


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、2021 年現在、会員数は約 1129 名（2021 年 2 月 15 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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開催日：2021 年 3 月 20 日（土）12：00－18：10  

会場：Zoom 

 



早稲田大学日本語教育学会 2021年 春季大会プログラム 
 

【開催日時】 2021年 3月 20日（土）12:00～18:10 
【会 場】 Zoom（URLは 3月 17日（水）に参加申請者にメールにて送付） 
【参加費】 無料（会員による事前申し込み制）  

 

12:00～12:10【開会式】  

 

12:10～13:40【企画(1)】※企画（１）は事前申込制です。参加申込方法は予稿集をご覧ください。また、メールでもお知らせします。 
時間 発表題目 

12:10～13:40 

①「日本語教師の「専門性の三位一体モデル」を使ったワークショップ」 
【ファシリテーター】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） 
【ファシリテーター】伊藤茉莉奈（早稲田大学大学院日本語教育研究科博士後期課程） 
【ファシリテーター】木村かおり（マラヤ大学人文社会学部上級講師）  
【ファシリテーター】古賀万紀子（大正大学コアチューター）                       
【ファシリテーター】小畑美奈恵（早稲田大学日本語教育研究センター助手）         
【ファシリテーター】古屋憲章  （山梨学院大学特任講師）                         

 

13:50～16:20【ポスター発表②③④⑦】【口頭発表⑤⑥⑧⑨⑩⑪⑫⑬】 
時間 発表題目 

13:50～14:20 

②「少年院に在院している外国人非行少
年の日本語能力の現状―日本語教育を受
けていない外国人非行少年を対象に―」 

山下千聖 
（早稲田大学大学院日本語教育研究科修士課程） 

③「美術作品の鑑賞を取り入れた日本語
授業の効果と課題」 
 

桐澤絵里奈 
（早稲田大学大学院日本語教育研究科博士後期課程） 

④「日本語会話授業の活動に対する学習
者評価の分析―フランスの大学での 2年
間の実践と調査から―」 

芹川佳子 
（早稲田大学大学院日本語教育研究科博士後期課程） 

14:30～15:00 

⑤「現代日本語母語教師の役割観とは―
中国非常勤日本語母語教師「外教」を例
に―」 

浦井智司 
（早稲田大学大学院日本語教育研究科博士後期課程、 
国際交流基金北京日本文化センター海外日本語教育調整員） 

⑥「JSL 高校生が書くことを通して自分
自身を発見するプロセス―言語教育の観
点から―」 

小林美希 
（早稲田大学日本語教育研究センター  

非常勤インストラクター） 

⑦「接触場面における日本語母語話者と
学習者の人間関係に対する認識―スピー
チレベルを通して―」 

莫冠シン 
（早稲田大学大学院日本語教育研究科修士課程） 

15:10～15:40 

⑧「第二言語としての日本語ナラティブ
作文に対する日本語母語話者教師の評価
観点―good writing の評価はどう異なるか―」 
坪根由香里 （大阪観光大学観光学部教授） 
トンプソン美恵子(山梨学院大学 GLC 特任准教授) 
影山陽子 （昭和音楽大学非常勤講師） 
数野恵理（立教大学日本語教育センター特任准教授） 

⑨「学習意欲を高めるオンライン授業と
その課題―ポストコロナ時代における日
本語教育のための一考察―」 
 

ウォーカー泉 
（シンガポール国立大学 

語学教育研究センター准教授） 

⑩「初級韓国人学習者の動詞活用におけ
る特殊拍の生成―テ形活用における誤用
のパターンから―」 
 

沈希津 
（早稲田大学大学院日本語教育研究科博士後期課程） 

15:50～16:20 

⑪「留学生が自身の興味・関心をトピッ
クとして提供した日本語対話活動の実践
研究―活動がもたらした学びとは―」 
 

岡田亜矢子 
（早稲田大学大学院日本語教育研究科博士後期課程） 

⑫「日本語学習と学習者の「これから」
をつなぐ日本語教育に必要な視点とは―
孤立環境で行った「わたしと日本語」に
ついて書く授業実践を通して―」 

上原龍彦 
（早稲田大学大学院日本語教育研究科修士課程修了生） 

⑬「ポストコロナ時代のオンライン日本
語教育－中国のブレンディッド・コース
を例に－」 
戸田貴子（早稲田大学大学院日本語教育研究科教授） 
胡偉（東北財経大学国際ビジネス外国語学院副教授、

早稲田大学日本語教育研究科博士後期課程） 

 

16:30～18:00【企画(2)】 
時間 発表題目 

16:30～18:00 

⑭「子どもと日本語教育―専門家の養成・研修のあり方を実践から考える―」 
【司会、発表者】川上郁雄 （早稲田大学大学院日本語教育研究科教授） 

 【発表者】池上摩希子（早稲田大学大学院日本語教育研究科教授） 
【発表者】宮崎里司 （早稲田大学大学院日本語教育研究科教授） 
【発表者】福島青史 （早稲田大学大学院日本語教育研究科教授） 
【発表者】本間祥子 （日本大学国際関係学部助教）            

 
18:00～18:10【総会】 
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日本語教師の「専門性の三位一体モデル」を使ったワークショップ 

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） 

伊藤茉莉奈（早稲田大学 大学院日本語教育研究科 博士後期課程） 

木村かおり（マラヤ大学 人文社会学部） 

古賀万紀子（大正大学 総合学修支援機構 DAC） 

小畑美奈恵（早稲田大学 日本語教育研究センター） 

古屋憲章（山梨学院大学 グローバルラーニングセンター） 

 
1.本ワークショップの目的 

2019 年 3 月に文化庁文化審議会国語分科会（2019）「日本語教育人材の養成・研修の在
り方について（報告）改定版」が公開された。本報告では、日本語教育にたずさわる者に必

要とされる資質・能力が役割（日本語教師／日本語教育コーディネーター／日本語学習支援

者）、段階（養成、初任、中堅／地域日本語コーディネーター、主任教員／日本語学習支援

者）、活動分野（「生活者としての外国人」、留学生、児童生徒等、就労者、難民等、海外）

により、細分化され、リスト化されている。 
文化庁文化審議会国語分科会（2019）で提示されたような資質・能力のリストは、絶対的
な基準ではなく、日本語教育／日本語教師をめぐる社会的状況の変化に応じ、絶えず変化す

る 1。にもかかわらず、私たち日本語教師は、日本語教師に必要とされる資質・能力のリス

トが更新されるたびに、当該のリストに示された資質・能力を備えようとしがちである。こ

のようなリストの受容の仕方をした場合、次の二つの困難にぶつかることが予想される。 
1)個別性に関わる困難 
個々の日本語教師は、日本語教師としてそれぞれ異なる経験を有し、さまざまな機関に所

属し、日本語教育に対する考え方もそれぞれ異なる。そのため、個々人により異なる経験や

考え方を資質・能力のリストにぴったり合わせようとすれば、当然困難が生じる。 
2)動態性に関わる困難 
日本語教師は、自身の実践と実践の内省をとおし、常に変容し続ける。また、その変容は

自身が教育実践を行うという活動の中で起こる。つまり、資質・能力のリストが先にあり、

そのリストに即して変容するというわけではない。ところが、資質・能力のリストでは、教

師の変容という動態的な現象のある時点・一断片が切り取られている（リスト化するために

は、切り取らざるを得ない）。そのため、自身の教育実践と資質・能力のリストを照らし合

わせることなく、リストに即して変容しようとすれば、当然困難が生じる。 
上述したような困難を乗り越えるためには、資質・能力のリストに自身を合わせようとす

るのではなく、個々人が「私は日本語教師として何をすべきか、どうあるべきか」を対話的

に構成し続けていく必要がある。そこで、本ワークショップでは、舘岡（2019）が提唱する
日本語教師の「専門性の三位一体モデル」を媒介に対話することをとおし、参加者各自が

「私は日本語教師として何をすべきか、どうあるべきか」を内省することを試みる。 
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2.日本語教師の「専門性の三位一体モデル」 
本節では、舘岡（2019）にもとづき、日本語教師の「専門性の三位一体モデル」（以下、
「モデル」）、「モデル」の活用、および「モデル」による内省の意義を説明する。 
2.1.日本語教師の「専門性の三位一体モデル」とは 
舘岡（2019）は、日本語教師の専門性を「どんな日本語教育を実現するのかといった自身
の理念（日本語教育観）とどんな特徴をもったフィールド（ことばの教育現場）なのかとい

ったフィールドの固有性との間で最適な

方法を編成し必要に応じてフィールドを

変えられること」（p.170）と定義する。そ
のうえで、日本語教師の専門性を「理念と

方法とフィールドの三者を連動した一貫

性のある動態的なものとしてとらえる」

（p.170）ためのモデルとして、図 1を提唱
した。舘岡（2019）では、「モデル」の構成
要素である理念、方法、フィールドに関し、

それぞれ次のように説明されている。 
【理念】どのような日本語教育を実現しようとしているのか、といったその人の日本語教育

のとらえ方。その人のもつ言語観や教育観が反映されたもの。 
【方法】実際に教室などで展開する教育の方法。教室内の授業のやり方にとどまらず、教室

がおかれている枠組みを問い直し必要に応じて制度等を変更することも方法に含まれる。 
【フィールド】日本語教育実践の場であり、学習者たちやことばの教室や教室が置かれてい

る環境。（p.171） 
本「モデル」において、方法は、個々の教師が自身の理念と自身が参加するフィールドの

状況を照らし合わせることにより、編み出される。つまり、方法は固有の理念と固有のフィ

ールドの相互作用によりその都度現出する。そのため、誰が行っても有効な方法やどのよう

なフィールドでも有効な方法は存在しないということになる。また、理念は常に一定という

わけではなく、日本語教師としてのキャリアを重ねる中で「現場の問題を深く考えたり、あ

るいは教師がフィールド間を移動することにより他の多様な理念や方法に触れ自身の曖昧

だった理念を明確化させたり」（p.171）することにより、変化することもある。 
2.2.日本語教師の「専門性の三位一体モデル」の活用 
「モデル」は、個々の日本語教師が「私は日本語教師として何をすべきか、どうあるべき

か」を内省するためのツールとして活用できる。具体的には、「モデル」を参照しながら、

自身の理念、自身が参加しているフィールド、当該のフィールドで実行している方法を記述

したうえで、自身の理念と方法、および自身が参加しているフィールドの状況と方法の間に

齟齬がないか、齟齬がある場合はなぜ齟齬があるかを考える。また、「モデル」にもとづき、

言語化された自身の理念、フィールド、方法、および各要素間の関係に関し、他者に説明し

図 1「専門性の三位一体モデル」 
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たり、他者とやりとりしたりする。このような「モデル」を媒介とする他者との対話をとお

し、自身の日本語教師としての営みを内省する。 
2.3.日本語教師の「専門性の三位一体モデル」による内省の意義 
「モデル」による内省には、次の二つの意義がある。一つは、「モデル」が内省を促す対

話および言語化の媒介となるという点である。「モデル」を媒介することにより、「自分とは

全く異なったフィールドや背景の教師に自分のやっていることを説明すること、その背後

にある理念を言語化すること」や「自身とは異質の他者からの質問や他者との対話」が促さ

れる（p.175）。そして、そのような言語化や対話が「自身への内省を深める契機となる」
（p.175）。もう一つは、「モデル」を媒介することにより、可視化、つまり「自身の理念・
方法・フィールドを見える形で他者に示す」（p.175）ことが可能になるという点である。各
自の日本語教師としての営みの構造を目に見える形で提示することにより、他者との対話

が更に促される。 
 
3.ワークショップ 
本企画においては、2.2 で記述した「日本語教師の「専門性の三位一体モデル」の活用」
を次の 3.1から 3.3の流れで参加者に体験していただく。 
3.1.個人ワーク 
参加者は各自「専門性の三位一体モデル」ワークシートに沿って、自身の日本語教育観（理

念）、教育実践の現場（フィールド）、そこでの具体的な行動（方法）を書き入れながら、各々

の実践をふりかえる。 
3.2.デモンストレーション 
グループセッション（「モデル」を媒介とする他者との対話）に先立ち、3 名の登壇者に
より、グループセッションのデモンストレーションを行う。まず、3名のうち 1名が話し手
となり、自身が記入したワークシートを提示しながら、教育実践の現場を説明したうえで、

どのような実践を、どのような理念の下で、どのような方法で実践したか、また実践を行う

中でどのような困難にぶつかったかなどの経験を紹介する。次に、聞き手となった 2 名が
なぜその方法をとったのか、なぜそのような困難にぶつかることになったのか、などを問い

かける。話し手は問いかけに応答しつつ、自身の経験を更に詳細に説明する。 
3.3.グループセッション 
グループセッションでは、参加者が Zoomのブレイクアウトルームにより、2～3名のグ
ループに分かれ、お互いのワークシートを見ながら対話することをとおし、内省を深める。

具体的には、参加者一人ひとりが、ワークシートを提示しながら、自身の理念・方法・フィ

ールド、および三者の関係性について語ることをとおし、お互いの理念・方法・フィールド

を共有する。そのうえで、それぞれの語りに対し、自由に質問や意見を述べる。それらの質

問や意見を受けてさらに語る。このようにそれぞれの日本語教師としての営みに関し、「モ

デル」を媒介に対話を積み重ねることをとおし、それぞれが日本語教師として行っている教
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育実践や教育実践の軸となる自身の教育理念に関し、内省する。 
3.4.本ワークショップへの期待 
本ワークショップをとおし、参加者が自らの日本語教師としての営みに関し、内省を深め

ることが期待される。また、「専門性の三位一体モデル」を媒介することにより、自身の教

育実践の現場で日本語教師としてどのような役割を担うか、どのようにすれば自分が目指

す日本語教育が具現化できるか、日本語教師としてどのような社会を目指すか等、より本質

的な問いに関し、対話する場となることも期待される。 
※本ワークショップへの参加を希望される方は、3 月 19 日 23:59 までに Google Form
（ https://forms.gle/Gj5c588dS2JwK39p7 ）にてお申し込みください。 

 
注 
1. 例えば、文化庁文化審議会国語分科会（2019）が作成・公開された背景には、新たな在
留資格「特定技能 1号」「特定技能 2号」（非熟練労働に携わる外国人を受け入れるため
の在留資格）の創設により、今後、日本に在住する日本語を母語としない人が増加する

ことが決定的となったため、日本語教育人材の養成・研修が急務となったという社会的

状況の変化がある。さらに、「特定技能」の創設には、日本社会の少子高齢化にともなう

労働力不足への対策という背景がある。 
 
参考文献 
舘岡洋子（2019）「「日本語教師の専門性」を考える―「専門性の三位一体モデル」の提案と活用―」『早稲

田日本語教育学』26、pp.167-177 

文化庁文化審議会国語分科会（2019）『日本語教育人材の養成・研修の在り方について（報告）改定版』文

化庁 

 

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

イトウ マリナ（aroma1107@toki.waseda.jp） 

キムラ カオリ（woods_k007@ruri.waseda.jp） 

コガ マキコ（kogamakiko@ruri.waseda.jp） 

オバタ ミナエ（minae-obata@aoni.waseda.jp） 
フルヤ ノリアキ（frynrak@gmail.com） 
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少年院に在院している外国人非行少年の日本語能力の現状 

