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オンライン型言語能力評価の多様化とプロジェクト型学習の作品の

電子出版化実践報告

高倉 （林）あさ子、バイアロック知子（カリフォルニア大学ロサンゼルス校）

Report on online assessments in JWL classrooms in the US and the process of 
creation of open educational resources (OERs) 

Asako Hayashi TAKAKURA, Tomoko BIALOCK, University of California Los Angeles  

要旨：本稿では、初めにこれまでの日本語教育におけるオンライン型試験の有効性を論じ

た先行研究を考察する。そして COVID-19 パンデミックが北米の日本語教育にもたらした

影響の中で、授業内容と評価方法の変化に関するアンケート調査の結果を発表する。さら

にこの調査結果と先行研究をもとに、遠隔授業における学習者の言語活動とプロジェクト

型学習の効果を論じ、今後の高等教育における日本語教育のカリキュラムの再構築を提案

する。パンデミック後のニューノーマルに活かすべき、総合的言語力の向上を目指した

「プロジェクト型学習（PBL)」の具体例と PBL の要となるプロジェクトの成果（学習者

の作品）の電子出版化の過程を紹介する。 

キーワード：プロジェクト型学習 (PBL)、 オンライン評価、Open Education Resources

1. はじめに

2020 年の COVID-19 パンデミックにより、全米の大学は 2020 年 3 月からキャンパスを

閉鎖し、遠隔授業となった。その直後から、全米の日本語教師会で ZOOM を授業で使用

するための勉強会や教師間でオンライン教材を共有するサイトの紹介などが活発に行われ

るようになった。各地の勉強会で、最もよく出た質問は「従来の対面授業で行っていた教

室内活動や試験・評価をどのように遠隔授業で同じようにできるか。」というものであっ

た。この問いに、パンデミック以前からオンラインによる遠隔授業や評価をおこなってい

た日本語教育者の有志が「オンラインによる遠隔授業の実践例」を紹介し、従来の筆記試

験では測れなかった包括的な言語評価を提唱している。また全米日本語教育学会(AATJ)

が COVID-19 パンデミックの影響の実態を把握するための調査を行い、結果を発表した。

筆者は、この全米調査の前後に、北米一地域の日本語教師を対象とした教室内活動と評価

方法の変化に関するアンケート調査を実施した。

 「オンライン型テストの可能性と妥当性」「オンライン型口頭試験の開発とこれまでの

歩み」を先行研究として�分析した結果、「プロジェクト型学習（PBL)」が包括的な日本

語力の向上に有効であるという考えに至った。PBL で重視される成果の可視化のため

に、図書館司書との協働作業で学習者の作品を電子出版することにした過程を通し、現場

教師に必要な基礎知識の重要性も論じたい。
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2. 先行研究

北米の高等教育における外国語としての日本語教育では 90 年代初頭からコミュニカ

ティブアプローチが取り入れられ、日本語学習者は『モデル会話』を通して語彙、文法、

話の型などを学習することが一般的となった（Geyer, 2010）。北米の教育現場では

American Council on the Teachers of Foreign Languages (ACTFL)が外国語学習者の口頭能力

評価のガイドラインを 1986 年に発表し、90 年代初頭から学習の熟達度を筆記試験で測ら

ず、何が実際にできるようになったかを測定する評価の有効性が論じられていた（Linn 

etal, 1991）。しかし外国語教育の現場では、日本語も含め、依然として文法中心の筆記式

の試験で学習者を評価することが主流であった（Backman & Palmer, 2010）。筆記式の試

験では学習者の「手書き」による文字習得を測ることが容易であったが、このような従来

の筆記試験による評価法は学習者の「記憶力」を測るという点では有効だが、総合的なリ

テラシーの熟達度を測る上で、既習の単語や文字（漢字など）を正しく使用し、目的に合

った文章を産出する能力を測る上では様々な課題があった。

Hayashi et al（2003)は Web-base(オンライン）型と筆記式の日本語試験の結果の相関関

係を基にオンライン型言語試験の妥当性と有用性を論じた。この研究では Backman & 

Palmer(1996)の理論的枠組みを採用し、オンライン型の試験がより実生活でのタスク遂行

に近い形で提供できるような方法を提案していた。

高倉（2012)は従来の印刷型の試験の問題点と限界を指摘し、オンライン型日本語試験

の自動採点と印刷型の試験結果との相関を量的分析した結果、両試験の結果の相関が強い

場合、利便性の高いオンライン型試験を有効活用するべきだと主張している。さらに高倉

（2015）は Learning Management System (LMS)と共に開発された PoodLL を使用したオン

ライン型口頭試験の実践報告の中で、より妥当性の高い口頭試験の実施に向けてオンライ

ン型の口頭試験の具体例を紹介している。全米外国語教育協会（ACTFL)は中等教育（5

年生から 12 年生）のためのオンライン型口頭試験、Assessment Performance toward

Proficiency in Languages (AAPPL)を開発し、日本語試験も 2018 年より施行されている。

これまでにも学生数が多い州立大学の外国語科ではオンライン型の試験やハイブリッド

型の授業形態が開発されていたが、高等教育では「オンライン授業」の実施に反対する声

も多く COVID-19 のパンデミック以前にはオンラインによる外国語学習は大学の授業では

あまり普及していなかった (Tohsaku, 2021)。その反面、ここ数年は、従来の対面での講

義は教室外で予習し、教室内では学習者が知識を実践に移し積極的に言語活動をおこなう

よう反転授業のスタイルが推奨され始めていた(Bergman & Sams, 2012）。 

全米日本語教育学会(AATJ)と国際交流基金ロサンゼルス日本文化センター（JFLA）が

2021 年 2 月におこなったパンデミックがもたらした影響についての実態調査の結果によ

ると、大学レベルの遠隔授業ではオンラインによる同期型の授業をおこなった大学は

40.3%で非同期型と同期型の組み合わせで授業をおこなったのは 21.8%で合計 60％ほどの

大学の日本語コースは対面ではなく遠隔で授業をおこなっていた。パンデミック以降も履
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修者数が減少していないという回答は大学レベルで 72％（すべて同期型）から 89％（同

期・非同期型の組み合わせ）と高い割合で、パンデミック禍でも全米で日本語を履修する

学生数が維持できていたようだ。遠隔授業が学生の学習にどのように影響を与えたかに関

しては、パンデミック以前と変わらないという回答が大学レベルでは 48.4%、低くなった

という回答が 42.7%だったということだ。大学レベルで学生の学習レベルが低下したと回

答した中で、話す力(speaking)が下がったという回答が 48.6%で最も高かった（Saito-

Abbott, Mori, Takehara 2021）。 

 これらの先行研究から、COVID-19 パンデミック前後により、授業形態や評価方法が急

激に変化する中で、これまで以上に総合的な言語能力評価が急務であることがわかった。 

 

3. 言語能力評価方法の調査 

3.1 調査手順と参加者 

 2020 年の COVID-19 パンデミック前後のオンライン型言語評価の実態を把握するた

め、2020 年 5 月と 2021 年 5 月に、アメリカ西海岸地域で開催された日本語教師を対象と

した勉強会の参加者にアンケート調査を実施した。アンケートは各回、50名程度の参加

者に Google Form を送り、回収率は約 50％であった。2020 年 5 月の回答者は 24名で

2021 年 5 月の回答者は 27名であった。2020 年と 2021 年の勉強会の両方に参加していた

参加者は 6名いたが、この 6名の 2回目の回答はデータには含まれていない。 

 

3.2 調査結果 

 アンケートの質問 10項目のうち、5 問は「はい」か「いいえ」の二択式で 5 問は複数

回答を可能にした選択式であった。さらにアンケートの最後に自由回答式で「コロナ禍の

授業のオンライン化で問題になったことや解決法など」を共有できる問いを設けた。結果

は以下の表にまとめたが、オンライン授業が始まったばかりの頃（2020 年 5 月）と 1 年

余りが経過した時期（2021 年）では回答に大差がなかったため両結果を累計し表した。 

 

表 1：アンケート結果（二択式） 

二択式質問事項 (N=45) 回答（はい） 回答（いいえ） 

1 オンライン授業になって授業内容を変えた 34 11 

2 オンライン授業で授業参加度が低くなった 29 16 

3 オンライン授業で試験の方法を変えた 44 1 

4 オンライン授業で準備時間が増加した 43 2 

5 オンライン授業で採点時間が増加した 38 7 
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表 2：アンケート結果（複数選択式） 

選択式質問事項  (N=45) 選択項目 

授業内容の変化で少なくなった活動は何か 

（複数回答可） 

話す  聞く 読む 書く 

30 11 23 11 

試験方法の変化（自由回答もあり） 試験監督の有無 紙からオンライン 

42 28 

試験方法の変化で正しく評価できなくなっ

た項目は何か（複数回答可） 

口頭 聴解 文法 漢字 

23 9 37 41 

オンライン授業になり準備に時間がかかる

ものは何か（複数回答可） 

教案 宿題 動画 技術 

27 22 26 39 

オンライン授業になり、採点時間が増加し

た項目は何か（複数回答可） 

口頭 作文 漢字 語彙 

18 27 10 8 

 

 授業が対面から遠隔（オンライン）に移行し、授業内容を変更したと回答した中で、具

体的には進度を緩めたり、授業内での口頭練習の時間を減らしたりしたという報告があっ

た。また教室内と異なり、試験監督が困難であることから従来の教室内でおこなっていた

単語や漢字の小テストは、時間制限を決めてオンラインで行うなどの変化が報告された。

口頭試験に関しては、北米の外国語としての日本語教育では全米外国語教師会（ACTFL)

の言語運用能力ガイドラインを使用し、個別インタビューで言語運用能力を測る方法を評

価に取り入れている実践例がパンデミック前からあった。従来は対面で、教師と学習者が

１対１で対話する方法が主流であったが、遠隔授業に移行してからは ZOOM などを利用

して比較的、簡単に移行ができたようだ。しかし前述の通り、手書きによる筆記試験で学

習者が記憶してきたものを時間内に回答する形式の小テストは、試験監督がいない遠隔授

業の場では、従来と同じようにできないという意見が現場教師から多く出された。遠隔授

業が始まった当初は Respondus 等のオンライン上試験監督システムの導入を検討したプロ

グラムもあったようだ。しかしプライバシー保護の問題から、実際に導入し活用している

報告はほとんどなかった。遠隔授業の期間中は、学生の評価を可・不可(Pass/Non Pass)の

２段階にするなど評価の緩和を推奨した大学もあったと報告された。そのような状況下�

で、どのように学習者の学習意欲を維持し、総合的な言語能力を高めるべきかを模索する

コメントがアンケート内にも見られた。 

 

4. プロジェクト型学習(PBL)の実践例と評価方法 

4.1  COVID-19 パンデミック以前のプロジェクト型学習 

 筆者の所属大学では初級学習者のクラス内活動として、既習事項を用いて会話するグル

ープ口頭発表やプロジェクト学習が行われていた。学習者は授業が非対面になる以前か
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ら、PBL の活動では Google Doc やテキストチャットを利用し、教室外でも日本語による

言語活動を自主的におこなっていた。PBL の中上級レベルの活動として 2018 年秋学期と

2019 年冬学期に「リレー小説」プロジェクトを試行した。リレー小説を学生に書かせる

ことにした背景には日本語学習者の読解力と現存の出版物とのギャップを埋めるという目

的があった。筆者の所属大学には日本語の多読コレクションがあり、1000冊以上の蔵書

がある。日本語学習者は通常の授業内で扱われる読解教材以外に図書館で自由に多読がで

きる環境であった。しかし 4 年目の上級読解クラスに登録した学生の多くは言語能力と認

知能力のギャップから「読みたい本が読めない」というジレンマがあった。そこで学習者

が自分の言語能力に見合った文体、語彙を使って小説を書き、お互いに読み合うことによ

って読解能力を高め、日本語での読書に親しめることを目的としたプロジェクトを考え

た。このプロジェクトはすべて教室外活動としておこなわれたが、グループプロジェクト

であるため、学生同士はオンライン上でプロジェクトを遂行した。完成された作品は次年

度の学生の見本として印刷し、図書館の多読コレクションに加えてもらえるよう相談した

ところ、図書館司書の協力のもと、電子出版が可能となった。

4.2  COVID-19 パンデミック以降のプロジェクト型学習 

前述のプロジェクトの作品は COVID-19 パンデミックでキャンパスが閉鎖される以前に

電子出版されたが、結果的にこの出版形態は図書館で多読ができない環境下でもアクセス

が可能であったため非常に有益であった。筆者の所属大学は 2020 年の春学期の直前から

オンラインによる遠隔授業が開始され、2020−2021 年度の授業は 1 年間すべてオンライン

で行われた。2020 年の春学期は最終学期であり、初級、上級ともに期末プロジェクトが

計画されていた。当初は ZOOM による授業でのマイクやカメラの使用、さらに学習者の

居住地との時差によるグループ活動の困難さなどが懸念され、グループプロジェクトが遂

行できるかどうかが不確かであった。しかしオンラインによる遠隔授業になる前から、学

生はグループ内で最適のコミュニケーション方法を確認し合い、時間を決めてプロジェク

ト活動をおこなっていたことから、教室外活動が中心となるプロジェクトは COVID-19 パ

ンデミック禍でも可能であると判断した。初級の学年末プロジェクトは対面授業の時と変

わらず「アニメ・ドラマ吹き替えプロジェクト」を試行した。学生は遠隔で各々が自分の

役を演じる必要があることから、音質や編集技術は評価の対象としないとして制限のある

状況下�で最善を尽くすように指導した。このプロジェクトワークは遠隔にいる学生間のつ

ながりが強化でき、学生からの評価も高かった。上級のクラスはスピーキングに特化した

クラスであったため、小説ではなく脚本を書くプロジェクトを行なった。

2020−2021 年度では初級で「宮崎駿のスタジオジブリ絵カードを使用して教材を作るプ

ロジェクト」と「アニメ・ドラマ吹き替えプロジェクト」を行なった。上級クラスでは前

年度に引き続き「ドラマ脚本制作プロジェクト」を行なった。前年度の経験とアンケート

結果をふまえ、プロジェクト型活動をカリキュラムに多く取り入れた。オンライン上で学
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生同士が協働作業をおこないやすいプロジェクトとデジタル教材として将来の学生に役立

つものを制作するプロジェクトを通し、学習者の遠隔授業への積極的参加を促した結果、

学習効果が上がり、満足度も高い結果となった。 

 

4.3 プロジェクト型学習(PBL)の評価 

 文法や語彙の学習を主目的とした授業では、筆記試験が成績の大部分を占め、プロジェ

クト型のアクティビティは評価の対象にしない傾向があった。また口頭試験やパフォーマ

ンス評価は採点者間信頼性が問題となることがある。日本語教師の勉強会では常に PBL

の成果（作品）をどのように評価しているかという質問があった。また作品を出版するに

あたり、教師がどこまで添削するかという質問もあった。PBL では学習の過程を評価

し、学習者が自主性を持ってタスクを遂行していく課題が必要となる。教師はその過程を

観察し、学習が促進されるよう個別指導をしながらプロジェクトを進めていく。PBL が

単なる課外活動とならないよう採点基準をシラバスに明示し、数回の個別指導を授業内活

動に入れることにより、質の高いプロジェクト活動が可能となった。 

 

5. プロジェクト型学習(PBL)の作品の電子出版化 

 言語教育でプロジェクト型学習の実践を行なっている例は数多く、日本語教育でも学生

の作品を学部や教員個人のホームページ(HP)で紹介している例を見つけることができる。 

このような個人レベルでの電子出版は容易ではあるものの将来的に教材としての使用を考

慮した場合にはふさわしくないと考えた。そこでプロジェクト型学習で最も大切な要素の

一つである「学習者の所有権の認識」に重点を置き、正式に出版できる方法を模索した。 

 前述のように筆者の所属大学は東アジア研究専門の図書館があり、日本人司書である筆

者が、日本学研究だけでなく日本語学習者のための書物の選択を行い、日本語多読文庫を

設立した。当初の学生の作品の出版の目的は、将来の日本語学習者が自分のレベルに合っ

た小説を楽しみながら読めるようにすることであった。そこで多読文庫に学生の作品を加

えようと企画し、Open Education Resources (OER)を専門とする司書の協力のもと、電子出

版が可能となった。OER は教育に関するコンテンツを共有することを目的としている。

OER は教育に関する資料を無料で誰でも利用でき、ライセンスの下で再編成や再配布も

可能である。本稿で紹介した日本語学習者による「リレー小説」は Creative Commons 

(CC) License の 6種類の利用条件のうち、CC BY-SA（表示―継承）を選択した。これ

は、利用の際に原作者のクレジットと改変後の作品を同じライセンスでの公開することを

条件とするものである。このライセンスが提示された承諾書により、作者である学生は自

分たちの作品が他者に共有されることを正式に承諾し、また図書館が作者に代わって作品

を出版する権利を有することになった。学生の作品の中には本人が制作していない写真や

挿絵が使用されていたが、それぞれの作品を自分の著作として出版するに当たり、本人が
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作成したものに差し替えた。 この過程を経て、筆者の所属大学のレポジトリーサイトに

掲載することにした。 

 この一連の作業の過程で、卒業後の学生からの承諾書を得ることが非常に難航したた

め、翌年の「脚本プロジェクト」を取り入れた授業では司書が学生に 30分の講義をおこ

なった。講義の内容は著作権の重要性、大学の図書館から正式に出版するために必要な書

類（承諾書）やパブリックドメインの定義であった。学生はプロジェクトで作成した作品

が将来、出版される可能性があることを理解し、コース終了時までに承諾書を提出した。

この「リレー小説集」は 2021 年 6 月現在、1000件余りの閲覧数があり、200件ほどダウ

ンロードされている。今年の秋には「グループ脚本集」の出版も予定している。 

 

6. まとめ 

 アメリカの新型コロナ国家非常宣言が発令されてから 15ヶ月間、オンラインによる遠隔

授業が続く中、筆者の所属大学では、日本語学習者数は増加し、授業内外活動はそれまで

の対面授業と同じ進度と課題の量で遂行された。学生のコースの評価は全体的に非常に高

く、中でも学生同士のつながりが持てたとしてプロジェクト活動は高評価であった。遠隔

授業に移行した直後は、技術面の知識の不足や学習環境の困難さなどにより、進度を緩め

たり、試験回数を削減したりするべきかという議論もあった。しかし通常の対面授業で行

われていたことをそのままオンラインに移行するよりは、オンライン授業の利点を活かし

た課題やプロジェクト型学習と総合評価を取り入れることにより、COVID-19 パンデミッ

ク以降のニューノーマルでも持続すべき言語教育の方向性が見えてきたと言える。 
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ライティングの評価再考 

機械と人間の役割と今後の教育支援  

伊集院郁子（東京外国語大学）、小森和子（明治大学）、安高紀子（明治大学）、  

髙野愛子（大東文化大学）、李在鎬（早稲田大学）  

 

Rethinking Writing Assessment: Role of Human and Machine Raters and 

Future Writing Supporting Tools 

Ikuko IJUIN, Tokyo University of Foreign Studies Kazuko KOMORI, Meiji University  

Noriko ATAKA, Meiji University    Aiko TAKANO, Daito Bunka University    Jae-ho LEE, Waseda 

 

要旨：客観的かつ効率的に言語能力を評価するために、ICT は有用なツールとなり得るが、

日本語教育における作文評価は人間による主観的評価が主流であり、機械による自動評価

が利用される機会は少ない。本パネルでは、作文評価における機械と人間の役割について

検討することを目的に、jWriter による作文評価と言語習熟度との関連性、教師用評価ルー

ブリックの開発と課題、学習者主導型評価の特徴、学習者用チェックリストを用いた自己

修正の 4 つの話題提供を行い、オンライン授業による日本語教育が主流となりつつある中

で、今後どのような作文教育・学習支援ツールが期待されるのかについて議論したい。  

 

キーワード：ライティング評価、機械評価、ルーブリック評価、教師評価、学習者評価  

 

1. パネル発表の趣旨  

 ライティング能力は、日本語学習者の総合的な日本語運用能力を測るための有力な指標

の一つであり、日本留学試験においても「記述」が課されている。作文評価は教師による

評価が主流であるが、人による評価は、評価者の属性やビリーフ、個人の心身の状態等に

左右されるため、教師の負担を減らし、客観的な指標に基づく評価を可能にする方法とし

て、機械評価が注目されている。大学入学共通テストへの記述式問題の導入に関する議論

の中で、南風原（2019）は記述式問題を大規模な共通テストで行うには、ある程度納得の

いくような自動採点が条件であると述べており、機械評価への期待は今後も高まることが

予想される。また、Covid-19 の影響で日本語教育のオンライン化も急速に進んでおり、場

所や時間の制約なく利用できる作文教育・学習支援ツールの必要性も高まっている。 

 このような状況において、機械と人による作文評価はどうあるべきか、どのような支援

ツールが有用かを検討することには意義があると考える。本発表では、4 つの事例報告と

参加者との意見交換を通し、今後の作文評価および教育・学習支援のあり方を模索する。 

 

2. 報告① jWriter による作文評価と言語習熟度（李在鎬・小森和子）  

2.1. 研究背景 
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日本語学習者作文評価システム jWriter (https://jreadability.net/jwriter/)は、日本語学習者が

書いた作文の文章の難易度を、計量テキスト分析の手法を用いて自動評価するシステムで

ある（李他 2019）。難易度の判定には、文字数、文数、段落数、異なり語数、語種別語彙

数、レベル別語彙数、語彙の多様性、一文の平均語数等の 39 種の多様な言語統計量が用い

られている。また、これらの統計量を用いて推定された作文能力の評定値、およびこの評

定値を基にした評価ガイドラインという 5 段階評価（入門～超級）もフィードバックされ

るように設計されている。なお、作文能力の評定値の推定のための学習データとして「多

言語母語の日本語学習者横断コーパス（International Corpus of Japanese as a Second Language: 

I-JAS）」を使っている(Lee&Hasebe 2020)。 

筆者らのグループは、jWriter の評価と教師の評価の関係性を検討するべく、学習者が手

書きで書いた作文（N=30）に対して、教師 3 名が包括的評価、および「内容」、「構成」、

「言語」、「誤用」の項目別評価を行った後、jWriter による機械評価を施したところ、jWriter

の評定値は、教師による包括的評価と項目別評価の「言語」との間で、正の強い相関が示

されたが、「内容」、「構成」、「誤用」とは無相関であった（小森他 2018）。jWriter の作文評

定値が「言語」と相関があることが確認できたので、言語知識の産出的側面を見る作文科

目の評価に活用できると考え、筆者の教育機関（明治大学）のオンライン・プレイスメン

ト・テスト（以下、OPT）に jWriter で評価する作文科目を加えることとした。それまで、

OPT は多肢選択式の文字語彙、文法、読解で、言語知識の受容的側面のみを測定しており、

採点に時間と労力がかかることから、作文の導入に躊躇していたという背景がある。 

そこで、本発表では、これらの言語テストの得点と jWriter により判定された作文評定値

がどのような関係になっているのかを検討するべく、受験者のデータを分析した結果につ

いて報告する。  

 

2.2 調査 

2.2.1 調査概要 

分析対象は、2018 年 3 月から 2020 年 9 月の間に OPT を受験した 52 名のデータである。  

OPT の文字語彙、文法、読解は、それぞれ 50 問、38 問、16 問から成っている。文字語

彙と文法は JLPT の N5 から N1 相当の難易度の項目、読解は N3 から N1 相当の難易度の

文章である。また、作文は、文字語彙、文法、読解の 3 科目において N3 相当以上の能力

があると判定された者のみが受験対象である。作文では「教科書はデジタルブックにする

べきだという人がいます。反対に、教科書は今のまま印刷した本の方がいいという人もい

ます。あなたはどちらの意見に賛成ですか。理由や根拠を示しながら、自分の意見を書き

なさい」という課題で、辞書等は参照せずに 30 分以内でコンピュータ上で執筆した。  

 

2.2.2 調査結果 

 OPT3 科目の平均点は、文字語彙 34.88 点（50 点満点）、文法 25.88 点（38 点満点）、読
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解 8.90 点（16 点満点）、3 科目合計 69.67 点（104 点満点）であった。また、作文の文字数

や語数等の代表的な言語統計量を jWriter で求めたところ、1 編あたり平均 400 文字、約 250

語で書かれており、作文評価レベルは中級から上級であることがわかった。 

次に、3 科目の得点と作文評価値との相関の有無を確認したところ、いずれも正の相関

が認められ[文字語彙 r=.619, df=52, p<.001，文法 r=.581, df=52, p<.001，読解 r=.468, df=52, 

p<.001，合計 r=.618, df=52, p<.001]、特に、文字語彙との相関が強いことがわかった。これ

は、jWriter の判定が文字や語を中心とした統計量に基づいていることによるものと考えら

れる。また、jWriter が判定した評価ガイドラインでは、初級 3 名、中級 29 名、上級 20 名

となったため、初級の 3 名を除いた中級と上級の 3 科目の得点差を確認したところ、こち

らも統計的に有意であった [文字語彙 t(47)=2.632, p<.05, 文法 t(47)=2.662, p<.05, 読解

t(47)=2.462, p<.05，合計 t(47)=2.851, p<.01]。以上のことから、jWriter による機械評価は、

文字語彙、文法、読解等の総合的な言語知識や能力の推定に有用であることが示唆される。  

なお、言語統計量を詳細に見てみると、多くの項目において上級が中級に勝っているも

のの、接続詞、代名詞、助動詞、形容詞、連体詞等においては差が認められなかった。接

続詞は作文の段落間の構成を明示するディスコース・マーカーとして有用であり、形容詞

や連体詞は豊かな描写に用いられる品詞である。また、ヴォイスやモダリティに関わる助

動詞なども、書き手の視点や態度が現れる重要な言語形式であり、論点の一貫性や主張の

強さが反映される。このような言語形式が作文評価レベルに大きな影響を与えないという

点を考慮すると、作文の構成、内容、日本語の豊かさ等の側面においては、機械評価では

なく、経験を積んだ教師による評価が必須である可能性が示唆されよう。すなわち、機械

評価と人間による評価を住み分け、それぞれの特性を生かし、かつ効率的な評価のあり方

考えていくべきであろう。  

 

3. 報告② 作文評価ルーブリックの開発と課題（伊集院郁子）  

3.1 研究背景 

 機械は人間と異なり、処理性能を落とすことなく大量の言語情報を正確に測定できるた

め、人間による評価と比べて信頼性は高いが、妥当性の観点からは問題視されることもあ

る。そのため、現段階では、入学や卒業に関わるハイステイクス・テストにおいて、作文

のようなパフォーマンス評価を機械評価のみで行おうとする動きは見られない。  

 一方で、人間による評価は、時間的、労力的な負担があり、評価結果が主観に左右され

やすいという問題があるが、近年、これらの問題を軽減しつつ、さらに学生への教育的フィー

ドバックを効果的に行う方法の一つとして、ルーブリック評価が注目されている。日本語

教育においても教育実践等の知見が蓄積されつつあるが、ルーブリック開発は担当教員の

経験や内省に基づくことが多い。本節では、日本の大学教員による作文評価の実証的研究

に基づいて開発したルーブリックの報告を行い、今後の課題と発展の可能性を検討する。 
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3.2 ルーブリック開発の手順  

 スティーブンス他（2014）によると、ルーブリックは課題、評価尺度（達成レベル・成

績評価点）、評価観点（課題が求める具体的なスキルや知識）、評価基準（具体的なフィー

ドバック内容）からなる。本研究では、評価尺度には大学教員による 5 段階評定値、評価

観点には大学教員が執筆した評価コメントから抽出したコード、評価基準には評価コメン

トに特徴的な語や表現を利用し、以下の手順で、現実の評価を反映したルーブリックの開

発を目指した。  

①日本の大学で 3 年以上の教育経験のある教員 44 名から、日本留学試験の「記述」と同じ

タイプの作文 30 編に対する評価データ（5 段階評定値と評価コメント）を収集した。  

②評価コメントを意味的なまとまりでコード化し、主要 4 コードと作文のレベルや執筆者

の母語との関係をコレスポンデンス分析によって明らかにした。（伊集院他 2020） 

③評価コメント（「良い点」40,242 字、「悪い点」64,815 字、計 105,057 字（65,088 語））か

ら抽出した評価観点の全体像の分析および評定値 1 から 5 の作文各 3 編に対する評価コ

メント（計 18680 字、740 文）の共起ネットワーク分析を行った。（Ijuin,2020） 

④上記の分析結果を参考に、以下の 3.3 に示す方針でルーブリックの原案を作成し、研究

メンバー3 名で 6 編の作文のルーブリック評価を行った。評価が一致しなかった点につ

いて、評価基準の文言のわかりにくさの解消や評価尺度の調整を行い、再度評価を行う

プロセスを繰り返して最終版（伊集院・髙野 2020, pp.162-163）を完成させた。  

  

3.3 評価観点の選定と評価基準の作成  

 上記 3.2 に記載した手順②③の分析結果から、評価観点として【内容（論旨、立場、根

拠、状況把握、譲歩、反論、問題提起）】、【言語（表現力、文体、文法、語彙、接続、表

記、誤用）】、【構成（段落間、段落内、バランス、立場、根拠、状況把握、譲歩、反論、

問題提起）】、【形式（文字数、原稿用紙、書字、句読点）】、【題】、【書き手】、【読み手】が

浮かび上がった。ルーブリックは実用性を備える必要があるため、評価観点は 6 つか 7 つ

が最大というスティーブンス他（2014, p.4）等を考慮し、以下のような方針を立てた。  

・ 【内容】【言語】【構成】【形式】のカテゴリーに属するコードが全体の 88.4％を占め

るため、これらを主軸に設定するが、【内容】と【構成】は密接に関連し合うため、

教育利用を目的とするルーブリックで厳密に切り分けることはせず、【内容構成】と

してまとめる。さらに、【構成】の下位コードはまとめて「論理構成」とする。  

・ コード数の最も多かった「根拠」はそのまま評価観点として立て、「根拠」に続いて

多かった「論旨」と「立場」をまとめて「主張」という評価観点とする。  

・ 【言語】は着眼点ごとに細かく立てるのではなく、「文法」「語彙」「表記」などの

「正確さ」と「表現」「文体」などの「適切さ」に大きく二分して立てる。  

・ 【形式】は下位分類を設けずに一つにまとめる。また、「題」「書き手（の意欲）」「読

み手（に対する意識）」は「その他」に入れ込み、加点または減点対象とする。  
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評価基準に関しては、以下に例示した大学教員の評価コメントのうち、上記の手順③の

共起ネットワーク分析で抽出された語（下線の語）や評定値の高低に関わらず出現してい

た客観性や独創性に関連する表現（ の表現）を取り入れることとした。また、初めに完

成させた「3」（「ふつう」）の記述は、評定値「3」の評価コメントに散見された「箇所」「一

部」「ところ」等の表現を用い、問題点が局所的に存在することを指摘する評価基準とした。  

 

<評価基準の参考とした大学教員の評定値と評価コメントの例> 

5 点：主張の根拠が明確であり、説得力がある。論理構成・言語表現ともに非常によくできている。 

4 点：構成がわかりやすく、性質の異なる理由を 3 つ挙げられたのがよかった。 

3 点：独創的な反面、主張がやや主観的になっており、そう思わない人を納得させる根拠に乏しい。  

一部接続詞が不適切で、結束性に問題がある箇所がある。日本語が比較的分かりやすい。 

2 点：語彙や文法に不正確なところがある。話し言葉の使用、文体が不統一、タイトルが平凡。 

1 点：語彙・表現・文法が不正確である。根拠が主観的で、信頼性に欠ける。字数が少ない。  

 

3.4 成果物の特徴と今後の課題  

 このような手順・方針で作成したルーブリックは、与えられた課題に対して主張（意見・

立場・提案など）を根拠を挙げて論理的に伝える文章に関し、日本の大学に入学する留学

生がどのような力を備えておくべきかを示している。評価観点は【内容構成（「主張」「根

拠」「論理構成」）】、【言語表現（「正確さ」「適切さ」）】、【形式】、【その他】から成り、これ

までのライティング評価の観点を踏襲する結果となったが、5 段階の評価尺度（「5:すばら

しい」「4:よい」「3:ふつう」「2:もう一歩」「1:がんばれ」）の評価基準等が大学教員による実

証的な評価データに基づいて開発された点に特徴がある。  

一方、本ルーブリックは学習者にとって難易度の高い日本語表現で記述されており、英

訳版（Ijuin,2020）も備えてあるものの、現状では主として教員用ツールとして位置づけら

れる。今後、教員の評価結果（点数や評価コメント）を添えたサンプル作文をルーブリッ

クに添えて提供することで、実例に基づいて作文の改善方法を検討するリソースとして学

習者の利用にも供することができるのではないかと考えている。また、大学入学後の作文

評価はレポート評価が中心となるため、本ルーブリックにテーマ設定や引用の適切さ等の

観点を加え、レポート評価用のルーブリックを開発することも課題である。  

 

4. 報告③ 論証型レポートに対する学習者の自己評価・ピア評価（安高紀子） 

4.1 研究の背景  

 教育評価において、近年、学習者が主体となって行う学習者主導型評価が注目されてお

り、学習の進度や達成度を判断するための形成的評価として実施されている。学習者が自

分自身に対して行う自己評価は、学習成果の進捗状況や達成度の評価を促す（バークレイ・

メジャー2020）とされている。日本語教育においても、自己評価や学習者が相互に評価す
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るピア評価などが取り入れられており、トムソン木下(2008)は、自己評価の有効な利用は利

点が多いとしながらも、学習者自身が自己評価能力を信頼していない場合や馴染みがない

場合、成果が上がらないと指摘している。また、市嶋（2009)によると、相互的自己評価活

動に対して、学習者は評価の意味付けという点では意義を見出しているが、「学生は評価す

る力がない」などの不満も同時にあるという。 

このように、学習者主導型評価は学習の進捗や達成度を振り返る機会となる一方で、評

価の能力に関する懸念もある。学習の途上にある学習者が自己を振り返り、適正に評価す

ることは容易ではないだろう。西岡他（2015）は、他者の具体的なテストや作品に対して

評価する経験が、目標である評価基準の理解を促し、学習を評価するメタ認知能力の育成

につながると述べており、他者に対して行うピア評価は評価能力を養う有効な手段である

と考えられる。そこで、本節では、自己評価とピア評価に焦点を当て、学習者がどのよう

な評価を行っているのか現状を探ることを目的とし、自己評価とピア評価の一致率を指標

として分析を試みた。  

 

4.2 調査概要  

 分析を行ったのは，筆者が担当した学部留学生 1 年生の文章表現（2020 年度秋学期）

の授業で学生が作成した論証型レポートに対する自己評価とピア評価（1 回目 37 名、2 回

目 38 名）のデータである。学生が自己修正するためには、観点毎に尺度段階の特徴が記

述されたルーブリックよりも、チェックすべき点を一覧にした形式の方が利用しやすいと

考えたため、本研究では大島他(2005)のレポ―トチェックシートを基に、評価欄とコメン

ト欄をつけたチェックリスト形式の評価シートを作成し、それを使用した。評価シートの

評価の観点は【説得力】【読みやすさ】【明晰さ】【文・語句・表記】【引用の適切性】の 5

つから成る。各観点には、チェック項目が 3～5 項目記載されている。例えば、【説得力】

の観点には「主張の展開は適切で説得力があるか」「信頼できる情報やデータを集めてい

るか」などのチェック項目がある。評価は、ABCD の 4 段階とし、観点毎にチェック項目

を参照し、達成度が 80%以上は A、70%以上は B、60％以上は C、60％未満は D と評定す

ることとした。  

 自己・ピア評価の手順は次の通りである。①各自が作成したレポートに対して自分で評

価を行う（自己評価）。次に、授業中のピア活動において、②お互いに相手のレポートを

読んで評価を行い（ピア評価）、③口頭でレポートに対するコメント、評価のフィード

バックを行う。その後、④各自、レポートを見直して自己修正する。翌週、自己修正した

レポートに対して、再び①～④を行った。これを合計 2 回実施した。  

 

4.3 結果と考察  

自己評価とピア評価がどの程度一致しているか、観点毎に重み付けカッパ係数により、

一致率を算出した。  
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まず、1 回目の評価では、最も一致率が高かったのは【説得力】で、κ＝.438 であっ

た。その他の 4 つの観点では、【引用の適切性】κ＝ .305、【明晰さ】κ＝.265、【読みや

すさ】κ＝.262、【文・語句・表記】κ＝ .220 であった。次に、2 回目の評価では、一致

率は、【説得力】κ＝.475、【引用の適切性】κ＝.475、【文・語句・表記】κ＝ .392、【読

みやすさ】κ＝.389、【明晰さ】κ＝.183 であった。  

これらの結果から、自己評価とピア評価の一致率は 1 回目も 2 回目も全体的にはそれほ

ど高くはないことがわかった。しかし、観点によって、一致率には差が見られた。【説得力】

は 1 回目 2 回目とも最も一致率が高く、学生は他の観点に比べ、到達段階を適切に判断し、

評価できていると考えられる。一方で、【明晰さ】は 2 回目の評価では他に比べ、一致率が

低かった。その要因として、学生はこの観点のチェック項目があまり理解できておらず、

評価の難易度が高かったと推測される。例えば、【明晰さ】には「主張には妥当な理由と証

拠があるか」というチェック項目があるが、学生には主張に対してどのような理由や証拠

であれば妥当と言えるのかといった判断基準が明確でなかった可能性がある。評価が困難

な項目については、授業において、具体例を示しながら説明し、実際に判定を行ってみる

といったステップを踏んだ指導を行っていく必要があるだろう。 

 

4.4 今後の課題  

以上の結果に基づき、今後は評価シートのチェック項目の見直しを行うとともに、評価

が難しいと思われる項目については、授業においてモデルを用いた評価練習を行うなどの

授業改善を図り、学習者自らが自己の学びの成果や達成度を適正に捉え、評価できるよう

な評価活動の実現を目指したい。 

 

5. 報告④  学習者用チェックリストを用いた自己修正（髙野愛子・李在鎬）  

5.1 研究背景  

学習者の書いた作文を教師が添削しフィードバックする場合、言語表現の正誤や適切さ

に関する許容範囲をはじめ、内容構成に関しても教師個人の語感や判断基準に影響されや

すい。また、広瀬（2007）が「カンファレンスを行った後、学習者はみなほぼ教師の指摘

どおりに原稿を書き直した」と指摘しているように、学習者自身は教師の添削をそのまま

受け入れることが多く受け身になりやすい。そこで、学習者が自律的かつ主体的に取り組

む姿勢を養成することを目的とし、筆者らが開発したチェックリスト（伊集院・髙野 2020,p.154）

を用い、教師に提出する前に学習者自身が自ら修正するプロセスを加えることを試みた。

このチェックリストは、「内容構成」「言語表現」「形式ほか」から成っている。 

本発表では、1 回目と自己修正後の 2 回目の作文を比較し、jWriter によりその相違を分

析するのと同時に、学習者自身がどこに注目して修正しているのかについて検討を行い、

学習者の自律的な学習を支援する方法と教師による添削と評価の役割を考える。  

  

17



5.2 調査 

5.2.1 調査概要 

調査は、筆者が担当した文章表現の授業における学習者の作文 50 編（N1 相当 12 編、N2

相当 38 編）を対象に行った。手順は以下のとおりである。  

① 課題の作文を学習者が書く→1 回目の作文 

② チェックリストを用いて学習者が自己修正する（修正箇所を記す）→2 回目の作文 

③ 1 回目と 2 回目の作文を教師に提出 

④ 1 回目と 2 回目の作文を jWriter により分析（量的分析）  

⑤ 1 回目と 2 回目の作文を目視により分析（質的分析）  

学習者自身がどこに注目して修正しているのかについて分析したところ、以下のような

ことが明らかになった。  

 

5.2.2 調査結果１（量的分析）  

作文の量的分析として、jWriter を用いて 1 回目と 2 回目の全作文を分析した。jWriter の

計算式による作文評価値（李他 2019）を箱ひげ図で示す。  

図 1 は jWriter の作文評価値で作文の自動評価を行った結果である。作文評価値に注目す

ると、N1 と N2 レベルにおいて大きな差が見られる。しかし、実線で書かれた 1 回目の評

価結果と点線の 2 回目の評価結果に注目すると、N1 集団と N2 集団のどちらにおいてもほ

とんど差が見られなかった。この傾向は、作文評価の主要指標である平均文長（1 文に見ら

れる形態素数の平均）と漢語率（文章に含まれる漢語の比率）に関しても同様であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1：jWriter による作文の自動評価の結果  

 

5.2.3 調査結果２（質的分析）  

1 回目と 2 回目の作文を目視で分析したところ、2 回目のほうがよりよい表現になってお

り、修正が不適切である例はごく少数であった。学習者が注目していた観点は、助詞・副

詞・接続詞・指示詞・動詞・文末表現・文体・文の長さ・重複に関し、追加・削除・言い
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換えにより修正した言語表現面が中心であった。例えば、小見出し・図表のタイトルを追

加した形式面、引用を追加するなど内容構成面に関するものは一例ずつのみであった。  

以下は、言語表現面の修正例の一部である。下線は筆者（→学習者による修正の表現） 

①助詞：【言い換え】ファッション業界の次に成長も（→が）非常に速いのは 

②副詞：【追加】日本において、長時間労働者の割合は年々減少している 

③接続詞：【追加】したがって、著作権侵害も少しずつなくなっている。 

④指示詞：【追加】このようなコレクションの本は他の本より高いとはいえ 

⑤動詞：【言い換え】狂言の中に能が入る（→を入れる）という試みによって 

⑥文末：【追加】大学生は（中略）に対する関心が低いことが分かる。 

⑦文体：【言い換え】前年に比べて 241 万人増えた（→増加した） 

⑧文の長さ：【変更】20 年度の同 4 位は「（中略）」という回答であり、（→ある。） 

⑨重複：【削除】音楽が好きな人に対して、CD は精神的的な高い価値がある。 

 

5.3 考察 

本調査で明らかになったこととして、1）チェックリストによる自己修正は量的分析では

捉えられないこと、2）質的分析の結果として、文法や文体などの言語表現面の改善が見ら

れたこと、3）小見出しや図表のタイトルの形式面に関しても部分的な訂正が見られたこと、

4）内容構成面で全体的な構成を入れ替えるものは見られなかったことがあげられる。これ

は、執筆前にアウトラインの指導を行っているためであると考えられる。  

現況において機械評価は言語表現面のみに特化されており、学習者による自己修正も言

語表現面が中心である。学習者による自己修正はかなり高度な力を要するものであり必要

十分ではないものの、チェックリストが自律的な学習を支援するものであることが明らか

となった。一方で、内容構成面の評価は教師の役割が必要であることが窺われた。 

 

6. まとめ 

以上の報告から、jWriter を例に機械による自動評価の有用性と限界、教員評価および

学習者自身の評価活動の可能性について検討した。機械評価ではフィードバックが難しい

内容面や構成面にも意識を向け、大学生の書く力を総合的に向上させるためのツールを提

供する方法を検討していく必要があると考える。質疑応答では、教育・学習活動を支援す

るために機械と人間それぞれに期待することは何か議論したい。  

 

付記：本研究は JSPS 科研費 18K00680 の助成を受けて行われた。  
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要旨：東南アジアの日本語教育では、コロナ対策としてのオンライン授業の普及ととも

に I CTを活用している授業が多くなってきている。しかし、テクノロジーを活用しようと

しても設備不備などが原因で希望通りに実施できないというのが現状である。本パネルで

はシンガポール、タイ、マレーシア、ラオス、ベトナムという東南アジアの 5 ヶ国のテク

ノロジーの活用状況に関する報告を通して今後の課題と改善方法について議論する。  

 

キーワード：東南アジア、日本語教育、テクノロジー、ICT 

 

I. シンガポール  

1．コロナ禍におけるシンガポールの日本語教育  

	 シンガポールでは、  2020 年 4 月にサーキットブレークと呼ばれる、いわゆるロックダ

ウンが始まり、全ての教育機関がオンラインに移行した。2021 年に入ってからは政府の

コロナ対策に従ってオンライン授業と対面授業を切り替えながら進めているのが現状であ

る。一年以上が経過した現在、ICT 活用の意義や新たな課題も見えてきて、新たな教育パ

ラダイムの構築へと発展しつつある。本発表では、シンガポールのそのような現状と課題

について、日本語教育者からの声と日本語学習者へのアンケート調査をもとに報告する。  

 

2．日本語教育で活用されているテクノロジー  

	 シンガポールでは、SARS の教訓から国をあげてテクノロジーを活用した教育が推進さ

れてきた。そのため、大半の教育機関でオンライン環境が整っていた。そこに ZOOM な

どビデオ会議ツールが導入され、以下のような多種多様な ICT も使われるようになった。  
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①	 学習管理システム  

	 シンガポールの中等教育機関には、全教育機関共通の Student Learning Space（SLS）が

完備されており、高等教育機関にもそれぞれのシステムが設置され、学生管理から教材配

布、評価、成績管理、ビデオ会議に至る多様な目的で活用している。Microsoft Teams, 

Google Classroom などのプラットフォームを併用している教育機関もある。  

②	 Google、Microsoft などの共同作成、共同編集ツール   

 	 クラス全体、またはグループで画面を共有し、同時に書き込んだり、文書・スライド

の共同作成・編集などに用いたりするなど、授業外での協働学習にも活用されている。  

③	 Google Forms、Microsoft Forms などのアンケートツール   

	 学習背景・ニーズ調査、授業評価、学習者の意識調査などに用いられている。  

④	 Poll everywhere、Kahoot などのオンライン投票ツール  

	 質疑応答やクイズなど、クラスをインターアクティブにするために活用されている。  

⑤	 Padlet などの掲示板ツール  

	 文書の書き込みや多様なメディアからの情報共有に活用されている。運用能力を総合的

に伸ばすための自律学習に活用した事例も報告されている（ウォーカー2021b）。   

⑥	 Line、WhatsApp、Telegram などのチャットツール  

	 学生と教師間の連絡や、関係作りなどに活用されている。  

	 その他、国際交流基金の e ラーニングサイトや、Flip grid などの動画作成ツール、

Quizlet などの学習支援ツールなども幅広く使われている。  

 

3．シンガポールにおけるテクノロジーの活用の意義と課題  

	 テクノロジーの活用は多岐にわたる教育効果をもたらした。大学では「大講堂での講義

が ZOOM になり、学習者と教師間の距離が縮まった」「評価ツールにより、採点が効率よ

く行えるようになった」「共同作成・編集ツールにより共同作業の効率が上がった」「遠隔

との交流が盛んになった」「日本との長期的なプロジェクト型学習が可能となった（ウォ

ーカー 2021b）」などである。中等教育においては、公立学校に設置されている

SLS(Students Learning System)の機能が各段に充実したそうである。教育省語学センターで

は、それを Blended Learning として活用することにより、学習者の自律学習が促進され、

学習者同志の学び合いも強化でき、教師も学習状況をモニターすることにより、個々の学

習進度に合わせた教育が実践できるようになったということである。学習サイクルや教師

の教育観や役割の変容など、抜本的な教育改革へと発展したと言える。  

	 以上、テクノロジーの活用にはさまざまな意義があるが、多くの課題も抱えている。例

えば、シンガポールの IT 環境は比較的恵まれているとは言え、家族と一緒にインターネ

ットを使用することが困難だったり、使用中に接続が切れたりする技術的な問題がある。

また、学習者の大半が対面授業を望んでいることも明らかになっている（ウォーカー

2021a）。その理由は、友達に会えず人間関係が深まらないなど「関係作りの困難さ」、非
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言語行動が見えない、聞き手の反応がわかりにくいなど「コミュニケーションの不自然

さ」、質問しにくい、ネットに頼って語彙や文型が覚えられない、発表原稿を読んでしま

うなど「学習効果の低下」である。教師間でも、Breakout Room での会話練習ではクラス

全体が見えないためフィードバックが十分にできない、会話能力が伸びないなどの問題が

よく議論されている。「関係作り」については、趣味を共有して楽しんだり、友達作りを

求めて通ってくる人を対象とした日本語学校では、特に重要な課題となっている。

	 以上、解決していかなければならない課題は多いものの、新型コロナウィルスが終息し

対面授業に戻ったとしても、シンガポールの日本語教育におけるテクノロジーの活用は一

層強化されていくものと思われる。
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II．タイ  

1 . 	 タイにおけるテクノロジーの活用の現状

2008-2018、11 年連続で行われた National Statistical Office の調査によると、タイ人でイ

ンターネットに接続できる割合は 18. 2％から 56. 8％に上昇した。2016 年の結果によると、

年齢別では、15-24 才は 85.9％、25-34 才は 73. 6％、35-49 才は 44.9％、50 才以上は

13. 8％であり、若い世代ほどインターネット使用率が高い。このような状況なのでタイ人

はある程度テクノロジーを活用していると言える。コロナ禍で 2020 年 3 月からやむを得

ず対面授業からオンライン授業に変更された時、約半数の教師はそれほど困らずに対応で

きたと言える。Fakcharoenphol et al. ( 2020)はオンライン授業実施のレディネスについて、

全国の学校教師 700 人にアンケート調査を行った。2020 年 7 月のオンライン授業実施に

対して、42％の教師は準備が整っていないことがわかり、多くの生徒がオンライン学習シ

ステムにアクセスできないと推定された。環境整備のために、オンラインに加え、ON-

AIR というテレビで学習するプログラムも設けた。教師たちは学校や政府にオンライン授

業実施の方法などに関するワークショップや研修を行うよう求めた。オンライン授業の教

育技術が重要だと認識され、その後はワークショップや研修がしばしば行われている。日

本語教育においても国際交流基金バンコク日本文化センターや日本語教師会によって行わ
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れている。

大学の方は 2019 年度後期授業の後半だった。その時、大学から Microsoft Teams や

ZOOM というプログラムが勧められたが、慣れない教師はラインビデオ通話を通して授

業を行ったという報告があった。あまりに急なことなので、教師側、学生側、共に苦労し

た。そして、2020 年度前期授業の時期（2020 年 8 月から 12 月）は感染拡大の影響が小さ

くなっていたので、対面授業に戻った。基本的な感染症対策を続け、距離を保ちながら、

授業を行っていた。グーグルクラスでクラス運営システムの使用を継続している教師も多

くいる。しかし、その年末からコロナ感染がまた急拡大したため、2021 年 1 月からの授

業は再びオンライン形式となった。

2 . 	 タイにおけるテクノロジーの活用の課題

	 タマサート大学教養学部が 2021 年 2 月 15- 19 日頃、オンライン授業についてアンケー

ト調査を実施した。回答者は学部生で、1, 488 人（39. 12％）だった。結果は以下の通り

である。

2020 年 3 月頃からのオンライン授業を受けていた時、問題があったかという質問に対

し、「はい」と答えた人は 76. 41％で、「いいえ」と答えた人は 23. 59％だった。オンライ

ン授業を受けて、問題があった学生は約 8 割で、かなり多かった。その問題は表 1 で示さ

れている。

表 1：学生が挙げたオンライン授業に関する問題（1- 5 位のみ）  

①課題の多さ 42. 41％

②録画した動画がなくて復習できなかったこと 36. 90％

③外国語の授業で効率的に練習できなかったこと 33. 33％

④通信環境がよくなかったこと 32. 93％

⑤科目によってツールが様々で混乱したこと 32. 39％

3 . 	 状況改善の方案

	 タマサート大学の場合、大学側は 2019 年度後期で起こったことを踏まえて様々な対策

を考えた。必要な学生に SIM を配付したり、ノートパソコンを貸し出したりした。教養

学部の方は教師の会議で「オンライン授業のあり方」および学生の不安について共有した。

教育技術について、特に外国語の授業の場合、オンライン授業の良さを生かしたアクティ

ブ・ラーニングの実践や指導内容や指導方法を工夫して学生の学習意欲を向上させること

が重要である。例えば、授業にゲストを招待、ブレークアウトルームを使ったピア活動、

グループプレゼンテーションなどがある。

今後は対面授業でもオンライン授業でもテクノロジーを上手に活用することで学習効果

の向上が期待される。

24



参考文献

Faculty of Liberal Arts, Thammasat University (2021). Opinion of students on online education 

survey report. 

Fakcharoenphol, W. Chaowatthanakun, K. Varasunun, P. Nugultham, K. Laohammanee, K. 

Suwannaphichat, S. Suwan, S.(2020). Readiness to Implement Online Learning Management 

under the Covid-19 Pandemics. Journal of Education and Human Development Sciences. Vol. 4 

No. 1 January – June 2020. 

National Statistical Office, ICT household survey report (2018). Retrieved June 18, 

2021.http://stiic.sti.or.th/stat/ind-it/it-t008/ 

National Statistical Office, Ministry of Information and Communication Technology (2016).  

Conclusion of Household use of information and communication technology in 2016. Bureau of 

Forecasting Statistics, National Statistical Office. Retrieved June 18, 2021. 

http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/icthh59 

III．マレーシア  

１．マレーシアの教育における技術応用の背景

	 マレーシアの教育省では 2000 年ごろから高等教育機関で開校する講座（コース）内に

は、 低 30％の ICT(Information and communications technology)を使用するという規定があ

る。その結果、当時からマレーシアの高等教育機関で、ICT が取り入れられ、機関それぞ

れに LMS (Learning Management System)が立ち上げられ、授業に応用しなければならない。

ただし、活発的に応用される場合もあり、そうでない場合もある。

	 マレーシアは昨年から全世界を襲っているコロナ禍感染症によって、全国において教育

の背景が大きく変化した。まずは、2020 年 3 月より初等教育から高等教育まで（国立・

私立を含む）技術を応用し、様々な形態のオンライン授業が始まった。一見、強制的なマ

レーシアの高等教育省の規定によって、全国的に高等教育機関で、実験関係や医学関係以

外のコースはオンラインで授業を行わなければならなくなっている。

２．技術を応用した日本語授業

マレーシア国内では 2015 年に発表された高等教育省の白書には外国語教育が語学習得

だけではなく学習者の世界観、グローバル人材を育成するツールにならなければならない

という項目がある。また、2020 年より、ICT 利用が 100％になり、どの機関も同じく応用

しなければならなくなった。本発表のために、筆者の大学を除いて 7 つの高等教育機関に

協力を得て、技術の応用現状について調べてみた。

日本語の授業運営において応用されている技術を二つに分けて考えることができる。

A- オンラインミート・ビデオコンファレンス

25



これにおいては、授業を行う際に次のようなアプリが もよく使われている。マイクロソ

フトチーム(MS Teams), ズーム(Zoom.us), WebEx Cisco, Google Meet などが挙げられる。

各機関によって、教員個人用のアカウントが配布される場合もあり、シェアリングするア

カウントの場合もある。

B- クラス活動

授業の 中に学生とのインターアクションまたはアクティブラーニングを促すために、ウ

ェブ 2.0 やウェブサイトや大学の LMS や SNS（whatsapp, Telegram など）が応用される場

合が多い。ほとんどの教員は授業をより効果的に行えるようになったと言っている。尚、

学期末の調査によると（筆者の機関にのみ）８割以上の学生がパソコンを使用し、授業に

参加したことがわかった。７割近くの学生がモバイルデータを使用したが、９割以上の学

生が授業に使われているアプリやソフトウェアーに慣れているということがわかった。

３．将来の発展性

	 授業内の ICT 利用は、日本語教育に限らず、国際社会に関連する分野にも、技術の利

用によって、繋がりをより広域的に拡張できるという点では期待することができる。つま

り、「日本語」という科目は必ずしも特定の教科書に縛られる必要はない。技術を通して

様々な情報源から学習することができるという点では、生涯教育にも繋がる。人材育成の

面では、国が期待している包括的人間作りを一見実現可能に見えている反面、「スキル」

以外の能力を身につけるためには、それなりの目的が達成できる「技術」が必要である。

果たして、それは「技術」というもので補うことができるかどうかは今後の課題でもある。

しかし、今の状況からみると、結果的に語学学習向けの新しいアプリがどんどん開発され

ていくのだろう。従って、新しい日本語のニーズも現れる可能性も十分に考えられる。

４．	 技術を応用する際の課題

授業内の技術応用の要求が高くなるにつれてそれに対応できる人材も必要となってくる。

つまり、これからの教員育成は専門知識だけでなく、より包括的な教授法の技術も身につ

けなければならない。これは技術に精通していない教員にとっては新たな負担となりがち

である。また、オンライン授業に も核心となるインフラの設備が整っていないことがま

だ存在している。このことより、回線の繋がりが悪いため、「聞き手」として参加する学

生や、回線の問題はないが、恥ずかしがりやで、消極的な学生はどんどん取り残されてし

まうや、自己管理能力に乏しい学生の授業への態度などの問題が発生する。技術を取り入

れることは将来の教育のあり方に大きく影響するのであるが、その「技術」を「教室・バ

ーチャル教室」の環境に移るまえに、一歩手前の段階として多方面から検討が必要なので

ある。それに加えて、技術応用に も重要なインターネットの設備や様々なアプリが応用

できる質の良いディバイスを取得やすい状況から始めなければならない。

26



謝辞  

本稿の書き上げのために調査に協力してくださった Universiti Putra Malaysia (UPM)、

Universiti Kebangsaan Malaysia(UKM)、  Universiti Tun Hussein Onn Malaysia(UTHM)、  

Universiti Teknologi Malaysia(UTM) 、 Universiti Teknologi MARA(UiTM) 、  Universiti 

Malaysia Terengganu(UMT)、University of Malaysia、  Sarawak(UNIMAS)、の代表者にお礼

を申し上げます。 

 

I V. ラオス  

1 .  ラオス教育分野におけるテクノロジーの活用について  

ラオス国内において、グルーバル化に対応した教育政策の整備やテクノロジー化が進

み、全国的に ICT の活用の普及活動に取り組んでいる。また、新型コロナウイルス

COVID-19 感染対策に伴い、教育現場におけるデジタルテクノロジーの環境づくりに努め

ている。ただし、教育分野において、テクノロジーをより効果的に活用するには様々な課

題を抱えているのが現状だ。  

ラオス教育スポーツ省の Information and Communication Technology Center for Education 

and Sport（略称 ICT センター）によると、2000 年から ICT 分野が主要となり、2003 年ラ

オス国立大学に ICT センターを設置した。2010 年以降、教育の質をグローバル化し、向

上させるために ICT のインフラを整備した。2013 年には教育スポーツ省中央 ICT センタ

ーを設立し、ラオス国内 17 県に ICT 支部を設置した。ここでは主にネットワークシステ

ムの管理、MIS そして E-learning に着目している。  

	 また、ラオスの教育分野でテクノロジー、デジタル教材を管理する機関として、国立教

育科学研究所（略称 RI ES）がある。RI ES は就学前教育、初中等教育のカリキュラム開発

事業、教具・教材、教授法、教育分野広報、評価基準、E-learning などを管理する。また、

TV 通信教材、RADIO 音声教材、VIDEO 教材、教育関連事業の放送や電子雑誌の出版事

業を行う。学校教育における必須科目の全てを対象とする。  

	 近、教育スポーツ省は UNICEF や国際機関との共同開発で登録制のアプリケーショ

ン（Khang Panya Lao）のデジタル教材を制作した。就学前、初中等教育の生徒を対象に

デジタル教材を提供している。その他、NGO 団体が作成した学習アプリも徐々に出始め

てきている。今後は、バリエーションのある学習用のアプリを開発し、スマートフォンで

活用できるスマートテクノロジーに転向することで発展すると予想される。  

 

2 .  ラオス日本語教育におけるテクノロジーの活用の現状と課題  

ラオス日本語教育分野においては、ラオス国立大学文学部日本語学科のテクノロジー

の活用を事例とする。日本語学科内の対面授業で使用される主な機材は、プロジェクター、

パワーポイントで作成したデジタル教材、ビデオ、CD 音声、PC パソコン、スマートフ

ォン、タブレットなどである。オンライン授業では、 ZOOM、 GOOGLE MEET、
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WHATSAPP、MESSENGER、PPT デジタル教材などを使用している。課題提出には、メ

ールやメッセンジャーのアプリや GOOGLE CLASSROOM を主に使用している。  

一方、今年５月に３年生の学生が日本語学科内の学生を対象にアンケート調査を行っ

た。その結果によるとパソコンの使用が少なく、スマートフォンを活用している学生が多

いということがわかった。また、 も使用しているアプリは、Google 翻訳、フリー翻訳

アプリ、YOUTUBE、フリーな日本語学習アプリ、ウェブサイなどが挙げられた。パソコ

ンの使用が少ない主な理由は使用頻度が少ないことや PC の値段が学生にとって、かなり

高いなどであった。さらに、スマートフォンは便利でいつも携帯することができ、アプリ

も豊富であるという回答も多かった。それに、学習用以外のことにも使用できるからとい

う回答もあった。その他のコメントでは、学習するためのアプリにアクセスする情報がな

いため、GOOGLE や YOUTUBE にしかアクセスしない等があげられた。パソコンの活用

よりスマートフォンの活用が多い傾向があり、スマートテクノロジーに転向しつつあるこ

とも考えられる。

一方、教師の立場から見ると、学生はスマートデジタルに依存しすぎて、発想力、想

像力や文字・文法表現などの記憶力が低下している懸念がある。グループ作業やプロジェ

クトワークを観察しても、学生は個性のある考え方を意見交換することよりもスマートフ

ォンで情報を操作し、そのアイデアを取り出すことで作業を進めていた。つまり、考える

ことよりもスマートフォンで調べる方が早いということである。スマートフォンを手にす

ると、学習用以外のソーシャルメディア、SNS に手をとられてしまい、学習目標や課題

達成するまでにはかなり時間がかかった。また、翻訳の授業においても、簡単な語彙でも

機械翻訳を利用し、自分の考えを確かめている。このように、学習スタイルやライフスタ

イルにもインパクトを与え、社会的なスキルを阻害する可能性も考えられる。

3 .  改善の方案

	 上記の現状や課題を踏まえて、私自身の個人的な方案を提案したい。

1) 学生に PC の重要性および活用性を提示し、PC スキルを高め、PC とスマートフ

ォンを使い分けできるようにする。

2) 学生に学習用アプリへのアクセス情報を与える。

3) デジタル教材の開発を推進する。

4) 教育分野の人材育成事業において、I	 C	 T 活用やテクノロジーの応用などを定期

的に取り入れる。

参考文献・サイト

ラオス教育スポーツ省ホームページ

ラオス教育スポーツ省 ICT センターhttp://202.123.181.67/ict_center/index.php/home 

国立教育科学研究所（略称 RIES）http://moes.edu.la/ries/index.php/lo/ 
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V.  ベトナム  

1．ベトナムにおけるテクノロジー活用の現状	 

ベトナムの日本語教育におけるテクノロジー活用の状況や課題について、ベトナム全国の

日本語教育機関を対象に調査を行なった。グーグルフォーム経由のアンケート調査により、

高中等教育機関、専門学校、日本語センターのテクノロジー活用の状況が明らかになった。	 

調査結果から COVID-19 流行前には 80%の教育機関がテクノロジーを授業に活用していたこ

とが分かった。当時の主な使用方法は次のようである。	 

	 

	 	 表１：COVID-19流行前のベトナム全国の日本語教育機関のテクノロジー活用率	 

テクノロジー活用の活動内容	 ％	 

教師が授業でパワーポイントを使用すること	 98.8％	 

学習者がパワーポイントを作成し、プレゼンテーションをすること	 72.1％	 

学習者にインターネットで情報検索・収集・分析等をさせること	 66.3％	 

ウェブサイトを使いながら、授業をすること	 62.8％	 

インターネットをツールとして他の教育機関との交流を行うこと	 34.9％	 

テクノロジーを使い、学習者の評価をすること	 33.7％	 

	 	 

	 表１によるとテクノロジーを活用すると言っても伝統的で簡単な活動にとどまり、全体か

ら見ればまだ比率が低いことがわかった。ICT 活用があまり行われない理由はインターネッ

ト速度が遅い、ICT の養成研修がない等の原因が挙げられた。また各教育機関で教育のデジ

タル化を奨励する政策はあったものの小規模にとどまることも一つの原因として挙げられた。

その他、テクノロジー導入のための予算が不足だということも挙げられた。全体として各教

育機関でテクノロジー活用は積極的に取り組む教員に頼っているに過ぎない。	 

一方 COVID-19 時代には各教育機関でオンライン授業を行わざるを得ない状況になってい

ることを機に、いかなる教育機関においてもテクノロジー活用の重要性を認識し、テクノロ

ジー活用奨励の政策をとっている。その際、殆どの教員（97.4％）もその政策展開・実施に

積極的に参画する。そして活用方法も多様化している。次のような例が挙げられる。	 

• 関連するウェブサイトを見せながら授業をすること	 

• eラーンニング教材の使用	 

• 学習者にインターネットを通じて情報検索をさせること	 

• テクノロジーを評価・テストに導入する	 

COVID-19 が起こって以来 ICT を使用しているから授業がより効果的になっただと考えた人
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は 95％以上であった。またテクノロジー活用は PPT 使用やインターネットで情報検索などの

他に、評価・テスト・クラス管理に活用し、テクノロジー政策の提案なども行われるように

なった。	 

使用オンラインツールは、 もよく使われるのが Zoom や Google meeting、MsTeamsである。

また Nearpod, Padlet, Canvas, Kahooot, Discord, Gooogle classroom, Quizizz, Testportal, lMS, Ms 

Team, Office 365, Shub classroom, LMS, Zalo,	 教育機関独自のシステムを使う教育機関もあっ

た。そしてクラス管理ツールとしては、Gooogle Classroom, Microsoft Teams, Facebook Group, 

Zalo Group, Edmodo, Class Dojoなどがよく使われる。	 

以前と比べ、COVID-19 の時代のテクノロジー活用の意識と能力は伸びたと回答した教師が

多かった。またほぼ全員がニューノーマル時代ではテクノロジー活用は必要だと回答した。	 

	 

2．成功例	 

ハノイ国家大学外国語大学附属中学校（UMS）のテクノロジー活用の例が挙げられる。  

UMSは 2020 年 2 月から Microsoft Teams活用して、全校オンライン授業に切り替えた。授業

評価は ICT ツールの活用により行われ、個人評価、教員の創造性を引き出すなど評価法に対

する新たな考え方を取り入れた。	 

上記の試みで現在 UMS はブレンド型学習システムが設立でき、通常の正規のプログ

ラムの中でオンライン授業オンライン学習を導入することができた。教員のメディア情報

リテラシー能力も向上し、積極的に授業へのテクノロジー活用に取り組んでいる。	 

日本語クラスの学習効果からみれば、生徒の音読力と自由発話力に及ぼす効果が検証

でき、日本語運用力でも聴解力の向上が見られる。また、WBT（web based training）用の

教材を活用することによって、生徒の自律性・学習動機付けできた。	 

	 

３．課題と提案	 

ほとんどの調査協力者はテクノロジー活用に支障を与えるのはインターネット速度が遅

いことと回答した。教員の使用意欲はあるが活用環境が整っていないため、授業の効果な

どが落ちる懸念がある。今後インターネット速度をはじめとしたテクノロジー活用環境の

整備が課題である。なお、40 代以上の教師のテクノロジー使用能力向上も課題である。	 

上記の課題を解決するためには、まずテクノロジー使用環境の整備のための予算をとる

必要があると考えられる。また教員向けのテクノロジーの研修・経験共有などの場を実施

するのも必要となると言える。	 
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AR 学習教材一年間利用後の日本語学習者の感想に基づく効果的利用への

提言

中澤一亮（元智大学）

Effective Use of AR Learning Materials Based on Japanese Learners’ 
Perceptions 

Kazuaki Nakazawa (Yuan Ze University) 

要旨：2018 から 2020 学年度それぞれに、日本語専攻六学期目の「日本語コミュニケーシ

ョンスキル」と七学期目の「日本語プレゼンテーション」両授業において AR を用いた課

題を活用した。AR 課題に取り組んだ学習者の感想を計量テキスト分析した結果、学習者

は AR 学習教材がもたらす没入感によって新鮮な学習経験ができ、グループワークという

タスク形式によって会話能力向上を感じていた。一方で、技術的問題点やタスク形式に関

する問題があったことも明らかとなった。これらの結果に基づき、コロナ禍による遠隔授

業に AR テクノロジーを応用するための教育的示唆を与える。 

キーワード：AR、ARIS、デジタルゲーム、会話能力

1. はじめに

コロナウイルス感染症拡大により遠隔授業が広まった現在、AR（Augmented Reality）

は VR（Virtual Reality）と共に没入感を与えるツールとして、教育において果たす役割の

重要性が増してきていると言える。教育分野で AR が使われるようになってきた背景に

は、AR 利用がもたらす利点が挙げられる（Cheng & Tsai, 2013）。Dunleavy, Dede, & 

Mitchell（2009）は、デジタル世界と現実世界を結びつけることで複合型仮想空間の学習

環境を作り出せることで、批判的思考や問題解決、協働学習を通してのコミュニケーショ

ンといった情報処理能力が促進できることが AR の最大の特長であると述べている。言語

教育分野では、過去五年間で特に急速な増加を見せている（Khoshnevisan & Le, 2019）。

しかし、現時点では、AR の言語教育への応用はまだ初期段階であり、先行研究数や教育

的効果の根拠は非常に限られている（Khoshnevisan & Le, 2019）。日本語教育では、AR に

関する研究論文は更に数が少なく、AR の教育的利用の可能性を論じたものや短期間の実

践報告が見られるだけである。本研究では、2018 から 2020 学年度それぞれに AR を用い

た学習課題に一年間取り組んだ日本語学習者計 79 名の感想を計量テキスト分析し、どの

ような傾向が見られるか調査した。その結果と AR 学習課題を授業の一部として三年間に

渡り利用している日本語教師の実践と経験を相互参照することで、コロナ禍による遠隔授

業にも応用できる AR テクノロジー利用の教育的示唆を与えることを目的とする。
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2. 先行研究 

AR テクノロジーの言語教育への応用は、学習者の実生活と現実世界を意味ある形でつ

なげ、文脈学習を可能にし、第二言語習得理論の観点からも非常に有意義である

（Godwin-Jones, 2016）と言われている。しかし、新しいテクノロジー利用には、AR 使用

方法の指導に授業時間を費やさなければならなかったり（Munoz-Cristobal et al., 2015）、

熟慮されたタスク内容や明確な指示がなければ、学生が逆に混乱したり（Squire & Jan, 

2007）する問題も報告されている。Khoshnevisan and Le（2019）は、言語教育に AR を利

用した先行研究出版物を収集・分析し、目標言語別では英語が最多で、次にスペイン語、

そして日本語は皆無であることを明らかにした。日本語教育では，AR の教育的利用の教

育的可能性論じた学会発表や短期間の実践報告、研究論文全て（下浦, 2014；中澤, 2018, 

2019, 2020；米本, 2017）が、圧倒的に数が少ない。 

 

3. 本研究 

本研究では、AR ゲーム教材一年間利用後の学習者に感想を自由記述回答してもらい、

客観的に有用な情報抽出のために計量テキスト分析を用いて分析した。その結果と拙稿著

者自身の三年に渡る観察を考察し、コロナ禍による遠隔授業にも応用できる AR テクノロ

ジーの効率的・効果的利用のための教育的示唆を与える。研究協力者者は、私立大学で

2018〜2020 学年度一学期目に「日本語コミュニケーションスキル」、二学期目に「日本語

プレゼンテーション」の両方を履修していた三年生で、彼らは日本語を専攻していた。ち

なみに、拙稿著者が担当教師を務めていた。 

本研究の AR 学習課題は、「ARIS」というゲームプラットフォームを用いた。ARIS

は、専門的知識を持たない言語教師が AR を手軽に利用できるだけではなく、AR を取り

入れたストーリー展開のあるゲームを無料で作成できる点が強みである。テクノロジー利

用が直接学習を促進させるわけではなく（Akçayır & Akçayır, 2017）、タスク内容も非常に

重要であることから、1）ゴール設定、2）インターアクション、3）フィードバック、4）

コンテキスト、5）モチベーションの五点（Sykes & Reinhardt, 2013）を考慮しタスク作成

を行なった。AR 課題は拙稿著者によって各授業のために四つずつ作成され、グループ課

題として被験者 4〜5 人一組で取り組んでもらった。これは、授業外での日本語利用・会

話練習機会の不足を補うために、個人ではなくグループという形式を採った。学習過程で

グループメンバーとの活発な議論をする（Zainuddin & Idrus, 2016 他）ことで、より日本

語を使用し会話練習に取り組むことが期待されていた。 

 

4. 研究結果と考察 

本章では、一年間 AR 課題に取り組んだ研究協力者計 79名の感想を、KH Coder を用い

て計量テキスト分析した結果を提示する。121文（総抽出語数 1742、異なり語数 664）の

中に 10 のサブグラフが認められた。各品詞の再頻出語である「動画」「とても」「面白
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い」等が強い共起関係にあり、「動画とインターアクションできるのがとても面白い。」

「動画を撮影したり、クラスメートの動画を見たりするのがとても面白い。」「学んだこと

を動画の中で使えて、クラスメートの創造性も見ることができて、とても面白い。」のよ

うな感想が見られた。やはり、日本語教育では、まだ新しいテクノロジーの一つ AR を利

用した課題や、その課題として学習者自身が作成した動画を見ることは、興味深い経験だ

ったのだろう。 

また、「ARIS」「聴解」「学習」「練習」「会話」「能力」「日本語」等が共起しサブグラフ

を形成していることから、AR 課題が日本語学習に役立つと感じた学習者の存在が確認で

きる。「ARIS の撮影はとても効果的だと思う。会話能力を練習でき、興味のあることを

自由に動画に取り入れることができる。」「ARIS を使えば、日本語学習の様々な方法を比

較しながら、面白い要素を取り入れることができると思う。会話練習だけでなく、スキャ

ンしながらリスニングを練習することもでき、素晴らしい学習方法だ。」「様々なトピック

を通して話したり聞いたりする練習ができると同時に、クラス内容も反映していて非常に

特別な方法だと思う。」といった感想があった。AR の使い方とタスク内容にもよるが、

本研究では、AR の中で授業時間では十分に時間を割くことができない文化・言語面の補

足説明を提示し、そこでの情報を基に、学習者自身で会話作成と動画撮影をさせた。その

ため、AR を見ることで聴解練習になり、会話作成だけではなく動画撮影することで、話

す力を伸ばせると感じていたと考えられる。 

さらに、「絵」「教師」「見られる」が共起し、写真や絵などをスキャンするだけですぐ

に教師を目の前に見られるため、「絵や写真をスキャンするだけで先生が現れて、どのよ

うな動画を作ればいいのか説明してくれて、とても好きです。」「とても特別だと思う。写

真をスキャンするだけで先生の動画が見られて面白い。」「ケータイで写真をスキャンする

だけで、先生が録画した宿題の内容が見られる。」といった感想が見られた。AR を用い

たことで、補足説明を文字情報としてではなく、視聴覚情報として提示することができ

た。実際に教師が出てくる動画を目の前で見ることで、より没入感を感じたのだろう。 

一方で、「時間」「問題」「討論」「アプリ」「長い」といった語が共起しているが、実際

の例を見て見ると、「グループのメンバーと宿題を話し合う時間がないことがよくありま

すが、これは私たちの問題であり、先生とは何の関係もありません。」「動画のアップロー

ド等、アプリに問題があり時間がかかる。」「アプリを開いて（課題を）ダウンロードする

のに長い時間がかかり、一時間以上待つこともある。」といった、テクノロジーや課題形

式に改善の余地があることが見える。確かに、アプリを試用してみると、課題のダウンロ

ードに時間がかかったり、撮影した動画をアップロードするのに非常に長くかかったこと

もあった。また、研究協力者は三年生であったため、授業やバイト、クラブ活動等で忙し

く、グループメンバーと課題に取り組む時間を見つけることが難しかったと思われる。 

 

5. 結論 
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本研究では、コロナ禍による遠隔授業への AR テクノロジー応用のための教育的示唆を

与えることを目的とし、一年間に渡って AR 課題に取り組んだ中級日本語学習者の感想を

計量テキスト分析し、利点や問題点を探った。本研究結果から、学習者が AR テクノロジ

ーを通した情報提示に没入感を感じ興味をひかれ、日本語会話・聴解学習に効果があると

認識していることが、サブグラフとして表われた。また、技術的問題点や課題形式に改善

の余地があることも分かった。 

本研究は AR 利用無しの一般的な課題を統制群とし比較した実証研究ではない。さら

に、AR を用いた課題に対する学習者の反応であるため、当然、課題内容や形式が影響し

ている。つまり、AR テクノロジーのみがもたらす影響とは断言できない。だが、言語教

育におけるテクノロジー利用は、これまで不可能だったことをテクノロジーによって可能

にすることが目的であろう。そのため、テクノロジーのみを取り出して議論するのではな

く、それに関わる全ての要素を加味して見る必要がある。本研究で用いられたグループワ

ーク形式は協働学習の一つとなるもので、Fan, Antle, & Warren (2020)によれば、若年層を

対象とした言語学習における AR 利用関連論文 53 篇中 15篇で使われていた形式で、AR

テクノロジーと合わせて比較的頻繁に利用されていることが分かる。 

本稿筆者の実践と本研究結果から、AR 課題をオンライン授業で用いることで、可能に

なることが五点挙げられる。まず、AR が補足説明や詳細情報提示に役立つことから、授

業時間節約になり、授業中は他の教室活動に時間を割くことができる。二点目に、今回利

用した ARIS はストーリー展開の中で AR を利用することができるため、情報を段階的に

提示することができる。結果として、学習者は情報過多にならず、各段階で理解を確認し

ながら課題を進めることができる。三点目は、様々な課題形式と組み合わせることがで

き、学習者個人でもグループでも利用できる。その際、グループの場合は、課題提出期限

を長めに設けておくことが大切である。四点目は、学習者が ARIS 上で提出した動画は、

Notebookメニューから視聴できるため、クラスメートがどのような動画を撮影したのか

確認することができ、モチベーションの保持や良い刺激になり得るだろう。上述の結果か

らもクラスメートが撮影した動画を見ることは、好意的に受け止められていたことが分か

る。メールで動画を提出したグループもあったが、全学習者の役に立つ内容や言語表現が

使われている動画は、授業時間内に模範例として見せることもできる。遠隔授業では、学

習成果をビデオで提出させ学習者と共有することが、学習モチベーション維持に大きく寄

与するという報告（岩居, 2021）も見られる。最後は、遠隔授業の場合、画面上に表示さ

れる情報量が多すぎると、学習者は混乱したり集中力が散漫になったりすることがあり得

る（嚴・柴田・穆・苅田・大森, 2020）が、本研究で使用した ARIS の場合、タスクデザ

インによって、提示する情報量を自在に調節することができるため、課題として効率的に

情報提示が可能になると言える。提示方法も文字や AR で見られる動画、サイトへのリン

ク等様々なメディアを利用できるので、学習者の多様な学習スタイルやニーズに応えられ

るだろう。 
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このように、AR 課題はオンライン授業で用いることでも多くの利益がもたらされると

考えられる。今後は、多様な教授法や学習環境において、AR テクノロジー利用が学習者

や学習成果にどのような影響を与えるのかを調査する研究が期待される。 

 

付記 

本研究では、2018・2019 年度収集データに、2020 年度に新しく収集したデータを追加

し、分析を加えたものである。台湾科技部研究案 MOST109-2410-H-155-037 の研究成果の

一部であることをここに記し感謝する。 
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要旨：新型コロナウイルスによりインドネシアの中等教育機関は対面授業からオンライン

授業へと切り替わることとなり現場の日本語教師は対応を行ってきた。本稿ではインドネ

シアの中等教育機関の日本語教師を対象にオンライン授業に関する調査を実施した。その

結果、オンライン授業を実施するまでに 3 ヶ月以上の時間がかかっており導入は容易で

はなかったことが分かった。ツールは無料で使いやすい WhatsApp、Google Classroom、

Zoom が使用されていた。また半数の教師が対面授業に戻ることを期待していたがオンラ

インツールを活用しながら対面授業を行うことは効果的と考えている教師が一定数いた。 

 

