語会話に見られる「反復」はどのようなものか。 

RQ2：中国語会話に見られる「反復」はどのようなものか。 

RQ3：英語会話に見られる「反復」はどのようなものか。 

RQ4：日本語の「反復」と中国語・英語の「反復」にはどのような違いがあるのか。 

なお、本研究で取り上げる「反復」の定義は「既に発話された自分の発話を、同形のまま

一息で立て続けに発話すること」とする。 

 

2.調査概要 

2.1.調査目的 

 本調査の目的は日本語母語話者の日本語による会話、中国語母語話者および英語母語話

者の母語による会話の発話データを収集することである。収集した発話データをもとに 3

言語の「反復」の様態を明らかにし、日本語の「反復」の様態と中国語・英語の「反復」

の様態との違いについて考察を行った。 

2.2.調査対象 

 本調査では、日本語母語話者 2人 1組を 3組、中国語母語話者 2人 1組を 5組、英語母

語話者 2人 1組を 2組募り、調査協力を依頼した。 

2.3.調査方法 

 調査にあたっては、インターネット電話などの使用はせず、対面での会話とした。また、

プライバシーが十分に配慮され、かつ静かな場所で録音を行った。調査協力者には、2 人

1 組で、話題を特定せず会話をしてもらった。会話は全て協力者の母語で行うものとし、

時間は 30 分間とした。会話は IC レコーダーで録音し、録音したデータを文字起こしし、

録音データと文字化したデータを基に「反復」を認定し、日本語・中国語・英語の「反復」

の様態を明らかにした。 

 

3.調査結果 

調査の結果、明らかとなった「反復」の様態を日本語、中国語、英語に分けて述べる。

ここでは、「反復」の回数、どのような語を「反復」の対象とするか、「反復」の機能はど

のようなものか、という観点から分析を行った。 

3.1.日本語の「反復」の様態 

 「反復」の回数 1については、「うんうん」のように 1回「反復」を行うことが「うんう

んうん」のように 2回以上「反復」を行うことに比べて多かった。特に「うん」と「そう」

の「反復」が「反復」の半数以上を占めていた。また主語を省略し、述語の「反復」を行

う点や話者の心情を表す語の「反復」を行うことが分かった。拍数については、2 拍の語

の「反復」が最も多く、音節数については 1音節の語の「反復」が最も多かった。「反復」
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の機能については、相手の発話を肯定する「反復」、相手の認識を否定する「反復」、相手

の発話途中に修正する際の「反復」、何かを思い出す際の「反復」、注意喚起を行う際の「反

復」が見られた。 

3.2.中国語の「反復」の様態 

 「反復」の回数については話者によってばらつきがあるものの、1 回あるいは 2 回「反

復」を行うことが多かった。また、「对对对」のように 1回「反復」を行うより 2回「反復」

を行う方が多い語が見られた。これは、中国語において特定の語は 2回「反復」を行うこ

とがある可能性を示唆している。さらに、主語を省略しない「反復」を行っているほか、

接続詞の「反復」をフィラー的に用いる点が特徴的であった。音節数については、「反復」

の 80％近くは 1音節あるいは 2音節の語であった。「反復」の機能については、相手の発

話を肯定する「反復」、相手の認識を否定する「反復」、皮肉を示す「反復」が見られた。  

3.3 英語会話の「反復」の様態 

 「反復」の総数は日本語・中国語と比較すると最も少なかった。「反復」の回数について

は、1 回「反復」を行うことが 2 回以上「反復」を行うことに比べて多かった。どのよう

な語を「反復」の対象とするか、については「yeah」の「反復」が多く、主語を省略しな

い「反復」が見られた。また、英語では「反復」ではなく、一拍置いてくり返す言い方も

見られた。さらに、音節数に関しては、英語の「反復」自体が少ないものの、「反復」が行

われる場合は 1 音節か 2 音節の語が主であった。「反復」の機能については、自己発話の

修正の「反復」、相手の認識を否定する「反復」、相手の発話を途中で修正する「反復」が

見られた。 

 