―日本語教育を受けていない外国人非行少年を対象に― 

山下千聖（早稲田大学 大学院日本語教育研究科 修士課程） 

 
1.研究背景と目的 
 法務省（2012）の報告によれば、68％の外国人非行少年に処分歴があり、高い割合で再

非行しているという。少年院とは「家庭裁判所から保護処分として送致された少年に対し、

社会不適応の原因を取り除き、健全な育成を図ることを目的として矯正教育を受ける施設」

とされている（法務省 online）。これまで少年院においては「外国人等で日本人と異なる処

遇上の配慮を要する者」に区分されている、社会適応過程Ⅲ（以下「A3」とする）及び社会

適応過程Ⅴ（以下「A5」とする）に対する日本語教育の重要性についての研究が発表され

てきた（丹野 2018；横田 2009）。 
 一方で、最近では A3、A5 が在院していない少年院においても外国人非行少年が散見さ

れ、矯正教育を行う上で支障が生じているという課題があることから、法務省矯正局少年矯

正課及び早稲田大学日本語教育研究科宮崎研究室の共同研究プロジェクト 1として、日本語

教育専門家の知見から外国人非行少年の矯正教育を再考することとなった。 
 本研究は、当プロジェクトの事前調査として実施し、日本語教育のプログラムを作成する

ため、少年院に在院する A3、A5 に該当しない外国人非行少年の日本語使用の実態及び課

題を明らかにすることを目的とする。 
 
2.調査方法 
 本調査では二つの調査を実施し、分析を行なった。 
 調査 1 は、全国の少年院に対し外国にルーツのある外国人非行少年の在院状況を調査し

た。全国の少年院に調査票を送付し、データを収集した。 
 調査 2 では、少年院（3 施設）を訪問し、A3、A5 に該当しない外国人非行少年（14 名）

に対し、聞き取り調査を実施した。少年院在院者を対象とする性質上、研究対象者への倫理

的配慮して調査を実施した 2。対象者、保護者に対して十分に説明を行い、同意書への署名

により同意を得た。聞き取り調査時は、対象者の指導教官が同席した。これまでの日本語学

習歴、日本語能力の自己評価、母語、身につけたい力、少年院出院後の希望について、1 人

20〜30 分程度の半構造化インタビューを行なった。 
 
3.調査結果 
 調査 1 から、2021 年 1月 1 日現在で、全国の 52 の少年院のうち A3、A5 に該当しない

外国人非行少年が在院する少年院が 25 施設あり、76 名が該当者であることがわかった。 
 調査 2 の聞き取り調査では、少年 J「日本語は大丈夫です」、少年 L「日本語については

できない、理解できないというのはない」のように日本語能力を自己評価していた。しかし、
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聞き取りを進めていく中で、「書く」「読む」に関しては課題を感じていることに気づく少年

もいた。特に漢字に対しての苦手意識が高くみられた。また、少年院に在院している間に身

につけたい能力として、少年 C「高卒認定試験に合格したい」、少年 I「敬語、形式的な手紙

の書き方、社会で通用する語彙力を増やしたい」、少年 L「コミュニケーションスキルを習

得したい」などの出院までに必要な能力や対人関係に関する能力を挙げている。さらに、少

年院で指導を受ける中で、少年 N「少年院で日記を毎日書いているので、初めはひらがなで

しか書けなかったけど、漢字で書けるようになった」、少年 O「少年院で人に配慮すること、

常識的なことがわかるようになった」など日本語使用に関わる効果もみられた。 
 
4.考察 
 少年院における外国人非行少年の人員の配置の検討が必須である。出院後の希望は就職、

進学、復学などが挙げられた。したがって、少年院で行われる日本語教育は、社会復帰後を

見据えたものでなくてはならない。また勉強をする習慣が身についていない少年も見られ

るため、持続的な自律学習方法の提示についても考案する必要がある。今後は、具体的な日

本語教育プログラム開発のために、社会復帰後に身につけておくべき能力の調査が必須で

ある。さらに、法務教官に対して日本語教育研修プログラムの作成などが求められる。 
 
注 

1. 「少年院における社会適応課程Ⅰ及びⅡに在籍する異文化背景を持つ在院者のための日

本語教育プロジェクト」を研究題目とし、法務省矯正局少年矯正課及び早稲田大学日本

語教育研究科宮崎研究室が協定を結んでいる。筆者は、協定締結時より研究協力者とし

て調査に参加している。 
2. 「早稲田大学日本語教育研究科における人を対象とする研究倫理審査委員会」に承認さ

れている（承認番号 1738）。 
 
参考文献 

丹野清人（2018）『「外国人の人権」の社会学――外国人へのまなざしと偽装査証、少年非行、LGBT、そ

してヘイト』吉田書店 

沼田好司（2020）「外国籍少年に学ぶ日本の多文化共生社会―グループワークによる自己開示から得られた

もの―」『家庭の法と裁判』27、pp.147-150 

法務省（2012）『来日外国人少年の非行に関する研究（第１報告）』 

法務省（online）少年院<http://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kyouse04.html>（2021年 2月 23日） 

横田正己（2009）「久里浜少年院における外国人少年処遇の現状と課題」矯正協会（編）『少年院における

矯正教育の現在』矯正協会、pp.132-147 

 

ヤマシタ チサト（chisatoyamashita@fuji.waseda.jp） 
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美術作品の鑑賞を取り入れた日本語授業の効果と課題 

桐澤絵里奈（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 

ディスカッションを通した美術鑑賞法の 1 つである Visual Thinking Strategies（以下、

VTS）は、「この作品の中でどんなことが起きているのか」「作品のどこを見てそう思ったの

か」「他に発見はあるか」という 3 つの質問をすることで、鑑賞者が主体的に作品の観察・

解釈が行えるように作られている。これは、美術作品の鑑賞を通して「観察力」を高め、自

分の考えを持ち、その根拠を言語化して提示することで「コミュニケーション力」を身につ

け、さらに他者との意見交換により「批判的思考力」を養うことができるとされていること

から（アレナス 2001）、日本語教育を含めた言語教育の分野にも応用できると思われる。

しかし、VTS はあくまでも美術の授業の一環として小中学生を対象に行われることが多く、

言語授業の活動としては実践ならびに研究はあまり行われていないのが現状である。そこ

で、本研究では日本語上級クラスにおいて実践を行い、その効果と課題を探ることにした。 
 
2.先行研究 
 橋本他（2012）は国内大学在籍の中級と上級レベルの日本語学習者を美術館に連れてい

き、VTS を用いて絵を鑑賞させた。その結果、VTS が「話す」ことや語彙の習得に効果的

であることがわかった。しかし、中級レベルの学習者は満足度が低く、その原因として自分

の意見を述べるための日本語能力が十分でなく、発言が少なかったことが挙げられた。 
また、Bomgaars & Bachelor（2020）は、アメリカの高校における中級スペイン語クラ

スにおいて VTS 実践を行った。その結果、ディスカッションによる「話す」力の伸びだけ

でなく、ディスカッション後に書かせた振り返りの作文においても「書く」力や語彙力の伸

びが見られた。ここから、根拠を示して自分の意見を述べる力は論理的思考の育成に繋がる

ため、会話だけに特化せず筆記課題を併用することの重要性を指摘している。 
以上の先行研究を踏まえて VTS を日本語授業へ応用するために、対象とする学習者の日

本語レベルを上級にした。また、事前に作品のコピーを配布して、自分の考えをまとめてく

るという筆記課題を定めた。 
 
3.調査概要 
 授業実践は国内大学における「日本語上級」2 クラスで行い、受講生である日本語学習者

35 名に協力を仰いだ。学期を通し全 7 作品を使用したが、1 つの作品につき、事前に作品

を観察・分析してくる筆記課題、4 人程度で行うグループ・ディスカッション、クラス全体

でのディスカッションと 3 回に分けて授業を行うようデザインした。調査方法は、筆記課

題の分析ならびに全体の振り返りとしてのアンケート調査を主なものとした。 
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4.調査結果および考察 
 アンケート調査の前半では、VTS が「話す」「聞く」「書く」「読む」のどの能力の向上に

役に立ったのかを聞くために 5段階スケールの質問を設定した。その結果、特に「書く」能

力に役立ったと考える学習者が多く、82.9%の学習者から筆記課題を積極的に取り入れたこ

とに好意的な声が上がった。実際に学習者の筆記課題を分析したところ、VTS初回と比べ、

最終回では総文数が 177 から 349 と 2倍に増え、総文字数も 4,748字から 14,890字へと

大幅に増えた。さらに平均文長も 26.8字から 42.7字と長くなっていることがわかった。初

回は各質問に箇条書きで答える学生が多かったが、後半になると観察力がつき、文の羅列で

はなく、文章として 1 つの段落にまとめられるようになったことが要因として挙げられる。

一方、VTS では「コミュニケーション力」が養えるとされているが、「書く」ことを重視し

たことで、「話す」「聞く」ことにあまり集中できなかった学習者も見られた。 
 アンケート調査の後半では、VTS のメリット・デメリットや作品の選定について自由記

述式の質問を設定した。メリットとして多く挙げられたのが「クラスメートと考えや意見を

共有しながら会話を練習できる」ことや、「想像力を働かせることができる」ことであり、

反対にデメリットとして「時間が掛かりすぎる」ことを挙げる学習者がいた。実際、20 分

程度のディスカッションが理想とされているものの、20 分でクラス全員の意見を聞くのは

難しく、話題の取捨選択に加え、時間配分といった進行役の課題が浮上した。また、作品の

選定に関しては、「良かった」と答えた学習者が約 86%であったが、学習者によって抽象画

を好んだり、具象画を好んだりと意見が分かれ、「異文化理解へと繋げるために色々な国の

作品を使いたい」「日本の作品だけを使いたい」など様々な意見が出た。 
 
5.おわりに 
本実践はオンラインで行ったため、様々な制限があったが、VTS を用いたより効果的な

日本語授業をデザインするために、今後はディスカッションを録音したり、筆記係を各グル

ープに置いたりすることで、ディスカッションに集中できる環境を作る必要があると思わ

れる。また、学習者の意見を拾い、的確にその内容を判断しつつ、作品への深い理解へと導

ける進行役になれるように教師自身も実践を重ねていくことが大きな課題である。 
 
参考文献 
アレナス・アメリア（2001）『みる・かんがえる・はなす―鑑賞教育へのヒント―』木下哲夫（訳）淡交社 

橋本智・山木朝彦・山木眞理子・古賀美千留（2012）「Visual Thinking Strategies（VTS）の日本語教育

への応用を考える」『日本語教育方法研究会誌』19、pp.2-3 

Bomgaars, J. & Bachelor, J. W. (2020) Visual Thinking Strategies: Exploring Artwork to Improve 

Output in the L2 Classroom. Journal of Foreign Language Education and Technology 5(1) pp.1-34 

 
キリサワ エリナ（krsw-1201@fuji.waseda.jp） 
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日本語会話授業の活動に対する学習者評価の分析 

―フランスの大学での 2 年間の実践と調査から― 

芹川佳子（早稲田大学 大学院日本語教育研究科 博士後期課程） 

 
1.研究目的・方法 

 本研究の目的は学習者主体型の会話授業で、学習者が面白いと評価した活動から学習者

集団の特徴を明らかにすることである。本発表では 2017 年度（実践研究の初年度）と 2018
年度（前年に 1 年生または 2 年生として同形態の授業に参加し、同形態の授業への参加が

2 年目）の大学 2 年生の結果を比較する。 
フランスのある大学の日本語会話の授業（週 1 回 60 分、1・2 学期合計 24 回）で、2 年

間実践と調査を行った。筆者がコーディネートする以前は、教師主導型の教授パラダイム 1

にもとづいた授業が行われていたため、授業を学習者主体型の学習パラダイムの内容に変

えることに対する学習者の反発も予想された。そこで、学習者主体の要素が異なる一回完結

型の活動を行い、学習者がどの活動に「intéressant：面白い、知的な興味・関心がある」と

いう感想を持ったのかを調査を実施した。活動は「ロールプレイ（状況を示したカードを使

い、2～3 人で会話する：以下、RP）」「アンケート活動（1～2 人で質問を作り、クラスメイ

トに質問をしてまわり、集計結果を発表する：以下、E）」「ゲーム（以下、G）」などを週替

わりで行った。調査では、学習者が学期の中間時と期末時に、それまでの活動一つ一つに「4. 
面白い」「3. 少し面白い」「2. 少しつまらない」「1. つまらない（ennuyeux：退屈、うんざ

り）」の 4 段階評価か「欠席」を選択し、さらに一番面白かった活動と一番日本語学習に役

立った活動を選んだ。質問紙はフランス語と日本語の併記で、無記名調査であり、成績や評

価には関係なく、回答は任意であることを告知して行われた。 
 
2.調査結果 
学習者が同質の面白さがあると評価した活動を見つけるために、面白さの 4 段階評価の

結果を因子分析した。分析の特性上、欠損値である「欠席」が含まれるデータを除外したた

め、2017 年度は 1 学期中間 72 人、期末 100 人、2 学期中間 62 人、期末 75 人、2018 年度

は 1 学期中間 88 人、期末 71 人、2 学期中間 73 人、期末 66 人分の結果を分析に使用した。 
分析の結果、ほぼ全ての因子は同じ形態の活動で構成された（頁数の都合上、図表はポス

ターに掲載）。下位尺度点（面白さの平均値）を比較すると、2017 年度は「E」の評価が低

く、2018 年度は「E」の評価が高かった。また、2017 年度は聴解の評価が徐々に上がって

いったが、2018 年度は基本的に「聴解」より「RP」、「RP」より「E」、「E」より「G」の

ほうが面白いという評価であった。 
次に、各因子を構成する活動と一番面白かった活動、または一番学習に役立った活動の評

価に関連があるかどうかをカイ二乗検定した結果、全ての調査時期で有意差（p<0.05）があ

り、関連が認められた。2017 年度「E」は学習に役立つ活動としての評価数が常に有意水
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準で少なく、最終的に面白い活動としての評価も有意水準で少なくなった。また、学習に役

立つという評価が多いかどうかと面白さの評価に関係があるように見えた。そこで相関を

調べると、2017 年度は一番面白かった活動と一番日本語学習に役立った活動としての評価

数に相関が認められた。一方、2018 年度は、常に「E」のみで一つの因子が構成され、「E」

は学習に役立つかどうかの評価は低いものの、面白さの評価が高かった。2018 年度は一番

面白かった活動と一番日本語学習に役立った活動の選択数に相関はなかったが、別に行っ

た調査では「会話量と面白さに正の相関がある／会話量と話した人数に高い正の相関があ

る」（芹川 2020）が明らかになっており、この結果が因子分析結果にも反映されていた。こ

のことから、活動が面白かったかどうかを評価する際に、2017 年度は学習に役立ったかど

うかが評価基準に影響を与え、2018 年度は会話した人数や会話量が多かったかどうかが評

価基準に影響を与えていたと考えられる。 
 
3.結論 
 年度により、活動に対する学習者の面白いの評価が大きく異なっていた。2018 年度は学

習に役立つ活動としての評価は少なくても、会話量が多い活動を面白いと評価していたが、

2017 年度は学習に役立ったかどうかが活動の面白さの評価に影響していた。学習者主体型

の活動が学習者にどのような評価を受けるかは、学習者個人だけではなく、集団としても個

別性が高いことが明らかになった。本研究で見えてきた学習者の集団としての特徴は、本研

究対象授業の影響だけではなく、前年度や同時期に受講している他の授業のパラダイムや

学習スタイルの違いが学習者の日本語学習の価値基準に複合的に影響し、調査結果に反映

されたと考えらえる。 
 
注 
1. パラダイムは人が世界を理解するための枠組みであり、科学の発展などでパラダイム転

換が起こるが、いくつかのパラダイムが同時代に併存していると考えられている。教育

には教授パラダイム（客観主義の理論）と学習パラダイム（構成主義の理論）がある。

客観主義の理論は、教授に重点が置かれ、教師から学習者への効率的な知識・技能の伝

達に関心が払われる。構成主義の理論は、学習に重点が置かれ、他者との相互作用など

の実体験を通して学習することに関心が払われる（久保田 2000）。 
 
参考文献 
久保田賢一（2000）『構成主義パラダイムと学習環境デザイン』関西大学出版部 

芹川佳子（2020）「日本語会話授業の活動において学習者の満足度に影響する要因」『言語学習と教育言語

学：2019年度版』pp.47-57 

 