キーワード：インドネシア、中等教育、オンライン授業 

 

1. はじめに 

 新型コロナウイルスの感染拡大によりインドネシアでは教育文化省の要請で中等教育機

関において通学禁止の措置が取られることとなった。これにより高校での対面授業が中断

され、オンライン授業へと切り替わり、日本語の授業も同様の対応が取られ現場の中等日

本語教師はオンラインで日本語を教えることとなった。本稿ではコロナ渦においてインド

ネシアの高校で日本語を教える教師がオンライン授業をどのように行い、現場で対応した

のか実態を把握するために調査を行った。 

 

2. 調査の概要 

2.1 調査概要 

 調査は、2020 年 12 月 28 日（月）〜2021 年 1 月 6 日（水）にかけてインドネシアの中

等教育機関で日本語を教える教師を対象にオンライン授業実施に関するアンケート調査を

行った。アンケートはインドネシア語と日本語の併記で作成し、Google Forms で実施し

た。調査項目は、オンライン授業で使用しているオンラインツールや導入理由、オンライ

ン授業が可能になるまでの期間、授業時間の変化、今後のオンライン授業の継続など 10

項目について尋ねている。回答は項目によって多項目選択式と自由記述がある。調査の結

果、251 名から回答を得た。 
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3. 結果 

3.1 オンライン授業の導入期間 

 図 1 はアンケート調査の「オンライン授業の導入期間」についての回答である。160 名

（63.7%）の教師がオンライン授業を導入するまで 3 ヶ月以上の時間を有したことが分か

った。また 1 ヶ月未満でオンライン授業が可能となったと回答した教師は 57 名

（22.7%）であった。残りの 31 名（12.4％）は 1 ヶ月〜3 ヶ月の時間を有していること

が分かった。オンライン授業に切り替わることになったが教師が ICT の知識を持ち合わ

せてないことやオンライン授業をどのように導入するのか決定するまでに時間がかかり、

オンライン授業の切り替えは容易ではなかったと考えられる。また、オンライン授業に切

り替わった事で授業時間に変化がみられた。回答者のうち 222 名（88.4%）は授業時間が

減っており、その半数の教師（44.6%）が 1 コマ 45 分から 30 分に短縮していることが分

かった。オンライン授業の授業時間は学校ごとに裁量が委ねられており、その対応は学校

ごとに異なってくる。例えばこれまで週に 2 回だった授業をオンライン授業では週に 1

回に変更したり、数クラス合同で授業を行ったりして対応をしている学校もある。インタ

ーネット環境が十分では地域やディバイスを持ち合わせていない生徒もおり、地域や学校

で教師と生徒に配慮した対策がとられたと考えられる。 

 

 

図 1：オンライン授業の導入期間 

 

4.2 オンライン授業で使用しているツールと教材 

 オンライン授業で使用しているオンラインツールと導入の理由は、多項目選択式で回答

してもらった。その結果、WhatsApp が 191 名（76％）、Google Classroom が 183 名

（72％）、Zoom を 125 名（49％）が使用している事が分かった。また、84％の教師が 1

つだけでなく複数のオンラインツールを組み合わせて使用していた。導入理由として「使

いやすい」が 208 名（82.8%）、「無料」が 99 名（39.4％）、「ツールが多い」が 97 名

（38.6%）挙げられた。WhatsApp はインドネシアでは日常的に使用されており教師や生

徒たちにとって身近で使いやすいと考えられる。また Google Classroom は無料のオンラ

インツールであることやクラスや教科ごとに管理しやすく、学習管理ツールとして導入が

しやすかったと考えられる。 

 また授業ではパワーポイント（203 名）、ビデオ教材（177 名）、オーディオ（141
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名）、プリント（55 名）を使用していることが分かった。インドネシア高校カリキュラ

ム準拠の教科書『にほんご☆キラキラ』には授業用パワーポイントと音声ファイルが提供

されており（古内 他,2017）、この教科書を使用している教師はオンライン授業で活用

していたと考えられる。また、教師がビデオを自作しアップロードしているケースもあ

り、生徒がいつでも学習環境にアクセスできるよう工夫をしていると考えられる。 

 

4.3 中等日本語教師の学びの場 

 オンライン授業を行うためにどんな勉強をしたかという質問では「インターネットで調

べた」が 185 名（73.7％）、「同僚と協力した」が 176 名（70.1%）、「オンライン研修

に参加した」が 143 名（56.9％）という結果になった。これからの結果からオンライン

授業の対応が必要な教師たちはインターネットで調べたり、研修に参加したりと自ら積極

的に行動したことが読み取れる。またインドネシアには MGMP（Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran）と呼ばれる地域の教師会があり教師間のネットワークが既に形成されてい

る。コロナ禍の不測の事態においても教師間で情報交換を行ったり協力したりしやすい環

境であったと考えられる。 

 

4.4 オンライン授業の継続性について 

 オンライン授業の継続については、119 名（47.2%）が「対面授業の方が良い」48 名

（19％）が「オンライン授業の方がいい」84 名（33.4％)が「分からない」と回答し

た。「対面授業が良い」と回答した主な理由は①効果的な学習が提供できること、②生徒

の理解を確認しながら授業が進められること、③教師と生徒の関係性を構築しやすいこ

と、④ディバイスやインターネットが制限されている点が挙げられていた。また完全に対

面に戻るのではなくオンラインツールを組み合わせながら授業を進めていくこと考えてい

る回答者もいた。「オンライン授業がいい」と回答した理由では①学習の管理のしやす

さ、②課題や資料の提供に便利といったことが挙げられた。同様に対面授業との組み合わ

せが良いとの回答も見られ、対面授業の補完としてオンラインツールを活用していくこと

に肯定的な意見が見られた。また「わからない」と回答した理由では①政府や学校の方針

に従うという意見がよくみられ、オンライン授業を続けるかどうかは方針次第という結果

となった。 

 

図 2：オンライン授業の継続性について 
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4. おわりに 

 今回の調査ではコロナ禍においてインドネシアの中等日本語教師はどのような対応を行

ったのか、その実態を把握するためにアンケート調査を行い、結果を分析した。アンケー

トの結果から、インドネシアの高校日本語の授業ではオンライン授業を実施するまで回答

者の半数以上が 3 ヶ月以上の時間を有しており導入は容易ではなかったことが分かっ

た。授業時間については 8 割を超える教師が減少したと回答していた。インターネット

環境やディバイス環境が不安定であるインドネシアにおいて教師と生徒の双方に負担の少

ない形式でのオンライン授業が実施されたと考えられる。またオンライン授業で使用する

ツールは複数活用していることが分かった。特に WhatsApp と Google Classroom はその

利便性やコストがかからない点からオンライン授業で導入されていることが分かった。オ

ンライン授業の継続性については対面授業に戻ることを期待している教師が半数だった

が、オンラインツールと組み合わせて対面授業を行うことは効果的と考えている教師が一

定数いた。これまで対面授業しか行っていなかった教師にとってはオンラインを活用する

ことに対する意識変化が起きたと考えられる。 

 今後インドネシアの高校日本語の授業においてオンライン授業が継続されることになる

場合、現場に合わせ持っているリソースを最大限活用していくことが必要であると考え

る。広域のインドネシアで一律に同じような環境を整えていくことは容易ではないが、教

師会のネットワークを活用し情報交換や実践の共有を行うことや地域のオンライン環境を

整えていくことはその一歩になると考えられる。また既に行っている学校もあるが e-

learning の開発を行い、生徒がどこにいても学べる環境を作ることも今後必要になって

くると考える。 
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I-JAS コーパス「対話」タスクにおける接続表現の使用について  

－中国語・韓国語・英語母語話者と日本語母語話者を比較して－  

長田涼子（テンプル大学ジャパンキャンパス） 

 

The Usage of Transition Phrases by Comparing Japanese Learners of 

Chinese, Korean, and English with Japanese Native Speakers in I-JAS Corpus 

Ryoko OSADA, Temple University, Japan Campus 

 

要旨：現在、日本語教育の場面で接続表現はどのように教えられているのだろうか。学習

者の接続表現使用について傾向がわかれば、学習者にとってより効果的な指導法を見出せ

るのではないだろうか。本研究では I-JAS コーパスの「対話」タスクを使用し、英語・中

国語・韓国語を母語とする日本語学習者及び日本語母語話者の接続表現使用について調査

した。その結果、相対的に学習者は日本語母語話者に比べ接続表現使用数が少ない、学習

者は「そして」 「その後」 「それから」を多く使用する傾向がある一方、日本語母語話

者は「そして」の使用は少ない、また、日本語母語話者は、「で」の使用数が多いという

ことがわかった。  

 

キーワード：学習者コーパス、I-JAS コーパス、日本語学習、接続表現  

 

1. 背景と目的 

 日本語教育の場面で接続表現はどれぐらい体系的に教えられているのだろうか。他の文

法事項に比べ、接続表現の習得に関しては、それほど重点的に学習する機会のない日本語

学習者が多いのではないだろうか。学習者にとって、接続表現は、日本語母語話者とは違

い、体系的に教えられる必要があると思われる。学習者の接続表現使用について研究が進

み、どのような傾向があるのかを知れば、日本語教員にとって学習者に接続表現を教える

際のヒントとなるのではないだろうか。  

 接続表現についてこれまで様々な興味深い研究がなされてきた。浅井（2003）は、 

日本語母語話者と中国人日本語学習者 による作文を調査し、接続詞の使用状況を比較・

分析をしている。学習者の方が母語話者より接続詞使用は多く、「そして」「つまり」「そ

うすれば」「そうしたら」などの接続詞に関しては、母語話者より学習者の方が多く使用

していたこと、「だから」「だけど」「でも」などの主に話し言葉に使われる接続詞につい

ては、学習者は用いているが母語話者は用いていないことなどが報告されている。  

 倉持・鈴木（2007）は、留学生の接続詞使用状況の調査を実施し、1 学習者は接続詞を

よく耳にし、目にしている割には正確に使えない、2 接続詞習熟には日本滞在年数は関係

ない、3 接続詞は自然習得しやすいものも一部あるが、しにくいものが多い、4 初級のも

のとされてきた「そして」「それから」、N2 基準の「すると」に誤用が多いことを報告し
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ている。  

 金（2017）は、YNU 書き言葉コーパスの 1,080 編の作文を対象に接続詞を抽出し、そ

のタイプ別に比較した結果、日本語母語話者、韓国語母語話者、中国語母語話者間の接続

詞使用傾向に違いがあることを明らにした。さらに、金（2017）は順接の接続詞に注目

し、韓国語母語話者は「それで」の使用が目立ち、その理由として、日本語母語話者が

「そこで」」や「すると」を使用している時にも「それで」を使っていたためであると論

じている。以上のように、接続表現についての興味深い研究はあるが、規模が小さいもの

が多く、また、中国語や韓国語母語話者対象の研究が多い。  

 一方、2020 年 3 月に完成した I-JAS コーパスは現在日本語学習者コーパスとしては最

大規模のコーパスとして注目を浴びている。I-JAS コーパスはその完成前からもデータの

一部が公開され研究に使われてきた。I-JAS コーパスを使った研究としては、迫田、蘇、

張（2016）、小西（2017）、李（2020）、石川（2020）などが挙げられる。  

 迫田、蘇、張（2016）は、I-JAS コーパスの中国語母語話者によるロールプレイを調査

し、中国語母語話者は「念押し」の表現を多用するが、それは母語転移の可能性が極めて

高いと結論付けている。  

 小西（2017）は、ストーリーテリングとロールプレイのタスクを用いて、中級レベルの

日本語学習者と日本語母語話者の発話を語彙の観点から比較した。日本語母語話者はジャ

ンルに適した語彙産出が見られた一方で、日本語学習者には見られなかった。また、日本

語母語話者と日本語学習者で過小使用語と過剰使用語を抽出し，結果を質的に分析した。  

 李（2020）は、I-JAS コーパスのストーリーライティングの作文データを用い、作文に

おける語彙のレベルと作文全体のリーダビリティについて分析している。初級後半から中

級後半レベルの語彙については、学習者の習熟度が上がるにつれ、語彙の使用量も増えて

いることを報告している。またリーダビリティについては、学習者の習熟度が上がるにつ

れて、リーダビリティの難易度も上がり、上級学習者の作文は初級後半から中級後半相当

になると結論付けている。  

 石川（2020）は、I-JAS コーパスの対話タスクにおける、12 種の異なる母語を持つ中級

の学習者と日本語母語話者による副詞の使用について比較・分析をしている。学習者の副

詞の使用数は日本語学習者の半数ほどであること、母語の言語系統による差は見られなか

ったこと、また、学習者と日本語母語話者がそれぞれ特に高頻度で使用している副詞や、

学習者全体が日本語母語話者に対し、特徴的に過剰または過少に使用している副詞などを

挙げている。  

 このように I-JAS コーパスを使った研究はあるが、接続表現に関する研究の数はまだ少

ない。以上のことを踏まえ、本研究では I-JAS コーパスを使用し、英語・中国語・韓国語

を母語とする日本語学習者及び日本語母語話者の接続表現使用について調査した。  

 

2. 調査方法と研究課題  
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 本研究では、多言語母語の日本語学習者横断コーパス（ International Corpus of Japanese 

as a Second Language、以下 I-JAS コーパス）中納言 2.4.5 データバージョン 2020.03 の

「対話」タスクを使用して、英語・中国語・韓国語を母語とする日本語学習者及び日本語

母語話者の接続表現使用について調査した。対象とする接続表現は石黒（2009）に挙げら

れている 137 種の中から、日本語母語話者が 10 回以上使用している 28 種を抽出した（接

続表現については表 2 を参照）。本研究の研究課題と調査方法は以下の通りである。  

研究課題 1 

I-JAS コーパスの「対話」タスクにおいて、中国語・韓国語・英語・日本語母語話者の間

で接続表現の使用頻度について違いが見られるか。  

→【調査方法】接続表現の相対頻度を計算、また、ピボットテーブルによる集計および

SPSS による一要因分散分析を実施。  

研究課題 2 

中国語・韓国語・英語・日本語の母語話者ごとに多用する接続表現に違いがあるか。  

→【調査方法】ピボットテーブルの集計及び SPSS によるコレスポンデンス分析を実施。 

 

3. 調査結果と考察  

 まず、I-JAS コーパスの「対話」タスクにおいて、中国語・韓国語・英語・日本語母語

話者の間で接続表現の使用頻度について違いが見られるかという研究課題 1 の結果につい

て述べる。接続表現使用総数は中国語母語話者（100 名）が 3,598、韓国語母語話者（100

名）が 7,404、英語母語話者（100 名）が 4,330、日本語母語話者（50 名）は 7,302 となっ

ている。母数が異なるため、小林（2019）を参考に、単純頻度を総語数で割り 1000 語あ

たりの相対頻度を計算した。各グループの相対頻度は表 1 の通りである。  

 

表１1,000 語あたりの相対頻度 

 中 韓 英 日 

1,000 語あたりの相対頻度  1.29 2.13 1.56 3.12 

 

 表 1 からわかるように、韓国語母語話者の接続表現使用は日本語母語話者に近いが、中

国語母語話者と英語母語話者は日本語母語話者に比べ、接続表現の使用頻度が低い。ま

た、相対的に学習者は日本語母語話者に比べ、接続詞の使用数は少ない傾向があるという

ことがわかる。これは学習者の産出する  一文の長さは日本語母語話者に比べて短い傾向

があることの影響していることも考えられる。習熟度が上がり、より長い文章・複雑な文

章を話せるようになれば、接続表現の頻度も上がるかもしれない。また、分散分析を行っ

た結果、グループ間では有意差が見られた(F(3,22630) = 67.122, p=.000, η2=.09）。 

 次に、中国語・韓国語・英語・日本語の母語話者ごとに多用する接続表現に違いがある

かという研究課題 2 の結果についてであるが、各接続表現の使用数は以下の通りである。  
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表 2 母語話者ごとの接続表現使用数  

  母語 

接続表現  中国語 韓国語 英語 日本語  合計 

あと 81 92 34 307 514 

逆に 4 14 1 40 59 

結局 3 31 12 48 94 

けど 403 2,395 1,056 2,218 6,072 

けれども  9 156 31 252 448 

最後に 12 10 7 23 52 

最初に 2 32 6 26 66 

しかも 5 8 4 15 32 

じゃあ 19 33 29 46 127 

そうすると  0 1 1 27 29 

そして 786 197 692 14 1,689 

その後 56 112 68 37 273 

それから  162 58 133 32 385 

それで 74 684 133 179 1,070 

だから 287 334 258 232 1,111  

だけど 13 71 34 18 136 

ただ 115 138 18 102 373 

たとえば  2 5 12 21 40 

で 52 141 201 1,005 1,399 

ていうか  4 75 1 66 146 

ですけど  225 1,552 374 1,738 3,889 

でも 1,271 1,216 1,220 604 4,311 

というか  3 26 1 62 92 

とくに 0 0 0 113 113 

とにかく  8 10 4 27 49 

むしろ 1 10 0 10 21 

要するに  0 2 0 29 31 

要は 1 1 0 11  13 

周辺 3,598 7,404 4,330 7,302 22,634 

 

 ここから、1) 学習者は「で」の使用が少ない一方、日本語母語話者は多く使用してい

る、2) 中国語・韓国語・英語母語話者は「そして」「その後」「それから」を多く使用す
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る傾向がある一方、日本語母語話者は「そして」の使用は少ない、3) 中国語・韓国語・

日本語母語話者に比べ、英語母語話者は「ただ」の使用が少ない、ということがわかる。

1)及び 2) については、日本語母語話者は会話では「そして」を使用せず「で」で代用し

ているケースが多く、そのため「で」の使用数が多くなっているのではないだろうか。ま

た、日本語母語話者にとって「そして」は口語ではなく文語で使う接続表現なので、「そ

して」の日本語母語話者による使用数は少ないのではないだろうか。  

 また、コレスポンデンス分析の結果、日本語母語話者はいろいろな接続表現を使用して

いるのに対し、中国語・韓国語・英語を母語とする学習者は使用する接続表現に偏りがあ

ることが分かった（図 1）。なお、イナーシャの寄与率は次元 1 が.768、次元 2 が.971 で

あった。一般的に、日本語母語話者に比べ習得している語彙数が少ない学習者は、使用す

る接続表現の種類が、日本語母語話者に比べて少ないことは容易に理解できる。  

 

 

図 1 コレスポンデンス分析結果  

 

4. おわりに 

 本研究では、I-JAS コーパスの「対話」タスクにおいて、中国語・韓国語・英語・日本

語母語話者の間で接続表現の使用頻度について違いが見られるか、また、中国語・韓国

語・英語・日本語の母語話者ごとに多用する接続表現に違いがあるかについて調査した。

接続表現の使用数については、学習者は日本語母語話者に比べ使用数が少なかった。ま

た、学習者は「そして」  「その後」 「それから」を多く使用する傾向がある一方、日本

語母語話者は「そして」の使用は少なく、また、日本語母語話者は、「で」の使用数が多

い、ということもわかった。日本語母語話者は、話す時と書く時で使用する接続表現を使

い分けているのではないだろうか。学習者も日本語母語話者のように、いろいろな用法で

「で」を使用したり、話す時と書く時で接続表現を使い分けたりすることができれば、よ

り日本語母語話者に近い日本語の産出につながるのではないだろうか。  
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 なお、今後の研究課題としては、他の言語の母語話者も対象にしたり、あるいは、一つ

一つの接続表現についてデータを細かく見て行くと、また何か新たな発見があるのではな

いかと思われる。また接続表現を「順接」や「逆接」などのジャンル別に分類して調査し

たり、また、学習者の習熟度別に調査してみたりすると興味深い結果が得られるかもしれ

ない。 

 

参考文献  

浅井美恵子 . 2003.「論説的文章における接続詞について -日本語母語話者と上級日本語学      

習者の作文比較」、『言葉と文化』4、87-98. 

市川孝. 1978.『国語教育のための文章論概説』東京: 教育出版. 

石黒圭. 2008.『文章は接続詞で決まる』東京: 光文社. 

金蘭美. 2017.「YNU 書き言葉コーパスに見られる日本語学習者の接続詞の選択：韓国語

母語話者の  「それで」  の多用に注目して」、『ときわの杜論叢 =The journal of 

Tokiwanomori』4、52-68. 

倉持益子・鈴木秀明. 2007.「日本語学習者における接続詞の習得－留学生の接続詞使用状

況」、『神田外語大学紀要』19、211-234. 

小林雄一郎. 2019.『ことばのデータサイエンス』東京: 朝倉書店. 

小西円. 2017.「日本語学習者と母語話者の産出語彙の相違：I-JAS の異なるタスクを用い

た比較」、『国立国語研究所論集』13、79-106. 

佐久間まゆみ . 1990.「接続表現 (1) (2)」寺村秀夫・佐久間まゆみ・杉戸清樹・半澤幹一

（編） 『文章・談話のしくみ』12-33、東京: おうふう. 

迫田久美子・石川慎一郎・李在鎬 . 2020.『日本語学習者コーパス I-JAS 入門』東京: く

ろしお出版. 

迫田久美子・蘇鷹・張佩霞 . 2017.「中国人日本語学習者の  「念押し」 表現に見る母語の

影響： I-JAS のロールプレイにおける依頼表現に基づいて」、『国立国語研究所 言語

資源活用ワークショップ発表論文集』2、212-215. 

田中章夫. 1984.「4 接続詞の諸問題―その成立と機能―」鈴木一彦・林巨樹編『研究資料

日 本文法第  4 巻 修飾句・独立句編  副詞・連体詞・接続詞・感動詞』81-123、東京 : 

明治書院. 

47



自律型日本語学習のための単語分散表現モデルの構築  

豊田哲也（東邦大学） 

 

Construction of a Word Embedding Model for Autonomous Japanese 

Language Learning 

Tetsuya TOYOTA, Toho University 

 

要旨：筆者は e-learning 上での自律的な日本語学習を実現するための手段として、学習資

源の不足に着目し、これまでに問題文とその解答を自動生成する手法を提案してきた。中

でも類語選択の問題においては、妥当な類語となる正解の選択肢と、それ以外の誤選択肢

を複数用意する必要があり、この選択肢を単語分散表現から得ることを試みた。本研究で

は、単語の分散表現モデルによって得られる類語抽出の精度を向上させるために、コーパ

スの一部を絞り込むことによって、日本語学習教材の作成に特化した分散表現モデルを提

案する。 

 

キーワード：単語分散表現、Word2Vec、問題の自動生成、e-learning、Wikipedia 

 

1. はじめに 

 新型コロナウィルス感染症の拡大によって、e-learning やオンライン学習といった遠隔

教育の需要が高まっている。これまでオンライン学習などの適用範囲とはみなされていな

かった分野においても対策の必要性に迫られており、日本語教育もその分野の 1 つと言っ

てよい。その中で、e-learning システムの利用によるメリットについての再評価がなされ

ており、時間や場所を選ばずに学習が可能な点において、今後も e-learning を用いた新た

な学習活動が継続されるであろうと考えられる。教師と学習者が対面で学ぶ形式の教育・

学習とは異なり、e-learning を含むオンライン学習においては、教師が学習コンテンツを

e-learning 上に実装する必要があるため、学習者に提供可能な学習リソースには限界があ

る。この問題の解決策として、学習者に提供する問題の自動生成に関する研究が行われて

おり、筆者も日本語教育に関する問題を Web 上のテキストから収集して、これを問題文

に変換する研究を行っている(豊田ら 2019)。これに加えて、近年自然言語処理で注目を集

めている、単語分散表現を利用し、類語に関する問題生成に利用している（豊田 2019）。

単語分散表現とは、これまでの one-hot ベクトルによる文章のベクトル表現とは異なり、

単語そのものを多次元の固定長ベクトルで表現したモデルのことで、得られた単語のベク

トル間の類似度計算によって単語の類義語を抽出することが可能となっている。これまで

の研究では、類似単語の穴埋めや選択の問題を作成する「類義語抽出タスク」において、

回答選択肢中の正解選択肢が他の選択肢に比べて、対象単語と単語間とのベクトル類似度

が高くなる傾向にあることを確認している。ただし、現在提案されているいくつかのモデ
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ルを用いて類義語抽出タスクを適用すると、必ずしも大規模なコーパスによって構築され

たモデルで良い結果が得られるとは限らず、日本語 Wikipedia をコーパスとしたモデルが

最も性能が高い結果となっている。ただ、日本語 Wikipedia のコーパスにおいても、類語

辞典に掲載されていない単語の類似度が高くなるという結果が得られており、問題自動生

成には適していない単語も多くみられる。そのため、日本語学習における問題自動生成に

適した単語分散表現モデルを獲得することが必要となる。 

 そこで本研究では、日本語学習の類語問題を自動生成することに特化した、より精度の

高い類語抽出を可能にする単語分散表現モデルを構築する。これは、単語分散表現モデル

を構築するうえで必要なコーパスを Wikipedia の一部のカテゴリに属する記事に限定する

ことでの解決を試みる。具体的には、Wikipedia の本文の中から、任意のカテゴリに属す

る記事群を選別して、モデル構築に必要なコーパスを調整可能にする。これにより、モデ

ル構築に不要なテキストデータを削減し、類語抽出の精度向上に必要な分野を絞り込むこ

とが可能となり、より精度の高い類語抽出が可能になると考えられる。得られたモデルは、

日本語教育における類義語抽出タスクとして、市販教材の問題集を用いて検証を行う。 

 

2. 提案手法 

2.1 単語の分散表現モデル  

 本節では、単語の分散表現モデルについていくつか説明する。数学的なモデル説明は参

考文献に譲り、ここでは分散表現モデルの仕組みと、コーパスとの関係性に焦点を当てて

説明する。 

 単語の分散表現とは、単語を多次元固定長の実数値ベクトルで表現したものであり、単

語をベクトルで表現することで単語の類似度を計算することや、ある単語を別の単語の演

算によって求めることが可能となる。分散表現以前のモデルには、その文書中に含まれる

単語の出現頻度や、単語の有無といった one-hot ベクトルによる文章のベクトル表現があ

るが、これに対して単語の分散表現モデルは、単語自身と単語間の関係性をベクトルの類

似度によって得ることが可能となる。例えば、「大阪」という単語と「福岡」という単語

のベクトルは類似した値を取り、「東京」－「日本」＋「イギリス」は「ロンドン」に近

い値を取るようになる。このように、単語をベクトルで表現することで、様々な応用に用

いられている。この単語分散表現を獲得するための代表的なモデルが、  Mikolov らによ

って提案された Word2Vec である（Mikolov et.al 2013）。Word2Vec は、単語の意味が文脈

上の周囲の単語によって決まる「分布仮説」に従ったモデルであり、コーパスの統計情報

からニューラルネットワークを使って学習される。単語の分散表現を得るためには、モデ

ル構築のための「単語の学習」が必要となり、一般的にはコーパスを学習モデルに適用さ

せることによってこれらを得る。日本語 Wikipedia をコーパスとして Word2Vec に適用し

て得られた単語分散表現（鈴木他  2016）は、日本語 Wikipediaの本文データをコーパスと

して作成されたモデルであり、他にも日本語 Wikipedia をコーパスとして利用する研究が
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散見される。他にも、国立国語研究所の「国語研日本語ウェブコーパス」から作成された

NWJC2vec は、258 億語規模のウェブテキストコーパスから構築された単語分散表現であ

る（Asahara 2018）。モデル構築に単語の学習が必要であるということは、コーパス中に任

意の単語が存在しなければその単語のベクトルを得ることはできない。単語を表現する固

定長ベクトルの次元は、コーパス中の単語数の数に応じて決定する必要があり、モデル構

築のパラメータの 1 つとなっている。提案されているモデルの多くは次元数を 100 以上に

設定していることが多い。 

 大規模なコーパスを利用することは、日本語という言語の中の 1 単語について、普遍的

な意味合いと他の単語との距離関係を表現するためのものと考えることができる。そのた

め、学習する必要のない単語を除外すれば、学習される単語間の類似度が上昇する可能性

があり、なおかつ、目的に応じて局所的な学習用コーパスを設定できれば、より類似する

単語の距離を短くすることができるのではないかと考えられる。 

 

2.2 Wikipedia のカテゴリデータ 

 分散表現モデルを構築するために利用されるリソースとしてオンライン事典の

Wikipedia がある。Wikipedia は言語リソースとして十分な量と、これらのデータがデータ

ベースの型式等で提供されており、誰でもこの言語リソースを利用できることが特徴であ

る。Wikipedia の 1 つの記事には、複数のカテゴリと呼ばれる見出しがつけられており、

検索を容易にすることを目的として用意されているが、カテゴリは上位 /下位の階層構造

を有しており1、カテゴリ階層的な構造からオントロジー構築に関する試みもなされてい

る。本研究ではこのカテゴリデータに着目し、カテゴリの特徴を利用してモデル構築に必

要なコーパスを調整する方法を提案する。 

 まず、Wikipedia 上の任意のカテゴリ𝐶𝑖 ∈ 𝐶 (C は全カテゴリ集合)に対して、𝐶𝑖の下位に

あるサブカテゴリを求める関数𝑠𝑢𝑏(𝐶𝑖)を定義する。𝑠𝑢𝑏(𝐶𝑖)は、Wikipedia のデータベース

データ「categorylinks」から求めることができる。𝑠𝑢𝑏(𝐶𝑖)により、得られた𝐶𝑖のサブカテ

ゴリ集合𝑆𝐶𝑖 ⊂ 𝐶を基に、サブカテゴリがなくなるまで𝑠𝑢𝑏(𝑆𝐶𝑖)を再帰的に繰り返し、𝐶𝑖を

ルートとした𝐶𝑖より下位に位置するサブカテゴリ集合𝐴𝑆𝐶𝑖 ⊂ 𝐶を得る。このとき、𝑆𝐶𝑖 ⊂

𝐴𝑆𝐶𝑖であるが、𝑠𝑢𝑏(𝑆𝐶𝑖) = ∅のときに限り𝑆𝐶𝑖 = 𝐴𝑆𝐶𝑖である。一方で、Wikipedia上の任意の

記事𝑃𝑗 ∈ 𝑃(Pは全記事集合)は、必ず 1 つ以上のカテゴリに属しており2、記事𝑃𝑗が属するカ

テゴリ集合𝐶𝑃𝑗 ⊂ 𝐶を定義する。ここで、任意のカテゴリ𝐶𝑖のすべての下位カテゴリ𝐴𝑆𝐶𝑖に

𝐶𝑃𝑗が含まれている場合、記事𝑃𝑗の本文テキストをモデル構築のコーパスに加える。以上

から、任意のカテゴリ𝐶𝑖を決定すると、その下位のカテゴリ集合𝐴𝑆𝐶𝑖をカテゴリとして持

1 厳密には木構造のような完全な階層構造ではなく、閉路を含まない有向非巡回グラフで

あるとされている（）が、変更不可の上位カテゴリが設定されていることに加えて、下位

のカテゴリをサブカテゴリとして構造化しているため、階層構造と見なす．  
2 Wikipedia の運営方針であるため、カテゴリがない記事には警告が出る．  
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つすべての記事群を単語学習用のコーパスとして加えることができる。本研究では、任意

のカテゴリを決定することで、下位カテゴリを限定し、その下位カテゴリをカテゴリとし

て設定されている記事の本文データをコーパスとして利用する。 

 

3. 評価実験 

3.1 実験環境と利用データ、評価指標 

 評価実験で利用するデータについて説明する。モデル構築には、Python において

Word2Vec を利用可能な gensim のライブラリを利用する。モデル構築の際の各種パラメー

タについては、ベクトルの次元数を 100次元で固定し、それ以外のパラメータは min count 

= 20, window size = 10, epocks = 5 である3。なお、コーパス中の単語分割のための形態素解

析器には MeCab を利用し、NEologd を辞書として使用する。この辞書は、新語や固有表

現の抽出精度が高いことから採用している。モデル構築のためのコーパスとして、日本語

Wikipedia の dump データ「jawiki-latest-page-article.xml」を用いる。データは 2021 年 1 月

時点での最新版である。また、Wikipedia 中の各記事がどのカテゴリに属しているかを調

べるために、「jawiki-latest-page」および「jawiki-latest-categorylinks」の 2 つのデータベー

スを用いる。類語抽出の精度検証のために、市販されている日本語能力試験の問題集（日

本語能力試験問題研究会  2010，森本ら 2018）から必要な要素を選別し、各レベルの問題

の対象となる語と正解 /不正解の 4 つの選択肢、計 5 単語を抽出する。ここで選別とは、

単語分散表現でベクトル化された単語を対象とすることを指し、ベクトル化されていない

単語や語句、文章などの類似度計算ができない要素は除外するという意味である。また、

本実験でのカテゴリの絞り込みは、Wikipedia のカテゴリの最上位項目である「主要カテ

ゴリ」のサブカテゴリである、「主題別分類」の中から選択する。そのほかの候補である

「学科別分類」は学問基準であることから、1 カテゴリに様々な分野の記事が含まれてお

り、「指標別分類」は様々な指標を基にしたカテゴリ構造のため一貫性がない。その点、

「主題別分類」は記事の主題別に分類されており、記事内容が類似するものがまとめられ

ていると考えられることから、主題別分類を選択した。主題別分類の下位カテゴリは 10

項目4存在し、10 カテゴリから下位のカテゴリを抽出して、コーパスに利用する記事の絞

り込みに利用する。ただし、下位カテゴリには Wikipedia の運営上のカテゴリや、重複関

係にあるなどの不要なカテゴリが数多く含まれているため、不要なカテゴリを削除したう

えで利用する。 

 次に、評価指標について述べる。コーパスごとのモデル評価は、対象語のベクトルと正

解語のベクトルの類似度より求める。ベクトル間類似度は 2 つのベクトルの内積より求め

る。全単語集合 W のうち、ある単語 𝑤𝑖 ∈ 𝑊 の分散表現は、n 次元のベクトル 𝑣𝑤𝑖
 で 

3 min count は単語の出現数以下を対象としないことを指し、window size は文脈中の学

習単語の前後幅を示す．epochs は学習の回数である．  
4 科学、技術、自然、社会、総記、地理、哲学、人間、文化、歴史の 10 項目 
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表 1：各モデルの概要と実験結果  

モデル  全記事 75% 50% 25% 10% 

記事数 2,050,871 1,537,826 1,025,832 512,901 204,811 

学習単語数  403,094 337,885 263,785 169,609 92,195 

正解選択肢類似度  

平均 0.4582 0.4918 0.4978 0.4821 0.4838 

最大 0.8883 0.8902 0.9023 0.9071 0.9011 

最小 0.0265 0.0749 0.0557 0.0393 0.0810 

 

表現され、これは任意の単語  𝑤 ∈ 𝑊 に対して同様である。今、対象語𝑤𝑡のベクトル𝑣𝑤𝑡

と正解語𝑤𝑎のベクトル𝑣𝑤𝑎
の類似度は、 

cos(𝑣𝑤𝑡
, 𝑣𝑤𝑎

) =
𝑣𝑤𝑡 ∙𝑣𝑤𝑎

|𝑣𝑤𝑡
||𝑣𝑤𝑎|

            ……… (1)  

によって求める。このとき、(1)式が 1に近いほど類似していることとなる。評価用データ

セットの（対象語、正解語）のペアに対して類似度を式 (1)により計算し、各コーパスに

おける類似度の平均値を「正解選択肢類似度」とし、コーパスを絞り込んだことによる影

響を分析する。次に、誤選択肢の評価指標について説明する。誤選択肢𝑤𝑒は、各問題に 3

つ用意されている。この 3 つの単語と対象語との類似度を計算し、それぞれ最も類似度の

高い誤選択肢と、中間、最も類似度の低い誤選択肢ごとにまとめて平均や標準偏差等によ

り分析を行う。この評価指標を「誤選択肢類似度」とする。  

 

3.2 実験結果 

 ページ数の都合上、各カテゴリで絞り込んだモデルの分析結果は本発表において公表す

ることとし、ここでは提案手法のコンセプトが妥当であるか否かについて評価する。すな

わち、コーパス中の本文データを絞り込むことの有効性を評価するため、全記事で構築し

たモデルと、ランダムに抽出した記事で構築したモデルを比較することで検証する。各モ

デルの実験結果を表 1 に示す。なお、表 1 の列先頭に表記されている%は、乱数による記

事抽出確率である。正解選択肢類似度は、評価用データセットの（対象語、正解語）の類

似度における各統計値である。表 1 の結果から、ランダムに記事を絞り込んだ場合で学習

したモデルは、全記事で学習したモデルよりも高い類似度を得ることができている。平均

値は 50%絞り込みのモデルが最も高く、最大値は 25%絞り込み、最小値で最も値の高かっ

たモデルは 10%絞り込み、という結果となった。ただし、10％のモデルでは、学習単語数

が全記事でのモデルと比べて 2 割程度まで減少しており、学習済み単語の中に正解データ

セットの単語が存在しない場合があったことから、大幅な絞り込みは単語の学習に悪い影

響を及ぼしていることがわかった。これを踏まえると、カテゴリによる記事の絞り込みは、

カテゴリによっては記事数が少ない場合が存在すること、さらには、記事本文の記述量に
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よって、モデル構築に大きな影響を与える可能性がある。本発表では、カテゴリごとのモ

デルの評価指標の結果、および具体的な対象語と選択肢の関係について説明する。 

 

4 おわりに 

 本研究では、日本語学習の類語問題を自動生成することに特化した、より精度の高い類

語抽出を可能にする単語分散表現モデルを構築する手法を提案した。これは、単語分散表

現モデルを構築するためのコーパスを日本語 Wikipedia の一部のカテゴリに属する記事に

限定することで、任意のカテゴリに属する記事群を選別して、モデル構築に必要なコーパ

スを調整可能にした。これにより、単語分散表現モデルを構築する際に不要なデータを削

減し、類語抽出の精度向上に必要な分野を絞り込むことが可能となった。評価実験によっ

て、データの絞り込みが類語抽出の精度を向上されていることを確認したが、記事数を抑

えすぎると、単語の学習に悪影響を与えていることを確認した。今後は、カテゴリの組み

合わせなどを考慮したモデル構築手法の改良を検討する予定である。  
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入門（A1）レベル漢字オンラインコースの開発及び運用  

魏娜、三浦多佳史、宮島知（国際交流基金関西国際センター） 

 

The Development and Operation of Starter (A1) Level Kanji Online Course  

Na WEI, Takashi MIURA, Tomo MIYAJIMA The Japan Foundation Japanese-Language Institute, 

Kansai 

 

要旨：入門（A1）レベルの日本語学習者の漢字学習を支援するために、オンラインコー

スを開発した。本コースは漢字語 56 語をインタラクティブに学習できること、そして学

習者が達成感を得て継続的に学べることを重視して制作した。2019 年 7 月より「漢字

A1-1 自習コース」を開講し、その制作経験と運用から得られたフィードバックを生かし

て「漢字 A1-2 自習コース」を制作し、2021 年 4 月に開講した。現在までに、105 の国・

地域で延べ約 13,000 名の受講者がおり、好評を得ている。本稿では、コースの開発経

緯、内容と特徴、運用結果を報告する。  

 

キーワード：漢字、オンラインコース、入門（A1）レベル、インタラクティブ  

 

1. はじめに 

 国際交流基金関西国際センターは、2016 年 7 月より日本語学習のためのプラットフォ

ーム「JF にほんご e ラーニング みなと」（https://minato-jf.jp）（以下、「みなと」）を運用

している。「みなと」では、まるごとオンラインコースをはじめ、アニメ・マンガから日

本語を学ぶアニメ・マンガの日本語コースシリーズ、日本伝統文化と関連する日本語を学

ぶ書道コース、華道コースなど、世界中の日本語学習者にさまざまなコースが提供されて

いる。 

 入門（A1）レベル漢字オンラインコース（以下、漢字コース）は「漢字 A1-1 自習コー

ス」（以下、「漢字 A1-1」）と「漢字 A1-2 自習コース」（以下、「漢字 A1-2」）から成って

おり、前者は 2019 年 7 月に開講し、後者は 2021 年 4 月に開講された。  

本稿では、コースの開発経緯、内容と特徴、運用結果を報告する。  

 

2. コースの開発背景と経緯  

 加納（2001）によると、かな文字やアルファベット文字などと比べ、漢字は格段に複雑

な「形態」を持っているため、外国人日本語学習者にとって字形の識別だけでも慣れるの

に時間がかかる。また、漢字１字に意味情報及び語としての用法情報も含まれており、さ

らに複数の読みが付随されているため、処理すべき情報量の多い文字である。これによっ

て、漢字は形、義、音の複雑さで、日本語学習者、特に非漢字系日本語学習者にとって学

習が困難であり、有効な漢字教材や漢字コンテンツを開発することが漢字学習の支援に必
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要な課題であると考えられる。  

 「みなと」では、日本語学習者の文字学習を支援するために、仮名を学習できる「ひら

がな A1 自習コース」、「カタカナ A1 自習コース」1）が開講されているが、2019 年までは

漢字に特化したコースがなく、「漢字のコースを提供してほしい」という声が多くの受講

者から寄せられていた。  

 一方、ICT の日本語教育分野での普及に伴い、パソコンやスマートフォンで利用できる

漢字学習リソースも増えてきた。魏・安達・笠井（2019）は、既存の漢字学習のための e

ラーニング教材を調べた。その結果、「漢字のオンライン辞書やウェブサイト」、「漢字の

映像教材」がほとんどで、その内多くのものがインプットのみ重視し、学習者の主体的な

学習を促すものは少なかったと述べた。 

 そこで魏ほか（2019）は、インタラクティブに、継続的に学べることを重視した漢字オ

ンラインコースの開発を計画し、「漢字 A1-1」を制作した。続いて筆者らは「漢字 A1-

2」を開発するにあたり、「漢字 A1-1」の制作で得られた経験を活かし、教材の改善と工

夫を行った。本稿では、2 コースの内容と共通する特徴を説明し、「漢字 A1-2」制作上の

さらなる改善と工夫を中心に述べる。  

 

3. コースの内容と特徴 

 本節では、漢字コースの概要、構成及び特徴について述べる。  

3.1 コースの概要 

本コースの対象者は、「みなと」で他のコースを勉強しながら、漢字を補助的に学習し

たい人、漢字自体に興味があって気軽に勉強したいと考えている入門レベルの学習者とし

た。 

コース全体の目標は、以下の二つである。  

・漢字の由来や特徴を知ること（「漢字 A1-1」） 

・いくつかの場面で、よく目にする漢字を認識し、大まかな内容を理解することができる

こと（「漢字 A1-1」「漢字 A1-2」） 

学習範囲について、「漢字 A1−1」は漢字の歴史や由来、特徴、『まるごと A1』のトピッ

ク 3〜5 に出現する漢字語 20 語、「漢字 A1-2」は『まるごと A1』のトピック 6〜9 に出現

する漢字語 36 語を学習範囲とした。 

 2 コースとも、教師のサポートが付かない「自習」タイプで、受講者がいつでもどこで

も自分のペースで学習できるようにデザインした。コースの解説言語は英語である。ま

た、パソコンだけではなく、スマートフォンやタブレットでも受講できるように、教材を

制作した 2）。 

 学習時間の目安として、「漢字 A1-1」は 3 時間、「漢字 A1-2」は 4 時間とした。 

 

3.2 コースの構成 
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 「漢字 A1-1」、「漢字 A1-2」はそれぞれ 5 つのステップで構成され、ステップ 1〜4 の

各ステップにおいて学習目標漢字語、目標 Can-do が設定されている。  

表 1 は、各コースのトピック名、学習目標漢字語、目標 Can-do をまとめたものであ

る。 

 

表 1：コースの内容  

 ステップ  トピック  学習目標漢字語  目標 Can-do 

漢
字

A
1

-1

自
習
コ
ー
ス 

1 漢字イントロダ

クション  
− 

漢字の歴史、成り立ち、特徴

を理解することができる  

2 メニューを  

見よう  

魚、肉、卵、水、  

食べます、飲みます  

レストランでメニューを見

て、食材などのごく基本的な

情報を探し出すことができる  

3 どんな家？  大きい、小さい、  

新しい、古い  

日本人の友達から届いた短い

簡単なメールを読んで、友達

の家の特徴を理解することが

できる  

4 １週間の  

スケジュール  

〜時〜分、〜時半、  

月（火、水、木、金、土、

日）よう日  

視覚的な補助があれば、短い

ブログを読んで、いつ何をし

たかを理解することができる  

5 学習の振り返り  − − 

漢
字

A
1

-2

自
習
コ
ー
ス 

1 言語交換パート

ナーを探そう  

言います、話します、  

読みます、見ます、  

聞きます、書きます、  

〜年〜月〜日  

SNS のプロフィールを見て、

話せる言語、趣味などを理解

することができる  

2 どこで待ち合わ

せ？ 

東口、西口、南口、北口  駅の出口案内標識を見て、出

口の方向を理解することがで

きる 

3 楽しい一日  

でした  

行きます、来ます、  

会います、休みます、  

買います、日本、東京  

短いブログを読んで、どこで

何をしたかを理解することが

できる  

4 いくらですか？  一、二、三、四、五、六、  

七、八、九、十、〜万円、  

〜千円、〜百円、お金  

レストランでメニューを見

て、値段を理解することがで

きる 

5 学習の振り返り  − − 

※魏ほか（2019）を参照し、筆者が加筆、作成した  

 

 ステップ内の構成について、「漢字 A1-1」のステップ 1 と 5、「漢字 A1-2」のステップ

5 を除き、全てのステップにおいて、①メインとなる学習コンテンツ、②確認クイズ、③

タイピング練習コンテンツ、④手書き練習シートが含まれている。その中で、①②は学習

が必須のコンテンツであるのに対して、③④は任意である。ステップ 5 は目標 Can-do の

達成度とコース教材に対する意見を聞く任意アンケートである。  

「漢字 A1-2」は基本的に「漢字 A1-1」の構成（魏ほか（2019）を参照）を踏襲し、開

発された。ただし、学習しやすさを考慮し、『まるごと A1』のトピック 6〜9 の出現漢字

語を意味と使用場面によってグルーピングし、ステップに分けた。例えば、ステップ 4 の

学習目標漢字語として、『まるごと A1』トピック 6 の出現漢字語もあれば、トピック 8 の
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出現漢字語もある。  

3.3 コースの特徴 

 魏ほか（2019）は「漢字 A1-1」の特徴について、1）学習者の推測や気付きが促せるよ

うなインタラクティブな学習を実現する、2）達成感が得られ、継続的な学習につながる

という 2 つのコンセプトで開発されたと述べ、教材での実現方法を詳しく説明した。  

「漢字 A1-2」においても、上記のコンセプトで教材が開発されている。本節では、「漢

字 A1-2」の教材を例として説明する。  

 まず、1）学習者の推測や気付きが促せるようなインタラクティブな学習を実現すると

いう点について、導入では、漢字をひたすら書いたり読んだりするのではなく、図 1 で示

したように、学習者が最初に「当ててみよう」という感覚でクイズに答えたり（図 1-1、

1-2）、アニメーションを見たり（図 1-3）することで漢字に対する推測と認知を深めた

後、漢字の形、意味、音（読み方と音声）情報を 1 画面（図 1-4）で確認できるように、

教材を制作した。これによって、受動的な学習スタイルを変え、学習者が主体的に漢字学

習に取り組めるようになった（魏ほか，2019）。 

 

 

図 1：学習者の推測や気付きを促す教材例 

 

 次に、2）達成感が得られ、継続的な学習につながるという点については、スモールス

テップで学習を進め、最終的に漢字を使ってリアルな使用場面に近いタスクを行うことが

できるように、教材の流れをデザインした。図 2 は、メインとなる学習コンテンツの流れ

を示すものである。 

各ステップのメインとなる学習コンテンツにおいて、最初に 2 人のキャラクターの会話

から漢字の使用場面を提示し（図 2-1）、目標 Can-do と学習目標漢字語を確認する（図 2-

2、2-3）。導入、練習（図 2−4、2-5、2-6）、学習した漢字を使い、擬似体験的なタスクを

行う（図 2-7）。最後に目標 Can-do を再び確認し、達成度を評価する（図 2-8）、という流

れで制作した。このように、学習者は最初から明確な目標を持って学習を始め、学習した

漢字が実際にどんな場面で使えるかを認識することができる。また、タスクを行う過程で

達成感が得られ、継続的な学習につながると考えられる。  

 

57



 

図 2：達成が得られ、継続的学習につながる教材例  

 

3.4 「漢字 A1-2」制作上の改善と工夫 

 「漢字 A1-2」の制作において、先に開講された「漢字 A1-1」の開発と運用経験から多

くのフィードバックを得て、教材の改善と更なる工夫を行なった。  

 まず、実際の生活における漢字の使用場面を重視し、多種多様なタスク制作に挑戦し

た。例えば、友人と待ち合わせる場面を設定し、電話で友人の居場所（「北口」「南口」な

どの漢字語）を音声で聞いて、駅の案内板を見て適当な出口を探すタスク（図 3-1）や、

メニューを見て、料理を値段（漢数字で表記）の高い順に並べるタスクなどを制作した。 

次に、コラムで学習目標漢字語以外の、学習内容と関係する漢字語や漢字に関する文化

的な知識も扱った。例えば、ステップ 2 の学習目標漢字語は「北口」「南口」「東口」「南

口」であるが、実際によく使われている「出口」「入口」「改札口」といった「口」を使っ

た漢字語も写真で紹介したり、ステップ 4 で漢数字が実際にどんな場面で見られるかを紹

介したり（図 3-2）した。 

 

 

図 3：タスクとコラムの工夫  

 

また、知識が定着するために、既習漢字語をできるだけ練習やタスクに取り入れるよう

にした。例えば、ステップ 2 の学習漢字語「東口」「南口」をステップ 3 の練習問題で使

ったり、ステップ 3 の学習漢字語「日本」「行きます」「買います」をステップ 4 で使った

図2−1：背景ストーリ 図2−2： Can-do確認 図2−3：学習漢字確認 図2−4：導入

図2−5：コラム図2−6：練習図2−7：タスク図2−8：自己評価

図3−1： ステップ2のタスク 図3-2: ステップ4のコラム
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りすることにより、学習者が漢字を繰り返し学べるよう配慮した。  

そして、教材の学習しやすさを改善した。例えば、ステップ 2 の聴解タスクにスクリプ

トを加えたり、ステップ 3 のブログを読むタスクに英訳を付けたりするといった工夫をし

た。また、教材の見やすさも改善した。ウェブコンテンツの利点を生かして、学習画面の

指定されたエリアにマウスオーバーすると、スクリプトや英訳が現れるように作り、学習

者が必要に応じて参照できるようにした。また、1 画面でたくさんの情報が集約される場

合、マウスオーバーで漢字語の英訳が現れたり、画像が大きく表示されたりするように工

夫した。  

 

4. コースの運用と今後 

 入門（A1）レベル漢字オンラインコースが「みなと」で開講されて以来、受講者は 105

の国・地域で延べ約 13,000 名（2021 年 6 月時点）にのぼっている。特に多いのはメキシ

コ、インドネシア、ブラジル、フィリピン、ベトナムの受講者である。ステップ 5「学習

の振り返り」ではコースについての意見を収集した。その結果、「コースの構成が非常に

わかりやすく、勉強しやすい」、「タスクや練習などを通して、漢字と日本語の知識への理

解を深めることができた」など数多くの好意的な評価があり、コースへの満足度が高いこ

とが窺えた。一方、「学習漢字数が少ない」、「練習問題をもう少し増やしてほしい」、「次

のレベルのコースを作ってほしい」、という要望も聞かれた。今後、受講者からの意見に

基づいて、教材内容を改善していく予定である。  

コースは学習者の自学自習を目的として開発されたが、授業で活用している事例も報告

されている。今後、多様な活用方法が期待される。  

 

（注釈） 

1）「ひらがな A1 自習コース」と「カタカナ A1 自習コース」はそれぞれ英語版とスペイ

ン語版があり、計４コースが「みなと」で開講されている。  

2）一部の教材は Adobe 社の e ラーニングコンテンツ制作用のフトウェア「Adobe 

Captivate」を用いて制作された。他には、PDF 教材もある。  
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インドネシア人中等教育日本語教師を対象とした  

日本語教え方オンライン自習コース「きらめき」の開発  

今井智絵、村上奈未、杉島夏子（国際交流基金ジャカルタ日本文化センター） .  

      

Developing an online self-study Japanese language methodology course 

“Kirameki” for high school teachers in Indonesia  

IMAI Chie, MURAKAMI Nami & SUGISHIMA Natsuko, The Japan Foundation, Jakarta  

      

要旨：2013 年の教育カリキュラム改正以降、インドネシアの中等教育では学習者中心の

学習活動を通して生徒の 21 世紀型スキル等の能力を高める教育が重視されている。日本

語教育においても教育方法の転換が求められており、教師教育は重要課題の一つである

が、新型コロナウィルスの影響で対面の教師研修が行えなくなった。そこで報告者らは中

等教育の日本語教師向けに、21 世紀型スキルと学習者中心の教え方について学ぶオンラ

イン自習コース「きらめき」を開発した。本発表ではその開発プロセスと概要、および運

用からみえてきた課題と今後の展望について報告する。  

      

キーワード：中等教育、オンライン自習コース、教師教育  

      

1. はじめに 

 インドネシアの中等教育においては、2013 年の教育カリキュラム（Kurikulum 2013、

以下 K13）の改正を受け、生徒の 21 世紀型スキル等の能力を高める教育が重視されてい

る（古内他, 2017、国際交流基金日本語国際センター , 2015）。第二外国語としての日本語

教育においてもこのような能力を育成するために学習者中心の教え方への転換が求められ

ており、教師教育は重要課題の一つである。国際交流基金 (2019）によると、中等教育段

階の学習者はインドネシアにおける日本語学習者の 92％を占めており、ジャカルタ日本

文化センター（以下、JFJA）は、その教育を支える教師の支援に力を入れてきた。JFJA

ではこれまで K13 に基づいた教材『にほんご☆キラキラ』の作成や同教材の教え方の対

面研修を行ってきたが、研修時間が限られていることから教師らが事前に自習できる部分

をオンラインコース化し、対面研修ではインタラクティブな学びに時間を充てるという構

想をしていた。また対面研修でアプローチできないような、広域に点在している地域の教

師の支援のためにもオンライン自習コースが有益であると考えた。  

 それに加え、2020 年 3 月から新型コロナウィルスの影響で対面の教師研修が実施でき

なくなったことから、教師らが自宅から学べるオンラインコースの作成が急務となり、オ

ンライン自習コース「きらめき」が開発された。「きらめき」は、インドネシアの中等教

育で日本語を教える高校教師向けに K13 や 21 世紀型スキルを取り入れた学習者中心の日

本語の教え方を学ぶことが目的となっている。本発表では「きらめき」の開発プロセスと
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コース概要、および運用から見えてきた課題と今後の展望について報告する。  

      

2. 「きらめき」開発プロセス  

 同自習コースは、日本語専門家は日本から、インドネシア人講師はインドネシアからそ

れぞれ在宅勤務というフルリモートの環境下で開発が進められることとなった。

Microsoft Teams や WhatsApp を活用し非同期でのコミュニケーションを図り、Zoom を

利用して同期型オンライン会議を開催した。きらめきは 2020 年 4 月より約 4 ヶ月かけて

開発された。4 月中旬の企画ミーティングでは 2 時間程度の同期ミーティングを 3 回実施

し、コース全体の概要や扱う内容、Can-do などを決定し、それに基づいて 5 つのモジュ

ールを作成することとした。その後、5 月から 6 月にかけて日本語専門家とインドネシア

人講師がペアで各モジュールの内容を考え、動画やクイズを作成した。7 月には、作成し

たコンテンツを Google Sites にまとめ、講師が分担して確認したのち 8 月下旬に一般公開

した。 

 コース開発に当たっては、JFJA でオンラインコースの作成経験がある講師のアドバイ

スを得ながら作成した。オンライン自習コースでも学びやすくするため、各モジュールご

とに異なるナビゲーターをアバターと共に設定し、説明や指示をわかりやすくする工夫を

した。また、アバターを設定することで親近感が出て、楽しく学ぶ手助けになる。Baker 

& Taylor (2012)においても、よりよいオンラインコースを開発するには、個人的なビジ

ュアルを用いたアバターの利用や受講を歓迎するビデオの作成が必要とされており (p. 7)

「きらめき」はこれに沿ったコースとなっている。  

 

 

3. きらめきのコース概要  

 「きらめき」は 5 つのモジュール、16 の Can-do から構成されている。具体的な Can-

do は表 1 に示す。5 つのモジュールは『にほんご☆キラキラ』の教え方の流れを踏襲した

ものであるが、他の教科書を使用している教師も学べるように配慮されている。モジュー

ル 1 はイントロダクションとなっており、学習者中心や 21 世紀型スキルといったコース

を受ける上で重要となるキーワードや授業での取り入れ方について学習する。モジュール

図 1： アバターの例  
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2 から 5 では各活動ごとの重要なポイントや学習者中心の授業、教師の役割について詳し

く学習していく。各モジュールの学習時間は 2 時間を想定しており、全 10 時間のコース

となっている。  

 「きらめき」の受講にあたっては受講者は専用登録サイトから登録をし、その後自身の

ペースで受講をしていく。Google Sites には①モジュールの動画、②ワークシート、③

Google Forms による確認クイズが掲載されている。受講者はワークシートをダウンロー

ドし、モジュールの動画をみながら新しく学んだことや自身の考えを書き込んでいき、学

習を進めていくこととなる。また各モジュールの最後にはふり返りとして確認クイズと

Can-do チェックが用意されている。ふり返りまで終えると次のモジュールに進むという

流れになっている。  

 受講者は各モジュールの最後にある確認クイズを行い、60%以上の正答率で修了とな

る。修了後はオンライン修了書が受講者に送られる。  

 

表 1：16 の Can-do 

タイトル  No. Can-do 

Modul 1 

イントロ  

ダ ク シ ョ

ン 

Can-do 1  

 

Can-do 2  

Can-do 3  

● 学習者中心の教え方と学び方を理解し、学生の視点から考えるこ

とができる。  

● 日本語を教える上での教師の役割を再考することができる。  

● 21 世紀型スキルを理解し、それらを教え方と授業に組み込む方

法を考えることができる。  

Modul 2  

トピック  

の導入  

Can-do 4  

Can-do 5  

Can-do 6  

● トピックを紹介する目的を理解できる。  

● トピックの紹介の流れを理解できる。  

● 学習者中心の教え方における教師の役割を考えることができる。  

Modul3  

新 し い 言

葉の導入  

Can-do 7  

Can-do 8  

Can-do 9  

● 語彙と表現の認識と実践の目的を理解できる。  

● 学習者中心の教え方における語彙と表現の流れを理解できる。  

● 学習者中心の語彙や表現の指導における教師の役割を理解でき

る。 

Modul4 

聞く活動  

Can-do 10 

Can-do 11 

 

Can-do 12 

● 聞く活動の基本的な流れを理解できる。  

● 学習者中心の聞く活動における教師の役割について考えることが

できる。  

● 聞く活動の目的を理解できる。  

Modul5 

 話す活動  

Can-do 13 

Can-do 14 

Can-do 15 

Can-do 16 

● 話す活動の目的を理解できる。  

● 話す活動の基本的な流れを理解できる。  

● 学習者中心の話す活動における教師の役割を理解できる。  

● 21 世紀型スキルを用いた話す活動で実践できるスキルについて

考えることができる。  

 

4. 課題 

 「きらめき」は中等日本語教師の関心を集めており、2021 年 1 月末現在 1205 人が登録

をしている。また、登録者の内訳を見ると、中等教育に従事している日本語教師だけでは

なく、民間の日本語教師の登録も見受けられた。運用から見えてきた課題の一つとして、

登録者に比べ確認クイズまで終えた人数が少ないことが挙げられ、登録後に学習に至って

62



いない可能性が考えられる。自習コースは学習を自分で管理しなければならないため、コ

ース修了が難しい傾向にある。そのため、最後までコースを修了してもらうために更なる

工夫が必要である。例えば、対面型のワークショップと組み合わせ反転型の教材として活

用することで、修了者を増やすことができるだろう。それに加え、SNS を活用した定期

的な宣伝を行ったり、教師会への出講時に紹介したりすることで新たな受講者を増加させ

るとともに、登録はしたものの受講や修了に至っていない受講者へのリマインドにもなる

と思われる。 

 

5. 今後の展望 

 本稿では、インドネシア人中等教育日本語教師を対象とした日本語教え方オンライン自

習コース「きらめき」について、開発の背景や方法、内容と現状について紹介した。今後

の展望としては、大学の日本語教師養成コースでの活用が挙げられる。前述の通り、高校

では K13 の教育課程で授業が行われているものの、大学の日本語教師養成コースでその

考え方や教え方が取り入れられているかについては未知数である。学部生のうちから中等

教育カリキュラム準拠の教科書に親しみ、学習者中心の教え方について知ってもらうこと

で、中等教育機関での教授にスムーズに対応することができるだろう。「きらめき」は、

このように中等教育と高等教育を接続する一助になると期待される。また、インドネシア

中等日本語教育では広域に点在する教師の支援も課題の一つである。日本語の教え方に特

化したオンライン自習コースは、地域や所属先を超えて、今まで研修の機会がなかった教

師への支援にも寄与しうると考えられる。  

 

参考文献 

Baker, C & Taylor, S.L. 2012. The Importance of Teaching Presence in an Online 

Course. Bart, M. (ed.). Online Student Engagement Tools and Strategies. 6 -8. 

古内綾子・三本智哉・五十嵐裕佳・八田直美・エフィ  ルシアナ. 2017. 「インドネ

シア国家カリキュラム準拠高校教科書  『にほんご☆キラキラ』の開発 －態度面の

コンピテンシーの育成と日本語学習の統合を目指して－」. 『国際交流基金日本語

教育紀要』 13, 87-100. 埼玉: 国際交流基金.  

国際交流基金. 2019. 「インドネシア(2019 年度)日本語教育 国・地域別情報」

https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/survey/area/country/ 2019/indonesia.html 

(最終アクセス 2021 年 6 月 22 日)  

国際交流基金日本語国際センター . 2015. 『21 世紀の人材育成をめざす東南アジア

5 か国の中等教育における日本語教育−各国教育文書から見える教育のパラダイムシ

フト–』

https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/research/five_southeast_asia/dl/report_

j.pdf (最終アクセス 2021 年 6 月 21 日).  

63

https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/survey/area/country/2019/indonesia.html
https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/research/five_southeast_asia/dl/report_j.pdf
https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/research/five_southeast_asia/dl/report_j.pdf


アクティブラーニングを促進するための Padlet の活用 

映像ニュースを用いた活動に関する学習者の意識と効果 

ウォーカー 泉（シンガポール国立大学） 

 

Use of Padlet for Active Learning 

 Learners’ perception and effects about Media News activities  

Izumi WALKER, National University of Singapore 

 

要旨：シンガポールの大学では、新型コロナ対策として 2020 年 4 月に全ての授業がオン

ラインに移行した。その結果、対面授業では起こりえない課題が浮上してきた一方で、

ICT ツールの学習への効果も見えてきた。本稿ではその 1 つとして、日本語上級コースで

行った Padlet を活用した実践について報告する。この実践は、映像ニュースを教材とし

て学び合うことにより、日本人大学生とのプロジェクトに必要な言語運用能力や情報の収

集、分析、理解力などを高めることを目指したものである。本発表では、この一連の活動

内容を紹介した後に、実践の成果と課題について報告する。 

                  

キーワード：アクティブラーニング、映像ニュース、Padlet、学習意欲、言語運用能力 

 

1.  実践の背景  

 シンガポールでは、新型コロナウィルス対策のため、2020 年 4 月初旬から全ての教育

機関がオンライン授業に移行した。オンラインへの移行には大きな壁があったが、一方的

な講義を聴くといった受動的学習ではなく、書く、話す、発表するといった能動的なアク

ティブラーニングを実現したいと考えた。溝口（2014: p.31）のいう「知覚・記憶・言

語・思考（論理的  / 批判的 / 創造的思考、推論、判断、意思決定、問題解決など）とい

った心的表象としての情報処理プロセスの外化」が学習には重要であると考えたからであ

る。そのような学びを実現するため、以下のように授業設計を行った。  

【コース名】Expository Writing and 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、ニュースを日本語で理解し、要約できるようになること  

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こと  

3．自律学習能力を高めること  

4．社会人基礎力（チームワーク・協調性・リーダーシップなど）を養うこと  

【コース概要】日本人大学生との「星日合同調査プロジェクト」を柱とし、それに必要な

知識やスキルが習得できるようにカリキュラムを設定した。このプロジェクトは、日本語

学習者が英文記事をもとにシンガポールの時事問題を日本人大学生に紹介し、それに関す
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る調査を合同で作成し、両国の大学生を対象に調査を実施し、その結果を発表するという

ものである。講義（週 1 回 95 分）では、企画書、調査用紙の作成、分析結果のまとめ方、

発表の仕方などを学んだ後、日本人大学生とプロジェクトを進め、演習（週 1 回 95 分）

では、教科書を用いてアカデミックジャパニーズの習得を目指すこととした。 

 さらに、授業以外でも一連の活動を日本語で行うための言語運用能力を強化したり、現

実社会の諸課題について多面的・多角的に考察を深め、必要な情報を適切かつ効果的に収

集、解釈し、クリティカルに考察できるようなメディア情報リテラシー（坂本 2020）を

高めることも重要であると考えた。これらの学習を進めるために、Padlet を活用するこ

とにした。 

 

2.  コース概要と Padlet の活用方法 

 Padlet は、教育向けの電子掲示板アプリである。写真、動画、リンクなど情報が簡単に

貼り付けられたり、掲示板のリンクを共有すればアカウントを作成しなくても参加できた

り、同時に複数人が書き込んでも即座にページが更新できるなどの利点がある。本コース

ではそのような利点を生かして、以下のような活動を行うことにした。  

【Padlet の活用方法】（本稿では、以下を「Padlet 活動」と呼ぶ）  

1. 各学習者が 1 分程度の TV 映像ニュースを選び、Padlet に掲載する （図１）  

2. 掲載した内容に関する質問を３つ作り、Padlet のコメント欄に記述してクラスで共有 

3. 他の学生が掲載したニュースを視聴し、質問への回答やコメントを書く  

4. 掲載された映像ニュースを使って「映像ニュースのシャドーイング」をする  

5. 毎授業一人の学生が映像ニュースを音声を消して流し、「映像ニュースの発表」をする 

6．発表後、Kahoot などを用いて作成しておいたクイズを行い、他の学生はそれに答える  

 

 

図 1.  映像ニュースを共有した Padlet（https://padlet.com/clsiw/x9ruwva3s0277hxm）  
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3.  Padlet 活動への参加の実態と成果 

学期終了直後に質問用紙を用いてコース全体に関する学習者の意識調査を行い、半年後

に一人約 30 分間のフォローアップインタビューを行った。質問用紙を用いた調査には履

修者全員から回答を得た。インタビューには 8 名が応じてくれた。これらをもとに、学習

者がどのように Padlet 活動に参加し、その結果どのような学習効果を得たと感じている

か、あるいは、どんな課題があったのかについて分析した。以下はその主な結果である。  

 

3.1 Padlet 活動と学習意欲  

 この調査では、コース内に行った主な活動（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

求めることにより、各活動がどの程度学習意欲を高めたなどについて探った。ARCS モデ

ルは、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）ことから、この調査にも緩用することにした。  

 その結果、「映像ニュースの発表」「映像ニュースのシャドーイング」という Padlet 活

動のいずれもが、その他３つの活動（「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」）とともに、学習意欲を高めた活動の上位 5 位に並んだ

（ウォーカー2021）。特に「映像ニュースの発表」は、「日本語学習を続ける意欲を高めた

活動」「最も励んだ活動」「オンライン授業に良い活動」「対面授業に良い活動」としても

全て上位 5 位に入った(表 1)。一方、「映像メディアのシャドーイング」は「日本語学習を

続ける意欲を高めた活動」として最も高く評価されたものの、それ以外では高評価を得な

かった。とはいえ、Padlet 活動は、学習意欲を高める活動であることが示唆された。  

 

表 1：主な学習活動に対する学習者の反応  

主な学習活動  
学習継続の意欲増進  最も励ん

だ活動** 

オンライン  

授業に良い** 

対面授業に
良い** 平均値＊ 標準偏差  

映像ニュースの発表  4.32 0.86 14 27 15 

クイズの作成・実施 3.79 1.24 0 11 1 

クイズに答える 3.84 1.18 0 0 0 

AJ スライドの作成・発表  4.21 1.00 20 12 9 

AJ 教科書の問題・要約 4.37 0.93 10 15 7 

ビデオ視聴とディスカッション 4.32 0.73 0 1 1 

調査・分析・発表の仕方 4.11 1.02 3 1 1 

記事紹介作成と発表 4.00 0.97 4 2 1 

予備・本調査の作成と実施 3.84 1.09 5 3 5 

調査結果の分析と報告書の作成 4.16 0.87 8 2 2 

発表スクリプト・スライドの作成  4.16 1.14 19 4 3 

プロジェクト発表会 4.37 0.81 18 8 25 

映像ニュースのシャドーイング  4.42 0.75 4 5 0 

NUS の学生とのグループワーク 4.26 0.78 5 6 17 

日本人大学生との協働学習 3.84 1.23 4 3 19 

先生の指導とサポート 4.53 0.60 0 2 3 

*は、学習意欲を 1（全く高めなかった）から 5（非常に高めた）の中から選んだ数値の全回答者の平均値 

**は、回答者が選んだ 3 つの活動の 1 位を 3 点、2 位を 2 点、3 位を 1 点として合計した数値 
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3.2  Padlet 活動への参加状況 

 Padlet 活動にどの程度参加していたかを探るため、各学習者の掲載数と他の学習者が掲

載したニュースを視聴し、それに関する問題に回答した回数を数え、表 2 にまとめた。表

2 が示す通り、学生間にばらつきはあるものの、週に 1 回程度、映像ニュースの掲載か質

問への回答、またはその両方を行った学生が大半であることがわかった。  

    

表 2: 各学習者の Padlet への掲載数と質問への返答数（全 11 週）  

学習者  
ニュース
掲載数  

質問への
返答数  

合計 学習者  
ニュース
掲載数  

質問への
返答数  

合計 

#1 12 12 24 #11 10 1 11 

#2 3 0 3 #12 9 9 18 

#3 4 3 7 #13 12 13 25 

#4 11 11 22 #14 11 0 11 

#5 13 12 25 #15 8 7 15 

#6 11 10 21 #16 0 0 0 
#7 8 1 9 #17 9 10 19 

#8 10 7 17 #18 10 6 16 

#9 10 8 18 #19 2 1 3 

#10 9 8 17 平均 8.53 6.26 14.79 

                      

3.3  Padlet 活動の学習効果と改善点 

 学習者が、Padlet 活動にどのように取り組み、どのような学びができたと感じているか

を探るため、ZOOM で半構造化インタビューを行った。その結果、主な学習効果として、

豊富な映像ニュース視聴やそのシャドーイングによる言語運用能力が強化と、学習者間で

の学び合いによる自律学習の促進が見出された。その詳細について学習者からのコメント

をあげて述べていく。なお、（#）は表 2 に示した学生番号、（ ）は筆者の補足である。  

学習効果１：豊富な映像メディアの視聴やシャドーイングによる言語運用能力の強化 

 Padlet 活動に積極的に参加した学習者全員が、(a)のようにニュースが容易に理解できる

ようになったと答えた。これは、Padlet に掲載するニュースを探すために多くのニュース

に触れ、掲載したニュースに関する質問を作成するために繰り返し視聴したり、他のクラ

スメートが掲載したニュースに関する質問に答えるために視聴を繰り返したりするなど、

映像ニュースを豊富に視聴する機会や深く理解する努力をしたためであると考えられる。 

(a) （学期の始めに）コロナについてのニュースを流したんですが、そのとき 2 回聞いても

50%しか理解できないです。でも、一学期の後で、毎週ニュースの練習をして、ニュース

のビデオを一回聞いたら、だいたいもう 90%理解できるようになりました。とてもいい練

習と思います。(#4) 

 また、シャドーイングを熱心に行った学習者も、学習の成果を実感していた。  

(b) 私はシャドーイングが趣味なんです。自分のニュースも、友達のニュースも毎週シャドー

イングしました。もっと自然に話せるようになったと思います。 (#1) 

(c) シャドーイングは、いろいろな点ですっごく役に立ちました。(#13) 

 この二人は、学期開始時から流暢な方ではあったが、学期末にはその流暢さが一層増し

たことが明らかであった。その他の学習者はシャドーイングの効果は認識しているものの、

それほど頻繁に行ったわけではなかった。しかし、自分の「映像ニュースの発表」のため
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にシャドーイングに相当励んだようである。「映像ニュースの発表」では、ニュースの画

像だけを流し、ニュースキャスターさながらにニュースを伝えることになっていたためで

ある。一方、（e）のように推奨した方法で行わなかったために上達しなかった学習者もい

た。この学生は確かに最後まで口が重く流暢さに欠けていた。シャドーイングを効果的に

行うためには、適切なフォローアップが重要であることがわかった。 

(d) シャドーイングは日本語のどのレベルでも大事だと思う。でも、自分の発表のときしかし

なかった(#17 )。  

(e) シャドーイングをした時点で、発音は注意しませんでしたから、私の場合は発音の練習の

役に立ちませんでした。でも、それは人によると思います。（#3）  

学習効果 2：学習者間での学び合いによる自律学習の促進 

 Padlet 活動では、自分の興味のあるニュースだけでなく、クラスメートが選ぶ幅広いニ

ュースも見ることになるため、視野を広げることができるという利点もある。 

(e) 自分が流したら、１つのニュースですから。でも、みなさんのニュースを見たら、２つ、

３つのニュースが一緒に見られるということです。  (#4) 

(f) 自分で選ぶニュースは決まっています（野球関係）。でも、他の人が選んだニュースも見る

ことにチャレンジしたので、視野が広がりました。 (#13) 

 Padlet 活動は楽しいという印象を持っている学習者も多かった。クラスメートの共有や

コメントのやりとりが、楽しむ要素となったようである。 

(g) 私が今学期印象に残っているのは、毎週の映像ニュース。とっても楽しかった。毎週人が

変わっていますよね。みんなから、勉強になりました  (#17) 

(h) （最も印象的だったのは）やっぱり食事のニュース。食べ物のニュースとか。遊園地の観

覧車の中で食事ができるとか。そういうのおもしろかった。(#17) 

(i) 毎回楽しみを見つけて、おもしろいニュースをシェアしたいな、という気持ちです (#17) 

(j) 他の人に Upload されないように、他の人が見る前に早く新しいニュースを探すようにしま

した。(#13) 

 また、クラスメートが作った質問に答える活動は、難易度が調整されていることから、

学習の役に立ったと感じている学習者もいた。  

(k) 他のクラスメートが作った質問は、難しい専門的な知識がなくても回答できる質問なの

で、このような記事の質問があれば、勉強に役に立つと思います。難しすぎれば、時間が

無駄だと思って、他のタスクをするかもしれません。 (#3) 

 以上、パレット活動は学習者間で楽しみながら実践できる要素を備えていることが、自

律学習の促進に役立ったと考えられる。  

課題１：消極的な参加者への支援 

 インタビューに答えた 8 名中 2 名は、ほとんど Padlet 活動に参加しなかったため、そ

の理由を尋ねたところ、「忙しすぎた」「すでにニュースは聞き取れるから必要ないと思っ

た」と答えた。確かに双方とも聴解テストなどで高得点を得ていたため、必然性を感じて

いなかったのであろうが、日々のニュースを視聴続けることにより、学べることもあった

はずである。また、他の学習者と共に学び合う機会が得られなかったことも残念である。

よって、このような学習者には、参加する意義を伝えるなどして参加を促す必要があった。  

課題 2：メディア情報リテラシーの教育 

 Padlet 活動では、プロジェクトに必要な情報を収集し、思考を深めたり、メディアを批

判的に捉えたりするなどメディア情報リテラシーを高めることも目標としていた。しかし、
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それはほとんど達成できなかった。その主な理由は、プロジェクトで扱ったテーマ（自宅

学習の環境に対する意識、  新型コロナウイルスの接触追跡技術とデータプライバシー、

ポイ捨て問題、環境病、ヴィーガニズム）に関するニュースが少なかったためである。 

(l) データプライバシーのニュースは少ないと思います。 (#13) 

(m) 日本のニュースは、時々、とても小さいことが報道されている。例えば、猫のあるある、

とかとても小さいことです。ニュースではないと思います。でも、報道されてる（#3）  

(n) 日本のメディアは、あんまりシリアスじゃないものも結構出ますよね（#17）  

  (m)と(n)のように、日本には娯楽性が高いニュースが多いことに気づいたという点で

は学びもあったと言えるかもしれないが、メディア情報リテラシーを高めるためには、よ

り積極的な教育的介入が必要であると言えよう。  

  

4．まとめと考察 

 本稿では、映像ニュースを教材として Padlet を介して学び合う一連の活動を紹介し、

その成果（学習意欲を高める、言語運用能力を強化する、自律学習を促進する）と課題を

報告した。最後に、この実践の目標であったアクティブラーニングを促進したか否かにつ

いて考察したい。「星日合同調査プロジェクト」には、時々刻々と変化している新型コロ

ナウィルス対策や、環境問題に関する意識などをテーマに調査、分析、発表するなど多様

な能動的タスクが組み込まれていた。そのため、かなりの言語運用能力が必要だったが、

どの学習者も積極的に取り組み、成功を収めた  (https://youtu.be/9jDNof45oOU)。よって、

言語運用能力を強化できたという面では、アクティブラーニングを遂行するのに役立った

と言えるかもしれない。しかし、テーマに直結した情報を収集し、それを批判的に解釈し

たり議論を深めたりするという目的を達成するには不十分であった。よってその成果は限

定的であると言わざるを得ない。とはいえ、Padlet 活動は「自分の必要な情報を自分で検

索、収集、種々選択、習得する」（當作 2019：p.8）という「自律的選択性」、それを共有

して質問しあったりする「協働性」、楽しみながら継続できる「持続性」、ニュースキャス

ターに扮してニュースを伝えたり、クイズを作成する「創造・表現性」など、学習に重要

な特性を兼ね備えているため、今後も実践していきたいと考えている。  
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オンライン授業におけるピア・ラーニングのデザイン 
－「プレゼンス」の観点から振り返る－ 
保坂敏子（日本大学）、島田めぐみ（日本大学） 

 

Designing Peer Learning in Online Classes: 
Reflections from the Perspective of “Presence” 

Toshiko HOSAKA, Nihon University Megumi SHIMADA, Nihon University 

 

要旨：コロナ禍で急速にオンライン授業が普及する中、「プレゼンス理論」が重視されて

いる（赤堀 2020）。「プレゼンス」理論とは、相手がそこにいると感じる「社会的存在感

（Social Presence）」、教材や教師の身振りや語り口などの「教授的存在感（Teaching 

Presence）」の程度が学習意欲や効果に影響を及ぼすという考え方である。本発表では、

コロナ禍の前とその最中に実施した 3 つのオンライン授業のデザインについて、「プレゼ

ンス」が担保できたかという観点から振り返った。その結果、いずれもピア・ラーニング

を取り入れることで、遠隔地にいる学生同士が教師やお互いの「プレゼンス」を感じなが

ら学び合い、つながることのできるデザインであったことが確認できた。 

 

キーワード：ピア・ラーニング、プレゼンス理論、社会的存在感、教授的存在感 

 