4.考察 

「反復」の回数においては言語によって大きな違いがないことが分かった。ただし、中

国語においては、「对对对」のように 2回「反復」を行う方が 1回「反復」を行うより多い

語も見られるため、この点においては中国語の「反復」は日本語・英語の「反復」と異な

っていた。「反復」を行う語の音節数については、日本語は 1音節の語が多く、中国語・

英語では 1 音節・2 音節の語が多く見られた。また、中国語においては「反復」の対象と

する語が日本語・英語と比べて多く、色々な語の「反復」を行っていることが分かった。 

「反復」と主語・述語の関係においては、違いが見られた。本調査を通して、日本語で

は主語を省略し、述語の「反復」を行っており、中国語・英語においては主語を省略しな

い「反復」が見られた。例えば、二人しかいない状況で、「ご飯食べた？」と聞いても、「あ

なたはご飯食べた？」とは聞くことはない。同様に、「ご飯食べた？」と聞かれて、「私は

食べた私は食べた」という主語を省略しない「反復」を行うことはなく、「食べた食べた」

という述語のみの「反復」を行うはずである。このような点においては、日本語の「反復」

と中国語・英語の「反復」とでは違いが見られた。これは、「日本語は、主語を言わなくて

もよい言語である」（菊地・増田 2009：67）ため、「食べた食べた」のような「反復」が
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行われると思われる。また、英語は日本語・中国語と比較して「反復」の総数は少なく、

「反復」そのものが避けられている可能性がある。その一つの理由として、一拍置いてく

り返す言い方が挙げられる。英語会話においては、主語を省略しない「反復」も見られた

が、割合的には非常に少ない。つまり、英語母語話者は「反復」をあえて避けている可能

性があるということである。仮に英語母語話者が「反復」を避けているとすれば、英語会

話の「反復」の様態は日本語・中国語の「反復」とも異なっていると言え、日本語会話の

「反復」は汎言語的ではないことを裏付けることにつながる。 

 

5.まとめと今後の課題 

本研究の目的は、日本語会話に見られる「反復」の様態を明らかにし、それが汎言語的

であるか否かを中国語会話・英語会話と対照することにより明らかにすることであった。

本研究を行った結果、日本語の「反復」の様態と中国語・英語の「反復」の様態には違い

があり、日本語会話に見られる「反復」は汎言語的ではない可能性が示唆された。そのた

め、今後は日本語教育において「反復」をどう扱っていくべきか、について考える必要が

ある。ただし、今回の調査は日本語母語話者、中国語母語話者、英語母語話者の母語の調

査のみである。そのため、中国語母語話者・英語母語話者をはじめとする日本語非母語話

者が日本語を学び、日本語の「反復」をどのように行っているかは明らかになっていない。

そのため、日本語非母語話者が日本語を話す際に、「反復」をどのように行っているか、に

ついても調査を行うことで、日本語教育において「反復」をどう扱っていけばよいか、を

考えることにつながるであろう。 

 

注 

1. 「反復」の回数については、「うんうん」のように「うん」を 2回発話する場合、「うん」

の「反復」を 1回行っているものとする。「そうそうそうそうそう」のように、「そう」を

5回発話する場合、「そう」の「反復」を 4回行っているものとする。  

 

参考文献 

菊地康人・増田真理子（2009）「初級文法教育の現状と課題－「です・ます完全文」をテンプレートとす

る教育からの転換を－」『日本語学』28（11）,明治書院,pp.64-74 

野田尚史（2009）「言語の教育からコミュニケーションの教育へ－非母語話者に対する日本語教育を例に

して－」『社会言語科学』12（1）,pp.67-79 

山内博之（2005）「話すための日本語教育文法」野田尚史編『コミュニケーションのための日本語教育文

法』くろしお出版,pp.147-165 

 

   ミヤウチ ケンタロウ（hanagottun@toki.waseda.jp） 
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タンデムにおける学びの実態とそのプロセス 

―社会文化理論の観点から― 

迎明香（早稲田大学大学院 日本語教育研究科 修士課程） 

 

1.研究の背景と目的 

 近年、学習者の多様化と個別化への対応や、人間関係構築のための自律学習支援として、

タンデム学習（以下、タンデム）の実践が高等教育機関で広まりつつある（青木他，2013）。

タンデムとは、学習者オートノミーと互恵性を土台として、ある言語の母語話者と別言語

の母語話者が互いの言語を学び合う学習形態のことである（Little & Brammerts, 1996）。 

 先行研究では、コンピューター主導型のタンデムへの注目が多く、また私的な内容が多

く介入しづらいことから、対面式タンデム学習に関する研究が少ないのが現状である（青

木他，2017）。また、対面式タンデム学習に関する研究では、自律学習のための学習スト

ラテジーや、言語運用能力、異文化間能力がどのように立ち現れるか、という点に主眼が

置かれ、タンデムという場を構成する人間同士がどのように関係を構築し、学びを創造し、

場を作っていくのか、その創造的・協働的な社会的文脈が考慮されてこなかった（迎，2020）。 

 本研究の目的は、大学学内での一接触場面でもある対面式タンデム学習を通じて、参加

者がどのような相互行為を通して学びの場を構築するのか、第二言語習得を相互作用や社

会的文脈から据える社会文化理論（Lantolf et al., 2018）の観点から明らかにすることで

ある。 

 