   セリカワ ヨシコ（y_serikawa@fuji.waseda.jp） 
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接触場面における日本語母語話者と学習者の人間関係に対する認識

―スピーチレベルを通して― 
莫冠シン（早稲田大学 大学院日本語教育研究科 修士課程） 

 
1.研究背景と研究目的 
これまでの研究において、スピーチレベル（以下：SL）はシフトすることにより心的距

離を縮小したり、拡大したりするという心的距離の調節ストラテジーの機能を持つことが

明らかになっている（生田・井出 1983 等）。しかし、その人間関係の調節はどう行われる

か、そして会話の参与者がどのように話し相手との関係を認識しながら SL を使用するかに

ついては、まだ明確にされていない。また、従来の SL に関する研究では形式のみに注目し、

使用者の意識に関する検討は十分になされていない。そこで本研究では、意識面の分析も加

えて SL を新たに捉え直し、接触場面での人間関に対する認識の解明を試みる。目的を達成

するために、2 つの研究課題を設定した。 
研究課題 1：日本語母語話者は、接触場面において話し相手との関係をどのように認識し

ているのか、そして、その認識はどのように SL に反映されているか。 
研究課題 2：日本語学習者は、接触場面において話し相手との関係をどのように認識して

いるのか、そして、その認識はどのように SL に反映されているか。 
 
2.調査と分析概要 
調査は大学・大学院に通っている 20 代の日本語母語話者と中上級レベル以上の日本語学

習者それぞれ 2 名、計 4 名を対象にし、2 名 1 組でそれぞれ 3 回ずつ行った自由会話をし

てもらい、会話の後全員にフォローアップインタビューを実施した。まずは SL の使用傾向

に着目し、会話参加者の会話における言語形式の実態を分析した。それから形式の結果を踏

まえ、グラウンデッド・セオリー・アプローチ（GTA）を用いてインタビューデータを分析

した。 
 
3.調査結果及び考察 
課題 1 の結果：日本語母語話者は母語場面で形成されたコミュニケーション観に基づい

て日本語学習者と交流し、実際に学習者と交流している間にも影響され、そして会話中の個

人のストラテジーに反映している。会話を重ねることにより相手との関係が変わり、その変

化も SL に関わる言語形式を通して反映する。しかし SL はコミュニケーション主体の「場

面」1への意識を反映するものではあるが、それをそのまま表すものではなく、SL を通して

相手との関係性を認識していることが確認できた。 
 課題 2 の結果：日本語学習者の接触場面での対人関係認識は日本語母語話者とあまり大

きな相違はないが、接触場面での SL に関する経験は実際に学習者の SL への認識に影響を

与えていることが窺われる。接触場面での SL に関する経験は学習者の SL に対する認識・
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理解に影響し、学習者に独自の SL 認識を形成させる。そしてその経験も今後学習者が日本

語母語話者と交流する際の参考になり、学習者の異文化コミュニケーション観に影響を及

ぼす。また、接触場面においては、学習者が日本語を学ぶことにより形成されたコミュニケ

ーション観だけでなく、母語場面で形成されたコミュニケーション観と併せて日本語母語

話者の言語表現と行動を理解した上で、コミュニケーションをする。 
 また、分析を通して日本語母語話者と学習者が接触場面でよく遭遇する問題が観察され

た。 
（1）日本語能力とコミュニケーション能力を同一視すること。 
日本語母語話者であれ学習者であれ、日本語能力を向上させればコミュニケーション能

力も向上していくという認識を持っている。しかし、たとえ一般的に高いレベルであると思

われる上級学習者であっても、日本語母語話者の表現する言語形式を通して伝わる暗黙的

意図が理解できるとは言えない。日本語母語話者も、実際に上級学習者の誤用について、相

手が意識的にそれを使っていると誤解してしまうことは少なくない。 
 （2）「親しくなる」についての認識とストラテジーが相違すること。 
学習者が親しさに対する独自の認識により日本語母語話者の言語行動を理解しているた

め、日本語母語話者の親しさを表すストラテジーを理解できなかった。学習者は母語の言語

枠から日本語を見ているため、日本語母語話者の言語表現を理解できない状況が生じるこ

とが分かった。 
（3）異文化コミュニケーション能力が不足していること。 
コミュニケーション主体は実際に自分と母語が異なる話者と話すとき、思わず母語場面

でのコミュニケーション観を通して会話相手の言語使用を理解してしまう。そのため、接触

場面で適切なコミュニケーションを進行させるには、学習者だけでなく、日本語母語話者も

自分の母語を批判的に捉え直す異文化コミュニケーション能力が求められる。 
 
注： 
1． 「場面」について、蒲谷（2013）は「人間関係」と「場」の総称であると規定している。 
 
参考文献 
生田少子・井出祥子（1983）「社会言語学における談話研究」『言語』12（12）、pp.77-84 

蒲谷宏（2013）『待遇コミュニケーション論』大修館書店 

 

バク カンシン（kanshin.baku@toki.waseda.jp） 
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現代日本語母語教師の役割観とは 

―中国非常勤日本語母語教師「外教」を例に― 

浦井智司（早稲田大学 大学院日本語教育研究科 博士後期課程、 

国際交流基金北京日本文化センター） 

 
1.研究背景 

 中国で日本語母語教師は「外（日本）国籍教師」という意味から「外教 1」と呼ばれ、多

くは高等教育機関に勤務する。2019 年の中国国内の外教募集要項を瞥見するだけでも、3
ヵ月で 50 近い公募が見られ、依然外教必要性は高い様子が窺える。しかし、国際交流基金

海外日本語教育機関調査によると被雇用外教数は、2015 年度調査時の 1565 名から 2018 年

度の 1499 名と調査開始以降初めて減少を見せている。 
しかし、2021 年までこの外教に関する中国全土を対象とした統計的なデータは上記調査

の数値しかなく、外教の実態に関する研究は少なく減少理由が判然としていない。その中

で、2017 年の渡中外国人材に関する新しい法律施行、中国人教師の高学歴化、さらには

Covid-19 の影響などによるオンライン授業の浸透など外教の置かれる環境は刻々と変化し

ている。こうした変遷の中、外教の役割観は変化していないのだろうか。変化に対応してい

かなければ今後外教の特殊性が薄れ、淘汰されるのではないかと危惧する。「外教でなけれ

ばならない」また「外教が当地にいなければならない」理由を今一度はっきりさせ、新しい

「外教の役割観」を再考することが必要になると考えた。 
 
2.先行研究 

歴史的な日本語母語教師に関する研究は見られるが近年の「外教」研究は、少ない。その

要因として、国際交流基金（2019）で「一般的には日本人教師は数年で交替するため、各機

関のコースデザイン等に関わることは非常に少なく」と述べられているような外教の勤務

環境、平畑（2008）の「『提供者』としての日本人日本語教師の圧倒的な優位性は、必然的

に、劣位性を持つ存在を作り出す」という外教と中国人教師との関係性などが考えられる。 
 

表 1 日本語母語教師に対する役割観の変遷 
時代区分 日本語母語教師概況とその役割観 
文化大革命以前 
（～1966年） 

両国政府の指名による専門家が中心 
対日政策のための日本語人材の育成、教材編集 

第一次日本語教育ブーム 
（1972年～） 

日本人教師が極めて少ない 
外国人との接触を避ける教師や学生が多い 

第二次日本語教育ブーム 
（1978年～） 

教員養成のため日本から派遣される日本人講師が増加 
日本語教育指導者の育成や派遣地域の日本語教育発展 

第三次日本語教育ブーム 
（1992年～） 

経済交流から人的交流が活発化し、外教が増加 
非常勤教師として音声言語能力に関する役割が中心に 

（付（1986）、王（2013）、施（2018）を基に筆者作成） 
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表 1 は先行研究の中から、時代区分とその時代での日本語母語教師の役割に触れている

部分を抽出したものである。1966 年の文化大革命以前の日本語母語教師の役割は戦後の対

日感情の改善や、1957 年まで正式な教材が無かった当時「生の日本語」を扱うこと、さら

にそれを利用した教材編纂であったとされる（施 2018）。文化大革命後、1972 年に日中国

交が回復するまで、日本語教育は空白の期間を迎える。復帰直後の日本語母語教師は極めて

少なく、かつ外国との接触を避ける中国人教師や学生がいたため、外国人教師としての役割

を果たすことができていなかったとされる（付 1986）。 
 1978 年日中友好平和条約調印を機とする第二次日本語教育ブームが起こるが、文化大革

命の影響から中国国内に日本語教育を指導できる立場の教員が不足し、日本語母語教師が

講師として派遣され、現職中国人日本語教師に対する集中研修が行われる（施 2018）。 
学習者側のデータに関して浦井（2017）では、中国内モンゴル自治区の大学に在籍する

日本語学習者 400 名に対してアンケート調査を行っている。主専攻で 98％、副専攻で 87％
の学習者が自身の学校に外教が必要であると回答している。また、同研究では、外教の役割

の一つとして「生教材的交流」を挙げている。 
 
3.研究概要 
3.1 アンケート実施概要 

 実施期間：2019 年 8 月から 9 月 
 実施方法：ウェブアンケートソフト「mikecrm.com」を利用し、中国国内高等教育機関に

勤務している日本語教師に対してウェブ上でのアンケート回答を依頼 
 回収数：114（内、外教からの回収数 13） 
 分析対象：101 
3.2 アンケート結果量的分析 

 

表 2 中国人教師の考える外教への期待上位 5 項目（1 が低く、5 が高い） 

設問 平均値 
1.学生の異文化理解能力の向上 4.52 
2.学生の人としての成長 3.76 
3.他大学とのコンテストに入賞しやすくなる 3.76 
4.中国人教師の日本文化知識向上 3.68 
5.新入学生に対する宣伝効果 3.68 

 

表 3 外教が行っている授業以外活動の頻度と必要性（1 が低く、5 が高い） 

設問 平均値 設問 平均値 
1a.外教が中国人教師の授業を指導 2.22 3a.外教は授業外で学生と交流 4.18 
1b.その必要性はあると考えますか 3.59 3b.その必要性はあると考えますか 4.65 
2a.中国人教師が外教の授業を指導 2.3 4a.外教は授業外で中国人教師と交流 3.45 
2b.その必要性はあると考えますか 3.03 4b.その必要性はあると考えますか 4.34 
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 表 2 は中国人教師の外教への期待する項目の内、平均値が高かった上位 5 項目を抜粋し

たものであり、表 3 は高等教育機関で外教が実際に行っている活動の頻度と、中国人教師

の考える必要性をそれぞれ 5段階で回答したものの平均値を示している。表 3 の 1a2a を見

ると外教と中国人教師同士の指導はあまり行われていないが、1b2b を見るとその必要性は

窺える。また、外教が中国人教師に対して指導するほうをより求めていることが分かる。こ

の点から、平畑（2008）の指摘する「日本人性」が未だ見られるものの、指導的立場として

の需要も窺える。 
 次に、3a4a は外教との交流に関する設問であるが、そのどちらもが高ポイントを示して

いる。これは、浦井（2017）の「生教材的交流」にも通ずる点でもあるが、学習者だけでな

く教師も外教と交流を求める傾向があることが新たに判明した。しかし、外教は学習者との

交流頻度のみ高い。表 2 も併せると、この交流の中身にもよるが、外教との授業外での接触

に「異文化理解能力向上」や「文化知識向上」を期待しているとも考えられる。 

 

 
図 1 中国人教師が外教を雇用しようと考えるに至る要因の相関図 
 
最後に図 1 は「外教を雇用したい理由」に対する自由記述回答を KJ 法により分析し、抽

出されたカテゴリーを相関図に示したものである。図のように中国人教師には外教を保有

することで【教師受益】、【学習者受益】、【授業分担】があるというビリーフが存在し、それ

らが【経験的必須性】というビリーフに繋がり雇用することに至る。ただし、それぞれのビ

リーフに対する根拠は個人的な経験則によるところが多く、「外教は好い人が多い」や「外

教がいれば学習環境が向上する」と言ったある種盲目的な必須感が外教雇用に大きく影響

している可能性が示唆された。そして、外教雇用を経て、それぞれの結果に繋がっていく。

しかし、【経験的必須性】は個々人のデータから多く得られているが、根拠となる「外教が

居ることで得られる具体的な効果」といったデータは得られなかった。 
 
4.まとめ 

歴史的に求められてきた指導的役割は、期待として表れているものの実働頻度としては

低く、過去の日本語母語教師と近年の外教との間で活動の変化が見られる。また、外教に求



 

 19 

める役割観として、日本語能力向上を前提としつつ、（ア）学生の異文化理解能力向上、（イ）

学生・教師との授業外交流の 2点が占めており、これが現代の外教役割観となっている。 
以上の 2点を意識せず、授業のみを担当するのであれば「当地にいる必要性」は減少して

しまい、オンライン授業や中国人教師に取って代わっていくこともあり得る。一方で、雇用

側は経験則や感覚に依って外教必要性を感じている可能性も示唆され、具体的な外教保有

の価値が一般化されておらず、専門性が曖昧となってしまっていることも明らかとなった。 
役割観・専門性を明らかにし、外教の必要性を維持する必要があるならば、授業外交流に

よって学生や中国人教師は何を得ようとするのかと言う点を追究する必要がある。この役

割観にみられた「交流」を詳細に分類し分析することは、2000 年代の外教の存在意義がよ

り明確になり、減少の歯止め、或いは中国人教師との理想的な棲み分けによる協働などの利

点に繋がっていくと考える。 
 
注 
1. 外教は中国独特の呼称であり、「日本人教師」「ネイティブ教師」「母語話者教師」と一般

的に呼ばれるものと同意と見做している日本語学習者や日本語教育者は多い。本稿では、

非常勤として勤務する日本国籍教師を「外教」、それ以外の中国国内日本人教師を意味す

る場合は国際交流基金海外日本語教育機関調査の「日本語母語教師」を援用し、非日本

語母語教師を便宜上「中国人教師」と表記する。 
 
参考文献 

浦井智司（2017）「日本人教師の学習者母語能力必要性について―内モンゴル自治区大学における日本語学

習者を中心に―」『国際言語文化学会日本学研究 = Japanology』2、pp.85-104 

王宏（1991）「中国における日本語教育外観」上野田鶴子編『講座日本語と日本語教育―日本語教育の現状

と課題』16、pp.31-48 

川喜多二郎（1970）『続・発想法』中公新書 

施京京（2018）『中国における日本語教育と日本人教師―変転する日中関係の狭間』北海商科大学博士論文 

平畑奈美（2008）「アジアにおける母語話者日本語教師の新たな役割―母語話者性と日本人性の視点から

―」『世界の日本語教育日本語教育論集』pp.1-19  

国際交流基金「日本語教育 国・地域別情報 中国（2019年度）」 

<https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/survey/area/country/2019/china.html>(2021年 2月 20日) 

国際交流基金「海外日本語教育機関調査」 

<https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/survey/result/index.html>(2021年 2月 20日) 

付克（1986）『中国外语教育史』上海市上海外语教育出版社 

国家外国专家局（2017）「外国人来华工作许可服务指南（暂行）」 

 

   ウライ サトシ（satoshi_urai@fuji.waseda.jp） 
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JSL 高校生が書くことを通して自分自身を発見するプロセス 