1. 研究の背景と目的 

 オンライン授業と対面授業の違いの一つに、教室で仲間（ピア）と学び合ったり、つな

がったりすることがオンライン授業では難しいことが挙げられる。他者とのつながりが持

ちにくいオンライン授業の環境は、学習の継続を阻害したり、学生の孤独感を引き起こし

たりする要因にもなっている 1。一方、対面かオンラインかに関わらず、教室に教師や他

の仲間が存在すること自体が学習の満足度を高め、学習効果をもたらすことがこれまでに

示されており、それらの研究を基に、コロナ禍でオンライン授業が急速に普及する中、

「プレゼンス理論」の重要性が主張されている（赤堀 2020）。「プレゼンス」とは、Short 

et al.が 1976 年に提唱した「メディアを介した相互作用によって、相手がそこにいると感

じられる程度」と定義される「社会的存在感（Social Presence）」（山田他 2012）や、学習

内容や教師の身振りや語り口などがもたらす「教授的存在感（Teaching Presence）」

（Garrison & Anderson 2003）を指し、「プレゼンス理論」とは、存在感の程度が高ければ、

学習意欲や満足度の向上などの情意的効果が高くなり、ひいては学習効果をもたらすとい

う考え方である。発表者らは、コロナ禍が始まる前から、通信制の大学院で孤軍奮闘する

1 2020 年 12 月 18 日文部科学省の事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けた学生等

に対する追加を含む経済的な支援及び学びの継続への取組に関する留意点について（依頼）」

https://www.mext.go.jp/content/20201218-mxt_kouhou01-000004520_01.pdf 
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学生の相互交流を活性化するためにオンライン授業でピア・ラーニングを実施していた。

この経験を基に、2020 年度の緊急避難的に実施されたオンライン授業においても、それ

ぞれピア・ラーニングを取り入れた授業を実施した。これらの授業は果たして「社会的存

在感」や「教授的存在感」をもたらしていたのであろうか。本発表では、発表者らが実践

した 3 つのオンライン授業のピア・ラーニングのデザインを報告し、プレゼンス理論の観

点から振り返る。 

 

2. オンライン授業におけるピア・ラーニングの事例  

2.1 事例１：通信制大学院の言語教育関連科目のデザイン  

 事例 1 は、コロナ禍が始まる前から実施していた通信制大学院の言語教育関連科目の授

業デザインである。通信教育課程では、学生が在宅学習で基本教材を自学自習して作成し

たレポートに対して、個別指導を行うことが学習形態の基本とされる。現在、教師と学生

間でのレポートのやり取りは、郵便ではなく、LMS を使ってオンデマンド方式で行って

いる。当該授業では、教師と学生がある程度やりとりをした後、LMS の掲示板機能を使

ってピア・ラーニングを実施していた。受講生には、LMS にアップロードされた他の学

生のレポートを読み、①面白かった点・良かった点、②分かりにくい点・疑問点、③アド

バイス、④その他の質問の 4 点についてコメントを書くことを求め、レポートを提出した

学生には、他の人のコメントに返信をするよう求めた。例えば「言語教育工学特講」では、

基本教材として書籍や映像講義を利用してブレンディッド・ラーニングやインタラクティ

ブ・ティーチングを学んでいる。ピア・ラーニングでの学生同士のやり取りは、コロナが

始まる前の 2019 年度までは①②③のレポートの内容に関するものがほとんどで、④でお

互いの教育現場の状況などについて意見交換することはあまりなかった。2020 年度のこ

の科目の授業デザインは 2019 年度までと変更はなかったが、受講者自身が自分の教育現

場で授業のオンライン化を進めていたこともあってか、ピア・ラーニングの際には学習内

容に関する①②③はもとより、④で自分たちが「今、ここで」実践しているオンライン授

業についての意見交換が自然発生的に盛んに行われた。 

 

2.2 事例 2：学部の日本語教育関連科目のデザイン  

 事例 2 は、通学課程の大学の学部の日本語教育関連科目で実施した実践デザインである。

この授業は春学期にのみ開講する 1 学期完結の科目で、発表者は 2020 年度に初めて担当

することになっており、対面授業用にシラバスを作成していた。しかし、2020 年 4 月初

めの緊急事態宣言を受け、全学で全ての授業がオンライン化されることになると同時に、

授業の開始が 1 か月ほど遅くなった。大学からは LMS と Zoom の提供とオンライン授業

の指針が届いただけでなく、学生の通信による負担を考慮して、できるだけ非同期型で授

業を実施することが推奨された。この条件の中で、1 か月の間に急遽対面授業のデザイン

をオンライン授業に置き替えなければならなかった。対面授業を前提にしたデザインでは、
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コースの前半は、授業の最初に講義をした後、グループ学習をして、全体討論をするとい

う流れとなっており、コースの後半はグループに分かれて日本語教育の反転授業用の講義

映像を作成するプロジェクトを設定していた。代替のオンライン授業では、コースの基本

的な流れはそのままとし、Zoom による同時双方向の時間をできるだけ減らすために、コ

ース前半の授業は反転授業形式でテキスト・ベースの同時双方向の活動を実施し、コース

後半は Zoom を使った同時双方向の活動を行う方針を立てた。それを踏まえ、コース前半

の反転学習においては、事前学習の課題（テキストや映像講義を事前学習における疑問点

等）を Google フォーム（以下 Gf）に提出してもらい、当該の授業時間内には、まず、グ

ループの話し合いを Google スプレッドシート（以下 Gs）で情報共有しながら LMS のチ

ャットでテキスト・ベースでの話し合いを行った。そのうえで、同じ Gs を使って、教師

がグループの質問への回答や質問を書き込み、さらに学生が質問や回答を書き込むという

流れで進めることとした。コースの後半は Zoom のブレイクアウト機能を使い、最初にグ

ループに分かれて反転授業用の講義映像の企画と制作を行い、その後、制作した動画の発

表会と相互評価、全体の講評会を行った。学生は、初めは、テキスト・ベースのチャット

での同時双方向の話し合いに戸惑い、やりとりはあまり盛んではなかったが、授業形態に

慣れてくると、リーダー役の学生が議論の流れを誘導し、必要なグループの課題をスムー

ズにこなせるようになった。後半のプロジェクトでも、一度も対面したことのない学生同

士がオンライン上で協力をして、短期間で映像教材を作成することができた。 

 

2.3 事例 3：学部・大学院の専門科目のデザイン 

 事例 3 は、大学院生と学部生を対象とした統計分析に関わる専門科目のデザインである。

当初のシラバスは対面授業を想定していたが、2020 年の授業開始時には Zoom を利用し

た同時双方向型での開講となった。コース前半は統計学に関する基本的な内容の講義を同

時双方向型で行い、毎回講義に関わる課題を Gs に提出することを求め、非同期双方型で

個々の理解度に合わせた対応を行った。この場合の Gs は、各学生と教員のみが閲覧、編

集できるよう設定した。コース後半は、各自実験をデザインし、データ収集と統計分析を

行い、結果を口頭とレポートとで報告するという内容である。 

コース後半における受講者の口頭発表について、全受講者が Gs にコメントを書くとい

う形式でピア・ラーニングを実践した。コメントの内容は、①内容や発表の仕方などにつ

いて学んだこと、②発表内容についての感想、③疑問や質問などであった。発表日の翌日

までにコメントを記入することを求め、その後教員もコメントや解説を Gs に記載した。

Gs は、教員と受講者全員が共有し、授業内においても授業外においても全コメントを確

認できるよう設定した。コメントは、発表の方法に関するもの、取り上げたテーマに関す

るもの、統計手法に関わるものなど広範囲にわたり、学びを深めることができた。学生の

レディネスに差があること、またオンラインであることなど懸念材料があったが、ピア・

ラーニングは予想以上に充実したものとなった。その理由として、まず、実験準備の段階

72



の授業における交流が考えられる。同時双方向型の授業の中で、お互いの研究計画を聞き、

アンケートへの協力を申し出たり、協力者を紹介したりするなどの学年を超えた助け合い

があった。また、実験遂行には統計に関わる基本的知識の構築が前提となるが、コース前

半において、非同期双方型で各学生が課題を遂行し、それに対して教師が個別に対応した

ことにより、全員が基本的知識を持てたことも要因の１つと言える。 

 

3. プレゼンス理論からみた振り返り  

 本発表で取り上げた 3 つの事例をオンライン授業のタイプ別に分類すると（保坂他

2021）、事例１は非同期型で双方向のオンデマンド型授業、事例 2 は非同期型で一方向の

オンデマンド型授業と同期型で双方向の同時双方向型授業の組み合わせ、事例 3 は同期型

で双方向の同時双方向型授業と非同期型で双方向の活動の組み合わせということになる。

いずれの授業においても、ピア・ラーニングを取り入れたことにより、同期や非同期に関

わらず双方向のやり取りが発生し、同じ授業の仲間や教師がいなければ成り立たない、参

加者同士のやり取りが不可欠な授業デザインになっている。 

これらの授業を「プレゼンス理論」の「社会的存在感」と「教授的存在感」の観点から

見てみる。いずれの授業も、学習教材とピア・ラーニングという活動がやるべき課題とし

て設定されているので、課題に付随する「社会的存在感」や「教授的存在感」を感じたで

あろうことは言うまでもないことであろう。では、授業課題として設定されたピア・ラー

ニングが、課題を超えてどのようなことを起こしたのであろうか。 

事例 1 では、前述のように、ピア・ラーニングが課題から離れて自分自身が実践してい

る授業のオンライン化に関する問題やそれぞれの経験を共有し、アドバイスをする場にな

ったことが、掲示板の書き込みで見て取れた。これは、受講者同士が「社会的存在感」を

十分に感じ、仲間としての意識、連帯感が育まれたことにより起きた結果だと言えるだろ

う。孤独感を感じがちなオンライン授業では連帯感や所属感などの Sense of Community 

を醸成することが重要であり、それが、学習を継続する動機になると言われている（赤堀

2020）。この点で事例 1 は、コロナ禍という状況も相まって、ピア・ラーニング課題によ

り仲間同士のつながりの感覚を十分生み出すことができたと考えられる。 

事例 2 は、コース前半は、テキスト・ベースのチャットを使って同期型の双方向のやり

とりを行うというデザインであった。グループ内でのやり取りは、最初は課題であっても

初めの一言がなかなか書き込まれず、グループでの話し合いが滞ることが多かった。しか

し、回数を追うごとに、チャット上に本日の課題を自主的に書き込む人やグループでの質

問を 1 つに絞るという目標に向けてグループをリードする人、時間を管理する人が出てき

たことが、チャットの書き込みから読み取れた。これは、課題として設定されたピア・ラ

ーニングの遂行は、課題達成に向けたグループ内での振る舞いを身に付けていく過程でも

あったと解釈することができるだろう。「社会的存在感」は、メディアを介したコミュニ

ケーションにおいて、相手が現実に存在するという感じを受容することだけでなく、その
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場にいる人間として自分の存在を投影できる能力や行為を指すと捉える立場もある（山

田・北村 2010）。事例 2 のピア・ラーニングは、相手の存在を感じながら、自分の存在を

示す場になっていたものと考えられる。このバーチャルなコミュニティでの振る舞いの学

びが、コース後半で一度も顔を合わせたことのないメンバーが、オンラインで協力しなが

ら映像講義を作るという初めての体験を短期間でスムーズに行えることにつながったのか

もしれない。 

事例 3 におけるピア・ラーニングは、後半の小規模実験に関する発表のみで実施した。

各学生は、日頃から関心を持っている話題などからテーマを選んでいた。そのため、ピ

ア・ラーニングではお互いの発表に親近感を感じ、興味を持って結果を理解したり解釈し

たりしていることが、受講生のコメントからわかる。このようなコメントは学生同士がお

互いに「社会的存在感」を示すことにつながったと言える。また、ピア・ラーニングのコ

メントから、各自がコース前半で得た知識と発表者の内容を照らし合わせながら発表を聞

く様子が確認できた。この点は「教授的存在感」の影響を 2 つの視点から見ることができ

る。まず、この授業では、コース前半で、教師がそれぞれの学生が提出した課題に対する

指導を行ったが、教師による個別の学習支援があることで「教授的存在感」が示されたこ

との表れだと言える。そして、学生自身が他者へ責任をもってコメントをする段階におい

て、自身の学びを積極的に捉える姿勢が観察された。学習者自身も自身の学びに責任を持

つようになると「教授的存在感」は高まると言われている（Garrison & Anderson 2003: 13）。

事例 3 では、学習者の学びに対する積極的な姿勢がピア・ラーニングに反映されていたと

言えよう。 

 

４．まとめと課題 

 以上、オンライン授業にピア・ラーニングを取り入れた 3 つの事例を「社会的存在会」

「教授的存在感」という「プレゼンス」の観点から振り返った。今回の分析は、3 つの事

例と数は少ないものの、ピア・ラーニングにおける「プレゼンス」が課題達成以上の効果

をもたらしたことが窺えた。このことから、オンライン授業におけるピア・ラーニングは、

課題達成の場だけではなく、遠隔地にいる学生同士が教師やそれぞれの「プレゼンス」を

感じたり発揮したりしながら学び合い、つながることができる場になりうると言えるだろ

う。これは、相手が同じ教室にいる対面授業では当たり前のことかもしれないが、同じ場

所を共有しない、相手が目の前にいないオンライン授業においては、意義のある結果だと

思われる。 

今回の振り返りでは、すべての事例において、「社会的存在感」の効果を読み取ること

ができた。オンライン授業などの 21 世紀の e-learning においては、学生同士が自分の居

場所として、お互いに安心して学び合い、探求し合えるコミュニティ（community of 

inquiry：以下 CoI）の形成が重要であり、そこでは「社会的存在感」が大きな要因になる

とされる（Garrison & Anderson 2003：14）。この点で、今回オンライン授業におけるピ
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ア・ラーニングの可能性を示すことができたと思われる。ただ、CoI の形成にかかわる別

の要素である「教授的存在感」は、事例 3 において一部影響が見られたのみであった。オ

ンライン授業では、対面授業で感じられる教師の語り口や身振り手振りなどの非言語コミ

ュニケーションが伝わりにくくなるが、「教授的存在感」ではこのような要素も重要だと

指摘されている（赤堀 2020）。オンライン授業における教師の存在感については今後の課

題としたい。 
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要旨：本稿は、学内日本語学習者の自律的な学習環境の整備を目的とした Computer 

Based Test（CBT）開発とその運用過程、および課題に関する実践報告である。本報告

は、知見の共有により、オンライン化が進む言語教育現場で期待されるカリキュラム対応

型の CBT 開発に寄与することを目的とする。本 CBT 開発の課題は、次の 4 点であった。

1）学内 LMS 外から受験可能な環境構築、2）総合日本語科目のレベル別学習項目との整

合性の確保、3）対外的に説明可能なテストの質の担保、4）継続運用が可能な体制の構

築である。また、今後検討すべき課題として、カリキュラム変更や学習者の日本語能力の

変化への対応を挙げた。  

 

キーワード：テスト開発、CBT（Computer Based Test）、学習環境、言語知識、目標規準

準拠テスト  

 

1. はじめに 

 早稲田大学日本語教育研究センター（Center for Japanese Language，以下「CJL」）で

は、日本語学習者（以下、「学習者」）の自律性の育成を目的に、自律的な学習環境整備の

一環として、学習者の自己判断で日本語履修レベル、および履修科目を選択できるカリ

キュラムを採用している。そのため、学習者は自身の日本語能力と興味や関心、必要性等

を踏まえ、週 650 コマに上る科目の中から科目を選択、履修することになる。選択に際し

ては、シラバスやテキストに加え、学習者の日本語レベルと履修科目のレベルの適切性を

判断するための指標として、JCAT（Japanese Computerized Adaptive Test）（今井他 2010）

が使用されてきた。学習者は教室外で JCAT を受験し、その得点と CJL 日本語レベルの対

照表を参照することにより、自身の日本語能力を客観的に判断していたと言える。さらに、

四技能をバランスよく学ぶ総合日本語科目（入門～6 レベル）では、CJL の学習項目に合

わせたレベル別小テストを実施し、学習者の自律的なレベル・科目選択を支援していた。  
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 しかし、2018 年度に、初級学習者に対するレベル判定の信頼性の問題や CJL 各レベル

の学習項目との整合性等の観点から、JCAT とレベル別小テストを組み合わせるというシ

ステムを見直すことになり、新たな Computer Based Test（CBT）の開発を決定した。本

CBT における課題は、1）学内 LMS 外から受験可能な環境構築、2）総合日本語科目のレ

ベル別学習項目との整合性の確保、3）対外的に説明可能なテストの質の担保、4）継続

運用が可能な体制の構築という 4 点であった。 

 近年、高等教育機関では、外国語としての日本語能力を推定するための独自のテスト開

発が行われており、テスト開発の経緯や内容に関する検証が報告されている（藤田他 

2017、小森他 2017）。本稿では、新たに開発する CBT を「CJL レベルチェックテスト」

と称し、その開発と運用過程、課題について報告する。特に先行研究において言及が少な

かった、カリキュラムに即した CBT 開発の知見を共有することにより、オンライン化が

進む言語教育現場で期待されるカリキュラム対応型の CBT 開発に寄与したいと考える。 

 

２．開発の方針 

本プロジェクトでは、2018 年度秋学期～2020 年度秋学期までの 2 年半に、「漢字」、

「文法・語彙」、「読解」、「聴解」の 4 種のテストを開発することとした。開発にあたって

は、上述の４つの課題の解決と、2021 年度春学期からの運用の実現が最も留意された。

以下、4 つの課題に対してどのように解決を目指したか順に述べる。  

1）学内 LMS 外から受験可能な環境構築：CBT を前提に、テストの配信・開発支援等

を行う民間企業、テストコンテンツの作成ソフト、学内 LMS の機能、学内のテストシス

テム等に関わる情報を広く収集し、検討した。その結果、学内 LMS から独立したシステ

ムであることに加え、開発・運用・維持にかかるコスト、個人情報に対する安全性、継続

的に使用可能である点を勘案し、学内で管理するテストシステム（EtestingSystem）を使

用することとした。このシステムは、セクション別、各項目レベル別の得点表示が可能で

ある。そのため、それまでの日本語学習歴を問わず、CJL における各レベルの学習内容が

どの程度理解できているか、総合的にどの程度の日本語レベルであるかを示す受験結果を

学習者に提供できるという点で、自律的なレベル・科目選択に適した仕様であった。  

2）総合日本語科目のレベル別学習項目との整合性：テスト開発において、テストの種

類、出題基準、基準設定の問題として検討した。言語テストの種類を区別する観点として

は、カリキュラム等のある目標に対する受験者の達成度がわかる  「目標基準準拠テス

ト」（Criterion Reference Test；CRT）と、ある程度能力に幅のある集団内において、受

験者が相対的にどの程度に位置しているかを測る「集団規準準拠テスト」（Norm 

Reference Test；NRT）という観点がある（ブラウン,J.D. 1999）。総合日本語科目の学習

内容に準拠し、その理解度を診断するためのテスト開発を目的とした場合、CRT の開発

が求められるといえる。しかし、本テストの受験者は、本学の在学生だけではなく、新入

生も想定されており、そうした学習者の日本語レベルを判定するためには、NRT として
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開発する必要があった。そのため、項目作成においては、原則として、総合日本語科目に

おける学習項目を考慮した出題基準を用いて作成し、各レベルで必要と想定される項目レ

ベルを設定した。また、これに加え、開発過程においては、NRT 開発の手続きに沿っ

て、テストの試行調査、項目分析を行い、各項目が事前に想定したレベルの難易度と合致

しているかを検証した上で、テスト項目のプールに加えることとした。また、基準設定に

おいては、項目レベル別の正答率と各レベル別受験者の得点分布を考慮して得点区分を作

成した。この 2 つの段階を経ることで、CRT の要素を含んだ NRT 開発を目指した。  

3）対外的に説明可能なテストの質の担保：テストの質については、内容的妥当性、基

準関連妥当性の観点、および古典的テスト理論、項目応答理論（Item Response Theory；

IRT）における項目の難易度、識別力、および信頼性の指標に基づいて項目の質に関する

検証を行った。内容的妥当性は、各レベルコーディネーターを含む常勤教員全員による検

討を行い、基準関連妥当性については、「漢字」および「文法・語彙」において、それぞ

れ類似したテスト得点との相関係数を確認した。 

4）継続運用が可能な体制の構築：本テストが項目固定型であることから、項目の繰り

返し使用による項目露出が最大の課題であった。そこで、数回に分けた試行調査の後、全

ての解答データに対して IRT を用いた等化分析を行った。その上で、事前に想定した項

目レベルの観点に、等化後の共通尺度上での難易度の観点を加えた項目レベルを改めて付

与し、項目プールを作成した。そこから各レベルの既定項目数を年度ごとにランダムに選

択肢、出題する体制を整え、項目の繰り返し使用による信頼性の低下を最小化することを

目指した。  

上記（1）から（4）の方針に加え、各学期約 70 クラスを対象とした大規模な試行調査

においては、学内での日時をずらした一斉受験のため、各教室で受験を案内するための指

示や、不測の事態に対応するための準備も必要であり、受験にあたっての教師用、学習者

用マニュアルの作成、ICT 環境の確認なども計画に含められた。  

 

3．CJL レベルチェックテスト開発の概要  

3.1 テストの種類と出題形式 

CJL における日本語レベルは 0 から 8 レベルまであるが、開発するテストは「漢字」、

「文法・語彙」、「聴解」、「読解」の 4 種で、受講希望者が科目登録をする際の指標とし

て、「漢字」は漢字科目 1～5、「文法・語彙」は総合日本語科目 0～6 のレベルを判定する

ものである。一方、「聴解」と「読解」は、7 レベル以上かどうかを判定するためのもの

である。いずれも EtestingSystem の仕様とテスト受験時間の制約を考慮した多肢選択式

テストとし、「わからない」を含む 5 肢選択式とした。なお、開発テストの試行調査は、

原則として開講時にクラスオリエンテーションの一部として実施され、事後の分析にはテ

ストシステム上で同意を得た学習者の解答のみを開発に使用した。「聴解」と「読解」に

ついては、授業外に任意の協力者を募り、その解答を開発に使用した。  
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3.2 各テストの概要と試行調査 

以下、各テストの概要と開発にあたって行った試行調査について述べる。  

「漢字」は、既に紙ベースのテストを当時の学内 LMS へ CBT 化する作業を終えてい

たため（岩下・沖本 2018）、漢字 CBT の質の検証も含めた計画を立てた。出題基準は、

テキストの学習漢字語彙と語彙レベルに関する情報が付与された語彙表（日本語学習辞書

支援グループ 2015）を利用し、漢字と語彙双方の難易度を考慮した出題基準を作成し

た。 

 「文法・語彙」は、全 164 項目を作成し、各項目に項目レベルを設定した。その後、

全ての項目について内容的な妥当性の確認を行った上で、各学期 3 分の 1 の項目を入れ替

える形で複数のテストセットを作成し、試行調査を行った。そして、試行調査ごとに項目

分析を行い、項目の質及び学習者の能力に適したテストであるか適切性を検証した。  

一方、「聴解」と「読解」は、CJL7 レベル以上を判定する目安の 1 つとして日本語能力

試験（以下、「JLPT」）の N1 を想定した項目を作成し、中級以上の学習者を対象とした試

行調査を行った。JLPT の出題基準は公開されていないため、公開されている語彙表（日

本語学習辞書支援グループ 2015、松下 2011）の重複語彙をもとに、適切性を定性的に検

討し、上位約 2 万語を抽出した独自の出題基準（全 22,002 語）を作成した。  

 

3.3 開発スケジュール 

テストの開発スケジュールは図１のとおりである。4 種のテスト開発を同時進行させる

のは人員面で困難であったため、「漢字」、「文法・語彙」、「聴解」と「読解」の順で開発

時期をずらして進めた。  

 

 

 

 

 

 

 

図 1 開発スケジュール 

 

3.4 レベル判定の基準設定 

基準設定についてはアンゴフ法等様々な方法を検討、試行したが、作成した得点区分と

実際の履修者の得点分布を対照したところ、いずれも乖離があった。そこで、まず「文

法・語彙」については、学習者の履修レベル別の得点分布、および到達度評価としての観

点から項目レベル別に望ましい正答率を定め、これらを総合し、定性的に基準を作成し
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た。その上で、実際の履修レベルを予測できるか回帰分析による検証を行い、基準設定の

質を担保した。加えて、IRT による等化分析の中で、テスト特性関数における得点区分と

受験者特性値の対応関係を確認した。受験者特性値から期待されるテストの素点を確認す

ることで、本得点基準の妥当性を検証し、概ね問題がないことが明らかになった。  

「聴解」と「読解」については、ブックマーク法を参考に、まず項目を古典的テスト理

論に基づいた正答率順に並べたテスト冊子を用意し、テスト開発グループ内でレベル 7 以

上に相当する学生がどの項目まで合格しているのが妥当か検討を行い、合否分割点となる

得点基準を設定した。その合否分割点が適切であるかについては、実際の調査協力者の得

点分布および JLPT の N1 保持者の得点分布を確認した。  

 

3.5 テストの妥当性・信頼性の検証 

 いずれのテストも内容的妥当性、基準関連妥当性の観点から検討した。まず内容的妥当

性については、いずれのテストにおいても当該科目の内容を熟知した常勤教員が複数名で

内容を精査し、項目レベルと内容の適切性、正答、誤答の適切さなどを確認した。  

 基準関連妥当性については、延べ 1000 名以上の調査協力者のうち、構成概念が類似し

た習熟度テストの得点が得られた者の解答を対象に、その相関係数を確認した。「漢字」

は本プロジェクトに先立つ CBT 化の際に、K-SPOT との相関係数に、強い相関（r=0.7～

0.9、N＝16）があることを確認していた。「文法・語彙」は、JCAT との相関係数に、強

い相関（r=0.7、N=25）があることを確認した。  

 信頼性については、α 係数を算出し、「文法・語彙」、「漢字」はいずれも問題のある値

ではないことを確認した（α=0.9、「文法・語彙」：N＝326～608（全 4 回）、「漢字」：N＝

244～262（全 2 回））。ただし、「聴解」と「読解」については、相対的にやや低い値で

あった（α=読解＝0.7、聴解 0.8、N＝25）。これは項目数の影響もあると考え、今後、項

目数を増やす方針を固めている。加えて、「文法・語彙」は、IRT によるテスト情報量曲

線を確認し、相対的に上級相当の能力推定における誤差が大きい点を確認した。  

 

4．まとめ 

 本稿では、自律的な学習環境の整備の一環として、レベル・科目選択を支援するための

カリキュラムに即した CBT 開発に関して報告を行った。冒頭で挙げた 4 つの課題を解決

し、カリキュラムに即し、かつ一定の質が担保された CBT を開発することができた。 

 ここまで開発および運用過程について述べたが、今後、検討すべき課題としては、カリ

キュラム変更や学習者の日本語能力の変化への対応が挙げられる。今回開発した CBT が

カリキュラムに即しているがゆえに、カリキュラムの変更の影響を受けやすいことが懸念

される。必要に応じて、今回開発した CBT がどの程度機能するか検証し、テスト項目の

更新を行う必要がある。  

 最後に、実践知の共有を目的として、開発および運用場面で生じた事案とその対応につ
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いて述べる。まず、テスト冊子の数と項目数についてである。当初「文法・語彙」は、受

験者負担の軽減を目的に、初級用 60 問、中級以上用 90 問の 2 版が作成された、しかし、

テスト冊子の管理および項目管理の煩雑さ、運用時の混乱等が課題となったため、2020

年度以降は 90 問 1 セットで運用することとなった。開発側の負担と受験者側の負担のバ

ランスを考慮した開発計画の重要性を認識する必要があるといえる。  

 また、一定以上の規模で試行調査を行う場合、受験時に想定外のトラブルが発生する。

学内 LAN、受験媒体を含めたテスト受験環境の確認、受験用教室の手配、受験者用の確

認ガイド、担当教員用の受験方法の説明資料等に翻訳を付けて作成するなど、実施時の混

乱がないように留意することは重要である。また、テストシステムの選別から分析におけ

るデータの管理、データ形式に関する共通認識を関係者で統一しておくことも継続的な開

発・運用には必要である。  
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日本語教育におけるオンライン国際共修(COIL)の意義と可能性 
プレフューメ裕子（ベイラー大学）、村田晶子（法政大学） 

 
Significance and Potentials of Collaborative Online International Learning  

in Japanese Language Education 
Yuko Prefume, Baylor University Akiko Murata, Hosei University 

 

要旨：コロナ禍における物理的国際移動が困難な中、COIL の注目度が高まっている。 

COIL の実践は、STEM を含め様々な学問分野に導入されているが、言語教育分野での実

践研究の成果はまだ十分には蓄積されておらず、日本語教育関係者がこうした活動を教育

に取り入れていくために、協働学習プロセスの分析と学習効果の検証が強く求められてい

る。本報告では日米の大学が共同で行ったオンライン共修の実践を分析し、日本語学習者

にとっての意義と今後の課題を明らかにする。  

 

キーワード：COIL, ICT, 多文化理解 

 

1. はじめに 

 コロナ禍において物理的な国際移動が難しい状況が続く中、Collaborative Online 

International Learning (COIL) が、国際共修の手段として新たに注目されるようになってい

る（池田 2016）。COIL とは、「バーチャル国際共修」や「オンライン協働国際学習」など

と呼ばれ、ウェブ会議やファイル共有ツールなどの ICT ツールを利用し、留学せずに異

文化の学習者同士が共同学習を通じ、新しい価値観を創造する場(末松 2017)を提供する教

育法である。COIL の定義は「連携の長さ、タイミング、目的はそれぞれの機関やクラス

担当者毎に様々」 (池田 2016)とされ、ニューヨーク州立大学(SUNY)COIL センターが

示す COIL の基盤とは 1. 分野を問わない学際的共修推奨、2. チームワーク・アクティブ

ラーニング促進、3. 異文化交流・理解重視、4. 実施期間：5~15 週間、5. コース別評

価、6. 教育目標に適したテクノロジーツール使用(筆者訳)(What Is COIL?, n.d.) である。 

 COIL の実践は、STEM を含め開発教育、国際看護、異文化コミュニケーション、環境

学等様々な学問分野に導入されているが、日本語教育分野での実践研究の成果はまだ十分

には蓄積されておらず、日本語教育関係者がこうした活動を教育に取り入れていくため

に、協働学習プロセスの分析と学習効果の検証が強く求められている。本報告ではこうし

たことを踏まえ、2020 年の秋学期に日米の大学が共同で行ったオンライン共修の実践(表

２参照) を分析し、日本語学習者にとっての意義と今後に向けた課題を明らかにする。 

 

2. オンライン国際共修のデザイン 

 本報告の COIL はアメリカ側の日本語と日本側の多文化教育という違った科目同士が授
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業の一部に共修プロジェクトを組み込む形で実施し、21 世紀型スキル育成を念頭に日米

両教員で目標を設定した(表１)。 

 

表 1. 日米大学共修概要  

 日本側 アメリカ側 

① 科目の概要 多文化教育 II、 
春学期の多文化教育で在日

外国人の受け入れ制度、差

別やステレオタイプ、「や

さしい日本語」の意義等を

学んだ学生対象。週 1 回 
100 分、体験学習型 

2 年生のコース（初級～中級

下レベル）履修者または、同

等レベルの学生対象の中級コ

ース。週 2 回 75 分、パフォー

マンス重視、上級コース準備

のための 4 技能を総合的に学

ぶ。 
② 単位認定の有無 2 単位 3 単位 
③ 協働の実施期間 秋学期中 8 週間 秋学期中 9 週間 
④ 最終成果物を含むオ

ンラインツール 
ZOOM, Google doc, Google slide/PowerPoint, LINE 
LMS：Google Classroom(日本側)、Canvas (アメリカ側) 

⑤ グループ構成 4 名のグループワーク（欠席者が出ても協働が進むため） 
日本側 2 名、海外側 2 名 

⑥ ミーティング頻度 Zoom によるビデオ会議、最低週 1 回 1 時間 
⑦ 協働の使用言語、学

生の言語レベル 
協働使用言語は主に日本語であるが、ディスカッションの

際に深い理解を要する場合は、英語使用可とした。 

⑧ 共修の目標 １. 多文化理解（他者理解・自己理解） 
２. 省察力の向上  
３. 協働（共創）スキルの向上 
４．社会参画・貢献意識を養う  
５．言語コミュニケーション能力の向上    
６. 学生自身の目標 

 

3. 共修の課題 

 2 大学の共修は 2019 年から実施しており、2020 年は 2 年目にあたる。協働はアメリカ

側の教員の提案で始まり、初年度は主に異文化理解を目標としたディスカッション形式

で、互恵的な学びがあるトピックを日米両教員で調整し、LINE を中心におこなった。

2020 年は前年度の経験を活かし、より本格的な協働を企画し、アイス・ブレーク⇒ライ

フストーリー・インタビュー⇒持続可能な開発目標 (SDGs)プロジェクトという流れを日

本側の教員が策案し、加えてアメリカ側の教員がソーシャル・イノベーション(社会問題

を解決するための事業提案プロジェクト) を考案した。前年度の協働では初回に緊張した

という声があったため、今回の活動ではアイス・ブレイクとしての 1 週目のバーチャ

ル・ホームステイに続き、2 週目にもバーチャル・キャンパスツアーを導入した。  
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表 2. 2019 年と 2020 年の共修の課題の対比  

 2019 年秋(8 週間) 2020 年秋（9 週間） 

週 ビデオ会議ディスカッションのトピック 活動とトピック 

1 オリエンテーション 

計画書と目標 

オリエンテーション 

計画書と目標 

バーチャル・ホームステイ 

2 バーチャル・ホームステイ バーチャル・キャンパスツアー 

両大学の教育比較 

3 国際結婚/ヘイトスピーチ ライフストーリーインタビュー 

4 東日本大震災被災者動画翻訳 
5 日本の宗教 
6 SDGs (問題を話し合う) 

7 プロジェクトワークデイ SDGs (解決策を話し合う) 

8 クラス別最終発表 SDGs (成果物・発表準備） 

9  最終発表 

 

4. 協働学習の効果 

 本節では 2020 年の COIL から協働学習の効果について、言語コミュニケーション、協

働スキル、多文化理解、社会貢献意識の向上の 4 つの項目に分けて分析する。 

 

4.1. 言語コミュニケーションの工夫と向上 

 協働の動画からは、様々な言語コミュニケーションの工夫が見られた。 

日本語での意味交渉：言語学習者は言葉の意味についてやりとりすること(Negotiation of 

meaning)で、自分のレベルに合ったインプットを得ることができ、言語学習を促進できる

（Trimino, 1993）。図 1 は日本語の母語話者と非母語話者の学生間の会話における日本語

での意味交渉例である。「きっかけ」という言葉の意味が分からないアメリカの学生 A

が、「例えば」と言って意味の明確化を求めると、日本の学生 J が「何で日本語を勉強し

た」とやさしい日本語に言い換え、日本語での会話を継続していた。 

 

J: 日本語を勉強したきっかけってなんですか。日本語を始めたきっかけ。 

A: あ～！例えば、例えば、なんで。 

J: 何で、何で日本語を勉強した。 

A: お～！何で。うん。子供の時ぼくと兄弟は、えっと～！いつもアニメを見ました。 

図１．日本語の意味交渉例(下線筆者加筆) 

 

 日本の学生 J は前期の多文化教育のクラスで「やさしい日本語」のトレーニングを受け

ており、その結果中級下レベルの日本語学習者であるアメリカの学生 A への言語面での

サポートが自然に行われていた。 

翻訳機の活用：図 2 は、アメリカの学生 A がバーチャル・キャンパスツアーのために作
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成した PowerPoint をスクリーンで共有中に、日本の学生からの質問の返答に困り Google 

translate を駆使しコミュニケーションを取っいる様子である。学生 A はネイティブ・スピ

ーカーとの会話の経験は少ないが、会話力向上への意欲が高く、積極的に日本語で話す努

力をしていた。 

 

 
図 2．Google Translate を利用した Zoom 上での会話例 

 

 さらに、共修後の振り返りレポートでは、以下のような記述が目立ち、日本語での会話

力向上が期待できることが確認された。「［COIL］がおわるころには、［N］と話すとき

に、いちいち日本語から英語、英語から日本語へと訳さなくてもすむようになったことを

実感した」(括弧筆者加筆、筆者訳) 

 

4.2. 協働スキルの構築 

 協働とは「同じ目的のために、対等の立場で協力して共に働くこと」 iであり、各チー

ムメンバーが互いを尊重しながら意見を述べ合い、継続的な省察と改善を通じ責任をもっ

てタスクを進める(Johnson et al., 1986 [筆者訳]) 必要がある。アメリカ側の日本語のクラ

スには、「一人で仕事をした方が楽だし、なんでも早く終わらせることができるから、人

と一緒に仕事をするのはあまり好きじゃないです」(筆者翻訳)という記述に代表されるよ

うに、近年一人学習を好む学生が増加の傾向にある。グルーB の学生 D も授業中教師が

名指しで質問すれば受け答えができるが、自分から積極的に発言するタイプではない。し

かし、共修後の学生の振り返りからは、SDGs プロジェクトの事業計画のような協働・共

創活動を通じた変容が伺えた。 

 

  このプロジェクトに参加する前、ぼくはいつもグループワークでは恥ずかしがり屋で、自分   

 の考えを他人に共有せず、一人で作業をするタイプでしたが、[中略] 翻訳や SDGs プロジェク   

 トではうまくコラボレーションができるようになったと思います。(著者翻訳) 

  

4.3 多文化理解の涵養 

 多文化理解を促すためには、様々な文化からの例や情報を利用するのが効果的であり

(Blue et al., 2018 [筆者訳])、協働においては、異文化を持つ相手との会話や SDGs のよう
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な一つのテーマについて行う多角的な議論や情報収集を通じて多文化理解の深まりが期待

できる。以下の会話は SDGs の中から気候変動のテーマを選んだグループが、具体的な問

題解決策として何を取り上げるか話し合いをしている様子である。  

 

M：みなさんは、気候変動について何か知っていますか。(中略) 例えば、2019 年にオーストラ

リアの火事、すごい大きな火事がありましたが、その火事は気候変動のせいでありました。 

 J1：今、あの二酸化炭素 CO2 が原因で、気温が上がったりとか、その異常な気候が発生するか 

 ら、その CO2 を減らすっていうのは、今世界的にもとりくんでいることだし、そこは必要かな 

 と思います。  

 （中略）  

 M：私たちの SDG は先住民族の火災を制御する方法を調べます。でも、ちょっと難しい。 

 J2：(前略) 環境問題って世界で今一番、温室効果ガス、CO2 を減らさなきゃいけないってみん  

  なが一緒に頑張っていることだし、(中略) 私は世界全体の環境問題について焦点を当ててやっ  

  ていったほうがいいんじゃないかなって思うんだけど  

 

このようにアメリカの学生 M が気候変動にかかわる問題として 2019 年に起こったオース

トラリアの森林火災の話題を取り上げたのに対し、日本の学生 J1、J2 がグローバルな視

野でのアプローチを提案し、オーストラリアの先住民族の慣習や世界規模での環境問題に

ついての議論が行われ、自然と多文化を考えるきっかけになっていた。 

 

4.4 社会貢献意識の向上 

 現代社会の高等教育において、国際教育を通じたグローバル市民育成は、バーチャル、

対面にかかわらず重要視されており(水松, 2018)、グローバル市民であることは社会に対

する責任を持つこと、しいては社会貢献意識を持つことである(Braskamp, 2008 [筆者訳])

と言われている。2020 年の COIL の学生の振り返りからは「社会貢献意識の向上」を示

唆する記述が確認された。 

 生物学専攻で日本語副専攻のアメリカの学生は、SDGs のプロジェクトで屋上農園と子

ども食堂の連携を提案し、「もし、将来に植物と関係する研究所に入れたら、SDGs のた

めに研究するかもしらない。その時はもっと詳しく調べて、本物の解決策を立ちたいと思

います。(原文ママ)」と述べている。別のグループの学生も「SDGs のプロジェクトはと

ても興味深かったです。水や地球、気候変動など、他のテーマでも研究を続けていきたい

と思います。(筆者訳)」と述べており、今後社会的責任感の向上が期待される。さらに、

東日本大震災の被災者の語りの翻訳プロジェクトを終え、アメリカの学生は「何千マイル

も離れた場所にいても、英語を話す人なら誰でも理解できるように、彼らが伝えたいこと

が少しでも伝わればいいなと思いました(原文ママ)」と被災者の言葉を英訳することの意

義を見いだしたことが読み取れる。 
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5. まとめと今後の課題 

 2019 年と 2020 年の 2 回の日米バーチャル国際共修の経験からは、協働学習における利

点が示され、特に日本語学習者にとっては言語コミュニケーション能力の向上が期待でき

ることが明らかになった。共修成功への重要な要素は、教員同士が連携し、明確な目標を

打ち出し、互恵性ある協働デザインを構築することであり、紙面の都合上本稿では取り上

げなかったが、教員のメンタリング、そして日本語のコースでは協働前の授業における十

分な Scaffolding も必要である。また、学生が振り返りを頻繁に行うことで、学生にも教員

にも協働による学びや気づきが明確になり、共修のメリットが確認できるだけではなく改

善点も明らかになり、次の協働に活かすことができる。今後の課題としては、個人目標と

して、語彙力、俗語の使い方、漢字、文法能力などにかかわる言語力向上を挙げていた学

生が数名いたことを踏まえ、国際共修の主旨である異文化の学習者同士による新しい価値

観の創造に加え、語彙や文法にも十分な配慮をし学生が自信をもって共修にのぞめるよう

な支援を考えたいと思う。 
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日本語アカデミック・ライティング支援者のための研修リソース開発  

黒田史彦（東京都立大学）、大森優（神田外語大学）  

 

Development of Training Resources for Practitioners of Japanese Academic 

Writing Support 

Fumihiko KURODA, Tokyo Metropolitan University 

Yu OMORI, Kanda University of International Studies 

 

要旨：本研究の目的は、日本語によるアカデミック・ライティング支援を担う支援者のた

めの研修リソースを開発することである。ベテラン支援者による模擬セッションの実践録

画と振り返りから、ベテラン支援者が実践している支援のポイントを「パターン」として

抽出する。そのパターンを実践録画にキャプションとして書き込み、パターンの検索機能

を実装したうえで、支援者向けの研修において活用できるリソースとして一般公開する。 

 

キーワード：日本語アカデミック・ライティング支援、支援者のための研修リソース、パ

ターン・ランゲージ  

 

1. 留学生向け日本語アカデミック・ライティング支援  

 日本の大学学部・大学院に在籍する留学生の多くは、日本語による学術的文章の作成を

求められている。文章作成に臨む留学生（書き手）に対する学習支援の一環として、書き

手と支援者が一対一で文章を検討する日本語アカデミック・ライティング支援（AWS）

を提供する大学も増加している。  

AWS の支援理念は大学によって異なるが、通底するのは「書き手主体」「文章を直すの

ではなく、書き手の成長を促す」「対話の重視」といった支援姿勢である（佐渡島・吉野 

2008）。支援者は、文章のオーナーである書き手に多彩な質問を投げかけ、書き手自身が

文章を見つめ直し、吟味するきっかけを与える。支援者は、書き手との対話を通して、よ

り書き手の意思、意図を反映した文章内容と表現形式の実現を目指している。  

 

2. AWS 支援者の育成   

 大学で開設されている AWS では、大学院生が支援者として実践を担当するケースが多

い。大学院生の学業計画により、毎学期のようにメンバーが入れ替わるため、常に新しい

支援者の採用が必要となる。AWS の支援理念や実践方法に関する知識も経験もない大学

院生を支援者として迎え入れるには、まず新人研修が必要である。さらに、組織的に支援

実践に関するノウハウを蓄積し、一層の質的向上を図るには、先輩支援者から実践上のポ

イントを継承していく研修機会も不可欠である。したがって、AWS における支援力の維

持・強化に向けた継続的な支援者研修が極めて重要な意味を持つ。 
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 しかし、ほとんどの大学では AWS の運営体制がさほど整備されておらず、予算や人員

が限られている。特に１～２名程度の教職員で運営しているような AWS では、新人研修

や支援者研修に割ける時間的余裕も人員的余裕もない。また、AWS の新規開設を模索し

ている大学では、実践上の支援ノウハウに関する蓄積がなく、赤ペンチェック的な添削や

校正しかイメージできない。小規模の AWS を運営したり、AWS を新たに立ち上げようと

する場合、拠り所となる支援者向け研修リソースの開発と共有が大きな課題となる。 

 

3. AWS 支援者のための研修リソースの開発  

 本研究では、AWS の新人研修および支援者研修における活用を視野に入れつつ、AWS

支援者による支援力の獲得・向上ための共用リソースの開発に取り組んでいる。まず

AWS のベテラン支援者による模擬セッションの実践録画から、支援を成功に導く「パタ

ーン」を抽出する。そのパターンを実践録画の画面上に書き込み、支援者向けの各種研修

において活用できるリソースとして公開する。  

AWS に長く携わるベテラン実践者４名に協力を仰ぎ、留学生（研究協力者）７名を相

手とした模擬セッションを計 15 回（含、オンライン実施５回）実践してもらい、その様

子を録画した。模擬セッション後にその録画を筆者らと共に見直しながら、支援者に自ら

の実践を振り返ってもらった。実践中に考えたこと、感じたこと、言動の意図、狙いなど

について、支援者本人に解説してもらった。適宜、筆者らから質問し、支援者の意識的・

無意識的な言動に対する内省と言語化を促した。  

 支援者の実践録画および振り返りにおいては、似たような言動や解説内容が繰り返し観

察された。それらの言動や解説内容を、支援を成功に導く定石的な「パターン」として抽

出・整理し、マニュアルのように個別具体的すぎず、掴みどころのないほどに抽象的すぎ

ないパターン名を付与した。パターンの抽出から名づけに至る一連の取り組みにおいて、

実践知の言語化と共有化を志向する「パターン・ランゲージ」の手法を援用した（野澤ほ

か 2018, 井庭・長井 2018, 黒田・大森 2021）。 

 AWS 支援者のための各パターンは、冒頭の【パターン名】に続いて、そのパターンが

活用できる【状況】、その状況で起こりうる【問題】、その問題の【解決】のための行動

例、解決してもたらされる望ましい【結果】から構成されている。 

例えば、「答を持っているのは書き手」というパターンは、表１のようなストーリーに

まとめて書き表すことができる。つまり、「答を持っているのは書き手」という【パター

ン名】の AWS 支援の実践ポイントは、文章について「何か良い修正案はないか、探して

いる」という【状況】において活用できる。この状況においては、「支援者が一生懸命考

える形になると、書き手が支援者に頼って答を待ってしまったり、支援者も何かいい答を

出さなければと焦ってしまったりする」という【問題】が起こりがちである。この問題を

【解決】するためには、「いつでも、答を持っているのは書き手本人だということ念頭に

置き、支援者は落ち着いて答の引き出し役に徹する。問題点を切り分けて考える、大事な
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文に下線を引く、使えそうな文型を示して中身を考えてもらうなど、考え方や整理の仕方

を提案することで、書き手が答を見つけるサポートをする」といった行動が期待される。

この解決に向けた行動をとると、「書き手自身も当事者意識を持って課題に取り組むよう

になり、書き手が本当に書きたかったことに沿った修正案を見つけることができる」とい

う望ましい【結果】が得られる。  

 

表 1：【パターン名】答を持っているのは書き手  

 

【状況】何か良い修正案はないか、探している。 

 

▼その状況において 

 

【問題】支援者が一生懸命考える形になると、書き手が支援者に頼って答を待ってしまった

り、支援者も何かいい答を出さなければと焦ってしまったりする。 

 

▼そこで 

 

【解決】いつでも、答を持っているのは書き手本人だということを念頭に置き、支援者は落ち

着いて答の引き出し役に徹する。問題点を切り分けて考える、大切な文に下線を引く、使えそ

うな文型を示して中身を考えてもらうなど、考え方や整理の仕方を提案することで、書き手が

答を見つけるサポートをする。 

 

▼その結果 

 

【結果】書き手自身も当事者意識を持って課題に取り組むようになり、書き手が本当に書きた

かったことに沿った修正案を見つけることができる。 

 

 

表 2：【パターン名】クイズ・タイム  

 

【状況】書き手が考えているが、どう修正すべきか迷っている。 

 

▼その状況において 

 

【問題】支援者が答えてしまうと、書き手がせっかく持っているはずの知識が生かされない。 

 

▼そこで 

 

【解決】すぐに答を示すのではなく、ヒントを出してみる。例えば、「自動詞と他動詞ってあ

りましたよね？」「ここが受身形だと、助詞は何になりましたっけ？」などクイズ形式で考え

てもらったり、「トピックセンテンスって聞いたことありますか？」などと質問し、既有の知

識がありそうであれば、それを共通言語として、その観点からの検討を促す。 

 

▼その結果 

 

【結果】書き手の中に既にあった知識や考えを呼び起こし、それを生かすことができる。「前

に学習した“あれ”が、こういう時に活用できるのか」ということを書き手が理解し、次回以

降は自分で修正できるようになる。また、普通に説明されるよりもインパクトがあり、記憶に

残りやすくなる。共通言語を用いることで、説明や考え方がスムーズになると共に、書き手自

身もどのような観点で考えればいいのかが分かる。 
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 同様に、「クイズ・タイム」という AWS の支援パターンについて、表 2 に書き出してあ

る。書き手が知っているはずの知識なのに、思い出せなかったり、文章作成に活用できて

いなかったりする状況では、問答形式で既有知識を活性化させ、実用レベルの知識として

の定着を促すという支援実践上のポイントがまとめられている。  

各パターン名は、実践録画の該当場面にキャプションとして書き込まれる。また、どの

パターンがどこにあるのかを示す目次を作成し、動画データ内に盛り込むことにより、当

該場面を容易に検索してパターン例を視聴できる。パターン表示および目次検索機能を備

えた動画データをインターネット上に公開することにより、AWS の支援者向け研修にお

いて広く利用可能な研修リソースとなる。  

具体的な活用方法としては、新人研修においては、初めて AWS に触れる新人が AWS の

実践イメージやセッションのポイントを具体的に把握するのに役立つ。支援者研修におい

ては、既に AWS に取り組んでいる支援者が、自らの実践を振り返り、自己分析するため

の手掛かりが得られる。また、支援者同士でお互いの実践を理念的・方法論的に検討する

際の共通観点も得られる。  

 

4. 今後の展開  

 現在、模擬セッションの実践録画と振り返りからパターンを抽出・整理し、動画データ

へ書き込む作業中である。すべての実践録画と振り返りに対して分析・作業が終わり、公

開することができたら、AWS に携わる支援者向けの強力な研修リソースとなるだろう。 

 AWS 支援者のためのパターンおよびパターン名の妥当性、適切性、汎用性の検証、パ

ターン相互の関係整理や体系づけ、オンサイト実践とオンライン実践におけるパターンの

比較分析、新人研修や支援者研修における試用実験などは、すべて今後の課題である。  

 

付記 

本研究は JSPS 科研費 19K00742 による成果の一部である。  
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日本の生活場面で必要な日本語を学ぶ 

「いろどり日本語オンラインコース」の開発  
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Development of the “IRODORI Japanese Online Course” for Learning  

the Japanese Language Necessary for Daily Life Situations in Japan 

Shoko ADACHI Nanae KUMANO Yosuke KASAI Tomomi TAKEUCHI Ayane 

MIYAUCHI Asahi KUNITO,  The Japan Foundation Japanese-Language Institute, Kansai 

 

要旨：日本での生活場面で必要な日本語を総合的に学ぶことができる「いろどり日本語オ

ンラインコース」初級 1（A2）を開発した。コースのメインコンテンツは、学習コンテン

ツと練習コンテンツである。学習コンテンツでは目標 Can-do に沿ってスモールステップ

で学習をすすめられる構成とした。また、海外の学習者が日本の生活場面をイメージでき

るよう、動画で場面理解や会話練習を行うことができるようにした。練習コンテンツで

は、Can-do 達成を支える言語知識のうち、学習者自身の苦手なところや自信がないとこ

ろを選んで練習できるようにし、インターネットが不安定な環境であってもストレスなく

学習ができるようアプリ化を行った。 

 

キーワード：e ラーニング、オンラインコース、アプリ、自学自習、生活場面、外国人材  

 

1. 「いろどり日本語オンラインコース」開発の経緯  

 国際交流基金では、外国人材の受入・共生に向けた政策の一環として、主としてアジア

諸国を対象として①日本語能力判定テスト JFT-Basic の実施、②生活日本語のための Can-

do・教材等の開発・普及、③海外日本語教師の育成、④海外日本語教育活動強化支援、な

どの新たな取組を行っている。このうち、②の事業として、「JF 生活日本語 Can-do」が開

発された（国際交流基金 . 2019）。「JF 生活日本語 Can-do」は、日本語を母語としない外国

人が、例えば在留資格「特定技能」等で来日する場合、日本での生活場面で求められる基

礎的な日本語コミュニケーション力を Can-do Statement（「～できる」という課題遂行力を

表す形）で記述し、リストにまとめたものである。また、2020 年 3 月には教材『いろど

り 生活の日本語』（国際交流基金 . 2020）（以下、教材『いろどり』）が公開された。教材

『いろどり』は日本で生活や仕事をする際に必要となる基礎的な日本語のコミュニケーシ

ョン力を身につけるための教材で、「JF 生活日本語 Can-do」にもとづいて学習目標が設定

されている。この教材『いろどり』をもとに、教室などの日本語学習の場がない学習者に

も広く学習の機会を提供することを目的として「いろどり日本語オンラインコース」（以

下、いろどりコース）の開発を行い、2021 年 5月に初級 1（A2）レベルのコースを開講し
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た（国際交流基金 . 2021）。 

 

2. 開発の方針 

2.1 想定ユーザーとニーズ  

いろどりコースでは、働きながら日本で生活することを希望しているアジア地域を中心

とした海外在住の成人学習者を主なユーザーとして想定し、以下の 5 点をニーズとして抽

出した。  

(1)日本の生活場面でコミュニケーションに支障がない程度の日本語力を身に付けたい  

(2)一定の期間内で必要最低限のことを学びたい  

(3)日本語の言語的な知識をしっかり学びたい  

(4)自分に必要な内容を選んで学びたい  

(5)端末や場所を限定されず、隙間時間に気軽に学びたい  

 

2.2 開発のコンセプト  

2.1 で挙げたニーズに応えるため、いろどりコース開発のコンセプトを以下の 3 点とし

た。 

①生活場面で必要な日本語が学べる  

②学習者が必要なところだけカスタマイズして学べる  

③ストレスなく学べる  

これらのコンセプトを実現するために、いろどりコースでは、a. 教材『いろどり』を

ベースとした、Can-do 目標に沿って学ぶ「学習コンテンツ」、b. コースオリジナルの「練

習コンテンツ」を制作することにした。  

 

3. コースサイトの構成 

 コースサイトの構成は図 1 の通りである。ユーザーは、トップページで新規ユーザー登

録を行えばコースを受講できるようになる。コースのメインコンテンツは、2.2 で述べた

「学習コンテンツ」、「練習コンテンツ」である。その他、自学自習をサポートするための

「サポートコンテンツ」や学習進捗を管理できる「マイページ」がある。これらのコンテ

ンツのうち、次節ではメインコンテンツである「学習コンテンツ」、「練習コンテンツ」の

特徴とコンセプト実現のために工夫した点について述べる。  

 

 

 

 

 

 

93



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1：コースサイトの構成  

 

4. コースコンテンツの特徴と工夫点 

4.1 学習コンテンツ 

 学習コンテンツは、教材『いろどり』と同様、9 つのトピック、全 18 課で構成されて

おり、各課 3～5 の目標 Can-do が設定されている。課と Can-do ごとの活動の流れは表 1

の通りである。課の学習の流れは①トピックや目標 Can-do の確認（STEP1）、②Can-do 達

成のための活動（STEP2 から STEP4 を Can-do ごとにくり返す）、③まとめ（STEP5）、④

ふりかえり（STEP6）となっている。②では、活動内容によってステップをさらに細分化

し、スモールステップとすることで段階的に目標に到達できるよう設計した。表 1 の右列

は、それぞれのステップがガニェの 9 教授事象（R・M・ガニェ他. 2007）でどの働きか

けにあたるかを示したものである。  

 

 

 

 

(1) トップページ  (2) 学習コンテンツ  (3) 練習コンテンツ  (4) サポート  

コンテンツ  

「全体のサポート」  

(4) サポートコンテンツ「課ごとのサポート」  (4) サポートコンテンツ  

「各学習内容のサポート」  
(5) マイページ  
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表 1：課と Can-do ごとの活動の流れ  

ステップ

番号 
ステップ名  活動内容  

（参考）  

ガニェの 9 教授事象  

STEP1 目標を知る・

準備 

トピック、ストーリー、目標 Can-do、

場面を確認する  

学習者の注意を喚起する  

授業の目標を知らせる  

STEP2 ことばの準備  Can-do 達成に必要なことばの音声を  

聞いて、言う練習をする  

新しい事項を提示する  

STEP3 聞く/読む・  

気づく  

会話を聞いたり素材を読んだりして、

内容を理解し、表現や文型に注目する  

新しい事項を提示する  

学習の指針を与える  

STEP4 使ってみる  動画を見て話す練習をしたり、実際に

自分で書いてみたりする  

練習の機会をつくる  

フィードバックを与える  

STEP5 まとめ  クイズで、課の学習を振り返る  保持と転移を高める  

STEP6 Can-do 

チェック  

目標 Can-do ができたかどうか 

チェックする  

学習の成果を評価する  

 

4.2 学習コンテンツにおけるコンセプト実現のための工夫 

(1)日本の生活場面をイメージしやすくするための動画  

 2 節で述べたコンセプト①「生活場面に必要な日本語が学べる」を実現するために、動

画制作を行い、STEP1、STEP4、STEP6 に活用した。動画は、日本で働きながら生活をす

る外国人を主人公としたドラマにし、世界観をユーザー自身に引き寄せて見られるように

した。STEP1 では動画を見てトピックや場面を理解し（図 2）、STEP4 では「ドラマの登

場人物と話す」活動を行う（図 3）。STEP6 では課のまとめとして、STEP1 で見た動画を

再度見て、課で学んだことが理解できるようになったか振り返る（図 4）。  

 

 

 

 

 

 

図 2：STEP1 ストーリーを知る     図 3：STEP4 話してみる      図 4：STEP6 ふりかえり 

 

 STEP1 は場面をイメージすることが目的であるため、字幕などの表示はせず、聞き取れ

る日本語を聞きながらどのような場面の日本語を学習するのか注目させるようにした。

STEP4では、ドラマの登場人物が自分に話しかけているようなユーザーインターフェース

とし、自学自習であっても疑似的に日本の生活場面で日本人と話す体験ができるように工
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夫した。なお、Android で Google Chrome を利用すれば録画、Windows で Google Chrome

または Microsoft Edge を利用すれば録音ができ、ドラマの人物と自分とのやりとりがどう

であったか振り返ることもできる。STEP6では、学習の成果を確認することが目的のため、

必要に応じて表現や意味を確認できるよう、日本語字幕および解説言語訳の表示／非表示

が選択できる機能を持たせた。  

(2)ユーザーがストレスなく操作できるデザイン  

 コンセプト③「ストレスなく学べる」を実現するため、ページはシンプルな構成とし、

ナビゲーションやメニューにはなるべく視覚的にわかりやすいアイコンを配置した。また、

文字情報を減らすことで、学習の負担を減らすように工夫した。  

 

4.3 練習コンテンツ 

 2 節で述べた通り、練習コンテンツは Can-do を達成するのに必要な言語知識を獲得、

強化することを目的として制作したコースオリジナルのコンテンツである。この「必要な

言語知識」は、ユーザーの習熟度やレディネスなどによって必要とするものが異なると考

えられる。そのため、練習コンテンツでは「ことば」「漢字」「文法」「表現」の 4 つのカ

テゴリーを設けて練習問題を作成した。練習方法は表 2 で示す通りである。  

 

表 2：練習コンテンツのカテゴリーと練習方法  

カテゴリー  練習方法  内容 

ことば  フラッシュカード  ことばの意味を確認する、聞いて意味を確認する  

見て選ぶ  イラストを見て正しいことばを選ぶ  

聞いて選ぶ  ことばを聞いて正しい意味を選ぶ  

漢字 フラッシュカード  漢字ことばを見て読み方や意味を確認する  

書く 漢字ことばを手で書く  

見て選ぶ  漢字ことばを見て正しい読み方を選ぶ  

タイピングする  漢字ことばの読み方をひらがなでタイピングする  

読んで選ぶ  文を読んで空欄に入る漢字ことばを選ぶ  

文法 フラッシュカード  動詞や形容詞の活用形を確認する  

読んで選ぶ  文を読んで空欄に入るものを選ぶ  

タイピングする  空欄に入る適当なことばをタイピングする  

表現 読んで選ぶ  会話を読んで空欄に入る適切な表現を選ぶ  

聞いて話す  音声を聞いて答える  
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4.4 練習コンテンツにおけるコンセプト実現のための工夫 

(1)ユーザー自身が必要なものを選んで学ぶことができる機能 

4.3 で述べたように、ユーザー自身が項目を選択して練習することができるように、カ

テゴリーやトピックやカテゴリー、練習方法を選択できる機能をもたせた。また、2 回目

以降に同じ練習を行う場合は、「間違った問題のみ」で絞り込むことで、前回練習時に間

違った問題だけを練習することができるようにした。  

(2)ストレスなく練習できるアプリ  

 練習コンテンツは問題の量が多く、インターネットが不安定な環境ではローディングが

生じることでスムーズに練習をすすめられないことが考えられる。そこで、アプリ化を行

った（Android 版アプリ「いろどり 練習」）。アプリは一度ダウンロードすればオフライ

ンでも使えるようになるため、インターネットが不安定な環境でもストレスなく練習をす

ることができる。 

 

5. おわりに 

 本稿では、いろどりコースのコンセプト及びその実現方法と工夫について述べた。初

級 1 コースは 2021 年 5 月に公開し、6 月現在、アジア諸国を中心に 100 以上の国・地域

から約 6,000 名のユーザーがいろどりコースでの学習を開始している。  

 今後はアクセス解析を活用したコースサイトにおけるユーザーの学習行動の分析、アン

ケート調査によるユーザーの反響の収集等を通して、いろどりコースのコンセプトが各種

コンテンツを通して実現できているか、検証を行っていきたい。  
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非漢字系日本語学習者の漢字習得困難を来す要因について 

―字形の複雑性に注目して― 

阿部和奏（帝京大学学部生）、李 惠正（帝京大学）... 

 

Factors that make it difficult for Japanese learners to learn Kanji 

Wakana ABE, Teikyo University Hyejeong LEE, Teikyo University... 

 

要旨：非漢字系日本語学習者の漢字習得を困難にするとされている字形の「視覚的複雑性」

に注目し、漢字の画数の多少、字形の対称性(左右対称・非対称)、直線性(直線・非直線)、

曲線性（曲線、非曲線）の 4 つの側面から学習困難要因を明らかにする。その結果から効

果的な漢字学習の導入順序を提案する。  

 

キーワード：漢字学習、字形認識、再生テスト、  

 

1. 研究背景と目的 

 日本語学習において漢字学習は最も基礎的な学習項目である。しかし、母語に漢字の

使用がない非漢字系日本語学習者にとって漢字は複雑で絵のような字形が学習困難項目の

第一要因となっている。 

漢字の字形学習に関するこれまでの先行研究では必ずしも画数が多い漢字が学習者にと

って難しいというわけではないことが指摘されている(加納 1988、谷口 2017)。それを踏ま

えて学習者の字形パターンの認識能力とそれに伴う再生能力の重要性が強調されてきた

(高木 1995, 海保 2001 など)。 

中でも非漢字系学習者の字形認識方法の検証が注目されており、非漢字系学習者は漢字

の構成要素を分割してそのパターンをイメージとして認識、それらを組み合わせて記憶し

ていることが明らかになっている(桑原 2000)。しかし、非漢字系学習者の漢字認識には字

形のイメージの組み合わせ方略の前に学習者が字形をどのように捉えているかを明らかに

する必要がある。 

そこで本研究では加納(1988)と谷口(2017)の研究を参照し、非漢字系学習者の漢字の字

形と再生困難の原因を調べた。具体的には、非漢字系の小学生日本語学習者の漢字習得を

困難にする要因として漢字の字形パターンの複雑性に注目し、画数の多少、対称性(左右

対称・非対称)、直線性(直線・非直線)、曲線性(曲線、非曲線)の 4 つの側面からなる再生

テストを行い、学習困難を引き起こすことに最も大きな影響を与える要因を究明する。そ

の結果から非漢字系学習者がより効率的に学習できる漢字の導入順序を提案する。 

 

2. 漢字再生テストの概要  

2.1 実験対象者と方法 
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 実験は非漢字系の小学生日本語学習者を対象にした。親の事情により日本の群馬県に移

住してから 5 年未満の小学生 11 名で、南米からの移住学生 10 名とベトナムからの移住学

生 1 名である。 

実験方法は教科書用フォントで書かれた漢字を一文字ずつ 5 秒間パソコンの画面に提示

し、字が消えた後に記憶に残っている字形を用紙に再現してもらった。短期記憶のみに依

存させるため漢字再生時間は 7 秒の制限を設けた。その際、字が提示されている間は筆記

用具を持たないこと、漢字の形が全て覚えられなくても覚えている部分のみでも記入する

ことを指示した。回答を記入する前に説明の上、練習として「沢」「王」「谷」の練習をし

てから開始を行った。また、回答を記入している間のみの正確な時間を記録するために研

究者がストップウオッチで計測をした。 

 

2.2 実験材料 

 実験に用いた漢字は 30 字で、谷口（2017）を参考にし、選定を行った。また、谷口

（2017）では母国語のアルファベットに類似した形の有無を考慮しているが、本研究では

対象者の母国語が各自異なるため、アルファベットに類似した「尼」「戸」「師」「食」「隊」

「巻」の 6 字を、加納（1988）研究で正答率の低かった「発」「町」「計」「楽」「暗」「関」

の 6 字に差し替えた。 

漢字の字形は「門」のように左右対称である漢字類は対称性ありで判断し、「計」のよ

うに直線的である漢字類は直線性ありと判断し「+」「－」の記号で表した。また、谷口

(2017)では規定がなかったが本研究では「万」「色」のようにはねる漢字類を対称性や直

線性だとは判断しがたいことから曲線性ありと規定した。 

 

表 1：実験材料 
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さらに、漢字のうち、「丁」、「木」、「央」、「両」、「門」、「美」、「高」、「関」は厳密には

点やはね、はらいの部分が対称ではないが、加納(1988)と谷口（2017）の判断を参考に、

活字体で直線的に見えるはらい、小さなはね、点については対称性があると判断してい

る。そのほかにどの性質にも当てはまらないため規定できない漢字も 5 つ含めて調査し

た。以上の内容から計 30 字の漢字を選出し実験材料としたものが表 1 である。 

 

3. 実験結果 

3.1 正答率と反応速度 

再生された漢字を完成度に応じて採点を行った。完璧に再生されている場合は〇、ほと

んど再生されているが、一部分が異なっている場合は△、その漢字と認められない場合は

×として三段階での判定を行った。〇を 1 点、△を 0.5 点、×を 0 点としている。以下の

表 2 は正答率と反応側を示したものである。 

 

表 2：再生テストの採点結果と反応速度  

 

 

 全体的な傾向は画数が少ない漢字において正答率が高く反応速度も速い。画数が 6画以

下のものは、曲線性があるもの以外は 90%以上と正しく再生されていることがわかっ

た。しかし、加納（1988）と谷口（2017）が指摘しているように必ずしも画数の多少が難

易度に比例しているわけではないと言える。なぜなら、一番正答率の低かったものは 10

画の「病」であり 50%の正答率であるが、比較的画数が多い 13 画の「暗」は 90%の正答

率で再生できているためである。また、「専」は 9 画であるが、正答率は 54.5%に過ぎな

い例からも画数の多少だけが漢字の再生困難を引き起こす要因ではないことが示された。 

一方で、正答率の最も低い 5 つの漢字の性質を比較してみると、「病」は該当なしの漢
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字類、「趣」は曲線性のある漢字、「専」は直線性の漢字類、「美」「器」は対称性のある漢

字類であったため漢字の持つ性質において著しい傾向は観察されかった。画数が少なく書

き方が単純に見える「万」「色」はいずれも 81.8%の正答率であったことから予想より再

生ができなかったことから曲線性の漢字類が再現しにくいと考えられる。  

 

3.2 再現された漢字のタイプ別分析 

 実験参加者によって再生された漢字の各種を分析した。その結果、再生された漢字に

一定の傾向が見られたので大きく 2 つのタイプに分類した。 

 

(1)左右分解タイプ 

漢字を左右に分解して二つ以上の文字として捉えていると考えられるものを示す。 

「化」 

     

「町」 

    

「計」 

      

「暗」 

     

「趣」 

         

 

このタイプは左右の字が中心から極端に離れて書かれているため、漢字を左右別々に認

識して再生していることと考えられる。例えば、上記のように「趣」の場合「走」と

「取」または「走」と「耳」と「又」のように書いたと考えられものが 11 件中 8 件観察

された。「化」は「イ」＋「ヒ」、「町」は「田」と「丁」、「計」は「言」と「十」、暗

「日」と「音」のように左右で分解できる漢字は画数が多くても正答率が高かったため、

学習者が漢字を中心で左右に切り離して捉えている可能性があると考えられる。 
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(2)既知の漢字を組み合わせたタイプ 

「計」                  

  

 

「美」 

  

「専」 

  

「高」 

  

「病」 

   

 

 

「歯」 

  

「暗」 

  

「傘」 

  

「関」  

    

「器」 

   

「趣」 

     

 

このタイプは完全に再現できた漢字ではないが、△として採点されたかまたは×として

採点されたものから現れた再生結果である。いずれも小学校の 1 年生で学習するレベルの

既知の字形を組み合わせて再生しようとしたと考えられるものである。提示された漢字を

完全な字形で覚えきれなかった部分を知っている漢字あるいは似ている漢字をあてて書い

たものが多く観察された。このことから、学習者は漢字を覚える際に既知の字形を先に認

識し、そののち認知できない部分を知っている字形で補うプロセスで処理していると考え

られる。 

 

3.結論  

本研究は非漢字語圏の母語を持つ小学生日本語学習者を対象に漢字学習を困難にさせる

要因を明らかにするために漢字再生テストを行った。その実験結果から漢字習得を困難に

させる要因には漢字の画数の多少のみが漢字習得の困難に繋がるのではなく、漢字字形の

対称性、直線性、曲線性という性質が複合的に影響していることを明らかにした。 

学習者は漢字を提示されたときにまず、中央で区切り左右を確認し、左右に分けられる

場合は左右別々に既知の字形に当てて覚えるプロセスを経て認識すると言える。また、左

右に分けられない場合、上下で漢字を分け、同様に漢字を区分して覚えていることが観察
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された。左右、上下どちらにも分けられない場合は覚えることが難しく正答率が低くなっ

た。これは、小学校で初めて漢字を学習する際に十字のマスでバランスを踏まえて覚えて

いることと、実験対象者は漢字習得 1 年以上の学習者であったため既知の漢字や字形が多

く表れたことが影響していると考えられる。  

以上のことから、漢字習得 1 年以上の学習者には、左右対称で既知の字形を当てること

ができる漢字を先に習得させることが望ましいと考える。  
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国際交流基金日本語基礎テスト（JFT-Basic）の実施状況と受験者像 

―CBT 予約時アンケートの分析― 

八嶋康裕、熊野七絵、千葉朋美、黒田亮子（国際交流基金関西国際センター） 

 

The Profile of Examinees and Implementation Status of Japan Foundation Test for 

Basic Japanese (JFT-Basic)  

- Analysis from the questionnaire at the time of reservation using CBT 

YASHIMA Yasuhiro, KUMANO Nanae, CHIBA Tomomi, KURODA Ryoko 

（The Japan Foundation, Japanese-Language Institute, Kansai） 

 

要旨：国際交流基金日本語基礎テスト（JFT-Basic）のこれまでの各試験回における受験者数や

基準点到達率から実施状況を概観した。また、CBT 予約時アンケートの結果から、受験者の平

均年齢、男女比、技能試験の受験、訪日経験の有無と目的、日本語学習時間や使用教材につい

て分析し、JFT-Basic 受験者の全体・国別の受験者像を明らかにした。JFT-Basic の受験者像

は、主に特定技能制度で就労のために来日を目指す受験者という想定から乖離のないことが確

認できた。 

 

キーワード：JFT-Basic、CBT、アンケート、受験者像、特定技能 

 

1. JFT-Basicの概要 

国際交流基金日本語基礎テスト（Japan Foundation Test for Basic Japanese、略称：JFT-Basic）

は、主として就労のために来日する外国人が日本の生活場面でのコミュニケーションに必要な

日本語能力を測定し、「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力」（A2 レベル）

に達しているかどうかを判定する CBT 方式のテストである。JFT-Basic の説明やサンプル問

題、関連教材、実施、結果に関する情報は、JFT-Basic ウェブサイト（国際交流基金. 2019）に

て公開、更新されている。 

JFT-Basic は 2019 年 4月から開始された在留資格「特定技能 1 号」を得るために必要な日本

語能力水準を測るテストとしても活用されている。「特定技能 1号」は、14 の特定産業分野に

属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの資格で

あり、新規入国予定の外国人は技能試験と日本語試験に合格することが要件となっている（法

務省出入国管理庁. 2018）。 

JFT-Basic は、2019年 4月にフィリピンで実施を開始し、2019年 10-11月から海外複数国で

の実施が始まった。2021年 3月から国内 47 都道府県での実施も開始した。 

 

２．先行研究と本発表の目的 

 JFT-Basic に関連した先行研究には、熊野ほか（2021）、八嶋ほか（2020）がある。熊野ほか
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（2021）では、JFT-Basic の概要、開発の経緯、工夫について述べ、CEFRおよび JF 日本語教育

スタンダードの考え方に基づき、日本での生活場面に絞った Can-do を元に真正性のある問題を

作成し、高い信頼性と妥当性を備えたテストを実現したこと、CBT 方式により、頻回受験、即

時結果通知、漏洩防止などを備え、CBT に馴染みのない受験者への対応を工夫することで、テ

ストの円滑実施を実現したことを報告している。また、八嶋ほか（2020）では、2019年 10-11

月試験から 2020年 7-8月試験までの JFT-Basic 受験後のアンケートや聞き取り調査などから、

受験者が CBT での受験をどう捉えたかに焦点を当て、CBT であることが受験の支障とはなっ

ていないことが確認されている。 

本発表では、2019年 10-11月試験から 2021年 3月試験まで、海外で行われた計 9 回の試験

における受験結果を概観した上で、各試験回の予約時に行った CBT 予約時アンケート（以下、

予約時アンケート）の結果を分析し、JFT-Basic の受験者像を明らかにすることを目的とする。 

 

3. JFT-Basicの実施状況 

JFT-Basic は試験回によって実施国数、実施都市数が異なるが、9回の試験は海外の 7か国 13

都市で行われた。表 1 は、試験回ごとに全体と国別の受験者数と基準点到達率を示したもので

ある。累計の受験者数は 22375 人で、国別ではインドネシア（10106 人）、フィリピン（4955

人）、ネパール（4366人）の順に多く、直近の試験回ではインドネシアの受験者が過半数を占

めている。 

 

表 1：受験者数と基準点到達率（全体、国別） 

 

 

基準点到達率の全体平均は 38.3％だが、試験回ごとで見ると 2020 年 9月試験以降は 40％を

超えている。国別平均ではミャンマー（53.4%）、タイ（48.2%）、モンゴル（47.8%）の順に高

いが、これらの国はまだ数回の実施に留まっている。試験が 8 回以上実施されている国の中で

2019年 2020年 2021年

10-11月 1月 3月 5月 7-8月 9月 11月 1月 3月 合計/平均

642 738 928 - 298 468 549 651 681 4955

41.7% 44.7% 39.3% - 27.9% 40.4% 37.3% 29.5% 36.7% 37.2%

340 410 841 - 1551 448 1586 1682 3248 10106

37.9% 38.0% 41.0% - 41.3% 49.6% 48.0% 41.9% 43.4% 42.6%

91 118 166 92 156 79 125 169 142 1138

24.2% 26.3% 21.1% 39.1% 17.3% 19.0% 24.8% 24.9% 16.2% 23.7%

60 - - - - 84 16 - 76 236

61.7% - - - - 51.2% 37.5% - 40.8% 47.8%

- - 1165 - - - - 275 - 1440

- - 39.4% - - - - 67.3% - 53.4%

497 625 701 - 278 282 865 507 611 4366

11.3% 13.1% 22.1% - 48.9% 43.3% 30.5% 47.5% 48.0% 33.1%

- - - - - - 52 - 82 134

- - - - - - 50.0% - 46.3% 48.2%

受験者数合計 1630 1891 3801 92 2283 1361 3193 3284 4840 22375

基準点到達率 31.4% 31.7% 35.8% 39.1% 38.8% 43.4% 40.5% 41.5% 42.3% 38.3%

タイ

フィリピン

インドネシア

カンボジア

モンゴル

ミャンマー

ネパール
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はインドネシア（42.6%）、フィリピン（37.2%）の順に高く、インドネシアは毎回全体よりも

高い数値になっている。ネパールでは基準点到達率が上がってきているが、カンボジアでは全

体的に低い傾向にある。当初は受験者割合が高かったネパールの基準点到達率が低かったこ

と、2020年 9月試験以降は受験者割合の高いインドネシアの基準点到達率が 40％を超えている

ことなどが全体の基準点到達率の変化にも影響していると考えられる。 

 

4. 予約時アンケート   

JFT-Basic の受験者は、試験の予約時にアンケートとして生年月日、性別、技能試験の受験、

訪日経験の有無と目的、日本語学習時間、所属教育機関、使用教材について回答することが必

須となっている。予約時アンケートは多肢選択式の場合は単一選択もしくは複数選択の形で、

自由記述の場合は直接入力という形で回答を求めた。  

4-1.  年齢と性別  

受験者全体の 22375人のうち、14281 人（63.8％）が 20 代で、平均年齢は 25.6歳である。国

別では、フィリピン 29.3歳、インドネシア 23.5歳、カンボジア 26.5歳、モンゴル 28.8 歳、ミ

ャンマー24.6歳、ネパール 25.7 歳、タイ 28.6歳となっている。また、性別について、全体で見

ると、男女の割合は概ね半々となっている。国別では、フィリピンでは 68.5％、モンゴルでは

72.5％、ミャンマーでは 59.0％、タイでは 65.7％が女性と、女性の割合が多い。一方、インド

ネシアでは 65.5％、ネパールでは 61.8％が男性と、男性の割合が多い（図 1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1：受験者の平均年齢と性別（全体、国別） 

 

4-2. 技能試験の業種 

項目「日本の『特定技能 1号』の申請のために、受験した／受験を予定している技能試験を選

択してください（複数選択）」では、技能試験の業種について選択する。 

全体では、最も選択した人の多かった業種は介護業、次いで農業、飲食料品製造業である。国

別に見ても概ね同様の傾向だが、インドネシアとカンボジアは、農業の選択率が高い（表 2）。

なお、表 2の青色セルは各国で選択の多かった業種で、色の濃いものから薄いものまで順に第 3

位までを示している。 
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表 2：技能試験の受験（全体、国別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-3. 訪日経験の有無と目的 

項目「日本への渡航歴はありますか。ある場合は渡航目的を選択してください（単一選択）」

では、訪日経験がある場合は、A 技能実習・研修、B 就労、C 留学、D 観光、E その他、の中

から選択する。 

訪日経験がある受験者は、受験者全体の 22375 人のうち 5756 人（25.7％）で、全体としては

訪日経験のない受験者が多数である。訪日経験のある受験者のうち、目的として最も多かった回

答は、技能実習・研修で 3595 人（62.5％）、次いで就労が 844 人（14.7％）だった。 

訪日経験の有無について、国別で見ると、訪日経験のある受験者の割合が多いのは、順にタイ

134人中 87人（64.9％）、カンボジア 1138人中 610人（53.6％）、モンゴル 236人中 106人（44.9％）

である。目的については、国別に見ても多くの国で A 技能実習・研修の割合が最も多い。一方、

ネパールは C 留学が 450人中 331 人（73.6％）、ミャンマーは B 就労が 304人中 130人（42.8％）

となっており、その他の国と傾向が異なる。また、D 観光を選択した割合が比較的多かったの

は、タイ 87 人中 15人（17.2％）、フィリピン 1581人中 219人（13.9％）だった（図 2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2：訪日経験の有無と目的（全体、国別） 