2.調査方法 

2.1.手順と調査協力者 

 調査では、学習言語が CEFRの B2相当の日本語学習者（母語；英語）および日本語母

語話者 1ペアに約 1週間間隔で計 5回タンデムに参加してもらい、その様子を録音・録画

した（計約 4時間 30分）。調査協力者には、事前にオンラインフォームで学習言語やその

自己評価 1等を記入してもらい、ペアリングの参考とした。タンデムでは 1 回目～4 回目

までテーマを半構造的に提示し、タンデム後には振り返りとインタビューの時間を設けた。 

2.2.分析方法 

分析では、録音データを文字化し、テキストマイニングと構成主義版グラウンデッドセ

オリーを組み合わせた混合研究法の一種である Grounded Text Mining Approach（以下、

GTxA；Inaba & Kakai, 2019）を行った。手順としては、初めにテキストマイニングによ

り対応分析や共起ネットワーク分析を用いて量的データを参照し、その結果に基づいてコ

ード化とカテゴリー化を行った。その後、作成したカテゴリーを用いてクロス集計を行い、

すべての結果を統合してストーリーラインを作成した。 

 

3.調査結果 
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 GtxAで得られた結果を、以下、量的、質的、それらの統合データごとに提示する。 

3.1.量的データ 

 対応分析（図 1参照）、および共起ネットワーク分析（図 2参照）の結果、回数ごとに、

1回目では「海」「好き」「食べる」、2回目では「西」「東」「田舎」、3回目では「選挙」「首

相」「party（政党）」、4回目では「クラス（階級）」「ワーキング」「複雑」、5回目では「ク

リスマス」「会社」「分かる」などの語が頻出していることが分かった。また、対応分析か

らは、「人」「違う」という語が中心となり、特徴的な語は話者の経験や知識に基づいたも

のであることが分かった。共起ネットワーク分析からは、3 回目と 4 回目の語彙的な繋が

りや、5回目が他回と繋がりが希薄であることが分かった。 

左：図 1 対応分析結果（KH-coder，外部変数：回数） 

右：図 2 共起ネットワーク分析結果（KH-coder，外部変数：回数） 

3.2.質的データ 

 以上の量的データより得られた結果を参考に、コード化とカテゴリーを作成し、タンデ

ムの話題に関するものとして「自分のルーツ」「日常生活と観光」「文化的行事」「地域と人」

「社会と人」「政治と時事」の 6 つのカテゴリー、および参加者の心理表現に関するもの

として「憧れ」「関心」「複雑さ」の 3つのカテゴリーの計 9カテゴリーが得られた。 

3.3.クロス集計とストーリーライン 

 上記で作成したカテゴリーを使用し、さらにクロス集計を行った（図 3 参照）。その結

果、タンデムの話題選択（図 3；上 6 カテゴリー）では、一貫して、全体的に「自分のル

ーツ」に関する事柄が一定以上含まれていた。変化としては、初回のタンデムでは「日常

生活と観光」に関する話題を選択しているが、回を重ねるにつれ、イギリスや日本、都市

と田舎、東西南北など、地域比較による人の違いである「地域と人」に関する話題や、階

級や社会的ステータスの比較による人の違いに言及した「社会と人」、直近で行われた参議

院選挙やイギリスの EU離脱に伴う首相の交代などを主とする「政治と時事」に関する話

題など、「人間関係の構築」と「社会参加」の話題が多くなる傾向が見られた。また、1回

目、2回目は複数のカテゴリーに跨った話題選択が見られる一方、3回目、4回目は「社会

と人」「政治と時事」に話題が集中しており、最終回では再び話題が広がりを見せた。 
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 また、心理表現（図 3；下 3 カテゴ

リー）としては、初回では「好き」「ほ

しい」「憧れる」など、Aの日本での生

活における希望などの「憧れ」の心理

表現が目立っているが、2 回目では、

「面白い」「interesting」という「関

心」を、3回目では「難しい」「分から

ない」という「複雑さ」を、4 回目で

はそれらの「複雑さ」と「関心」を同

時に示すようになった。 

 以上のことから、今回のタンデム実

践では、参加者は身の回りを出発点と

して「日常生活や観光」に関する話題

や「好き」などの心理表現により関係を築き、次第に互いの知的好奇心が高まる社会的テ

ーマへと話題が移行し、内容を深めていったことが考えられる。 

 