―言語教育の観点から― 

小林美希（早稲田大学 日本語教育研究センター） 

 
1.問題の所在と研究の目的 

本研究は、「書く」実践を通じ、JSL 高校生が自分自身を発見していくプロセスを言語教

育の観点から明らかにすることを目的とする。 
 JSL の子どもにとって、日本語で書く力の育成は困難を伴うことが多く、これまでもさ

まざまな「書く」実践研究が行われてきた。ただし、それらの先行研究は、教師主導型プロ

ダクト重視の作文指導への批判に留まり、言語教育の観点から実践を進めるという議論が

まだ十分に進んでいない。一方、近年、年少者日本語教育においては、母語を含めた複言語・

複文化能力と向き合うことの重要性が指摘されるようになり（川上 2013）、「書く」実践に

おいても、書くことを通して過去の経験や記憶を意味づけ、自分自身を発見するという子ど

もの自己形成を支える実践も行われるようになってきている（たとえば、谷口 2013、本間

2017 など）。これらの先行研究に見られるように、子ども自身が過去の経験や記憶から、書

くことを通して自らの生を捉えていくことは、子どもの自己形成を支えていくうえで重要

な視点であるが、同時に、学習の文脈の中で子どもの発達段階に応じた読み書き能力を身に

付けていくという言語教育としての要素も重視し、実践を進めていかなければならない。つ

まり、子どもの自己形成を支えるという課題を言語教育の観点から捉え、ことば 1に焦点を

当てた実践をデザインしていく必要があるのではないだろうか。 
 本研究は、そのような問題意識から実践した JSL 高校生を対象にした「書く」実践を報

告し、年少者日本語教育における「書く」実践研究への示唆を示したい。 
 
2.先行研究と本実践の枠組み 

 認知心理学の分野では、文章を書くことによって自分自身に対する認識が深まることが

明らかにされている。例えば、内田（1999）では、「思想や表象を文章に書くことによって

新しい発見がもたらされる」とし、「その発見は生きる意味を見出すことにつながることが

ある」と述べている（p.230）。また、井下（2008）は、文章を「書く力」について「ことば

で思考し、ことばに表現することを通して自己を認識するという内的にして知的な行為」で

あると述べている（p.3）。さらに、このように、文章を書くことで認識が深まることに関し

て、内田（1999）は、「書く以前には見えなかったことが、ことばの力を借りてはっきりと

し」てくると述べ、「ことばによって、つながりの悪いところに筋道をつけたり、無関係な

ものが関係づけられ、因果的なつながりが明確にされることにより、表現を探す前には気付

かなかったことに気づいていく」と分析している（p.227）。以上から、書くことは、自分自

身に対する認識を深めていく思考活動であり、その際、ことばが重要な媒介として機能して

いるということができる。このような視点で書くことを捉えると、子どもの自己形成を支え
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ることを目指した実践を進めていく際、ことばに焦点を当て、思考を深めていくという言語

教育の視点が不可欠であるといえる。 
日本語教育の分野では、教師が学習者に知識を注入するという教師主導型の教育観から、

教師は学習者による主体的な学びをサポートするという教育観への転換により、協働的学

習が注目されてきている。池田（2007）は、文章は一人で書き、教師による添削指導を受

け、修正をするものと考えられてきた作文活動を、視点や価値観の異なる他者との対話を通

して、互いの推敲に活かすことができると述べ、協働学習の一つとしてピア・レスポンスを

挙げている。このように、個人的な活動であると考えられていた書く活動も、他者との対話

によって、他者の視点を通して検討されることにより、よりよい文章作成へつながっていく

と考えられる。 
以上をふまえると、書く実践をデザインしていく際、ことばに焦点を当て、実践を進める

という言語教育の視点と他者との対話を通して思考を深めていくという視点が重要である

といえる。 
 
3.授業実践の概要 

実践のフィールドは、筆者が日本語の教員として勤務する日本国内にある全日制の私立

女子高校である。実践校では JSL 生徒を積極的に受け入れており、中国語、英語、タガロ

グ語、韓国語等を母語とする JSL生徒が多く学んでいる。 
本発表で取り上げるのは、「世界とつながる自分―私たちが考えること、できること」を

テーマとする JICAエッセイコンテストの応募に向けた、2020 年度の 2 年生、中国語を母

語とする JSL 生徒アヤに対する個別指導である。実践校では、通常、日本語の授業を履修

している 2 年生 7名を週に 3 日、6 時間、決められた時間に取り出し、授業を行っていた。

JICA エッセイコンテストに向けてエッセイを書く実践は、2020 年 7 月から 2020 年 9 月
にかけて行われた。2020年7月にエッセイを書く実践を行った全4時間の対面授業のうち、

3 時間は、エッセイと小論文の違いを学んだり、これまでの JICAエッセイコンテスト受賞

作品を読み、全体でその内容や語彙の確認をしたりするなど、クラス全体で授業を行った。

また、7月に行った全 4 時間の対面授業のうち、1 時間は、ブレイン・ストーミングやエッ

セイのテーマ、具体的な内容を決めていくなど、各生徒の進捗状況に合わせ、個別指導を行

った。その後、夏休み期間中は、アヤがメールでワードファイルを提出、筆者がコメントを

付けフィードバックするという往復のやりとりを 3回行った。夏休み明け、8月下旬から行

った 6 時間の対面授業では、それぞれの生徒に対し、個別指導を進めていった。 
本研究では、対面の個別指導による授業実践の記録、および、メール提出も含む生徒の成

果物、筆者が行ったフィードバックをデータとし、アヤが日本の高齢化社会について論じた

文章を言語教育の観点から辿り、ことばの変容をみていくことで、JSL 生徒アヤが自分自

身を発見していくプロセスを明らかにする。 
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4.授業実践の分析 
分析の結果、次の 2 点が見えてきた。 
1 つ目は、抽象度の高い語彙を確認したり、文章の抽象度を調節するよう促す問いかけを

したりすることにより、アヤの思考が整理され、論点が明確になっていくことである。アヤ

が夏休み中にメールで提出したエッセイの第 1稿では、7月中に対面授業で学んだエッセイ

の特徴や構成を理解した上で、自分自身が実際に体験した内容をもとに、テーマを設定し、

日本の高齢化社会の問題について論じることができていた。しかし、自分自身の体験を論じ

た後、高齢化社会の要因として「2 つの要因」があると述べながらも、その「2 つの要因」

とは何かが文中に明確に示されていなかった。さらに、この「2 つの要因」によって引き起

こされる具体的な問題の例も文中に点在しており、論の展開が分かりにくかった。そのため、

筆者は、フィードバックをする際、まず、「2 つの要因」とは何か、という語彙を整理する

ことを促す質問をした。その上で、「2 つの要因」の内容を表すと考えられる抽象度の高い

語彙の確認を行った。さらに、「2 つの要因」と「その要因により引き起こされる具体的な

問題」について、文章の抽象度を調節した上で、論の展開を整えていくよう促した。筆者と

のコメントによるフィードバックや対面授業でのやりとりを経て、改稿を重ねていくこと

により、アヤの文章は、論点が明確になり、主張が読み手に伝わりやすくなっていった。こ

のように、アヤは、他者からのコメントを受けることにより、思考を整理することができ、

自分自身の主張が明確になっていったと考えられる。 
2 つ目は、テーマに関する論点が整理された上で、その論点についてどのように捉えるの

かという問いかけを行っていくことにより、自分自身の発見へとアヤの語りや記述に広が

りがみられたという点である。前述のように、2020 年度、中高生を対象にした JICAエッ
セイコンテストのテーマは「世界とつながる自分―私たちが考えること、できること」であ

った。しかし、7月の対面授業や夏休み中のメールでのやりとりでは、高齢化社会の問題に

関して、自分が「考えること」のみの記述に留まっており、「できること」に関する記述や

語りは全く見られなかった。夏休み明け、対面授業が始まった際、夏休み中に行ったフィー

ドバックなどのやりとりをふまえ、「2 つの要因」と「その要因により引き起こされる具体

的な問題」についてアヤ自身はどのように捉えているのかという問いかけを行った。すると、

アヤは、「自分だからこそ、この問題について何ができるかを考えていて、もっと書いてみ

たいと思っている。これ以上書いても、字数制限に問題はないか」という内容の質問を筆者

にしてきた。さらに、中学生の頃に、中国から来日し、現在、外国につながる子どもたちへ

の学習支援の活動を展開している自分自身と同じような環境で育ってきた女性を具体的な

ロールモデルとして挙げ、「その女性のように、私は、3 か国語（中国語、日本語、英語）

ができることを活かして、人の役に立ちたい、日本で暮らす外国人高齢者の力になりたいと

思っている」と述べていた。その後、アヤは高齢化社会に対して論じた「2 つの要因」とそ

の問題に対する解決策をふまえ、具体的に自分は何ができるか、将来は、どのようになりた

いかを記述していった。以上から、高齢化社会の問題について、論点を明確にし、思考を整
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理していくことにより、漠然と抱いてきた将来の目標や他者への憧れが、論点と関係づけら

れ、新たな自分自身の発見へとつながっていることが分かる。 
 
5.結論 
以上のことをまとめると、ことばに焦点を当てた実践を進めることにより、他者との対話

を通して思考を整理することができるということができる。さらに、思考を整理し、主張を

明確にしていくことで、将来の目標や他者への憧れなど、漠然と抱いてきた思いが、ことば

を通してその主張と関係づけられ、新たな自分自身の発見へとつながるというプロセスを

経ているということができる。つまり、JSL 生徒にとっては、自身が関心を持った社会問題

に対し、思考を整理し、主張を明確にしていくことが、複言語・複文化能力と向き合い、ど

のように生きていくのかという、新たな自分自身を発見する課題に取り組むことにつなが

ったといえる。そのためには、ことばに焦点を当てるという視点が不可欠である。 
このことから、ことばに焦点を当て、言語教育の観点で指導を進めるということは、子ど

もが意味形成し、思考を深め、自分自身を発見していくための重要なスキャフォールディン

グであるということができる。 
 
注 
1. 本研究における「ことば」とは、語彙や文法といった言語知識に加え、文脈の中で意味

形成し、論理的に考え、構成する力、抽象的思考力など多様な力によって支えられてお

り、子どもが周囲の環境に参加していく際の重要な媒介であると捉えている。 
 
参考文献 
池田玲子（2007）「ピア・レスポンス」池田玲子・舘岡洋子編著『ピア・ラーニング入門－創造的な学びの

デザインのために』第 4 章、ひつじ書房、pp.71-109 

井下千以子（2008）『大学における書く力 考える力－認知心理学の知見をもとに』東信堂 

内田伸子（1999）『発達心理学－ことばの獲得と教育』岩波書店 

川上郁雄（2013）「「移動する子ども」学へ向けた視座－移民の子どもはどのように語られてきたか」川上

郁雄編著『「移動する子ども」という記憶と力－ことばとアイデンティティ』第 1 章、くろしお出版、
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おける作文の授業実践からの示唆」『早稲田日本語教育学』23、pp.73-92 
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第二言語としての日本語ナラティブ作文に対する日本語母語話者 

教師の評価観点―good writing の評価はどう異なるか― 

坪根由香里（大阪観光大学）・トンプソン美恵子（山梨学院大学）・ 

影山陽子（昭和音楽大学）・数野恵理（立教大学） 

 
1.はじめに 

 発表者らは、これまでほとんど扱われていない日本語のナラティブ作文の評価項目・基準

を作成し、ナラティブ作文の good writing とはどのようなものかを明らかにすることを目

指している。その一部である本調査は、坪根他（2020）の 14 の評価項目を用いて、日本の

大学で教える日本語母語話者教師が日本語学習者のナラティブ作文を評価する際の観点を

調べ、評価者によって重視する項目が異なるかを明らかにすることを目的としている。 
 
2.調査方法 
海外の大学で学ぶ日本語学習者に 600〜800 字程度で「忘れられない出来事」というナラ

ティブ作文を書いてもらった。そのうち特徴の異なる 10 編の作文 A〜J を用い、日本の大

学で作文指導をしている日本語母語話者教師 20 名に評価してもらった。調査 1 は各自の基

準で 1～6 点で総合評価、調査 2 は作文を順位付けし、順位を決定する時の決め手を回答

（自由記述）、調査 3 は坪根他（2020）で設定した【内容】【構成】【日本語】のトレイトに

属する計 14 の評価項目を提示して、評価時に意識した項目をすべて選択してもらい、その

後、提示した項目以外に意識したものがあれば追加してもらった。その上で各項目をどの程

度重視したかを 1（あまり重視していない）～4（非常に重視した）の 4 段階で回答しても

らった。紙幅の関係で、表 1 に評価項目を簡略化して示し、本文中では＜ ＞に入れる。 
 評価者によって重視する観点に違いがあるかを調

べるため、調査 1 の結果を基に階層型クラスター分析

（Ward 法）を行った。次に、クラスター分析で得ら

れた 4 つの評価者グループ（以下、CL1～4）によっ

て調査 1 の上位 4 編（作文 B、C、H、I）の作文評価

がどう異なるのかを調べるため、4 つの CL と 4 編の

作文を独立変数、評価得点を従属変数とした二要因の

分散分析（ANOVA40n the Web 使用）を行った。そ

の上で、調査 2 の自由記述と調査 3 の結果から、CL
間の評価観点の違いを考察した。CL1 は 5 名、CL2 は

5 名、CL3 は 4 名、CL4 は 5 名で、1 名の評価者はど

の CL にも属さなかったため、分析からは除外した。  
 
3.調査結果と分析 

表 1 評価項目 

内容 

課題達成 
ポイントの明確さ 
独創性 
一貫性 
過不足ない描写 
導入部とまとめ 

構成 

マクロ構成 
順序立て 
パラグラフ意識 
結束性 
バランス 

日本語 
多様性 
スタイル 
正確さ 
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3.1.調査 1 の CL 別平均値と分散分析の結果 
 調査 1 における上位 4 編の CL 別の平均値と標準偏差（SD）を表 2 に、平均値のグラフ

を図 1 に示す。 
 
表 2 調査 1 における上位 4 編の CL 別の平均値と標準偏差（SD） 

  
  

作文 B 作文 C 作文 H 作文 I 
平均（SD） 平均（SD） 平均（SD） 平均（SD） 

CL1 5.00(0.00) 5.80(0.45) 5.20(0.45) 5.20(0.45) 
CL2 5.00(0.71) 4.80(0.84) 5.20(0.45) 4.20(0.45) 
CL3 4.75(0.50) 4.50(0.58) 4.50(0.58) 4.50(0.58) 
CL4 5.00(0.71) 4.60(0.55) 5.80(0.45) 5.00(0.71) 
全体 4.95(0.52) 4.95(0.78) 5.21(0.63) 4.74(0.65) 

 
分散分析の結果、CL(F(3,45)=6.807、 

p<.005) の主効果があり、作文(F(3,45)= 
2.207)には主効果が認められなかった。ま 
た、CL と作文の交互作用(F(9,45)=2.193、 
p<.05)が有意であった。つまり、CL毎に 
各作文に対して異なる評価を行っていた 
と言えるが、作文そのものの影響より、 
CL（評価者）の影響が強いと考えられる。 

 
図 1 調査１における上位 4 編の CL 別の平均値 

 
交互作用が認められたため、単純主効果の検定を行ったところ、CL は作文 C、H、I にお

いて単純主効果(作文 C：F(3,60)= 5.416、p<.005、作文 H：F(3,60)=4.300、p<.01、作文

I(F(3,60)= 3.184、p<.05)が有意であった。そこで、ライアン法による多重比較を行った。

その結果、作文 C においては CL2=CL3=CL4＜CL1、作文 H においては CL3＜CL4、作文

I においては CL2＜CL1 という結果になった。つまり、作文 C は CL2～4 より CL1 に、作

文 H は CL3 より CL4 に、作文 I は CL2 より CL1 に高く評価されていると言える。 
作文の単純主効果については、CL4 において有意差（F(3,45)= 3.788、p<.05）が認めら

れた。多重比較の結果、CL4 においては作文 C＜作文 H という結果になった。つまり、CL4
は作文 H を作文 C より高く評価しているということである。 
3.2.調査 2 の自由記述と調査 3 の項目重視度からの分析 