業種 全体 フィリピン インドネシア カンボジア モンゴル ミャンマー ネパール タイ

介護業 11217 3024 3388 334 171 481 3749 70

ビルクリーニング 1119 232 385 23 1 95 383 0

素形材産業 765 44 449 14 3 26 225 4

産業機械製造業 727 57 435 11 3 14 198 9

電気・電子情報関連産業 697 79 352 17 6 41 194 8

建設業 645 76 287 28 3 18 229 4

造船・舶用工業 429 32 220 10 2 16 148 1

自動車整備業 485 34 258 11 4 26 151 1

航空業 495 58 209 15 13 21 176 3

宿泊業 744 106 321 47 4 46 211 9

農業 5448 164 3789 415 2 149 906 23

漁業 633 24 390 13 0 7 199 0

飲食料品製造業 5001 476 3642 75 8 154 634 12

外食業 2964 742 853 341 13 376 622 17

希望なし 2081 560 904 107 22 288 188 12
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4-4. 日本語学習の状況 

項目「これまでに日本語を学習した時間を選択してください（単一選択）」では、80 時間未満、

80 時間（週 4 時間で 5 ヶ月程度）、160 時間（週 4 時間で 10 ヶ月程度）、240 時間（週 4 時間で

1 年 3 ヶ月程度）、300 時間（週 4時間で 1 年 6ヶ月程度）、300 時間以上、から選択する。 

上記の「週 4 時間で 5 ヶ月程度」といった学習期間は、特定技能制度を利用するのは社会人

で、独学で日本語を学ぶ割合が比較的高いのではないかという想定で当初設定したものだった

が、項目「現在あなたが日本語を学習している機関名、あるいはかつて学習していた機関名を書

いてください。」で所属の教育機関について集計をしたところ、何らかの教育機関を記述したの

は、全体の約 8 割と多数だった。そのため、2021 年 1 月試験から、教育機関での学習時間を参

考に、学習期間の書きぶりを変更した。変更後の選択肢は、A 80 時間未満、B 80時間（週 20 時

間で 1ヶ月程度）、C 160時間（週 20時間で 2 ヶ月程度）、D 240時間（週 20 時間で 3ヶ月程度）、

E 300時間（週 20時間で 4ヶ月程度）、F 300 時間以上、とした。 

2021年 1月、3 月試験受験者 8124 人の日本語学習時間への回答を示すと、最も多い回答は、

300時間以上で 3124人（38.5％）、次いで 300時間で 1704人（21.0％）、240時間で 1138人（14.0％）

だった。最も少なかったのは 160時間以下で 683 人（8.4％）だった。 

国別に見ると、300 時間、300 時間以上を合わせた割合が最も多いのはミャンマー（83.6％）

で、次いでフィリピン（74.5％）だった。一方、80 時間、80時間以下を合わせた割合が比較的多

いのはカンボジア（37.0％）で、次いでインドネシア（23.1％）だった（図 3）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3：日本語学習時間（全体、国別） 

 

また、2021 年 1 月試験からは、項目「日本語学習で使用している教科書や e ラーニング教材

を選択してください（複数選択）」を新たに設け、使用教材についても聞いている。『いろどり 生

活の日本語』、『まるごと 日本のことばと文化』、『みんなの日本語』、JF の e ラーニング教材

（「まるごとオンラインコース」など）、その他、から選択する。 

その結果、11292 件の回答のうち、最も多かったのは『みんなの日本語』で 5568 件（49.3％）、

次いで『まるごと 日本のことばと文化』で 2428 件（21.5％）、『いろどり 生活の日本語』が

1801 件（15.9％）、その他 1005 件（8.9％）、JF の e ラーニング教材（「まるごとオンラインコー

ス」など）が 490件（4.3％）だった。以下に国別の回答を示す（表 3）。 
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表 3：使用教材（全体、国別） 

 

 

 

 

 

5. まとめ 

予約時アンケートを分析した結果、JFT-Basic の実際の受験者像が明らかになり、主に特定技

能制度で就労のために来日を目指す受験者という想定から乖離のないことが確認できた。受験

者の平均年齢は 25.6歳で、20 代の受験者の割合が全体の約 6割を占めるが、これは上述の通り

在留資格「特定技能 1号」での来日を目指す受験者が多いためと考えられる。受験を予定してい

る技能試験として最も多かった業種は介護業、次いで農業、飲食料品製造業である。訪日経験の

ある受験者は全体の約 3割で、訪日経験のない受験者が多数である。訪日経験のある受験者のう

ち、目的として最も多かった回答は、技能実習・研修で約 6割、次いで就労が約 2 割である。技

能実習制度などで日本で働いた経験のある受験者が、帰国後に再度就労を目的に来日を目指す

ケースが多いことが窺える。日本語学習時間は、全体としては 300時間以上、300 時間の回答が

多く、約 6割となっている。使用教材については、全体としては『みんなの日本語』が多く約 5

割、『まるごと』が約 2割、『いろどり』も使われ始めている様子が窺える。 

今後、海外・国内での試験実施が継続される上で、教材の整備や広報による情報周知などによ

って受験者の学習環境が漸次変化してゆくことが考えられる。このような状況も踏まえ、試験結

果や予約時アンケートの結果を経年で分析し、各国の実施状況や受験者像について引き続き注

視してゆく。 
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教材

いろどり　生活の日本語 1801 (15.9%) 275 (15.8%) 965 (15.1%) 75 (20.7%) 25 (24.0%) 31 (7.9%) 420 (19.2%) 10 (9.6%)

まるごと　日本のことばと文化 2428 (21.5%) 153 (8.8%) 1418 (22.1%) 20 (5.5%) 21 (20.2%) 80 (20.4%) 727 (33.3%) 9 (8.7%)

みんなの日本語 5568 (49.3%) 1026 (59.0%) 3282 (51.2%) 197 (54.4%) 43 (41.3%) 187 (47.6%) 765 (35.0%) 68 (65.4%)

JFのeラーニング教材 490 (4.3%) 49 (2.8%) 186 (2.9%) 17 (4.7%) 4 (3.8%) 20 (5.1%) 211 (9.7%) 3 (2.9%)

その他 1005 (8.9%) 236 (13.6%) 556 (8.7%) 53 (14.6%) 11 (10.6%) 75 (19.1%) 60 (2.7%) 14 (13.5%)

ミャンマー ネパール タイ全体 フィリピン インドネシア カンボジア モンゴル
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ジャストインタイムティーチングに基づくオンライン日本語授業デザイン 
森田淳子（東京工業大学） 

 

Online Japanese Class Design Based on Just-in-Time Teaching 
Junko Morita, Tokyo Institute of Technology 

 

要旨：本研究では、インストラクショナルデザインの理論の一つである「ジャストインタ

イムティーチング（JiTT）」に日本語授業を設計し、その効果を検証することを目的とし

た。教室対面型からオンラインによる遠隔型に移行した授業において、オンライン授業

（同期）と LMS による支援（非同期）の効果的な融合を探る過程で JiTT に着目した。

JiTT の特徴である「授業前学習課題」が授業内活動を活発にするのに役立ったかどうか

について、受講生アンケートで肯定的な回答が示された一方、授業前学習課題に対する

「授業内フィードバック」について十分に受けられなかったという回答も見られた。結果

を踏まえ授業設計の改善を行い、今後の授業実践を通じ効果を再検証する計画である。 

 

キーワード：インストラクショナルデザイン、ジャストインタイムティーチング（JiTT）、

同期型オンライン授業、学習管理システム（LMS） 

 

1. はじめに 

 本研究では、日本国内の大学の学士課程留学生を対象とした日本語科目の授業において

実践を行なった。該当科目の受講生の日本語能力は、上級レベルである。この授業では、

2019 年度より SDGs（Sustainable Development Goals、持続可能な開発目標）をテーマに取

り上げていた。教室内の活動は教員による講義部分、学生間のディスカッションとディス

カッション後の全体共有などの活動により構成され、コース終盤で SDGs 取組事例に関す

る個別発表やレポート作成に取り組んでいた。2020 年度は、新型コロナウイルスの感染

拡大防止のため、前年度まで教室集合の対面型で実施されていた授業がオンライン会議シ

ステムを用いた同期型オンライン（ライブ配信）で行われることになった。また、教育機

関の方針により、同期型オンライン授業の実施に際して学生の通信環境や目の疲れに配慮

し適宜休憩することや時間配分に留意すること、課題を増やしすぎないよう配慮すること

などが教師に求められた。対面型授業実施当時は、開始時間から終了時間まで教室に学生

が集い、グループディスカッションやプレゼンテーションを行い、毎回の授業の配布資料

または課題シートで紙媒体を用いることもあった。授業のオンライン化に伴い授業デザイ

ンの見直しに迫られ、同期型オンライン授業と学習管理システム（以下、LMS）を組み

合わせた授業をデザインする上で指針となるモデルとして、インストラクショナルデザイ

ンの理論の一つであるジャストインタイムティーチング（以下、JiTT）に着目した。 
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2. ジャストインタイムティーチング（JiTT） 

2.1 JiTT概要 

 JiTT は Novak ら（1999）によって共同開発された。近年においても、「クラス内での能

動的学習（アクティブラーニング）と Webを用いた準備作業とを融合させた帰納的教育方

法」として、インストラクショナルデザインの有用な理論の一つとして位置付けられてい

る（C. M. Reigeluth et al.,2016）。JiTT を実施する上で重要なキーワードとして、「授業前

学習課題」が挙げられる。学習者は授業に備えたウォームアップとして、必要に応じて関

連する Web ページを調べながら授業前学習課題に取り組み、LMSに提出する。指導者は、

授業前までに学習者の回答に目を通し、授業内で学習者の回答が反映するように調整する。

授業の流れがほぼ決まっていたとしても、学習者からの生の声が授業の進行に影響がを与

えることが重要であるとされる。このように、授業前の回答とその後の授業内でのディス

カッションが、その後の課題に含まれる質問につなげられ、JiTT のフィードバックルー

プが形成されていく（図１）。この「授業前学習課題」を含むフィードバックループが、

本研究で対象とする日本語授業のオンライン化においても有効ではないかと考えた。同期

型オンライン授業では適宜休憩を取ることが求められ、対面型授業実施当時と比較し、授

業時間が削減される。また、対面型のように机を囲んだグループディスカッションが実施

できない。非同期（授業時間外）で授業前学習課題に取り組むことで学習時間を補うこと

につながると同時に、その回答が授業に反映されることで、オンライン授業においても対

面型と同じように能動的な参加を促せるのではないかと期待し、授業デザインの基盤とし

て JiTT を選択した。 

 

 

図 1：ジャストインタイム指導法（JiTT）のフィードバックループ(1) 
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2.2 JiTT 実践 

 授業設計において具体的には、JiTT のフェーズに沿った普遍的原理（C. M. Reigeluth et 

al.,2016）の内容を該当科目の授業活動（教室対面型からオンライン型に変わっても実施

可能な活動）に照らし、学習管理システム（LMS）上に授業前学習課題を提供、同期型

オンライン授業でディスカッションを行うなど実装内容を検討した（表１）。JiTT のフェ

ーズや普遍的原理の内容を踏まえ、学習課題は現実世界の課題に基づいた内容にすること

（該当科目においては SDGs に関連する内容）や課題は単純なものから徐々に複雑なもの

にすること（表 2）、学生の授業前課題への回答を授業に取り入れ毎回評価することなど

に留意しながら授業を進めた。また、学生が授業前学習課題に取り組むことによって、デ

ィスカッションなど授業内活動に能動的に参加する助けとなることが期待される一方、授

業前課題を負担に感じる学生が生じる可能性もある。授業前学習課題に同意して取り組ん

でもらえるよう、初回授業のオリエンテーションにおいて、課題と授業内活動のサイクル

（フィードバックループ）やその目的を説明した。 

 

表 1：JiTT のフェーズと普遍的原理に基づいた本研究における実装内容 

普遍的原理のまとめ(2) 本研究における実装内容 

JiTTのフェーズ 普遍的原理 

授業前および 

授業内の活動 

1.継続的評価の原理 1.各回=授業前学習課題評価 

2.最終回＝進歩を確認する振り返り

機会を与える 

2.思考評価の原理 3.授業前学習課題を授業後に振り返

る機会を与える 

授業前活動 3.配列の原理 4.各回の課題は複数問 

5.授業回数を重ねるごとに単純→複

雑なものへ 

学習者は授業前

活動・課題に対

応するにつれ、

より理解を深め

始める 

4.忠実度の原理 6.学習課題は現実世界の課題に基づ

いた質問に基づく 

5.可変性の原理 7.学生の現実世界の可変性を反映し

た複数の質問 

6.補助輪の原理 8.読み書き、口頭発表など異なるス

キルを適用する機会を与える 

7.完成方略の原理 9.補助輪を外し、解決策をゼロから

生み出すことを目指す通常の課題に

臨ませる 

授業内活動 8.相互作用型授業を開発する 10.授業前課題の回答を授業に取り入

れる 

授業前活動に対

する学習者の回

答は、対話型の

学習者中心の授

業を形作るため

に使用される 

9.授業を形作るときにユニー

クな学習者の反応をそれと分

かるように用いる 

11.授業前課題からユニークな回答や

クラスで解決すべき回答を取り入れ

る 

10.さらに深く理解させるため

に、学習者中心のディスカッ

ションを活用する 

12.学習者間のディスカッション機会

を設ける 
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表 2：JiTT のフィードバックループにおける授業前学習課題の例 

SDGs の 17 のゴールについて考えてみましょう。日本語の文章をそのまま読んで理解

するのが難しい場合は、英語またはあなたの理解できる他の言語で書かれている

SDGs の資料を探してみましょう。17 のゴールのうち、あなたが特に関心を持ったの

は、どれですか。関心を持ったゴールを 3 つ、下の表に日本語と英語で、記入してく

ださい。関心を持った理由も書きましょう。 

 

授業回数

を重ねる

ごとに単

純→複雑

なものに 

（短編映画「ダイヤモンドの来た道」(3)観賞後）サプライチェーンや登場人物につい

て、あなたが特に問題だと思ったのはどの点ですか。また、その問題はどうすれば解

決できると思いますか。シエラレオネが抱える問題の解決は、SDGs のどのゴールと

関連していると思いますか。 

SDGs取組事例について調べてみましょう。SDGsのゴール実現のため、世界各国の政

府や企業、教育機関、NPO等によってさまざまな活動が行われています。関心を持っ

た取組事例を一つ選んで、紹介してください。事例を選んだ理由も書きましょう。 

 

3. 受講生による評価 

 授業前学習課題を含め JiTT フィードバックループに沿った授業実施内容が、設計者兼

担当教員が意図した目的を果たしていたかどうかを検証するため、全 7 回の授業終了後、

受講した学生を対象にアンケートを実施した。（受講学生 11名中、8名が回答）。JiTT に

基づいた授業設計・実施内容や授業前学習課題に関する質問項目に対する回答結果、次に

授業で取り上げたテーマなど JiTT 関連以外の質問項目に対する回答結果について述べる。 

3.1 JiTT に基づいた授業設計や授業前学習課題に関する回答結果 

JiTT の普遍的原理に基づいた授業設計・実施内容の 12項目に関する質問について、五

段階で評価した回答結果を表 3 に示した（「そう思わない」を 1、「そう思う」を 5とする

1〜5 から回答選択）。12項目のうち 11項目について、回答平均が 4.5以上であった。「1.

各回の授業前課題への評価」に対して、回答の選択が 1〜5 のばらつきが見られ、他の項

目と比較し低い平均となった。 

 

表 3：JiTT に基づいた授業設計・実施内容に関する回答結果  

質問（「そう思わない」を 1、「そう思う」を 5 とする 1〜5 から回答選択） 回答平均（n=8） 

1.各回の授業前課題への評価を受けましたか。 3.63 
2.授業初回から最終回までの進歩を確認する機会がありましたか。 4.63 
3.提出した授業前課題を授業後に振り返る機会がありましたか。 4.63 
4.各回の課題は、単純な質問から複雑な質問の順に出されていましたか。 4.63 
5.課題全体は、授業回数を重ねるごとに，単純な質問から複雑な質問に配列され

ていましたか。 

4.63 

6.この科目の学習課題は、現実社会の課題に基づいていましたか。 4.88 
7.この科目の学習課題は、あなたの現実世界の課題で起こりそうな，異なる複数

の質問が与えられていましたか。 

4.75 

8.科目全体的に課題や活動は、日本語能力の異なる技術の組み合わせを必要とし

ていましたか。例：読む，書く，聞く，話す 

4.63 

9.各回の課題と授業を重ねて、最終的に先生やクラスメイトの助けがなくても自

分自身で解決できる課題が与えられましたか。 

4.75 

10.授業前課題の学生の回答は、授業内で取り入れられていましたか。 4.63 
11.授業で取り上げられた学生の回答は、クラスで共有し解決するのに適切なも

のでしたか。 

4.75 

12.クラスメイトとのディスカッションは、課題について深く理解するために役

立ちましたか。 

4.63 
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また、JiTT 実践のキーワードである授業前学習課題について尋ねた。課題の分量につ

いては、「少ない」、「ちょうどいい」、「多い」の選択肢から「ちょうどいい」の回答が

100％（8名)であった。授業前課題が同期型授業の接続時間を減らした部分を補うのに役

立っていると思うかについて「そう思う」が 87.5%（7名）、「どちらでもない／分からな

い」が 12.5%（1名）、授業前課題が同期型授業の授業内活動を活発にするのに役立って

いると思うかについて「そう思う」が 100%（8名）であった。 

 

3.2 授業のテーマに関する回答結果 

この授業で取り上げたテーマ「SDGs」について、初回授業に参加した学生（10名）の

うち SDGs について「この授業で初めて聞いた」という学生が 7名、「詳しく知ってい

る」が 2名、「聞いたことがあるが詳しく知らない」が 1名であった。授業終了時アンケ

ート（11 名中 8 名が回答）において、SDGs に関する「SDGs を通じた課題や授業活動は、

日本語能力を高めるのに役立ったと思いますか」、「SDGs を通じた課題や授業活動は、大

学生の知識・教養を高めるのに役立ったと思いますか」という２つの問いに対して、いず

れも「そう思う」が 100%（8名）であった。 

 また、授業や課題、アンケートに関する回答任意の自由記述欄には、「最終課題に向け

てもっと簡単な課題で理解を段々深める形式がとても良かったと思いました」、「（アンケ

ートでの「ちょうどいい」や「そう思う」の選択理由について）授業の内容が、日本語能

力を高めるのにかなり役に立ったためです」というコメントが見られた。 

 

4. 考察 

 アンケート結果から、JiTT フィードバックループを形成する授業前学習課題が授業内

活動を活発にするのに役立っていることや課題の分量も適切であるという回答が確認でき、

授業で取り上げたテーマである SDGs についても学士課程留学生の日本語能力や知識・教

養を高めるのに役立つという回答が寄せられた。また、JiTT のフィードバックループや

普遍的原理に基づいて設計・実施した授業内容に対する回答も、12項目のうち 11項目に

おいては肯定的な回答が寄せられた。授業設計や実施内容が概ね適切であったことが示唆

された。アンケートで回答のばらつきが見られたのは各回の授業前課題への評価に関する

項目で、教員の評価が十分に受けられなかったという回答（五段階評価の 1 および 2）が

25％（10 名中 2 名）であった。この回答理由について自由記述欄に記載されていないが、

同じ問いに対して五段階評価の 4〜5 の選択も見られる。学生が取り組んだ授業前学習課

題の回答を授業内で全員分取り上げることはできないため、回答内容が取り上げられなか

った学生は評価が十分に受けられなかったという感想に至ったのではないかと筆者は推察

する。この点は、授業内に全ての学生の回答を反映できなくても、LMS を通じた個別フ

ィードバックでコメントを増やすなど改善の余地があると考える。 
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JiTT の授業前学習課題は、学生が賛同して取り組み、授業前に提出され、教師が授業

内フィードバックに反映させることにより効果が発揮される。効果が期待される一方、教

師にとって授業前学習課題の提出期限から授業時間までの限られた時間で学生の回答に目

を通し授業に反映させることは必ずしも容易ではない。今回の実践事例は受講学生が少人

数だったが、大規模授業でティーチングアシスタントもいない場合は、授業前に目を通す

ことも、授業内にフィードバックが十分にできなかった場合に LMSを通じてフォローする

ことも教師の負担につながる可能性がある。クラスのサイズや運営体制を考慮し、JiTT

の実施を検討する必要があると考える。 

 

5. おわりに 

 本研究では、インストラクショナルデザインの理論の一つであるジャストインタイムテ

ィーチング（JiTT）に基づいた日本語授業を試み、その効果を検証した。アンケート結果

から概ね肯定的な回答が得られたが、教員からのフィードバックについて十分に満足して

いない回答を受けた改善が必要な点もある。また、今回は受講学生・回答者ともに少数で

あったため、上述の改善を経て授業を実施し、効果を再検証する計画である。 

 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、担当する日本語授業がオンライン実施とな

ったことが本実践研究のきっかけであった。オンライン型授業から再び教室集合の対面型

授業に戻った際に応用できることも検討しながら、今後の実践に取り組みたいと考える。 

 

註 

(1) (2) C.M. Reigeluth et al. (2016)（日本語版 C.M.ライゲルースほか（2020））を参照。 

(3) バース大学（英国）制作の短編ドキュメンタリー映画（原題「Voices from the Mine」

2018 年公開）。NPOダイヤモンド・フォー・ピース（横浜市）が日本語字幕を作成。 
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Lexonomy を利用した日中対照俳句歳時記の構築 
 

黄海洪（京都大学大学院）、薛楽（京都大学大学院） 

 

The Construction of Japanese-Chinese Haiku Saijiki using Lexonomy 
Haihong HUANG, Kyoto University Le Xue, Kyoto University 

 

要旨：日本語教育において、俳句は使用頻度の高い季語を用いることで教育素材として活

用できる。本研究は、日本語学習者と日本語教師の両方の立場から、Web 辞書編集ツー

ル Lexonomy を用いた Web 日中俳句歳時記を提案する。本研究の手法を取り入れること

で、日中対照俳句辞書以外にも学習者のニーズに合わせたメタ辞書の構築ができる。 

 

キーワード：Lexonomy、俳句、日中対照、Web 辞書  

 

1. はじめに 

 俳句は 17 音によって構成される世界で一番短い定型詩として、日本だけでなく、海外

でも高い人気を有している。俳句は原則として季語を用いる有季定型俳句が一般的である。

しかし、自然環境や文化的背景が違う中国語を母語とする日本語学習者にとって、季語の

持つ深い意味を日本人と同じように理解することは難しい。 

 季語を調べるには、俳句歳時記が必要不可欠である。インターネット上の Web 辞書を

参照するのが一般的な時代となり、Web 俳句歳時記も登場している。Web で公開されて

いる俳句歳時記は日本語母語話者向けのモノリンガルのものがほとんどであり、日中両言

語で参照できる俳句歳時記は管見の限り、見つからない。歳時記は、辞書とは似て非なる

ものだが、本研究では「俳句歳時記」を、季語を調べるための俳句辞書とする。俳句を教

える日本語教師と俳句を学ぶ日本語学習者が、共同で俳句辞書を作ることができれば、よ

り効率的に作句することができる。 

Web 俳句辞書のメリットとして、以下の 3 点が挙げられる。 

a. インターネットに接続さえすれば、いつ・どこからでも利用できる。 

b. 検索機能が利用できる。 

c. 追加や削除などの更新が容易にできる。 

 吉田（1986）は、「辞書は規模が大きく、内容も複雑で、その開発には多大の経費と労

力とを要する上に、利用者一人一人その内容に対する要求が異なる。それにも関わらず、

個人で開発することが困難であるという大変やっかいな問題をかかえている」と指摘して

いる（p.933）。この問題点は、依然として解決されないまま存在している。また、李ほか

（2018）は、コーパスを用いる辞書編集がすでに常識となっている英語教育に対し、日本

語教育は「日本語の教師や学習者に向けた辞書の開発そのものが大幅に遅れている」と指
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摘し、「本格的な日本語学習辞書の編集、特に、世界各地の学習者に使いやすい日本語と

現地語によるバイリンガル辞書の編集」の重要性を訴えている（p.219）。 

 

2. 先行研究 

 俳句は、古典俳句と現代俳句に分けられる。古典俳句には特殊用語と難解な季語が使わ

れているため、日本語学習者のニーズに合わない可能性が高い。したがって、本研究は、

現代俳句を対象とする。現代日本語書き言葉均衡コーパス（BCCWJ）には、1950 年から

1979 年の間に発表された 92 句集の中から、角川書店が発行する「現代俳句大系 増補」

（8 巻分）、計約 5 万語の現代俳句データが含まれている（丸山ほか 2012；李ほか 2018）。

しかし、その内容は 40 年前に詠まれたものであり、また季節のタグもないため、俳句に

ついて調べる場合、俳句の知識が前提となる。俳句の特徴の１つに、多種多様な季語が存

在することが挙げられるが、Web 俳句辞書を構築する場合には、季語を季節ごとに整理

する必要がある。 

 伊藤ほか（2016）によると、日本語学習者が求める学習 Web サイトに対して、「文化情

報」、「多言語対応」といった機能を求めている。野田（2011）は日本語学習者に役立つ辞

書を作るには、「何のために辞書を使い、どんな情報を知りたいかという実際の状況から

出発しなければならない」と主張している（p.6）。 

 辞書とコーパスは密接に関係する両輪である（伝ほか, 2019）。辞書に記載する情報の

判断は、従来辞書を編む専門家に委ねられていたが、コーパスの登場により、コーパスに

基づく辞書の編集が主流となりつつある。英語辞書の Collins COBUILD English Language 

Dictionary（1987）の編集は世界で初めてコーパスを用いて本格的に行われた。 

 野田（2011）は辞書構築について、以下の 2 点を提案している（p.7）。 

a. 非母語話者が辞書を使う状況をもとにして辞書を作る。 

 b. 分量に制限がないインターネットで辞書を提供する。 

 日本語学習者向けのインターネット辞書に関しては、これまでに、数多くの Web 辞書

が構築されている。例えば、国立国語研究所（NINJAL）は「基本動詞ハンドブック」や

「トピック別 アイヌ語会話辞典」など複数の Web 辞書を構築し、一般公開している。ま

た、「NIHONGOe な」というサイトでは「日本語俗語辞書」、「経済のにほんご」などの学

習者向けの Web 辞書が多く紹介されている。しかし、これらの辞書の構築は、多くの場

合専門家と研究者の裁量で行われ、非母語話者のニーズとスキルを十分に汲み取っていな

いところがある。 

 

3. 研究目的 

 本研究は、日本語学習者と日本語教師の両方の立場から、Lexonomy を用いた Web 俳句

辞書について提案する。Lexonomy はイギリスで開発されたオープンソースの辞書編集シ

ステムである（Měchura, 2017）。特徴として、ICT のスキルがなくても、Web 辞書の構築、
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オンライン公開が可能な点が挙げられる。辞書編集プラットフォームは利用者にわかりや

すいインターフェスを備えているため、プログラミングの知識を持たない日本語教師や日

本語学習者にとっても気兼ねなく使えるシステムである。本研究は日中対照俳句歳時記の

構築を通して、Web 辞書編集にあたり、Lexonomy の良い点および問題点を探る。 

 

4. 構築方法 

  Lexonomy を用いた Web 辞書の構築には、まず、アカウントを作成する必要がある。そ

の後、辞書の名前、辞書の URL、単一言語辞書か二言語辞書かを決める。１つのアカウ

ントが構築できる辞書の数の上限はない。ユーザー設定で辞書編集者のメールアドレスを

追加すれば、追加された編集メンバーが辞書の編集に参加可能になる。 

 一般的に、辞書に登録する見出し語の情報としては、読み方、品詞、用例などがある。

Web 辞書はエントリーに関するページ数の制限がないため、用例や解説など、重要なメ

タ情報も追加できる。日中俳句辞書の編集にあたっては以下の７項目を設定し、共同で編

集を行った。以下に入力した項目とその説明、および例を示す。 

① 見出し語の登録：俳句の初心者にとって、高頻度の季語から順に学ぶのは効率的であ

る。例：春風 

② 品詞情報：季語はほとんど名詞だが、稀に動詞化の季語もある。例：名詞 

③ 季節情報：自然環境の異なる国に生まれた日本語学習者にとって、季語から季節感を

読み取ることは容易ではないため、明記する必要がある。例：春 

④ BCCWJ 情報（コロケーション）：コーパスからコロケーションの豊かさを発見できる。

例：春風に舞う 

⑤ JLPT レベル：JLPT のレベルは語彙難易度を判断するための重要な情報である。季語

の JLPT レベルは「リーディングチュウ太」を用いて調べる。例：級外  

⑥ リーダビリティ：「日本語教育語彙表」を利用し、語の読みやすさを調べる。「日本語

教育語彙表」に記載がない場合は、測定不能とした。例：測定不可 

⑦ 語彙の中国語訳と漢詩等情報：既有知識を活性化して、季語の理解に役立てる。例：

【杜甫漫興絕句】恰似春風相欺得，夜來吹折數枝花。 

 

4.1 見出し語の選出 

日本語の Web ページには、数多くの俳句作品が一般公開されている。本研究では、俳

句愛好家が作った現代俳句 2,854 句（54,106 字）を対象とし、春の句 754 句(14,144 字)；

夏の句 695 句(13,615 字)；秋の句 766 句(14,531 字)；冬の句 639 句(11,816 字)を収集した。

俳句歳時記には、新年の句も特別な存在として存在するが、本研究では、新年の句と冬の

句は特に区別しない。 

収集した俳句をオンラインテキストマイニングツール「User Local AI テキストマイニン

グ」（https://textmining.userlocal.jp）及びオンライン形態素解析ソフトウェア「Web 茶ま
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め」（https://chamame.ninjal.ac.jp/）によって形態素解析を行い、俳句によく使われる語彙

の頻度順リストをそれぞれ作成した。User Local AI テキストマイニングによる解析では

「コロナ禍」、「春うらら」など、4 拍以上で、まとまりの良い長単位の語彙素が抽出され

た。季語には、「山笑う」、「風薫る」、「冬近し」、「行く年」など、長単位の語も存在する

ため、本研究では AI テキストマイニングの解析結果を用いることとした。 

俳句には「や」「かな」「けり」などの切れ字がよく使われる。伝統的に、俳句は右から

左への 5 拍、7 拍、5 拍の三列から構成される。言い換えれば、俳句の構造は右 5 拍、中

7 拍、左 5 拍の三部構成である。各部の中では、1 拍か 2 拍の切れも含まれる。したがっ

て、俳句の構成要素として 3〜7 拍の単語が特に重要な役割を果たす。 

上記を踏まえ、合本俳句歳時記（2008）を参照しながら、季節ごとに出現頻度の高い順

に各季語を 25 語ずつ抽出し、登録単語として選定した。抽出した季語の②〜⑦の情報を

調べて、それぞれの項目を整理して共同で登録を試みた。 

 

4.2 コロケーション情報の付与 

俳句の中の日本文化は、多くはコロケーションの中に現れる。特に推敲を重ねて作り上

げられた俳句には感心させられるような独特なことばのつながりがある。そこから新たな

知識の発見と作者の柔軟な思考回路を伺うことができる。 

コーパスに基づく辞書編集では、コロケーションの特定が容易である。本研究のコロケ

ーション情報は、NINJAL-BCCWJ を利用して、その辞書情報を抽出した。事例を調べる

時に、詩など韻文特有のコロケーションに注目した。 

 

5. 研究結果 

本研究で登録した季語の一部を表 1 に示す。表 1 は季節ごとに頻出季語の上位 3 語を示

しており、春は「桜」、夏は「蝉時雨」、秋は「紅葉」、冬は「霜柱」がそれぞれ最頻出の

季語であった。 

表 1：現代俳句の頻出季語 

春 夏 秋 冬 

桜 蝉時雨 紅葉 霜柱 

花筏 青田 秋刀魚 寒椿 

風光る 夕立 彼岸花 冬木 

  

Web 辞書を構築する際には、いくつかの問題点が発生した。まず、見出し語の ID がラ

ンダムに付与されるため、ID から登録の順序を判断することができない。また、外部サ

イトを開くためのハイパーリンクを埋めることもできない。Lexonomy は小中規模の辞書

編集作業には向いているが、大規模の辞書を編集する際は、xml ファイルをオフラインの

状態で編集する方が効率的である（Bartolomé-Díaz & Frontini ,2020）。そして、見出し語
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は五十音図順配列にならないという問題がある。季語を季節ごとに並べるには、見出し語

の前に、数字やアルファベットを追加するといった工夫が必要である。 

一方で、見出し語の配列の順序は、「秋刀魚（さんま）」、「秋思（しゅうし）」、「秋茜

（あきあかね）」のように、同じ漢字が隣り合わせで出現するため、漢字の読みの多様性

の特徴が発見しやすくなる。また、既存の見出し語ページをコピーして新規ページを簡単

に作成できる。これらの機能を活用することで内容重視の辞書を編むことができる。 

 

6. おわりに 

本研究では、Web 辞書編集ツールを活用したオンライン日中対照俳句歳時記を提案し

た。Web 日中俳句辞書の編集や活用を通して学習者は使用頻度の高い季語を学び、俳句

作りを通して日本文化とその背景を学ぶことができる。俳句を教える日本語教師は、本研

究の手法を取り入れることで、日中対照俳句辞書以外にも学習者のニーズに合わせたメタ

辞書の編集が簡単にできる。日本語学習者は季語の調査を通して日本文化への理解の向上

を図り、学習の動機づけを高める効果も期待できる。 

本研究で使用した Lexonomy の編集プラットフォームは、日本語学習者と日本語教師の

両方のユーザーにやさしいインターフェスを備えているため、プログラミングの知識を持

たない者にとっても比較的容易に始めることのできるシステムである。投野（1995）によ

れば、辞書は権威的な存在であり、批判にさらされることが少ない。これまでの学習辞書

は学習者のニーズをあまり考慮せずに作られることが多かった。日本語教師は今回提案し

た俳句辞書以外にも自ら学習が必要とする Web 辞書を構築することによって、学習者に

寄り添う指導が可能となる。 

日本語教育では、アクティブ・ラーニング（AL）の効果が認められ、それを取り入れ

た授業実践が増えつつある（横溝ほか 2019）。AL としてのプロジェクト学習（PBL）の

一例として、俳句歳時記の構築は協働学習能力を身につけたり、コーパスの活用による

ICT リテラシーの向上にも寄与したりできる。辞書編集を通じて語彙を増やすことも期待

される。 

今後の改善案として、イメージ図の登録が挙げられる。俳句は絵画的特徴を持ち、心の

中の絵を喚起することで読む人の共感を誘うものであるため（皆川 2005）、イメージ図は

理解の助けになると考えられる。また、学習者のニーズに合わせて、多言語訳の情報を追

加できれば、より多くの日本語学習者に届けることができる。 

本研究で構築した web 歳時記は、「日中対照俳句歳時記」（https://www.lexonomy.eu/ 

JapaneseChineseHaikuDictionary/）として公開する予定である。 

 

付記：本稿をまとめるにあたり, 指導教員である金丸敏幸先生の貴重なご助言に負うとこ

ろが大きく、ここに記して心から感謝を申し上げます。 
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マルチモーダルな視点による講義理解能力育成のための 

Web ベース教材の開発 

―ノートテイキングとフィードバックを基にした分析― 

毛利貴美（岡山大学）、中井好男（大阪大学）  

古川智樹（関西大学）、寅丸真澄（早稲田大学）  

 

Developing web-based materials for improving academic listening skills using 

multimodal approaches: An analysis of reflection on the impact of note-taking 

strategies on listening comprehension  

Takami MOHRI, Okayama University Yoshio NAKAI, Osaka University   

Tomoki FURUKAWA, Kansai University Masumi TORAMARU, Waseda University 

 

要旨：本研究では、現在までの基礎研究の結果に基づいて作成した「講義理解の Can-do 

Statements」から特に理解促進に関わると考えられる６つのストラテジーを抽出し「講義

理解能力育成のための Web ベース教材」を制作した。自己評価の後で調査対象者 43 名に

８回にわたって視聴させ、回収したノート記述数に差があるか t 検定を行った結果、学習

者のノート記述数が増加したと解釈できた（t (43) =3.138, p <.01）。２回目の理解テスト後

の振り返りでは、「ノートのメモの配置」等の項目で 7 割以上が初回よりも改善されたと

記述していた。開発した Web 教材によるストラテジー・トレーニングを経て、ノート等

の講義理解のストラテジーに対する意識化があったことが示唆された。 

 

キーワード：マルチモーダル、講義理解、ストラテジー、教材開発、ノートテイキング  

 

1. はじめに 

 大学や大学院などの高等教育機関における講義を効果的に聴き取る能力やストラテジー

は、外国人留学生の増加に伴い、アカデミック・リテラシーの一つとして今後の教育およ

び研究の中心課題となると予想され、教育の現場ではその能力をいかに育成できるかが喫

緊の課題となっている。実際に講義を理解するためには聴解だけでなく、ノートを取り、

資料を読み、教師からの質問に回答するという４技能が必要となり、その点で講義理解は

複雑なマルチタスクであるといえる。しかしながら、講義理解に関する先行研究では、上

級の聴解能力やノートテイキング、メタ言語、非言語、社会的ストラテジーの各研究領域

における報告があるものの、その研究結果をもとにした講義理解能力の育成に効果的な教

材開発やストラテジー・トレーニングについては未だ発展の途上にあるといえる。 

 

2. 講義理解能力育成のための Web ベース教材の開発  

2.1 開発に至るまでの基礎研究 
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本研究では、講義理解能力の育成のための教材開発を目的に、まず、講義を理解するた

めには何ができればいいのかという問いを設け、講義理解に有効なストラテジーの項目を

設定することを目標とした。このストラテジーの項目に関する先行研究として、毛利他

（2020）は、Richards（1983） の講義の聴解におけるマイクロスキル、寅丸（2010）の

「講義の談話におけるメタ言語表現の機能分類」を援用して実施した、メタ言語表現がい

かに理解やノートテイキングに関わっているかという研究（毛利他 2016, 2017a, 2017b）、

中井他（2017）の講義理解のための人的ネットワークの形成や学習管理に関する研究結果

をベースに、40 項目の講義理解の Can-do statements を作成している。そして、日本の大

学学部１年次に在籍する外国人留学生 56 名を対象として新学期の最初と最終週にデータ

を収集、分析した結果、メタ言語の聞き取りに関する項目に伸びが見られた一方で、文脈

から予測するストラテジーや内容理解に関わる項目は伸びがマイナスとなっていた。本研

究の結果、言語的要素の聞き取りだけでなく非言語的要素、予測しながらノートを書くと

いうメタ認知的な方略を含めたマルチモーダルな視点によるストラテジー・トレーニング

が有効であると報告している（毛利他 2020）。 

 

2.2 講義理解能力育成のための Web ベース教材 

本研究では、前述の毛利他（2020）の講義理解の Can-do statements を援用し、理解を促

進すると考えられるストラテジーに特化した「講義理解能力育成のための Web ベース教

材」を制作した。そして、講義理解に有効なストラテジーとして「講義のノートの取り

方」「メタ言語の役割とその種類」「既有知識を使った推測と予測」「非言語情報とフィラ

ーによる理解」「社会文化的ストラテジー」に特化し説明する講義動画（Step1:5～10 分）

と、タスク用講義動画（Step2:10 分～20 分）、そして解説動画（Step3:10～20 分）を制作

し、初回と最終回の理解テストを含め、全８回で終了する構成とした（図１参照）。 

 

第１回目理解テスト → 講義理解の Can-do statements の実施 

 

 Step1：講義理解のストラテ 

ジーについての講義 

Step2：タスク用動画の 

視聴→解答 

Step3：タスクの解答確認 

とポイント解説 

第 

１ 

回 

講義「講義のノートの取り方」 

 

タスク用講義 

 

Step2 タスクのポイント解説 
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第 

２ 

回 

 

講義 「メタ言語の役割と 

その種類（１）」 

 

 

 

 

  タスク用講義 

 

 

Step2 タスクのポイント解説 

 

 

第 

３ 

回 

 

講義 「メタ言語の役割と 

その種類（２）」 

 

タスク用講義 

 

 

Step2 タスクのポイント解説 

 

第 

４ 

回 

 

講義 「既有知識を使った 

予測・推測」 

 

タスク用講義 Step2 タスクのポイント解説 

 

第 

５ 

回 

講義 「非言語情報と 

フィラーによる理解」 

 

 

 

 

タスク用講義 

 

 

Step2 タスクのポイント解説 

 

第 

６ 

回 

講義 「講義を聞くための環境

を整える：社会文化的ス

トラテジー」 

 

 

 

 

タスク用講義 

 

 

Step2 タスクのポイント解説 

 

 

第２回目理解テスト → 講義理解の Can-do statements の実施 

 図１：講義理解のストラテジー・トレーニング教材の内容と構成  
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3. 研究の方法 

調査の方法は、まず、日本の５つの大学に所属する大学予備教育課程および大学学部生

の外国人留学生 51 名を対象とし、オンラインにて図１の全８回の授業を実施した。 

 

3.1 学習者のノート記述数 

全８回の授業終了後、ノートを回収し、分析可能な 43 名のノートの分析を行った結

果、講師の発話 100 文字あたりのノート記述文字数の平均は、第１回目が 4.56 文字であ

ったのに対し、最終回が 5.90 であり、第 1 回と最終回の学習者のノート記述数に統計的

に差があるかどうか、t 検定を行ったところ有意差が確認された（t (43) =3.138, p <.01）。

この結果と平均値から見ると、学習者のノート記述数が増加したと解釈できる。 

 

3.2 開発した Web 教材によるコースについての振り返り 

初回と最終回に約 20 分程度の講義ビデオを用いて理解テストを行った後、留学生自身

に初回と最終回の自分のノートを比較させ、コメントを回収した。その結果、「ノートの

メモの配置（36 名）」「トピックを分けて書く（32 名）」「キーワードが書けた（32 名）」

の項目で 7 割以上が初回よりも改善されたと記述していた。また、このビデオで特に印象

に残った箇所についての自由記述では「ノートテイキング」の回が 14 名と最も多く、次

に「メタ言語（7 名）」「非言語やフィラー（７名）」の回が挙げられていた。特に強く印

象に残ったことは何かという問いには自由記述にて以下のようなコメントがあった。 

 

(1) ノートの取り方の講義についてのコメント（一部抜粋） 

留学生のコメントには、順番や重要なポイントを書き取ることについて記述があり、こ

れまで効率よくノートをとることについて意識していなかったことへの言及もあった。 

また一方でこれまでのやり方を見直すきっかけとなったことに言及した学生も複数いた。 

特に印象的な所と言えば、自分はノートの取り方が大きく変わったという所です。

色々な解説ビデオを視聴した上で、講義を聞くという形で調査が行われているので、

色々勉強になりました。なぜ事前にこのような工夫が必要だろう、どうすればノート

を効率よくとれるかということは調査を受ける前には考えたことが少ないので、調査

を受けてからそのようなことを疑問に思い、先生に詳しく説明して下さって自分の足

りない所を沢山見つけたのです（W6） 
印象が特に強いのはノートの取り方についての説明です。私は昔から授業でノートを

とる習慣が全くないため授業内容の細かいところを忘れることも少なくありません。

ノートの取り方を学び、タスクで用いることを通じ著しい改善が見られると思います

（D6） 

自分のノートの取り方を見直すきっかけとなったことだと思います。とても貴重な時

間でした（K1） 
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(2) メタ言語に関する講義についてのコメント（一部抜粋） 

講義で用いられるメタ言語だけではなく、普段のインターラクティブな会話場面におけ

るメタ言語の使用も意識するようになったことにも言及があった。 

 

(3) ８回の講義全体についてのコメント（一部抜粋） 

全８回のコースを受講し終えた後の感想としてのコメントでは、講義の構造への意識

化、予測しながら聴くことや、複数の情報を統合することの重要さ、教員の講義スタイル

や話す意図なども考えることが重要であることに言及するコメントが多く確認された。 

また、今回の Web 教材によって講義理解の方法を理解するだけでなく、個人が実践する

最初と比べるとノートの書き方がはっきり変わっているのが印象に残る。 私が知って

いるテクニックもあれば、知らないテクニックが多くてたくさん学んでいった。特に

トピックを分けることはまだうまく適用していないが、以前よりはできるようになっ

ており、ノートを書くときに構造化する方法を学んだようだ（K2） 
この調査を通して、自分のノートをとる方を再認識して、もっと自分に適応するノー

トをとる方を作るために頑張ります（D3） 

一番印象に残ったことはやはり「メタ言語」に関する知識です。第 4 回のタスクを取

り、メタ言語の知識を得た後、実際に授業中に先生のメタ言語の運用を注意して、ポ

イントは前より理解できるようになります！それに、他の知識も、日本語の授業だけ

ではなく日本人と喋る時相手の話もより理解できます。本当に役立ったと思います

（W1） 

講義のタスクを 8 週間やっていて、このように、講義がどのように仕組まれている

か？が分かったと思います。こういう細かい部分を知れたので、講義がとても聞き取

りやすくなりました。あまり日本語で講義を受けた事ないので、8 週間やって、全体的

に日本語で講義を受けて聞き取ることに慣れて、聞き取るのがだんだん楽になりまし

た。どの部分をノートに書いた方がいい、など色々わかって、良かったです（W3） 

まず、専門的な授業の進め方に詳しくなりました。次の内容を予測する能力が高くな

ったと思います。それから、パワーポイントなどの講義資料と先生が話している内容

をあわせて聞いたり理解したりすることができるようになりました。自分なりのメモ

の取り方（複雑な単語の略称、略称しない方がいい専門用語、メモの配置など）を練

習しながら、前より熟練になって、書ける内容が増えてきました（W5） 

元々会話が上手でない自分だが、講義を聞く練習で先生の教え方に興味を持ってその

話し方や、振る舞いを真似して会話の練習を進めていったのです。二人以上で行われ

る会話は先生の教え方から学ぶとは可笑しいと思われるかもしれないが、自分が講義

の中で自分の伝えたいことをしっかりと学生に伝える仕方から学ぶ必要があると思っ

ております。その上、先生の行為や教え方を理解すれば、講義の内容をちゃんと覚え

て身につけることに役立つので、これからは自分に一番あったノートのとり方を見つ

ける為に模索して練習し、色々な日本語の講義や日本語の面白い解説ビデオを視聴し

て言語の環境に慣れるように努力していきたいと思っております（W6） 
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ことの重要さについても触れる記述が複数あった。 

 

4. まとめ   

以上の調査結果から、本研究グループが開発した Web 教材を使用した講義理解のスト

ラテジー・トレーニングを経て、ノートの空間的な記述の仕方や聴き取り、メタ言語の聞

き取りなど、自分自身の講義理解のストラテジーに対する意識化があったことが示唆され

た。 
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こういう講義理解に実用的な方法は、やっぱり繰り返して練習が必要です。習慣とし

て身につけることができましたら、考えもせずに良いメモが取れて、講義のポイント

をすぐ掴めます（D7） 

ノートの取り方を教えてくださるのはとてもありがたいです。他の講義については頭

では理解しているが実際に行動に移すかどうかだけの個人の問題だけだと思います

（D4） 
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CEFR 読解指標（CDS）に基づく作題例の妥当性に関わる特性抽出の試み  

谷誠司（常葉大学）、宮崎佳典（静岡大学）、 安志英（群山大学校）、元裕璟（高麗大学校

大学院博士課程） 

 

An attempt to extract characteristics regarding the validity of sample 

problems based on the CEFR Reading Comprehension Index (CDS)  

Seiji TANI, Tokoha University Yoshinori MIYAZAKI, Shizuoka University Jiyoung AN, 

Kunsan National University Yukyoung WON, Korea University 

 

要旨：本研究チームで開発された「日本語 CEFR 読解指標（CDS）推定支援 Web アプリ

ケーション」によって選定された適合度の高い例文をもとに日本語教育経験者がテスト問

題を作題し、予備テストとして実施した。予備テスト実施後に作題者による事後コメント

を分析した結果、Web アプリケーションで得られた高適合度の例文が必ずしもテスト問

題として適切とは限らない事実が示唆された。そこで，CDS と例文の一致度や作問可能

度について調査を実施し、その結果を報告する。  

 

キーワード：CEFR、読解、例文適合度調査  

 

1. はじめに 

 CEFR（Common European Framework of Reference for Languages）は言語能力を A1～

C2 レベルの 6 段階に設定し、各レベルには何ができるかを示す複数の能力記述文（Can-

Do Statements、以下 CDS）で記述されている。CEFR の CDS を読むと、抽象的な表現を

含むことが多く、実利用とのイメージを結びつけるのが容易でない場合が見受けられる。

故に、現場では CDS に基づいて読解のテスト問題や教材を準備する際、CDS の抽象的な

表現を主観的に解釈して例文を選択／作成するのが一般的であると思われる。 

本研究チームでは（DIALANG の）CEFR 読解 CDS に対応した日本語例文（約 1000 例

文）を収集し、機械学習の手法を用いることで、専門性、文長、文書タイプなどの特徴か

ら入力例文に対応する CDS を推測・分類する研究ならびに実験を行った（宮崎・平川・

高田・谷、2019）。また、同分類手法を実装した「日本語 CEFR 読解指標（CDS）推定支

援 Web アプリケーション」（以下、Web アプリケーション）も開発されている（宮崎・

Vuong・谷・安・元、2020）（図 1）。なお、DIALANG とは欧州 14 言語を対象とした、

学習者の言語運用力を CEFR のレベルに基づいて診断する無料オンラインシステムであ

る。このシステムにある自己評価用の CEFR-DIALANG self-assessment statements という

CDS は、CEFR の CDS より個別的・具体的であるため、本研究チームではこの CDS を使

用することにした。 
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図 1  Web アプリケーションの「推定結果」のページ（部分的に拡大表示）  

 

谷・宮崎・安・元（2020）では（DIALANG の）CEFR 読解 CDS の中から A1～B2 レ

ベルに属し、「必要な情報を探し出す」と「手紙やメールを読む」の下位尺度に該当する

CDS（それぞれ 5 個と 6 個、計 11 個）に限定して Web アプリケーションから CDS との

適合度が最も高い例文を 1 つ選択した。これらの例文に対して設問を加える形で日本語読

解テストの作題を日本語教育経験者に依頼し、予備テストとして実施した。予備テスト後、

作題者から CDS と例文レベルの不一致や、CDS で記述された読み方ができない例文があ

ったなどの事後コメントが確認され、Web アプリケーションで得られた高適合度の例文

がテスト問題として適切とは限らない事実が示唆された。  

本研究チームでは Web アプリケーションの開発に加え、CEFR 読解 CDS からの問題作

成支援の 1 つとして、CDS ごとのサンプル問題の提供を考えている。サンプル問題に相

応しい例文を見つけ出し、またその特徴を明らかにするために Web アプリケーションが

出力する適合度の高い例文に対して調査を実施した。 

 

2. 調査の概要 

 調査協力者は韓国における日本語教育経験者 4 名であり、調査は 2020 年 10 月～12 月

に行った。調査方法はまず谷他（2020）で使用した CDS に限定して Web アプリケーショ

ンから CDS との適合度の上位 5 例文を選択した。（11 個の CDS×5 例文 = 55 例文）、次

に調査協力者に 55 例文を見せ、a）例文と対応する CDS の一致度（以下「一致度」）、b）

CDS で記述されている「（読解）行動」を問える問題の作問可能度（以下「作問可能度」）、

の 2 点から 5 段階評定と評定理由のコメントを依頼した。  

 

3. 調査の結果 

3.1 全体的な調査結果  

 本節では、調査結果の全体的な傾向を報告する。まず本調査では４名の評定者がいるの
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で、評定者間信頼性係数（クロンバックα）を調べた。結果は「一致度」においては「必

要な情報を探し出す（30 例文）」ではα = .27、「手紙やメールを読む（25 例文）」ではα  

= .75 となり、「作問可能度」では「必要な情報を探し出す（30 例文）」ではα = .76、「手

紙やメールを読む（25 例文）」ではα = .70 となった。  

次に調査対象の 55 例文は CDS の適合度が高い上位５つの例文であり、適合度を推定す

る値（0%～100%で表示。アプリケーション上では「信頼度」と表示。以下「Web アプリ

ケーションによる適合度」）が算出されている。この「Web アプリケーションによる適合

度」と評定者 4 名の「一致度」の評定点の合計点（5 点満点×4 名=20 点満点）との相関

係数（スペアマンの順位相関係数）を確認した。その結果、「必要な情報を探し出す（30

例文）」では r = .55（p < .01）、「手紙やメールを読む（25 例文）」では r  = .23（n.s.）

となった。更に「Web アプリケーションによる適合度」と評定者 4 名の「作問可能度」

の評定点の合計点（5 点満点×4 名=20 点満点）との相関係数（スペアマンの順位相関係

数）を確認したところ、「必要な情報を探し出す（30 例文）」では r = .57（p < .01）、「手

紙やメールを読む（25 例文）」では r =.09（n.s.）となった。  

 また、CDS ごとの特徴を見るために、1 つの CDS に対応している 5 つの例文に関する

3 つの数値（「Web アプリケーションによる適合度」、「一致度」の判定得点の合計点、「作

問可能度」の判定得点の合計点）の平均値を出した。（表 1 ＆ 表 2） 

 

表 1：「必要な情報を探し出す」にある CDS（6 個）の結果 

CDS 番号

(CEFR レ

ベル) 

CDS 

Web アプリケ

ーション 
判定者（4 名） 

適合度の平均

値 

＜一致度＞

の合計点の

平均値 

＜作問可能

度＞の合計

点の平均値 

1(B2) 

さらに詳細に読む必要があるかどう

かを決定するために、広範囲にわた

る専門的な話題についてのニュー

ス、記事、レポートの内容と関連性

をすばやく確認することができる。 

46.12% 13.00 10.80 

2(B1) 

長いテキストや複数の短いテキスト

をざっと目を通して、課題を遂行す

るために必要な情報を探すことがで

きる。 

55.47% 17.00 16.80 

3(B1) 

手紙、パンフレット、短い公的な文

書といった、日常的な文章において

必要とする一般的な情報を見つけ

て、理解することができる。 

57.95% 18.00 18.60 

4(A2) 

通り、レストラン、駅のような公共

の場所や職場にある標識や掲示を理

解することができる。 

47.05% 16.20 17.20 

5(A2) 

広告、パンフレット、メニュー、時

刻表などの簡単な言語資料の中の特

定の情報を見つけることができる。 

71.30% 17.20 18.20 

6(A1) 
もっとも一般的で日常的な状況でよ

く出くわす、簡単な掲示にでている
63.43% 17.20 17.80 
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ような、なじみのある名前、単語、

または非常に簡単な句を認識するこ

とができる。 

平均   56.89% 16.43 16.57 

 

表 1 は「必要な情報を探し出す」にある 6 個の CDS についての結果である。1(B2)はす

べてにおいて平均値より数値が低い。4(A2)は「Web アプリケーションによる適合度」と

判定者による「一致度」が低く、「作問可能度」が高い。一方、2(B1)・3(B1)・ 5(A2)・

6(A1)は、2(B1)の「Web アプリケーションによる適合度」以外は平均値より数値が高い。 

 

表 2：「手紙やメールを読む」にある CDS（5 個）の結果 

CDS 番号

(CEFR レ

ベル) 

CDS 

Web アプリケ

ーション 
判定者（4 名） 

適合度の平均

値 

＜一致度＞

の合計点の

平均値 

＜作問可能

度＞の合計

点の平均値 

14(B2) 

自分の専門分野に関連する通信文

（手紙・メールなど）を読んで、楽

に必要な意味が把握できる。 

80.83% 15.20 15.80 

15(B1) 

個人の手紙を読んで、出来事、感

情、希望の表現を理解することがで

き、友達や知り合いと文通できる。 

90.48% 17.40 18.00 

16(A2) 

身近な話題について日常の定型型の

手紙やファックスを理解することが

できる。 

60.80% 15.00 17.20 

17(A2) 
短く、簡単な個人的な手紙を理解す

ることができる。 
71.62% 17.20 18.80 

18(A1) 
葉書などに書かれた、短く簡単なメ

ッセージを理解することができる。 
85.93% 14.20 16.60 

平均   77.93% 15.80 17.28 

 

表 2 は「手紙やメールを読む」にある 5 個の CDS に対しての結果である。14(B2)と

18(A1)は「Web アプリケーションによる適合度」が高いが、判定者による「一致度」と

「作問可能度」が低い。16(A2)はすべてにおいて数値が低いが、「一致度」と「作問可能

度」は平均値に近い。一方、15(B1)と 17(A2)は、17(A2)の「Web アプリケーションによ

る適合度」が低いものの、「一致度」と「作問可能度」の数値はともに高い。 

 

3.2 個別的な調査結果 

 本節では、前節で判定者による「一致度」と「作問可能度」の数値が低い CDS（1(B2)、

4(A2)、14(B2)、18(A1)）を中心に個々の例文を見ていく。図 2 と図 3 は、「必要な情報

を探し出す」にある 30 例文と「手紙やメールを読む」にある 25 例文の「一致度」と

「作問可能度」の各判定得点（5 点満点）を平均値にし、散布図にしたものである。（紙

面の関係上、縦軸及び横軸ともに 0 から始まっていない。）1 つの CDS に 5 例文あるので、
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例文は CDS 番号(CEFR レベル)例文識別記号(a～e)で表示されている。  

 

 

図 2：「必要な情報を探し出す」にある 30 例文の一致度と作問可能度の散布図  

 

図 3：「手紙やメールを読む」にある 25 例文の一致度と作問可能度の散布図  

 

図 2 を見ると、まず 1(B2)の例文（赤点線の枠）が他の CDS と比較して、「一致度」と

「作問可能度」の数値が低いことが分かる。作題者の事後コメントでは b の例文は長すぎ、

c、d、e の例文は短すぎるとあった。a～e の例文の文字数を数えると、a は 1061、b は
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7883、c は 186、d は 369、e は 204 であり、文字数にかなりの違いがある。a は毎日新聞

の社説であり沖縄県・米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設計画に関するもので専門

性の高い話題であるとともに文章量や漢字が多い点、また b は大人の引きこもりに関する

ネット上の文章であり文章量がとびぬけて多い点から、CDS にある「すばやく確認する」

ことは難しいという事後コメントもあった。c と d は文章の短さによる作題のしにくさが

指摘された。4(A2) の例文（緑の枠）においては e の例文（駅の自動改札機の手前の床に

貼られた注意書き「のりかえはみどり色の改札機へ」）はテキストが短すぎる（e の文字

数は 14 であり、a は 124、b は 43、c は 56、d は 94）、自動改札機の写真と一緒に提示す

る必要があると指摘された。 

 図 3 を見ると、18(A1）では a と e の例文間で評定が大きく異なっている点が目立つ

（赤点線の枠）。a は「あけましておめでとうございます」、e は「あなたの心がいつも晴

れていますように」であり、事後コメントでは e は「慣用的な表現」「比喩的表現」「A1

レベルには難しい」といった意見が出され、「一致度」が低く評定がされ、「作問可能性」

についても A1 レベルには難しいとの指摘がされた。14(B2)では a と d の評定が異なる

（緑の枠）。評定が低い d はロードセルという荷重（力）を電気信号に変換する荷重変換

器の販売方法の変更に関するビジネス文書である。精密機器に関する文書のため専門用語

も多く、レベルが高いとのコメントが見られた。一方、a は研究会の案内メールであり、

評定も最も高い。14(B2)の CDS は「自分の専門分野に関連する通信文（手紙・メールな

ど）を読んで、楽に必要な意味が把握できる。」とあり、専門分野と合わせての出題は困

難ではないかとのコメントもあった。  

本調査では、1）「Web アプリケーションによる適合度」と評定者４名による評定点の

相関関係は、「必要な情報を探し出す（30 例文）」はやや相関あり、「手紙やメールを読む

（25 例文）」は弱い相関あるいはほとんど相関なし、2）B2 レベルの CDS の例文が評定

者による評定点が低い傾向、3）「Web アプリケーションによる適合度」が同程度に高い

例文であっても、評定者の評価が低かったり評定者間の評定が割れたりする例文あり、4）

例文ごとの文字数の違いや例文の専門性の扱いにも注意が必要、が明らかになった。 
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SDGs をテーマとした映像コンテンツによる 

アクティブラーニングの可能性 

毛利貴美（岡山大学） 

（空行） 

The possibilities of active learning with video content on the theme of SDGs 

Takami MOHRI, Okayama University  

（空行） 

要旨：2020 年秋に 100％Virtual で行ったオンライン日本語短期プログラムにおいて、グ

ローバル人材育成を目的とした内容重視の教育を実践するため SDGs をテーマとした映像

コンテンツを制作した。この映像コンテンツは 3 つのステップで構成され、地域が抱える

SDGs の問題事例を具体的に知ることができる内容となっており、本プログラムでは学習

プロセスの中心に据え、アクティブラーニングによる授業を展開した。プログラム終了後

の学生評価アンケートでは、カリキュラムに対して 95.4%から肯定的な回答があり、オン

ライン教育における映像コンテンツを基盤とした内容重視学習およびアクティブラーニン

グの可能性が示された。 

（空行） 

キーワード：SDGs、アクティブラーニング、内容重視、ICT、映像コンテンツ 

（空行） 

1. はじめに  

 知識基盤社会の時代と言われる昨今、教育にも様々な情報メディアを活用するようにな

り、学校教育の ICT 化、グローバル化が加速している。このような中、ICT による教育

研究と問題分析は喫緊の課題となっており、文部科学省の ICT を活用した教育の推進に

資する実証事業などで多くの研究が実施されている。ICT の利用が及ぼす教育への効果に

ついては、沖田他（2005）が「IT 補助教材の使用が、学生の学習内容の定着や知識理解

を深めたり、学習意欲を高揚させたりする上で効果的である」と報告している。 

また、その一方で、言語学習における ICT 利用について上田他（2029）が行った研究

では、e-learning による継続的な英単語学習における動機づけと学習行動の関連について、

外的動機づけと学習サイクル数と負の相関がみられ、課題を完了した者の中でも、外的動

機づけが高い者は学習量が少なかったことが報告されている。そのため、e-learning では、

自らが興味関心を持って自主的に学習を進める内的動機付けが、学習の継続ならびに学習

量に大きく関わっていると考えられる。 

この学習の動機付けの研究にはインストラクショナルデザインを用いたアプローチがあ

り、その理論のひとつに Keller の ARCS 動機付けモデルがある（Keller1987）。これは授

業・教材を魅力あるものにするために学習意欲を「注意を惹きつける（Attention）」「学

習者の興味と関連性のあるものを示す（Relevance）」「目標を明確にし、学習者の力でそ

れを達成させる（Confidence）」「学習目標達成に満足感を持たせる（Satisfaction）」 
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という４つの要因によるものとする。この Keller の ARCS モデルに加え、高鳥・小林

（2005）は e-learning というシステム自体が学習に用いるツールであり、このツールを

用いることで高められる「効率性（Efficiency）」も学習動機に影響を与えるとして、 

e-ARCS モデルを提唱している。 

e-learning における学習動機については篠原（2011）が、インターネット上において学

習を進める環境から、学習に対する動機付けは、対面授業に比べてより重要な要素となる

と述べている。同様に、e-learning においては、望月他（2005） が「より興味・関心を高

めながら理解しやすいように授業展開するためには、具体的に学生の視聴覚を刺激しなが

ら対象のイメージ化を図ることが有効である」と述べるように、映像を利用した教育効果

が注目されている。吉澤他（2010）の研究においても、同一科目において映像授業と従来

授業とを実施し、授業意識アンケート結果の比較と学習意欲との相関関係の検討を行った

結果、映像によって直感的な理解が高まり、自発的に学習に取り組む姿勢が促進され、勉

学に対する充足感の向上をもたらしたことが報告されている。しかしながら e-learning 学

習における動機付けの視点を考慮に入れた教育コンテンツの開発とその評価、問題分析に

ついては、まだ発展の途上にあり、今後の実証研究および報告が望まれる領域である。 

 

2. 日本語短期プログラムにおける内容重視学習を支える映像コンテンツの制作  

2020 年以降続く COVID-19 の感染拡大の状況から留学生が実留学を取り止め、オンラ

イン上での日本語学習が主流となる中、実留学と同様に人との活発なコミュニケ―ション

や地域社会の中で主体的に問題を発見し能動的に学修できる機会は限られるようになった。

筆者が所属する大学でも、欧米の機関から委託を受けた 7 週間の日本語短期プログラムが

COVID-19 の影響により 100％Virtual で行われることになったが、本来であれば来日し、

文化活動や日本人学生との交流、日本国内でのショートトリップなど日本語学習以外の体

験学習が組まれていたプログラムが、オンライン日本語学習のみとなることで学習者の学

習動機の低下が予想され、インストラクショナルデザインの再構築が求められた。 

本プログラムの目的は、日本語教育の枠を超え、持続可能な開発目標（Sustainable 

Development Goals =SDGs）という社会的な文脈におけるグローバル人材の育成であり、

そのためには学習者が意欲を持って主体的に学び、他者とのコミュニケーションに基づく

対話的な学びによる協働性および知識に基づく思考力、判断力、表現力といった深い学び

を実現させることである。そのため、プログラムのインストラクショナルデザインでは、

Virtual なプログラムであってもアクティブラーニングを積極的に取り入れた。 

本プログラムではアクティブラーニングを行う上での理論として Engeström （1987）

の活動システムモデルを援用した。このモデルでは、「道具」としての事前の知識の導入、

「対象」として学生が取り組む価値のあるリアリティのある「問題」を設定した。この

「問題」は、地方に実在する町や住人が実際に感じているリアルな問題であり、インタビ

ューを通して深く内容を理解し、SDGs を推進する上で求められる「自分ごと」として考
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えられる問いを設け、「共同体」として学生同士のディスカッションの活性化を促す場を

設けることを目ざした。 

 

 

 

 

 

 

 

図 1：活動システムモデル  
（出典：Engeström 1987,松下 2015） 

 

本プログラムでは、実留学ができず、オンラインによる日本語学習を行う過程において

も、アクティブラーニングを実現させる際に、図１の活動システムモデルにある、リアリ

ティのある問題の設置が重要となった。アクティブラーニング型授業を成立させるために

学習動機が重要な鍵となるため、興味関心を維持でき、自分自身に深く関与するような対

象を設置する必要があった。前述の理由により SDGs の事例の中から地元の地域社会に関

連があり、人々との接触が可能なテーマを選択し、理解を促進させる映像コンテンツを中

心に据えた日本語教育プログラムの構築を目指した。テーマは、SDGs の 3 つの側面「社

会」「経済」「環境」に関連する地域の事例から選択した。2020 年のプログラムでは表１

にあるテーマ１～３を採用した。 

 

表１：日本語プログラムで制作した映像コンテンツのテーマ 

 

 

 

 

 

以下に、本プログラムにおけるインストラクショナルモデルに組み込み、新たな教育的

アプローチとして用いた映像コンテンツについて説明する。  

表２にあるように SDGs をテーマとした映像コンテンツには 1 つのテーマにつき、3 つ

のステップを設け、Step1 は問題の概要説明としての「Introduction」、Step2 は視聴者の視

点で撮影した「Challenge」、Step3 は SDGs の実践者への「Interview」という構成内容とし

た。各動画 5～15 分で視聴できる内容とし、学習者は事前に非同期のオンデマンドで視聴

し、授業に臨んだ。 

 

 

SDGs テーマ 1 官民協働による歴史ある町づくり：矢掛町 

SDGs テーマ 2 豊かな自然環境の再生と持続：岡山大学の試み  

SDGs テーマ 3 伝統文化-茶道の継承  

SDGs テーマ 4 地域のコミュニティの力を育む：京山公民館  
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表２：SDGs をテーマとした映像コンテンツにおける３つのステップ 

          

教育的アプローチとしては、表３の全９回（9 時間）のインプットからアウトプットま

でのプロセスを各テーマ 3 回繰り返すこと、その過程で言語習得だけでなく社会的な課題

について自ら考え、言語化することが求められることをオリエンテーションにて提示した。 

 

表３：日本語プログラムにおける９日間（9 時間）の学習プロセス 

DAY1、DAY2 テキストシートの読解による文法・語彙等のインプット 

DAY3 動画コンテンツによるリアルなテーマの導入 

DAY4 DAY5 に実施するインタビュー内容の準備 

DAY5 ステイクホルダーの実施拠点におけるインタビューの実施 

DAY6 インタビューで得た情報の整理 

DAY7  グループプレゼンテーションの準備 

DAY8 グループプレゼンテーションの実施 

DAY9 エッセイの書き方 

 

SDGs テーマ１：官民協働による歴史ある町づくり- 矢掛町 

Step1： 

Introduction 

＜内容＞ 

・400 年続く宿場町の歴史 

・行政との協働による改修工事 

・観光地としての魅力 

・少子高齢化 / 後継ぎ問題  

・若者の都会への流出  

Step2： 

Challenge 

・高校生による矢掛町の案内  

（学習者の視点による撮影）  

 -大名が宿泊した本陣の観光 

-古民家を再生したホテル 

 -店舗ごとの工夫 

 -地域の名産品の紹介など  

Step3： 

Interview 

・SDGs の実践者や地域の人々

へのインタビュー 
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表３にあるように、１テーマにつき 9 時間の学習プロセスでは、まず、DAY1、DAY2

でオリジナルのテキストシートを用い、テーマの概要についての読解を行い、新しい語彙

や文法の導入を行った。そのテーマに関連する基礎的な語句など言語面のインプットを終

えた後、今回開発した映像コンテンツを視聴後に課した課題の解答を共有する活動を行っ

た（例：Q. 3 つのビデオを見て、どう思いましたか／矢掛町にはどのような課題がありま

したか／矢掛町にはどのような魅力的な点があると言っていましたか／矢掛町（の将来に

ついてどのように想像していましたか／あなたの町には矢掛町のような人口が減少してい

る町がありますか／そのように少子高齢化で若者がいなくなっている町では、どうやった

ら若者を町にとどめることができると思いますか／どうやったら住み続けられる町づくり

は実現すると思いますか）。これらの問いに自分自身で答える中で、他者の様々な価値観

や概念を知り、自分自身の固定化された価値観や概念を振り返る機会ともなっていた。こ

の課題の共有の過程で各自が矢掛町について興味を持っていることを共有し、その中から

グループとしてのテーマを選び出した。グループのテーマが決まった段階（DAY4）では、

地域住民へのインタビューの準備を行い、DAY5 のインタビュー当日は地域住民とのイン

タラクティブなやりとりを通じて SDGs の問題に直面する人々のリアルな意見を聞いた。

次の週の DAY6 では集めたインタビューデータを共有し、データ分析を行い、DAY7 に発

表準備、DAY8 にて発表を行った。DAY9 で全体のまとめおよびエッセイの執筆と提出が

あった。この DAY1～9 のサイクルのうち、6 回がクラスメイトや地域の人々とのディス

カッションやインタビューが中心となっていたが、これは毛利（2019）の実践で示された

ように、学習を共有する協働的な活動が学習者の「深い関与」を促すことから、インタラ

クティブな活動を通してコンフリクトの解決やコンピテンシーの強化につなげることを目

的としていた。 

 

3. 開発した映像コンテンツを用いた日本語短期プログラムへの評価  

本プログラム終了後に学習者を対象にアンケート調査を行った結果、アカデミックカリ

キュラムに対して 95.4%が「優れている」もしくは「よかった」という肯定的な回答があ

った。映像コンテンツに関しても学習者から「実際のドキュメンタリーTV を視聴してい

るようで、毎回動画を見るのをとても楽しみにしていた」「テーマに関する理解が深まっ

た」というコメントが複数確認された。また、授業を担当した教員へのアンケート結果か

らも「インタビュー活動前の予備知識をつける教材として非常に良かったと思う。ビデオ

の中から学生らが自分たちの関心のあるテーマを見つけ、質問を考えることができた」

「学生たちが絶賛するほど、クオリティが高かった」というフィードバックがあり、学習

動機の維持およびアクティブラーニングにおけるインプットとしての役割が達成できてい

たことが示唆された。本研究の結果、Virtual プログラムであっても、テーマ性の高い映

像コンテンツを教育プログラムの中心に据えることで学習動機を向上させ、理解の深化を

促進することが可能性として考えられた。 
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「自然会話リソースバンク（NCRB: Natural Conversation Resource 

Bank）」－新しい形の共同構築型多機能データベースの開発と活用－ 

宇佐美まゆみ（国立国語研究所）小川都（国立国語研究所） 

 

"Natural Conversation Resource Bank (NCRB)" : Purposes of development 

and utilization of a new type of collaborative multifunctional database 

Mayumi USAMI, National Institute for Japanese Language and Linguistics  

Miyako OGAWA, National Institute for Japanese Language and Linguistics. 