4.考察 

 以上から、Aと Bはタンデムでの話題選択において、人について語るという「人間関係」

を軸に、その領域を地域から社会へと広げ、タンデムの場を人間関係の構築や社会参与に

関わる概念を学ぶ場として活用し、「複雑さ」と「関心」という知的好奇心を満たす学びの

場を共に構築していることが分かった。 

社会文化理論では、言語・人・道具などの文化的産物が、社会的な相互作用によって、

何らかの概念を学ぶとき、その学びの「媒介」になるといわれる（Lantolf et al., 2018）。

Aと Bのタンデムにおける学びは、あるテーマに沿って議論を重ね、内容を深化させてい

く「概念ベース」の学びであり、日本語使用そのものが概念学習の媒介になっていると考

える。それに付随する行為として、タンデム中に未知語に遭遇した際、「conservative」を

「保守的・コンサバ」、「寛大」を「broadminded」と交渉するなど、中心の話題となって

いる事柄にまつわる意味交渉も多数散見されている。これまでのタンデム研究では、意味

交渉や誤用訂正そのものを学習の起きる場所として捉えてきた節があるが、このことから

も、学びを協働的で社会的なものとして広く捉える必要性が指摘できるだろう。 

さらに、AとBの社会的アイデンティティの媒介による場の構築も現れている。Aには、

父親が「日本人」であり、「自分は日本人である」ことや、父親が「イギリスでは外国人」

であるという背景があった。加えて、「ずっとロンドンに住んでいて、都会でしか生活した

ことがない」という発言や、「政治と時事」のカテゴリーに関するものとして、「最近、ニ

ュースを見る授業があって」という日本語クラスに関する発言から時事の話題を引っ張る

様子が見られた。Bも同様に、「東京で育った」こと、専門が法学であることなどをタンデ

図 3 クロス集計結果のバブルマップ 
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ム中に発言している。これらの Aと Bを取り巻く社会的・文化的文脈やそれぞれの歴史的

背景が媒介となり、話題の選択と深化に影響したと考える。 

 

5.まとめと今後の課題 

 以上、タンデムでは、参加者は回を重ねるにつれ、個人的な話題から社会的な話題を選

択するように変化したこと、またその変化に伴い、心理表現が嗜好から知的好奇心を表す

ものへと変化したことが明らかになった。この結果から、タンデムという場が、種々の媒

介行動を通して、自身のことば（義永，2019）を語り、それを深めることで、創造的な学

びと人間関係構築の機会をもたらす場となる可能性を指摘する。このことからも、今後、

日本語学習者の自己形成や、社会参入への橋渡しとなる仲介的な場としての役割を期待し

たい。 

 しかしながら、本研究は 1ペアを対象としたものであり、今後さらに、タンデム学習の

実践を広めていく上で、習熟度の異なるペアの比較検討という横断的な視点や、より縦断

的で文脈横断的な分析による知見の積み上げが必要である。 

 

注 

1.国際交流基金作成の「日本語能力試験 Can-do自己評価」の聴解を使用。 
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概要 

 
 

『持続可能な大学の留学生政策：アジア各地と連携した日本語教育に向けて』 
        宮崎里司・春口淳一共編著（2019）明石書店 

 
 

宮崎里司（早稲田大学大学院 日本語教育研究科 教授） 

春口淳一（大阪産業大学 准教授） 

 

【概要】 

2019 年春に、都内の私立大学に在籍する留学生の在籍管理を巡って社会を騒がせた不祥

事は記憶に新しい。そもそも留学生は在籍を「管理」するだけの対象なのだろうか。本

セミナーでは、当該機関が、次年度私学助成金全額カットという処分を下された今、キ

ャンパスにおける留学生の存在を問い直したい。本書は、日本の高等教育機関が留学生

を迎え入れるに当たり、どのような点に留意すべきかという問題提起を試みたものであ

る。国内受け入れ機関（第Ⅰ部）、海外送り出し機関（第Ⅱ部）双方の視点に立って、具

体的な取り組み事例を紹介したところに特色がある。本書が提供するケース・スタディ

を通して、留学生を持続的に受け入れるに相応しい教育機関の在り方をフロアとも共に

模索したい。 
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