3.1 で示した統計結果と調査 2 の順位の決め手についての自由記述 1を基に、評価の際に

どの項目を重視したかという調査 3 の結果も合わせて CL毎の特徴について分析する。 

1

2

3

4

5

6

B C H I

CL1 CL2 CL3 CL4
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分析の結果、最も高く評価された作文は、CL1 が作文 C（5.80）2、CL2 が作文 H（5.20）、
CL3 が作文 B（4.75）、CL4 が作文 H（5.80）と、CL 間でばらつきがあった。また、4 編

のうち作文 C、H、I は CL 間の評価に有意差が認められ、評価の観点にも違いが見られた。

以下、CL毎に評価の特徴について見ていく。 
まず、CLl は作文 C の評価が CL2～4 より高い。作文 C は日本での研修の思い出につい

て述べたもので、独創的な内容ではないが、日本語の間違いは少ない。CL1 の評価者から

は「文法、語、文体などの正確性」「回顧の表現が巧み」「出来事の経過と内容が具体的に描

かれている」のように、作文 C の正確さや具体的な描写が評価された。一方で、他の CL か

らは「色々な出来事が書かれていて、具体的にどの出来事が印象に残ったのかが伝わらな

い」のように、具体性に欠けるという記述もあり、「ドラマ性がない」といった内容の平凡

さを指摘するものもあった。作文 C は、研修期間の複数の出来事について簡潔に述べてお

り、それぞれの出来事についての理解は可能である。しかし、焦点が絞られていないため、

ある出来事について深く述べられることを期待する読者にとっては物足りなさを感じるこ

とになり、具体性に関する評価が分かれたものと思われる。関連する調査 3 の項目重視度

の結果を見ると、＜正確さ＞は全体的に高くないが、CL1 と CL4 で各 1 名が 4 点を付けて

いた。一方、＜独創性＞は CL1 の評価者は 2～3 点を付けており、4 点を付けた人はいな

い。以上から CL1 の評価者にとって、独創性がある内容であることは優先順位が高くない

と考えられる。よって、CL1 を「独創性より正確さ重視グループ」と名づける。 
CL2 は作文 I の評価が CL1 より低い。作文 I は、バスに乗った時の「ありがとう」とい

う言葉の持つ意味への気づきについて述べたもので、日本語の正確さ、スタイルに若干問題

がある。CL2 の評価者からは、「『忘れられない出来事』というよりも『「ありがとう」とい

うことばの持つ力』について書かれた作文のように感じた」というコメントが見られ、まと

め部分の課題からのずれがマイナス評価されている。一方、CL1 ではこのまとめの部分に

関しても「まとめとして一段階進んだ考えを書いている」と評価するコメントがあり、「心

境の変化を細かに記している」「万人をホロリとさせるエピソード」と、心理描写も高く評

価されている。調査 3 の＜課題達成＞を見てみると、CL1 の評価者は 1 名を除き 4 名が 4
点を付け、CL2 の評価者は 3 名が 4 点であとの 2 名は 2 点、0 点であった。CL1 のほうが

むしろ＜課題達成＞を重視しているようである。作文 I は課題に合っていると見るかずれ

ていると見るかは判断が分かれる。つまり、CL1 は＜課題達成＞を重視しているが、作文 I
は課題からずれていないと判断し、CL2 は課題を厳密に捉え、それに沿っていないと判断

したのではないだろうか。以上から、CL2 を「厳密な課題達成グループ」とする。 
CL3 は 4 編の評価（平均点）にほぼ差がないが、作文 H の評価は CL4 より低い。作文

H は全体で最も点数が高かった作文である。多少文法の間違いや不適切な文体の使用があ

るが、飛行機から見た雲を題材にした修辞的な文章で、独創性が認められる。最後にやや不

自然な文があるものの、作文全体にメッセージ性がある。しかし、CL3 では「よく読めば

面白いのだが、よく考えないと意味が伝わらない」「あまりに曖昧な感じが強い」といった
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コメントのように、修辞的な表現の意味の伝わりにくさ、曖昧さがマイナス評価となった。 
逆に、CL4 の評価者は「細かい描写を通して書き手がその景色に大きく心を動かされた

ことを感じる」「自分の心の動きやそれによって生じた視点の変化を、読み手に伝わるよう

な構成で書いている」のように、作文 H の描写力や構成のわかりやすさを評価している。

ここからは、修辞的表現を描写力が高いと評価するグループと、それをわかりにくいと感じ

るグループがあることがわかる。調査 3 の項目の重視度では、＜独創性＞は CL3 と CL4 で

得点分布にほぼ差がなかったが、＜ポイントの明確さ＞は CL3 の平均点が 3.75 点、CL4 は

2.20 点と大きく異なる。CL3 は修辞的文章の曖昧さをポイントが明確でないと判断した可

能性がある。CL4 の評価者は＜過不足ない描写＞に 3～4 点を付け、平均点も 3.60 点と最

も重視している。ここから作文 H の描写力を評価したものと思われる。よって、CL3 を「明

確さ重視グループ」、CL4 を「描写力・修辞的表現評価グループ」と名づける。 
 
4.おわりに 
 本調査ではナラティブ作文を評価する際の評価者による観点の違いについて、4 つの評価

者グループに分けて分析した。分析した 4 編は上位作文であるが、描写の具体性、正確さ、

独創性、課題達成の捉え方、描写力、ポイントの明確さといった観点のどれをより重視する

かは、評価者によって異なるということが明らかになった。今後は、評価項目と基準を精査

してルーブリックを作成し、最終的にはナラティブの評価用フローチャートを作成する予

定である。 
 
注 
1. 分散分析は調査 1 の点数を使い、自由記述は調査 2 で順位付けをする際に書いてもらっ

たものだが、順位の決め手に関する記述は各作文のプラス点、マイナス点を表わしてお

り、各評価者がどのような観点でその作文を評価しているかがわかると考えられる。な

お、紙幅の関係で、自由記述を要約したものを「 」に入れて示す。 
2. （ ）内は平均値を示している。以下も同様。 
 
参考文献 
坪根由香里・数野恵理・トンプソン美恵子・影山陽子（2020）「日本人大学生が書いたナラティブ作文の評 

価―日本語ナラティブ作文用の評価項目を用いて―」『2020年度日本語教育学会秋季大会予稿集』 

pp.203-208 
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学習意欲を高めるオンライン授業とその課題 

―ポストコロナ時代における日本語教育のための一考察― 

  ウォーカー泉（シンガポール国立大学 語学教育研究センター） 
 
1.研究の背景と目的 

2020 年は新型コロナウィルスの世界的な蔓延により、多くの日本語教育機関がオン
ライン授業へと移行した。筆者が務めるシンガポールの大学（以下、NUS と略す）で
も、2020 年前期には全ての日本語コースがオンライン授業となった。その結果、対面
授業では起こりえない課題や問題が浮上してきた一方、オンライン授業のメリットも見

えてきた。最近は ICT（情報テクノロジー）も一層発達し、教育アプリも次々開発され
ている。よって、ポストコロナ時代を迎えても、従来通りの授業に戻るのではなく、オ

ンライン授業と対面授業双方のメリットを生かした学習環境デザインを構築すること

が、より良い教育につながるものと思われる。しかし、そのためには、どのような ICT
をどのように活用すべきかを理解する必要がある。だが、現状は「言語教育における、

特に日本語教育におけるテクノロジー使用の意義を示す理論的研究や実証的研究はま

だまだ少ない」（當作 2019：19）。そこで、本研究では学習意欲を高めるオンライン授
業の特性を探ることにより、オンライン授業と対面授業のメリットを最大限に生かした

ポストコロナ時代の教育デザインについて考察する一助としたい。 
 
2.研究対象 

筆者が担当した Expository Writing & Public Speakingという上級コースにおいて
実践研究を行った。このコースは全ての授業が ZOOM で行われたが、主体的・対話的
で深い学び、すなわち、アクティブラーニングが実践できるよう、日本人大学生と「協

働」（坂本 2008）するプロジェクト型学習を柱とし、それを遂行するために必要な言語
運用能力を高めるための授業を実践するというカリキュラムを設計した。また、授業が

講義 1 時間半と演習 1 時間半しかなかったため、予習を前提として授業を行うことと
し、自宅学習の比重をできるだけ高くした。その概要は、以下のとおりである。 
【コース名】Expository Writing & Public Speaking 
【対象】日本語学習者（日本語能力試験 N2～N1）19名（英語と中国語バイリンガル） 
【コース目標】1）講義や口頭発表、ニュースを理解し、要約できるようになる 2）ア
カデミックな内容に関する発表やディスカッションができるようになる 3）自律学習

能力を高める 4）社会人基礎力を高める 
【プロジェクトの概要】日本語学習者 19 名と日本人大学生 20 名が 5 つの混合グルー

プに分かれ、「星日合同調査プロジェクト」を行った。これは、日本語学習者がシンガ

ポールの時事問題を取り上げ、日本人大学生に発表し、その後、混合グループを作って

日本とシンガポールの大学生を対象に調査を行い、発表するものである。 
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3.研究方法 

学期末に 19 名の日本語学習者を対象に質問用紙を用いて調査を行った。調査用紙に

は、コース内に行った全ての活動（16 項目）を列挙し、ARCS モデル（ケラー2018）
の 4要素（A：注意、R：関連性、C：自信、S：満足）について 5 段階の評価を求めた。

これは、学習意欲向上・維持のために教師が取るべき行動を上記 4つの側面から捉えた

学習意欲向上モデルであり、オンライン学習環境に関する研究にも幅広く応用されてい

る（鈴木他 2010）、実践者の先行研究（ウォーカー・髙木 2021）においても授業改善

に役立つことが実証されたなどの理由から、本調査にも応用することにした。 
 
4.調査結果 
4.1.学習意欲を高める活動とは 

個々の活動に関する評価の平均値を ARCS 別に出し、まとめた（図 1）結果、学習意
欲を高める活動は「先生の指導とサポート」「NUSの学生間の協働学習」「AJスライド

の作成・発表」「映像ニュースの発表」「映像ニュースのシャドーイング」の順であるこ

とがわかった。 

 
図 1 学習意欲を高める活動 

 
「AJ スライドの作成・発表」とは、個々の学生が『留学生のためのアカデミックジ

ャパニーズ』という教科書の中から関心のある課を選び、そのスピーチ原稿をもとにス

ライドを作成し、音声しか持たないその他の学習者に配布し、教科書の問題の予習に役

立てた後、授業内でそのスライドを用いて発表するという活動である。「映像メディア

のシャドーイング」とは、インターネットから毎週一本以上の映像ニュース（1 分程度）

を選び、質問を 3問以上作成して Padletに掲載する活動で、「映像ニュースの発表」と

は、掲載されているニュースのシャドーイングを行い、授業内で画像だけを流しニュー

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00

先生の指導とサポート
日本人大学生との協働学習
NUSの学生間の協働学習

映像ニュースのシャドーイング(Padlet)
プロジェクト発表会

発表スクリプト・スライドの作成
調査結果の分析と報告書の作成

予備・本調査の作成と実施
記事紹介作成と発表

調査・分析・発表の仕方(Reference)
トピックに関連するビデオの視聴や効果的なスピー…

AJ教科書の問題・要約
AJスライドの作成・発表

他のメンバーのクイズに答える
クイズの作成・実施
映像ニュースの発表

A: 注意 R: 関連性 C:自信 S: 満足感
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スを伝えるという発表活動である。これら五つの活動は内容も目的も異なるため、個々

の活動の詳細を検討し、共通する特性の抽出を試みた。 
4.2.学習意欲を高める活動の特性 
学習意欲を高める活動の特性として、「指導・支援性」「創造・表現性」「持続性」「自

律的選択性」「協働性」が見出された。例えば、「AJ スライドの作成・発表」は個人の

活動であり、一学生が一課だけを担当したため「協働性」と「持続性」は高くないが、

担当するスピーチを自ら選択し、スライドの内容からデザインに至るまでの「自律的選

択性」が極めて高く、教師が何度もフィードバックを返すことから「指導・支援性」、

スピーチを発表することから「創造・表現性」も高い活動だった。「映像ニュースの発

表」も自分の関心のあるニュースを選択することから「自律的選択性」が極めて高く、

毎週 Padletに掲載し続けることから「持続性」、クラスでニュースを発表することから

「創造・表現性」が、学習者通しで問題を解きあったりコメントを出し合ったりするこ

とから「協働性」が高い活動だった。また、「指導・支援性」も重要な要素となった。そ

の理由は、オンライン授業で学生が教師との距離を感じるだけに、教師とのかかわりが

一層重要となるからだと思われる。「NUSの学習者間の協働学習」も上位に挙がったの

は、仲間との隔たりを感じるからこそ、協働によってお互いの好奇心や注意を喚起し、

助け合いが自信や満足感を高めたからだと考えられる。なお、「日本人大学生との協働

学習」についての評価はかなり低かった。発音練習をしてくれる等、熱心な学生もいた

一方、「ほとんど自分たちだけで行った」「日本人大学生はやる気がなかった」などとい

う否定的なコメントもあり、実際「協働学習」の効果を妨げるような Breakout Room
を無断で退室する日本人大学生もいた。これはおそらく、日本人大学生はこちらへの訪

問ができないことから、意欲が減退してしまったためであると考えられる。   
一方、学習意欲をそれほど高めなかった活動、例えば「調査結果の分析と報告書の作

成」は教師が課題として与えたもので「自己選択性」も「創造・表現性」も「自律的選

択性」も低く、「トピックに関するビデオ視聴」も教師が準備したものを視聴する活動

だったことから、「協働性」も欠けていたためであると解釈できる。 
4.3.オンライン授業に向いている活動と対面授業に向いている活動 
次に、オンライン授業・対面授業に向いている活動について上位 3つを選択してもら

い、一位を 3 点、二位を 2 点、三位を 1 点として合計点を出した（表 1）。 
表 1 オンライン・対面授業に向いている活動 

対面授業に向いている活動 オンライン授業に向いている活動 
プロジェクト発表会 25 映像ニュースの発表 27 
日本人大学生との協働学習 19 AJ教科書の問題・要約 15 
NUSの学生との協働学習 17 AJスライドの作成・発表 12 
映像ニュースの発表 15 クイズの作成・実施 11 
AJスライドの作成・発表 9 プロジェクト発表会 8 

興味深いことに、「プロジェクト発表会」「映像ニュースの発表」「AJスライドの作成・

発表」は、いずれの授業にも向いているという結果となった。それに対して、「協働学
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習」は「対面授業」に特化したもので、「AJ 教科書の問題・要約」「クイズの作成・実

施」は「オンライン授業」に特化していることがわかった。この結果から、以下が示唆

された。まず、両方にあがった活動は 4.1.の結果とも重なっており、発表など「創造・

表現性」の高い活動がどちらの授業においても学習意欲を高めるということである。し

かし、「プロジェクト発表会」は、4.1.の学習意欲を高める活動の上位には入っていなか

った。その理由は、「C：自信」と「S：満足度」が低かったからである。また、「プロジ

ェクト発表会」は他の発表活動以上に対面であるべきという意見が強かったが、その理

由は相互行為が十分に行われなかったためであることが、「参加者の反応が見えない」

「ボディランゲージが画面に映らない」などの記述から示唆された。 
 
5.まとめと課題 
オンライン授業と対面授業双方のメリットを生かした教育の在り方を考えるため、学

習意欲を高めるオンライン授業とは何かについて探った。その結果、まず、学習意欲向

上に役立つ活動の特性として「指導・支援性」「創造・表現性」「持続性」「自律的選択

性」「協働性」が見出された。次に、発表など「創造・表現性」の高い活動はいずれの授

業においても学習意欲を高めるが、相互行為を重視するのであれば、対面授業の方が望

ましいということが示唆された。よって、オンライン授業の場合、非言語行動を含めて

いかにしたら自然な相互行為を可能とするかが今後の課題の 1つとなる。さらに、従来

の教師主導型授業（読解、作文、聴解、文法練習など）は対面授業である必要性が高く

なかったことから、これらをオンライン授業で行うことが、ポストコロナ時代の日本語

教育の 1 つの在り方になるかもしれない。しかし、その具体的な内容や方法、有効な

ICTとその活用方法については、更なる研究の積み重ねが必要である。 
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初級韓国人学習者の動詞活用における特殊拍の生成 