 

要旨：  

本発表は、2021 年 3 月にプラットフォームを完成させ、限定的公開を開始する「自然

会話リソースバンク（NCRB: Natural Conversation Resource Bank）（以下 NCRBと略記）」

という「共同構築型多機能データベース」について、開発の趣旨と概要を紹介するととも

に、特に「教材作成支援機能」と試作した教材の分析結果を報告する。 

 

キーワード：共同構築型、多機能データベース、自然会話、教材作成支援機能、自律学習 

 

1.  本発表の目的  

  本研究は、2021 年 3 月に完成し、限定公開を開始した、国立国語研究所の「共同構築

型多機能データベース NCRB（Natural Conversation Resource Bank）（以下 NCRB と略記）」

について、その開発の趣旨と概要を紹介するとともに、主に「教材作成・利用」の部分に

ついて、および NCRB に搭載されている「教材作成支援機能」を利用した試作教材の分析

結果を報告することによって、今後多くの人の利用を促すことが目的である。 

 

2. 自然会話リソースバンク（NCRB）とは？ 

 NCRB は、「研究用」と「教材用」の 2 つの部分から成る新しい形の「共同構築型多機

能データベース」である。 

 

2.1 「NCRB」開発の背景と目的 

 従来から、日本語教育の分野において自然な会話力を身につけさせたいという要望は

多かったが、それらのニーズに答えられる教材はほとんどないと言っても過言ではなかっ

た。実際の会話において重要となる、音調、間合い、動的なスピーチレベルのシフト等で

指標される人間関係や場面に応じたコミュニケーション方法を通常の教科書に盛り込むこ

とは難しい。そのため、生きたコミュニケーションへの気づきを促し、自然なコミュニケ

ーション能力を養成するためには、実際の「自然会話を素材とする教材」を作成すること

が必須である（Usami, 2020)。ただ、そのような教材を作成するには、膨大な時間と労力

140



がかかる。そのため、「自然会話を素材とする教材」を関係者が協働して構築していくこ

とができる体制作りが必要だと考えた。そして、今日の ICT 環境の発展を鑑み、オンライ

ン上に構築した「プラットフォーム」が、NCRB である。 

 

2.2 NCRB の特徴 

  NCRB は、「自然会話データを使った研究（データ登録・利用）」と、「自然会話を素

材とする教材（作成・利用）」の二つの部分に分かれる。そして、それぞれ「研究データ

登録」、「研究データ利用」と「教材登

録・作成・編集」、「教材利用」の 4 つの

機能から構成される（図 1 参照）。本研

究では、NCRB に多様な自然会話の動

画・音声・文字化資料を格納していくと

ともに、NCRB 上の「教材作成支援機能」

を搭載、拡充していった。そして「自然

会話を素材とするウェブ教材」を共同構 

図 1 NCRB のトップページ（機能構成）   築型にするという世界初の試みを行った。 

   

2.3 利用登録について 

 NCRB は、利用者が自然会話の動画や音声、文字化データを搭載していく共同構築型シ

ステムのため、被撮影者のプライバシー保護等の観点から、利用登録については、厳しく

せざるを得ない面がある。利用申請を行い許可されれば誰でも利用することができるが、

NCRB に新規登録する際は、顔写真付きの身分証明書を PDF の形でシステム上に提出し、

利用者が自然会話の動画（被撮影者全員分の同意書）、音声・文字化資料（トランスクリ

プト）と、「会話情報」をアップロードし、NCRB 管理者によってそれらの内容と個人情

報保護処理の適切性が確認・承認されることによってはじめて動画を「共同構築用素材」

として公開できるようになる。 

 

2.4 「自然会話データを使った研究（データ登録・利用）」について 

「研究データ登録」の機能では、利用者自身が収集したデータを NCRB に研究用として

登録・提供することで、他の利用者と研究データを共有することができる。利用者は、

NCRB に研究用として登録されている会話データ（動画・音声）を閲覧でき、音声と文字

化資料については、ダウンロードして、自身の研究のために利用することができる。 

 現在、「自然会話データを使った研究」の部分には、宇佐美まゆみ監修(2021)『BTSJ

日本語自然会話コーパス（トランスクリプト・音声）2021 年 3 月版』のデータ（446 会話、

112.5 時間）」が格納されている。また、NCRB に登録した利用者は、BTSJ コーパスのデ

ータを自分自身の研究内容に合わせて、個別会話やグループ化した会話を部分的にダウン
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ロードし、それを利用して研究を行うことができる。 

 

2.5 「自然会話を素材とする教材（作成・利用）」について 

 NCRB の教材作成の部分について、現段階では「レストランでの会話」（3 会話）、

「夫婦の会話」（3 会話）、「大学生の友人同士による対面の会話」（28 会話）、「大学

生の友人同士による Zoom 会話」（3 会話）、「ロシア人観光客と日本人旅館女将・主人

の会話」（15 会話）の全 52 会話分の動画およびその会話の文字化スクリプトデータを搭

載している。52 会話の詳細は、母語場面（37 会話）、非母語場面（15 会話）である。 

NCRB の教材は、いわゆるモデル会話を示すようなものではなく、母語場面でも接触場

面でも、実生活の中でよく見かける光景を「自然」と呼び、そのまま教材にしたものであ

るため、母語話者の会話場面のみならず、非母語話者の会話場面も積極的に扱っている。

「自然会話を素材とする教材」では、教科書の説明からだけでは分からない日本語母語話

者の自然な発話に触れ、また、接触場面における母語話者と学習者との相互作用を視聴す

ることによって、学習者が、発話の特徴や談話レベルの問題点に自然に気づくことができ

るように工夫している。 

 

2.5.1 「自然会話を素材とする教材」の作成について 

「教材登録・作成・編集」の機能では、教材を作成する利用者は、自身が収集した会話

の動画データを NCRB の教材用として登録し「自然会話を素材とする教材」を作成するこ

とができる。また、教材作成を行う利用者が「教材作成支援機能」を利用し、動画に対応

している「自然会話トランスクリプト教材」（文字化資料）に重要なポイントの説明や会

話内容の理解を確認するための「Q&A」の作成などを共同構築することが可能になってい

る。オンライン上の共同構築のため、登録している利用者は、常時、教材の修正・更新・

追加が可能であり、NCRB 教材のコンテンツを常に最新状態に保つことができる。   

「自然会話を素材とする教材」を作

成する際には、登録されている動画デ

ータに合わせて、文字化したスクリプ

トの各行の発話内容について、①内容

（ Contents ） ② 表 現 （ Expressions ）

（文法・機能・その他）③会話のスト

ラテジー（Strategies）④ポライトネス

（Politeness）⑤文化（Culture）の 5 つ   

図 2 自然会話トランスクリプト教材      の観点からスクリプト内容に対する解
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説を記入する必要がある（図 2 参照）。ただし、すべての発話文に、これら 5 つの観点す

べてから説明を記入する必要があるとい

うわけではない。また、学習者の会話の

理解度を確認するために、それぞれの会

話に対して、次の 3 ステップに応じた

「設問」を作成することを推奨している。

「Step1」は、動画を視聴する前に、そ

の会話展開を予想させるためのものであ

り、日本語学習者の予備知識や会話内容

への想像力を確かめるための設問とする。 

図 3 Q&A の作成        「Step2」は、動画を視聴した後に、会話

内容の理解を確認するための、スクリプト内容を確認すれば答えられるような比較的シン

プルな設問とする。「Step3」は、会話における登場人物の人間関係や発話内容に明示的

に表現されていないが、話者同士の関係などが反映されている「言葉遣い」や、発話の含

意を確認するような設問とする。なお「Step3」は、「Step2」よりも単なる言葉の意味を

超えた、より深い理解を確認するような設問にする。作成した設問に対して解答を記入す

る際には、解説内容と関連する発話のライン番号を追加できるようになっており、それに

よってポイントとなる発話を振り返ることができるようになっている（図 3 参照）。 

          

2.5.2 「自然会話を素材とする教材」の利用について 

NCRB に作成された「自然会

話を素材とする教材」は初級か

ら超級に至るまでのすべてのレ

ベルの学習者が同じ素材を各自

のレベルや興味に応じて活用す

ることを推奨している。そのた 

図 4 「Q&A」の回答に対するフィードバック   め、会話内容をキーワードで検索

する機能も搭載しており、お気に入りの会話をまとめて「マイページ」に保存することも

できる。会話教材の動画を見る際は、会話の内容に合わせて、該当する発話のスクリプト

がハイライトされるので、会話内容の流れを簡単に確認することができる。また、会話内

容の理解を確認するための「Q&A」に回答すると、正解や不正解のフィードバックが「〇」

と「×」で表示され、再考するために必要なスクリプトの発話番号が表示される。その発

話番号をクリックすると、該当するスクリプトの発話内容が画面上に表示され、内容を確

認することができる（図 4 参照）。NCRB は、場面やレベルに応じて、「自然な」日本語

会話の音調、間合いなどの学習や討論の材料として、授業中に活用することもできる。授

業で使う場合は、スピーチレベルのシフトなどの場面や人間関係に応じたコミュニケーシ
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ョンの方法について気づきを促し、議論をさせる等、様々な活用法が考えられる。 

      

3．「共同構築」による「自然会話を素材とする教材」の試作 

2021 年 3 月に国内外の 10 名の研究協力者に、NCRB に搭載されている「教材作成支援

機能」を利用し、20 会話分の教材の試作を行ってもらった。具体的には、NCRB に登録

されている動画データに合わせて、文字化したトランスクリプト各行に、「内容」「表

現」「会話ストラテジー」「ポライトネス」「文化」の 5 つの項目ごとに、重要なポイン

トの説明を加え、次に、会話の理解度を確認するための「Q＆A」を作成してもらった。

ここでは、この 2 つタイプの作成された自然会話教材の解説のあり方について簡単に考察

する。まず、各スクリプトの 5 つの観点からの説明の頻度を表 1 に示す。 

表 1 試作教材のスクリプトの説明の頻度         ①試作教材 20 会話のト

ランスクリプトの各発話に

ついての説明の頻度を上記

5 つの項目別に見ると、

「内容」についての説明が

全体の 34％となり、5 つの項目の中で一番多かった。次いで、「表現」、「会話ストラテ

ジー」についての説明が、それぞれ全体の 25％、20％となっている。それらに比べて、

「ポライトネス」、「文化」についての説明は、それぞれ全体の 12％、9％程度であった

（表 1 参照）。これらの観点からの説明をより充実させたいところである。 

NCRB は、従来の教材とは違い、シナリオがない「自然会話を素材とする教材」のため、

日本語母語話者にとっては、ポライトネスや文化に関する内容など、いちいち言語化しな

くても当たり前のように理解できることばかりである。しかし、学習者にとっては、そこ

に表れている習慣や表現の仕方、その解釈が当たり前ではないことも多い。従来の教科書

では、とかく作成者側
．．．．

が、日本語学習に必要だと考える要素を教えようとする傾向があっ

た。そのため、学習者にとってニーズがあるにもかかわらず、日本語教師がその重要性に

気がつかない場合がある。そのことを認識した上で、「自然会話」のトランスクリプト教

材の説明の中に、着目すべき「ポライトネス」や「文化」などのより詳細な解説を加える

ようにすることが大切である。それによって、日本語学習者がこの教材で実際の日本語コ

ミュニケーションの疑似体験をしながら、リアルタイムではできない解説を確認して学ぶ

ことが可能になる。そのため、学習者の自律学習が促進されることが期待できる。 

②会話内容の理解度を確認する「Q＆A」の部分については、まず、「Step1」「Step2」

「Step3」の 3 段階に分けて、各ステップに応じて設問を作成する必要があるが、それが

十分にできていない例が見られた。以下に 2 例のみ示しておく。 

例 1）：『ゼミ合宿の食事について話す』という教材について、動画を視聴する前に、

その会話展開を予想させるための「Step1」の設問において、いきなり「（話者）二人の

仕事は何だと思いますか？」また「（話者）二人はどんな関係だと思いますか？」のよう
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な設問が見られた。動画を視聴する前の段階では、話者 2 人の関係まで想定することがで

きず、「ゼミ合宿」というイベント自体について知らない学習者も多いと考えられる。そ

のため、この段階では、「会話名から、ゼミ合宿とはどのような行事だと思いますか。

（自由記述）」のような予備知識を確認する設問が求められている。例 2）：『大学生の

就職活動についての会話』（Zoom 会話 1）という教材で、動画を視聴した後、会話内容

の理解を確認するための「Step2」の設問で、「教職で就職するのは大変だと思います

か？」と、内容ではなく感想・意見を求めるような設問があった。このような設問は、自

然会話教材の単なる内容理解の確認ではないので、「Step3」で、応用問題として「二人

の会話から判断して」というような条件を付けたうえで、「教職で就職するのは大変だと

思いますか？」のような形で聞くのが望ましいだろう。「Step2」の段階では「Step1」、

「Step3」という前後の設問の趣旨との関連性も考慮しながら、「教職で就職を考えてい

るのは男性、女性どちらですか？」のように、より具体的に教材の内容を確認する設問、

換言すると、動画教材を再度確認すれば答えられるような設問が望まれている。共同構築

型のため、3 種類の設問全体が有機的にかかわる内容にすることによって、談話の文脈と

会話のストラテジーが浮き彫りになるようにすることは、容易ではない。しかし、教材作

成マニュアルなどでよりわかりやすい例を示すなど、今後の改善が必要である。 

 

4．今後の展望 

NCRBは、利用者によって、さまざまな活用方法が考えられる。今後、学習者の「独習」

のみならず、大学の日本語教育における「対面授業」の「副教材」としての利用や、授業

課題として利用することも可能である。また、今後も継続するであろうオンライン授業の

コンテンツとしても利用できる。今後は、NCRBが共同構築型であることを活用して「自

然会話を素材とする教材」を拡充していくとともに、学習効果を評価するための調査も行

う必要がある。それらの結果を踏まえて、今後もより効果的な「自然会話を素材とする教

材」の活用方法を提案し、21世紀のポストコロナ時代の日本語教育に貢献していきたい。 
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問題解決モデルに基づく汎用的な JSL ライティング能力育成のための  

教材開発 

竹村 徳倫、 松田稔樹 （東京工業大学） 

 

Development of teaching materials for general-purpose JSL writing ability 

development based on problem-solving models 

Norimichi Takemura, Toshiki Matsuda, Tokyo Institute of Technology  

 

要旨：本研究では、これまでの研究から見えた問題点を改善するために、問題解決の縦

糸・横糸モデルに基づく第二言語としての日本語ライティング用 e-Learning 教材の修正を

行った。具体的には、「文章の型」を「根拠と理由付け」、「主張」および「前提知識の確

認」という３要素で構成し、「文章の良さ」の４つの観点との対応付けを行った。そのう

えで新たに内容発想の支援として ARCS モデルと 5W1H＋αに基づく内容発想の枠組みの

導入を行い、目標設定過程と代替案発想過程の活動の見直しを行った。  

 

キーワード：文章の型、問題解決の縦糸・横糸モデル、ARCS モデル、e-Learning 教材  

 

1.  はじめに  

 第二言語としての日本語（以下、JSL）のライティング教育では、プロセスアプローチ

やジャンルアプローチなどの指導理論が併用されている（大島 2003）。上記の指導理論に

よる演習では、教師によるフィードバックに基づく推敲やピア・レスポンス（学習者同士

による推敲）によるライティング活動が行われている。しかし、これらの指導は目標とす

るジャンルの文章が備えるべき特徴と学生の文章を対比し、修正点を指摘するという対処

療法的な指導と言え、その成果の転移に課題が指摘されている。本研究では、学習成果の

転移を促すには汎用的方略とメタ認知の指導が不可欠（Bruer 1993）との指摘に着目し、

松田（2016）の「問題解決の縦糸・横糸モデル」（以下、縦糸・横糸モデル）に基づい

て、L1 のライティングに関する知識を含む「知識の転移」に焦点をあてて JSL ライティ

ングを指導する e-Learning 教材の開発を行っている（竹村・松田 2019）。 

 

2.  これまで開発した教材の問題点と改善方針  

竹村・松田（2019）で開発した教材では、例文や段落構成が予め用意された文書テンプ

レートである「文章の型」を課題に必要な「文章の良さ」の４つの観点（新規性、有効

性、信頼性、了解性）と関連付けながら変換し、情報処理クラスの 400 字のミニレポート

を作成するという課題を実施した。しかし、開発した教材には、①「文章の型」の知識が

不明確であり、「文章の良さ」とどのように対応するのか不明瞭、②内容面の発想を支援

する枠組みがない、③教材で扱う「文章の型」が画一的であり、学習者の L1 ライティン
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グ知識の活用を含む自由な発想ができない、などの問題が見られた。そこで、本研究で

は、上記①～③の問題の改善を図ったうえで、縦糸・横糸モデルの目標設定過程の問題分

析の教材の修正を行った。 

 

2．1 「文章の型」の知識の明確化  

教材における「文章の型」の知識の明確化を行うにあたり、従来の指導法で扱われてい

る「文章の型」の知識との整合性を図るため、様々なジャンルの「文章の型」の構成要素

について調査を行った。調査の対象は、日本人が高校までに習う作文の型（序論・本論・

結論、頭括型、双括型、尾括型、起承転結）、日本語教育のライティング教材で扱われて

いる文章の型（意見文、小論文、検証文、報告文、自己 PR 文）、学術研究のための文章

の型（レポート・論文・研究計画書）および、代表的な英語作文の型（5 Paragraph 

essay、PREP、IMRAD）である。  

調査の結果、調査対象の「文章の型」全てに「根拠と理由付け」と「主張」というべき

構成要素があることと、日本語・英語を問わず、双括型（主張＋根拠・理由付け＋主張）

の型が広く使われていることが明らかになった。また、学術研究や個人の意見の主張のよ

うに前提知識の共有が必要なジャンルの場合は、前提条件を確認してから、「論拠と理由

付け」、「主張」と発展する、尾括型が多くみられた。以上の点を踏まえ、本研究で開発す

る教材では「文章の型」を「前提条件の確認」、「根拠と理由付け」、「主張」の 3 要素の組

み合わせで構成されるものとした。これにより、従来の指導法で扱われている「文章の

型」も３要素の枠組みで捉えなおして教材に取り込むことが可能になった。また、日本語

の「文章の型」を知らない場合には、学習者の L1 の「文章の型」の知識を３要素に当て

はめることで、学習者独自の「文章の型」を発想させる支援も可能になると考えられる。 

「文章の型」の３要素と表現・文型の対応については、竹村・松田（2020）が、二通ほ

か（2009）のレポート・論文の構成要素に基づき設定した汎用的な構成要素を修正し、

「前提条件の確認」、「根拠と理由付け」、「主張」と関連づけることで、必要な日本語の文

型や表現が呼び出せるように変更した（表１参照）。  

 

表 1：「文章の型」と汎用的な構成要素の対応   

文章の型 汎用的な構成要素の例 

前提知識の

確認 

テーマの解釈、知識の共有、 

目的・主張・仮説の提示、定義と分類など 

根拠と 

理由付け 

対比と比較、事実の提示、変化の形容、判明事項の指摘、原因と考察、

列挙、引用、同意と反論、帰結など 

主張 結論、評価、今後の見通しなど 
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2．2 「文章の良さ」と「文章の型」との対応について 

「文章の良さ」については、様々な分野の学術論文の査読基準として先述の４つの観点

が採用されていることから、この基準を踏まえ、４つの観点が具体化されている状態がそ

れぞれ、「新規性」→「これまでとは違う、新しい /独自のものであることが示されてい

る」、「有効性」→「課題の目的に対して、効果があることが示されている」、「信頼性」→

「納得できる根拠が提示されている」、「了解性」→「話の順序がはっきりしていて、わか

りやすい」、という状態であると考えた。 

上記の基準を踏まえると、「文章の良さ」と「文章の型」との対応は、図１のように

「新規性」と「有効性」が「主張」、「信頼性」が「根拠」、「了解性」が構成（「文章の

型」の枠組み）と「前提知識の確認」がそれぞれ対応すると考えられる。また、良さの観

点は４つの観点が個別に成立するのではなく、図１の３つの円のような形で重なり合い、

相互に影響を与えるものであると考え、制約条件の範囲内で複数の良さの観点を満たすこ

とが、良い文章の作成につながると考えた。 

 

 

図 1：「文章の良さ」4 つの観点と「文章の型」の要素の対応  

 

2．3 内容の扱いと発想を支援する枠組みについて   

内容に関しては、ライティング課題によっては、論理的整合性を求める「論理的内容」

や読み手の感情に訴えかける「情意的内容」が重視される場合があると考えられる。そこ

で、Keller（1983）の ARCS モデルおよび、松田（2018）の 5W1H＋αの枠組みを用い

て、良さの観点と関連付けながら、情意的・論理的に内容を発想し、ライティング課題の

条件に合わせて二者の最適な混合解を検討するという内容の発想法を検討した。 

情意的内容の発想に活用する ARCS モデルは、学習者の学習意欲向上のためのモデル

だが、同モデルの注意（A）・関連性（R）・自信（C）・満足感（S）を読み手の立場に置

き換えて「読み手の注意を喚起する内容（A）」、「事実・事例（R）」、「事実・事例の根拠

（C）」、「読み手を納得・満足させる主張（S）」に変更した。発想の手順としては、ま

ず、課題の新規性と有効性について、「これまでのものとは違って、今回の“〈課題の文

章〉”が新しいものであることが読み手に伝わるためにはどんなことを書けばいいです
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か？」、「今回の課題で、効果的な“〈課題の文章〉”にするためにはどんなことを書けばい

いですか？」という質問を学習者に行う。その後は図２のように、①質問の回答を ARCS

の「事実・事例（R）」に配置→②R から考えられる「事実・事例の根拠（C）」の発想→

③R＋C から考えられる「読み手を納得・満足させる主張（S）」の発想→④R＋C＋S から

考えられる「注意喚起する内容（A）」の発想、と順に行っていくことで情意的な内容を

関連付けて発想を促す仕組みを考案した。 

    

図 2：ARCS モデルよる情意的内容の発想    図 3：5W1H＋αによる論理的内容の発想  

 

論理的内容の発想に活用する 5W1H＋αの枠組みは、What（概要）、Why（目的・理

由）、Where（場面）、When（活動）、Who（利用者）、How（仕組み）、メリット・デメリ

ットの値を持ち、知識をチャンク化して内部知識化する際に活用されるものである。５

W1H＋αの枠組みによる論理的内容の発想は、情意的内容の発想時と同様に、当該課題

の新規性・有効性についての質問をしたうえで、図３のように①質問の答えを What に配

置し、What の内容について、②Why、③Where、④When、⑤How の順番に言い換えてい

くことで論理的整合性を持った内容を発想する。また言い換えの際には、「Why」→

「（What の内容）の理由・原因は…」、「Where」→「（What の事例としては）、例えば

…」、「When」→「（What は）…する時に活用できる」、「How」→「（What は）…する

と、…になる」というような学習者の言い換えを助ける表現を提示することで、論理的な

内容の具体例の発想支援を行う仕組みとなっている。 

 

3. 修正した教材の目標設定過程と代替案発想過程の活動について 

 上記の修正を踏まえて、修正を行った縦糸・横糸モデルが図４である。図４のモデルで

は縦糸の過程と横糸の「情報収集→処理→まとめ」の活動に従ってライティングのスター

トである目標設定過程からゴールとなる最適解導出過程までの書き手の思考プロセスを表
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図 4：第二言語としての日本語ライティングの縦糸・横糸モデル  

 

している。 ここでは今回修正を行った目標設定過程および代替案発想過程に焦点を当

て、開発中の教材での活動について述べる。なお、教材は、留学生である学習者が、授業

で出題された「就職活動のための自己 PR 文を作成する」という課題に対面した状況から

始まる設定となっている。  

まず、「目標設定過程」の問題分析における【情報収集】として、課題の条件と新規

性・有効性・信頼性・了解性の４つの観点の確認を行う。今回の課題であれば、読み手、

字数制限、自己 PR 文がどういうものなのか、といった課題条件についての情報収集を行

う。【処理】では、内容の素となる新規性と有効性を実現するアイデアを可能な限り多く

発想させるために、学習者に具体例を考えさせる。そのために、「今回の“自己 PR 文”

がこれまでのものとは違う、新しいもの／独自のものであることが読み手に伝わるために

はどんなことを書けばいいですか？」、「今回の課題で、効果的な“自己 PR 文”にするた

めにはどんなことを書けばいいですか？」という質問を与え、良さを具体化するアイデア

を発想させる。その際、L1 の知識も活用して発想するよう促す。その後、新規性と有効

性の回答を用いて、5W1H による論理的内容の発想と ARCS モデルによる情意的内容の発

想をおこなわせる。つづく【まとめ】では今回の課題の条件から優先する良さを決めさ

せ、今回の文章に盛り込む内容の方針（論理的内容と情意的内容の優先順等）を決定す
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る。 

「代替案発想過程」の【情報収集】では必要に応じて「文章の型」の情報を収集する

が、今回の課題であれば「自己 PR 文」に使用できる型の情報を収集する。【処理】で

は、課題の条件に合った型の発想を行う。ここでは既存の型を利用することも考えられる

が、字数制限などの条件が合致しない場合や、独自の型を選択したければ、必要に応じ

て、「前提条件の確認」を入れて「根拠と理由付け」、「主張」の配置を検討させる。【まと

め】で目標設定過程の処理で発想した内容案を入れ、課題を達成できる文章案を可能な限

り多く考発想させる。 

 

４. おわりに  

本研究では、JSL ライティング教育のための縦糸・横糸モデルの見直しを行い、目標設

定過程と代替案発想過程部分の修正を行った。今後は教材開発を進め、2021 年 7 月に実

践検証を行い、指導法の開発を進めていく予定である。授業実践に関しては、2021 年 6

月現在は座学による基礎知識の導入を行っており、その後、目標設定過程に焦点を当てた

ゲーミング教材を使用した演習をリモート環境で実施することを予定している。 
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日本語授業における LMS上の言語学習活動の分析 

―コロナ禍での遠隔授業における実践から見えてきたこと―  

深川美帆（金沢大学） 

 

Conducting learning activities in the remote learning setting during the 

coronavirus disease pandemic: Analysis of learning activities in learning 

management systems for Japanese language courses 

Miho FUKAGAWA, Kanazawa University 

 

要旨：COVID-19 の影響により、日本の大学における留学生向けの日本語授業を、全面的

に LMS(Moodle)を用いた遠隔に切り替えた。本発表では言語教育における対面でのイン

タラクティブな学習活動を２つのタイプの遠隔授業（同期型と非同期型）においてどのよ

うに実現したかを、Moodle のログ解析、教師による授業報告、学生へのアンケートをも

とに分析・考察した。その結果、Moodle 上の活動モジュールとリソースは、遠隔授業シ

フト後大幅に増加し、質的にも変化が見られた。アンケートでは、90%以上が遠隔授業で

の学習を評価していた。一方で、学習者と教師から、遠隔授業における困難点や課題も挙

げられた。 

 

キーワード：言語教育、日本語学習、遠隔授業、LMS、Moodle、COVID-19 パンデミック、 

 

1. 背景 

 2020 年のコロナ禍の中、発表者の勤務する金沢大学では全学の留学生を対象とする日

本語プログラムのすべての授業（2020 年春注 135 科目、同秋 37 科目）を、従来の対面授

業から遠隔授業に全面的に切り替えて教育を行った。対象とする学習者は、日本国内に居

住する留学生と、渡日予定だが入国できず海外から授業を履修する留学生（2020 年春の

べ 432 名，同秋のべ 349 名）がおり、遠隔授業を実施するにあたり時差とインターネット

接続環境の問題があった。このような制約を考慮し、LMS（Moodle）と Web 会議プラッ

トフォーム（Zoom）を活用して授業を実施した。学生の渡日状況等が学期ごとに異なっ

たため、2020 年春は、Moodle と Zoom を組み合わせた「遠隔同期型」、2020 年秋は

Moodle による学習を基本とした「遠隔非同期型」の授業形態注 2をとった。 

 

2. 目的 

本発表では、これら２つのタイプの遠隔授業（同期型、非同期型）において、言語教育

の授業におけるインタラクションを含む学習活動をどのように実現したかを、Moodle の
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ログ解析、教師による授業報告、学生へのアンケートをもとに分析・考察し、遠隔授業に

おける言語教育・学習の可能性と課題について述べる。 

 

3. 方法 

 2020 年 4 月から 2021 年 2 月にかけて金沢大学の全学向け日本語プログラムの日本語科

目を履修した学習者の LMS 上の学習状況と学習終了時のアンケート、および授業を担当

した教師（25 名）による授業報告および遠隔授業切り替え前の 2019 年秋の対面授業の学

習状況と報告をもとに、対面から遠隔への授業形態のシフトに伴い、授業での言語学習活

動はどのように行われたか、それに対する学習者および教師からの反応がどうであったか

について、分析・考察した。 

 

4. 結果と考察 

4.1 学習モジュール・タイプの量的分析 

 対面から遠隔への授業形態の変化に伴い、従来の学習活動がどのようにシフトしたかを、

LMS 上の学習モジュール・タイプから分析した注 3。その結果、遠隔授業切り替え前は、

学生が直接取り組む活動のうち「課題」「小テスト」「フォーラム」と教師が生徒に提示す

るリソースのうち「ファイル」「ページ」が使われているのみで、モジュールの数も種類

も数も少なく、それも一部のクラスでの利用で、対面授業の補助的な利用のしかたが主で

あった。しかし、すべてのクラスの授業形態が急遽遠隔同期にシフトした最初の学期であ

る 2020 年春には、利用される学習モジュールの数もタイプも飛躍的に増え、総合日本語

プログラムの全科目の LMS 上で作成された学習モジュールは、コロナ禍以前の 2019 年

秋が 689 個であったのに対し、2020 年春には 3918 個にもなっていた。特に、「課題」「小

テスト」といった活動や、教師が学習の指示や解説を提示するための「ファイル」「ペー

ジ」「URL」の数の増加が顕著であった。2019 秋（対面）から 2020 春（遠隔同期）への

シフトでは、多くのクラスでは、学生の理解度の確認や学習内容の定着を確認するような

課題は、LMS 上の「課題」で行う、また繰り返しての練習が必要・有効なタイプの学習

活動は「小テスト」などで行い、限られた遠隔同期の時間を、zoom 等を用いての口頭の

やりとりの学習活動に充てたクラスが多かった。2020 春から 2020 秋（遠隔非同期）への

シフトでは、学習モジュールの数は対面からのシフトの時ほど急増はしなかったが、それ

でも 3918 個から 4128 個に増加していた。特に増えたのは、学生の理解を確認するための

「課題」や「小テスト」や、遠隔同期の zoom セッションで行っていた口頭での練習の代

わりに学習者の発話を音声ファイルにして提出させる「録音課題」などであった。 

 

4.2 学習モジュール・タイプの質的分析 

 これらの学習モジュールが、特に対面授業時におけるどのような学習活動を代替してい

るかについて、質的に分析した。対面から遠隔のシフトにおいて、複数のクラスで多く利
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用された学習モジュールは「フォーラム」で、フォーラム上にテキストでの意見交換はも

ちろん、音声ファイルや、学生のプレゼンテーション動画を投稿し、それを視聴したコメ

ントを相互に投稿するなどする活動も行われていた。このような学習モジュールの活用に

より、場所の違いや時差があっても相互作用的な言語活動が実現できた。これらの学習活

動の中には、学習者が意欲的に参加し、学習者間のインタラクションが日本語で活発に行

われたものもあった。中には、従来の対面授業では実現しにくかった学習活動が LMS 上

で効率よく実現できた例など、LMS 上の活動モジュールの特性を生かし、これまでの

LMS 上のコンテンツ利用にはなかった新たな形のインタラクティブな学習活動が観察さ

れた。また、2020 秋（遠隔非同期）では、インタラクションの機会がどうしても減るた

め、会話を学生が録音し「録音課題」として提出したものを教師が聴いてフィードバック

する、という課題を新たに設けたクラスもあった。これにより即時的なインタラクション

ではないものの、音声的な産出とそれに対するフィードバックを行うことはできた。 

 

4.3 学習者の反応 

 このように遠隔へシフトした授業について学習者に学期終了時にアンケートを実施し、

LMS 上の学習コンテンツについて学習の役に立ったかたずねたところ、「たいへんそう思

う」「そう思う」をあわせた回答が、2020 春（遠隔同期）が 96%、2020 秋（遠隔非同

期）が 93%であった。対面授業だった 2019 秋での回答が 90%であったことから、今回の

遠隔授業の形態であっても、日本語の授業に対する学習者の満足にはおおむね応えること

ができていたことが確認できた。一方、この授業を受けて日本語が上達したと思うかにつ

いては、2019 秋（対面）、2020 春（遠隔同期）の場合は、「とてもそう思う」が 50%を超

えていたが、2020 秋（遠隔非同期）ではこの回答が 50%を若干下回ったことから、遠隔

非同期の学習では、学習者が今一つ自身の日本語力の上達を感じられなかったことが窺わ

れた。一方で、学習者からは課題の多さなど、遠隔授業での困難点も挙がった。今回の遠

隔授業へのシフトは、限られた期間で急遽行った ERT 注 4であり、特に学期開始時は当初

予定していた対面授業の内容を遠隔でできるだけ損なうことなく実現しようとするあまり、

十分に学習活動の量や形式を調整することができず、結果的に学習者にとって負担感の多

い学習が続くような場合も生じたものと思われる。 

 

4.4 教師の反応 

 学期終了時に、授業を担当した教師がまとめたクラス報告の記述から遠隔授業に関する

コメントを抽出し分析した結果、遠隔授業を行う上での困難点や戸惑いもいろいろと挙げ

られた。最も多かったのは、学習者の日本語力を正確に把握することの難しさと、学習者

が何をどこまで理解しているかの確認の難しさについてであった。学習者の日本語力につ

いては、クラスによって、学習内容の理解と定着には対面とさほど違いを感じなかったと

いう所見もあれば、口頭でのやりとり面においては、例年に比べて低いという所見もあっ
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た。上述のように LMS 上の学習モジュールに工夫を凝らした学習活動も見られたものの、

遠隔授業において相互作用的な活動や能力を育成する難しさについてコメントもあった。

学生の理解の把握については、特に遠隔非同期において、文字だけの指示では限界がある

といったコメントや、教師のフィードバックを学生がどこまで理解しているかわかりにく

いといったコメントもあり、学生との意思疎通の難しさが浮かび上がった。また、従来の

対面授業では難なくできていた、学生同士の人間関係構築や学習の仕方も含めた相互の学

び合いの機会の創出が遠隔授業では難しかったことについての指摘もあった。 

 

5. 課題と展望 

 今回の遠隔授業へのシフトは、図らずも従来の教室場面での言語教育を振り返り、その

意義や効果について改めて検証する機会になった。特に、教室場面での教師の役割やイン

タラクションの教育的役割、学習者間での学び合いやラポール形成などについても改めて

考えさせられることが多かった。コロナ収束後の対面授業に再び戻った際には、今回の遠

隔授業での経験や蓄積を十分に活かし、教室活動と LMS での自律的学習をうまく組み合

わせた、より効果的で意義のある学習活動の実現ができるものと考えている。 

 

注 

1） 以下、2019 年度秋学期（対面授業）を「2019 秋」、2020 年度春学期（遠隔同期）を

「2020 春」、2020 年度秋学期（遠隔非同期）を「2020 秋」と称す。 

2） 本発表では、遠隔同期（Synchronous Online Learning）とは、決められた時間に教師

と学習者が web 会議プラットフォームなどを用いて即時的にやりとりをしながら学

ぶ形態、遠隔非同期（Asynchronous Online Learning）とは、LMS 上にあらかじめ学習

コンテンツや講義動画などが用意されており、学習者が好きな時に自分のペースに合

わせて学習を進める形態とそれぞれ呼ぶ。 

3） Moodle の各コースのレポートに表示された活動とリソースの数を集計した。なお、

Moodle 上の学習コンテンツとなる各種機能の詳細については、

https://docs.moodle.org/310/en/Managing_a_Moodle_course（2021 年 6 月 25 日参照）を

参照のこと。 

4） 平時における「計画された」遠隔授業と、今回のパンデミックの状況下のように急ご

しらえでせざるを得なくなった遠隔授業とを区別し、これを Emergency Remote 

Teaching（緊急遠隔授業）と呼ぶ。 
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 1 

Creating our Happy Life. 自らの文化を語り合い、創り、学び合う。 
― Internet network を通した文化の対話による 

日本語教育の可能性をさぐる － 

巌佐 葵（在タイ,マハサラカム） 

 

Creating our Happy Life. Talk, create, and learning together.  

 -Potentiality of Japanese language Education with dialogue between Cultures 

though internet.- 

Aoi IWASA, Mahasarakham  

 

要旨：現在、日本語教育の分野では増加しつづける国外学習者のための教育体制の整備が

期待される（文化庁文化部国語科 2021、2014）。海外でも特に日本の文化にふれる機会が

インターネット網を経由した情報に限られる地域において日本語教育実践にはどのような

可能性があるか。本発表は対面から ICT 導入へと移行した時期の３つの教育実践 :（１．

日本を拠点とする作家達と学習者の対話、２．ご当地キャラクターの紹介、３．自民俗誌

記述による作文実践）について、その ICT 活用に焦点を絞る。不自由なコロナ禍の下、

ICT を活用し実現したある意味自由かつ伸びしろを感じた日本語教育を報告し、海外の

ICT 活用の可能性と今後にむけた課題を整理する。  

（空行） 

キーワード：情報網上における自文化の表現、文化間の対話による言語能力の育成 

（空行） 

1. はじめに 

 本研究は、ソーシャルメディアや Internet 網を活用した日本語教育の実践について、東 

南アジアの教育現場からみえた課題と可能性を述べ、今後の日本語教育支援システム開発 

に資することを目的とする。  

 学習実践の教育機関は、タイ東北部コラート台地の中央に位置する。周囲は稲作地帯の

平原が広がる。水はけが悪く、しばしば洪水も発生する。雨の日には決まって大きな水溜

まりが通りをふさぎ、町は停電に見舞われる。他方で各地から日本語を学びに学習者が集

まる教室や構内の Internet 設備環境はサポート体制を含め学習環境整備への努力がなされ

ている。建物の周辺には日本のコンビニが進出し、町には日本企業の食品、人気のキャラ

クター商品、日本をイメージした商品も並ぶ。ある学習者はコロナ禍以降、ほとんどすべ

ての買い物をオンラインで済ませる生活で、買い物の支払いもスマートフォンで行ってお

り、Internet は手放せないと語っていた。新聞などの購入は町では難しく、これまでに担

当した科目の受講生を対象とした調査からは大勢の学生や地元の人は日本に興味を持ちな

がら端末の画面越しに internet を通して日本を眺めている状況がうかがわれる。ただ、学

習者の期待する日本以外にも日本にはもっとさまざまな魅力的があり、日本全国に様々な
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場所があり、いくつもの季節、いろいろな世代がいる。文化のおもしろさを一緒に考え、

言語を学ぶ楽しみを模索したいと思い企画した。本発表は、感染状況のために ICT 導入に

移行した後の取り組みの実践報告である。  

 多くの言語教育は整った学習環境を想定されて議論されている。しかし、Online での学 

習支援を考えるとき、これまでと同様に学習者がカプセルの中にいるような空間をイメー 

ジしてよいのか。どのような問題と可能性があるか。実践から考えたい。 

（空行） 

2. 実践とその方法  

ICT の利用について 2019 年 9 月 28 日から 2021 年 4 月 30 日までのタイのイサーン地方

における日本語教育現場から実践報告をする。 

2.1 【実践①】日本を拠点とする作家達と学習者の対話 

本節では、日本とタイの交際交流展において、タイの学習者達とコロナ禍によって渡航

できなかった日本の作家らとの対話や創作のイベント開催時における ICT 活用についてで

ある。作品展についてはここでは扱わず、ICT の利用に話題を絞る。トークイベントでは

日本の言葉や文化に関心をもつ学習者らを含む鑑賞者との対話の機会をもつことができた。 

2.2 【実践②】ご当地キャラクターとその地域の魅力の紹介  

 本節では、ICT を活用し自ら収集、整理、分析した情報を日本語で動画にまとめ紹介し

た取り組みについてである。上級学習者は現代日本社会について述べるとともに、日本/

タイ/自分で創作したオリジナルのうち一つ選択し、お気に入りのご当地キャラクターか

らたどり各地の特徴や魅力を日本語で紹介した。学期中に学習者らが選び扱ってきた日本

社会のトピック（その土地の基本情報から食やその旬の季節まで 12 項目）を日本語にま

とめ動画で紹介した。会話学習者は日本タイ双方のご当地キャラクターを紹介した。 

2.3 【実践③】作文実践『わたしたちの村、イサーン』 

 本節では、作文教材の学習項目と歩調をあわせつつ、『わたしたちの村、イサーン』と

いう学習者らが自分たちの暮らしの民俗誌を記述する初級作文実践である。 

 

3. ICT 利用の結果および考察  

3.1 できたこと 

画面越しの日本の情報にアクセスが限定される地で、直接、文化を鑑賞し、さらに作家

との対話の機会を設けることができたことは、一度、誰かによって編集された情報ではな

く、自分自身で文化にふれることができる貴重な機会といえる。文化の当事者同士が語り

合う時間が ICT によって実現した。また、会場では共同創作も行った。 

 また、県境や国境をこえ村、ラオス・日本の作家、地元の市民などを ICT によって各地

からタイの会場へ招待したいという当初の構想は ICT を通してわずかに実現できた。 

対面学習による問題の多くは、Online で解決された点も多い。PPT 画像ははっきりと学

生に届くようになり、チャット欄に気軽にメッセージをかくこともできる。 
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学生たちはカラシンなど地元のキャラクターを紹介し、自発的に地元の文化村のページ

などを紹介してくれたり、身近な人から聞き書きを行う作文では、村に住む叔母のインタ

ビュー動画を送ってくれる学生もいた。ICT の活用が促進した取り組みといえる。 

3.2 ＩＣＴ利用の課題 

 本節では、実践の課題を整理する。対面と Online 学習移行期について言語学習の様子

を比較した。言語能力の育成においてはリアルタイムのコミュニケーションは必要と考

え、オンデマンド形式ではない google classroom による Online 学習を採用した。教師側

からみて変わったのは、コミュニケーションと理解の評価である。まず、Classroom 内の

コミュニケーションが教師－発言中の 1 名の言語的要素のみに限定されることとなった。

発話者以外マイクをミュートにする必要性の他、現地の学習者の画面をオフにする習慣に

より、対面授業において学習者の理解を測る手がかりとしていた非言語的要素などがすべ

て遮断される。その点で、学習者に対してのフィードバックも対面教室の方がスムーズで

あり、内容理解、そもそも聞こえているかの確認に多くのエネルギーが費やされた。 

さらに、理解をささえていた学習者間の相互扶助の機会の変化について述べる。直接法

による日本語指導において、学習者間では教室で指名した時などにしばしば現地語によっ

てリアルタイムで助け合う様子が日常的に見られた。ICT 導入後は classroom 内でその機

会は自然には得られなくなった。その後、在宅学習の初期には学習者達がそれぞれの画面

には一人ずつ映りながら、集まる様子が見られたり、後には Classroom 画面とは別に

messenger などの別の SNS を併用するなど対面教室のタブーは「新しい常識」としてかた

ちを変え維持される様子が見られた。 

当初は個別の言語能力の育成という観点から向上から評価すると一人一人に力がつかな

いのではないかと懸念し、助け合わなくてもよい授業を提供できるように努めた。しかし、

東南アジア大陸の農村が広がるこの辺りは、エンブリーやドンデーン村の調査により「緩

やかな構造」のもとの二者関係の集合的累積体として人間関係や社会構造が議論されてき

た地域である（Embree1950,水野 1975,etc.）。このような学習者の様子も文化的に発達し

た持ち味として活かす授業内容を考えるべきかもしれないと思い至り、学生同士のワーク

のかたちを工夫するなどの試行錯誤を続けた。現地の社会文化的な理解の上に、さまざま

な言語教育をデザインすることで学習者にとって必要な能力を効果的効率的に養成できる

可能性については今後の課題としたい。 

つぎに、自然的条件にかかわる問題についてである。国外の言語教育における ICT 利用

をコロナ禍初期の Online 学習の実践現場から考えるとき、気候や風土などは度外視でき

ない課題であった。前述のように設備に恵まれた空調・通信など完備された学習空間を出

ると、校舎の外は熱帯モンスーン気候である。高温の季節には報告者の PC も熱のために

故障し購入せざるを得ず、降雨量の多い時期は停電などの課題もある。雨が降ると洪水で

出席できない学生が多いことを理由に休講となることも驚かれない土地柄である。PC の

あらゆる隙間から虫が次々と出てくるようになり、AC アダプターが故障するという事態

158



 4 

が発生したなど具体的な事例をあげつつ、これまで想定されてきたような環境が整備され

た学習空間だけではないことを考慮する必要性を指摘する。 

（空行） 

４. おわりに 

本発表は、海外での日本語教育について ICT を利用した実践の報告である。国内を想定

すると論点とされないことがこの地域の ICT 教育現場では実践の質にもひびく切実な課題

となることがわかった。海外の ICT 言語学習を考えるときには、ハード面、ソフト面、指

導体制に加え、さらに考慮すべきことがあるといえる。 

以上の結果から、学習者のおかれた社会文化的環境や気候や風土などの自然環境への理

解を深め、学習対象者にとって充実した学習デザインを考えたい。 

いずれにしても、本発表は同じ地球上で暮らす仲間として楽しく学びお互いの理解を深

めるために ICT 利用の可能性を感じた実践である。発表者が不慣れな上、試行錯誤の中で

取り入れた ICT であったため、実践は完成形には遠く、発表者自身も発展の可能性を秘め

ていると感じるものである。今後は、以上に述べた論点を中心にしっかりと言語能力をの

ばすことができる、たのしくより効果的な学習へ発展させていきたい。 
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Engineering Students’ Learning Experiences in an Intensive Online Survival 
Japanese Class, Preparing for a Summer Internship in Japan 

 
Online Survival Japanese Class: Development and Students’ Experience 

 
Satomi SUZUKI, Georgia Institute of Technology 

 

Abstract: This presentation reports the course development of an intensive online survival Japanese 

class, specifically created for university-level engineering students, preparing for an internship in 

Japan, and their learning experience. The surveys taken from students inquiring the experience of 

the course showed the course provided them a positive learning experience via technology, allowing 

them to acquire linguistic skills and observe cultural differences enhanced by interactions with 

Japanese peers.  

 

Key words: Japanese for a Specific Purpose, Synchronous online learning, Survival Japanese, 

virtual conference, telecollaboration  

 
1. Introduction 

This presentation illustrates how technology facilitated the learning process of university students 

preparing for a 10-week internship opportunity at universities in Tokyo, Osaka, and Kyoto, Japan; 

despite the fact that the internships were canceled due to the COVID-19. First, it reports a successful 

development and undertaking of a 5-day intensive synchronous online survival Japanese class that 

was created specifically to serve six biomedical engineering (BME) students at Georgia Institute of 

Technology (GT) in the US. The class was complemented with a three-hour virtual conference, with 

the students interacting with their Japanese peers from the internship host institution in Japan. 

Secondly, it examines the students’ learning experience from this course with the survey data taken 

from the students, which were collected at three different time periods. The results show the students’ 

positive learning experience via technology. 

 

2. The course development and content 

This course was created at the request of the BME professor at GT for his 6 engineering students 

preparing to participate in internships in Japan in summer 2020. This is part of a three-year project 

funded by the Nakatani Foundation. The class was offered on a non-credit basis to the students for 

5 consecutive days in early May 2020, before the summer session/internship was supposed to begin. 

The author developed and taught the class with specific objectives in mind. The intention was 

that the students would gain basic linguistic knowledge and enhance their intercultural competence 
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in a way that would be applicable and useful from Day 1. It was also anticipated to ensure a smooth 

adjustment to their new environment and maximize their study abroad opportunity. Particularly, 

interacting with the host institution in Japan was intended to develop the relationship prior to their 

departure. Another intention was for the students to understand and appreciate their culture and that 

of others through this opportunity, which may offer them a life-long impact, by influencing their 

professional and personal growth.  

 

Each lesson consisted of 2 hours of synchronous live instructions and peer activities using audio-

visual based conference software called Adobe Connect. The students logged in from various 

locations in the US. The teaching materials were shown in the e-board as a focal point. For each 

class, a short lecture was given in the main room to present the learning point of the lesson, followed 

by students’ practicing speaking Japanese in breakout rooms in pairs. Due to the intensive nature of 

the class with specific needs, the textbook, Nihongo fun & easy: Survival Japanese conversation 

(Ogata, et al., 2011), focusing on the very basic survival Japanese, was adopted, in which they can 

immediately put their knowledge into practice. The Original point-and-speak phrase book: Japan 

(Enomoto, 2001) was also used to illustrate a number of very frequently used daily conversational 

vocabulary listed with English translation and pictures. Each lesson focused on basic linguistic skill 

and cultural competence; however, grammatical explanations and character writing were minimized. 

For example, the lesson begins with a topic such as: self-introduction, hobbies, expressions of likes 

and dislikes, numbers, family and friends and their personality, asking how to get to places, how to 

shop and dine in, etc. It also assists students’ raising their awareness of the pragmatic differences 

such as various speech styles, non-verbal communication (e.g., gestures, backchannelling), and 

dialectal differences, as some students were expected to have an internship outside Tokyo. Manners, 

customs, and the social system were also explained so that students will notice a difference in 

cultural expectations and avoid conflict. Various video clips about the Japanese cultures were 

introduced such as music videos popular in karaoke, onsen hot spring baths and ryokan Japanese 

style inns, festivals, Japanese street food, history and social issues, etc. There was one collaborative 

project on the final day to create a short video clip which summed up what they learned in the entire 

course. Written homework was optional, which was to complete worksheets including exercises and 

questions on grammar, listening, doing some research and reflecting on the Japanese culture 

comparing it with their own. Course materials other than the textbooks were posted in the shared 

asynchronous platform on Canvas provided by the school.  

 
3. Video-conference 

Following the conclusion of the class, the author organized a three-hour video-conference 

collaboratively with a professor in the department of Applied Chemistry in the western region of 
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Japan, as one of the students was preparing to intern at his laboratory. With the author’s request to 

organize a telecollaboration, the BME professor introduced her to the professor in Japan. It was 

agreed that such a virtual meeting would help them warm up to each other prior to the departure as 

the students’ expressed their concern for living overseas for the first time where the primary 

language is not English. Due to the pandemic, it was timely to provide an opportunity for students 

to interact with their peers and learn from each other’s life and culture without crossing a physical 

border. In August, this meeting finally took place, using the video conference software, Zoom 

despite a 13-hour time difference.  

 

There were a total of 19 participants including graduate and undergraduate students, professors, and 

staff from both institutions. The event began with everyone’s one-minute self-introduction in 

Japanese and in English. 9 students volunteered to prepare PowerPoint presentations to introduce 

various topics for 10 minutes in English (5 from Japanese university and 4 from GT). The topics 

were proposed by the organizers from each university in advance such as student life, the 

universities, research interest, the cities and their history and culture, the current situation with the 

COVID-19, etc. and each presenter chose the topic of their preference. The meeting was mediated 

by one of the student volunteers in Japan in English. A 10-minute breakout room session followed, 

having a direct student-student interaction.  

 

4. Survey data and results 

Three sets of survey data were collected on a voluntary basis at different points: at the beginning of 

the course in May (Survey 1), immediately after the course ended (Survey 2), and after the 

telecollaboration was held in August (Survey 3). The number of respondents varied between 3 and 

5 per survey. The data were analyzed qualitatively, complemented by the author’s observations as 

an instructor and developer of this class. Below is a brief summary of the results of each survey. 

 

4.1 Survey 1 

This survey asked questions to identify the students’ experience with an additional language 

learning and intercultural communication. It also inquired about their expectations for the survival 

Japanese course and the internship. 5 students participated in the survey, showing they had some 

exposure to intercultural communication while their knowledge of Japanese language and culture 

was very limited. In a question asking their anticipated challenges during the internship in Japan, 

students expressed their concern of having little knowledge in the culture and the language to 

communicate. This included a very basic need such as ordering food. Another challenge that was 

identified is how to meet expectations as an intern and perform in a new environment. They 

expressed that the primary goal of this internship was gaining research skills in a university in Japan, 
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while having the opportunity to travel the country and experience something new.    

 

4.2 Survey 2 

The survey focused on the evaluation of the course and teaching. 5 students responded to the 

questions. They all strongly agreed or agreed that they learned a great deal in a short period of time. 

They also strongly agreed or agreed with the success of the instructor in creating an environment 

that was conducive to learning. Some comments included that good feedback was provided, 

participation was encouraged, the course helped them feel prepared, and the Adobe Connect worked 

well as a tool. They all strongly agreed that the course assisted them in understanding the basic 

language usage and some aspects of the culture including a deeper insight of the culture that they 

were not aware of before taking the class. For example, some commented on the aspects of the 

culture that interested them as they realized differences in the cultural norms, manners, and gestures. 

Students perceived that the strengths of the course were an active usage of breakout rooms where 

they were able to engage in dialogues with peers in a collaborative manner.  

 

4.3 Survey 3 

Three students from GT participated in this survey to assess students’ experiences with the video-

conference with the university in Japan. The results revealed that they all rated the event as positive 

or very positive. They found it as a unique educational opportunity to interact directly with students 

in Japan and learn from them, while one student mentioned that they wanted to have more 

“individual” time in the breakout room to get to know the peers from Japan. The perception towards 

the length of the presentation time varied; some thought it was too long and others thought it was 

too short. One student commented that what they learned would be helpful to prepare themselves 

when they will be in Japan. They all agreed that more events, collaborating with other universities 

would be welcomed in the future.            

 

5. Conclusion  

Overall, this synchronous online Japanese class was able to provide the students with a positive 

learning experience via technology. The course met the learners’ expectations by teaching the basic 

language skills. Furthermore, they were able to enhance their knowledge and understanding of the 

often subtle cultural differences. The breakout room activities facilitated practicing their speaking 

with classmates. The video-conference provided a great opportunity for the students to gain a first-

hand intercultural experience, interacting with their peers and professors in Japan without crossing 

the border in summer 2020. Even though the students were situated across the country, the 

technological tools mediated their interactions with classmates and facilitated their learning 

Japanese.  
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日本語学習者の自己調整学習ストラテジーと 

eポートフォリオの役割についての分析 

田村芽（ペンシルベニア大学） 

 

Analysis on Self-regulated Learning Strategies and the Role of ePortfolio 

among L2 Learners of Japanese 

Megumu TAMURA, University of Pennsylvania 

 

要旨：本研究では、日本語中級コースで行った自己調整学習の促進を目的としたプロジェ

クトを通した学習者の学習ストラテジーや意識の変化、そして e ポートフォリオのサポー

トツールとしての実用性について、アンケートと学習者のリフレクションを通して検証し

た。調査結果より、自己調整学習のプロセスであるゴール設定や計画、リフレクションな

どを通して、弱点の意識、意味の推測、学んだことの積極的使用、自信を持つことなどを

含む多くの学習ストラテジーの変化が見られ、その他の学習にも活かすようになったとい

う学習行動の変化も見られた。また、学習モニターやリフレクションをする過程での e ポ

ートフォリオの効果と今後の可能性が示唆された。 

 

キーワード：e ポートフォリオ、自己調整学習、SRL、学習ストラテジー  

 

1. はじめに 

 学習過程において、学習者が自律性と責任をもつことの必要性が強調されている近年、

目標設定や計画、自己モニタリングやリフレクションなどのプロセスが含まれる自己調整

学習は、学力の向上だけではなく、21 世紀スキルの向上にも影響を与えるとされ、その

重要性が唱えられている。また、近年様々な分野で取り入れられるようになった e ポート

フォリオは批判的思考、意思決定などの発展を促す以外にも、自律的学習を促し、学習過

程のリフレクションをする機会を与えるなどの機能があり、学習者の自己調整学習やリフ

レクション、自己モニターにも役に立つとされている。 

 本研究では、自己調整学習の促進を目的としたプロジェクトを通し、学習者の学習スト

ラテジーや意識の変化をアンケートと学習者のリフレクションを通して検証する。また、

e ポートフォリオをサポートツールとして取り入れることについての実用性と、今後の日

本語教育における e ポートフォリオの更なる可能性と、コースデザインへどのように活か

せるかについても考察する。  

 

2.  自己調整学習と e ポートフォリオ  

2.1 自己調整学習  
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 自己調整学習 (Self-regulated learning：SRL)は、「学習者がメタ認知、動機付け、行動の

3 要素において自分自身の学習過程に能動的に関与していること」と定義づけられている

(Zimmerman & Schunk, 2001)。「メタ認知」とは自らの学習をモニタリングしてコントロー

ルできること、「動機付け」とは自分自身を有能さ、自己効力、自律性を有する者として

認知していること、そして「行動」は学習を最適なものにする環境を自ら選択、構成し、

創造することを指す (伊藤, 2008)。SRL

は、図 1 にあるように予見段階、遂行段

階、内省段階の 3 つが循環的なプロセスと

して行われることが望ましいとされている 

(Zimmerman & Schunk, 2001; 伊藤, 2008)。

SRL において用いられる学習ストラテジー

は、学力の向上だけではなく、自己決定力

や様々な環境で効率よく働く能力など、

21 世紀スキルとの向上にも影響を与える

とされている (Wolters, 2010; Chau & 

Chen, 2010)。 

 

2.2 eポートフォリオ  

 e ポートフォリオは学習過程における成果物の収集とまとめ、学習のリフレクションや

評価といったプロセスを通して達成感を得られること、そして学習に対する責任の向上と

自己で設定した目標達成の手助けとなるなどの利点が挙げられている  (Hartnell-Young & 

Morriss, 2007)。e ポートフォリオのプロセスと SRL プロセスは重複する部分が多いため、

e ポートフォリオは SRL プロセスのサポートに貢献するとされている  (Alexious & 

Paraskeva, 2010)。しかしながら、SRL プロセスと学習ストラテジー、e ポートフォリオの

関係に関する研究はまだ少なく、特に言語学習における有用性についてはまだ十分に調査

されていない。本研究では、日本語中級コースにおいて学習者の SRL の促進を目的とし

たプロジェクトを行い、学習ストラテジーの使い方や学習意識の変化、そして e ポートフ

ォーリオのサポートツールとしての実用性についてアンケートと学習者のリフレクション

から検証した。  

 

3．調査方法と内容、結果  

3.1 参加者と内容 

 本研究は、アメリカ東海岸にある私立大学において、2021 年春学期にリモート形式の

中級日本語コースを履修した 10 人の学習者が取り組んだコースプロジェクトを用いて行

った。プロジェクトの目的として、自分の日本語能力を理解した上で補強したいスキルを

練習をする時間を作り、目標をたてて自分で決めたタスクに自分で取り組む自律学習者を

図 1：SRL における 3 段階のプロセス (伊藤 2008) 
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目指すこと掲げた。学習者は各自で決めた課題に目標と計画を立てて取り組み、その記録

のための e ポートフォリオを作成した  (表 1)。e ポートフォリオは Google Drive を主なポ

ータルとし、各学習者のシェアフォルダーに提出する形を取った。 

 

表 1：プロジェクトの流れ  

学期初め  目標と課題内容の決定（個別面談も含む） 

学期中 課題 6 回を、リフレクションと共に e ポートフォリオに提出  

リフレクションの内容： 

• がんばった点とよくできたと思う点、特に見てもらいたい点 

• 前回のフィードバックを見て、気をつけた点 

• 自分が立てた目標にどのぐらい近づいたと思うか 

学期末 発表と e ポートフォリオ最終提出  

最終リフレクションの内容： 

• プロジェクトから学んだこと 

• 目標達成度 

• 難しかった点、大変だった点、次回変えたい点 

• プロジェクトが日本語力にどのどのように影響したと思うか 

• 二つのアンケートを比べて変化があった点、新たに学んだ勉強方法

やストラテジー、それが他の日本語学習に影響を与えた点 

• 自律学習者を目指すという目的に、どのぐらい近づいたか 

 

3.2 アンケートの構成と分析方法  

 学習者の学習ストラテジーの変化を見るため、学期初めと学期末に外国語学習ストラテ

ジーアンケートを行った。アンケートは、Strategy Inventory for language Learning (SILL: 

Oxford, 1990)を使用した。SILLは学習者が使用する特定の言語学習ストラテジーを、学習

者と教師が評価するツールで、その有用性は研究によって証明されている (Petrogiannis & 

Gavriilidou, 2015; Danko & Decman, 2019)。学期初めに行うことによって、自己の学習スト

ラテジーについて意識を持つという目的も持たせた。質問は合計50問あり、それぞれ5段

階評価 (1: Never or almost never true of me～5: Always or almost always true of me)である。

50問の質問は以下のパートAからFの6つのカテゴリーに分類されている。  

Part A Memory strategies: 「I use new second language (SL) words in a sentence so I can 

remember them.」を含む9項目 

Part B Cognitive strategies: 「I start conversations in the SL.」を含む15項目  

Part C Compensating strategies: 「I try to guess what the other person will say next in the 

SL.」を含む6項目 
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Part D  Metacognitive strategies: 「I plan my schedule so I will have enough time to study 

SL.」を含む9項目 

Part E  Affective strategies: 「I try to relax whenever I feel afraid of using SL.」を含む6項目 

Part F  Social strategies: 「I practice SL with other students.」 を含む6項目  

このアンケートの6つのカテゴリーの平均値を学期初めと学期末で比較し、分析した。ま

た、学習者が二回の回答を元にその変化を自己分析した内容とリフレクション、学習者の

プロジェクトに対する自由記述回答を合わせてその意識の変化を調査した。 

 

3.3 結果と分析 

 アンケートの学期末平均値は全てのカテゴリーにおいて学期初めより上回る結果となっ

た。以下に学習者リフレクションに基づいた分析を記す。 

 

  

 全 6 回の課題にフィードバックを講師が行い、次の課題ではそのフィードバックを見て

気をつけた点をリフレクションとして提出したことが、学習ストラテジーと意識の変化に

つながったという声が多く見られた。フィードバックで指摘された自らの弱点には特に気

を付けるようになり、他の宿題でもそれを活かすようになったという学生も多かった。ま

た、単語リストの作成をプロジェクトに取り入れた学習者が多く、単語の意味と使用法を

調べ、積極的に使うようになったという記述、そしてプロジェクトのために普段のクラス

で学習したことをより復習するようになったという記述がほとんど全員に見られた。それ

までの「正しく使う」ことから「間違いを意識して使う」ように意識が変わったという学

習者もおり、自己モニタリングとリフレクションを中心とした学習ストラテジーがこのよ

うな学習行動に影響を与えていることがわかる。学んだことを自らの方法で学習に取り入

れるアクティブラーニングの言語学習における重要性が表れており、このプロジェクトは

「自律学習者を目指す」という目的の達成に有用であったと言える。また、普段の宿題で

は放置されがちなリフレクションを、e ポートフォリオを用いることで行うようになると

いう効果も表れていると言える。このように、今回のプロジェクトは学習ストラテジーと
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図 2：外国語学習ストラテジーアンケート結果  
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意識にプラスに影響したと言える。以下に、三人の学習者のプロジェクト内容とそれぞれ

が挙げた変化について取り上げる。 

 まず、学生 A は日本語の歌を英語に訳し、単語リストを作成して歌詞についての自分

の解釈を書き、翻訳の練習と歌詞の理解の向上を目的とした課題に取り組んだ。アンケー

ト結果の分析では、特にパート D の「I have clear goals for my Japanese"」とパート F の

「 I ask Japanese speakers for help.」が 3 から 5 に変化した理由にプロジェクト自体が原動

力となったと述べている。それまでは特に行っていなかった目標設定の重要さをプロジェ

クトを通して認識し、フォーカスしたい日本語スキルを考えて学習に取り組むことができ

たと述べ、今後もそれを取り入れていきたいとしている。また、日本語学習者にはわかり

得ない点についてフィードバックを得られたことでより興味を持つようになり、それがき

っかけとなって言語パートナーを見つけ、母語話者の自然な表現や理解の仕方について学

びたいと思うようになったと述べている。また、自らを時制力のある方ではないと評価

し、今回のプロジェクトでできた言語パートナーと今後もやり取りをすることでモチベー

ションを維持し続けることができるだろうと積極的な姿勢を見せている。  

 次に、学習者 B は日本語の自然な会話を理解できるようになるという目標を立て、ド

ラマの要約を書く中で新しい単語や接続表現の使い方を身に着けるという課題を選んだ。

クラス内で学んだ接続表現を応用で使えるようになったことや、登場人物の心情や状況説

明を工夫して書くことで、読み手にも分かりやすい要約を書けるようになったこと、そし

てそれらが自分の気持ちや考えを表す際にも役にたっていることをプロジェクトの成果と

して挙げている。新しく学んだ単語を自分の文の中で様々な形で使うようになったという

点は以前はなかったことで、一つの単語がもつ多様な意味や使い方を知る機会となり、そ

の他の学習でも気を付けるようになったこと、クラスで学んだ内容を以前より復習するよ

うになったことがアンケート上のパート A と B の数値の変化につながったと述べてい

る。また、ドラマを見ていく中で、パート C の「I try to guess what someone would say next 

in Japanese」にあるように登場人物が次に何を言うか、それに対して相手がどのように答

えるかなどなどを推測するようになったと振り返っており、それを自らの会話でも行うよ

うになったと述べている。  

 学習者Cも歌の翻訳と解釈に取り組んだが、パートCに大きな変化があったことを述べ

ている。知らない単語が出てきた際に全て調べるのではなく、内容から意味を推測するよ

うになり、そのスキルの向上が見られたと自己評価している。そしてそのことが自信につ

ながり、学んだ日本語スキルをより積極的に使うようになったことが、Part Dを始めとす

る全体的な数値の上昇に貢献していると評価している。  

 学期末アンケートの自由記述回答からは、今回のプロジェクトは自分の興味のある課題

を自分のペースで行えるという点で意欲が沸いたという声が多かった。また、課題に責任

を持って取り組み、自己モニタリングをするようになったという学習ストラテジーの変化

が、今後日本語コースを取り終えた後の自主学習にもプラスに働くだろうという学習者も
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おり、e ポートフォリオの効果は今後も発揮される考えられる。  

 

4．おわりに 

本研究を通して、SRL プロセスを取り入れたプロジェクトを用いることで、学習意識

と学習ストラテジーに様々なプラスの変化が確認された。今回はリモート形式のコースだ

ったこともあり、e ポートフォリオを有効活用したことが大きく影響していると言える。

普段は疎かになりがちな復習やリフレクションが、e ポートフォリオをコースに取り入れ

ることで半ば強制的ではあるが可能となり、学習ストラテジーや意識の変化につながると

考えらえる。オンライン環境で学ぶ機会が増えることが今後も想定されるが、e ポートフ

ォリオは特にそういった環境下で効果をより発揮すると思われる。しかしながら、どのよ

うな学習形態でも「させられている」意識を拭えない学習者は存在する。e ポートフォリ

オを単に課題の一つとして使用するのみではなく、目的に沿った取り入れ方が重要となる。

今後の取り組みとしては、例えば、交渉型プロジェクトとして e ポートフォリオに含める

項目やアセスメントの内容を学習者が決めて行えば自律性の高い内容となり、意識に変化

も起こるだろう。さらに、今回は行わなかったが、e ポートフォリオを学習者自身だけで

はなく学習者同士を含めた他者に向けたものにすることにより、他者との関連性を高め、

互いに学習ストラテジーをシェアし合うよりよい環境作りができるだろう。リフレクティ

ブラーニングを含めた自律学習の手段としての e ポートフォリオの可能性は今後も期待で

きる。 
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Corpus analysis of gratitude expressions in Japanese language 

 
Jan Marko JUKIĆ, Juraj Dobrila University of Pula  

Irena SRDANOVIĆ, Juraj Dobrila University of Pula  

 

Abstract: This paper deals with the topic of grammatical patterns and expressions with which one can 

express gratitude in the Japanese language. The research results: in 1) creating a list of Japanese language 

expressions and grammatical patterns for expressing gratitude, 2) analyzing the frequency and usage of the 

expressions and patterns using two Japanese language corpora, NWJC and BCCWJ, 3) categorizing 

analyzed phrases and patterns based on their function and basic form, and 4) providing some suggestions 

on how expressions and patterns can be incorporated into Japanese language curricula focusing at the 

beginner’s level.  

 

Keywords: gratitude expressions, Japanese language, corpus analysis, expressing gratitude, NWJC, 

BCCWJ, list of expressions and patterns, Japanese language curriculum 

 

 

1. Introduction 

 The research on expressions of gratitude in various languages reveals how important it is to know when 

to express gratitude and when not to, which expressions are most appropriate in which situations, but also 

how differently these expressions are used by native speakers and learners (e.g. Ebsworth and Bodman 

1986, Hill et al. 1986). Recently with the availability of Japanese language corpora, it became possible to 

further explore expressions and grammatical patterns with which one can express gratitude in the Japanese 

language from an empirical perspective. Therefore, this research aims at the following: 1) to create a list of 

Japanese language expressions and grammatical patterns which can be used to express gratitude, 2) to 

analyze the frequency and usage of the expressions and patterns using Japanese language corpora, 

specifically by analyzing the NWJC (NINJAL web Japanese corpus) and the BCCWJ (Balanced Corpus of 

Contemporary Written Japanese), 4) to categorize the analyzed phrases and patterns, and 4) to suggest 

expressions and patterns to be additionally incorporated into Japanese language textbooks and learning 

materials.   

 

2. The list of Japanese language expressions and grammatical patterns 

For the purpose of this research, a list of Japanese language expressions and grammatical patterns was 

created using the following criteria. A phrase or grammatical pattern would be eligible to be added to the 

list if:  1. An expression or grammatical pattern is mentioned in one of the referred research papers about 

expressing gratitude in Japanese.;  2. An expression or grammatical pattern appeared as a search result for 

the query of: ‘thank you’ in the online Japanese dictionary Jisho, with the exception of phrases marked as: 

slang, jocular, or humorous term, as being from another language, or a specific dialect, for example: ‘From 

Italian ‘grazie’’, or if the expression was specifically stated to be sumo related.; 3. An expression or 

grammatical pattern is listed in the referred books and textbooks as a phrase or pattern that can be used to 

express gratitude. The referred references are listed at the end of the paper. 

 

The results of this research provide an exhaustive list of 44 grammatical patterns and phrases, which 

were then, further on, analyzed using two Japanese language corpora, the NWJC (NINJAL web Japanese 

corpus) and the BCCWJ (Balanced Corpus of Contemporary Written Japanese).  

 

3. Analysis of gratitude expressions and their frequency in Japanese language corpora 

 3.1 Methodology of tallying phrase frequencies  
For the purpose of this research, string search using BonTen was employed as a means to catalogue the 

frequencies of the aforementioned 44 phrases in the NWJC and BCCWJ. However, given the fact that string 

search outputs results for the search query character-by-character and that alternative writings exist for 

phrases in the Japanese language, multiple writings for any given phrase were taken into consideration. All 

presented alternative writings for a given phrase on the online Japanese dictionary Jisho were taken into 

consideration, making the final frequency of a given phrase equal the sum of the frequencies of all of the 

phrase’s alternative writings. Furthermore, as there are cases in which the string of characters of an entire 

phrase overlaps with another phrase, simple subtraction was employed in such cases to avoid tallying the 

same phrase more than once. 
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3.2 Ranking based data representation  

The data obtained neatly via the method described above corresponds to two distinct rankings of phrase 

frequency, one for each corpus. Ideally, the two rankings could be merged into one simply by adding up the 

frequencies of a phrase for each corpus. However, given that the NWJC is several orders of magnitude 

more extensive than the BCCWJ, opting for this method would only cause the NWJC to overshadow the 

BCCWJ. As an alternative, the ratio of a given phrase frequency and the sum of all phrase frequencies 

considered in this research for a given corpus was used as a score to determine which search results were 

most frequent across both corpora. In the following table, the phrases are ordered by the sum of their relative 

frequency in the NWJC and BCCWJ, in which ‘No’ refers to the phrase rank, ‘Expression’ lists the given 

expression, ‘Writings’ states how many alternate writings were used in the analysis, ‘NWJC’ and ‘BCCWJ 

state the frequency of the phrase in each corpus respectively, and ‘%SUM’ states the sum of the phrase’s 

relative frequency across both corpora. To save space, only the first 30 phrases are displayed in Table 1.  

 

Table 1: Frequencies of gratitude expressions in the NWJC and BCCWJ 

No Expression Writings NWJC BCCWJ %SUM 

1 感謝 1 1739913 4391 26.004519 

2 どうも 1 1095496 4736 23.033195 

3 有難うございました 3 1613622 2314 18.176651 

4 有り難う 3 1240311 2965 17.97954 

5 頂きます 3 2235258 690 16.680638 

6 有難うございます 5 1691843 1173 14.823939 

7 済みません 2 854698 2433 13.706698 

8 御免なさい 3 673271 1860 10.606131 

9 申し訳ない 4 525464 1150 7.2585389 

10 お疲れ様 4 736509 676 7.0119594 

11 御免 3 382800 1336 6.9710916 

12 申し訳ありません 3 317872 753 4.5846183 

13 助かります 2 276082 738 4.2656655 

14 ごめんね 1 265533 574 3.6438723 

15 助かりました 2 245235 585 3.5507305 

16 ありがと 1 356869 352 3.4801882 

17 お陰様で  7 268092 262 2.6062104 

18 どうも有難う  3 174423 376 2.3900403 

19 ご苦労様 5 99633 346 1.8085631 

20 ご苦労 3 50097 434 1.7878688 

21 お世話になりました 1 160007 223 1.7805859 

22 申し訳ございません 3 135387 260 1.7475394 

23 感謝しています 1 99755 198 1.3093294 

24 お疲れ 3 105471 97 1.0047962 

25 済まない 2 41650 118 0.6660388 

26 ご馳走様でした  4 31702 118 0.6021765 

27 誠に有難うございます 5 49685 60 0.5216677 

28 ご馳走様 4 32222 84 0.490646 

29 サンキュ 5 3884 131 0.4675163 

30 どうも有難うございます  5 42733 52 0.4500107 
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In the above results, ‘arigatou’ and the related phrases (see below ‘arigatou category’) are most prominent 

in expressing gratitude, while other phrases require further examination as their frequency is expected to 

include other language usages apart from gratitude. For example, the most frequent term ‘kansha’ still needs 

to be reexamined and subcategories in its usages. 

The remaining 14 phrases from the list of gratitude expressions are: ご親切に, 心から感謝申し上げ

ます, 毎度あり, 感謝いたしております, すいません, 毎度有難うございます, 大変お世話に

なりありがとうございました, 感謝の言葉もありません, ご親切にどうも, 感謝の言葉もござ

いません, お待たせしました, 憚り様, ありがとさん and それはどうも.  

On the other hand, the following phrases are not part of the created list of 44 gratitude expressions that 

were analyzed, but were discovered and collected later on during research: お礼を申し上げます, 厚く

お礼を申し上げます, お礼の申し上げようもございません, 恐れ入ります, 恐縮です, 感謝の

念に尽きません, 感謝の念に堪えません. 

 

3.3 Discrepancies between the two corpora 

 Comparing the frequencies of the analyzed phrases observed for each corpus, little to no discrepancies 

can be found. The exceptions to this are the two phrases with the highest differences in ranking between 

the NWJC and BCCWJ rankings, namely: ‘itadakimasu’ and ‘sankyu’. While ‘itadakimasu’ is the most 

frequent, analyzed phrase in the BCCWJ, it is only ranked 12 in the NWJC. On the other hand, the BCCWJ 

is biased against ‘sankyu’ in which it is the 34th most frequent phrase, compared to it being the 24th most 

frequent phrase in the NWJC. Aside from these two outliers however, the average deviation between the 

two rankings is only 2.45, meaning that the final Table 1, based on the sum of the relative percentages 

should be a good representation of both the NWJC and BCCWJ. 

 

4. Classifying expressions into categories 

The phrases and patterns can be classified into several categories, based on the function of the 

expressions and on the common grammatical pattern in use. The categories are presented in order of highest 

cumulative relative frequency, calculated as the sum of all relative frequencies (%SUM) of the analyzed 

category constituents. 

4.1 Arigatou category (80.98) 
Considering that it constitutes almost half of all analyzed usages of phrases that potentially express 

gratitude, it is hard to question the decision of many Japanese language textbooks to include ‘arigatou’ and 

its variants as one of the first expressions taught to readers (Banno, 2002; Makino, 2003). In this category, 

expressions such as ‘arigatou gozaimashita’, ‘doumo arigatou’, ‘maido ari’, ‘arigato san’ and ‘makoto ni 

arigatou gozaimasu’ are included. As ‘arigatou’ is most frequently used in the BCCWJ and is the general 

phrase for expressing gratitude in Japanese (Iio, 2017) it is examined in more detail in Section 5. 

4.2 Shazai-kei (49.24)  

 The shazai-kei can be defined as a set of Japanese phrases with which one usually apologizes or expresses 

feelings such as regret or repentance with, but can also be used to express gratitude, in which case the 

feeling of indebtedness seems to be implied (Ide, 1998; Coulmas, 1981). For this reason, in stark contrast 

to the ‘arigato’ category, it must be noted that phrases of the shazai-kei have a deceptively high relative 

frequency as not all usages of shazai-kei phrases imply or express gratitude. In fact, only a small portion of 

usages of phrases constituting the shazai-kei express gratitude, but there are also usages that are borderline 

and could encompass more feelings, such as gratitude and apology (Ide, 1998). Therefore, further detailed 

analysis would be needed to differentiate usages of ‘sumimasen’ as an expression of gratitude and as an 

expression of regret or repentance. Some phrases which are part of the shazai-kei which were analyzed in 

this research include: ‘sumimasen’, ‘suimasen’, ‘gomen’, ‘gomen ne’, ‘moushiwake arimasen’ and 

‘moushiwake gozaimasen’. 

4.3 Kansha category (27.46) 

 The kansha category can be viewed analogously to the arigatou category, in the sense that a single core 

phrase, such as ‘arigatou gozaimasu’ in the prior category, is a key element for all other phrases of the 

category. The core word in this case is, as the name suggests, ‘kansha’ and the other constituents of this 

group are derived by modifying this core word. Similar to the shazai-kei however, it must be noted that the 
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word ‘kansha’ itself has a deceptively high position in Table 1, since not all records of the words ‘kansha’ 

imply or express gratitude. On the other hand, the chance of other expanded phrases including ‘kansha’ 

being used to express gratitude is much higher compared to the word ‘kansha’ itself. Some of these phrases 

which were analyzed as part of this research include: ‘kansha shite imasu’, ‘kansha no kotoba mo arimasen’, 

and ‘kokoro kara kansha moushiagemasu’. 

4.4 Sama category (15.31) 

 While there are many possible ways to group phrases of gratitude in the Japanese language, the final one 

discussed in this paper is the ‘sama’ category. Constituents of this group are defined in this research as 

Japanese gratitude phrases of the grammatical form: ‘(o /go) + noun + (sama)’. Despite the honorific ‘sama’ 

being a core element of the phrases in this category, it may sometimes be omitted in the act of shortening, 

as can be seen in the examples: ‘o tsukare sama’, ‘o tsukare’, and ‘go kurou sama’, ‘go kurou’. As can be 

seen in Table1, variations that include the honorific ‘sama’ are more frequent across both corpora, the only 

exception being that ‘go kurou’ is more frequent than ‘go kurou sama’ in the BCCWJ. 

5. Discovering variations and alternative forms using corpora 

 As described in Section 3.1 and 3.2, prior to corpus search each expression is checked for its orthographic 

variations in the online dictionary Jisho. For example, in case of the frequent gratitude expression ‘arigatou 

gozaimasu’ five different orthographic variations are considered: 1) ありがとうございます, 2) 有難う

ございます, 3) 有り難うございます, 4) 有難う御座います, 5) 有り難う御座います.  

 Further detailed analysis of corpus examples with the expressions revealed more alternatives in their 

form, layered structure and combinations with other forms. The core phrase ‘arigatou’ is examined by 

analyzing randomly selected examples from the BCCWJ and following variations were discovered and 

grouped into five subcategories as shown in Table 2. ‘S’ in the table refers to ‘a sentence’.  

Table 2: Subcategories of the core expression ‘arigatou’ 

Subgroups of 

'arigatou' 
Major variations 

Core expressions ありがとう ありがとうございます ありがとうございました   ありがと  

Intensified core 

expressions 

本当にありがとうございます 本当にありがとうございました    どうもありが

とうございます どうもありがとうございました 色々とありがとうございまし

た  いつもありがとう 

Core expressions with 

giving/receiving 

phrases 

～てくれてありがとう ～てくださった皆さんありがとうございました お～い

ただいた方、ありがとうございました（お答え）  ご～を頂きありがとうござ

いました（多くのご支援・ご協力） ～くれた～ありがとう  ありがとう、～

てくれて S、ありがとう（いい機会をこさえてもらったよ、ありがとう） ～頂

いた皆様、ありがとう御座います（回答） いっぱいもらちゃった、ありがとう 

Intensified core 

expressions with 

giving/receiving 

phrases 

いつも～いただきましてありがとうございます ご～までしていただき、本当に

ありがとう  ここまで～くださった皆さんありがとうございました ～してく

ださった方々、本当にありがとうございました（応援して） いつも～いただい

ていて、本当にありがとうございます 

Core expressions in 

combination with 

apology (+ intensified) 

～ず申し訳ありませんが、本当にありがとうございます 

 

Various factors are combined to form layered extensions of core expression ‘arigatou’. The core expressions 

differ in the level of formality/informality, in the level of politeness and the temporal aspect of the action 

that evokes a gratitude expression. They are typically used as follows: 1) independently, such as: 有り難

う 。2) with a reference to an addressee or a group of addressees (e.g. 'san/chan/sensei/ 

minasama/okyakusama...' before or after the expression, such as 皆様ありがとうございます。3) 
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following the noun with or without the particle ‘wo’ or with a comma (more polite expressions use polite 

prefixes o/go before the noun), such as ご質問ありがとうございます。or リンゴをありがとう。4) 

sometimes reason for gratitude is added before or after the expression. The core expressions with their 

typical usages can be intensified, or can be combined with giving and receiving phrases, or sometimes even 

both. The variations differ again depending on the level of formality/informality, on the level of politeness, 

the temporal aspect of the action, but also on the feeling of the indebtedness, as described by Coulmas 

(1981). 

6. Implications for Japanese language learning  

 Analysis of representation of gratitude expressions in Minna no Nihongo 1 and 2 textbooks for the 

beginner level revealed the following. The core gratitude expressions ‘Arigatou’, ‘Arigatou gozaimasu’ and 

‘Arigatou gozaimashita’ are quite often incorporated into the dialogs and practice C. This stands also for 

the intensified expressions ‘Doumo arigatou gozaimasu/gozaimashita’ or their informal shortened form 

‘Doumo’. Besides that, the shazai-kei phrases ‘Sumimasen’ and ‘Doumo sumimasen’ are occasionally 

incorporated into the dialogs of the textbooks, while more emphasis could be put on their practice. However, 

instead of repeating core phrases over and over again through various dialogs, it would be useful to 

incorporate more variations that were discovered in the corpora: e. g. with intensifiers ‘hontou ni arigatou 

gozaimasu/gozaimashita’, ‘iroiro to arigatou gozaimashita’ as well as giving and receiving phrases, such as 

‘te kurete arigatou gozaimasu’, ‘moratte, arigatou’, but also more variety in core phrase forms such as 

‘N+wo+arigatou’, or ‘an addressee + arigatou’. 

 The following gratitude expressions were also found in the textbooks: ‘Minasan, hontou ni iroiro osewa 

ni narimashita’, ‘Gochisousama deshita’. These phrases could be also incorporated into practice which 

would better prepare students for production of these phrases in a particular situation. Finally, the final 50th 

lesson of the book is dedicated to gratitude expressions and contains a sample of a thank-you mail with 

very useful expressions for language learners (e. g. ‘Ouen shite kudasatta minasama ni kokoro kara kansha 

itashimasu’, ‘…minasama ni gomeiwaku wo okake shimashita ga, hontou ni shinsetsu ni shite 

itadakimashita’, ’Okagesama de… Arigatou gozaimashita.’).   

 Finally, it would be useful for learners that the grammar books accompanying the textbooks provide, 

besides translations of all the phrases, also explanations on their usage or subtle differences between -masu 

and -mashita variations of the phrases. Also, it would be useful to provide interculturally relevant 

explanations on ‘Sumimasen’ and ‘Doumo sumimasen’ as gratitude expressions. 

7. Conclusion and further work  

Firstly, this paper describes the creation of a list of expressions and grammatical patterns that express 

gratitude in Japanese based on relevant research papers, dictionary terms and textbooks for Japanese 

language learners. Then, the gratitude expressions are analyzed for their frequency and typical usage within 

the two Japanese language corpora, NWJC and BCCWJ. As the expressions are grouped into categories, 

the examples of alternative writings and a layered structure of the expressions are detected. Finally, the 

Japanese language textbooks are examined for expressions of gratitude used and suggestions are made on 

how expressions and patterns can be incorporated into Japanese language textbooks.  
 
In future research we want to incorporate other resources and corpus data to provide a longer and more 

exhaustive list of gratitude expressions along with their orthographic alternatives and various forms. 

Besides frequency and typical usage, it would be necessary to analyze each expression for its function 

within discourse and adjust their occurrence and usage in line with their meaning and form within a context. 

Finally, more Japanese language learning textbooks covering various levels need to be analyzed and 

compared against corpus-based analysis results in order to provide suggestions for improving language 

curriculum. 

 

This research has a potential to contribute towards an empirically based systematization of various 

expressions and grammatical patterns that are used for expressing gratitude in Japanese language. With 

more extensive analysis it can be a valuable resource for further content enhancement of Japanese language 

learning materials including computer-assisted language learning systems. In addition, it can potentially 

contribute to research on the speech act behavior of gratitude expressions and on further exploration of 

cross-cultural differences of such expressions.  
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Virtual exchange experience:  

International collaboration for language learning during the pandemic 

 

Shioko Yonezawa, Honolulu Community College, University of Hawaiʻi; 

 Mitsuyo Toya, University of the Ryukus 

 

Abstract: The Virtual Exchange between Japanese learners in a Hawaii college and English learners in 

an Okinawan university showcases the potential of collaborative online projects during and beyond the 

pandemic, when opportunities to travel or study abroad are greatly reduced. This session presents the 

instructors’ engaged guidance to implement Virtual Exchange experiences where students created 

bilingual videos and provided bilingual feedback to each other. Technology tools used included 

PowerPoint, Google Drive and tools, YouTube, and Zoom. During this presentation, our design of the 

project, ideas for relationship building, presentation tips, challenges, implications, and sample guidelines 

will be shared with audience. 

 

Keywords: Collaborative Online International Learning (COIL), virtual exchange, bilingual video 

creation, authentic use of target language, sense of community, motivation, engagement, New Normal  

 

1. Introduction 

An intermediate-level Japanese class from a Hawaii college and an English pedagogy class from an 

Okinawan university collaborated to incorporate virtual exchange into their respective curriculum for two 

years. Now with travel restrictions due to the pandemic looming over us and opportunities to physically 

visit another country greatly reduced, the online class is becoming the standard (New Normal), which has 

increased the viability of international virtual exchanges. This session presents our Virtual Exchange 

experience through the Collaborative Online International Learning (COIL) process focusing on the 

instructor’s involvement for increased engagement that provided our students with an authentic setting, 

which enhanced their motivation to practice their L2 and to learn from each other. 

 

2. Project Implementation 

2.1 Project Design  

The project was designed with conservatively doable activities (i.e., self-introduction, video creation, peer 

feedback) considering development of a sense of community among learners within the limited time 

frame derived from the term differences between the two institutions (See Table 2 below for details). The  

time differences between Hawaii and Japan led us to employ asynchronous virtual exchange. The  

instructors first learned about each other’s backgrounds regarding the nature of the courses (e.g., language  

skill course, pedagogy) and the majors of their prospected students and found development of their  
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respective L2 and learning new information through presentations (authentic use of L2) as common 

benefits. To make the exchange motivationally meaningful and manageable for both sides, a flexible 

approach was adopted to maximize the opportunities for students to use their L2 in building a risk-free 

community that facilitated students’ willingness to present and to provide feedback to each other.  

 

2.2 Participants 

The students in Okinawa are in their third- and fourth-years at the university and possessed advanced 

English skills, as their majors were in the English language or in International Studies while students in 

Hawaii are novice high-to-low intermediate level (ACTFL Proficiency Guidelines 2012) learners of 

Japanese although they are mostly junior or senior students at a 4-year institution with various majors. 

 

2.3 Technology Tools 

Technology tools used included PowerPoint for presentation slide and video creation, students’ individual 

cell phones for self-introduction video creation and recording narration, Google Drive to share collected 

information, Google Sheets to list participants’ topics and links to their uploaded videos, Google Forms to 

provide peer feedback, YouTube to upload videos, Zoom, Microsoft (MS) Teams, and Skype for online 

communication. While the Hawaii side used Zoom for regular operation of class sessions as the class 

delivery method was switched to online during the pandemic, Okinawan students used a hybrid class that 

combined face-to-face and MS Teams even during the pandemic. Skype was used once for the 

instructor’s initial meeting before starting the project. For students, we provided tutorials (e.g., YouTube 

videos) for learning how to convert PowerPoint slides into a video (MP4), which most students were not 

familiar with while almost all the students were aware of how to create slides using PowerPoint. The 

choice of video-recording devices was left to up to the students to decide on the Okinawan side. 

 

2.3 Guidelines 

Instructors’ active involvement in the project was the key to a successful implementation (Maeda and 

Rosen, 2020). We developed guidelines that included a timeline with detailed procedures. See part of the 

guidelines below (Table 1.) We provided scaffolding to their L2 language and logistics such as topic 

selections, resources for their research, file naming, optimal size range of their files, up through script 

writing and narration recording. All of these will be valuable skills for their future in living the New 

Normal beyond the language skills they acquired (Tohsaku, 2021). For the students learning Japanese,  

topics of presentation were selected from the sample topics each of the instructors had presented to them 

and the topics eventually selected aligned perfectly with the project purpose--to learn each other’s culture, 

lifestyle, social issues, etc. living in the larger community of the Pacific as islanders. To facilitate 

students’ brainstorming possible topics and to start working, they were required to submit a proposal,  

which was to be approved by their instructor. When the time was ready for the exchange, we then also  
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paired-up students to have them view their partners’ videos and to provide comments instead of watching  

all the videos in class due to the time constraint. To do this, the instructors provided links to partners’ 

videos by email or on a shared spreadsheet (Google Drive) students had access to. 

 

Table 1. Guidelines 

 

Guidelines (Created for Hawaii students and partially adopted by Okinawa students) 

 

 

Topic 

selection 

Hawaii students are recommended to introduce local tourist spots (or secret spots), 

everyday social topics (student life in Hawaii/USA), social/environmental issues, 

local language (e.g., Pidgin), Hawaiian language, culture or Hawaii in general, etc. 

considering the partners being in Okinawa, Japan.  

 
L2 

expressions 

For the Japanese language use, design your presentation using the structures and 

vocabulary learned thus far as opposed to heavily relying on translation tools online 

(e.g., Google translation). 

 

Timeline 

and work 

process 

 

Follow the timeline (due dates) for 1) Topic selection, 2) Research, 3) Resource 

(graphics) collections and script writing, 4) Slides making, 5) Self-introduction 

video creation, 6) Slide revisions and practice, 7) Uploading slide draft and further 

revisions by considering feedback from the instructor/peers, 8) Recording narration 

and finalizing video for rehearsals, 9) Video viewing (presentation), 10) Portfolio 

making, 11) Peer feedback, and 12) Portfolio submission.   

File name 

 

When uploading slides/video, save your products by clearly indicating your LAST 

NAME and submit them into the correct location.  

File size Save/export your file (MP4) by selecting “Low Quality” or “Internet Quality” to 

keep the size smaller and easier to upload to YouTube. 

Punctuality You don’t have to make everything perfect. Submitting a “B” grade product on 

time is more appreciated than a late “A” grade product. 

 

2.4 Timeline  

Accounting for term differences, the activities adopted were flexibly selected to maximize students’ 

engagement. As seen in Table 2 (below), the two institutions’ terms are different with regards to the 

beginning and ending months. Overlapping time also differed from semester to semester. Whereas Hawaii 

students were able to work on the project for the whole semester, Okinawa students had a limited time to 

participate. For the fall semester (in yellow), Okinawa students had approximately 9 weeks for the 

project, which still allowed sufficient time for them to participate in the exchange activities by creating a 

self-introduction and “show and tell” video in addition to providing comments to partner students’ 

presentation videos. For the spring semester (in green), however, Okinawa students barely had a month to 

participate as they had just started the new school year/term when Hawaii students were finishing up the 

semester in a month or so.  
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Table 2: Project Timeline 

Timeline/Month Hawaii  Okinawa  

August 

 

Fall Semester begins Break 

Project introduction 

September 

 

Research  Break 

Second Semester begins 

October 

 

Self-introduction video creation 

Slide creation  

Project introduction 

Self-introduction video creation 

November 

 

Rehearsals and presentation 

Feedback to Okinawa (Google Forms and 

video) 

Video-viewing and feedback, combined 

with “show & tell” (Google Forms and 

video) 

Thanksgiving Holiday 

December 

 

Peer feedback (internal)  

Final Exams/Semester ends 

Winter Break 

 

Winter Break 

January Spring Semester begins  --- 

Project Introduction/Proposal due 

February 

 

Research 

Script writing 

Final Exams/Second Semester ends 

Spring Break 

March 

 

Slide creation 

Self-Introduction video creation 

 

Spring Break 

Spring Break 

April Rehearsals/slides editing (Instructor provides 

feedback) 

First Semester begins 

Self-introduction video to share with 

Okinawa partners 

Presentation video viewing/Peer feedback 

(internal)/Portfolio creation 

Project Introduction 

Video-viewing/Self-introduction/ 

Feedback video creation 

May 

 

Portfolio submission 

Receive feedback from Okinawa partners 

--- 

Final Exams/Semester ends --- 

 

2.5 Relationship Building 

To make the virtual exchange engaging, we had students first create a bilingual self-introduction video to 

learn about each other, which would then bring the virtual experience a little closer to an ordinary setting. 

As scaffolding, we created a sample video and instructed to briefly talk about student’s own name, major, 

and things they like (to do) so that the students will be able to relate to each other based on a common 

ground found.  

 

2.6 Presentation Tips  

Students were provided a rubric for video preparations, which was applicable to the Hawaii’s class 

project. The rubric had criterion not limited only to language use, such as accuracy and variety of 

vocabulary and grammar, intonation and pronunciation, fluency, delivery (eye contact), but it also 

required visually appealing slides (to include both text and graphics), all of which were recommended to 

be used when students provided feedback to each other. Later, we added attire (professional casual) to the 

rubric. With a situation in which recordings usually took place at home, we noticed that students’ 

180



attire occasionally would be too casual and not appropriate for a video recording from the instructor’s 

conservative perspectives even if viewers were limited to the project participants. In addition, limiting 

distraction from outside noises while recording was advised. Living in a big city like Honolulu where 

urban setting is combined with wildlife nearby, the students’ videos often caught noises from roosters and 

even picked up construction and street noises in their neighborhood. It should be also noted that, for 

Okinawa students, casual self-introduction videos created by Hawaii’s counterparts were rather 

fascinating as they reflected the “real-life” cultural difference.  

 

2.7 Challenges 

Challenges we have encountered are related to the balance of engagement. The current timeline restricts 

participation of one group while the other group has the full semester for the project. A very small 

number of students felt or may have felt participation unbalanced. The more students dedicated their time 

and energy to the project, the higher their expectation towards “the exchange” became. Another challenge 

was the difficulty for some students--non-traditional students in particular--to find the time to participate 

because of the weighting of the exchange. The instructors may need to consistently reinforce the fact that 

the backgrounds of students and the partner students will almost always be different; however, each side 

should be patient and understanding of the process and each student should try to do their best to 

maximize their efforts during the exchange because one takeaway experience is to acknowledge and 

address the challenges of a virtual exchange process, which would still require the same type of schedule 

coordination, documentation requirements, timing, feedback, and commitment even if done by students in 

a single academic institution in the same location. In short, virtual exchange of ideas requires focus.  

 

3. Implications and Conclusion 

The success of the international virtual exchange project required great involvement of the instructors 

who were willing to learn and use technology tools in addition to planning and organizing students’ work, 

not to mention addressing students’ social and cognitive engagement with the content. We believe that 

language instructors can incorporate a highly engaged community project work into their curriculum as 

the level of the instructors’ technology skills improve. It was serendipitous that we started this virtual 

exchange project just before the pandemic and with the situation where the online exchange is now 

becoming a new standard, both students and instructors found the project very meaningful. In living the 

New Normal, it is the instructors’ responsibility to train students beyond L2 so that they will greatly 

benefit for future with their communication and technology skills they acquire though an international 

virtual project. 
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中上級ベトナム人日本語学習者の学習支援視覚教材の効果 

―アンケート調査の報告― 

ボーティーバオ アン（Nozomi Academy Vietnam） 

 

The effectiveness of digital teaching materials on supporting Japanese advance 

learners in Vietnam 

- Survey Report - 
Vo Thi Bao Anh, Nozomi Academy Vietnam 

 

要旨：今までの経験上、担当したことがある中級日本語クラスにおいて、ほとんどのベトナム

人日本語学習者は類似文型及び類義語の使い分けに問題がかかっている。そして、中級教科書

内容の難解についての学習者のコメントが多いという現実である。上記の背景より筆者は中級

学習者への学習支援を目的に、デジタル教材を開発した。 

 

キーワード：E ラーニング、デジタル教材、ICT 教育 

 

1. はじめに 

中級日本語クラスにおいて、ほとんどのベトナム人日本語学習者は類似の文法の使い分けに

問題がかかっている。そして、中級教科書内容の難解についての学習者のコメントが多い。そ

の上、語彙面に関しては母語干渉により誤用も多いという現実である。 

担当したことがある中級日本語クラスにおいて、筆者は学習者を理解させるために、数学の

図形作成及び言葉の代わる説明したい内容の表示可能な画像の使用などの各面の様々な方法に

頼っている。このような方法の使用により学習者の定着度が高くなってくるという結果が見ら

れる。 

上記の背景より筆者は中級学習者の学習への支援を目的に、自分が開発したプリントをまと

め、それらを画像式中級日本語学習支援の教材として公開する予定である。公開段階の前、自

分のビリーフ尺度の測定及び開発した教材の効果の把握を目指し、筆者はアンケート調査を実

施することにした。本稿では報告書として筆者が行ったアンケート調査の結果を述べる。 

 

2. 先行研究 

 アンケート調査の内容を作成するために、筆者は様々な先行文献を参考した。以下は筆者が

明らかにしたい内容に一番近い二つの先行文献を紹介する。 

 第一、森本（2016）は非漢字圏の中級日本語学習者を対象に作文における語彙使用の語彙と

問題点を明らかにした。調査対象となった作文を通じて、結果として類義語に対する誤用例の
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中に「競争者（競合者）」「今から（これから）「未来（将来）」「考える（思う）「多額

（高額）」「自分で（一人で）のように日本人母語話者であっても、その使い分けについての

理由やルールを明確に説明することが難しいのがわかった。その一方で、「上達（向上）」

「会う（出会う）」「命（寿命）」などの誤用の原因は母語干渉のせいもわかった。 

第二、内丸（2012）はアンケート調査を通じて、中級日本語学習者のニーズを把握した。本

研究のように、教科書の評価において中級での文型の扱いやその解説、内容を工夫する必要が

あるのがわかった。その上、自由記述の質問の結果を見ると、「文法は初級より難しくなるか

ら、もっと詳しく説明してもらいたい。」「より多くの図が与えられると良い」という回答が

多いのは明らかになった。 

 

3. 画像式中級日本語学習支援の教材 

 現在、ベトナムには日本語学習への支援ウェブサイト、フェスブックは流行っている。画像

式中級日本語学習支援の教材開発の計画の作成時点において、筆者は評判がいいウェブサイト

を参考した。これらのウェブサイトの内容を見ると、初級から上級までの文型説明のみ記載さ

れている。類似の文法も類似の語彙の使い分けの説明もほとんどないという共通点がわかった。

そこで、このような不足の解決策として、筆者は内容的に類似の文法用法及び語彙用法の理解

促進の支援の教材を作成することにした。 

 開発する教材の内容の確定後、次に筆者は開発したい教材の種類を考えた。自分の経験及び

教師の立場からすると、既存の中級レベル教科書はカリキュラムの作成も教案の作成にも良い。

それに対しては学習者にとって中級教科書の内容の理解が難しいのに気づいた。そこで、学習

者の理解への支援のため、視覚化教材を開発することにした。具体的に新完全マスターの文法

教科書の内容を参考し、次のような目立つ特徴がある教材を開発した。 

 ・第一目の特徴は分かりやすい。内容面に関しては非常にわかりやすい。理解できるまで時

間があまりかからないという条件が優先されている。そのうえ、イラストの方は説明したい内

容を正確に表示できる。可能な場合においては、イラストのみ見ると、伝えたい内容が理解で

きるという条件も重視されている。 

・第二目の特徴は便利である。場所、時間を問わず、勉強したいときに、スマートフォンの

みすぐ勉強できるという便利さを考えて全ての教材内容は便利な学習ツールとする画像ファイ

ルで 作成された。 

 教材作成の完了後、効果測定のため、筆者は自分のブログに開発した教材データを投稿した。

次に、自分の学生の協力を依頼し、下記に述べられるアンケート調査を実施した。 
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4. 画像式中級日本語学習支援の教材の効果のアンケート調査 

4.1 アンケート調査の目的 

自分が開発した視覚教材の効果についての筆者のビリーフを把握したいため、アンケート調

査を実施した。 

 

4.2 調査対象 

 アンケート調査を実施するために、中級ベトナム人日本語学習者の 77名に協力を依頼した。

本調査の対象となった学習者は全て筆者が開発した教材を１ヶ月程度使った。 

 

4.3 考察・結果 

 アンケート用紙には 23 問があり、回答者には質問についてあてはまる、 2 ややあてはまる、

3 どちらでもない、4 ややあてはまらない、5 あてはまらない、の 5 段階で回答してもらう

こととした。 

  アンケート中の各質問はそれぞれの内容にしたがって次のカテゴリーにまとめた。 

・グループ 1：スマートフォン使用習慣 

・グループ 2：中級日本語学習の問題点 

・グループ 3：筆者が開発した教材の応用性及び効果 

・グループ 4：筆者が開発した教材の評価 

 

4.4 結果 

 各質問への回答の平均値を出し、それをもとに t 検定を行った結果によって、次のようなこ

とが明らかになった。 

(1) 中級学習者は類似の文法の使い分けという問題がかかっている。語彙面にも母語干渉の

影響で誤用が多い。 

(2) ベトナム人の若者は暇な時間に検索情報、学習などの知識補充用スマートフォンの利用

習慣がある。 

(3) 筆者が開発した教材は学習時間、学習場所に便利な教材で、（2）のようなベトナム人

若者のスマートフォン使用習慣に合うと評価されている。 

(4) 分かりやすくて、覚えやすいと評価されている。そして、勉強の効果が実感できるとい

う声が多い。 
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5. 今後の展望 

 本調査では、専攻を問わず、中級ベトナム人日本語学習者を対象にアンケート調査を行い、

中級学習者の問題点、ニーズに対するビリーフ及び自分が開発した教材の効果を把握するのが

目的であった。 

今後、調査対象として文系の中上級学習者と理系の中上級学習者に分けて、同様のアンケー

ト調査の実施を目指す。そして、それぞれの調査対象には在学の学習者と就職者に調査対象の

属性を分けて、専門及び職業は筆者が開発した教材の理解に影響を与えるかどうか、勉強の効

果が違うかどうか把握したいと思う。 
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Gamified Tool for Aiding Natural Acquisition of the Japanese Writing System  

Firas Mohamed Altayeb, Tokyo Institute of Technology  

 

Abstract: This research aims to investigate whether a learning paradigm introduced by the book 

The Natural Approach can be used to teach second language learners of the Japanese language the 

meanings of kanji and, more importantly, how to efficiently and naturally acquire vocabulary and 

all possible readings for said kanji. 

 

Keyword: Kanji learning, Gamification, Spaced Repetition, Natural Approach  

 

1. Research Goal 

This research aims to investigate whether the natural acquisition approach can be used to teach 

second language learners of the Japanese language the meanings of kanji and, more importantly, 

how to efficiently and naturally acquire vocabulary and all possible readings for said kanji. To 

achieve this, I aim to combine, build, and improve on existing effective methodology and 

incorporate a learning paradigm introduced by the book The Natural Approach (Stephen et al., 

1983). 

 

2. Approach 

It can be said that solutions to learning the Japanese writing system already exist, such as the 

book series, Remembering the Kanji (James W. Heisig. 2011), and spaced repetition software 

tools. However, said solutions require the learner to have a high level of tolerance and moti vation 

to use for an extended period. Moreover, said solutions have well-known resolvable issues and a 

significant improvement potential when coupled with methodology brought forward by the book, 

The Natural Approach (Stephen et al., 1983). Hence, this research approach involves creating a 

tool that will first use an improved version of Remembering the Kanji to teach learners the 

fundamentals of the Japanese writing system, e.g. a meaning for each kanji. Next, and while 

learners are learning more kanji, the tool will use an enhanced spaced repetition algorithm and 

The Natural Approach methodology to reinforce learned material and potentially assist learners in 

acquiring more information such as kanji readings, secondary meanings, vocabulary and frequent 

grammar structures without significant effort.  

 

3. Methodology 

The Natural Approach (Stephen et al., 1983) is a well-known book by professor Stephen Krashen 

of the University of Southern California that introduces the input hypothesis and methods to 

implement it. The input hypothesis suggests that having learned the basics of a language, any 
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student can go on to master the language by frequently getting exposed to comprehensible natural 

input from the target language. In the approximately 40 years since the release of the book, many 

studies and experiments have been released that validated most of its claims. That b eing said, 

most of the studies were done using Indo-European (Johanna F. de Vos, Herbert Schriefers, Louis 

ten Bosch & Kristin Lemhöfer. 2019) languages and hence this research aims to examine whether 

the same methodology can be used to teach second language learners the Japanese writing system.  

 

3.1 Remembering the Kanji (RTK) 

In order to fulfil the first and most important condition of the input hypothesis - obtain 

knowledge for basic language comprehension - this research aims to use the first book of the 

Remembering the Kanji (James W. Heisig. 2011) series, which uses a unique methodology to teach 

the most common meaning for each Jouyou Kanji. Heisig, who authored the RTK book series, 

suggested associating each kanji and its primitive elements with a keyword  and then connecting 

them using mnemonic devices. RTK was considered radical when it was first released as it 

introduced the concept of primitives and an order for presenting kanji that prioritizes building 

blocks over frequency. Primitive elements are regularly occurring fundamental strokes that appear 

in kanji, e.g. the top half of the kanji 今 that appear in 会合令 and the top half of the kanji 左 

that appear in 右有. Primitive elements can be combined with lexical radicals and other kanji to 

create more complex kanji. The only difference between lexical radicals and primitive el ements is 

that the latter does not have a Unicode and is not recognised by most Japanese dictionaries. As 

primitives, radicals and most simple kanji can create other kanji; they are all considered building 

blocks. RTK first presented simple kanji, primitives and radicals before presenting complex kanji 

so that learners can recognise the parts making up the kanji and quickly learn them using 

mnemonic devices. Mnemonics devices are stories or sentences that aid students to encode and 

effectively remember information, e.g. if the learner is trying to remember cat, leaf and wind in 

this exact order, an example mnemonic would be “A pink cat is chasing a giant leaf blowing in the 

wind”. 

 

3.2 Modified Remembering the Kanji 

RTK, released in 1977, is still primarily used and loved by learners worldwide. Many people 

who mastered Japanese credit their achievement to it. However, Heisig’s methodology has several 

problems that are felt even by most staunch followers. First of all, the approach can mistakenly be 

perceived as only teaching the ‘alphabets’ of Japanese to those unfamiliar with it. Secondly, most 

students give up due to not noticing any immediate results, which primarily stems from not bei ng 

taught how to read kanji straight away. And finally, also most notably, the method requires a lot of 

continuous motivation and a high ambiguity tolerance threshold. These problems can be alleviated 
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or solved using filtration, reordering, gamification, and, most importantly, mass immersion which 

is an integral part of The Natural Approach (Stephen et al., 1983) methodology. Due to Heisig's 

tendency of showing all possible kanji combinations that introduced primitives can build, a 

considerable number of kanji characters in RTK are not Jouyou kanji, such as 汐 which appear in 

frame 110, page 61. Moreover, several kanji introduced early in the book appear very infrequently 

in raw text, such as 婿, which appears in frame 395 out of the 2024 available frames. To increase 

the learner's odds of finding learned kanji in Japanese material they would like to consume, an 

improved RTK order will be implemented in the tool. In addition, all non-Jouyou kanji will be 

filtered out as they add little value to all but advanced  students, and all infrequent kanji that 

appear in the beginning part of the list will be moved down. Doing so will also decrease the kanji 

ambiguity tolerance needed to consume material written in Japanese and result in higher 

motivation to learn even more kanji. Using mostly frequent kanji will also make mass immersion 

more practical.  

 

3.3 Learning Tool Gamification 

 

Figure 1: Hiragana, Katakana and Primitive Badges  

 

A study (De Freitas, M. 2013) done by the US Air Force Academy on undergraduate level 

Computer Science students showed that by transforming a traditional classroom experience into a 

competitive multiplayer game, motivation among students remarkably rose. In the hope of 

replicating the same results, the developed tool incorporates gamification by presenting kanji as 

badges and tasking learners to collect them. The badges differ in shape and colour based on 

whether they are kana, primitives, radicals or whole kanji. Users are also given scores for their 

learning sessions and badges for consecutive daily usage. 
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Figure 2: Kanji and Radical Badges  

 

3.4 Mass Immersion Implementation 

To incorporate mass immersion in our tool, a special sentence retrieval algorithm was 

implemented. The algorithm works by using a file (generated beforehand) containing over 5 

million sentences from over 10,000 Aozora Bunko novels. To increase the chances of presenting 

the users with comprehensible input, sentences that contain non-Jouyou kanji or infrequent kanji 

were filtered out. What makes this algorithm special is how it only r etrieves sentences for users 

that contain only kanji that the user has already learned hence ensuring they are always 

comprehensible - to a varying degree. To ensure users periodically immerse in Japanese sentences, 

a modified spaced repetition algorithm was implemented into the tool. 

 

3.5 Enhanced Spaced Repetition Algorithm  

 

Figure 3: Improved Spaced Repetition Algorithm – easy and moderate 
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The spaced repetition algorithm is a learning technique that incorporates increasing intervals of 

time between subsequent review of previously learned material to exploit a psychological effect 

that helps retain items in memory. A study (Bower, V., Rutson-Griffiths, A. 2016) done on 

Japanese language students over ten months found a strong relationship between extended 

studying using spaced repetition software (SRS) and test score gains. The study showed that out 

of the 72 participants, 60 participants who continued using an SRS acquired an overall 11% score 

increase compared to their pre-SRS test scores. The 12 participants who did not continue using the 

software stated lack of motivation as the cause. That being said, due to the inclusion of 

gamification, fewer students are expected to stop using the SRS. Usually, there are five stages, 

and after reviewing an item for the fifth time successfully, the item is considered learned. When 

an item is forgotten or answered incorrectly, it is said to have lapsed. Th e algorithm’s default 

behaviour resets all lapsed items to stage one, i.e. the user will have to recall the forgotten item 

again several times consecutively for it to be considered learned. However, not all kanji have the 

same difficulty, so a varying new interval (stage level) should be considered for every kanji. To 

impartially determine each kanji difficulty, the spaced repetition algorithm was modified to 

include a dynamic difficulty selector.  

 

 

Figure 4: Improved Spaced Repetition Algorithm – hard and challenging 

 

The more difficult the kanji is, the more stages the user will have to redo when the item is recalled 

incorrectly. In addition, the more difficult the kanji is, the smaller the interval becomes between 

subsequent reviews. Smaller intervals were considered so as to allow users to review difficult 

items before they are forgotten. Furthermore, the other unique aspect of the modified spaced 

repetition algorithm is that depending on the stage, the user would either be asked to simply recall 

the kanji or go over a presented sentence that uses the same kanji.  
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オンライン開催の日本語教育関連学会・研究会の 
発表形式のバリエーション 

―学会に参加することの意味の再考― 
中川健司（横浜国立大学）、角南北斗（フリーランス）... 

 

Variations in Presentation Formats for Online Conferences Related to 
Japanese Language Education: Reconsidering the Meaning of Attending 

Conferences  
NAKAGAWA Kenji, Yokohama National University  SUNAMI Hokuto, freelance 

 

要旨：コロナ禍の影響で、2020 年度に多くの日本語教育関連の学会、研究会がオンライ

ンで開催された。本発表では、オンライン開催された学会・研究会での口頭発表、ポスタ

ー発表の形式を「同期と非同期」と「インタラクション」という観点で分析した。その結

果、口頭発表はほとんどの学会で対面式のやり方を維持し同期型（リアルタイム）で行わ

れたのに対し、ポスター発表はより多様な形式で非同期で行った学会が多かった。非同期

型の発表形式は、時間的な制約が小さいという長所もあるが、動画の事前視聴等の学会参

加の準備をしない参加者が多い場合、発表者、参加者双方について学会に参加することに

より得られる利益が減じる可能性が示唆された。 

 

キーワード：日本語教育関連学会・研究会、オンライン開催、発表形式、学会参加の意味 

 

1. はじめに 

 コロナ禍の影響で 2020 年前半に予定されていた日本語教育関連の学会、研究会（以下、

学会とする）は、対面式で行うことができなくなり、軒並み中止となった。その後、2020

年半ばから多くの学会がオンラインで開催されるようになった。従来の対面式の学会発表

では、口頭発表もポスター発表も、必然的に発表から質疑応答という一連の流れはリアル

タイムで行われてきたが、オンライン開催の場合、対面式の学会のやり方をそのまま踏襲

することはできず、新たに発表形式を決める必要があった。本発表では、2020 年度にオ

ンラインで開催された 7 つの学会の口頭発表、ポスター発表の形式を「同期と非同期」と

「インタラクション」という観点で分析し、学会発表をすることの意味、発表を聞き議論

することの意味を再考する。なお、本発表の調査対象は以下の 7 学会である。 

a. 第 29 回小出記念日本語教育研究会（2020 年 6 月 27 日開催） 

b. 第 25 回留学生教育学会・年次大会（2020 年 9 月 18-19 日開催） 

c. 第 55 回日本語教育方法研究会（2020 年 9 月 12 日開催） 

d. 第 17 回マレーシア日本語教育国際研究発表会（2020 年 10 月 3 日開催） 

e. 2020 年度日本語教育学会秋季大会（2020 年 11 月 28-29 日開催） 
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f. 第 31 回第二言語習得研究会全国大会（2020 年 12 月 12-13 日開催） 

g. 第 11 回 日本語実用言語学国際会議 (ICPLJ11) （2020 年 12 月 20 日開催） 

 

2. 各学会の発表形式 

2.1 口頭発表の形式 

上記の a.~g.の 7 学会のうち 6 学会で口頭発表が行われた。表 1 に各学会の口頭発表の

形式を示す。口頭発表が行われた 6 学会のうちの 5 学会では説明から質疑応答まで同期型

（リアルタイム）で実施された。この 5 学会全てが対面式の学会開催時と発表時間を揃え

たことからも、従来の形式を維持しようとしたことがうかがえる。コロナ禍で急速に普及

したオンライン会議ツールが、従来の口頭発表の形式との相性が良いという面もあるだろ

う。同期型で口頭発表を行う最大の利点は、参加者が慣れている対面式に近いことだと言

えるかもしれない。短所としては、発表時間が固定されてしまうために、対面式の場合と

同様の時間的な制約がある（指定された時間に発表を聞かなくてはいけない、同じ時間帯

の発表を複数聞くことはできない）ことが挙げられる。そんな中 e.は唯一発表部分を動画

の事前視聴という形にし、質疑応答のみを同期型で行っている。動画の事前視聴は、時間

的な制約がなく、参加者はいつでも好きな時に発表内容に触れることができること、同じ

時間帯に行われる口頭発表についても発表を聞くことができること、また動画を止めなが

ら見たり、繰り返し見たりといった形で参加者が自分の理解に合わせて視聴できることが

利点として挙げられる。逆に短所としては、動画作成が発表者の負担になる、参加者が動

画の事前視聴をしていない場合有意義な質疑応答ができないといったことが挙げられる。 

 

表 1：口頭発表の形式  

 発表件

数 
発表時間 

対面式

の 
発表時

間 

 
発表内容の

説明 
予稿共有方法 

a. 4 30 分 30 分 
 

同期型 
研究会サイトより 
事前ダウンロード 

b. 24 30 分 30 分 
 

同期型 
Google ドライブ上に 

アップロード 

c.      前回研究会会誌を利用 1 

d. 6 30 分 30 分 
 

同期型 
研究会サイトより 
事前ダウンロード 

e. 29 20 分 30 分 
 非同期型 

（動画の視

聴） 

学会サイトより 
事前ダウンロード 

f. 6 30 分 30 分 
 

同期型 
Slack 上より 

事前ダウンロード 
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g. 26 30 分 30 分 
 

同期型 
OneDrive より 

事前ダウンロード 
 

口頭発表の形式については、同期型にして参加者が共時的に発表を聞くことを重視する

か、非同期型にして好きな時に繰り返し見られるという発表内容へのアクセスのしやすさ

を重視するか、ということが形式を考える上での大きなポイントとなっていると言える。 

 

2.2 ポスター発表の形式 

 口頭発表と比べると、ポスター発表の形式はより多様であった。ポスター発表を実施し

た 6 学会のうち、説明部分が同期型であったのが 2 学会、非同期型であったのが 4 学会で

あった。非同期型の内訳は、説明部分を予稿で代替したもの、動画を公開したものがそれ

ぞれ 2 学会ずつであった。また、質疑応答についても同期型と非同期型がそれぞれ 3 学会

であり、非同期型の 3 学会では、発表者と参加者の間でテキストベースのやり取りが行わ

れた。これらの学会で非同期的なツールが一部ないしは全面的に採用されているのには、

口頭発表とは異なる、ポスター発表の持つインタラクションに対する模索が感じられる。

2.3 で見たように、口頭発表では、ほとんどの学会で同期型が採用され、発表時間につい

ても対面式の時のものが踏襲されており、従来の形が維持される傾向が強い。それに対し

て、ポスター発表については、非同期型のものが多く、同期型のものについても対面式の

時と比べると発表時間が大幅に短くなっている。 

 

表 2：ポスター発表の形式  

 発表件数 
発表時間 

（質疑応答

時間） 

対面式の 
発表時間 

発表内容の 
説明 

質疑応答 

a.      

b. 12 × 120 分 
非同期型 

（予稿で代替） 
テキストベース 

（Google ドライブ） 

c. 6 60 分 90 分 同期型 同期型 

d. 12 × 40 分 
非同期型 

（動画の視聴） 
テキストベース 

（YouTube のチャット） 

e. 27 25 分 90 分 
非同期型 

（動画の視聴） 
同期型 

f. 8 
90 分 

（Slack 上） 
80 分 

非同期型 
（予稿で代替） 

テキストベース 
(Slack 上) 

g. 16 30 分 80 分 同期型 同期型 

 

中川・河野（2021）では、ポスター発表の特徴として以下の 4 点を挙げている。 

①発表内容がポスターにコンパクトにまとめられているので、研究の概要が把握しやすい 
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②発表者と参加者の間（または参加者同士）で活発な議論を行いやすい 

③参加者や出てくる質問によって柔軟な発表のしかたができる 

④決められた時間内に多くの発表に参加可能 

上記 6 学会で採用されたポスター発表の形式において、これら 4 点のメリットがどの程度

期待できるかをまとめたものが表 3 である。 

 

表 3：ポスター発表の形式と期待されるメリット 

学会 発表部分 質疑応答 ① ② ③ ④ デメリット 

c. g. 同期型 同期型 〇 △ 〇 △ 発表件数が限られる 

e 動画の視聴 同期型 〇 △ × △ 動画作成、視聴が負担 

d 動画の視聴 テキストベース 〇 △ × 〇 動画作成、視聴が負担 

f 予稿で代替 テキストベース 〇 △ × 〇 
説明がポスターに沿っ

たものではない  
 

なお、これらは目安に過ぎず、発表形式の詳細や使用するオンライン会議ツールの機能等

によって程度の違いがある。どの学会においても発表用ポスターは事前ダウンロードやプ

ラットフォーム上に提示という方法をとっていたので、①の研究の概要の把握が容易とい

うメリットは享受できるものと考えられる。ただし、発表時には、ポスターの一部を拡大

して説明することが多く、その際にはポスター全体の中のどの部分を示しているか、参加

者が直感的に把握しづらいというデメリットはあったようである。オンラインでのポスタ

ー発表でのコミュニケーションの取り方は、対面式とは大きく異なるため、②の活発な議

論を行うためには配慮が必要とされる。質問したくても、ターンテイクが難しく、気軽に

発話することができない場合もあるのではないか。また、テキストベースで質疑応答を行

っていた学会もあるが、データなどを用いてより詳細な議論ができるというメリットもあ

る反面、そのスタイルに慣れていない参加者にとっては議論に参加するのを躊躇う要因と

なっているとも言える。③であるが、動画の視聴や予稿で代替という方法では、発表の説

明が固定されており、参加者に合わせて柔軟な発表をすることは期待できない。④の参加

できる発表数については、非同期型であればより多くの発表に参加することが可能である

が、発表、質疑応答が同期型の場合、自分が参加している以外の発表の状況が把握しづら

く移動のタイミングが難しいため参加できる発表数が限定される傾向があるのではないか。 

 

3. 学会に参加する（学会を開催する）ことにより得られる利益とオンライン開催の影響 

 ここでは、発表者、参加者、学会運営者の三者が、学会に参加する（学会を開催す

る）ことによって得られる利益について、口頭発表の場合を例にとって考えてみたい。口

頭発表に絞って議論するのは、表１からもわかる通り、口頭発表を行った 6 学会全てで質

疑応答を同期型で行っており、そこでのフィードバックが発表者の利益に大きく関わると
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考えられるからである。まず、発表者が学会で発表することによって得られる利益は、主

に自分の研究内容を参加者に知ってもらうことと、それに対してフィードバックをもらう

ことの 2 点である。参加者が学会に参加する（発表を聞く）ことによって得られる利益は、

発表者のそれと裏返しで、ほかの研究者の研究内容を知ること、発表者と議論を行うこと

の 2 点ということになる。そして、学会運営者が学会を開催する目的は、発表者および参

加者が上記の利益を得る機会を提供することによって、その分野の研究を推進することで

あると言えるだろう。 

それでは、オンライン開催した場合、発表者、参加者が期待する上記の利益が対面式と

比べてどう変わってくるのかについて考えてみたい。まず、発表者が自分の研究内容を知

ってもらう、参加者が他の研究者研究内容を知るということについての点であるが、発表

を同期型で行う場合は、対面式に比べて大きな違いはないと考えられる。発表に基づく質

疑応答や議論についても、ターンテイクの難しさはあるにしろ、同期型での発表であれば

大きな違いはないと考えられる。動画の事前視聴という形式は、2.1．で述べたように、

時間的な制約がないほか事前に動画を繰り返し見ることができる等の長所があり、それが

活用されれば、より多くの参加者が研究内容をより深く理解してくれることも期待できる。

また、オンラインでは、口頭による質疑応答以外にテキストベースでのやりとりも可能で

あるため、発表者や参加者がそれらを活用できればより深い、より多くのフィードバック

を得ることも可能である。しかし、オンラインで、動画の事前視聴をしない参加者が多い

と、発表内容は共有されず、内容を踏まえた質問はできないことになる。結果として有益

なフィードバックは得られなくなってしまう。そうすると、発表者は動画の作成という対

面式にはない負担があるにも関わらず、研究内容の周知もできず有益なフィードバックも

得られないということにもなりかねない。オンライン学会での発表者による動画を事前視

聴しない参加者が多かったという指摘もある 2。 

参加者が学会に参加する利益についても同様で、発表が同期型で行われる場合には、研

究内容を知るこということについては大きな違いはないが、事前動画の視聴という形の場

合には、時間的制約がなく発表内容へのアクセスのしかたが柔軟になる一方で、動画を事

前視聴しないで学会に当日参加するだけでは、研究内容の理解にはつながらない。対面式

の学会の場合、発表の場にいるということと、その発表の内容を知るということはほぼ同

義だが、オンライン学会の場合には必ずしもその前提は成り立たない。動画を視聴しない

参加者が研究内容を理解するという利益を享受できないのはある意味でしかたがないが、

そのような人が一定数以上いるという事態になると、有益なフィードバックや活発なディ

スカッションが行われず発表者やほかの参加者の利益を損なうこととなり、学会運営者の

その分野の研究を推進するという目的も達成できないことになる。 

 

4. おわりに 

コロナ禍以前は、開催側としてイベント全体もコンテンツ（発表）も同期的な設計が前
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提で、そこには発表者と参加者、または参加者同士のインタラクションが自動的に付随し

ていた。参加者もそれを前提として学会参加をしてきたと考えられる。その意味で「参加

度のグラデーション 3」というものが一定の幅に収まっていたとも言える。対面式の学会

では口頭発表にしても、ポスター発表にしても発表形式はほぼ固定的で、学会側が口頭発

表やポスター発表に求めるものを発表形式に反映させる余地はなかっただろう。しかし、

コロナ禍の現在、学会のオンライン開催が広がりつつあるが、気軽に参加できる分、参加

者の「参加度のグラデーション」の幅も広がっているため、開催側もそれを念頭に置いて

発表形式を検討する必要があるのではないか。幸いオンライン開催では、非同期型の設計

も行うことができ、求めるインタラクションの種類や程度によってツールも選択すること

ができるようになっている。それを考えると、学会開催側は、口頭発表、ポスター発表の

それぞれについて、発表者が発表することによって何を得ることを目指すのか、参加者が

発表を聞き、議論することによって何を得ることを目指すのかということを再考し、それ

を発表形式に反映させるべき時期に来ているのではないか。 

もちろん、本研究で対象としたいずれの学会もコロナ禍に対応するために初めての試み

として試行錯誤の中オンラインで学会開催をしたわけで、その意味で各学会の目指してい

る発表の形が、開催方法に十分に反映されているとは言えない面もあるだろう。しかし、

コロナ禍の終息の見通しが立たない現状では、オンライン学会は当面継続されるであろう

し、終息後も、対面式の学会と並行してオンライン学会が開催される可能性は高い。その

ような状況では、各学会が「イベントとしてどんな体験・どんな価値を提供するのか」を

突き詰めて考えてデザインする必要がある。それが、ひいては学会発表や学会そのものの

価値を決めることにもなるのではないか。同時に、発表者、参加者の側も、「自分はこの

イベントに参加することによって何を得ようとしているのか、そのためにコストを負担す

る用意があるのか」ということを考える必要があるのではないか。 

 

注 

1．c.では、コロナ禍で中止となった前回研究会の発表者への機会の提供、運営委員の負

担軽減という理由により、新規発表は募集せず、予稿集も発行しなかった。 

2．以下の記事では、2021 中東・北アフリカ日本語教育シンポジウムへの参加の際動画を

事前視聴した参加者が少なく、質疑応答が機能しなかったという事例が紹介されている。 

「Y: 68 オンラインシンポジウムに参加してみて」 

https://note.com/yonenote/n/n1bd23ad64613 

3．上記の「Y: 68 オンラインシンポジウムに参加してみて」では、「Zoom にいる人の前

提（共有）条件が、オンラインだと違いが出てくる」とした上で、「イベントへの参加度

も幅が出ている」ことを「参加度のグラデーション」と呼び、対面式と比べてオンリアン

の方が「参加度のグラデーション」の幅が大きいとしている。 
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オンライン言語教育の困難点 

‐修士論文のための先行研究レビュー‐ 

PHAM HOANG ANH (一橋大学)  

 

Difficulties in Online Language Education  

- Literature review for Master's thesis - 

Hoang Anh PHAM, Hitotsubashi University 

 

要旨：オンライン言語教育は従来の対面授業とは異なり、新たな教師の教え方、学習者の

学習方法、評価方法などの工夫で適用していく必要があるため、様々な困難点がある。本

稿ではオンライン言語教育の困難点についての先行研究を概観した結果、オンライン言語

教育の困難点の全体像が明らかになった。  

 

キーワード：オンライン言語教育、オンライン授業、ICT、困難、課題  

 

1.  研究背景と研究目的  

 テクノロジーの発展とともに、言語教育にテクノロジーを導入することが普及してきて

おり、ライブ配信やビデオ講座、ケータイのアプリなど、様々なテクノロジーがオンライ

ン言語教育に導入されている。しかし、オンライン言語教育は従来の対面授業とは異なり、

時間、場所などクラスの物理的な境界線を超えるオンライン教育の発展に伴って、新たな

教師の教え方、学習者の学習方法、評価方法などの工夫で適用していく必要がある  

(Barber et.al 2013, Ursula et.al 2020) ため、様々な困難点がある。本稿は、オンライン言語

教育の困難点についての先行研究のまとめと把握を目的とする。  

 

2.  先行研究  

 オンライン言語教育について、先行研究では様々な問題が指摘されている。Ursula 

(2020) は教師のオンライン教育スキルが問題の原因であるとし、Susan (2011) はすべて教

育学自体の本質的問題が原因であると指摘している。一方、Jacobs (2014) はオンライン

コースの主要な課題は学習者であるとしており、Yueng (2001) はインタラクティブや学生

のサポート、コース開発、コース構成、およびオンライン学習の評価方法を主要な問題と

して挙げている。しかし、これらの先行研究は題点ごとに整理されておらず、全体像が俯

瞰的に見られない (Mayes et al 2011) 。そのため、本稿では、教師側と学習者側別でオン

ラインでの言語教育に影響を与える問題や課題について整理を試みた。  

 

2.1 教師に関連する問題  

 本節は、オンライン語学教育で教師に関する問題についてまとめた先行研究である。  
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 Compton (2009) は、オンライン言語教育をするにあたり、オンライン教師にとって必

要となる新しいアプローチとスキルの特定と研究がまだ少ないとし、教師に関連する問題

を、技術的課題と教育的課題という 2 つの特定のカテゴリーに要約した。  

 オンライン言語教育の課題に対処する最初の包括的な研究の一つは、Hampel and 

Stickler (2005) によって行われたものであり、オンライン言語教育で教師に必要とされる

スキルのフレームワークがある（図 1）。Compton (2009) のカテゴリー要約から、レベル

1~3 は基本的な能力で技術的課題に関連し、レベル 4~7 は教育的課題に関連していること

に適することが分かる。 

 

図 1：Skill Pyramid  (Hampel & Stickler 2005, p. 317)  

 

 まず、技術的課題について述べる。Liu & Kleinsasser (2014) は、オンライン言語教育の

主要な課題の一つは、教師の限られた技術リテラシーまたは技術へのアクセス問題である

と指摘し、教師が必要な技術的専門知識を向上させるための十分な時間が必要としている。

急速に変化するテクノロジーにより、教師に求める必要なスキルも急速に変化しているが、

基礎的な技術のスキルは常に必要である。その他に、教師は学習者に情報へのアクセスと

技術的なサポートの案内を実際に行うようにする必要がある (Yuce 2011) 。そのためには、

教師は自身の技術使用にある程度自信を持ち、技術的な能力を向上させる必要がある  

(Knezek & Christenden 2016) 。能力不足は自信の欠如につながるため、自信の構築は、

ICT を言語教育に導入することに不可欠である  (Peeraer & Van Petegem 2011) 。しかし、

教師研修では、将来または現在の教師がこれらのスキルを伸ばすのに役立たない  (Ursula 

et al 2020) 。 

 OECD‐経済協力開発機構 (2018) によると、クラス内での ICT スキルと使用について

の調査結果では、教師が革新的な実践を授業に取り入れられるように利用できる準備とサ

Level 7
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Dealing with constraints and possibilities of 
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Level 2
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ポートが限られていることが明らかになった。調査結果によると、OECD 全体で 56%の教

師しか正式な教育またはトレーニングの一環として教育に ICT を使用するトレーニングを

受けていない。また、初期の教育またはトレーニングを完了し、具体的に十分またはとて

も十分に準備できていると感じている教師は 43％に過ぎない。さらに、OECD全体の教師

の約 18%は、教育のための ICTスキルの専門能力開発に対する高い需要を表明した。最後

に、25%の学校指導責任者が、教育にてデジタルテクノロジーの不足と不適切が質の高い

指導を提供する上での妨害になっていると報告をしており、TALIS データでは教師の ICT

使用が限られていることが述べられている  (OECD 2018: 29) 。 

 次に、教育的課題について述べる。Ernest et al (2014) では、協力的でコミュニカティブ

な学習者中心のクラス設計、育成、管理能力が ICT を活用した教育の場に適切で基本的な

教師のスキルであることが述べられている。学習者同士のインタラクションは学習者を社

会化し、協同させ、積極的に参加するために必要なコミュニティ作りのスキルを向上させ

る (Compton 2009) ため、オンライン言語教師として成功するためにはインタラクション

の機会を作ること (Hauck & Stickler 2006) としている。 

 オンライン言語教師に必要とされる能力について、Compton (2009) は、初心者と上級

者別に分けた。初心者の場合、「オンラインコミュニティの構築と社交のための戦略」「コ

ミュニケーション能力とオンラインインタラクションを促進するための戦略」「オンライ

ン言語学習のための言語学習理論」「オンライン言語学習のためのカリキュラム設計フレ

ームワーク」「オンライン言語評価の戦略」の知識の習得と処理能力が必要と主張してい

る。一方、上級者の場合、「コミュニケーション能力とオンラインインタラクションを促

進するための新しいオンライン言語資料とタスクを作成するための資料の使用と選択にお

ける創造性」「オンラインの社会化とコミュニティ構築を促進する創造性」「言語学習の直

感的な統合評価」などの要素が必要とされている。  

 また、Capra (2011) と Humphries (2010) は、教師が直面する主要な課題の一つに、時間

の問題があるとし、オンラインクラスの準備、計画、および指導にかなりの時間がかかる

ため、たくさんの時間が要求されると指摘している。   

 もう一つの課題は、学習プログラムを設定することである。クラスで教えることが得意

な教師が、簡単にオンラインに飛び込んで教えることができることは神話のような話であ

る (David & Roses 2007) 。多くの研究で特定された課題の中で、教師が従来の教育スタイ

ルをオンラインに持ち込んでおり、それが機能していないように見えるという事実がある  

(Coppola et al 2001) 。そのため、Kebritchi et al (2017) は、学生のより良い教育を促進する

ための新しい戦略を検討するオンライン語学教授法とオンライン学習プログラムを検討す

る別の方法があると考えている。  

 Easton (2003) の遠隔教育が必要とする教師のスキルの研究によると、オンライン教師

は、コミュニケーションに加えて、指導の時間と空間、仮想管理技術、および仮想コミュ

ニケーションを通じて学生を引き付ける方法のパラダイムシフトを行う必要があることを
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示した。これは、一般的で効果的な教室での指導に常に必要なスキルとされている。図 1

にあるように、オンライン言語教師に必要とされるスキルの最高レベルには、個人的な教

育スタイルを開発する能力、メディアと資料を最大限に活用する能力、学生との関係を形

成する能力、アクティブでコミュニケーション的な言語を促進するために創造的にリソー

スを使用する能力が含まれる  (Hampel & Stickler 2005) 。したがって、オンライン言語教

育に適した新しい教育スタイルを再発見し開発するためには、対面での教育経験を持つ教

師のほうが好ましい (Compton 2009) 。 

 最後の教育的課題は、オンライン言語授業における学生の評価である。これについて、

Bloxham & Boyd (2007) と Oncu and Cakir (2011) は、対面インタラクションがないオンラ

イン学習環境で教師が特に困難を感じる点として、事前に設定した学習目標を学習者が達

成できるように的確な指示や意図を伝えること、そして適切なフィードバックをすること

であると主張している。  

  

2.2 学習者に関連する問題  

 本節は、オンライン言語教育で学習者に関連する問題についてまとめた先行研究をとり

あげる。 

 学習者に関連する問題については、学習者の期待  (Luyt 2013) 、学習者のレディネス  

(Hung et al 2010, Smith et al 2003) 、学習者の参加 (Kebritchi et al 2017) の 3 つがある。  

 まず、学習者の期待について、Luyt (2013) は、学習者の過度な期待が効果的なオンラ

インコースを妨げる可能性があるとしている。例えば、オンラインコメントや宿題での E

メールに対する即時的なフィードバックへの過度な期待などである。教師は、コースの開

始時に、ルールとポリシーを明確に伝えることで、このような不適切な期待を最小限に抑

えることができることが指摘された。  

 次に、学習者のレディネスについて、Mayes et al (2011) は、すべての学習者がオンライ

ンコースに正常に参加できるわけではなく、オンラインコースに参加するために必要な学

習スタイルとスキルを特定して参加することは、学習者にとって困難な場合があることを

指摘している。日本語のオンラインコースでは、学習者がとりわけ自己規律、優れた時間

管理スキル、および自習の習慣を持っている必要があるが、すべての学習者がこれらの資

質を持っているわけではなく、問題は、学習者がこれらの資質を持っているかどうかは授

業を始めるまではわからないということだ  (Miyamoto et al 2017) 。学習者が必要なスキル

特定をする助けとして、Hung et al (2010) は 5 つの主要な包括的なレディネスディメンシ

ョンを提案した。 それは、「自主学習」「学習意欲」「コンピューターとインターネットに

関する自己効力感」「オンラインコミュニケーションに関する自己効力感」「学習者の制御」

が含まれる。教師は、これらの検証済み手段を使って、5 つのディメンション内でのオン

ライン学習者の準備レベルを特定し、オンラインコースに参加する準備が整っていない学

習者のサポートをすることができる  (Kebritchi et al 2017) 。 
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 最後に、学習者の参加についてである。オンラインでの参加がより困難な要因として、

Willging & Johnson (2004) は、クラスがサイバースペースのみに存在し、教師と学習者の

間の物理的なインタラクションの制限が他人との共同作業を困難にすると考えている。よ

って、教師は、学習者のオンライン参加の性質を認識してサポートすることに意味がある  

(Kebritchi et al 2017) 。オンラインディスカッションへの学習者の参加強化のサポートと

して、Kebritchi et al (2017) は、一般的に、音声またはビデオによるディスカッションは、

コミュニティの構築や、アイスブレイキング活動、文字情報の明確化と詳細化のために推

奨されると述べている。 

 

3.  まとめ 

 以上のように、先行研究の整理によって、オンライン言語教育の困難点の全体像が明ら

かになった。しかし、先行研究では、これらの困難点がどのオンラインの形式の問題かは

明らかになっていない。ライブ配信やオンデマンドなどオンラインの形式によって、困難

が異なることが予測される。実際に質問紙調査を行って、困難点の全体像及び、オンライ

ン形式による困難点の差異等を明らかにしていきたいと考えている。  
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日本語オンラインプレースメントテスト（LEAP）の開発 

実装・試行・評価 

佐藤 礼子・榎原 実香・山元 啓史（東京工業大学） 

 

Development of Online Placement Test of Japanese, LEAP 

SATO Reiko・EBARA Mika・YAMAMOTO Hilofumi, Tokyo Institute of Technology 

 

要旨：LEAP はレベル分けのためのオンラインテストで、短い文を聴いて一字分の空欄に

回答する SPOT テストを基に開発された。ローマ字を自動的にひらがな変換する機能を有

する。試行結果から、オンラインでも SPOT-用紙版と同様の回答行動である、問題文から

目を離さず聞く行動が実現できたようであった。既存のプレースメントテストによるレベ

ル分けと対照したところ、LEAP の得点は初級前半と中級学習者の間、中級前半と中上級

学習者の間で異なり、日本語レベルの違いをある程度判別できることが示された。また、

初級レベルで LEAP 得点の個人差が大きかったことから、初級において音声聴取能力が

LEAP 得点に影響を及ぼすことが推測された。 

 

キーワード：SPOT 形式、評価、簡易テスト、文法項目、難易度 

 

1. はじめに  

 本研究の目的は簡易にできる Web 版プレースメントテストを開発することである。テ

ストの形式として実績のある SPOT 形式（小林ら, 1996; 音声を聞きながら括弧にひらが

な 1 文字を書く形式の時間制限のあるテスト）を採用した。SPOT-Web 版（小林, 2005）で

は Web 化に伴い、回答形式が四肢選択に変わったこと、問題項目をランダムにしたこと、

音声が明瞭になったことで、SPOT-用紙版とは異なる評価法になったことが報告されてい

る。本研究では SPOT-用紙版の、スピードテスト、ひらがな 1 文字という簡易な回答行動、

クリアな単音を聞き取るのではなく多少の雑音の中でも文脈を推測しなければ回答できな

い音声の開発を目標とした注 1。各問題文の構成は SPOT-用紙版の形式に準じてはいるが、

単語・表現・括弧の位置のいずれにおいても SPOT と異なるため、本研究では LEAP 

(Language assEssment for Active Performance)と呼び、SPOT と区別する。 

 

2. 開発・仕様 

 問題文は長くても 30 文字程度で、助詞、述語の活用、文法要素について 1 文あたり 1

文字分を回答させる。問題文の例は「きょうの試験、思った（よ）りむずかしかったな。」

「今日中に先生に会（え）ればいいんですが。」で、漢字にはルビを付した。問題は、読

み方、文体をはじめ諸要因の異なる C、D、E、F、G の 5 バージョン、各版 30 問ずつ作成

した。読み上げスピードは自然な速さとし、各版 3 分以内の長さであった。録音は Zoom
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を用いて行い、音声にはカセットテープのような音質になるようノイズ注 2 を加えた。 

SPOT-Web 版は四肢選択形式で、音声とともに問題文 1 問とその選択肢が表示され、マ

ウスで回答すると次の問題文の画面に遷移する方式であった。LEAP では、ローマ字入力

でひらがな 1 文字を括弧に入力し、回答する形式にした（図 1）。30 問すべての問題文が

1 ページに提示され、各問題文の音声（問題間のポーズは 2 秒）が連続して流れる。音声

とともに Tab キーで次の括弧に移動し、ローマ字でひらがなを入力する形式にした。IE8

を除く一般的なブラウザを使い、JavaScript を有効、日本語入力 IME オフ（自動設定）で

実施できるようにした。受験方法を指示したページで、ローマ字入力方法とテストの練習

ができる。練習問題は 10 問で回数に制限はない。本番は 1 回のみ受験できるように制限

を施した。本番は、音声読み上げが終了するか Submit ボタンを押すかで完了する。 

 

 
図 1：LEAP テストのローマ字入力場面（練習問題） 

 

3. LEAP テストの試行 

3.1 システムの動作 

 テスト受験した学生複数名に受験した際に思ったことをインタビューした。日本語入力

システムを OFF にする機能も動作し、ローマ字・仮名変換に対する問題はなかった。テ

スト時間はほぼ音声再生時間と若干の通信ラグであり、全員の学生がテストを中断するこ

となく受験できたことが確認できた。 

 

3.2 日本語レベル別の LEAP 得点の分析 

日本語コース開始時に、オンラインでプレースメントテスト（語彙・文法、四肢選択形

式）注 3 と LEAP を実施した。自己申告により初級者は LEAP-C、F、G を、中級者は C、

D、E を受験したため、本稿では全ての学習者が受験した LEAP-C の結果を分析する。 

受験者は 147 名、LEAP-C の平均得点（以下、LEAP 得点）は 23.0 であった（最大値 30、

最小値 2、SD = 6.1）。図 2 にプレースメントテストで判定した日本語レベル別の LEAP 得

点を示した（初級前半 n=37、初級後半 n=23、初中級 n=14、中級前半 n=25、中級後半 n=35、

中上級 n=13）。LEAP 得点の平均値は初級前半からレベルが高くなるにつれて高くなり、

中級後半・中上級では満点に近かった。初級前半・初級後半は中級レベル（初中級～中上

級）と比べて得点にばらつきが大きかった。 
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図 2：日本語レベル別の LEAP 得点 

 

 LEAP 得点について Kruskal-Wallis 法で検定を行い（χ2 (5) = 65.57, p < .001）、Wilcox の

順位和検定で多重比較を行った。有意水準は 5％とした。その結果、初級前半と中級（初

中級・中級前半・中級後半・中上級）の間、初級後半と中級後半・中上級の間、初中級と

中上級の間、中級前半と中上級の間に差が認められた。このことから、LEAP は日本語レ

ベルによって得点が異なることが示され、初級学習者と中級学習者の間、中級の中でも中

級前半学習者と中上級学習者の間で得点に差があることが確認された。しかしながら、よ

り細かいレベル判定に必要となる、初級前半と初級後半の間、中級のレベル間については

有意な差はみられなかった。 

 

4. 考察 

4.1 システム全般 

SPOT-Web 版は四肢選択であったが、LEAP ではローマ字入力でひらがな 1 文字を回答

する方式にしたことで、オンラインでも SPOT-用紙版と同様の回答行動、すなわち問題文

から目を離さず聞く行動が実現できたようであった。 

 

4.1   LEAP 得点と日本語レベルとの関係 

LEAP 得点が初級からレベルが上がるにつれ高くなったことから、LEAP は既存のプレ

ースメントテストと同様の傾向を示したと言える。その一方、初級前半・初級後半レベル

で LEAP 得点の個人差が大きく、あまり回答できない学習者もいれば、正答率が低い（難

しい）項目でも聞き取れる学習者もいた。今回、音声にノイズを入れることで、音声の聞

き取りのみで回答することを回避しようとしたが、ヘッドホン等で聴取することにより、

自然な環境での聴解と比べて音声が聞き取りやすくなったことも考えられる。ただし、初

級と中級の間で得点の差があったことから、ノイズの効果は一定程度あったと考えられる。 

 

5. おわりに 

今回開発した LEAP では、初級と中級のレベルの違い、中級の前半と中上級のレベルの
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違いを判別できた。ただし、理解を伴わなくても音声を聞き取れる能力が結果に影響する

こと、日本語能力が高いレベルでは天井効果がみられること、より細かいレベル判定が困

難であるという課題が残された。音声の明瞭さを操作する、理解や記憶をさせながら音声

を聴取させるなど、より実際の日本語運用能力を測るテストになるよう改善したい。 

 

注 

注 1 不明瞭な録音による SPOT-用紙版の得点が Web 版になると高い得点になっている（小林, 2008）。 

注 2 録音後の編集作業では、Audacity のイコライザ機能を用い、コサインカーブ（200Hz-400Hz, 

1000Hz-1400Hz）部を-10db に変更して加工を施した。 

注 3 初級前半の学生は日本語未習者であるため、プレースメントテストは受けていない。 

 

参考文献 
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ター日本語教育論集』20: 67-82. 
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ベトナムの技能実習生教育機関におけるオンライン日本語教師教育  

西谷まり（一橋大学） 

 

Online Japanese language teacher training at a technical intern training 

institution in Vietnam  

Mari NISHITANI, Hitotsubashi University  

 

要旨：技能実習生教育機関では元技能実習生が日本語教育を担っていることが多い。ベト

ナムの技能実習生教育機関で日本語を教える元技能実習生 21 名を対象に行った調査結果

から、日本語の上達を来日目的の一つと考えていた調査対象者は、日本人との交流と日本

語の自律的学習を積極的に行い、日本語を習得、帰国後に日本語教師になっていることが

わかった。しかし、日本語及び日本語教育方法の向上には課題があることも明らかになっ

た。本発表では、ベトナムの技能実習生教育機関で日本語を教えているベトナム人教員を

対象にオンラインで行った日本語教師教育及び、その後に継続中の「雑談ペアプロジェク

ト」の内容とその効果について報告する。 

 

キーワード：ベトナム、技能実習生、オンライン、雑談、不安、失敗  

 

1. はじめに 

国際交流基金による日本語教育調査（2018 年 5 月〜2019 年 3 月）によれば、ベトナム

の日本語学習者は 174,521 人であり、教員数は 1,795 人となっている。最も増加率が高か

ったのは、国全体の学習者数の約  3 分の 2 を占める学校教育以外のカテゴリであるとさ

れる。以前は日本語教育が実施されていなかった地方部でも技能実習・研修候補者向けの

予備教育を行う機関などが確認されており、日本からベトナムに帰国した元技能実習生が

地元で機関を設立するケースもあると述べられている。  

1993 年「技能実習制度に係る出入国管理上の取扱いに関する指針」 (平成 5 年法務省告

示第 141 号)により、在留資格「特定活動」の一類型として技能実習制度が創設された。

2016 年におけるベトナムからの技能実習生の数は４万人を超え、それまで最多であった

中国を抜いて国別では初めて第１位となった。  

技能実習制度は、研修終了後、研修で修得した技術等をよりスキルアップできるように

することが前提となっている。しかし、帰国後に日本で習得した技術を生かして働く者は

数少ない。一方、日本滞在中に日本語能力を高め、帰国後に技能実習生送り出し機関で日

本語教育に携わる者は多く、技能実習生送り出し機関のほとんどはこうした元技能実習生

が日本語教育を担っている。元技能実習生日本語教師らが実際に日本で従事していた仕事

は、帰国後にステップアップする技能にはつながっていない。そんななかで、実習生教育

機関の日本語教師、営業、事務といった仕事はある程度「いい仕事」と考えられている。
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自らが日本語を勉強した教育機関に戻る場合も多いが、まったく違う会社で働く場合もあ

る。彼らは異口同音に「日本語を教えることが楽しい」、「教師という仕事は尊敬されるい

い仕事だ」と語っている。  

発表者は 1998 年からベトナムの日本語教育・日本語教師教育に携わっている。2019 年

４月から 2020 年 1 月にかけて、研究休暇でベトナムに滞在し、技能実習生教育機関３社

においてベトナム人日本語教師の養成を担当し、そのうち２社でベトナム人元技能実習生

日本語教師に対する調査を行った。本発表では、その調査結果及び技能実習生教育機関の

ベトナム人教師に対するオンライン研修、そして、現在も継続中である「雑談ペアプロジ

ェクト」について報告する。  

 

2. 技能実習生教育機関の現状とコロナ禍におけるオンライン教育の普及  

発表者は日本語を教える元技能実習生 21 名を対象に 20 項目の質問紙調査を行った（西

谷 2021）。調査結果から、日本語の上達を来日目的の一つと考えていた調査対象者は、日

本人との交流と日本語の自律的学習を積極的に行い、日本語を習得、帰国後に日本語教師

になった流れが見えてくる。元技能実習生日本語教師は、日本での仕事と生活を楽しみ、

日本の仕事のやり方を習得し、帰国後は「日本に行ってよかった」「技能実習生制度は良

い制度だ」と結論づけていることが明らかになった。  

 

 

図１ 調査対象者の来日から帰国までのプロセス 

 

しかし、日本語教師としての職場への定着と日本語及び日本語教育方法の向上には課題

があることも明らかになった。  
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3 オンライン日本語教師研修  

2020 年度はコロナ禍の影響で、発表者の勤務先の大学では全面的にオンライン授業が

行われ、2021 年度には対面とオンラインを同時に行うハイフレックス授業が行われてい

る。2020 年度にオンライン授業を受講した留学生を対象に行った調査では、留学生たち

はオンライン授業を楽しみ、満足し、将来役に立つと感じている傾向が高いことが明らか

になった（西谷 2020）。オンライン授業のメリットは（1）移動の時間がなく、時間を有

効に活用できること（2）何度も繰り返し視聴できる、その場でオンライン辞書などを活

用できること（3）ブレイクアウトセッション、画面共有などのツールが新鮮で有効であ

ること（4）日本語や日本の授業のやり方に関する不安が軽減されることであった。一方、

オンライン授業のデメリットとしては、インターネット通信に関連したトラブル、クラス

メートや教員とのコミュニケーション不足に関する問題が挙げられた。  

日本語教師教育に関して、発表者は 2020 年度に大学院日本語教育専攻の学生を対象に、

オンラインで模擬教育実習の指導を行った。受講生は 9 名であり、授業後のアンケートか

ら、オンラインで行う模擬授業は一定の効果が認められた。  

発表者は、2021 年 5 月に技能実習生教育機関からの依頼を受け、オンライン日本語教

師研修会を開催した。機関側の要望を受けて、オンライン授業の改善方法を中心に 2 時間

の研修を行った。研修に先立って、「オンライン授業で困ったこと、失敗したこと、うま

くいったこと」についての調査に答えてもらった。研修受講者はベトナム人教師 6 人と日

本人教師 2 人の合計 8 人であり、全員から調査票の回答を得た。  

 困ったこと・失敗したこととして、共通に出てきたものは「通信不安定」のために、指

導が中断したり、効果的に実行できなくなったりするという問題である。他にも「テスト

の実施が難しい」「学習者の状況を把握できない」「教室のような活動ができないので授業

が単調」といった問題点が挙げられている。逆にうまくいったことについて共通に出てき

たものは「映像、音声、ビデオを使用して、学習者に鮮やかな内容を伝えることができ

る。」「学習資料が保存されていて、学習者はいつでも、どこでも簡単に復習できる。」と

いう点である。また、「普段の授業では挙手して発言するのが苦手だった実習生が積極的

に発言できるようになった」という意見もあった。  

 研修はまず、事前調査の内容を全員で確認したあとに、2 人のベトナム人教師が模擬授

業を行い、発表者が質問・コメントをする形で進めた。活動や練習の部分が不足している

ことがわかったため、発表者が用意した資料を用いて、ブレイクアウトルームを使ったペ

アワーク、チャットを利用した活動などを行った。次回の研修では、オンライン授業にお

いて行う多様な活動について紹介、実践をしていきたいと考えている。  

  

4 雑談ペアプロジェクト  

研究休暇中に行った、対面での教師研修では「雑談ができるようになりたい」という声

が多く聞かれた。実際、「日々の私たちの会話を注意深く観察してみれば、特定の課題の
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遂行を目的としていない単なるおしゃべりが大部分を占めている（西郷ほか 2018）」。

2021 年に行われた日本語教育学会春季大会の一般公開プログラムでは「技能実習生の仕

事中の事故が少ないのは、普段から雑談ができている職場だ」という指摘があった。これ

は、雑談ができる人間関係を生み出すことが、ものごとを円滑に進めるために重要である

ことを示している。ここで言う雑談とは、特にテーマを定めないで気楽に会話することを

指す。世間話と言い換えることもできる。塩入（2021）は、技能実習生と大学生グループ

が定期的に会話する機会を提供することによって、会話のできる日本人の存在は言語能力

向上に有効であること、日本の社会や文化への理解が進むことを報告している。  

今回のオンライン研修を受講したベトナム人教師の中から、経験の比較的浅い 3 人が日

本人との雑談を希望したため、「雑談ペアプロジェクト」をスタートすることにした。日

本人とベトナム人の概要は表１に記す。日本人は筆者及び筆者の親しい友人 3 人である。

ペアのマッチングは性別、日本人各人の外国人との接触経験などを考慮して発表者が行っ

た。雑談のツールは zoom ミーティングか LINE テレビ電話を用いた。1 回の雑談時間は

30 分程度とした。  

 

表１ 雑談ペア参加者の概要 

国籍 名

前 

性別 年齢 日本語力  

（帰国時・現在）  

技能実習内容 

 

日本語

教育歴 

ベトナム  A  女性 27 歳 N3 レベル・N2 合格 プラスチック成形  2 年 

B 男性 31 歳 N3 レベル・N2 合格 溶接 4 年 

C 男性 27 歳 N3 レベル・N2 合格 シート組み立て  2 年 

 背景 

日本 D 男性 61 歳 定年退職後研修講師、海外駐在出張経験豊富  

E 女性 61 歳 不動産業、アメリカ滞在経験あり  

F 男性 61 歳 定年退職後無職、ベトナム駐在 6 年間 

 

第 1 回の雑談日時を決めるために、発表者 3 組の LINE グループを作った。初回の雑談

が円滑に始められるかどうかには不安があったが、すべてのペアがそれぞれ約束した時間

に雑談を始めることができ、好調な滑り出しであった。初回雑談修了後に、ベトナム人教

師からは「今日は本当に有り難うございました。楽しかったです。又来週話しましょう。」

というお礼のメッセージが、日本人からは「ご自分から積極的によく話していました。私

に質問もしてくれて。お互い黙ってしまうような時間は、できないかなあという印象。」

といったメッセージが届いた。  

E 氏から「技能実習生と日本語能力試験ついて、大まかな概要が知りたい」という要望

があり、D 氏、F 氏含めて参考資料を送付した。技能実習生については、制度の概要、出

214



国するまでの日本語教育と教育機関に支払う手数料、来日後の労働環境等を、日本語能力

試験1については、N1～N5 に合格するのに必要な時間や可能な言語技能の説明を行っ

た。さらには、技能実習生は介護については N3 合格が条件であるが、その他の技能実習

生は N5，N4 レベルで出国することなどの情報を提供した。  

 

5 不安と失敗に着目  

発表者は非母語話者日本語教師の不安の実態を明らかにし、不安と失敗に着目した指導

方法を開発し効果測定を行ってきた（西谷 2012、2013、2014）。不安そのものを変化させ

ることは難しいが、 失敗の効用認識にアプローチすることで学習者の意識を変化させる

ことができることが明らかになっている。失敗から学ぶ方略を指導すると、不安があって

もリスクを恐れずに使ってみようと考え、失敗した場合にはその場で間違いについて確認

し、人間関係を悪くする可能性を最小限に抑える方略を使用できるようになる。この不安

と失敗に着目した指導方法を今回の「雑談ペアプロジェクト」にも適用する。  

雑談 1 回目終了後にベトナム人日本語教師に対して 3 つの質問をした。①「日本語の雑

談、おしゃべりをするときに不安なことは何ですか」②「日本語の雑談、おしゃべりがう

まくいかない時、その原因は何だと思いますか」③「間違った日本語はなおしてほしいで

すか」である。それぞれの質問に対する回答を以下に挙げる。  

① 長い文を話す時に相手に充分に伝えられない。日本語の間違い。 

② 言葉や文法をまだ身に付けていないから。日本語に接する環境が少ないため。会話力

があまり高くないため。語彙が少ないから。 

③ 「全部直してもらいたい」と 3 人が回答している。  

 雑談を３か月程度継続した後で、「聞き返し」「時間稼ぎ」「話題転換」といった雑談ス

トラテジーの知識提供と実践も同時に行う予定である。具体的には、「わかったふり」を

して、会話の遂行がとん挫した場合を例に、自分の話が伝わっているかどうか不安な時に

どのような日本語で確認するか、といったことを実際の雑談会話の録音を材料に検討す

る。また、ベトナム人教師は「間違いは全部直してほしい」と希望しているが、実際の会

話の途中で、すべての間違いを直していては、会話がスムーズに進まない。日本語を少々

間違っても大丈夫である場合と大きな誤解につながるので修正が必要な場合を、日本語会

話だけでなく、母語での会話と比較検討するといったことも有効であろう。 

 

1 N1：幅広い場面で使われる日本語を理解することができる。学習時間 900 時間程度。N2：日常

的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解するこ

とができる。学習時間 600 時間程度。N3：日常的な場面で使われる日本語をある程度理解するこ

とができる。N4：基本的な日本語を理解することができる。学習時間 300 時間程度 N5：基本的な

日本語をある程度理解することができる。学習時間 150 時間程度。  
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6 おわりに 

 ベトナムにおける日本語学習者及びベトナム人日本語教師の多くが、技能実習生教育機

関に属していることは日本国内ではあまり知られていない。帰国した元技能実習生が日本

語教師として次の実習生を教えるという構図は、今後も維持される可能性が高い。実際に

技能実習生の経験がある人々が送り出し側で日本語教育に携わることで、送り出し体制の

改善、また、送り出し人材の質的向上に貢献しうると考えられる。技能実習生教育機関の

日本語教師の質を高めることは喫緊の課題である。現在継続中の「雑談ペアプロジェク

ト」の成果を検証し、効果的な教師教育の方法を検討していきたい。  
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日本語初級学習者対象のハイフレックス型授業の実践報告 

米本和弘（東京医科歯科大学）、今村圭介（東京海洋大学）、佐藤史子（東京医科歯科大

学）、福本亜希（東京医科歯科大学）、室田真由見（東京医科歯科大学）  

 

Implementation of the HyFlex model into a beginner-level Japanese course 

Kazuhiro YONEMOTO, Tokyo Medical and Dental University Keisuke IMAMURA, Tokyo 

University of Marine Science and Technology Chikako SATO, Tokyo Medical and Dental 

University Aki FUKUMOTO, Tokyo Medical and Dental University Mayumi MUROTA, 

Tokyo Medical and Dental University 

 

要旨：本稿では東京の大学の大学院留学生を対象とした初級集中日本語コースにおいて行

われたハイフレックス型授業の実践を取り上げ、その実践を報告する。学生と教員に対す

る半構造化インタビューから得られたデータを基に、1）ハイフレックス型授業での言語

学習の経験、2）学生の情意的側面への影響、3）教員の授業運営への影響という 3 つのテ

ーマから、ハイフレックス型授業の有効性と課題について評価、考察する。その中で、ハ

イフレックス型授業を実施する上で考慮が必要となる要素、さらに、今後、検討と改善を

すべき点について述べる。 

 

キーワード：ハイフレックス型授業、対面とオンライン、日本語初級学習者、実践報告  

 

1. 実践の背景 

 ハイフレックス型授業とは、同一の教員が対面で行う授業を、学生は各自の必要性に応

じて、対面、もしくはオンラインでの受講を選択できる授業形態である（京都大学，

2020）。コロナ禍を契機として、学習機会の確保を目的に、様々な形態で授業が行われる

ようになり、それに対応するための環境の整備や必要な技術など情報共有は進みつつある。

対面とオンラインが混在する看護学生対象の同期型授業を「探求の共同体」という枠組み

から分析した Laforune & Lakha (2019)は、授業の構成や学習を支援する教師の役割という

観点で、対面とオンラインの学生では感じ方が異なることを指摘すると同時に、学習の意

味づけや深化、他者とのつながり、情意的側面にも、学習内容や授業形態、さらに学習環

境が影響している可能性を指摘している。ただ、言語教育に焦点を当てたハイフレックス

型授業は実践（プレフューメ，2020 等）もまだ限られており、今後よりよい授業を検討

する上で、実践の蓄積とそこから得られた知見の共有が必要不可欠であると言える。そこ

で、本発表では初級日本語コースで実施したハイフレックス型授業の実践報告を行うとと

もに、学生と教員の振り返りに基づき、その有効性と課題について評価、考察をすること

を目的とする。  
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2. 実践の概要 

2.1 コースの概要 

 本実践報告では、東京の A 大学の大学院留学生を対象とした初級集中日本語コースを

取り上げる。これらの留学生は、学位取得を留学の目的としているが、基本的に英語で学

位取得が可能であり、研究等に日本語は必要不可欠ではないことから、生活において必要

な日本語を学習し、キャンパス内外での生活をよりよいものとする機会を提供することを

コースの目的としている。授業期間は 16 週間で 1 週間に 13 コマ（1 コマ 90 分）あり、7

名の教員がチームティーチングを行なった。教室内では媒介語として英語を使用した。 

 

2.2 実践の流れ 

 本報告で取り上げる 2019 年 4 月から 10 月にかけてのコースは、4 名の学生が受講し、

うち 2 名が、来日の時期がずれたこと等を理由に、授業期間 16 週間のうち最初の 2-3 週

間程度、国外（2 名とも日本との時差はマイナス 2 時間）からオンラインで参加した。う

ち 1 名はコース開始当初からオンライン、もう 1 名はコース開始 2 日目までは対面で授業

を受け、一時帰国し、その間、オンラインで参加した。そのため、オンラインが 1 名で対

面が 3 名となった時期もあった。  

 オンラインの学生は、実践時の状況から Skype を使用し授業に参加した。教室にはデス

クトップ型パソコン 1 台を置き、パソコン画面にオンライン参加の学生を映すと同時に、

内蔵のカメラおよびマイクで教室内の映像と音声を配信した。オンラインの学生とは映像

と音声に加えて、メール及び Skype のチャットでコミュニケーションを図った。  

 コース開始時から、来日時期に関してはある程度見通しが立っていたため、従来から当

該コースで使用していた市販の日本語教科書を用い、基本的には対面授業の内容やスケジ

ュール等は変更することなく、オンラインの学生も参加しやすいよう方法を多少修正する

形で授業を実施した。具体的には、パソコンの共有画面を使用し板書をしたり、オンライ

ンの学生には授業前に必要な資料を送付したり、活動に合わせオンラインの学生と対面の

学生、オンラインの学生同士、対面の学生同士等、ペアを組み替えたりした。  

 

3. 振り返りと考察 

 ここではオンライン参加だった学生が対面授業に合流した、コース開始約 3 週間後に実

施した半構造化インタビューで得られたデータをもとに実践を振り返る。インタビュー調

査は、事前に調査に関する承諾を得た上で、学生 4 名（約 30 分の個別インタビュー各 1

回と 4 名でのグループインタビュー1 回）と教員 7 名（約 30 分の個別もしくはグループ

インタビュー各 2 回）に対し行なった。インタビューでは授業を振り返り、どのような経

験をし、どのように感じたかという点に焦点を当てた。その後、全てのデータを書き起こ

した上で質的に分析した。以下、1）ハイフレックス型授業での言語学習の経験、2）学生

の情意的側面への影響、3）教員の授業運営への影響という 3 つのテーマに沿って述べる。  
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 ハイフレックス型授業の実施は、学習機会の保障という観点から学生、教員双方から概

ね肯定的に評価されていた。学生は、オンラインで参加している場合であっても、オンラ

インの学生がいる場合であっても、日本語そのものに関する学びという点においては対面

とオンラインでは差異がないことを明示的に述べていた。教員もコミュニケーションの真

正性の観点から、オンラインと対面の学生の間で、現実の場を共有していないという違い

を効果的に使うことができる可能性を指摘していた。その他、興味深い点として、ハイフ

レックス型授業により、学生間および学生と教員間の関係性に影響を与えていたことが挙

げられる。学生からは、オンラインの学生が加わることにより、教員と学生間に存在しが

ちな教える／教わるという関係が薄れたことが、そして、教員からは、学生間で積極的に

教え合う様子や学生間で非言語的要素も活用する等、工夫しながら伝え合おうとする姿勢

が見られたことが指摘された。この点に影響を与えた要因として、データからは、講義形

式の授業ではなかったこと、個人の理解度の問題ではなく、インターネット状況により理

解が難しいと考えた可能性があることが窺われた。さらに、対面の学生にとっては、オン

ラインの学生とは異なり、教員と一緒にいるという状況に加えて、1 台のデスクトップを

共有することで、学生間および教員との物理的・心理的距離が近くなったことが、オンラ

イン側の学生にとっては、自宅から参加できることにより、心理的負担が軽減されたこと

が、それぞれの関係性に肯定的な変化をもたらした可能性が教員から指摘された。  

 上記の通り、特に教員から見た時、オンライン参加の学生がいた場合であっても、学生

間で良好な関係性が構築されている様子が印象に残っていることが窺われた。この点に関

し、比較的短期間のうちに全ての学生が対面になる見通しがあったことや少人数であった

ことで、お互いに教えあったり、お互いについて知ろうと思ったりできた可能性が指摘さ

れた。ただ、その一方で、対面の学生からは、オンラインの学生との関係性は対面の学生

間の関係性と全く異なり、オンラインの学生とは授業内で一緒に練習をしたりする学生と

いう認識にとどまることが指摘された。オンライン参加を経験した学生も同様に、例えば

学習内容の理解に問題があった場合でも声を上げにくい状況があったり、即時的なコミュ

ニケーションの難しさに違和感を感じたりといった、学習活動への参加に関しての難しさ

を指摘していた。加えて、オンラインでは他の学生についての理解を深めることが容易で

はないといった他者との関係性構築に関する難しさについても言及していた。そのため、

ハイフレックス型授業には上記のように評価できる部分はあるとしながらも、特にオンラ

インでの学習を経験した 2 名がどちらも対面での授業のほうを好むと明示的に答えていた。

このように、他者との関係性という学生の視点に特に影響を与えた要因として、例えば、

学習内容とは関係のない雑談や授業時間外の昼食の時間といった活動や、現在の天候や地

震、寮の問題といった共通で経験している話題等、現実の「場」を共有していなかったこ

とが挙げられる。  

 教員も学生と同様、ハイフレックス型の授業でも、日本語そのものの指導は可能であり、

授業中、発話者に聞き手の注意がより向く可能性があるといった良さは指摘しつつも、対
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面による授業では可能であった点が困難になったことに言及する声が多く聞かれた。それ

は、例えば、対面では教師の問いかけに対する学生の小さな反応等、理解を把握するため

の情報が得やすいことや、即座に適切な指摘や訂正ができることといった直接指導に関わ

るものに加え、雑談を通してのクラスの雰囲気作りや学習についての話題作りといった、

上記の関係性構築に関連するものもあった。類似する点として、特にオンラインの学生か

らは、対面の学生同士で行われている会話が聞こえづらかったり、教室内で教師が提示す

る資料等が見えづらかったりといった、設備や準備に起因する問題点が指摘された。この

点で、対面の学生、オンラインの学生というそれぞれの異なる状況を理解し、異なる対応

をしつつも、教員の役割として、二つの集団として見るのではなく、一つの集団として見

ることを期待する声が学生から聞かれた。これらの経験から、教員からは、性格といった

個人差や学生の人数、対面とオンラインの学生の割合、各学生の日本語のレベル等を考慮

しながら、ハイフレックス型授業に適した活動や授業中の対応、教室の座席配置やスクリ

ーン等の設備、学生間の関係性構築における教員の役割等について検討しておく必要性が

指摘された。  

 

4. まとめ 

 本実践からは、対面もしくはオンラインのみとは異なる効果がハイフレックス型授業に

は期待できる可能性とともに、ハイフレックス型授業を実施する上で考慮が必要となる要

素、さらに、検討、改善をすべき点が明らかとなった。特に、授業内では学生間において、

表面上は良好な関係性が構築されているような場合であっても、Laforune & Lakha (2019)

が指摘しているように、ハイフレックス型授業そのもの、またそれを通して得られるもの

に対して、対面の学生とオンラインの学生とでは異なる捉え方をしていることが窺われた。

この点から、ハイフレックス型授業を実施する上で、本実践で浮かび上がってきた課題を

どのように乗り越えていくのか、さらに、本実践のように言語習得のみを目的としない場

合、対面という環境でのみ得られる影響についても十分に検討した上で、実践を行う必要

性があることが示唆された。  

 

参考文献 

京都大学. 「ハイブリッド型授業とは」https://www.highedu.kyoto-

u.ac.jp/connect/teachingonline/hybrid.php（2020 年 2 月 4 日参照）  

Laforune, A.-M., & Lakhal, S. (2019). Differences in students’ perceptions of the community of 

inquiry in a blended synchronous delivery mode. Canadian Journal of Learning and 

Technology, 45(3), 1-19. 