―テ形活用における誤用のパターンから― 

沈希津（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 

1.1.研究背景 

日本語学習者に共通して見られる困難な点として、特殊拍の習得がよく挙げられる。そ

の理由として、戸田（2003）は「学習者の母語と日本語における音韻構造の相違が挙げら

れる。」（p.70）と述べており、特殊拍の習得に学習者の母語が影響していることがわかる。 
 韓国語を母語とする日本語学習者（以下、韓国人学習者）にも、特殊拍の習得において

難しさが見られる。韓国人学習者の特殊拍の生成に関しては、母語の干渉による促音挿入

（閔 2007）、語中短音節における母語の長音化（梁 2004）などが報告されている。 
 一方、韓国の日本語教育の現場では、ある文法項目について学習者の習熟度を測る際に、

「正しく書けるか」という、文字で書いた生成データに基づいて評価している。そこで筆

者は、「正しく書ける」からといって、必ずしも「正しく発音できる」とは言えないのでは

ないかという疑問を持ち、動詞のテ形活用に現れる特殊拍の生成に着目した。動詞のテ形

に現れる特殊拍の使用実態を把握することで、韓国人学習者にどのような支援ができるの

かを、母語の特徴という観点から考察できるためである。その一環として、本研究では、

動詞のテ形活用における特殊拍の生成調査を行い、発音の誤用をパターン化した。 
1.2.研究目的 

本研究の目的は、初級の韓国人学習者が動詞のテ形を発音する際に現れる、特殊拍の発

音の誤用をパターン化することである。特殊拍の誤用のパターンを分析することで、母語

転移の観点から、韓国人学習者の特殊拍の発音の特徴を明らかにする。 

 RQ1：韓国人学習者は動詞のテ形を正しく覚えていれば、正しく発音できるのか。 

 RQ2：韓国人学習者の特殊拍の生成における誤用は、どのような特徴を持つか。 
 

2.研究方法 

2.1.調査協力者 

18～24 歳の、日本語学習歴が約 1 年以内の初級の韓国人学習者 20 名に協力してもらっ

た。 

2.2.調査方法 

2.2.1.動詞テ形の活用における特殊拍の生成調査 

 韓国人学習者が動詞テ形をどのように覚えていて、どのように発音しているかを明らか

にするため、2 つの調査を行った。まず、調査協力者に調査語 1を認識した上で、テ形に発

音してもらい、その音声を録音する音声録音調査を行った。次に、調査協力者に調査語を

認識した上でテ形に書いてもらう文字記入調査を行った。 
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2.2.2.母語話者による発音判定 

 調査協力者の発音を判定するため、日本語母語話者の発音判定者 3 名に協力してもらっ

た。判定においては、3 名の発音判定者がそれぞれすべての音声を聞き、母語話者の聴覚

印象から、聞こえた通りに平仮名で記入した。判定後、3 名の一致度 2をカッパ係数で確認

した。 
 

3.結果と考察 

3.1.RQ1 の結果と考察 

RQ1 に答えるため、初級の韓国人学習者が動詞のテ形をどのように覚えているかと、ど

のように発音しているかを変数としてカイ二乗検定を行った。その結果、表 1 の通り、テ

形を正しく覚えていること（テ形の正用）と、正しく発音できること（発音の正用）は有

意に関連していた（χ²(1)=338.62, p<.01）。 
 

 表 1 「テ形の正誤」と「発音の正誤」（χ²検定） 

 
テ形 

合計 
正用 誤用 

発音 

正用 
649 

（538.6） 
73 

（183.4） 
722 

誤用 
82 

（192.4） 
176 

（65.6） 
258 

合計 731 249 980 
（ ）内は期待度数 

 

カイ二乗検定の結果を通して、2 つの変数が有意に関連していることが明らかになった。

しかし、テ形を正しく覚えていたにもかかわらず、発音において誤用が見られたケースが

確認できた（82 件）。反対に、テ形を間違って覚えていたが、正しく発音できたケースも

見られた（73 件）。 

テ形を正しく覚えていることが重要であるが、結果的に学習者が意図した通り発音でき

なかった場合も見られた。この結果から、初級の韓国人学習者が動詞のテ形を習得してい

るかどうかは、文字での生成のみでは判断できないということが示唆される。本研究では、

その 82 件に着目し、初級韓国人学習者の発音の誤用をパターン化する。 

3.2.RQ2 の結果と考察 

 動詞のテ形を正しく覚えていたにもかかわらず、正しく発音できなかったケースが確認

された。その数は 82 件であり、全体（980 件）の中で量的に大きい割合を占めているとは

言えない。しかし、82 件を分析した結果、表 2 の通り、発音の誤用にパターンが見られた。 
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 表 2 発音の誤用パターン 

誤用 

パターン 

促音 

挿入 

長音の 

促音化 

促音 

脱落 

長音の 

撥音化 

長音 

挿入 

促音の 

撥音化 
その他 合計 

件数 42 14 7 5 2 1 11 82 
 

誤用パターンの中でも、82 件のうち 42 件を占める「促音挿入」が最も多く見られた。な

お、この促音挿入の誤用は、すべてテ形に特殊拍が現れない場合に限っていた。次に多く

見られるパターンは 14 件の「長音の促音化」であり、イ音便が促音便と判定されたケー

スである。たとえば、動詞「長引く」のテ形が「ながびいて」ではなく「ながびって」と

判定された場合を指す。その他、「促音脱落」「長音の撥音化」「促音の撥音化」などが続

くが、本研究では「促音挿入」と「長音の促音化」に着目して考察する。 

3.2.1.「促音挿入」の誤用パターンの特徴 

促音挿入の 42 件のうち 36 件 3は、学習者がテ形に不必要な促音を挿入したことでテ

形の意味が変わったという特徴を有している。とくに、動詞「する」の場合、協力者の

20 名全員が「する」のテ形を「して」と答えたが、17 名の発音が「しって」と判定さ

れ、正しく発音したと判定された人は 3 名であった。 

韓国人学習者から促音挿入が多く見られる理由について、閔（2007）は韓国語の濃音

が有する「語中の有声音の間でも有声音化せず、またその聴覚的印象が日本語の語中の清

音に似ている」（p.68）という特徴から、語中の清音を韓国語の濃音に代用するためであ

ると説明している。今後、韓国人学習者の母語の特徴からさらに分析する必要がある。 

3.2.2.「長音の促音化」の誤用パターンの特徴 

 本研究で見られた「長音の促音化」とは、長音の挿入・脱落とは違い、学習者が長音を

発音したつもりであるが、母語話者の聴覚印象から、促音に聞こえた誤用である。たとえ

ば、動詞「長引く」の場合、学習者は「ながびいて」と発音したつもりだが、発音判定の

結果は「ながびって」であった場合である。この誤用の特徴は、誤用と正用の発音のモー

ラ数が同一という点である。この誤用の原因について、さらに明らかにする必要がある。 
 

4.おわりに 

4.1.文字での生成とともに音声での生成を見る必要性 

RQ1 の結果、初級の韓国人学習者が動詞のテ形を正しく覚えていることは、テ形にお

ける特殊拍を正しく発音することと有意に関連していた（χ²(1)=338.62, p<.01）。しか

し、980 件のうち、学習者がテ形を「覚えている通り発音できなかった」ケースが 155
件見られた。とくにその中の 82 件は、テ形を正しく覚えていてが、正しく発音できなか

ったケースであり、文字での生成データだけを見ると誤用が見られない。しかし、音声で

の生成データでは特殊拍の誤用が見られている。そのため、動詞のテ形を習得しているか

どうかは、文字での生成のみでは判断できないということが明らかになった。 
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4.2.誤用パターンから見る韓国人学習者の発音の特徴 

RQ2 により、動詞のテ形を正しく覚えていたが、正しく発音できなかった 82 件におい

て、共通した誤用が見られた。その誤用をパターン化した結果、とくに、特殊拍がないテ

形に促音を挿入する誤用が 42 件で最も多かった。次に、テ形に現れるイ音便の発音にお

いて誤用が生じ、長音のところが母語話者の聴覚印象から促音に判断される誤用が 14 件

で、2番目に多く現れた。これにより、初級の韓国人学習者が動詞のテ形を習得する際

に、母語の特徴がどのように影響しているかを明らかにする必要性が見られた。 

4.3.動詞のテ形学習における特殊拍についての注意喚起 

本研究では、初級の韓国人学習者が動詞のテ形をどのように覚えていて、そのテ形に

現れる特殊拍をどのように生成しているかについて調べた。それから、学習者がテ形を覚

えている通り発音できなかった場合に着目し、その発音の誤用をパターン化できた。 

その結果、初級の韓国人学習者が動詞のテ形を覚える際に、特殊拍の生成という側面

において、母語の特徴から注意喚起が必要であることが明らかになった。今後、調査結果

で見られた各パターンの原因を探り、具体的にどのような支援が必要なのかを明らかにす

る必要がある。 

 
注 

1. 調査開始に先立ち、調査協力者が動詞のテ形活用を学習した際に、辞書形から活用する

方法で覚えたか、マス形から活用する方法で覚えたかを質問した。辞書形のリストとマ

ス形のリストを用意し、調査協力者自身に、よりなじみのある方を選んでもらった。 

2. 判定者 3 名の一致率はいずれも 87%以上であった。なお、3 名の判定結果がすべて異な

る場合は見られなかった。 

3. 促音の不必要な挿入によって意味が変わるテ形 36 件は「変えて」11 件、「来て・着て」

11 件、「して」14 件である。その他、促音をミニマルペアとしないテ形は「足りて」と

「見て」があった。 
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留学生が自身の興味・関心をトピックとして提供した 

日本語対話活動の実践研究―活動がもたらした学びとは― 

岡田亜矢子（早稲田大学 大学院日本語教育研究科 博士後期課程） 

 

1.研究の背景 
本発表は、授業でよく見られる教師提供のテーマによるディスカッションとは異なり、

留学生（以下、学生）自身が興味・関心のあることをトピックとして提供し、日本人ビジ

ター学生も参加する日本語対話活動の実践研究である。この活動の特徴は、学生の現実の

悩みに端を発してデザインした点であり、その悩みとは日本語を勉強したのにうまく話せ

ない、日本人の友人ができない、同胞や留学生で集ってしまい日本語を話す機会がない、

所属研究室で日本人の会話に入っていけない等、関係構築に関わるものである（岡田 2018）。
そこで学生の悩みを勘案し、日本語会話の授業において、日本語コミュニティに十分に参

加できること、人間関係が構築できることを目標に本活動を実践した。地域日本語教育で

は対話による活動が多く、主な目的は外国人・日本人の交流を通しての学び合いや関係構

築にある。対話活動は一見すると楽しく皆で話しているだけのようだが、それぞれが意見

や考えを伝え合うプロセスには様々な発見があり、対話から多くの学びがあると筆者は考

える。人が持つ関係構築の悩みは、地域でも教育機関でも不変であり、日常の延長上に教

育機関もあると考えるゆえ、今日まで授業において対話による活動実践を重ねてきた。 

 

2.研究目的、研究対象、活動の概要 

本研究の目的は、学生が対話活動からどのような学びを得たかを検証することである。

研究対象は、筆者が大学で担当した留学生用の選択日本語科目（上級レベル）で実践した

対話活動の授業である。授業は 16 週あり、そのうち後半 4 週が学生提供のトピックによ

る活動で、最終回には学生自身にとっての対話活動のふり返りを行った。トピック提供に

関して教師（筆者）からの指示は、なぜそのトピックを選んだか（問題意識）を述べるこ

とと、意見交換したい 2～3 点をディスカッションポイント（以下、問い）として用意す

ることである。活動は 3～5 名のグループで行い、各グループに必ずトピック提供者 1 名

が入る。トピック提供者である学生は、グループ活動において自身で用意した問いを軸に

意見交換し、引き続きグループで当該活動のふり返りも行った。授業後には「ふり返りシ

ート」（以下、シート）の記述を全員の課題とした。本研究の分析データは、所定の手続き

と承諾を得た上で、自身提供のトピックによる活動後のシート（各人提供時 1 回）15 名分

を 1次データとし、補完のため学生の全活動後のシート、日本人ビジター学生のシート、

筆者のフィールドノーツを 2次データとする。分析方法は KJ法を援用し、似た内容の記

述を一つのカテゴリーに集約した。 
 
3.分析の結果と考察 
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分析の結果は以下、図 1 の通りである。カテゴリーは、「1 主体的」、「2 対話的」、「3理
解の深まり・深い学び」の 3 点に大きく分類できた。 

 

 

図 1 KJ法による学びの分類 

 

「1 主体的」とは、受身ではなく、自ら自分で考えて取り組む態度や姿勢に関わるもの

である。ここでの注目点は責任感である。自身提供のトピックのため、学生はグループ活

動を自分が主導しなければならないという責任を感じ（1-①）、さらにグループ活動時の

様々な対話の流れにおいて活動を進める難しさ（1-②）を感じていた。主体性は、ファシ
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リテーターとしての学生だけでなく他の学生にも同様に見られた。学生 H の発表後のシー

トに、「よかったことは、グループメンバー全員とずっと話せたこと（中略）活動の中で人

数が多くなると、余りに見える人（筆者補足：積極的に話に参加しない人）がいがちだが、

今回そういう状況が起こっていなかったのはよかった」とあった。学生は皆、トピック提

供の当事者である。この回の提供者でなくとも前後の回で提供し、自分がグループ活動を

主導する／したことから当事者意識が強い。また学生 C のシートには、「自分は何をみん

なに話すのかをすごく考えて（中略）。先生が用意したトピックなら準備とか必要ないから」

とある。教師提供のトピックに比べ、より主体的に取り組み、自分で考える必要があった

ことがわかり、いずれの学生も主体的に参加していた（1-③）。 

「2 対話的」には、他者との対話の場合を集約した。ここでは、学生は他者との対話時

に必要な心構えとして他者への配慮・相手の尊重（2-①）に言及しており、学生 D は、「相

手のことをちゃんと聞くこと（中略）、心を開いて聞くもの」と対話の本質（岡田前掲）を

突くような記述であった（2-①-4）。また、異なる他者との対等な対話のためには、その異

なりを楽しむ（2-②）、他者との交流や意見交換の良い機会、他者との関係構築ができた 

（2-③）が見られた。 

「3理解の深まり・深い学び」とは、自己との対話による内省に関するものである。内

省が深まると省察となり己の理解を深めていく。ここでは 3-③と 3-④に注目したい。 

「3-③本質的な問い」は、ウィギンス・マクタイ（西岡訳 2012：409）によれば、「教

科の探求と看破を促進する問い」であり、「単一の明白な答えをもたらしたりはせず、思慮

深く知識に富む人々が意見を異にするかもしれないような、様々なもっともらしい応答を

生み出すもの」とされ、「多様な学習者を最もよく参加させるであろう」（ウィギンス・マ

クタイ前掲：132）と言う。そこで本研究での「本質的な問い」も、正答がないため易々

と直ぐに解答は見つからないが、誰にとっても関わりがあり当事者意識をもって意見が出

し合えるような問いと定義する。ここから見えたことは、問いとトピックの関係である。

社会的で難しいトピックならば本質的な問いが立てられるというわけではない。学生 G は、

自分のトピックが他の学生のシリアスなものに比べて軽すぎるのではないかと悩んだが、

そのトピックで他者と意見交換がしたいという強い動機から、皆と何を話し合いたいのか

を深く考え、問いを追究／追求し自身の理解も深めていった。その結果、授業後も話が続

き（3-⑧）、「留学生の皆に強く関わっている現実的な話（トピック）。（中略）軽いトピッ

クでも話し合う価値があると思う」と記述している。つまり重要なのは、トピックそのも

のよりも問いの立て方にあると考えられる。 

次に「3-④思考のメタサイクル」について学生 A の記述から説明する。自分の考え方だ

けでは偏りや限界があるので、それを打破するために他者との対話から自分と違う価値観

や考え方を受容し、新しい視点を獲得する。他者の意見や考え方を聞くと、また新しいア

イデアが頭に浮かんできて本当に面白かった、という内容であった。ここから見えたのは、

他者との対話と自己との対話から、重層的に複眼的に思考し、その意味を考え抜いて受容
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することで自身の考え方が柔軟になり、視野が広がり、新しい視点を得て（3-②-1～3）、
さらには新たなアイデアが生まれるという思考の好循環が起きていることである。この好