プレフューメ裕子. 2020. 「テキサス州のベイラー大学における COVID-19 対策とハイフ

レックス型言語授業の実践」https://youtu.be/VNdrYCrdHkY（2020 年 2 月 4 日参照）  
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単語レベル判定 Web APIおよびスマートフォン対応アプリの開発 
北村達也、粟井彗太（甲南大学知能情報学部） 

 

Development of Web API and smartphone apps for evaluating Japanese word 
level 

Tatsuya KITAMURA, Keita AWAI, Faculty of Intelligence and Informatics, Konan University 

 

要旨：リーディング・チュウ太の単語レベル判定機能を Web API として実装した。Web 

API とは Web サーバー上に公開されているプログラムであり、別のプログラムからイン

ターネットを介して利用することができる。本研究で開発した単語レベル判定 Web API

は、日本語のテキストを受け取るとそれを形態素解析し、各単語のレベル（旧日本語能力

試験出題基準）を JSON 形式にて返す。ユーザーはこの Web API を活用して独自のプログ

ラムを開発することができる。本研究ではその利用例として iOS アプリと Web アプリを

開発した。 

 

キーワード：単語レベル、Web API、アプリ、エディタ、やさしい日本語 

 

1. はじめに 

 インターネット上の日本語学習支援システム「リーディング・チュウ太」は、川村らに

よって開発され、1997 年の公開以来、日本語教育・学習用のツールや教材を提供し続け

てきた。このシステムは 2021 年 3 月には運用を終了する予定であったが、多くのユーザ

ーの要望により東京国際大学から筑波大学に移設され、サービスが継続されている。教育

用の Web システムがこれほどまでに長期間に渡って運用されている事例は数少ない。 

  リーディング・チュウ太は、Web ブラウザ上のテキストエリアに入力された文章を形

態素解析し、各単語の辞書情報やレベルを示すことができる。中でもニーズの高い機能は

単語のレベルを表示する機能（川村・北村、2013）であり、昨今では教育目的のみならず

「やさしい日本語」を書くためのツールとしても広く利用されている。 

  リーディング・チュウ太の公開当時はインターネットへの接続にはパソコンを使うのが

一般的で、ほぼ全てのユーザーがこのシステムをパソコンから利用していた。しかし、そ

の後の Internet Communication Technology (ICT)に関する技術やサービスの進歩によって、

現在ではスマートフォンなどのデバイスを用いてアクセスするユーザーも多い。フレーム

分割を用いた出力画面のデザインは、ディスプレイが小さいスマートフォンには不向きで

あるため、本研究では単語レベル判定機能をこれらのデバイスに対応させることを試み

た。その際、開発者の手間を減らすとともに、ユーザーのデバイスへの負荷を減らすため

に Web API を利用した。本稿ではこの開発について報告する。 
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2. 単語レベル判定 Web API とその利用例 

2.1 単語レベル判定 Web API 

  Web API とはネットワーク経由で呼び出すプログラムであり，Webページにアクセスす

るように URL を指定して呼び出すことができる。ユーザーは使用する Web API の中身や

原理を知らなくても入出力関係さえ理解していれば任意のプログラミング言語から利用で

きる（水野、2020）。  

  本研究では、日本語テキストを受け取るとその中の各単語の品詞と単語レベルを送り返

す単語レベル判定 Web API を開発した。Web API側でテキストを受信すると、IPA 辞書ベ

ースの MeCab（https://taku910.github.io/mecab/）にて形態素解析を行い、各単語に対して

品詞および旧日本語能力試験の出題基準に基づいて単語レベルを付与し、JSON というデ

ータ形式にて返信する。つまり、リーディング・チュウ太の単語レベル判定機能を Web 

API化したものである。この Web API は Flask というウェブアプリケーション用フレーム

ワークを利用し、Python にて実装されている（クジラ飛行机、2020）。ユーザーから Web 

API へのテキストの送信は HTTP通信の POSTメソッドで実現しているため、比較的長い

文章も送信できる。 

 

2.2 単語レベル判定 Web API を利用したアプリ 

  上述の単語レベル判定 Web API を用いて iOS 用のアプリ（図 1）と Web ブラウザ上で

動作するソフトウェア（図 2）を試作した。いずれもテキストエリアに入力された日本語

テキスト内の単語をレベルに応じて色分け表示する。前者は Swift、後者は JavaScript に

て実装されている。このように、Web API を用いることによって、サーバー側のプログラ

ム（Python）を意識することなく、自由にプログラミング言語を選択できる。 

  本稿では特に後者について説明する。このソフトウェアは、Web ブラウザ上で実行で

きる単語レベル判定機能付きのエディタである。図 2 に Android スマートフォンでの実行

例を示す。レスポンシブルデザインを採用しているため、実行するデバイスの画面サイズ

に応じたデザインに自動的に切り替わる。テキストエリアに日本語テキストを入力し、

Checkボタンをクリックすると、単語のレベルに応じて色分け表示される。このソフトウ

ェアは「エディタ」であるので、色分け後も編集とレベル判定を繰り返すことができる。

これはリーディング・チュウ太と大きく異なる点である。もちろん、本研究にて提案した

Web API を用いてリーディング・チュウ太のように結果出力時に画面が切り替わるシステ

ムを開発することもできる。 

 

3. おわりに 

  本研究では、日本語教育・学習用システムを柔軟に開発できるようにするために単語レ

ベル判定 Web API を開発し、iOS アプリと Web ブラウザ上のソフトウェアを試作した。

このようなソフトウェアの部品が多数公開されるようになれば、ソフトウェアが自由にか
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つ柔軟に、そして短期間で開発できるようになり、ユーザーもその恩恵を受けやすくな

る。 

 

 
図 1：単語レベル判定 Web APIを利用した iOSアプリをエミュレーターにて実行した様子 

 

 

 

図 2：単語レベル判定機能付きエディタをスマートフォンで実行した際のスクリーンショット 
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要旨：本研究では、語彙データベースを応用し、特定の語彙特性を持つ語や文字などにつ

いて穴をあけるウェブツールを試作した。ウィンドーにテキストを貼り付け、条件指定し

て作成ボタンを押すだけで作成でき、ダウンロード、加工もできる。区切り単位として、

語/文字/節/文を指定でき、語の選択では、頻度レベル、品詞、語種、語彙ジャンル、穴あ

け間隔などを指定できる。文字の場合は、文字種、頻度レベル、穴あけ間隔などを指定で

きる。また、語/文字/節/文に共通の指定項目として、フリガナの有無、穴にした部分を選

択肢として残すかどうかを指定できる。語彙力や文法力の評価、自律学習や授業への応用、

語彙リスト作成、未知語の意味推測への研究など、多方面での応用が期待される。  

 

キーワード：語彙特性、穴埋め、クローズテスト、テスト自動生成、自律学習  

 

1.  はじめに 

テストは学習者の知識や学習内容の理解度の評価に不可欠だが、テスト項目の作成は知

識と時間を必要とし、教師の大きな負担である。テストの自動生成は教師の労力の節約に

役立つだけではなく、学習者の自律学習の助けにもなる。特に、e-learning システムの大

規模化に伴い、近年、テスト自動生成システムに関する研究が注目を集める（Kurdi, et al., 

2020）が、日本語教育においては、テスト自動生成システムに関する研究も開発もまだ少

ない。そこで、本研究では、日本語の各種の語彙特性に応じて穴埋めテストを自動的に作

成するツールである Japanese Cloze Key Test（JACKET）を開発した。以下、JACKET の開

発とその利用法について説明し、日本語教育の現場や研究での応用可能性について述べる。  

 

2. 主な先行研究 

2.1  穴埋めテスト  

穴埋めテストとは、出題文の一部を空欄（穴）にして内容を解答させる問題形式である。

代表的な穴埋めテストとして、クローズテスト（cloze test）（Taylar, 1953）や C テスト

（C-test）がある。クローズテストには、規則的に n 番目の語（通常 5~10 語ごと）を削除
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する機械的クローズテストと、語の機能などを考慮しながら削除する意図的クローズテス

トの 2 種類がある（Tremblay, 2011）。採点方法についても、正答を削除された語だけに限

定する正語法と文脈上問題がなければ正答とする適語法がある。C テストは、クローズテ

ストを改善したテストであり、文章の 2 番目の文から、1 語おきに単語の後半を機械的に

削除することで作成し、正答は 1 つだけに限定できる（Klein-Braley & Raatz, 1984）。 

クローズテストは第二言語（L2）学習者の L2 能力を測るテストとしてよく使われてい

る（Aitken, 1977；Oller, 1973； Tremblay, 2011 など）。クローズテストがどのような能力

を測定しているのかは明確ではないが、L2 能力を測定するうえで妥当性、信頼性のある

テストとして認められている（Aitken, 1977）。さらに、Tremblay（2011）は研究目的を実

現するための実用的なツールでもあるとも論じている。日本語教育においても、クローズ

テストはプレースメントテストとして妥当性と信頼性の高いテストであることが確認され

ている（小川, 1993 など）。 

一方、クローズテストの難易度は文章の難易度以外に、対象とする語の種類（内容語か

機能語か）、文法項目など様々な要素に影響される（長, 2008）。対象項目の種類を指定で

きるテストが簡単に自動作成できれば、項目の影響を研究できるであろう。  

 

2.2 テスト自動生成システムの開発  

テキストから自動的に問題文を生成する研究が、本格的に進められるようになったのは

最近 20 年ほどである。IT 技術の発達に伴い、学習効果の評価や自律学習、自己評価など

を目的としたテスト自動生成システムの開発が盛んになっている（Kurdi et al., 2020）。そ

のうち言語教育向けの開発は主に読解力や文法・語彙知識の測定に焦点を当てて行われて

いる。英語読解問題の自動生成を試みた Huang & He（2016）や、英語または中国語の語

彙知識を測るための多肢選択式問題の自動生成システムを開発した Susanti et al.（2017）、

Liu et al.（2018）などが挙げられる。ただし、これらはウェブ上で公開されていない。  

日本語教育では、テスト自動生成システムの構築に関する研究もシステム開発も英語な

どに比べ非常に少なく、課題も多い。例えば、豊田ほか（2019）は、ウェブ上で収集した

データから、漢字の読み、変換などの問題の自動生成を試みたが、語彙レベルや問題の難

易度の設定ができないことで実用化には多くの課題が残されていると述べている。  

 

3. JACKET の開発  

先行研究では、日本語の穴埋めテストにおいて、対象項目の語彙レベルや語彙の種類

（機能語か内容語かなど）によってテストの妥当性や信頼性に異なる影響があるが、それ

らが明らかでないことがわかった。そこで、本研究では、語彙や文字のデータベースを組

み込み、特定の語彙特性を持つ語や文字などの条件が指定できる穴埋めテスト自動生成シ

ステム（ウェブツール）JACKET を開発した。  
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図１ JACKET の初期画面（実際はカラー） 

3.1 JACKET の機能  

システムには 1)穴開け問題を作成する機能、2)作成した問題を編集する機能、3)作成し

た問題に回答する機能、4)画面から穴開け箇所に問題を判定し正解を表示する機能がある。 

1)ではウィンドーに任意のテキストを貼り付ける。システムは入力された文章を解析し、

文字、語、節、文の 4 つについて指定条件で文章中に穴開けをした問題を作成し、2)で作

成済みの問題を手動で編集、保存できる。編集時に原文と問題（穴開け箇所を■に置換し

たもの）をテキストファイルでダウンロードできる。保存や編集が不要であれば、2)を飛

ばしてウェブ上で 3)に進み、作成済みの問題を呼び出し、問題を解くことができる。そ

して 4)で正語法で採点し、正解を表示できる。正解をデータベースから取得して判定し、

正答数と正答率を表示するとともに、正答の入力欄を緑、誤答の欄をピンクで着色する。

不正解の問題については、正解はすぐには表示されず、次に「再挑戦」ボタンを押すと不

正解の問題に再解答できる。「再挑戦」せずに、「正解」ボタンを押せば正解が表示される。  

1)で指定できる条件は以下の通りである。まず、区切り単位として、語/文字/節/文から

選択する。語は UniDic の短単位であり、接辞も含んでいる。節は句点（。）または読点

（、）で区切られている単位であり、文は句点で区切られている単位である。  

語（接辞を含む）の選択では語彙頻度レベル（1000 位単位、1K～20K, 21K+）(1)、旧日

本語能力試験語彙レベル、品詞、語種（和語、漢語等）、ジャンル（学術共通語彙、文系

共通学術語彙、理系共通学術語彙、文理混合学術語彙、文芸語彙、その他）を指定できる。  

文字を単位とする場合は、文字種（ひらがな /カタカナ/漢字/その他）、漢字頻度レベル

（100 位単位、1C～20C, 21C+）、旧日本語

能力試験漢字レベル、を指定できる。  

また、語/文字/節/文に共通の指定項目と

して、フリガナの有無（本文、および穴埋

め問題）、選択肢条件（穴にした部分を選

択肢として残すかどうか）がある。語また

は文字を指定した場合は、穴あけ間隔（0

－99、 [0]を指定すると条件に合うものを

すべて指定、デフォルトは[3]）、句点前後

の穴あけ（個別の条件に加えて、句点の前

または後を指定して穴あけ）を指定できる。

節、文を区切り単位として指定した場合は

指定できるのは共通項目の指定のみである。  

 

3.2 JACKET のシステム概要  

3.2.1 コンピュータ資源  

システムは、以下の共通環境を用いた
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WEB システムとして実装している。  

開発言語：Python2.7 および JavaScript、DB：MYSQL 5.0、WEB フレームワーク：Flask、

O/R マッパー：SQLAlchemy、WEB フォーム拡張：WTForms、JavaScript ライブラリ：

JQuery、CSS フレームワーク：Bootstrap。 

3.2.2 文書処理ツール等  

システムで利用している文書処理ツール等は以下のとおりである。  

形態素解析エンジン: MeCab 0.98、日本語辞書: UniDic 1.311（MeCab 用）、ベースワー

ド語彙辞書：「日本語を読むための語彙データベース（VDRJ） Ver.1.1」（松下, 2011）（語

彙素毎の頻度、レベル、語種、ジャンル、品詞などの情報を持つ）、ベースワード文字辞

書：「現代日本語文字データベース（CDJ） Ver.2.0」（松下 , 2014）（文字毎の頻度、文字

種などの情報を持つ）。  

3.2.3 システムで使用している DB テーブル  

語彙辞書、文字辞書、問題（作成済みの問題と正解）を格納する。  

 

4. JACKET の応用  

4.1 教育への応用  

まず、A)学習者自身が例えば電子テキストの読解に取り組み、それをさらに自分で貼

り付けて穴埋めの練習をすることができる。文法学習であれば助詞や助動詞を中心に抜く、

外来語や学術語彙などの特定の属性に絞って抜くなど、節や文のレベルで抜いて文脈の流

れと節や文の関係を考えるなど、様々な工夫が可能である。B)教師はこれを授業内に組み

込んで実施することができるし、文法力や語彙力の評価にも使える。また、C)選択肢を残

すという指定をすれば、穴埋めだけではなく、テキストに含まれる特定の語彙を抽出する

作業にも使えるので、語彙リストの作成にも役立つ。  

A)は学習者の自律学習ツールとして使うということである。特に文字や語彙の学習は、

学習者自身の教室外での学習に任されやすいが、語や文字は単独で存在するのではなく、

多くの場合、文章や会話の中で使われるため、「文章全体の意味や文脈の流れの中で適切

な語や文型が定まるプロセスを、学習者が繰り返し体験すること」が重要だと思われる (2)。

そのためには穴埋めテストの形式での反復学習が有効だと考えられる。  

B)については、開発者の一人が授業で試用したが、すでにいくつかの利点や改善点が見

えてきている。教師がテストを作成するのと同じツールで学習者が練習問題を作成できる

点は学習者の動機づけを高める上で有効なようである。また、即座に自動採点されゲーム

感覚で手軽に学習できることは、結果的に学習時間を増加させ、学習を促進するように思

われる。また、本文ふりがな機能は学習者レベルに応じて学習項目以外の部分をわかりや

すくできるため、便利である。一方、印刷して教室で使用する場合、選択肢の番号で解答

できれば、漢字を書く能力に影響されない結果が得られるので、選択肢に自動的に番号を

付す機能が備わっていれば便利である。試用を繰り返してフィードバックを得て、条件設
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定の方法や画面を学習者にとってわかりやすいものにしていくことは今後の課題である。  

C)については、現在、任意のテキストからレベルに合う語彙を抜き出せるツールとして、

「リーディングチュー太」（Kawamura et al., 1997）、「読解基本語彙チェッカ」（本田 , n.d., 

2019）、「J-LEX」（菅長・松下, 2013）、「jReadability 日本語文章難易度判別システム」（Lee 

& Hasebe, 2013）があるが、いずれも重要度や頻度レベルを指定できるだけで、品詞や語

種や語彙ジャンルの指定はできない。その点、JACKET はさまざまな語彙特性に応じて任

意のテキストから条件に合う語彙を取り出せるので、語彙リスト作成に活用できる。  

 

4.2 研究への応用  

研究面では、まずは語彙力や文法力の評価ツールとして機能するであろう。2.1 で述べ

たように、L2 習得研究においても有効なツールである。穴あけの間隔や語彙特性によっ

て、どの程度、難易度が変わるかを調べることそのものが、文脈から未知語の意味などを

推測する能力の研究となる。そのためのツールとしての応用も期待される。また、選択肢

を残すか残さないかで正答率が変わるが、その程度がどの程度なのかについても妥当性・

信頼性の検証のために調べる必要がある。また、空欄を文字単位にするか語単位にするか

もテスト研究としては興味深い。このように様々に条件を変えることで、意味推測や語の

産出に働く要素を明らかにでき、同時に、このテストの妥当性検証ができると思われる。  

 

5. おわりに 

 本稿では、日本語語彙特性反応型あなうめテスト作成器 JACKET につき、先行研究、

機能やシステム概要について説明し、教育や研究への応用可能性と現時点で判明している

改善点などについて述べた。今後も試用を続けて改善したい。  

 

付記：本研究は科研費（課題番号 25284096、19H01270、研究代表者：渡部倫子）の助

成を受けた。本システムは 2021 年 5 月現在 http://160.16.101.253/test/fibt/で公開している。  

 

注 

(1) K は英語で 1000 を表し、例えば 5K は 5 番目の 1000 語（4001～5000 位）を示す。  

(2) 開発者はこの点につき、「暗在性哲学（Philosophy of the Implicit）」（Gendlin, 1991）

に基づく言語学習法の一つの具現化であるとも考えている。  
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2020オンラインスピーチ大会の試み 
−人とのつながりを意識した活動を目指して− 

半沢千絵美、金蘭美（横浜国立大学） 

 

2020 Online Speech Contest: Connecting People through the Event 
Chiemi HANZAWA Ranmi KIM, Yokohama National University 

 

要旨：本発表では、2020 年度に実施した留学生によるオンライン日本語スピーチ大会の

試みについて報告し、オンライン化によってどのようなことが可能になったか、そして今

回の経験をどのように活かせるのか議論する。過去 9 年間継続してきたスピーチ大会をオ

ンライン化するにあたり、開催方法、事前録画の方法、審査方法、登壇者の支援の方法を

再検討する必要があった。留学生のスピーチをインターネットで配信するだけではなく、

どのようなオンラインツールを用いればより多くの方がアクセスでき、留学生との交流が

可能になるのか検討しスピーチ大会を実施した結果、通常のスピーチ大会では得られなか

ったつながりを得ることが可能となった。 

 

キーワード：日本語スピーチ大会、留学生、オンラインイベント、留学生支援  

 

1. はじめに 

 横浜国立大学では、2011 年度より毎年留学生による日本語スピーチ大会が開催されて

いる。例年 10 名程度の留学生が、その年のテーマに沿ったスピーチを聴衆の前で披露し、

学内および学外審査員による審査を経て受賞者を決定するイベントである。2020 年度の

大会は、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、学内での開催ができなくなり、

オンラインにて開催することとなった。本発表では、オンライン日本語スピーチ大会の実

践方法を報告し、オンライン化によってどのようなことが可能になったか、今回の経験を

今後どのように活かせるのかを議論する。 

 

2. YNU 日本語スピーチ大会の目的と概要 

 「YNU 日本語スピーチ大会」と称される本学の日本語スピーチ大会は、もともと経営

学部で行われていたイベントであったが、2011 年度より国際戦略推進機構日本語教育部

が主催で全学の留学生を対象とすることになり、その後は毎年規模を大きくしながら継続

されている。 

 YNU 日本語スピーチ大会開催の主な目的は、1）留学生の日頃の日本語学習の成果を学

内外の方々に発表する機会を作ること、2）学内の留学生と日本人学生との交流を促進す

ることである。前者については、学内の学生および教職員だけではなく、本学留学生の支

援に携わっている地域の方々に留学生の思いを伝えることで、相互理解・異文化理解を促
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すという意義がある。後者は本学日本語スピーチ大会の特徴でもあるが、全学教育科目

（教養教育科目）を受講する日本人学生や先輩留学生が、スピーチ原稿の推敲やスピーチ

の練習の支援をするという試みである。この活動は 2014 年度から始まっており、普段日

本人学生と留学生の交流が十分ではないと言われている中、日本人学生と留学生の交流の

きっかけを作るのが目的である。また、それだけではなく、日本人学生が、自身の母語で

ある日本語を、留学生の目を通して客観的に捉えられるようになることも目的としている

（半沢 2018）。 

 

3. 2020 年度 YNU オンライン日本語スピーチ大会開催の目的 

 YNU 日本語スピーチ大会の開催は必須ではなく、全面中止という選択肢もあったわけ

であるが、オンラインという形で実施したのには、上記の 2 つの目的に加え、コロナ禍で

学習意欲が低下していたり、気持ちが落ち込んでいる留学生を励まし、支援する側の学生

たちにもオンラインでできる活動の機会を与えたいという思いからである。また、母国に

帰り日本に戻って来られない学生や、まだ入国ができていない留学生にも参加できるイベ

ントの機会を提供するという点からも、オンラインで日本語スピーチ大会の実施を継続さ

せることは意義があると考えた。さらには、オンライン日本語スピーチ大会の開催によっ

て、留学生の存在を学内外の人々に知らせることも重要な目的であり、留学生の存在をア

ピールすることで、コロナ禍でも留学生と学内外の人々との交流を促進できるのではない

かと考えた。 

 

4 YNU オンライン日本語スピーチ大会の概要 

 以下の表 1 は 2020 年度 YNU オンライン日本語スピーチ大会の開催方法をまとめたも

のである。2020 年度のスピーチ大会には初中級の部に 3 名、中上級の部に 7 名の留学生

が登壇した。 

 本学でのオンライン日本語スピーチ大会の開催は初めてであり、また他機関での実践例

も少ないことから、開催するにあたり検討が必要な項目は多岐にわたったが、主な検討項

目を以下にまとめる。 

 

4.1 開催方法 

 オンラインでスピーチ大会を開催する方法として、リアルタイム方式とオンデマンド方

式が考えられるが、今回はオンデマンド方式を採用した。リアルタイム方式のよさとして

は、対面で開催するスピーチ大会同様、スピーチをする留学生と「場」の共有ができ、留

学生たちの思いを緊張感も含め感じ取ることができるという点がある。さらには、実施に

関してもオンライン授業やオンラインセミナーのノウハウを活かせるという点も魅力であ

った。しかしながら、そのようなメリットを認識しながらもスピーチを事前録画し、視聴

してもらうオンデマンド方式を採用した理由は、新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、 
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表 1： 2020年度 YNUオンライン日本語スピーチ大会の概要 

テーマ 「私にとっての 2020」 

応募資格 横浜国立大学に所属している留学生であれば、居住地は問わない 

日本語のレベルによる 

カテゴリー 

初中級の部と中上級の部 

書類審査 スピーチしたい内容の要旨を 200字程度にまとめて応募時に提

出、日本語教育部で審査を実施 

開催方法 事前に録画したスピーチを YouTubeにアップロードし、YNUオン

ライン日本語スピーチ大会特設ページに掲載し、期間限定で視聴

してもらう 

特設ページの概要 トップページ  

• スピーチ大会趣旨 

• 国際教育センター長挨拶（動画） 

• 特設ぺージの説明 

• 一般投票へのリンク（投票可能な日は 2日間のみとした） 

レベル別ページ  

• サポーターによる留学生紹介 

• スピーチ動画 

• 応援メッセージへのリンク 

審査方法 学内外の審査員 6名が事前に動画を視聴し、個別に評価をした上

で審査会議を実施、入賞者を決定 

表彰式 審査会議の翌日に Zoomによるオンライン表彰式を開催 

 

トラブルの対応等リアルタイムイベントを運営するスタッフの確保の問題、登壇を希望す

る留学生の居住地や Wi-Fi環境が登壇留学生募集の時点では予測ができない点が主なもの 

であった。さらには、例年スピーチ大会を視聴しに来場してくださる地域の方々にとって

のイベントへのアクセスのしやすさということも重視した。リアルタイムで開催する場合

は、ビデオ会議システム Zoom での開催を視野に入れていたが、オンライン授業やセミナ

ーに参加した経験がない人にとって、Zoom 会議への参加は難しいのではないかと考えた。

その点、動画共有サービスである YouTube は広く認識されているツールであり、実際に

利用したことがある人も多いであろうと考えた。そこで、事前録画したスピーチを

YouTube にアップロードし、YNU オンライン日本語スピーチ大会特設ページを作成、

YouTubeリンクをサムネイルとともに埋め込む形で配信することにした。また、オンライ

ンであっても視聴者が積極的に登壇留学生と関われるように、特設ページでは、視聴者か

らの応援メッセージの募集と、どのスピーチがもっともよかったかを問う一般投票もでき
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るように仕様を工夫した。 

 

4.2 スピーチの事前録画 

 開催方法が決定した後は、スピーチの録画方法を検討した。審査の際の公平性を考える

と、登壇留学生を学内に集めて、スタッフの目が届く中で撮影する方法が望ましいと思わ

れたが、海外に居住する登壇者にはそれが不可能であること、また新型コロナウイルスの

感染状況によっては学内での撮影もできなくなる可能性があることから、スピーチは自宅

で撮影しても、学内での撮影に参加してもよいこととした。最終的には、10 名の登壇者

のうち、4 名が学内での撮影を希望し、感染防止対策を施した上で学内施設で実施した。 

 

4.3 審査方法と表彰式の開催 

 審査の方法については、審査員の都合に合わせて各自でスピーチ動画を視聴してもらう

のが効率的ではないかと考えた。YNU オンライン日本語スピーチ大会特設ページが公開

になった後、審査員にもページの URL を知らせ、それぞれのスピーチの評価（点数）を

Microsoft Forms で作成したアンケートに入力してもらった。審査会議は後日 Zoom を用い

て開催し、審査員が提出した評価を画面上で共有しながら入賞者を決定した。 

 通常のスピーチ大会では、審査員は留学生のスピーチを聞いてその場で評価をし、15

分程度の審査会議を経て入賞者を決めるという方法を採用しており、時間に余裕がなかっ

たが、今回は審査会議に十分な時間を使うことができ、丁寧な審査ができたという印象が

ある。 

 表彰式は審査会議の翌日の昼休みの時間帯に Zoom を用いてオンラインで実施した。当

初は表彰式を企画していなかったため、学外に周知することはせず、登壇留学生、サポー

ター、審査員、関係教職員の参加となった。 

 

4.4 全学教育科目受講生による支援 

 YNU 日本語スピーチ大会の特徴でもある、学生によるスピーチ大会支援についてもさ

まざまな検討が必要となった。例年、全学教育科目である「国際理解：国際交流における

日本語の役割」の受講生が、サポーターとして、登壇留学生のスピーチ原稿の推敲やスピ

ーチの練習を手伝うほか、スピーチ大会当日には支援した留学生を紹介したり、スピーチ

大会の運営にも関わっている。 

 スピーチ大会をオンラインで実施することに伴い、当日の運営に関わるという役割はな

くなってしまったが、なるべくこれまでと変わらない活動ができるよう方法を検討した。

2020 年度の当該科目の受講生は 11 名だったため、ほぼ 1 対 1 で登壇留学生の支援を行う

ことになった。なるべく支援する側とされる側の関係構築がスムーズに進むように、所属

学部や話せる言語等を考慮して組み合わせを決定した。Zoom を用いて、授業内でお互い

が顔を合わせる機会を作り、その後は各自で Zoomや LINE を使ってやりとりをしてもら
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うよう指示をしたが、その際にメールやテキストメッセージだけのやりとりとならないよ

うに、ビデオ通話を用いた支援を含めることを必須とした。 

 通常のスピーチ大会では、登壇留学生がスピーチをする直前に、サポーターが 30秒程

度で留学生を紹介しているが、今回は紹介文を書面で提出してもらい、特設ページに掲載

した。なお、紹介文は、留学生の趣味や日本留学のきっかけ、またはスピーチに込めた思

いなど、サポーターだからこそ知り得た情報を入れるようアドバイスした。 

 

5. YNU オンライン日本語スピーチ大会ふりかえり 

 これまでは視聴者が目の前にいる中で行っていた日本語スピーチ大会を、予期せぬ形で

オンライン化することになったが、オンランだからこそ得られたメリットも感じられた。

以下、スピーチ大会実施後の反響や感想、そして今後の活動についてまとめる。 

 

5.1 視聴者数と反響 

 スピーチ動画の配信を行った YouTube の機能で視聴者数を調べたところ、一般投票の

期間として設定した 2 日間の視聴者数は登壇者によって 92 回から 394 回と幅があったが、

平均 167 回であった。一般投票については、初中級の部には 73票、中上級の部には 111

票が寄せられた。一般投票とともに掲載した YNU オンライン日本語スピーチ大会に関す

るアンケートには 63 の回答が寄せられ、そのうち 33 回答の所属は「学外」であり、学外

の方々にも十分アクセスができるイベントであったことがうかがえた。また、アンケート

では、YNU 日本語スピーチ大会の視聴経験があるかも質問しているが、63 名中 42 名が

初めての視聴という回答であった。 

 YNU オンライン日本語スピーチ大会に関する感想・意見は、学内の教職員や学生、そ

して学外の視聴者合計 18 名から寄せられた。いずれも登壇した留学生のスピーチやスピ

ーチ大会の開催に関して好意的なコメントであった。 

 各登壇者に向けた応援メッセージは、合計 211件寄せられた。学内外の多くの方々がメ

ッセージを残してくれたわけだが、印象的だったのは本人の所属する学部の教職員や、国

内外の本人の友人であろうと思われる方々からの温かいメッセージであった。応援メッセ

ージの募集については通常の対面のスピーチ大会では実施していなかったが、留学生が自

分のスピーチに込めたメッセージに対する反応を、目に見える形で受け取ることができた

という点はオンラインツールを用いたメリットであったと考える。 

 

5.2 登壇留学生とサポーターからの感想 

 登壇した留学生にスピーチ大会後にアンケートを実施し、スピーチ大会に参加した感想

を聞いたところ 10 名中 7 名は「とてもよかった」、3 名は「よかった」と回答していた。

感想からは「チャレンジできた」「自分の考えが伝えられた」「海外からでも参加できた」

と企画側の意図していた成果があらわれていた。サポーターによる支援についても「勉強
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になった」「役に立った」「友人ができた」と好意的なものばかりであった。 

 サポーターとなった学生からも、「留学生と交流できてよかった」「留学生の姿勢に刺激

を受けた」「日本語について考えるきっかけとなった」と好意的な感想が多かった一方で、

日本語を指導することの難しさや、もっと練習すべきだったという声も聞かれた。 

 

6. まとめと今後のスピーチ大会の実施に向けて 

 オンライン日本語スピーチ大会をオンデマンド方式で実施するにあたり、通常のスピー

チ大会のように多くの方に視聴してもらえるのか、留学生のスピーチに対して反響が得ら

れるのか不安があった。しかしながら、実施をしてみたところ、視聴者数という数字をも

とに考えるといつも以上の数の方々に留学生のスピーチを聞いてもらえたことが明らかに

なった。    

 オンデマンド方式を採用したことによって、留学生がリアルタイムでスピーチする

「場」を共有することはできなくなってしまったが、通常のスピーチ大会には来場できな

い方々と留学生のスピーチを共有できたことは、留学生本人にとっても、また運営側にと

っても大きな収穫であったと考える。また、オンラインによる開催であっても、工夫次第

で登壇者と視聴者をつなげることは可能であることがわかった。特に、登壇者への応援メ

ッセージの試みは、視聴者の声が直接届くという点で、今回の大会の目的の一つであった、

留学生と学内外の方々の交流を促進することにもつながったのではないだろうか。 

 オンラインスピーチ大会を開催するにあたって、どのオンラインツールを用いて、どの

ようにスピーチを発信するか検討することは、運営側が留学生のスピーチをだれに届けた

いのか、そして、どうすれば届けられるのかを考えるきっかけとなった。 

 今後のスピーチ大会に関しては、対面で開催したあとに、動画を配信して応援メッセー

ジを受け付ける等、対面・オンライン双方の利点をうまく取り入れる形で実施ができない

か検討をしている。また、今回 Zoomや LINE等、学生が普段使っているオンラインツー

ルを用いて留学生の支援体制が築けることも明らかになったことから、今後のサポート体

制作りを見直していきたいと考えている。 

 

参考文献 

半沢千絵美 2018.「留学生支援の場としての日本語スピーチ大会−留学生と日本人学生の

異文化間教育の試み−」, 『ときわの杜論叢』5巻, 30–40.  
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漢字教材作成 Excel マクロとオンラインクイズ  

新城直樹（琉球大学国際教育センター）  

 

Excel macro for generating the kanji materials and online quiz for learning 

readings of kanji words 

Naoki ARASHIRO、 International Education Center、 University of the Ryukyus 

 

要旨：琉球大学では留学生向け日本語科目「漢字 S / 漢字 F」において、2018 年度から

2019 年度までの対面授業で、オリジナルの漢字語彙リストに基づいた予習シート・クイ

ズシート・復習シートを主教材として、オンラインタイピングクイズ（読み問題のみ）を

補助教材として使用した。予習・クイズ・復習用の紙媒体の各シートは読み問題、書き問

題をランダム順序で生成させる Excel マクロファイルを利用することにより教材準備時間

の負担軽減を実現した。語彙リストと Excel マクロは「学校教育のための非営利目的利

用」可能教材とする予定であり、将来的には有志による語彙リストの共同作成等のオンラ

イン・コミュニティを目指している。また、紙媒体教材以外に、オンラインタイピングク

イズを作成し、日本語タイピングに不慣れな学習者への補助教材とした。  

 

キーワード：漢字教材生成ツール、漢字読み問題タイピングクイズ、自由利用マーク  

 

1. はじめに  

 漢字のクラス授業における問題の一つに、学習者の進度の違いがある。初級レベルであ

っても、ひらがな・カタカナがおぼつかない者から、漢数字などの基礎漢字は習得済みの

者、JLPT N5 レベル相当の 100 字は既習である者まで幅広い状態は少なくなく、初中級か

ら中級に至ると、学習者が使用してきた教科書やこれまでの学習で学んだ漢字によってバ

リエーションはさらに多様化する。このような状況を前提とした上で、学習者が自身の進

度を自律的に決定しつつ、クラス授業としても成立できるよう、琉球大学の日本語科目

「漢字 S / 漢字 F」では、オリジナル教材の漢字語彙リスト（1006 漢字・約 7700 語彙）

に基づいた予習・クイズ・復習用シートを導入した。これらのシートは読み問題、書き問

題をランダム順序で自動生成させる Excel マクロを用いることにより、教材準備時間の短

縮が実現できた。  

90 分授業の前半で平均 10 漢字（3 クイズ）を基本ペースとして漢字の字源の説明、例

文を通しての語彙の導入を行い、後半に予習シートで読み・書き問題の練習、準備ができ

た者は挙手してクイズシート（読み問題 10 問、書き問題 5 問）を受け取ってクイズを 2

回行い、合格点の 12 点（80%）を 2 回獲得すれば次のクイズに進む、という授業構成で

行った。 

また、「漢字 S / 漢字 F」は単位互換可能な交換留学生の他、大学院生・研究生の聴講
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も受け入れているため、受講動機が読みと意味がわかること、かつ、タイピングでの漢字

使用が主である者もいたため、漢字の読み問題のオンラインタイピングクイズを作成し、

補助教材とした。本稿ではこの Excel マクロとオンラインクイズ、授業の構成について紹

介する。 

 

2. 漢字教材作成 Excel マクロ  

2.1 オリジナルの漢字語彙リスト  

  今後さらに多様化する日本語教育の現場に対応できる漢字教材作成のため、将来的にオ

ンライン・コミュニティで有志による教材の共同作成を目指しており、そのたたき台とし

てオリジナルの漢字語彙リストを作成した。リストは、琉球大学国際教育センターWeb

サイトにおいて公開されている「漢字教材作成 Excel マクロ（PQR Maker）」に同梱して

おり、1006 漢字、約 7700 語彙を 332 のクイズにして構成されている。1 

 クイズシートは 15 問（読み問題 10 問・書き問題 5 問）であるため、各クイズに出題さ

れる語彙数は約 15～30 語彙（平均約 22 語彙）としている。出題する漢字の順序について

は常用漢字表 2136 字を、Reading Tutor から得た JLPT 旧試験のレベル情報、学習指導要

領の小学校各学年と中学の前半・後半を基準にソートした。日本語学習者用ということか

ら、例えば、「留」は Reading Tutor では「N2-N3」、学習指導要領では小学校 5 年生であ

るが、1006 漢字のうち 52 番目とかなり早い段階で導入した（図 1・図 2）。  

 

 

図 1：「42-留」（クイズ 14） 

 

1 漢字教材作成 Excel Macro ファイル“PQR Maker”, 琉球大学国際教育センター留学生

ユニット Web サイト 

http://isu.skr.u-ryukyu.ac.jp/staff/arashiro/ 
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図 2： 「42-留」の語彙  

 

2.2 予習シート・クイズシート・復習シートの自動生成  

  90 分授業の前半では、各学習者の進度にかかわらず平均 10 漢字（3 クイズ）の導入を

行うが、すでにそれらの漢字が既習である者は予習シートで先に進むことを許容した。予

習シートは、図 3 にあるように、右側は解答シートであり、それを参照しながら左シート

に読み・書きを書くという構成になっている。予習シートは、語彙リストの順序通りの練

習 A、ランダム順序の練習 B シートの 2 種類があり、練習 B シートは希望者のために大

量に用意して教室の教卓に置き、さらに練習したい学習者は自身のタイミングで練習 B

シートを取りにくるという形を取った。  

 予習用シートで練習が終わった者は「クイズをお願いします」と教師に申告し、教師は

クイズシートを渡す。クイズは読み問題 10 問、書き問題 5 問の計 15 問で（図 4・図 5）、

琉球大学の「漢字 S / 漢字 F」では 8 割、12 点以上を合格点とし、それを 2 回パスすれ

ば、次のクイズに移るというルールで行った。 

 復習用シートは、5 つ以上のクイズから 60 問（読み問題 40 問・書き問題 15 問）をラ

ンダムに出題する仕様となっているため、クイズを 5 つ以上パスした学習者に個別に復習

用シートを用意し、授業の始めから配布し、これをルーティンとした。クラス授業とし

て、90 分授業の前半で平均 10 漢字（3 クイズ）を基本ペースとして漢字の字源の説明、

例文を通しての語彙の導入を行うが、進度が速い学習者はその時間帯はクラス授業に実質

的に参加しないこともあるものの、復習シートで実際に答えられなかった漢字語彙を刷り

直せるタイミングにもなることから、説明を聞き、実際の使い方を質問する者もいた。進

度が速い学習者には復習用シートは毎回の授業の始めに配り、行わせることで、個々で進

度を違えながらも、クラス授業としても成り立たせることも可能になると考える。また、

この復習用シートを応用し、中間テスト、期末テスト、そしてその各テストの模擬テスト

を用意することもできる。  

239



 

 

図 3： 予習用シートの作成画面  

 

 

図 4： クイズ用シートの作成画面  
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図 5： PDF として生成されたクイズ用シート 

 

3. オンラインクイズ  

これまで紹介した漢字教材は紙媒体のものであったが、学習者によっては日本語文を読

む上で、漢字語彙の意味と読みが重要であり、手書きで書き、作文ができるという需要は

薄い者もいる。また、作文の場合も、メール、SNS 等で日本語を書く場合、タイピング

に慣れることが喫緊に必要という者もいるため、補助教材として読み問題のオンライン・

タイピングクイズを作成した（図 6・図 7）。2 

このオンラインクイズはゲームエンジンの「RPG ツクール MV」3を利用したものであ

るが、RPG（Role Playing Game）作りに学習者からさまざまなアイディアやアドバイスも

もらってきた。今後の可能性として、オンライン RPG ゲーム作りを媒体として、NPC

（Non Player Character）との日本語会話を学習者と作る等、日本語教育の一手法として確

立できればと考える。  

 

2 「1006 漢字 練習アプリ」（ゲームアツマール, DWANGO Co., Ltd.）  

https://game.nicovideo.jp/atsumaru/games/gm13248  
3 「RPG ツクール MV」（株式会社 KADOKAWA） 

https://tkool.jp/mv/ 
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図 6： 漢字読み問題のオンライン・タイピングクイズ  

 

 

図 7：タイピング画面  

 

4. 漢字の字源の説明資料  

図 8 は、無料利用可能な画像と筆者作成の画像による資料である。1 つ 1 つ、このよう

な教材を個人的に作成しているが、これらを有志で共同作成していくオンライン・コミュ

ニティを考えている。字源については、『説文解字』に基づいたもの、白川靜の説や藤堂

明保説に基づいたもの、これら学説とは別に作られた俗説や教師が個々に作ったストーリ
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ーに基づいたもの等、様々なものが教育現場で散見される。筆者は、初級、初中級での字

源の紹介においては、各パーツとの関連性を重視し、俗説や個別のストーリーも許容する

という立場を取る。例えば、図 8 の「確」の説明において、「鶴」との関連から、「鶴」＝

「白い鳥」から「白い石」、「白い石」から「水晶」、そこから「かたいもの」という説明

を行って来た。『説文解字』や白川説、藤堂説に基づかないものの、「確」と「鶴」の関連

付けを持たせることを優先するならば、この説明に利点があると考える。将来的に有志に

よるオンライン・コミュニティにおいて、このような「字源の学問的検証に基づくことを

優先すべきか、場合によっては教育効果を優先すべきか」といった議論も行い、「学校教

育のための非営利目的利用」可能教材の共同作成を目指していく予定である。  

 

 

図 8： 漢字「確」の字源説明資料  

 

5. まとめ  

 漢字学習において、学習者による進度の差があることを前提に、どのようにクラス授業

として成り立たせるかという視点から、教材作成の Excel マクロとオンラインクイズを提

案した。学習者が漢字の進度を自律的に決め、進めることについては、國澤里美・梶原彩

子 2017 で提議されており、本稿もこの指針に同意するものである。一方で、  

 

クイズは開始箇所および進度が学習者によって異なるため，それぞれの学習者に合わせ

たクイズの準備が必要である。  

國澤・梶原 2017 p.161 

 

とあるように、学習者ごとに教材をどれだけ作れるかが重要と考える。そのためにも、漢

243



字教材生成 Excel マクロ、漢字読み問題オンラインクイズ、漢字の字源の説明画像を「学

校教育のための非営利目的利用」可能教材として公開、共有し、多様な現場の担当者によ

るコミュニティーにおける教材の共同作成を目指していきたい。  

 

参考文献  

新城直樹 2015. 「UML に基づいた漢字字源の再考」, 『琉球大学留学生センター紀要』2,  

1-13, 琉球大学留学生センター  

國澤里美・梶原彩子 2017.「中級「漢字・語彙」クラスにおける自律学習の実践 : 日本

語コースデザインの改善を通して」,『名古屋学院大学論集. 言語・文化篇』28(2), 

135-151、名古屋学院大学総合研究所  
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Web 会議ツールを活用した幼児のための指導法 TPR 

 

谷口 征子（小田原短期大学）  

 

TPR Using Web Conferencing Tools for Preschool Children  

Yukiko TANIGUCHI, Odawara Junior college 

（空行）  

要旨：これまでに日本在住の幼児の日本語能力を高めるために TPR(Total Physical Respon

se＝全身反応教授法)を用いた活動を行ってきた。同じ空間の中で顔と顔を突き合わせ空

気感を感じながらの活動であったが、covid-19 による影響で対面での接触が不可能になっ

た。実際に母国に帰省したまま来日できなかったり、通っている保育施設が休園したりと

日本語習得の環境がなくなり、継続した学びが行えなくなってしまうという懸念が生じ

た。そのため Web 会議ツールを活用し、活動を継続することにした。 

本発表においては、Web 会議ツールを活用し、幼児特有の「遊びの中で学ぶ」ことを

目的とした日本語学習のために行った TPR の活動について、その方法や効果について報

告する。  

（空行）  

キーワード：TPR、オンライン、ことば遊び、幼児期、  

（空行）  

1．研究の背景 

近年、日本に在留する外国籍の乳幼児数が増加していることに伴い、保育施設での受け

入れ数も増加の一途をたどっている。国籍を問わず、外国にルーツをもつ子どもは保育施

設では日本語を浴びながら、家庭では母語といった多言語の環境の中で生活している。そ

のため、複数言語をうまく習得していけば、多言語話者になる可能性がある。そのために

は継続した言語習得のための活動が必要となるが、2020 年初頭に発生した新型ウイルス

の影響は外国にルーツをもつ家族にとっても大きなものとなった。人と接することなく学

習を行うためには ICT を使うことが容易に考えられるが、動画視聴やスマートフォンの

アプリケーションを使うような一方的な活動では子どもの学習動機は弱く、継続した学習

が見込めない。双方向で対話をしながら進めていく学習形態が求められる。  

 

2．TPR とは  

 TPR(Total Physical Response)とは、1960 年代にアメリカの心理学者である Asher. J Jam

es によって提唱された指導法である。日本語では「全身反応教授法」と訳されている。

教師が目的とする言語（本発表でいう日本語）で指示を出し、その指示に即座に応じて全

身で反応するというものである。Asher（2009）は、次の３つの原則（発表者による訳）

に基づき TPR を考案した。  
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①聴解力は身体の動きを通して伸ばす。  

②聴解をスピーキングに先行させて十分に行う。  

③活動に対する心や体の準備ができるまで発話しない。 

この指導法は、聴解の活動を、その後に続くシャドーイングのような口頭練習に直接結

びつけるのではなくて、その前の活動として、話すことよりも理解させることを目的とし

ている。  

黒川（2020）は、日本人の幼児を対象に英語での TPR を行った。谷口（2021）は、2

人のネパール人幼児を対象にシャドーイングと TPR を行った。  

 

3．研究方法 

3.1 研究目的 

 本研究は外国にルーツをもつ幼児の言語能力を高めるため、TPR を行い、その効果を

検証するものである。小学校入学前の未就学状態である幼児期であることを鑑み、｢遊び｣

を通して心と体を十分に動かして発達上の課題を達成するため、本活動は子どもたちが

「楽しい」「もっとやりたい」と思える内容にすることを目標にすすめていく。  

 

3.2 研究対象者 

 ネパール人の男児Ａくんと女児Ｂちゃん、日本人の男児Ｃくんと女児Ｄちゃんの４名で

あり、同じ保育施設に通っている年少児（３歳児クラス）である。  

 

3.3 本実践で用いる Web 会議ツール 

 本実践では Google 社が提供する Web ビデオ会議サービスである「Google Meet」を活

用する。Google Meet Google は特別なアプリなどをダウンロードしなくてもアカウント

さえあれば使えるというメリットがある。  

 

3.4 実践研究の内容  

 全体の流れは以下の通りである。  

① Google Meet につなぎ、アイスブレイクとして show&tell（ものを見せながら、それ

にまつわるトークをする）を行う。  

② 運動あそびを行い、体をほぐす。ウォーミングアップとして一緒にストレッチをして

から、主活動としてあらかじめ保護者にお願いしていたボールや縄跳び、新聞紙など

を使い TPR の活動を行う。  

③ 「ボールを投げる」と言う場合、「ボールを投げる（助詞を強調して」「ボールを投げ

る（動詞を強調して」などのように品詞に着目させながら発言する。  

④ 本活動のまとめとして、「この動きは何ですか」と問い、子どもたちから語彙を引き

出す。 
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⑤ 次回に向けた課題（ホームワーク）を出す。  

 

活動の一例（TPR 部分のみ）  

教師 「これから体操をします。準備はいいですか。」 

教師 

 

 

 

 子ども 

 

教師 

 

 

子ども 

 

 

教師 

 

 

 

子ども 

 

教師 

 

 

 

 

 

子ども 

 

 

教師 

「先生と同じように動いてね」 

「立ちます」「座ります」「手を挙げます」「ひざを曲げます」        

などと言いながら、動作も同時に行う。 

 

テレビ画面（スマートフォンをつないだ）を見ながら同じ動きをする。 

 

「次は、先生は動きません。やって欲しいことを言うので、やってみて

ね」と言い、既出の動作をやってもらう。 

 

スムーズにできる子ども、保護者に助けてもらいながら動作をする子ど

も、戸惑いながら友達の様子を画面で見ながら動作をする子どもなど。 

 

「次はレベルアップします。難しくなります。みんな、ボールを用意し

てください」「ボールを投げる」「ボールを（下に）置く」「ボールを回

す」「ボールに座る」などボールを使った様々な表現を用いる。 

 

教師の姿を見ながら真似る。 

 

「先生は動きません。みんなで考えて動いてみよう」と言い、上記の既

出の活動を指示する。 

 

「今日はたくさん動いたね。どういうのがあったか教えてください。」

と言い、子どもたちの反応を見る。 

 

実際に動作をしてくれる子ども、覚えている語彙と合わせて動作してく

れる子どもなど。 

 

「今日やったことを次にみんなに会った時にまたやってもらうので、お

母さんやお父さんと一緒にやってみてね。」「次は新聞紙を使って遊ぶの

で楽しみにしていてね。新聞紙でどういう遊びができるか、教えてね」

と言う。子どもに対してであるが、保護者への予告でもある。 
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4．本実践研究の結果 

 本活動は合計 5 回行ったが、子どもたちは全員自分の自宅から（1 回目、2 回目）、ネパ

ール人の子どもたち 2 人は同じ家から（3 回目、5 回目）、全員同じ家に集って（4 回目）

とそれぞれの環境で実施した。4 回目の全員同じ家に揃って行った活動が一番子どもたち

の反応がよかった。保護者から、「活動があることで幼児も保護者も意識的に学ぼうとす

る機会が得られ、課題があることで継続した学びが得られる」との声があった。子どもた

ちからは「ボールを投げる」「新聞、破る」など学習した語彙を使った発話が聞かれた。  

これまで、対面でなければできないと思っていた活動が Web 上でも可能であることが

分かり、今後の展開を考えていくうえで大いに参考になった。  

 

5．今後の課題・展望 

 本活動は Web 会議ツールを使い、トライアル的な意味合いで TPR を行った。TPR と幼

児教育で行われる運動あそびが似た性質をもっているので、体を動かしながら言語習得に

つながっていく、この取り組みは継続していきたいと考えている。取り扱った内容につい

ては、「家庭にあるもの」「動きが分かりやすいもの」を重視し、実施者である発表者が決

めたものである。保育所では、今後大きな行事として運動会や学芸会が開かれる。外国に

ルーツをもつこどもにとって、これらの行事は「みんなのまねをする」「意味が分からな

いまま暗記する」となる可能性が高い。子どもたちに成功体験を味わってもらうために運

動会や学芸会を想定した TPR を行い、その有効性について検証していきたいと考えてい

る。 
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日本語教員養成科目におけるオンラインブレンディッド学習の実践 
伊藤（横山）美紀（北海道教育大学函館校） 

 

Online Blended Learning in Japanese Language Teacher Training Classes 
Miki Yokoyama Ito, Hokkaido University of Education Hakodate 

 

要旨：本研究では、日本語教員養成科目で実践したオンラインブレンディッド学習を考察

する。対象とする実践時は、オンライン学習環境が十分に整備されていない緊急遠隔下で

あった。パソコンを中心とした情報機器やソフトウェアの操作への苦手意識をもっている

学生もいたが、本実践ではオンラインツールを積極的に導入した。本研究で実践し収集し

たデータの範囲内では、学生はオンラインの便利さに気づき、学生がオンライン授業に抱

くイメージに良い変化がみられた。本研究の結果から、オンライン学習環境が決して十分

ではない場合や、実施可能な同期型授業の回数が少ない状況においても、学生の満足度や

学びの質を向上させられる可能性が示唆される。 

 

キーワード：養成、e ラーニング、ブレンディッド学習、オンライン 

 

1. 目的 

本研究では日本語教員養成関連の科目で実践したオンラインブレンディッド学習を考察

する。本稿において、「ブレンディッド学習」は「ブレンディッドラーニング」と同義と

する。ブレンディッド学習には様々な定義があるが、本稿では藤本（2019）による「イン

ターネットやパソコンを使い、様々なメディアやツールを組み合わせて行う e ラーニング

の手法の１つ」を用いる。本稿で扱う実践は完全オンライン環境下で行ったため、「オン

ラインブレンディッド学習」と呼ぶ。Zoom を用いた同期型授業を 3 回のみ行い、それ以

外は非同期型で行った授業の成果と課題を、学生に行ったアンケート結果から考察する。 

  

2. 実践について 

2.1 対象  

本研究では、2020 年度前期に行った A 科目と、同年度後期に行った B 科目に触れるが、

B 科目を主な考察対象とする。A 科目は 2 年次以上を対象とした科目である。B 科目は 1

年次の履修が推奨される、日本語教育学に関する基礎的知識の修得を主な目標とした講義

の割合が多い科目である。A 科目を履修するために、学生は先に B 科目を履修済みであ

る必要がある。B 科目の実践を行った経緯を示すため A 科目の内容の一部にも言及する。  

 

2.2 内容  

 2020 年度前期の A 科目は演習重視の科目であるにもかかわらず、初回から非対面授業
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となった。2019 年度まで A 科目では部分的にオンライン支援システムを活用しつつも、

教案指導と模擬授業を主に対面で行っていた。2020 年度も、授業の目標と内容自体に大

きな変更は加えず、Zoom を用いた同期型授業で個別の教案指導と模擬授業を行った。教

科書の予習範囲の理解確認は、各自がオンラインで小テストに取り組むことが可能な

Quizalize を用いて非同期型で行った。用紙で行っていた学びの振り返りは Slack 上で行い、

履修者間で学びを共有したものの、SAMR モデル（Puentedura 2010）に照らし合わせると、

ほとんどが Substitution（代替）にとどまった。オンラインでスケジュール調整が可能な

Calendly を利用することで追加の教案指導を希望する学生がアポイントメントをとりやす

くなったという利点はあったが、量的に十分に活用されたとはいえない状況であった。 

このように、前期の A 科目では代替としてのオンラインツールの利用が目立ったが、A

科目での筆者や学生の経験を踏まえ、後期の B 科目では、Zoom を用いた同期型授業を 3

回に減らした。B 科目は、もともと講義要素が多い科目であり、非同期化がしやすかった

ことも、その理由の一つである。さらに、所属機関の方針により、学生の移動時間の確保

のために、2020 年度の後期授業では、対面授業と遠隔授業のいずれにおいても開始時間

を 10 分遅らせ、終了時間を 10 分早め、不足分は非同期型の課題とする必要があった状況

も考慮した。 

2020 年度後期の B 科目においても、主な連絡と情報共有には Slack を用いた。Zoom を

用いた同期型授業は、交流活動と意見交換活動を中心に、2020 年 11 月、12 月、および

2021 年 1 月に１回ずつ行った。活動には、Zoom のブレイクアウトルーム機能や Padlet や

グーグルドキュメントの共同編集機能を用いた。11 月の Zoom 授業で、学生は、10 月の

初回授業から数回にわたって Slack や Padlet を用いて文字で行ってきた情報をいかし、さ

らに情報交換を行った。12 月の Zoom 授業では事前に各自で取り組んだ日本語教育哲学

を考える課題をもとに、小グループで意見交換を行った。1 月の Zoom 授業では、最終レ

ポート課題に取り組むためのブレーンストーミング活動を行った。以上の 3 回を除いた授

業は、従前から採用していた指定教科書（荒川 2016）を用いて非同期で行った。事前の

教科書の予習にかかわる理解確認は A 科目でも使用していた Quizalize で行い、フィード

バックや補足説明や課題の説明はグーグルスライドにまとめ、Loom で解説を録画し、配

信した。学生は、1 週間に 1 度、学びの振り返りを Slack に投稿した。Zoom を実施しな

かった週の授業時間は、担当教員に他の業務が入らない限りは、Calendly を用いて、希望

する学生が個別に Zoom でアクセス可能な状態に設定した。 

2020 年度後期は、41 名の学生が B 科目を履修した。参加度は Slack への振り返り投稿

で記録し、3 回の Zoom 授業への出席は任意としたが、1 回目の Zoom 授業には 28 名、2

回目の Zoom 授業には 36 名、3 回目の Zoom 授業には 34 名の入室があった。 

 

3. アンケートの結果と考察  

本節では、B 科目で実施したアンケート結果を考察する。B 科目では、授業の開始時と
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終了時にグーグルフォームを用いて非同期形式でアンケートを行った。開始時のアンケー

トは、2020 年 10 月 1 日から 2020 年 10 月 8 日に、終了時のアンケ―トは 2021 年 2 月 1

日から 2021 年 2 月 9 日かけて実施した。いくつかの質問は、両方のアンケートで尋ねた。

B 科目の履修学生 41 名のうち、開始時アンケートには 39 名が回答し、終了時アンケート

には 14 名が回答した。2 つのアンケート間の回答者数が異なるため、背景情報として、

今後の対面授業の実施希望についてのそれぞれの回答結果を示す。図 1 は開始時アンケー

トの結果で、図 2 は終了時アンケートの結果である。質問はいずれも「できるだけ早く、

「もとどおりの」対面授業に戻ってほしいと思う」であり、5 は「そう思う」、1 は「そう

思わない」である。図 1 および図 2 のいずれの回答者においても対面授業へ戻ることへの

希望に対しては大きな偏りは見られず、多様であることがわかる。  

 

図 1：「できるだけ早く、「もとどおりの」対面授業に戻ってほしいと思う」（開始時） 

 

図 2：「できるだけ早く、「もとどおりの」対面授業に戻ってほしいと思う」（終了時）  

 

次に、情報機器の操作に対する苦手意識に関する回答を示す。図 3、図 4 および図 5 は

いずれも終了時アンケートの回答結果であるが、図 3 は 2020 年度の非対面授業の開始時、

図 4 は 2020 年度 10 月の後期の B 科目開始時、図 5 は B 科目が終了した 2021 年 2 月当時

について尋ねた結果である。いずれの図においても 5 は「そう思う」、1 は「そう思わな

い」である。2020 年度の約 10 か月間を通じて、情報機器の操作に対する学生の抵抗感が

減ってきており、情報機器の操作に対する苦手意識については改善傾向がうかがえる。 

学生からの記述回答においても、「ツールを使いこなすのが難しかった」という困難さ

への言及もあったが、「たくさんのツールを同時に使うことで、乗り越えたという達成感

を得た」といった、授業の満足度につながっているとみられるコメントも見られた。 
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図 3：「2020 年度 4～5 月の年度開始時、機器の操作が苦手だった」 

 

図 4：「10 月の授業開始時、機器の操作が苦手だった」  

 

図 5：「10 月の授業開始時と同じくらい、今も機器の操作が苦手だ」 

 

次に、学生に「オンラインで友達が作れる」と思っているかどうかを尋ねた結果を示す。

図 6 は、2020 年 10 月の B 科目開始時の回答である。「そう思う（5 または 4）」と回答し

た学生は、全体の 15.4%であった。 

 

図 6：「オンライン授業で友達が作れる」（開始時）  
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これに対し、図 7 の B 科目終了時の回答で「そう思う（5 または 4）」と回答した学生

は、全体の 42.8%に増加した。しかし、人数でみると両方とも 6 名である。回答者数が開

始時アンケートでは 39 名であったのに対し、終了時アンケートでは 14 名であったため、

友達が作れると思うようになった学生が本当に増えたかどうかは、今回のアンケートでは

明らかにならなかった。  

 

図 7：「オンライン授業で友達が作れる」（終了時）  

 

ただし、実際にこの授業をきっかけとして新しい友達が作れた学生はさらに若干名であ

ったものの（図 8）、図 9 が示すように、「この授業をきっかけに、すでに友達だった人と

のつながりを継続したり深めたりすることができた」に「そう思う（5 または 4）」と答え

た学生が、9 名いた。この人数が、図 7 で「オンライン授業で友達が作れる」と答えた 6

名を超えていることには注目したい。 

 

図 8：「この授業をきっかけに新しい友達が作れた」  

 

図 9：「この授業をきっかけに、すでに友達だった人とのつながりを継続したり深めたりするこ

とができた」  
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その他、終了時アンケートでは「この授業では自分がこの授業の一員として参加する楽

しみを味わうことができた」「Slack でみんなの投稿をみて言葉遣い等の勉強ができた」と

いったコメントもあり、同期型授業が 3 回のみでも様々な学びや達成感を得た学生がいた

ことがわかった。 

 

4. まとめと今後の課題 

本実践では Zoom を用いた同期型の授業を 3 回のみ行い、それ以外では Slack や動画を

用いた非同期型の授業を行った。アンケートの結果から、学生の情報機器の操作に対する

苦手意識の程度は多様であったことがわかった。また、収集したデータの範囲内では、情

報機器の操作が苦手と回答する学生は減少する傾向を示し、オンラインの便利さに気づい

た学生や、オンライン授業で達成感を得た学生もいた。 

実際にこの授業をきっかけとして「新しい友達が作れた」学生は、「オンライン授業で

友達が作れる」と回答した学生ほど多くはなかったが、すでに友達だった人のつながりを

深めることができた学生が一定数いたことがわかった。学生の日本語教育ビリーフへの影

響を考えると、オンライン授業で友達ができるという実感をもてたこと自体にも、すでに

友達だった人とのつながりを深めることができたことにも、一定の意味があったと思われ

る。本研究の結果から、同期型授業の回数が少なくても学生の満足度や学びの質をある程

度向上させられる可能性が示唆される。 

本研究では、授業開始時と比較すると、授業後のアンケートにおいて十分な人数から回

答を収集できなかった。また、インタビュー調査等による質的な考察も必要である。2021

年度からは、所属する教育機関においても Google Classroom が導入され、オンラインブ

レンディッド学習を行う環境が改善しつつあり、授業内容や方法も大幅に変更していると

ころである。引き続き、これらの実践の成果と課題を多視点的に考察していく必要がある。 
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Evaluation of mobile and multimedia resources targeted at  

Japanese language learners 

Sara DANGUBIĆ, Juraj Dobrila University of Pula Irena SRDANOVIĆ, Juraj Dobrila University of Pula 

 

Abstract: As the use of multimedia resources by students and teachers has been increasing over the last 

decade, it has become highly important to systematically evaluate the resources from various aspects, while 

considering students’ needs and feedback, to assure better quality and provide language learners and 

teachers with valuable information regarding available resources, their advantages and drawbacks. For that 

purpose, this research evaluates 12 different applications for learning the Japanese language based on the 

seven categories introduced by Smith and Regan (2004). Moreover, the research provides survey results 

concerning the usage of Japanese language mobile apps and online tools.  

Keywords: online tools, apps, mobile learning, multimedia, independent studying, Japanese language 

 

1. Multimedia learning approaches 

 Multimedia learning has two major approaches: technology-centered approach and learner-centered 

approach. According to Mayer (2005: 7-9), technology-centered approach is focused on “the functional 

capabilities of multimedia” and its major question is “How can we use these capabilities in designing 

multimedia presentations?”. This approach concentrates on the latest multimedia technology and its 

advances while trying to determine a technology that is most suitable or effective in conveying the 

information. One of the highlighted problems with this approach is the fact that it makes humans adapt to 

often unnecessarily posh technology rather than adapt technology to meet learners’ needs. Moreover, Cuban 

(1986, as cited in Mayer, 2005) notes that reviews of recent educational technologies indicate that this kind 

of approach “generally fails to lead to lasting improvements in education”. 

 On the other side, learner-centered approach concentrates on “an understanding of how the human mind 

works” with the main question being “How can we adapt multimedia to enhance human learning?” (Mayer, 

2005: 9). The focus of this approach is the learner herself and its main goal is to help human cognition. 

Furthermore, Mayer (2005: 9) explains how the learner-centered approach is more effective in fostering 

learning with “multimedia designs that are consistent with the way the human mind works”. That is to say, 

multimedia technologies can be used to assist us in getting smarter, as humans are always adapting their 

environment to complement their abilities and their benefit. 

 

2. Mobile applications: classification and evaluation categories 

 In this research, we use the app classification introduced by Aguilar (2017: 248) that divides the apps 

into three groups: 1) apps directly designed for language learning with two subgroups: a) full package apps 

and b) separate language learning apps, 2) apps that are not directly designed for, but are useful for language 

learning, 3) dictionaries and translators. This kind of classification is believed to help its users to understand 

varieties of available apps and at the same time evaluate their potential (ibid.). 

 Applications designed for language learning are, as Aguilar (2017: 248) describes, “apps that provide 

whole-language learning packages” with various types of exercises, grammatical patterns, the possibility 

to interact with other students or native speakers and learners’ community support. On the other side, 

separate language learning skills apps offer activities that help to develop different language skills 

separately, such as writing, reading, listening, speaking, grammar and vocabulary.  

 The second group are apps that are not directly designed for language learning but can be useful for that 

purposes as they include various settings and tools provided by the app or additional apps and extensions 

that can be installed. For example, language settings within an app can be changed to the target language 

(in this case Japanese) in order to consume already familiar content in the Japanese language and thus learn.        
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Likewise, offering access to various language learning resources, web browsers can be used in similar ways 

(ex. YouTube). The speech-to-text tool provides learners with the possibility of checking or exercising 

pronunciation, although it’s better to give preference to natural speech over artificial speech robots. 

Furthermore, it is valuable to mention Google extensions such as Rikaichan, Rikaikun or Toggle Furigana 

whose primary function is to help with reading kanji characters.  

 Dictionary apps such as Akebi and Yomiwa, besides being used in a standard way, can also be used for 

active studying. It is possible to create vocabulary lists that can later on be used for flashcard studying. It 

is also possible to import or export data which then further opens up various study materials. 

 Translation apps such as PapagoNaver offer machine translations with text-to-speech/speech-to-text or 

translation from an image as well. This kind of app is widely used by language learners, especially when 

writing texts in the target language, although some language teachers strongly oppose its usage (Aguila, 

2017: 251). On the one hand, translation apps sometimes offer rather literal translation which can result in 

misinterpretation but can still be a useful help for understanding the general meaning of the sentence or 

text.  

 This research evaluates the first type of apps for the Japanese language according to seven categories 

described in Table 1 as introduced by Smith and Ragan (2004). While examining language learning 

applications, it is important to examine the learning context, task and content of instructional materials or 

programs. Consequently, while assessing language learning apps, the following seven elements should be 

considered: content quality, pedagogical coherence on language skills, motivation, usability, customization, 

sharing and feedback and self-correction. In addition, the second and third type of apps are described briefly. 

 Table 1 Categories for evaluation of apps; based on Chen (2016:42-43) 

Evaluation categories Description 

Content quality Content should provide opportunities to advance learners’ skills and a connection to 

prior knowledge 

Pedagogical coherence The skills provided in the app should be consistent with the language learning goal. 

Motivation Embedded elements to engage and motivate users to use the app. 

Feedback and self-

correction 

Feedback and the possibility of self-evaluation should be available. 

Usability Icons and menus should be easy to navigate. 

Customization Individualization needs should be met (customizable setting and personalization) 

Sharing Allowing users to share the learning process, issues or concerns in learning. 

 

3. Evaluating Japanese language learning apps 

 Based on the answers collected from the questionnaire conducted among Croatian students of Japanese 

language and culture at the Juraj Dobrila University of Pula several apps for learning the Japanese language 

are taken into consideration. The evaluation is targeting the following apps: 1) from the first group of apps 

according to Aguilar’s classification “Apps designed for LL” - Kanji Study (focus on kanji acquisition), 

Quizlet (focus on vocabulary acquisition), Poro, Bunpo (focus on grammar), Satori Reader (improving 

reading skills), Poro Grammar (focus on grammar) and Mazii (improving reading and listening skills); 2) 

from the second group “Apps which are not directly designed for LL” - Rikaikun, and Toggle Furigana 

browser extension; and 3) from the third group “Dictionary and translation apps” - Akebi, Yomiwa and 

Papago. Table 2 describes the results of the evaluation analysis of the first group of apps according to the 

categories introduced above, while Table 3 provides short descriptions for the second and third group of 

apps (as they are not directly designed for learning, the same standards cannot be applied). 
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 Table 2 Evaluation of apps designed for Japanese language learning 
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Table 3 Evaluation of apps not directly designed for LL, dictionaries and translation tools 

G
R

O
U

P
 I

I 

Rikaikun The online tools whose primary function is to help with reading and understanding Japanese. It 

operates in a way that user puts the cursor on the word or kanji and gets a pop-up window with all the 
readings and meanings. It’s managed easily by on/off function and it consists of a dictionary-based 
information. 

Toggle 
Furigana 

It is also a browser extension, but it is slightly different than Rikaikun. This tool helps in a way that 
provides users with furigana readings for all online texts. So, if encountered with unknown kanjis in a 
text, this tool makes reading easier, although meanings are not provided. 

G
R

O
U

P
 I

II
 

Akebi - 
dictionary 

Elements in the app are well connected with a lot of examples and animations. Design is appealing and 
functions are visible and clear. Text adjustment, show/hide furigana and romaji are available. 
Strengthening vocabulary acquisition as well as speaking skills. 
Disadvantage: no feedback is available. 

Yomiwa - 
dictionary 

Elements in the app are well connected with a lot of examples and animations. Design is appealing and 
functions are visible and clear. It has in-app learners’ community for asking questions etc. 
Disadvantage: no feedback is available and sharing is not possible. 

PapagoNaver – 

translation app 

Available as app and online tool. Contains a phrasebook, offers full website translation, word cards for 

learning but also allows to make personalized set by adding words to favorites, possible sharing 
outside the app, offline translations, phonetic settings available as well as text customization and 
several other options. Translates from image, practice conversation and speech recognition. 

 

 The evaluation of apps designed for Japanese language learning revealed that Quizlet fulfills all seven 

elements and its special advantage is monitoring learner’s vocabulary acquisition and providing feedback 

to learners. Rikaikun showed to have more detailed information on words and more useful options than the 
other browser extension. Among dictionaries, Akebi proved to have the most advanced functionalities with 

appealing design, animations, vocabulary acquisition adjusted to different levels, import and export of data.  

 

4. Survey results about the usage of Japanese language mobile apps and online tools 

 We conducted a short questionnaire targeting 47 students of Japanese language and culture from the 

Juraj Dobrila University of Pula in order to evaluate students' usage of mobile apps and multimedia when 

learning the Japanese language, their attitudes about the usefulness of the tools as well as the problems they 

are facing while learning. The questionnaire was written in Croatian language and was conducted 

electronically via Google Forms.  

 The questionnaire has the following goals: 1) to find out if students are using applications and online 

tools while/for studying the Japanese language, 2) how frequently they are using them, and lastly 3) whether 

they find them helpful or not. The questionnaire is divided into two parts. The first part collects information 

relevant for the research such as years of study, the last grade acquired in the Japanese language class and 

questions regarding previous contacts with Japanese language and related apps and online tools usage (prior 

to enrolling into the University). The second part is more detailed and consists of 30 questions aimed at 

letting the students evaluate apps they use by giving them points from 1 (not useful at all) to 5 (very useful) 

and by describing them in open-ended question. It can be divided into three segments: 1) writing segment 

focused on apps that help acquire hiragana, katakana and kanji; 2) vocabulary, grammar and speaking 

segment focused on apps that help acquire new vocabulary and grammar and have listening exercises; 3) 

on-line tools and digital content. Since the targeted group were students from all years, freshman to graduate, 

the assumed average age is between 20 and 23.  

 Regarding the first part of the questionnaire, the survey showed that most of the students (66%) did not 

study the Japanese language prior to enrolling into the University. Most of the students who were studying 

the Japanese language before enrollment (total of 16 students), studied it for about a year following by those 

who studied for two years. Students who studied few months, six months, three or five years were in a 

lower percentage. Furthermore, the answers showed that these students mostly applied the self-studying 
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method using apps and online translators (36.8%) while others were learning with the supervision of a 

teacher, tutor, by attending language courses and similar.     

 The second part of the questionnaire revealed that only 7 (14.89%) of the students were using apps for 

learning hiragana (4 out of 13 expected freshman year participants) and 8 (17%) of them were using apps 

that teach katakana (5 out of 13 expected freshman year participants). Usage frequency grade for these apps 

is 2.8 for hiragana apps and 3.12 for katakana apps (1 ‘I never use it’ to 5 ‘I use it every day’). Average app 

satisfactory grade is for hiragana 4.5 and 4.12 for katakana (1 ‘dissatisfactory’ to 5 ‘very satisfied’). From 

these results it is perhaps possible to conclude that katakana is somewhat harder to learn and accordingly it 

requires more frequent app usage while the general satisfaction with both apps shows that students assessed 

these apps as helpful for learning the Japanese language. Regarding apps that assist with learning kanji 

characters, the survey showed that out of 47 participants 39 (82.97%) use them. On the same scale as 

aforementioned, the average usage of these apps is graded 3.56 by the students, while the average app 

satisfactory grade is 4.2 which indicates students are generally content with the options apps are offering. 

From these data, it is clear that the need for these kinds of apps is much higher and students need more help 

in this area of the Japanese language. Furthermore, it can be concluded that kanji characters are more 

complex and students more frequently face difficulties so they seek ways to make the learning process 

easier. It is interesting that more than half of the students listed KanjiStudy as their “go-to” app. 32 out of 

47 (68%) students use apps for learning vocabulary and they graded their frequency of use with 3.78. The 

participants answered with an average grade of 4.43 to the question “To which extent do you think these 

kinds of apps are helpful for your independent learning and Japanese language acquisition?”. It can be 

assumed that there are no bigger problems with vocabulary apps and even though they are not used on daily 

basis, they are still a valuable tool to help with learning. On the other side, only 9 (19.14%) students use 

apps for speaking practice, whose frequency of use is graded as 3.37. Some of the most frequently listed 

apps are Poro: Practice listening & speaking Japanese, Lingo Deer and YouTube. The average usefulness 

of these apps is graded with 4.12 which may indicate that, even though they are less used for speaking 

practice than for some other components, some students still practice speaking and these apps become very 

useful with the lack of native speakers. Furthermore, apps that focus on grammar are used by 15 (31.91%) 

students and among the most frequently mentioned ones are Bunpo, Poro: Japanese Grammar and Lingo 

Deer. Results showed that the average usage is graded with 3.6 and general usefulness with 3.73. Finally, 

the students repeatedly mentioned online tools (such as jisho.org) which they use for searching up 

unfamiliar vocabulary and kanji characters. They also mentioned how they listen to Japanese podcast, music 

and watch vlogs, use YouTube to hear native speakers, read manga and use browser extensions such as 

Rikaichan, Rikaikun and Toggle Furigana in order to consume Japanese content easier.  

 According to the collected data, it is clear that the students use apps for kanji characters and vocabulary 

most frequently. Freshman year students use online tools and vocabulary apps the least, while the rest of 

the students use apps with speaking practice and grammar the least.  