循環が思考のメタサイクルであり、対話から自身の思考や理解が深化、拡張していく。 

 

4.まとめと今後の課題 

多くの学生はトピックを決める際、自分の興味や話したいことでトピックを決めればよ

いと単純に思っていたが、その後、迷いや難しさを感じていた。トピックの質の硬軟で迷

い、トピックの範囲の広さや曖昧さに戸惑い、どうすればグループで有意義な意見交換が

できるのか、真摯に自己と向き合って対話したり、友人に相談したりして深く思考する様

子が窺えた。これら一連の行為では、自分が何を皆と一緒に話したい、聞きたい、知りた

いのかを主体的に自身で考える必要がある。また、この問いについて他者と意見交換がし

たいという強い欲求が動機となって追求／追究心を生み、自身の問いをより深く本質的な

ものにしていく。学生は問いを立てようとする際、トピックに関わる様々なことを広く捉

え、主体的に自身で思考していた。問いの立て方によって、対話の内容（流れ）は変わり、

本人が予想した流れになることもあれば、ならないこともある。予想通りであれば無論、

自身の理解は深まる。しかしたとえ違ったとしても、そこから別の理解が得られる（3-⑥）。

いずれの場合も、自身の理解は深まり、さらに問いを追究／追求し深めてゆく。深く本質

的な問いとは、即ち自身の理解を深めることである。対話によって自身の思考や理解が深

まること、理解の深化こそ深い学びであると考える。よって、対話活動を通じて自身の理

解、学びを深めるためには、トピックそのものよりも問いの立て方にあると言えよう。ま

たシートを見ると、学生にとっての対話活動とは、楽しく心地良い雰囲気の中、互いを尊

重して意見交換できる時間と認識されており、自己／他者との対話によって自ら学びを追

求／追究したいという対話活動の根源となる点が示唆された。 

今後の課題として、グループ対話活動における教師の介入や学生への支援のあり方を考

えたい。またこれまでに、様々な会話授業があるが対話活動は皆と自由に長く話せる時間

が多い、言いたいことがずっと話せた、自由に楽しく話せて授業ではないみたいといった

声も散見された。学生も教師も授業に対する固定的なイメージを持っているようで、それ

では授業とは何なのかについても考えてみたい。 
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日本語学習と学習者の「これから」をつなぐ 

日本語教育に必要な視点とは 

― 孤立環境で行った「わたしと日本語」について 

書く授業実践を通して ― 

上原龍彦（早稲田大学 大学院日本語教育研究科 修士課程修了生） 

 
1.研究背景 

 本発表は、発表者がトルクメニスタンの大学で行った「わたしと日本語」について書く授

業実践（以下、本実践）の分析を通して、日本語学習と学習者の「これから」をつなぐ日本

語教育にはどのような視点が必要なのかを考察することを目的とする。 
 トルクメニスタンは中央アジアに位置する国である。2007 年に大学で日本語教育が開始

され、2016 年には初等中等教育機関でも日本語教育が行われるようになった。トルクメニ

スタンの日本語教育環境は「孤立環境」、つまり、「地域内に日本語コミュニティーがなく、

旅行、留学等で日本に行くことも稀で、教室外で日本語と接触のない海外環境における日本

語学習環境」（福島・イヴァノヴァ 2006：49）である。そのため、日本語と関係のある仕事

に就く機会は稀である。さらに、外国人との接触・海外渡航・インターネットへのアクセス

が制限されている等の事情から、日本語学習を行う上での制約が多い。 
その中で、発表者は言語知識の獲得や日本語運用力といった「言語としての日本語」のみ

に着目して学習者の日本語学習を評価することに限界を感じるようになった。なぜなら、上

記のような状況では、多くの学習者にとって「言語としての日本語」を身につけること自体

が難しく、日本語学習の成果を実感できず学習動機を低下させていたからである。また、彼

らが「言語としての日本語」を身につけたとしても、将来的に日本語を使う機会はほとんど

ないからである。一方で、彼らが日本語学習を通して得ているものは「言語としての日本語」

だけなのかと感じることもあった。彼らは日本語学習を通して様々な経験を積み重ねてい

る。仮に大学卒業後「言語としての日本語」を忘れてしまっても、日本語学習を通して得た

経験が何らかの形で学習者の「これから」につながる可能性もある。そうであるならば、日

本語教育の役割は「言語としての日本語」を教えることだけでなく「日本語学習と学習者の

『これから』をつなぐきっかけを創る」ことにもあるのではないかと考えるようになった。 
以上の背景から、発表者が在籍していた大学において本実践を行った。次節では、海外に

おける日本語教育の状況を整理しながら、本実践の位置づけを述べる。 
 
2. 海外における日本語教育の状況 

 海外では日本語教育を行う上で様々な課題に直面することがある。その一つとして、海外

の日本語教育現場に合った教材が少ないという課題がある。国際交流基金による海外日本

語教育機関調査でも、現地の事情に合った教材がないことが日本語教育上の問題点として

挙げられている（国際交流基金 1998）。その背景には、日本国内の学習者向けに作られた教
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材を用いて日本語教育を行わざるを得なかったという事情があったと推察される。日本国

内の学習者向けに作られた教材の多くは、比較的短期間で日本語の言語的知識を獲得して

いくという側面が強い。そのため、「言語としての日本語」を獲得できたかどうかが日本語

学習の成否を分けることとなり、日本留学や日系企業への就職といった実利的な日本語学

習を目的としない海外の学習者の状況と合わない部分があったと考えられる。 
 海外における日本語教育が広まりを見せるとともに、海外の日本語教育環境を考慮した

教材の開発が進められるようになった。例えば、国際交流基金が中心となり、JF 日本語教

育スタンダードに準拠したコースブック『まるごと 日本のことばと文化』（以下、「まるご

と」）が制作された。「まるごと」の特徴として「課題遂行能力」の育成を目指している点が

挙げられる（来嶋ほか 2012）。つまり、単に日本語の語彙や文法を教えるのではなく、「日

本語を使って何ができるのか」という観点から学習内容・項目が決定されているのである。

そして、各課の最初には学習目標としての CANDO が配置され、それに沿った授業が展開

される。そのため、学習者にとっては「何のためにこの語彙・文法を学ぶのか」を意識しな

がら日本語を学習できるようになった。さらに「まるごと」は、トピックを中心に学習内容

が配列されているため、趣味や教養のために日本語を学びたいという海外の学習者の興味・

関心を喚起しながら授業を進められるようになった。しかし、「まるごと」でも「言語とし

ての日本語」を軸に日本語学習を評価しようとする姿勢がうかがえる。なぜなら、「まるご

と」が育成を目指す「課題遂行能力」は「『コミュニケーション言語
・ ・

活動』と『コミュニケ

ーション言語
・ ・

能力』という２つの概念で表」（来嶋ほか 2012：106、強調
・ ・

は発表者）される

からである。もちろん、学習者の日本語学習を評価する上で「言語としての日本語」ができ

たかどうかという観点は重要である。だが、その観点のみだと、日本語を身につけられない

学習者の学習成果は見えにくくなってしまう。また、将来的に「言語としての日本語」を必

要としない学習者にとっては日本語学習の意味を感じにくくなってしまう。 
 一方、将来的に「言語としての日本語」を必要としない日本語教育環境において、「言語

としての日本語」以外の学びにも着目した論考もある。新井（2015）は、グアテマラ人学習

者にインタビュー調査を行い、日本語を学びながら「日本文化」という異文化を理解し「学

習者の人格・人間性」を変容させていく点に実益を目的としない日本語学習の意味があると

述べている（p.54）。山内（2015）は、日本語学習から離脱したフランスの元学習者が日本

語学習経験をどのように意味づけているのかを生涯学習／教育の視点から考察している。

それによると、元学習者は日本語学習経験を「大学生活において自己のあり方や他者との関

わり方を形成するための一要素」（p.39）として捉えていることが明らかにされている。そ

の上で、「日本語学習とは（中略）自身の人生を充実させるために行う営みの一部であるこ

とが示唆される」（p.41）と述べている。これらの論考から、日本語学習を通して「言語と

しての日本語」以外にも多くの学びや経験を得ており、それらが学習者の「これから」に影

響を与えうると言える。その前提に立った上で、山内（2015）は「日本語学習と自身の人生

とのつながり」（p.42）を学習者自身が意識化できるような日本語教育の必要性を主張して
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いる。そのような実践を通して学習者自身が「数値化される能力以外の学習経験の存在」を

認識できる可能性があるからである（p.42）。そこで発表者は、学習者自身がこれまでの日

本語学習経験を振り返り、「私にとって『日本語』とはどのようなことばだったのか」を考

え、書くことを目的に本実践を行った。次節では、本実践の概要と分析方法を述べていく。 
 
3. 本実践の概要と分析方法 

 本実践は、2018 年 2月から 5月にかけてトルクメニスタンにある大学の日本語学科に在

籍する 5 年生 10名（以下、学生）を対象に行った。この大学では 5 年生が最終学年で、卒

業後、学生は 2 年間の兵役または勤労奉仕を控えている。本実践の大まかな流れは「日本語

ダイアリーを書く」→「作文の書き方を学び構成を考える」→「作文を書く」→「クラスメ

イトや発表者からコメントをもらい、作文を書き直し完成させる」→「授業を振り返る」で

ある。トルクメニスタンでは大学在学中の海外渡航が厳しく制限されているが、毎年１～２

名は日本へ国費留学できるチャンスがある。また、ロシアや中央アジア各国で行われる日本

語弁論大会に参加する機会もある。また彼らの在学中に日本―トルクメニスタン間の外交

関係が発展したことに伴い、日本語教育の状況が多少前進した。具体的には、1～2 週間の

日本研修の機会があったこと、日本語教育の拡大に伴い「日本語教師として働く」という進

路が確保されたことである。学生のうち、A・B は日本への留学経験者、C～F は日本への

研修参加者、C・G は弁論大会参加者である。H～J は海外渡航経験はない。 
 本実践では、自身の日本語学習経験を記録し、大学卒業後も振り返られるように「書く」

活動を中心に取り入れた。完成した作文は卒業文集としてまとめ、学生の手元に残るように

した。また、本実践を行うにあたり次の 3 点を工夫した。1 点目は、母語（トルクメン語や

ロシア語）の活用である。いきなり日本語で考えたり書いたりすることが難しい学生がいた

ためである。2 点目は、様々なリソースの活用である。学生には、分からない日本語があっ

た場合などには、クラスメイトや発表者に質問してもよいし、スマートフォンなどで調べて

もよいことにした。3 点目は、「日本語ダイアリー」の導入である。「日本語ダイアリー」と

は、日本語学習に関する発表者と学生の交換日記である。「なぜ日本語を勉強しようと思い

ましたか」という質問を皮切りに、発表者と学生との間でやり取りを行った。その目的は、

作文に書く題材を探すため、深い部分で自身の日本語教育経験を振り返ってもらうためで

ある。発表者からは、5 年間の日本語学習において具体的にどのような出来事があったのか

を問う質問や、それらの出来事が学生自身とどうつながっているのかと問う質問を投げか

けた。日本語ダイアリーは学生専用のファイルを作り保存した。 
 分析対象となるデータは、学生が書いた日本語ダイアリー・作文・振り返り・発表者の授

業記録である。尚、振り返りは学生がトルクメン語やロシア語で書いたものを日本語に翻訳

した。佐藤（2008）を参考に、①学生は日本語学習を通して何を得たのか、②学生は本実践

をどのような場として捉えていたのかという観点から、これらのデータをコーディング・カ

テゴリー化し分析した。以下、【】は分析から得られたカテゴリーを表す。 
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4. 分析結果・考察 
 分析の結果、学生は日本語学習を通して【日本語・日本文化に対する認識】、【日本語能力】、

【世界とのつながり】、【自身の将来像】、【自身の変化に対する気づき】を得ていたことが分

かった。つまり、学生は日本語学習を通して「言語としての日本語」に留まらない多様な学

びを得ていたと言える。そして、これらは学生個々人の経験と結びついた固有の学びである

とも言える。さらに、これらの学びの多くは学生にとって意味のある文脈で日本語を使用し

た経験と関係していることも明らかとなった。そして、学生は本実践を【日本語学習を振り

返る場】、【自身に合った方法で日本語を書く場】、【日本語を学びつつ自身の考えを表現する

場】、【日本語能力の向上を実感できる場】【日本語学習の意義を認識する場】として捉えて

いたことが分かった。つまり、本実践において自身に合った方法でダイアリーや作文を書き

ながら、日本語学習を振り返りつつ自身の学びを認識・言語化していること、その過程で自

身に必要な日本語を学んだり、日本語学習の意義を感じたりしていたと言える。 
 以上の分析結果から、日本語学習と学習者の「これから」をつなぐ日本語教育を行う際に

必要な視点として次の 3 つ挙げられる。1 つ目は、学習者自身が多様な学びを認識できるよ

うに「言語としての日本語」以外の観点からも学習者の学びを捉える視点である。2 つ目は、

日本語学習を通した固有の学びを学習者自身が認識できるように、様々なリソースを用い

つつ、学びを言語化する支援を行う視点である。3 点目は、多様な学びを生み出すために、

学習者にとって意味のある文脈で日本語を使用できる機会・環境を作る視点である。今後の

課題として、これらの視点を海外で日本語教育に携わる実践者と共有していくこと、これら

の視点をもった教育実践を蓄積していくことが挙げられる。 
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析を用いて―」『海外日本語教育研究』創刊号、pp.31-56 

来嶋洋美・柴原智代・八田直美（2012）「JF 日本語教育スタンダード準拠コースブックの開発」『国際交流

基金日本語教育紀要』8、pp.103-117 
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タン・日本人材開発センターを例として」『国際交流基金日本語教育紀要』2、pp.49-64 
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ポストコロナ時代のオンライン日本語教育 

―中国のブレンディッド・コースを例に― 

戸田貴子（早稲田大学 大学院日本語教育研究科） 

胡偉（早稲田大学 大学院日本語教育研究科 博士後期課程、東北財経大学） 

 

1.はじめに 
 中国では、2020 年 3 月に緊急リモート授業が早稲田大学に先行して開始し、秋学期に対

面授業が再開してもなお、オンライン教育が進化している。本研究では、この背景に中国教

育部による教育政策の影響があることを踏まえたうえで、ブレンディッド・コースに焦点を

当てて分析を行い、ポストコロナ時代のオンライン日本語教育のあり方を考察する。 

 

2.研究目的 
本研究では、新たなオンライン授業形態の中でも、教育現場の状況に合わせて柔軟に対応

することのできるブレンディッド・コースに焦点を当て、「何がどのようにブレンドされて

いるか」（戸田 2019）という観点から分析を行う。研究目的は次のとおりである。RQ1.最
大限の教育効果をあげるために、どのような工夫が施されているのか、RQ2.今後検討の余

地が残されているのは、どのような点か。 
 

3.研究方法 

まず、中国教育部の「国家レベル一流オンライン課程」（「国家级一流线上课程」、2020 年

11 月 24 日発表）に選定された日本語教育関連 MOOC を対象に、構成と内容を整理した。 
1）「大学日本語」西安交通大学（責任者：張文麗、曹紅ゼン） 
2）「実用日本語（上）」南昌大学（責任者：劉テイ） 
次に、中国における日本語教育関連の 41 コースを、1.プラットフォーム、2.講義動画、

3.解説資料、4.小テスト、5.課題、6.ディスカッションボード、7.BBS、8.最終テスト、9.教
師評価、10.学生相互評価という項目に基づき分析した（表 1）。 
 

4.分析結果  

4.1.国家レベル一流オンライン課程 

4.1.1.西安交通大学「大学日本語」 

2018 年 3 月 19 日第一回目開始から 2020 年 8 月 14 日第五回目の終了まで、登録者総数

は 546,675 名であった。 
①講義概要 
本コースは具体的な場面と人物を通して、実際に日本語が運用できるように工夫されて

いる。テーマには学校生活、季節と天気、ショッピング、レストラン、研究室などが含まれ

ている。開講期間は 11週間で、学習時間は週に 3～5 時間である。 
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②到達目標 

 日本語の基礎を築き、日本語の発音、基礎語彙、初級文法を身につける。日本語であいさ

つすることができ、日本で個人旅行できる日本語能力を身につける。日本社会と文化につい

て特徴的なことが分かる。 

③使用教材 

 『新大学日語標準教程基礎篇 1』などを使用。中国大学 MOOC．“大学日本語”．西安交

通大学．＜https://www.icourse163.org/course/XJTU-1002533017＞（2021-3-1） 

④評価方法 

 成績の構成：ユニットテスト 30％、期末テスト 50％、BBS：10％、課題：10％。60 点

以上は合格、80 点以上は優秀となる。 
4.1.2.南昌大学「実用日本語（上）」 

2018 年 9 月 17 日第一回目開始から 2020 年 12 月 6 日第五回目の終了まで、登録者総数

は 99,921 名であった。 
①講義概要 

本コースは仮名と「初対面」「私の家族」「私の寮」「私の一日」「好きな音楽」という 5つ
のテーマから構成されている。各テーマには応用会話、本文、中日文化対照、情景練習、誤

用分析の 5セクションがある。開講期間は 13週間で、学習時間は週に 4～5 時間である。 
②到達目標 

 日常生活の中で使われる自然な日本語を身につける。日常生活に関わる話題について日

本語でコミュニケーションできる。中国と日本の文化の違いが理解できる。 
③使用教材 
『新版中日交流標準日本語』などを使用。中国大学 MOOC．“実用日本語（上）”．南昌

大学．＜https://www.icourse163.org/course/NCU-1002964004＞（2021-3-1） 
④評価方法 

 各ユニットのテストと課題、期末テストの成績から評価する。100 点満点で 60～84 点は

合格、85 点以上は優秀となる。 
4.2.中国の日本語関連 MOOCs 
表 1 中国の日本語関連 MOOCs 

コース名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 開設機関/開設年度 

1.日本語‐自由自在の日本旅 CM，XT，CNMOOC 〇 〇 〇 × × 〇 〇 0 0 暨南大学/2017 

2.日本語と日本文化 XT 〇 × 〇 × × 〇 〇 0 0 清華大学/2017 

3.大学日本語 CM 〇 × 〇 × 〇 〇 〇 0 0 西安交通大学/2018 

4.大学日本語 2（提高篇） CM 〇 × 〇 × 〇 〇 〇 0 0 西安交通大学/2018 

5.日本文化解読 CM 〇 × × × 〇 〇 〇 0 0 電子科技大学/2018 

6.日本語上級視聴 CM，UMOOCs 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 12 0 南昌大学/2018 
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7.実用日本語（上） CM，UMOOCs 〇 △ 〇 〇 〇 〇 〇 6 0 南昌大学/2018 

8.日本語交際機能文法 XT 〇 〇 〇 × × 〇 〇 0 0 北京林業大学/2018 

9.初級日本語 1 UMOOCs 〇 × 〇 × × △ 〇 0 0 北京外国語大学/2018 

10.大学日本語 4（発展篇） CM 〇 × 〇 × 〇 〇 〇 0 0 西安交通大学/2019 

11.大学日本語 3（進階篇） CM 〇 × 〇 × 〇 〇 〇 0 0 西安交通大学/2019 

12.東アジア文化視野における日本言語文化 CM 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 0 12 華東師範大学/2019 

13.第二外国語‐日本語（1） CM 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 0 0 華中師範大学/2019 

14.基礎日本語文法 CM 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 0 0 上海外国語大学/2019 

15.日本大衆文化 CM 〇 × 〇 × 〇 〇 〇 0 0 北京科技大学/2019 

16.日本近代文学史 CM 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 10 0 上海外国語大学/2019 

17.日本近現代文学選読 CM，CX 〇 × 〇 〇 △ 〇 〇 6 0 上海外国語大学/2019 

18.日本歴史と文化 CM 〇 × △ × △ 〇 〇 0 0 山東大学/2019 

19.日本文学史（近代部分） CM 〇 〇 △ △ △ 〇 〇 3 1 北京第二外国語学院/2019 

20.日本と日本文化 CM 〇 × 〇 × △ 〇 〇 0 0 対外経済貿易大学/2019 

21.実用日本語（下） CM，UMOOCs 〇 〇 〇 〇 △ 〇 〇 6 0 南昌大学/2019 

22.中級日本語聴解と会話 CM，XT，UMOOCs 〇 × 〇 × 〇 〇 〇 0 0 大連理工大学/2019 

23.総合日本語入門 CM 〇 △ 〇 × △ 〇 〇 0 0 山東大学/2019 

24.総合日本語実践 CM 〇 × 〇 × × 〇 〇 0 0 吉林大学/2019 

25.日本文化概論 XT 〇 × 〇 × 〇 〇 〇 0 0 南開大学/2019 

26.日本語と日本文化 2 XT 〇 × 〇 × × 〇 〇 0 0 清華大学/2019 

27.実用日本語会話 XT 〇 〇 〇 △ 〇 〇 〇 2 0 清華大学/2019 

28.基礎日本語（一） XT 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 18 0 嶺南師範学院/2019 

29.日本語概論 XT 〇 × × 〇 × 〇 〇 27 0 大連外国語大学/2019 

30.日本近現代文学作品鑑賞 CM 〇 × × 〇 × 〇 〇 6 0 揚州市職業大学/2020 

31.日本社会文化 CM 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 6 0 揚州市職業大学/2020 

32.日本語入門 CM 〇 × × × × 〇 〇 0 0 揚州市職業大学/2020 

33.日本語音声 CM 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 10 1 上海外国語大学/2020 

34.中級日本語文法 CM 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 0 0 上海外国語大学/2020 

35.日本文学概論 XT 〇 × 〇 × × 〇 〇 0 0 西安翻訳学院/2020 

36.日本社会と文化 XT 〇 × 〇 × × 〇 〇 0 0 西安翻訳学院/2020 

37.基礎日本語 1 UMOOCs 〇 × 〇 × × △ × 0 0 大連外国語大学/2020 

38.日本語読解と思考 UMOOCs 〇 × 〇 × × △ 〇 0 0 天津外国語大学/2020 

39.日本語文法 UMOOCs 〇 × 〇 × × △ 〇 0 0 四川外国語大学/2020 

40.日本近現代文学読解 UMOOCs 〇 × 〇 × × 〇 〇 0 0 北京外国語大学/2020 

41.旅行のための日本語 UMOOCs 〇 〇 〇 × × △ 〇 0 0 福建師範大学/2021 
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1.プラットフォーム、2.講義動画、3.解説資料、4.小テスト、5.課題、6.ディスカッションボード、7.BBS、8.最終テスト、

9.教師評価、10.学生相互評価、CM：中国大学 MOOC、XT：学堂在線、UMOOCs：中国大学外国語 MOOC プラット

フォーム、CX：超星、CNMOOC：好大学在線 

 

5.結果と考察 
中国教育部の「国家レベル一流オンライン課程」（「国家级一流线上课程」）を背景に、「新

文科」についての議論が盛んになった 2018 年度以降、オンラインコースが激増しているこ

とが浮き彫りとなった。2020 年 11 月 3 日には正式に『新文科建設宣言』が発表され、教

育方法の改善（ICT利用など）、授業形式の革新（ブレンディッド・コースの実施など）が

各大学に求められており、日本語教育関連 MOOCs が益々活性化することが予想される。 
本研究の分析の結果、以下のことが明らかになった。 
RQ1.教員・学習者間のインターアクションを促進する BBS やディスカッションボード

の活用などの創意工夫が施され、複数のリソースがブレンドされていることが分かった。学

習の進捗を確認し、評価の対象となる小テスト・最終テストが大半のコースに含まれてお

り、独立したコースとして成立する MOOCs ならではの特徴を備えていた。 
RQ2.学生間相互評価を取り入れているコースは 1件のみで、教師評価に依存する傾向が

浮き彫りとなった。教師が評価する側、学生は評価される側という教育観・学習観が反映さ

れており、この点については、今後検討の余地が残されている。 
本研究の成果はポストコロナ時代のオンライン日本語教育を見据え、コースの改善を検

討するうえで、中国以外の国における日本語教育にも示唆を与えうるものである。 
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子どもと日本語教育 

―専門家の養成・研修のあり方を実践から考える― 

川上郁雄（早稲田大学 大学院日本語教育研究科） 

池上摩希子（早稲田大学 大学院日本語教育研究科） 

宮崎里司（早稲田大学 大学院日本語教育研究科） 

福島青史（早稲田大学 大学院日本語教育研究科） 

本間祥子（日本大学 国際関係学部） 

 
1.本パネルの趣旨（川上） 

 日本語教育推進法の施行により、子どもの日本語教育の教員研修・養成に関する社会的関

心と要請が近年高まってきている。文部科学省の調査によると、日本国内における「日本語

指導が必要な児童生徒」数は 5 万人を超えており、学校現場の課題も多い。また海外で継承

語として日本語を学ぶ子どもも増加している。2001 年に設立された大学院日本語教育研究

科（以下、日研）では、当初から日本語を学ぶ子どもを視野に、専門家養成教育を行ってき

た。本パネルは、この日研の 20 年間を振り返り、子どもの日本語教育の専門家養成教育の

意義と課題を検証する。 
 パネリストの川上、池上、宮崎、福島は日研の教員で、日本語教育の専門家養成教育を担

当している。本間は日研で専門家養成教育を受け、子どもをテーマにした博士論文で学位を

取得した後、他大学の教員をしている。日研教員は、日研で担当する「日本語教育実践研究」

を中心に、大人の日本語学習者だけではなく、国内外の初等中等教育レベルの日本語学習者

を想定して、どのような養成教育を行ってきたのかを、自身の日本語教育歴も踏まえて語

る。同時に、これらの若年層の日本語学習者に関わる日本語教育で大切な観点と課題を述べ

る。日研で養成教育を受けた修了生は、日研の養成教育を受けた側の視点から、日研で学ん

だことが国内外の子どもの教育現場に役立つものだったのか、また教育現場で学んだ新た

な知見と課題を語る。 
 以上を通じて、日研で行われてきた、子どもの日本語教育に関わる専門家養成教育の現状

と課題を総括するとともに、これからの専門家養成教育の研究・教育の方向性を議論する。

後半は、会場にいる修了生からも、意見をもらい、さらに議論を深め、日研における養成教

育のあり方を考えるとともに、日本語教育全体における、子どもの日本語教育のための専門

家養成教育の位置付けを検討する。 
 なお、このパネルは、日研設立 20 周年を振り返る記念のパネルとして企画された。 
 
2.「子どもの日本語教育」のための「専門性」とは何か（池上） 

日本語教育において、年少者が明確に「学習者」として認知されたのはいつと考えればよ

いか。政策の観点からは、1990 年の「出入国管理法及び難民認定法」改正があげられよう。

日系人子弟が学校現場に増加し、日本語教育の対象者としての認知度と必要度が上ったと
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いえる。学会誌『日本語教育』では、1994 年刊行の 83号で「年少者のための日本語教育」

をテーマとした特集が組まれている。2021 年に至るまで、学習者の多様化に対応するため

にも年少者対象の日本語教育が構築されてきたのだが、では、その日本語教育を行う主体

（日本語教師、教員、支援者等）はどうあるべきか。そして、かれらが専門家として養成さ

れるためには何が必要か。本発表では、「日本語教育実践研究（1）」をひとつの事例として、

改めて、子どもの日本語教育専門家に求められる専門性について議論し確認する。なお、こ

の実践研究は学習者を年少者に特化したものではない。①教えるために必要な知識を提示

するにとどまらない研修、②「今、ここ」で終わらない研修、この 2 点を強調し、成人対象

と年少者対象の養成・研修に必要な観点と課題について、異なりと重なりを示す。  
 

3.アウトリーチ下に置かれた外国人児童の日本語専門家養成の課題（宮崎） 
 新型コロナウィルス感染症は、各国のガバナンスの弱さを露呈したが、日本語教育でも、

これまでとは異なる新常態的な構えが論議されている。発表者は、これまで、日本語指導の

支援が行き届かない、「アウトリーチ型日本語教育」に注目し、定住・永住外国人、JSL 児

童、夜間中学に在籍する義務教育未修了者などの他、少年院在院者など、外国人未成年が抱

える、日本語インターアクションの課題を検証してきた。本発表では、そうした対象者に対

する日本語教育に携ってきた実践活動を基に、専門家養成の課題や、ステークホルダー（利

害関係者）の役割について、「市民リテラシー」の観点から考察する。あわせて、これらの

実践研究で培ってきた知見や成果を、「社会実装（social implementation）型日本語教育」

の概念を提案しながら、持続可能な、外国人児童の日本語専門家養成についても考えたい。 
 
4.海外の実践から子どもの日本語教育について考える（福島） 

発表者は、1997 年から 2018 年まで、約 20 年間にわたり 6 つの国で日本語教育の活動を

してきた。その間、日研で学び、それぞれの現場に応用してきた。6 つの国での現場では、

子どもを対象にした多様な現場に関わった。ウズベキスタンでは日本から帰国したウズベ

ク人の帰国子女のコース、英国では JFL 教材の開発のために毎週小学校に通った。ブラジ

ルでは日系社会で継承された日本語を、ブラジルの子どもにどう教えるか、学校関係者と議

論した。また、家庭においても、6 つの国と日本で成長した二人の娘のことばの成長に立ち

会った。これらの実践で体験したのは、子どもは、常に教育理論や教師・親の経験を乗り越

え、新しい局面を作るということである。よって、子どもに関わる専門家とは、過去に囚わ

れず、子どもの変化に応じて理論や経験を組み換え、更新できるものとなるだろう。その教

育課程には、この更新が体験できる仕組みが重要となる。 
  

5.学校現場における子どもの日本語教育の専門性をどう高めていくか（本間） 
発表者は、日研にて日本語教育の専門家養成教育を受けた後、国内外の学校現場における

子どもの日本語教育に携わってきた。そのような立場から、日研で学んだことが教育現場で
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どう活かされたのか、また教育現場で学んだ新たな知見と今後の課題について述べる。ま

ず、活かされた点としては、子どもの日本語教育を「子どもの全人的発達を支える教育の一

環」（石井 2009、p.144）と位置づける教育観が養われていたことがある。日本語能力の伸

長のみに終始せず、個々の子どもの置かれた環境や言語文化背景をふまえた教育実践を組

み立てることができた。一方、教育現場での実践を通じて学んだ新たな知見と課題として、

子どもの認知発達や教科教育とことばの教育の関係をどう考え、インクルーシブな教育を

展開していくのかということがある。今後の専門家養成教育においては、そのような点につ

いて教育現場での実践を通じて学ぶことにより、その専門性を高めていくことが重要であ

ると考える。 
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