 According to the answers they have given in the questionnaire, students were sorted into five categories 

in order to investigate if there is any correlation between the habits of using (or not using) the apps while 

learning the Japanese language on their own and their grades at the University. The categories are as 

follows: 1) Students who did not learn the Japanese language at all prior to enrolling into University and 

did not (and still do not) use apps while studying, 2) Students who did not learn the Japanese language prior 

to enrolling into University, but did use apps or multimedia to learn more about the language and continued 

to use it after enrollment, 3) Students who did not study the language nor used apps or multimedia until 

they enrolled into University, 4) Students who studied Japanese language and used apps or multimedia prior 

to enrollment and 5) Students who studied the language before enrollment but started using apps or 

multimedia only after enrollment. Results showed that group 1, students who did not study Japanese before 

enrollment and had the least contact with apps and multimedia has the lowest GPA (3,4 /5) as well, while 

group 5 has the highest GPA (4,6/ 5). 

 It could be assumed that the results of group 5 are due to acquiring basic knowledge in the Japanese 

language before starting to use multimedia, apps or online tools to boost their language knowledge. That is 

to say, their learning did not rely on modern methods from the very beginning as opposed to group 4, which 
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has a somewhat lower average (GPA 4,2/5). Of course, in order to get quality insight regarding the 

connection between grades and apps usage, it is necessary to have more participants. However, if we divide 

these 5 groups into only 2, one which had or has contact with multimedia and apps and the other which did 

not and still does not have any contact with it, we can see that 1st groups’ average GPA is 3,92 and 2nd 

groups’ is 3,42. Accordingly, even though the difference isn’t very big, we can consider that the most 

effective method of studying the Japanese language would be the combination of traditional and modern. 

Also, the result might indicate that students with higher grades also have higher motivation to use additional 

aids and resources. Finally, it can be concluded that knowledge can be acquired and boosted through apps 

and multimedia.         

                 

6. Conclusion 

 Multimedia is a powerful tool that allows us to consume new information faster and in much bigger 

quantities than ever before. Moreover, with technological development, mobile phones became little 

portable computers which are very useful in this new fast way of living in the 21st century and opened the 

possibility of learning “on-the-go”. Learning via mobile phones enables access to information anywhere 

and anytime, furthermore, the users can manage how, when and what to learn as it suits their wishes. When 

learning a new language, in this case, Japanese, it is important to use it as much as possible, which was 

difficult before as the possibility of getting in contact with native speakers was limited, but technological 

advancement made it possible and easier.  

 Furthermore, nowadays we have access to various Japanese language learning apps but the challenge 

that users frequently face is finding good quality apps. Apps and online tools, of course, have their 

advantages and disadvantages but the questionnaire answers showed that almost all of the students 

(95.74%) think apps and online tools are very helpful while studying the Japanese language independently 

and the most frequently listed disadvantage was paying for full access. Despite that, some students stated 

how paying for the app keeps them motivated to actually use the app daily. On the other side, some students 

expressed that due to the large number of low-quality apps available, they lose interest very easily so they 

stop using the app quickly or they do not know how to find a good quality app. Therefore, it is important 

to provide an evaluation of various apps and guide students with information about the most useful 

functionalities and tools. Even though the general opinion was positive, there were also some students who 

expressed that nowadays too much of a focus is on technology and independent learning while the 

traditional learning and techniques are not talked about enough.  

 Multimedia-assisted learning today greatly facilitates the acquisition of new knowledge because it makes 

the content more interesting and thus might encourage the users who lack the motivation to study. By 

stimulating the senses of hearing and sight with good multimedia design, images, video and audio contents, 

multimedia not only makes independent learning interesting but enriches the lectures and thus enables the 

professor’s quality knowledge transfer. Furthermore, as questionnaire results showed the connection 

between GPA and multimedia usage, it can indicate that continuous usage of apps and online tools is 

somewhat related to better acquisition of the Japanese language.  
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日本語教育での没入型 VR の利用に関する提案 

 

畑佐一味（パデュー大学）、バイダル・サメト（パデュー大学）  

 

Applications of Immersive Virtual Reality in Japanese  

Kazumi HATASA, Purdue University Samet BAYDAR, Purdue University 

 

要旨：没入型仮想現実の試行から得られた知見を報告し、利用方法を提案する。没入型仮

想現実を体験するために、Oculus Quest 2（VR ヘッドセット）に Google Street View のデ

ータを 360 度映像にする Wander という市販のアプリを使用した。 

 

キーワード：没入型 VR、Oculus、Wander、 

 

1. はじめに 没入型 VR と日本語教育 

 本論の目的は没入型 VR の日本語教育での活用方法を提案することです。昨今、没入型

VR は、映像の質が向上し、パソコンとの接続を必要としない独立型のヘッドセットが市

販されたことで、普及が進んでいます(Bridgland, 2018; Mowbray, 2020)。機器の価格が下

り(Mello Jr., 2020)、ゲームが数多く開発されていると同時に、医療研修を始め様々な職業

技能の訓練や職場研修に利用され始めています(Cipresso et al., 2018)。外国語教育を含む

教育一般での活用の可能性も探っていかなければなりませんが(Chun et al., 2021)、ヘッド

セットの普及やアプリケーションの開発がまだ十分とは言えず、実践のデータが取れてい

る段階には至っていません。 

 VR というとアバターがキャラクターとして現れるデジタル・ゲームを想像しがちです

が、そのようなゲームの開発には言語教育の専門家、ゲーム・デザイナー、そして、プロ

グラマーの協力が不可欠であり、教育的に効果が期待できる本格的な教育コンテンツを作

成するのには多大な費用がかかります。日本語教育のように大きな利益が期待できない分

野では、商用アプリは成立しづらいでしょう。 

 そこで、本論ではすでに安価で市販されている Wander というアプリを中心に据えて、

アプリケーション開発やプログラミングなどに時間を費やすことなく、既存のソフトを上

手に使う方法を考えます。あくまでも教員が教えることを前提として、没入型 VR の環境

下での日本語、日本文化を学習するための教材の可能性を提案します。  

  

2. 没入型 VR と Wander 

 没入型 VR では写真１のようなヘッドセットを装着し、コントローラを手に持って、

VR 世界の中に入ります。一旦ヘッドセットを装着すると実世界から遮断され、眼前に広

がる映像は上下左右、前後すべてコンピュータによってコントロールされます。そして、
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映像はプレーヤの動きに同期して変化するので、全く別の世界にいるような没入感を体験

することができます。（写真１）さらに、遊園地のアトラクションのように、座席が前傾

したり、斜めに傾いたりする仕掛けと映像の動きを合わせると、落下したり、上昇したり

する感覚を味わうことができます。パソコン画面で見る VR と没入型の VR はその圧倒的

な臨場感にあります。 

写真 1：没入型 VR のイメージ  

  

 

 今回使用する Wander というアプリはグーグル・ストリートビューを 360°画像にし

て、没入型 VR として映し出すものです。動画はなく、画面上の矢印をクリックして少し

ずつ場所を移動します。あるいは、画面上に世界地図を表示して、その中から地点を選ん

で瞬時に移動することもできます。住所や場所の名前からの検索もできます。Wander は

バーチャル世界旅行を体験することを目的として開発された、市販のアプリで、価格は

10 ドルと安価です。 

 Wander では自分の「Room」を作ることができ、そこに事前に登録しておいた Friends

が入ることができます。Room には六人まで入ることができ、それぞれが見ている画面下

方に他の参加者のアバターが現れます。参加者間の音声チャットが可能になり、自由に話

すことができます。参加者はそれぞれ全く違うところに行くことが出来ますが、画面上の

アバターが見えなくなることはありません。また、画面上の地図をオンにすると、各参加

者の現在位置がピンで表示されるので、お互いの位置を容易に把握することができます。

さらに、「follow」「unfollow」という機能を使うと特定の参加者に移動の主導権を渡すこ

とができます。例えば、私がプレーヤーA を follow すると、私はプレーヤーA と同じ場

所に移動します。ただし、見ている方向は自由に変えることができます。したがって、参

加者全員がプレーヤーA を follow すると、プレーヤーA がグループツアーのガイド役に

なります。また、unfollow すると修学旅行の自由時間のようになります。参加者がどこに

いようと、お互いの声は距離に関係なく聞こえます。事前に調べておいた地点は

Favorites 機能を用いて登録することができるので、移動を効率的に行うことができま

す。 

 以下に、この環境を用いた言語学習活動の可能性を提案します。  

 

2.1 アクティビティ例１：大阪道頓堀で巨大看板を見つけるタスク  

 教員がまず大阪心斎橋に行き、学習者に教員を follow するように指示します。全員が
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集まったら、「近くにある大きなカニの看板を見つけたら、声をかけてください。では、

私を unfollow して始めてください。」と指示します。最初に看板を見つけた学生から報告

がはいったら、follow を使って、全員をカニの看板の前に集合させます。次に、「道頓堀

通りを移動しながら、大きな看板をみつけてください。どんな看板でもいいです。見つけ

たら声をかけてください。」という指示を出します。学習者が声をかけたら、そこに集合

します。道頓堀には巨大看板がたくさんあるので、集合、離散を何度か繰り返すことがで

きます。その間、会話を維持します。ビデオ１は、このアクティビティを試行した時のビ

デオ録画です。 

ビデオ 1：道頓堀の巨大看板  

 

https://one-taste.org/vr/video/doutonbori.mp4  

 

2.2 アクティビティ例２：コロナの影響 

 ストリートビューには Time Line という機能があり、同一地点の過去の映像を見ること

ができます。それを利用して、Wander も過去の映像に切り替えることができるので、

年々の変化を見せることが可能です。 

 この機能を利用して、2020 年初頭から始まったコロナ禍の影響を感じるアクティビテ

ィを試してみました。大阪の「づぼらや」という老舗飲食店がコロナ禍の影響で 2020 年

に新世界本店を閉めました。同時に、店と街のシンボルになっていた大きなフグの看板も

下ろされ、話題になりました。このような変化は没入型 VR を使うと効果的に見せること

ができます。  

 ビデオ２：大阪新世界の変化  

 

https://one-taste.org/vr/video/duboraya.mp4  
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2.3 アクティビティ例 3：東日本大震災の被災地の変化 

 2011 年に起こった東日本大震災直後の画像はストリートビューのデータに含まれてい

るので、それを利用して、2021 年まで 10 年間の変化を見ることができます。岩手県陸前

高田市にあり、東日本大震災の遺構として保存されることになった高田松原道の駅の周辺

を例にこれまで 10 年間の変化について考えてみるというアクティビティを試してみまし

た。  

 ビデオ３は 2011 年から 2019 年までの変化をタイムラインで見られるようにしたプレゼ

ンテーションです。2014 年ごろに見られるが 2017 年には撤去される大きな橋のような建

造物は何かを考えさせる活動をしました。  

ビデオ３：陸前高田市の変化１  

 

https://one-taste.org/vr/video/takata-2011-2019.mp4 

  

 もう一つは、近くにあったガソリンスタンドを中心に年々の変化を感じてもらいまし

た。（ビデオ４）2011 年にこの辺りを襲った津波は 16 メートルの高さに達し、ガソリン

スタンドの看板が水没しました。その跡が 2011 年の映像からはっきりみることができま

す。その後、ガソリンスタンドは一時営業を再開しますが、現在は撤去されています。ビ

デオは学習者の一人が見ている画像を録画したものなので、画面の動きは学習者の頭の動

きです。技術的な問題で、学習者の声が録音がうまくいきませんでしたが、セッション中

は会話を維持するのに十分な音質で聞こえていました。このように、ストリートビューの

データをうまく活用すると、2010 年以降の変化は Wander で活用できそうです。 
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ビデオ４：陸前高田市の変化２  

 

https://one-taste.org/vr/video/gasorin-stando.mp4 

 

3. まとめ  

 没入型 VR とバーチャル旅行のために開発された Wander を組み合わせることで、開発の

費用も時間もかけずに、言語学習活動をデザインし、実践することは可能だと思われま

す。没入型 VR は、2D 画像では得られない臨場感を提供でき、学習者を刺激し、発話動機

の向上に繋がると考えられます。 

 言語学習を目的としたアクティビティのデザインにはどのような言語を学習させたいの

か（語彙、文法、表現など）、あるいは、どのような言語活動をさせたいのか（プレゼン

テーション、ディスカッションなど）学習目標を明確に設定し、吟味することが必要で

す。また、教員は事前に特定の地点を favorite に登録しておき、効率的に授業が運営で

きるようにするといいでしょう。学習者がプレゼンターになり、自分の国、あるいは、地

元について紹介するといったアクティビティも準備を行わせることで、内容的にも興味深

い、効果的な言語学習活動が可能になります。また、交換留学の提携校間ではこれから留

学する学生たちの事前オリエンテーションとして、行先の環境を紹介する活動も面白いと

思います。Wander の本来の目的は旅行ですから、これまで行われてきた旅行をテーマに

した学習活動（予算を決めて、旅行をデザインするなど）の仕上げとして、VR 空間で実

際に検証することも可能です。 

 以上のように、没入型 VR は大きな可能性を持っていると思えますが、それが机上の空

論にならないように実践研究をして、その効果を測って行く必要があります。また、学習

者全員が VR ヘッドセットを装着できない場合も想定されます。画像をプロジェクターか

ら流し、全員が見られるようにすることは技術的には可能ですが、肝心の臨場感はなくな

ります。そういった状況ではそもそも没入型 VR を使う意味があるのかは検証されなけれ

ばならないでしょう。 

 今後、色々な使い方が模索され、発展していくことが期待されます。 

 

 

265

https://one-taste.org/vr/video/gasorin-stando.mp4


参考文献 

Bridgland, H. (2018, December 3). Virtual reality device market declines in 2018 but outlook 

remains positive.CCC Insight. https://www.ccsinsight.com/press/company-news/3726-

virtual-reality-device-market-declines-in-2018-but-outlook-remains-positive/ 

Chun, D., Karimi, H., & Sanosa, D. (2020, June 2). Traveling by headset: Immersive VR for 

language learning. CALICO Virtual Conference 2021. 

https://whova.com/web/calic_202106/Agenda  

Cipresso, P., Giglioli, I. A. C., Raya, M. A. & Riva, G. (2018). The past, present, and future of 

virtual and augmented reality research: A network and cluster analysis of the literature. 

Frontiers in Psychology, 9(2086), 1-20. DOI: 10.3389/fpsyg.2018.02086  

Mello Jr., J. P. (2020, December 1). VR consumer spending growth driven by headsets: Report.  

Technewsworld. https://www.technewsworld.com/story/86936.html  

Mowbray, T. (2020). From virtual to reality-A practical guide to creating educational virtual 

reality content. In S. McKenzie, F, Garivaldis & K. R. Dyer (Eds.) Tertiary online teaching 

and learning (pp. 87-106). Springer. DOI: 10.1007/978-981-15-8928-7_8 

 

266



IT 利用によるオンライン初級教科書『オンラインで学ぶ日本語 
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要旨：本稿では現在開発中のオンライン日本語初級教科書『オンラインで学ぶ日本語 

Learn Japanese Online (LJO)』を紹介する。本教科書アプリケーションでは、従来別々

に提供されてきたテキスト、ワークブック、音声・映像メディア、Web コンテンツを一つ

のオンラインパッケージとして有機的に統合することで、利便性、学習効率の向上を追求

した。さらに従来の教科書に搭載されていない文法解説ビデオや非同期型口頭練習および

オーラルアセスメントを標準で実装した。これによって反転授業やブレンディッドラーニ

ングの実践を強力にサポートするものとなったので、今後オンラインコース、ハイブリッ

ドコースのみならず、通常の対面式コースでも効果検証をしていきたい。 

 

キーワード：初級教科書、オンライン教科書、ウェブアプリケーション、口頭能力育成  

 

1. はじめに  

 本稿では、主に英語圏での使用を想定した現在開発中のオンライン日本語初級教科書

『オンラインで学ぶ日本語 Learn Japanese Online (LJO)』について、ペダゴジカル、テ

クニカルの両面から報告する。本教科書は Book 1, 2 の二巻構成で、Book 1 は 2021 年

秋、Book 2 は 2022 年秋から公開予定である。Book 1 は 30 のユニット、2 は 32 のユニッ

トで構成されている。スモールステップの考えに則って、文法項目、単語の数を抑え、消

化しやすい短い構成単位を採用した。本教科書は紙媒体を使わないオンライン教科書であ

り、コンピュータ、タブレット端末、スマホからウェブ上でアクセスする。ウェブと言っ

ても一連のウェブページではなく、PHP、Javascript (jQuery ライブラリ使用), HTML に

より、きめ細かく制御された一本の HTML5 ウェブアプリケーションである。 

 

2. LJO の特長 

 LJO のユニットは、ダイアログ、新出単語、文法、口頭練習、リスニング練習、リーデ

ィング練習、ライティング練習、漢字、アクティビティ、文化、口頭パフォーマンステス
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トで構成されている。本節では LJO の主な特長を述べる。 

 

2.1 統合された一本のアプリケーション 

 本教科書アプリケーションは、テキスト、ワークブック、音声・映像メディア、Web コ

ンテンツを一つのオンラインパッケージにまとめたものである。従来、これらのコンテン

ツは別々に提供されているため、使い勝手が悪いという問題があった。例えば、ダイアロ

グビデオを例に取ってみる。教科書にビデオが提供されている場合、DVD 媒体や教科書の

ウェブサイトで提供されるが、ディスクを扱ったり、ウェブサイトにログインして見たい

動画に移動するのには手間がかかる。しかし、LJO では、ダイアログビデオはユニットの

紹介ページにあり、クリックするだけですぐに再生できるようになっている。 

 

 
図１：ユニット紹介ページの一部  

 

 

図２：単語リストに埋め込まれたオーディオリンク 
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 単語のモデル音声に関してもまったく同じことが言える。従来の教科書では、単語リス

トが提示される際にその場で単語の発音を聞くことができないが、LJO では単語リストに

オーディオリンクが埋め込まれており、ワンクリックで再生できる。 

 

2.2 文法解説ビデオ 

 LJO では一ユニットにつき通常二つの文法項目が導入されるが、従来的な文字や図によ

る解説に加えて、文法解説ビデオを標準で搭載している。ビデオは講師による教室レクチ

ャーの動画などではなく、アニメーションをふんだんに使い、わかりやすさを追求したチ

ュートリアル動画である。これにより学生の文法学習はかなりの部分、自宅での独習が可

能になるはずである。また、すべての文法解説ビデオには英語字幕が付いており、聴覚障

害を持っている学習者、英語を母語としない学習者への配慮もなされている。 

 文法解説ビデオには、英語のナレーションがついており、説明は、主に、1) 導入、2) 

会話の中での使用例、3) 練習の順番で構成されている。新しい文法項目は多様な例文、

実際に使用されうる状況などとともに紹介される。次に、教科書に標準搭載されているダ

イアログビデオの一部分が切り抜かれた映像の聞き取りを通して、実際の会話の中で新し

い文法項目がどのように使われているのかを確認することができる。そして、最後に、ナ

レーターが出すキューをもとに、学んだ文法項目を使って文を作る練習が用意されてい

る。 

 

図３：新しい文法項目の練習の例 

 

2.3 文法クイズ 

 学習者が文法解説ビデオを通して、新しい文法を学んだあとで、文法の要点を理解で

きたかどうかが確認できるように、文法クイズが用意されている。文法クイズは自動採点
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になっており、教師が採点する必要はない。また、クイズは二回目の結果まで、成績に反

映されるように設定されており、一回目と二回目とで高い方の点数が成績として記録され

る。成績には二回目までの結果しか反映されないが、クイズは無制限に受けることができ

るので、すべての問題に正解するまで、繰り返すことが可能である。文法解説とクイズを

行ったり来たりすることで、文法の要点に対する理解が深まることが期待できる。なお、

三回目以降は、間違った問題の正答が提示されるようになっている。 

 自動採点可能という制約の中では多肢選択問題が一般的だが、LJO では学習者に自力で

単語を組み合わせ文を構築させることを可能にする問題形式を考案し実装した。図４にみ

られるように、学習者が記号で単語を選ぶたびにそれにあわせて文が構築されていくとい

うものである。 

 

図４：整序問題の例 

 

2.4 口頭練習 

 LJO では口頭能力の育成を重視しており、多量の口頭練習、口頭能力アセスメントを提

供する。これを可能にしているのは約十年前に開発され進化を続けてきた Speak 

Everywhere というプラットフォームである (池田・深田 2012, Fukada 2013)。LJO はこ

のプラットフォームを内包・統合している。 

 

 
図５：文レベルの発話練習  
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 口頭練習の流れとしては、まず新出単語や表現、ダイアログビデオや文法解説ビデオか

ら選び抜かれたキーセンテンスをモデルの後に復唱し、練習する。その後、新出文法を使

った文レベルの練習に入る（図５）。ここでは、モデルの後に復唱するのではなく、指示

とキューを参考に、学習者が自ら文を組み立て、録音し、その後にモデル解答を聞くよう

な設定になっている。フィードバックに関しては、教師は各学習者の録音を聞き、音声や

文字によるフィードバックを残すことができるため、教室での一斉練習では見落としがち

な個人の発音や文法の間違いを迅速に訂正できるという利点がある。 

 

2.5 パフォーマンステスト 

 課ごとのテストというと筆記テストが一般的だが、口頭能力育成を重視する LJO では

Speak Everywhere を用いた口頭アセスメント（宮本・深田 2019）を搭載している。モノ

ローグ、音読、読み物に関する質疑応答(Read and Answer)、質疑応答、キューに導かれ

ながらビデオに登場する人物と会話を進める Guided Conversation（図６）の構成になっ

ており、スピーキング力とともに読解力、聴解力も測ることができる。文章や図から情報

を読み取り回答する問題に加え、学習者自身の生情報を使って回答する問題も含まれてい

る。テストの体裁を取っているが、学生が自分が満足できるパフォーマンスに達するまで

何度でも挑戦することができるようになっている。これにより学生が口頭練習に励み、口

頭能力をさらに高めてくれることを狙っている。 

 

 
図６：Guided Conversation の一画面  

 

2.6 漢字  

 LJO では Book 1 で 202 字、Book 2 で 226 字、計 428 字の漢字が導入され、AP Kanji を

網羅する。従来の漢字教材と大きく異なるのは、漢字の書き方のデモンストレーションを
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する動画の装備である（図７）。書き方には筆順のみならず、とめ・はね・はらい等の書

き方も同時に学習することができる。使用例には、その課で導入された単語に限らず、使

用頻度の高い単語も記載している。 

 

図７：漢字導入画面の一部  

 

2.7 教師側インターフェイス 

  教師側のインターフェイスには、ロスター管理機能や練習、クイズ、テストの採点

機能、成績管理機能が用意されている。各種練習・クイズ・テストの得点は重み付けされ

集計されるが、この重みの設定は教師が自由に変更することができる。  

 

3. 結びにかえて  

 本稿では LJO の特長を述べた。オンライン化がもたらす恩恵を十分に活用できている

かどうかについては、現場からのフィードバックを待ちたいが、文法解説ビデオや非同期

型口頭練習および口頭アセスメントを標準で実装したことによって、反転授業やブレンデ

ィッドラーニングの実践を強力にサポートするものとなった。今後、オンラインコース、

ハイブリッドコースのみならず、通常の対面式コースでも効果検証をしていきたい。 
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Effectiveness of Digital Portfolio of TP chart for Language Teachers 
Ayako SAKAUE、 Ritsumeikan University  Itsue TANIGAWA、 Konan University 

 

要旨：本研究は、ポートフォリオの活用方法をまとめ、TP チャートワークショップの実

践を通して、TP チャートを作成する意義と電子媒体のポートフォリオの有用性を明らか

にすることを目的とする。その結果、ワークショップ参加者のうち、90％が TP チャート

作成に満足したと回答し、教育活動を客観的に言語化できたこと、教育活動と理念の結び

つきについて気づけたこと、エビデンスの重要性などが確認できたと述べている。また、

電子媒体の TP チャートの利点は、他人と共有しやすく、更新しやすいことなどが挙げら

れる。 

 

キーワード：ティーチングポートフォリオ、TP チャート、エビデンス、電子媒体 

 

1.  本研究の目的 

学習者は自ら学んだことについて授業中に振り返りの時間が設けられるなど振り返りを

行う機会があるが、教師はどのように振り返りを行っているのだろうか。自らの教育活動

を客観的に振り返る手段として、ティーチングポートフォリオの作成がある。 

著者らは語学教員対象に 2020 年からティーチングポートフォリオ（TP）チャート作成

ワークショップを行っている。オンラインでは、紙媒体ではなく、スライドを使用して電

子媒体の TP チャートを作成している。 

本研究の目的は、ポートフォリオの活用方法をまとめ、TP チャートワークショップの

実践を通して、TP チャートを作成する意義と電子媒体のポートフォリオの有用性を明ら

かにすることである。 

 

2.  ティーチングポートフォリオの作成 

2.1 ポートフォリオについて 

 ポートフォリオとは、横溝 1999 によると、「教育目的に沿って収集した学習者の学習成

果のコレクション」と定義されている。日本語教育の分野で使用されているポートフォリ

オは、青木 2006 の『日本語ポートフォリオ改訂版』や早稲田大学の『日本語学修ポート

フォリオ』がある。これらは学習者向けの紙媒体のポートフォリオであるが、PDF も公

開されている。他分野のポートフォリオと大きく異なるのは、ヨーロッパ言語ポートフォ

リオ（European Language Portfolio : 以下「ELP」）を参考にしているところだ。 

 現在、日本の大学では、Learning Management System を利用しており、そのポートフ
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ォリオ機能を利用することが多い。これは、学習者が学習成果物やその評価を電子媒体で

記録できるものであり、e ポートフォリオとも呼ばれる。 

 

2.2 ティーチングポートフォリオについて 

 ティーチングポートフォリオとは、自らの教育活動について振り返り、その自らの記述

をエビデンスによって裏付けた厳選された記録と定義しており、A4 判で 8 ページから 10

ページほどの本文とエビデンスから構成される文書のことである（セルディン 2007）。日

本語教育の分野では、小玉 2007、近藤 2014 等が日本語教師研修に利用したと報告してい

る。また、加藤 2014 は、国内外の日本語教師対象の研修に電子ティーチングポートフォ

リオを利用している。ここでは、電子媒体を利用することで、同じ場に集まらなくても一

緒に研修を受けることができるという利点がうかがえる。 

 また、カーン 2007 は、電子的ティーチングポートフォリオの利点についてまとめてい

る。ここでは、電子媒体のポートフォリオではなく、e ポートフォリオの利点を述べてい

る。e ポートフォリオを利用すると、教育改善の効果が 3 点あるとのことである。 

(1) 教育実践の公開性の増大：インターネットで多くの人のアクセスを容易にす 

(2) 教育実践の透明性の確保：音声などの資料やオンライン教育実践も取り込む 

(3) 教育成果の効果的な発信：マルチメディアなど豊かな資料を提供する 

 

ただし、ティーチングポートフォリオに過剰な情報を取り込みすぎること、ICT を得意

としない教員にとっては難易度が高いことや著作権やプライバシーの問題に関わることは

注意が必要だとも述べている。 

本研究で取り上げる電子媒体のポートフォリオは、e ポートフォリオではなく、紙媒体

を電子化したものであるため、難易度はそれほど高くなく、過剰な情報を取り込みすぎる

という問題もない。5.で電子媒体のポートフォリオの利点と課題について詳しく述べる。 

 

2.3 TP チャートの作成方法 

TP チャートは、教育活動の俯瞰と振り返りを行い、授業改善につなげることを目的と

した A3 判のワークシートで、個人の教育活動を視覚的に整理でき、自己省察によって俯

瞰できること、また短時間で作成が可能なこと（栗田ほか 2018）が特徴である。 

 TP チャートのワークシートは、①責任、②改善・努力、③成果・評価、④方法、⑤方

針、⑥理念、⑦目標の 7 つの欄に区切られている。また上部には作成者の氏名、TP チャ

ート作成の目的、そして TP チャート作成後に感想を記入する箇所が設けられており、作

成前に目的を意識することで TP チャートの作成が漫然とした作業にならないようにとい

う工夫がされている（図 1 参照）。 

ワークショップではファシリテーターの指示のもと、まずは①〜③の欄の項目に関わる

事柄を、それぞれ 2〜5 分の定められた時間内に順に書き出していく。例えば責任の欄に
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は、基本的に直近 1 年以内に自らが行った教育活動と思われるものを 1 つの付箋に 1 つず

つ書き、その記入した付箋を貼り付けていく。責任に書き込んだ事柄は自らの教育活動を

振り返る材料に、改善・努力は自らの努力を可視化することで前向きな気持ちになる助け

に、そして成果・評価を書き出すことで今の自分を知るきっかけとなる。 

 

図 1：TP チャート 

 

①〜③が書き終わったところで、ワークショップではペアとなる他の参加者とそれぞれ

の TP チャートを見せ合い、自己紹介を行う。その後再び④〜⑥の欄を順に埋める個人作

業に戻る。方法の欄には、いつも行っている方法や重要だと思って行っている方法を付箋

に書き出していく。ここで重要なのは「心がけている」というような考えや姿勢ではなく、

実際に行っている「行い」について書いていくことである。方針の欄では、「なぜその方

法を行っているのか」という理由を書き出し、理念では「なぜその方針をとっているの

か」の理由を考える。一つの理念、方針に対して複数の方針、方法がとられることもある

ので、その場合にはそれぞれの付箋を移動してグルーピング化する。ワークショップでは

④〜⑥の欄をそれぞれ 7 分で記入した後、再びペアでその内容を共有し、理念を達成する

ためにどのような方針、方法を用いているかを説明し合う。このように具体的な「行い」

を書き出すところから始め、一つ一つを振り返る形で、心の中にある理念を見出していく

ステップを TP チャートを用いて可視化することができる。 

6 つの欄の記入後、①〜④の欄の事柄に関して、それを裏付ける根拠、エビデンスと呼

ぶ、の有無、ある場合には何がエビデンスとなるのかを考え、小さい付箋に書き込み、対

応する付箋に貼り付けていく。 

ウェブ上で公開されている作成動画を見ながら１人で作成することは可能だが、ワーク

ショップなどで基本的にだれかと一緒に作成することが推奨されている。それは、自分で
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作成しながら、TP チャートについて相手に説明したり、質問されて答えたりするなかで、

さらに、考えを深めることができるからである。デジタル媒体の TP チャートはスライド

1 枚で作成する。 

 

3.  TP チャートワークショップの実践 

発表者らは、TP チャート作成ワークショップを、2020 年 1 月、5 月、10 月、11 月、12

月、2021 年 1 月、2 月、3 月、4 月、5 月と計 10 回開催した。教室でのワークショップは、

2020 年 1 月のみで、それ以外はオンラインでの作成ワークショップである。作成ワーク

ショップの所要時間は 2 時間半である i。1 人で作成し、振り返る時間と、ペアで作成し

ている TP チャートを振り返る時間が設定されている。 

オンラインワークショップでは、zoom でつなぎ、グーグルスライドで TP チャートの

作成を試みた。ペアで話し合う時間は、ブレイクアウトセッションを利用した。 

各ワークショップ参加者は 4 名から 16 名で、多くは日本語を教えている。10 月から

2021 年 3 月までのワークショップ参加者は、主に「TP チャートを作成したい」、「自分の

教育活動を振り返りたい」という目的をもって参加している。参加者の半数は 10 年以上

の教育経験があり、TP チャートをすでに作成している参加者も 5 人いる。 

  

4. 日本語教師にとっての TP チャートの作成意義 

 10 月以降ワークショップ参加者対象に質問紙調査を行った。回答者は 23 名である。 

質問紙調査の結果、ワークショップについて 90％以上の参加者は満足していた。また、

その理由は、「教育活動を客観的に振り返ることができてよかった」、「考えていることを

言語化できてよかった」、「エビデンスの大切さについて学んだ」とのことである。 

今回の TP チャート作成で気づいたことから、日々の授業改善に生かしていきたいと考

えている人が 90％以上いた。このことより、日本語教師にとって TP チャート作成するこ

とは、日々の教育活動を客観的に振り返り、日々の授業改善に活かすことができることが

明らかになった。 

さらに、質問紙調査の回答者のうち同意を得られた 6 名を対象に、15 分程のフォロー

アップインタビューをオンラインで行った。その結果、「パートナーと話し合う時間がよ

かった」「自分が考えていた理念と活動がつながっていないことに気が付いた」「深く考え

ていない毎日のクラス活動が実は理念と結びついていたことがわかってよかった」などの

意義を聞くことができた。また、今後どのように TP チャートを利用していきたいかとい

う質問については、「所属機関に持ち帰って、同僚と一緒に TP チャートを作りたい」「ク

ラスティーチングをしている同僚が行っている活動の意味などを知るために、それぞれ

TP チャートを作成して、それを見せ合いたい」「所属機関の長に見せ、自身の目標、プラ

ンなどを話すのに使いたい」などと答えていた。 
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5. 電子媒体の TP チャートの有用性 

ワークショップ参加者のうち、紙媒体、電子媒体両方 TP チャートを作成したことがあ

る参加者に質問紙調査を行った。質問項目は、紙媒体と電子媒体の TP チャートの違い、

それぞれの利点についてである。その結果を表 1 に示す。 

 

表 1：質問紙調査結果：紙媒体とデジタル媒体の利点 

紙媒体の利点  デジタル媒体の利点  

・手書きなのでじっくり考えながら作り

上げていけるので、思考が深まる  

・常に目の前に飾っておける 

・作業が早い  

・全体を俯瞰しやすい（デジタルだと重

なって見にくい）  

・字が読みやすい  

・自由に後で動かせる（紙の付箋ははがれる）  

・紙が無駄にならない（コストが安い）  

・保存も簡単で、過去のものと比較しやすい  

・オンラインとの相性がいい 

・違う場所から共有できる  

・記入する時間がかからない 

 

紙媒体の TP チャートと比べ、電子媒体の TP チャートは、「字が読みやすい」「保存し

やすく、過去のものと比較しやすい」「オンラインワークショップとの相性がいい」など

の利点があることが分かった。 

「字が読みやすい」ことは、紙媒体よりほかの人と見せやすく、他人と共有しやすいこ

と利点につながる。4.のインタビューで、参加者が同僚や所属機関長に見せることができ

たと答えていたが、これも電子媒体の利点と言える。 

「保存しやすい」ことは、電子媒体は前のファイルをそのまま利用することができるの

で、更新しやすく、古いものと比較もしやすい。そもそも、TP チャートは更新を続ける

ことが重要であるため、新しいバージョンが作りやすいというのは、大きな利点と言える。 

「オンラインワークショップとの相性がいい」ことについて、紙媒体が電子媒体になっ

たが、ワークショップ中の進行について、特に大きな変化は見られない。ただオンライン

でワークショップを開催したことで、日本国外に住む日本語教師が参加することができた。

日本国外で日本語教師をしていると、孤立環境で教えており、自分の指導方法、教育理念

に不安に思う場合もある。しかし、オンラインでこの TP チャートワークショップを開催

することによって、似たような環境の教員とつながることで、自信につながったとインタ

ビューで回答した参加者もいた。 

 

6. おわりに 

 以上、本研究は、作成ワークショップの実践を通して、日本語教師が電子媒体の TP チ

ャートを作成することの意義を明らかにした。参加者は、TP チャート作成に満足し、教

育活動を客観的に言語化できたこと、教育活動と理念の結びつきについて気づけたこと、

エビデンスの重要性などが確認できた。また電子媒体の TP チャートは、他人と共有しや
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すくなり、更新しやすくなったことなどの利点が挙げられる。  
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授業でのビデオ制作課題と「日越ビデオ通話」への応用の可能性  

林 康仁（Phuong Dong University 外国語学部） 

竹上 健（高崎商科大学商学部) 

浅田旭彦（Phuong Dong University 外国語学部） 

 

Tasks Making Video in Japanese Classes and Expectations to 

"Japan-Vietnam Video Calling"  

Yasuhito HAYASHI, Phuong Dong University 

 Takeshi TAKEGAMI, Takasaki University of Commerce 

 Asahiko ASADA, Phuong Dong University 

 

要旨：(1)授業で学生が制作した日本語ビデオ課題と課題で見られた学生の学習振り返り、

(2)ビデオ作品を投稿した SNS グループでの意見交換、(3)日本の大学と実施した課外学習

「日越ビデオ通話」への応用について実践報告する。そして(4)本年６月に群馬県で開催

された発表会でベトナム人学習者が発表を披露したことを報告する。  

 

キーワード：ビデオ制作課題、学習の振り返り、日越ビデオ通話  

 

1. はじめに 

 本研究では、ベトナム・ハノイの Phuong Dong University における日本語学科学生の日

本語に関する授業を基準にしている。具体的には、2019 年 12 月から 2020 年 6 月までの授

業科目「音声」と、2020 年 8 月から 12 月までの授業科目「会話 5」であり、2 つの授業は

いずれも 3 年生を対象としたものである。このなかでの課題実習として、「日本語による

ベトナム紹介」をテーマとした日本語のビデオ制作課題を課した。その制作過程とクラス

でのビデオ視聴と学生の振り返り、その後のソーシャルネットワークサービス(以下 SNS

と記す)を活用した、日本人との意見交換、そして完成したビデオ作品の中からいくつか

を選んで新たに活用した、他の大学との協働学習「日越ビデオ通話」への応用の可能性に

ついて報告する。 

「日越ビデオ通話」は 2018 年 10 月から、包括連携協定校である高崎商科大学と開始し

た活動で、今まで様々な手法を使用して活動を行ってきたが、参加者減少などのために定

期的に継続できなかった。しかし、今回のビデオ制作課題を新たに追加したことで学生の

自主的な参加があり、現在は継続し発展させることができている。 

 

2. 授業でのビデオ制作課題  

 本章では、日本語学習における日本語によるビデオ制作の意義と、そのビデオの授業で
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の活用の意義を述べる。 

 文字として後に残る作文と違い、会話など音声を使用する課題では、教員が学生の発話

を聞いて評価する場合が多い。筆者も同様に学生への指摘が多く、学生にとっては単に教

員から意見を受けるという形になり、日本語というものを学生に十分な実感を持たせるこ

とに苦労があった。  

昨今の IT 技術の発展によって、スマートフォンでのビデオ撮影が身近な手段となり、

学生たちも気軽にビデオを撮影することが可能になった。また、ビデオ編集については、

インターネットを活用することで、無料で利用できる編集ソフトやその利用法についても

知ることができる。ビデオ内に PR のための「透かし文字」が入っていても問題とせず、

高度な編集レベルを要求しなければ、特に支障となることはない。学生たちがみずから日

本語ビデオを制作して、完成したビデオ作品を授業で互いに視聴することで、自分たちの

日本語表現を振り返り、自ら気付きを得られるのではないか、と考え実践した。  

「音声」「会話 5」の授業ともに「日本語でベトナムを紹介する」ことをビデオのテー

マとした。ビデオ制作に関して指示した内容は、①最大で 5 人までのグループ作り、②ビ

デオ制作に関する打ち合わせ・スケジュール調整、③日本語によるアナウンスを入れたビ

デオ撮影、④日本語字幕・BGM を入れたビデオ編集、⑤YouTube へのビデオアップロー

ドおよびビデオへのリンクの提出、であった。  

表１に、制作された課題ビデオについて  を示している。制作されたビデオの長さ（時

間）は 4～5 分前後のものが多く、最長では 10 分を超えるものもあった。グループについ

ては 1～5 名とばらつきがあり、平均すると 3.64 名/グループであった。メインテーマは大

学がハノイにあるためか、観光が最多であったが、順に料理や外食など食事に関するもの

も多く、これは女子学生が多いこ

とが理由として推測される。その

他としては「動物保護」や「日本

語についての思い」であった。日

本語のアナウンスのないものや日

本語字幕のないものもあったが、

内容が理解できないといったビデ

オは皆無であった。  

3 週間の制作期間の後に、学生たちが完成させたビデオを授業で視聴した。通り一遍と

してビデオを撮影して完成させた学生も多かったが、自分たちのビデオ作品を自ら修正し

たいくつかのグループがあった。修正を行ったグループの学生に聞き取りを行ったところ、

「日本語の説明がよくなかった」「日本語の文法をまちがえて話した」「ビデオ内容がわか

りにくかった」などのコメントを得ることができた。学生からのこれらの発言は、自分た

ちのビデオ作品を振り返り、他の学生のビデオ作品とも比較しながら内省し、自分の作品

をより良いものにしようと考えた結果であると判断している。これはビデオとして後に残

   表１ 制作された課題ビデオについて 
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ったからこそ、制作した学生は振り返りを行った、また、行えたのではないだろうか。  

 

3.  SNS グループでのビデオ作品公開  

 完成した学生のビデオは学生たちに YouTube に保存させて、ビデオへのリンクを提出さ

せた。筆者らは SNS で学生たちと日本側の支援者とグループを作り、そこにビデオを投

稿するようにした。日本側メンバーには、日本語キャプションに対して気づいたコメント

をグループ内やビデオ内に書いてもらうようにした。こういったことも、学生たちが自分

のビデオ内の日本語を振り返る機会になったと判断している。  

図 1 に、制作されたビデオ「テァイ寺の順路 .mp4」に関するコメント例 を示している。

左写真では「水上（すいじょう）」の読みを間違ってアナウンスしているために、読みを

示したものであり、右写真では日本語キャプションの表現について、アドバイスを行なっ

ている。こういった指摘やアドバイスは、どのようなビデオでも行うことができるのでは

なく、日本語のキャプションと日本語のアナウンスがなされているビデオに限定される。  

 

4. 課外学習として「日越ビデオ通話」への応用の可能性  

 筆者らは学習活動が数回実施したことを成立の基準と考えてはいない。参加する学生た

ちが自ら積極的に活動に参加して、さらに活動が定期的に継続することを成立の基準と判

断している。今までも教員が手伝うことで数回の活動は継続したが、その後に参加者が減

少し継続しなかった。「日越ビデオ通話」は日本語による会話だけでなく、映像を併用す

る前提で始めた活動であるが、それ以外にも三か国の学生による会話など、これまで多く

の取り組みを行ってきたが、継続しての活動には至らなかった。  

図 2 に、日越ビデオ通話のために実践した取り組みの例  を示している。左写真では日

本でもベトナムでも人気の漫画「鬼滅の刃」をテーマに、ビデオ通話を行なったものであ

り、漫画本を示したり、スマートフォンの画像を示すなどして、会話を盛り上げる努力を

した。写真右では、三か国の学生と大学教員を含む 10 人でのビデオ通話の様子を示して

いる。赤倉ら(2006)は、日本と海外の大学を 2 地点と 3 地点接続で連結し、英語での意見

交換などを行っている。アンケートによる分析結果から、3 地点接続のほうが学生は積極

的参加の意識が高いとのことであったが、同じような条件であってもビデオ通話を継続さ

せることは非常に厳しいことが分かった。  

  

図１ 制作されたビデオ「テァイ寺の順路 .mp4」に関するコメント例 
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5. 竹上ゼミ留学生による日本語発表会での発表  

 日越ビデオ通話で、単に日本語を使ってコミュニケーションをとろうとしても、継続し

ないことが分かったことから、今回、テーマを設定して、それに向かって活動することを

実践した。高崎商科大学の竹上ゼミでは、地域の方々を前にして、留学生による日本語発

表会の開催を企画していた。日ごろ、日越ビデオ通話を行なっていたベトナム人学生に発

表を提案したところ、1 名の学生が発表を申し出た。それ以降、開催日の 2021 年 6 月 19

日の前日まで、ほぼ 2 か月の期間、毎週欠かすことなく、ビデオ通話を使って、日本人学

生 3 名による支援を受けながら、発表のためのスライド制作や発表練習を行なった。 

図 3 に、竹上ゼミ留学生による日本語発表会での発表  を示している。図 3(a)は、日本

語発表会の様子をしてしており、写真ではベトナムからの男子留学生が発表している。写

真の手前は、発表を聞く中国からの留学生である。図 3(b)は、Zoom を使ってのハノイか

らの遠隔ビデオ発表の画面を録画したもので、右上に発表者の顔画像が表示されている。

図 3(c)は、発表者が 5 人のメンバーとともに制作した課題ビデオを、同じ発表スライドの

中で再生できるように準備して再生したものである。右下部に「VIVAVIDEO」の透かし

が見えており、インターネット上の編集ソフトを活用したことが分かる。  

課題を設定することで、継続して日越ビデオ通話ができる可能性が見いだされたことか

ら、今後は日本語能力試験合格を目指すなど、有効な課題設定を検討していく予定である。  

 

参考文献  

赤倉貴子,永岡慶三,西堀ゆり. 2006.「国際間の 3 大学を結ぶ同時双方向遠隔授業が学生に

与える効果―2 地点接続と 3 地点接続の比較―」『電子情報通信学会技術研究報告』
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図２ 日越ビデオ通話のために実践した取り組みの例 
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(a)留学生による日本語発表会      (b)ハノイからの遠隔ビデオ発表        (c)制作した課題ビデオの紹介 

図３ 竹上ゼミ留学生による日本語発表会での発表 
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インターネット上の無料素材を使ったビデオ動画の字幕付け 
 

聴覚障害者への対応 
 

品川 覚 ハワイ大学カピオラニ校） 

 

Adding closed captions to video using free recourses on the internet. 
 

Satoru Shinagawa Univ. of Hawaii Kapiolani CC. 

 

要旨：現在の日本語教育に行ける視覚障害者への対応は欧米に比べると非常に劣ってい

る。本研究はインターネットにおいて無料で利用できるツールを使用し動画に字幕をつけ

る方法を紹介する。この方法は単に一つのツールを利用するものではない。一つのツール

を使い字幕をつけるのであれば、その場合ツールを使った欠点が如実に浮き上がる。しか

しながら複数のツールを使用し、無料で出来うる現段階での最良の字幕付けの方法を本研

究では提供する。複数の無料ツールを使用することによって学習者に学習の妨げのないビ

デオ視聴環境が提供できる。日本では世界と比べると障害者への対応がいかに遅れている

かを日本語教育者に促す。  

 

キーワード：字幕、聴覚障害者、YouTube、Google Drive、無料、自動翻訳 

 

１．日本のテレビ・ビデオの字幕の現状 

 

インターネットの環境が発達し 2000 年以前のインターネットの環境では考えることが難

しかったようなファイルを扱うことが簡単になってきた。その一つが動画（ビデオ）ファ

イルである(Matsumoto 1999)。百聞は一見にしかずということわざにあるように、文章に

書いてあるがいくら読んでも理解できないことがビデオを用いて実際に見ることによりた

やすく理解できる (Tsuchiya 2019)こともある。 

 

インターネットを使ったオンライン授業が始まり、さらに 2000 年以降の新型コロナウィ

ルス感染対策のためにインターネットを活用した授業は増加している (鈴木 2020) 

 

このオンライン授業に使われるビデオに字幕をつけることは、学習者の多様性に対応する

ためには是非とも必要なものである。（上田 2003） 

 

米国ではオンライン授業に用いられるビデオには全て字幕をつけることが義務化されてい
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る。これは American with Disability Act (ADA) of 1990 , Title II - Public Services(障害を持つ

アメリカ人法)により 99％の正確さを持って字幕をつけることが定められている。 

 

一方、日本では総務省が令和元年度の字幕放送等の実情をまとめた資料によると NHK 総

合の総放送時間に占める字幕放送の割合は 86.5％、在京キー５局では 65.3％、NHK BS1

では割合は下がり 37.8％、民放キー局系 BS事業者５社では 29.0％である。これはアメリ

カでは 100％の番組に字幕がついていることを考慮すると大幅に遅れている。（福島 

2010） 

 

２．有料サービルを使ったオンラインビデオへの字幕の追加 

 

ダイバーシティが求められる現代において聴覚障害者が不利にならないようにオンライン

クラスにあるビデオに字幕を付ける事は重要である。ウェブページの作成が専門業社に発

注されることが多いように、東京反訳、動画編集センターへの問い合わせによると専門業

社へ発注した場合の費用は１５分のビデオでは３万円〜４万円であり、納品までの時間は

2〜5 日かかる。 

 

３．無料インターネットツールを使った字幕の追加 

 

しかしながら筆者は無料で使えるサービスを利用し字幕を付ける方法がないかを試行し、

二つの無料サービスを使うことによって最低限の労力で字幕を付ける方法を編み出した。 

 

その二つのサービスとは YouTube と Google Drive である。両方とも基本サービスは無料

である。 

 

ここでどうして YouTube と Google Drive の二つを使用する必要性があるかということを

述べる。YouTube はビデオの再生の前後、あるいは途中で広告が入るのが普通である。こ

れは学習者にとって学習の妨げであり、注意力が散漫になる原因になる。さらに一つの動

画が終了した後に自動的に次の動画が再生される。この自動再生機能をオフにすることは

可能であるが、筆者が学習者の YouTube の設定を観察した経験ではこの機能をオフにし

ている学習者は 100 人中１名しか存在しなかった。しかしながら、YouTube の利点は自動

的に字幕を作成してくれるということである。筆者はこの機能に目をつけたわけである。 

 

Google Drive を使用する理由はビデオを再生する前後に広告が入らないためである。広告

の再生がないことによって学習者は学習に集中できる。さらに一つのビデオの再生の後自

動的に他のビデオが再生されるといった現象が起こらない。しかし Google Driveだけの
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使用ではビデオをアップロードした場合に自動的に字幕を作成してくれるといった機能が

存在しなので、自動字幕作成は不可能である。 

 

筆者が達した結論は YouTube と Google Drive のそれぞれの良い点を使い、二つを使い合

わせることによって相乗効果が得られることである。つまり、YouTube による字幕の自動

作成、そして、Google Drive の広告のなさというそれぞれの利点を使い、活用するもので

ある。 

 

４．YouTube へのアップロードと字幕の追加 

 

YouTube へはアカウントを作成しビデオファイルをアップロードすることによって自動的

に字幕が作成される。(Tarchi, 2021) ファイルをアップロードする際に使用されている言

語を指定するように求められるが、このプロセスを省略しても YouTube の人工知能(AI)が

自動的に言語を判断してくれる。AI に言語判定を任せる場合にはビデオファイルの音声

の音量が十分に聞こえるに値する大きさであることが求められる。これは人間が言語を聴

く場合と同様音量が小さいと聞こえにくく AI が言語の理解ができないからである。 

 

YouTube へビデオファイルがアップロードされると、あとはファイルがプロセスされるの

を待つだけである。ビデオファイルがプロセスされ見られるようになるにはさほど時間が

かからず、約２〜３分経てば動画を YouTube 上で見ることができる。しかしながら字幕

ファイルのプロセスはこれとは比較されないぐらい時間がかかる。筆者が試みた場合、２

〜３分のビデオの場合、字幕ファイルを作成するのに 30分〜１時間ぐらいの時間を要す

る。比較的長めのビデオでは約 12時間を要したこともある。 

 

このようにして字幕のファイルがプロセスされて作成されたあと編集することが必要であ

る。これは AI によってつくされた字幕ファイルは句読点がなく、１００％正確である事

はない。間違いの訂正、句読点の追加は AI ではなく人間がしてやる必要がある。 

 

図１は YouTube の字幕を編集するためのページである。これをみて分かるように、自動

的に音声が文字に書き起こされ、さらにどの時間に発話されているかという情報も自動的

に追加される。上記したように句読点はないのでこれは人間がマニュアルで入力をしてや

る必要がある。 
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図１：YouTube の字幕編集ページ 

 

書きおこされた間違いの訂正、句読点の追加が終わったあと、字幕のファイルを srt形式

のファイルでダウンロードする。YouTube の字幕ファイルの可能書出フォーマットは vtt, 

srt, sbv フォーマックの３種類ある。図２はこれを示している。srt形式のファイルでダウ

ンロードをする必要がある理由は Google Drive の対応している字幕ファイルフォーマッ

トは srt と sub フォーマットであるためである。 

 

 
図２：YouTube のファイルダウンロード可能フォーマット 

 

５．Google Drive へのビデオ、字幕ファイルのアップロード 

 

最終段階として、ビデオファイルと字幕ファイルを Google Drive にアップロードする。

(Tata 2017)アップロードをする場合、特にこれといった制約はないが、ファイルの共有設

定を間違えないようにすることが重要である。図３はこの設定を行う画面である。 
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図３：フィイルの共有設定 

 

さらに、srt フォーマットの字幕ファイルを Google Drive にアップロードした後に、ビデ

オファイルの設定画面において使用する字幕ファイルを指定する。図４はこの設定画面で

ある。 

 
図４：Google Drive における字幕ファイルの設定画面 

 

このようにして字幕を最小限の労力で費用をかけずに制作することが可能である。 

 

６．自動翻訳機能の活用 

 

最後に Google Drive において活用できる自動翻訳機能の活用について述べる。Google 

Translate に代表される機械翻訳による翻訳機能が Google Drive にアップロードしたビデオ

に使用することができる。これは日本語を母国語としない日本語学習者において、いかに

ビデオを繰り返し聞いても理解できない等の場合に理解度を上げるための一つの方法にな

るであろう。この論文を書く段階において Google Translate は 108ヶ国語の機械翻訳が可

能である。この機能を Google Drive にアップロードされているビデオの字幕ファイルに

も活用することができる。図５は Google Drive の自動翻訳設定画面である。 
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図５：Google Drive のビデオの自動翻訳設定画面 

 

７．まとめ 

 

以上、YouTube と Google Drive の両方を用い字幕ファイルをビデオファイルに簡単に、し

かも費用をかけることなくつける方法を紹介した。日本国内におけるビデオファイルへの

字幕の追加は欧米に比べると遅れている。この方法を用い、多様化した学習者のニーズに

応えられるように視覚障害者等にも均等の機会を与えるために全ての日本語教授者はビデ

オファイルを使用するようであれば、必ず字幕ファイルを制作するように願う次第であ

る。 
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初級日本語クラスにおけるオンライン口頭練習の実践  

－練習タイプ別の結果分析－  

鮮于媚（埼玉大学）  

 

Teaching Japanese to Beginners on Online Oral Practice Platform 

-Analysis of Results by Practice type-  

Mee SONU, Saitama University 

 

要旨：本実践の最終的な目的はスピーキング・表現重視の初級日本語のクラスのコース設

計と学習者による自主的学習の支援のための E-learning 教育システムの開発である。その

手始めに、今回、コロナ過の影響で来日できなくなった短期留学生を対象にした日本語初

級クラスに、オンラインでの遠隔授業に加え、オンライン口頭練習ツールの Speaking 

Everywhere (http://speaking-everywhere.com/) を導入し、実践を行った。参加した学習者は

授業の前後に自主的に口頭練習を実施した。成果を検討するため、疑似スピーキングテス

ト（Elicited Imitation Test）および Q＆A のテストを実施した。テストの結果、既習文型に

対する疑似スピーキングの正答率が高い水準であったものの、自発的な発話が求められる

テストでは個人差が大きかった。  

 

キーワード：オンライン口頭練習、疑似スピーキング、初級日本語、自発的発話  

 

1. はじめに  

 本実践の最終的な目的は、スピーキング・表現重視の初級日本語クラスの設計および日

本語学習者の自主的学習をお手助けする E-learning システムの開発である。目的の背景と

して、現存の初級日本語クラスには、スピーキングや口頭表現を練習する時間が足りず、

文法積み上げ式の内容に偏りがちとなっているため、多くの学習者が知識としては日本語

が分かるものの、自発的な日本語の発話が少ない現状があった。さらに、口頭練習につい

ては教室以外での練習量が把握できず、教室内での発話や一回性のテストだけで判断する

場合が多く、有効な練習方法の提案や継続的なフィードバックができない問題点があった。 

 改善策を求められる中、2020 年度にはコロナ過の影響で、多くの留学生が来日できず、

継続学習支援を目的とし、緊急措置としてオンラインによる日本語初級クラスを開設した。

そこで、従来の方法だけではなく、ICT を積極的に活用すべく、日本語の自然な接触も制

限される中、オンラインで口頭練習ツールを導入、実践することにした。  

 

2. 授業の概要  

 今回、特別措置としての日本語初級クラスは、週 2 回の授業で、1 回 80 分であった。教

材は電子ファイルとして公開されている「いろどり（https://www.irodori.jpf.go.jp/）」にし、
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他の教材の内容も参考にした。今回、受講した学生は、4 名で 4 名ともゼロ初級であった。

言語の背景としてフランス語、中国語、カンボジア語、チェワ語話者であった。4 名とも

英語によるコミュニケーション能力があった。 

 

2.1 遠隔授業の流れ  

今回の授業は、ターム制で進み、週 2 コマずつ、8 週間、16 コマで、1 タームとなる。

今回は、第 3・4 タームで実施したため、合計 32 コマ、授業を行った。本授業の到達目標

は、初級前半の文型、語彙、文字を学習すること、日常会話・基本的なコミュニケーショ

ン能力を身に付けるようになることである。遠隔授業では、基本的な内容を確認し、遠隔

授業後は、オンライン口頭練習ツールに各自接続し、口頭練習を実施する。受講者は、個

別の ID と PW が付与され、個別練習ができるようにした。提出した課題については、教

師が音声を聞いて、フィードバックを行った。 

 

2.2 オンライン口頭練習の詳細  

オンライン口頭練習は、Speaking Everywhere (http://speak-everywhere.com/、以降、SE) 

を利用した。SE は、ビデオや音声、イメージなどを組み込むことができ、学習者は自分

の時間に合わせて、課題を遂行することができる。また、すべての音声は学習者ごとに録

音・保存されるため、教師はフィードバックを文字や音声でできる。具体的には口頭練習

の内容は鮮于（2021）の内容の通りである。すべての練習時間は、毎回 10 分以内であっ

た。 

 

3. 結果  

 口頭練習後の学習者の変化を検討するため、二つのタイプのテストを実施した。一つ

目は、疑似スピーキングテストである。本実践の最終的な目的はスピーキング重視の初級

日本語コースの設計である。そのため、学習者が最終的にはどのようなレベルまで到達す

るかについて検討をする必要がある。EIT は口頭運用能力を測定することができるテス

ト法の一つで、第一言語、第二言語の口頭運用能力測定に有効な方法の一つであると言わ

れている（金子、2012）ことから、テストとして導入した。具体的な方法は、音声で文を

提示し、学習者は、それを聞いて、復唱をする方法である。今後、初級レベルのみならず、

スピーキングを中心としたレベル判定にも応用を考慮し、今回、取り入れることにした。

テストは中間テストと期末テストの 2 回実施した。1 回目のテスト文は鮮于（2021） に

掲載し、本稿では、2 回目のテストのみを示す（付録）。  

 二つ目は、Q&A テストである。Q&A テストは、さらに、二つのテストタイプに分かれ、

その一つは、答えが決まっている受け答えのテストと、もう一つは、質問に対して自発的

に答えられるテストであった。  
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3.1 疑似スピーキング（Elicited Imitation）テスト  

 本節では、1 回目と 2 回目のテストの正答率を比較し、レベルの到達度を確認する。い

ずれのテストも授業の時間内で練習した例文であった。1 回目のテストと 2 回目のテスト

の文はそれぞれ重ならない。採点は、正しく復唱できた単語やモーラを数えるだけで点数

を計算し、採点を行った。図 1 はそれぞれの受講者別の平均正答率を示したものである。

全体的に、高い水準であった。また、若干ではあるが、2 回目の方の正答率が高い。  

 

図 1：EIT テストの結果（EIT1: 1 回目のテスト、EIT2: 2 回目のテスト）  

X 軸：受講者、Ｙ軸：正答率（単位：％）  

3.2 Q&A テスト  

 本節では、Q&A テストの結果を報告する。Q&A テストでは、既習文を使って答える方

式と自由応答の方式の二つのタイプで行った。採点は、教師 1 名による評価である。文の

完成度を考慮し、数値化した。図 2 と図 3 の結果からいずれも個人差が大きく、既習典型

文の正答率が高い学習者の場合、自由応答にも高い正答率を示した。一方、既習典型文の

正答率が低い学習者は、自由応答はより低い傾向が見られた。正答率の低い学習者は、

Q&A テスト時に、質問の内容が分からないため、答えられないことが多かった。  

図 2（左）：Q＆A テスト（典型文の応答）の結果  図 3（右）：Q&A テスト（自由応答）の結果 
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4. 学習者からの評価  

 今回、参加した学習者による評価を述べる。質問と意見は英語で行ったため、下記の内

容は筆者による意訳した。  

 （1）全体的な意見  

⚫ プリケーションはいいと思った。語彙の練習にも文の構造についても復習

することができた。私が難しいと感じたところは、自由発話の際に、質問

に対してすぐに答えられないことと、思い出す時間が足りなかったことだ

った。 

⚫ スピーキング・プラットフォームはよかった。ただ、何回かエラーがあっ

たり、音が切れたりしていたので、練習ができない時もあった。  

⚫ とてもいいプラットフォームだと感じた。特に、自粛期間中、在宅しなが

ら、スピーキング練習ができる点は特によかった。 

 （2）練習のタイプ別の意見  

－（シャドーイングについて）  

⚫ シャドーイング練習は、少し、複雑だと感じた。なぜなら、自分が発話し

てしまうと次の発話がよく聞こえないため、発話が難しかった。  

⚫ 長い文をシャドーイングすることが難しかった。 

⚫ 練習としてはいいと思う。ただ、私の場合、聞きながら話すことができな

くて、難しかった。  

－（モデル音声の反復ドリル）  

⚫ モデル音声がある反復ドリルは最もやさしくて、一番復習になると感じた。

また、語彙や文の構造についても復習できた。 

⚫ 反復練習はとてもよかった。  

⚫ とてもいいと思う。  

－（モデル音声なしの反復ドリル）  

⚫ モデル音声なしの反復は復習だけではなく、新しく学習をしていく感じが

した。モデル音声ありとモデル音声なしのバージョンで練習すると完璧に

学べると感じる。  

⚫ モデル音声がない場合は、ついていけなかった。 

⚫ とてもいいと思う。  

－（自由応答）  

⚫ 自由応答は、文を作って答えることができるので、とてもいい練習となっ

た。 

⚫ 質問が分からなくて、答えられない時があった。  

⚫ とてもいいと思う。  
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5. まとめ  

 今回、スピーキング重視の日本語コースの設計を目指し、オンラインで実施した初級日

本語クラスの実践を行い、その内容を検討した。特に、限られた言語使用環境の中、口頭

練習を取り入れた日本語の学習の継続の支援を試みた。結果を検討するため実施したテス

トの結果からは、既習文型の疑似スピーキングテストの正答率は高かったものの、自発性

が求められる自由応答のテストに対しては、正答率にもバラつきがあり、質問が分からな

いことで答えられない場合があった。これらの結果は練習時に行った練習方法に関する学

習者からの反応においても同様な傾向が見られた。つまり、モデル音声を聞いて、繰り返

し、口頭練習をすることについては、肯定的な評価が多いものの、自発性を要する、すな

わち、予測をしながら練習が必要となるシャドーイングや自由応答の練習は難しいため、

練習ができない、または、質問の意味が分からない意見である。今後、より多くの学習者

による実践を重ね、有効な練習方法を提案していく予定である。  

 

付記  

Speaking Everywhere のオンラインツールをご提供および教材作成に助言をいただいた

Purdue University の深田淳先生に感謝を申し上げます。  
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金子恵美子（2012）「疑似スピーキング練習の第二言語自発発話における影響」『電子情報

通信学会技術研究報告. TL, 思考と言語』112、73-78. 

鮮于媚（2021）「初級日本語クラスの遠隔授業の実践報告－オンライン口頭練習の一試行
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付録  

EIT テスト（2 回目）  
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・日本の食べ物、何が好きですか。  

・山田さん、どこにいますか？  

・私は 7 時に起きます。  

・窓を閉めてください。  

・趣味は何ですか。  

・どんなスポーツが好きですか。  

・バスケットボールと水泳が好きです。  

・休みの日は、いつも何をしますか。  

・私はいつも掃除と洗濯をします。  

・テレビはあまり見ません。  

・スポーツは全然しません。  

・どのぐらいかかりますか。  

・3 時間ぐらいかかります。  

・電池がほしいです。  

・旅行に行きたいです。  

・私はカレーにします。  

・明日、学校へ来てください。  

・魚が好きじゃないです。  

・広い公園ですね。  

・きれいな水ですね。  

Q＆A テスト（2 回目） 

・休みの日、いつも何をしますか？（×3 問） 

・趣味はなんですか？（×2 問）  

・何時におきますか？（×2 問）  

・何曜日に学校へ行きますか？  

・今、どこにいますか？  

・冬休み、何をしたいですか？  

＜自由応答＞  

・あなたの趣味は、なんですか？  

・今日、何時に起きましたか？  

・あなたは、何曜日に買い物をしますか？  

・春休み、何をしたいですか？  

・あなたは、何がほしいですか？  

・あなたは、休みの日、いつも何をしますか？ 
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学習環境としての SNSの価値 
− パンデミック下での学び合いを考察する − 

齋藤智美（早稲田大学） 

 

SNS the worthy learning environment:  

On learning from others under a pandemic 
Satomi SAITOU, Waseda University  

 

要旨：本研究で対象としているのは、書くコミュニケーションのための日本語科目である。

SNS のグループでやりとりし、そこに現れる誤用を教室で協働的に訂正することを通じ

て関係性が構築され、それがやりとりの内容に作用していく。しかし、パンデミックによ

りクラスは全面 Online となり、関係性構築の面で Social Networking による学びにどう影

響するのかが危ぶまれた。分析結果として、パンデミックによる行動制限が、負の方向の

影響はなく、むしろ、制限があるからこそ SNS をコミュニケーションの場として意識化

し、やりとりの増大につながっていたことがわかった。パンデミック下の学習環境の観察

により、SNS 利用の更なる可能性が示唆された。 

 

キーワード：SNS、書くコミュニケーション、学習環境、パンデミック  

 

1. 概要 

1.1 科目概要 

 科目「SNS と会話で学ぶ日本語 ~Communicative Japanese through SNS~」は、2018 年度

春学期に開講した。現代社会では Social Networking System（以下 SNS）の利用が活発に

なり（総務省 2019）、日常のコミュニケーションメディアとして、特に若年層では生活に

欠かせないものとなっている。しかし、従来のフォーマル学習においては、書く技能は作

文やレポートとして産出するものによっており、コミュニケーションを主眼として書くこ

とを扱う科目は所属校には無かった。今や SNS は通話よりも手近なものであり、書くコ

ミュニケーションの充実は生活の質とも関係すると言える。日本語学習者にとっても日本

語での SNS は社会生活環境であり、また、学習環境として働くものである。そこで、書

くコミュニケーションが豊かなものとなるよう、ことばのプラクティカルな学びを目指し、

科目設計をした①。 

 

 
① なお、シラバス上の到達目標は、1)伝えたいこと、話したいことを日本語で表現するこ

とができる。2)メッセージを読んでコメントを書いて、やりとりできる。3)内容について

口頭でやりとりを続けることができる。4)活動を通して、必要な文法・語彙を身につけコ

ミュニケーションできるようになる。の 4点である。 
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 2 

1.2 授業概要 

 本科目は定員 35名で、毎週木曜日に１コマ、15週間のクラスである。初級前半および

後半レベルを対象としているが、実際の履修生は全くの初心者から上級レベルまで幅広い。 

クラス全体で集まるのは週に１コマだが、それまでにほぼ毎日 SNS でやりとりが行われ

る。まず木曜夜までに各週 2〜3人が、Original Poster としてメンバーと話したいことを書

き込み、それに対して全員が任意に Reply する。Reply は Original Poster だけに向けたも

のではなく、誰にでも自由にネットワーキングする。このやりとりを火曜の午後まで行い、

ここで現れた誤用を抜き出して加工したものをフィードバックシートとした。そして次の

授業回において、毎週およそ 15〜30 程度の文や語彙の誤用訂正を課題として数名で協働

的に試み、授業の後半に、全体でなぜ誤用なのかを文法、語彙および表現のバリエーショ

ンとともに共有する。この一連を繰り返し、コミュニケーションとしてふさわしい表現を

考え、学んでいく。伝えたいことを表現しながら学ぶ、オーセンティックな実践である。 

 

1.3 システム変更とパンデミックによる授業の Online 化 

 2018 年度春学期の開講当時、学内の LMS は CourseN@vi というもので、ツリー状に書

き込める掲示板機能があった。これは画像や映像もサムネール表示されるなど、既存の商

業 SNS の代替として使うことが出来たが、欠点としては、ログインしてからその機能に

たどり着くまでに７回ほど階層を開く必要があったことである。2020 年度からは LMS の

変更があり、SNS 的な機能は無くなったために商業 SNS②の利用を余儀なくされた。しか

しこの変更は、アプリでの簡便なやりとりを齎した（図１）。 

 

図 1：授業の環境変化 

 
② これは LMS と異なり、プライバシー保護やセキュリティの面で問題がある。そのため、

アカウント取得の際に出来うる限りの防御を行なった。 
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2020 年度はシステムの変更に加え、パンデミックによる行動制限がかかり、教室で行な

っていた授業は Zoom を介することとなった。画面越しに対面するとはいえ、生身ではな

いことと発言制限が生じる点において、通常の対面とは異なる。つまり、SNS の媒体と

授業時間が Online 化するという二重の変更が起こったわけであり、学習環境への影響が

正であれ負であれ生じるものと予測された。 

 

2. 先行研究 

齋藤（2019）では、この科目で履修生が「何をどう学んだのか」を分析している。その

結果、レベル差に拘らず、文脈や関係性に沿った文法表現や語彙の理解を得たこと、日本

語使用への躊躇いが軽減したと自覚していることがわかった。そして、言語の形式面のみ

ならず、クラスメート同士の関係性の中で学び合いながら、互いの様々な考えや考え方を

知ることが重要な学びだと捉えていることが明らかになった。SNS という場は、まさに

Social Networking として学びを創発していると言える。 

 

3. 研究の動機および目的 

 1.3 で述べたとおり、2020 年度は Online(SNS)＋直接対面（教室）の構造が Online(SNS)

＋Online（Zoom）となった。ここで心配されたのは、生身で会う機会の喪失が、互いの

関係性構築の障碍になるのではないかということである。そうであれば、SNS のやりと

りが縮小、すなわち接することばも発することばも減る可能性がある。週に１回、教室で

は、近くに座った者同士で文法や語彙、表現について小さな討論が起こり、離れた場所に

座っていても様々な質疑応答などの発話を通して、その人となりが SNS での書き込みと

重ねて印象付けられていく。しかし Zoom というアプリケーションでは、誰かが発言して

いる時には他は皆聞き手になるという特徴がある。サイド発話は Online授業では生まれ

にくいことは舘岡（2020）などでも指摘されているように、小声で隣の人と話すことが出

来ない。ブレイクアウトルームで少人数に分けても、発話の不自由さは同じである。また、

アレン曲線は Online であっても距離とコミュニケーション量には負の相関関係があると

報告されているが（ウエイバー 2014）、一方、依頼は対面の方がメールの 34倍の成功率

がある（Bohns, 2017）というように、対面のコミュニケーションの方が意思疎通がはか

りやすい。 

以上の懸念から本研究では、パンデミック下で全面 Online になったことが、クラスメー

トとの Social Networking による学びに影響するのか、何が関係性構築に関わるのかを探

るものである。 

 

4. 分析と結果 

4.1 分析対象 

 分析の対象とするのは、2018 年度と 2020 年度それぞれの春学期と秋学期の SNSへの
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書き込み数および、７週目に実施した振り返り活動の自由記述文である。 

 

4.2 結果：書き込み数の変化について 

まず、やりとりが停滞したかどうかを調べるため、2018 年度(n=63)と 2020 年度(n=60)の

SNS の全 Reply 数を比較した。結果は 2845：6772 で、一人当たり平均にすると 45：116.5

となり、全面 Online の方が多いが、これは SNS 媒体を変更した影響が反映したと考えら

れる。LMS とアプリで利用可能な商業 SNS では、UX において大きな差がある。そのた

め、この Reply 数をもって単純にやりとりが増えたと言うことはできない。しかし、全面

Online になったことが原因でのやりとりは停滞はなかったと言える。 

 

4.3 結果：学びの内容の変化について 

2.で述べた 2018 年度クラスを分析対象とした齋藤（2019）の結果と比較するために、学

期開始７週目に実施した「活動振り返りシート」のうち、「うまくいったことは何か、そ

の理由は何か」という設問に対する自由記述を計量テキスト分析③した。その結果、両年

度の記述に大きな違いは見られなかった。つまり、「何をどう学んだのか」はクラスメー

トとのやりとりを通して文法や表現を学んだ、互いの考えや考え方を知ることができた、

互いに学び合ったという結果であったわけである。以上のことから、学びの内容について

は SNS媒体の変更と全面 Online 化は影響していなかったと言える。 

 

4.4 結果：学びの環境の変化について 

次に、全面 Online となった 2020 年度の春学期（n=33）と秋学期（n=27）を比較したと

ころ、顕著な違いが現れた。まず、一人当たりの平均 Reply 数は、春学期は 95.9 回、秋

学期は 137.1 回と増えていた。Online システム環境が同じであるにもかかわらず、やりと

りが増加した要因は何か。そこで 4.3 同様、春学期と秋学期の学びの内容について定量テ

キスト分析を行なったが、ワードクラウド、階層的クラスタリングともに特徴的な違いは

現れなかった。 

しかし語の出現頻度に異なりが見られた。春学期には現れなかったが、秋学期には「会

う」「会える」「環境」「オンライン」といった語が出現していたのである（図 2）。これら

の語の共起文脈は「SNS のクラスでみんなに会える」「互いに会えないからこの活動は特

別に価値のある経験」「人に会うことが困難な Online 環境でも SNS で日本語を話せる」

などで、パンデミック下の生活の反映が見られた。これに関して授業中の雑談の中で明ら

かになったことだが、秋学期の履修生の中には、他の科目は全てオンデマンドであり、こ

のクラスが唯一、クラスメートと会えるという者や、他の Zoom のリアルタイム配信クラ

スであってもビデオとマイクはオフに設定されるために話す機会はないという者などもい

 
③ UserLocal テキストマイニングツールによる 
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た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2：2020年度春学期と秋学期の特徴的出現語 

 

つまり、学びの環境とは場所やツールという物理的なものだけではなく、情況そのもの

であることが示唆される。 

 

5. 考察：学習環境としての SNS の価値 

 2020 年度春学期は、Online 授業という未曾有の事態に突入し、教員も学生も試行錯誤

であったと思う。それから夏季休暇期間を経ての秋学期も、国や地域によって異なるとは

いえ、行動制限のかかった生活が続き、日本語言語使用の場も自由にアクセスしにくいま

ま、授業も全面 Online で継続されることとなった。このように従来のコミュニケーショ

ンが困難な情況において、学びの継続を指向する者が偶然の組み合わせでメンバーとなり、

SNS でやりとりを続ける。続けていくうちに、そこに学び合いがあることに気づき、SNS

はことばを交わせる場としての価値を持ち、ことばが生まれる環境としての意識化が、結

果から理解できる。そして、ことばを交わす環境の保持、および環境を希求することは、

学習を促進しようとする重要な普遍基盤であることを示している。 

また、学び合う関係性とは、互いが互いの全人的リソースとなっていると言うこともで

きる。しかし、関係性とは環境であると捉えた場合、その構築に関わる要素はリソースと

いう概念では狭く、生態学的な関係子と見た方が妥当である。本研究で見られた結果は、

パンデミック下の特異なものではなく、むしろ、わかりやすく全員が共通の情況におかれ

たことにより、環境を希求する要素の存在が明示された。就いては、関係子の最大公約数

が関係性構築に関わる要素であると考えられる。学びのコミュニケーションをすすめる上

で、すすめる中で、科目運営を動的に図りつつ約数を採掘していくと扶けになるであろう。 
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SNS のやりとりは、行動制限の有無によらず、いつでもどこでも可能である。そして共

感したり驚いたりしながら、表面的な楽しさに留まらずに学びの面白さを獲得していた。

今回、SNS は学習環境として価値があることを見てきたが、さらに様々な利用法と機能

を有している可能性がある。 

 

5. 今後の課題 

 結果として、この科目では Online 化による負の影響はなかったと言える。むしろ、授

業が全学全面的に Online 化したことにより、ヒトと交わること希求し、それが意識化さ

れ、コミュニケーションが密になった。SNS でのつながりを、ことばの学び場と捉える

ことは、言語形式の面だけではなく、コミュニケーション全般に関わるものであると考え

る。 

パンデミックの影響によって我々の環境や価値観がどう変化するかは捉えづらいが、今

後も更なる技術開発や教育観とともに Online の学びは展開されていくはずである。これ

らに資するよう、メディアの心理的距離という側面から学びに関わる要素を整理していく

必要がある。 
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オンラインによる日本語教育実習  

アメリカとベトナムの学生に対する実践をふりかえって  

瀬尾匡輝（茨城大学） 

 

Online Teaching Practicum for Japanese Language Education:  

Sessions with Students in the United States and Vietnam  

Masaki SEO, Ibaraki University 

 

要旨：本発表では、日本語教育副専攻課程の科目で行ったアメリカとベトナムの大学生に

対する日本語教育の実習をふりかえり、ZOOM のブレイクアウトルーム機能を用いて小

グループに分かれて行う日本語教育の実習の効果や課題を検討する。  

 

キーワード：日本語教育実習、オンライン、海外演習  

 

1. はじめに 

 これまでのオンラインによる授業交流では、それぞれの大学の教室にデバイスを設置

し、それらをオンラインでつなぐ試みが行われてきた（小林・何  2015, シャカル他 

2020）。だが、このような形態では、教室内のカメラに映らない参加者の声を拾うことは

できない。そのため、特に本発表で題材とするオンラインによる授業交流での日本語教育

の実習では、対面時の授業のような学習者とのやりとりができず、シャカル他（2020）が

指摘するように、実習生は教師教育で学んだことを生かせず、困難を抱くことがある。新

型コロナウィルスの拡大で世界中の大学の授業がオンライン化され、学生それぞれがカメ

ラ・マイク付きのデバイスを持ち、オンラインでつながれるようになった。このことで、

オンラインによる授業交流でも、ZOOM 等のブレイクアウトルーム機能を用いて、小グ

ループに分かれて交流ができるようになり、より対面時に近いやりとりが実現されつつあ

る。では、ブレイクアウトルームで小グループに分かれて行う日本語教育の実習では、ど

のような効果や課題があるのだろうか。本発表では、日本語教育副専攻課程の科目で行っ

たアメリカとベトナムの大学生に対する日本語教育の実習をふりかえり、小グループに分

かれて行うオンラインの日本語教育の実習の効果や課題を検討する。  

 

2. 実践の概要 

 本発表では、2020 年度開講（2020 年 9 月～2021 年 2 月）の「日本語教授法 I」内で行

った日本語教育の実習を報告する。本科目は、茨城大学の日本語教育プログラムを履修す

る人文社会科学部と教育学部の学生  16 名が受講した。受講生は学期を通してアメリカの

大学生に対して 6 回、ベトナムの大学生に対して 3 回日本語を教えた。アメリカとベトナ

ムの方法は、次のように異なっていた。まず、アメリカの実習では、ZOOM のブレイク
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アウトルーム機能を用いて、「日本語教授法」の受講生

（以下、実習生）とアメリカの学生が 1 対 1、あるいは

1 対 2 の小グループとなり実践した。セッションでは、

前半の 30 分を実習生が準備した活動、後半の 30 分はア

メリカの大学の教員が準備した活動を行った（写真

1）。ベトナムの実習では、ベトナムではすでに対面授業

が行われていたことから、ベトナムの教室にパソコンを

設置し、日本側の実習生は各々の場所から ZOOM に参

加した。90 分の日本語の授業で 3 つのグループがベト

ナムの学生に向けて 30 分ずつ活動を行った（写真 2）。 

 

3. 実践のふりかえり  

 本実践をふりかえるにあたり、授業及び活動を録音・文字起こししたもの、実習生が書

いたふりかえりレポート、実習生へのアンケートを分析し、アメリカ（小グループに分か

れて行う実習）とベトナム（教室とつないで行う実習）での実習生の経験を比較した。結

果、ベトナムの実習では、先行研究同様に、教室に設置したカメラやマイクが教室の参加

者全員の顔や声を拾うことができず、また一部の学生のみが発話する傾向があったため、

実習生はベトナム側の参加者それぞれの日本語レベルや興味・関心を把握することができ

ず、活動をデザインすることに難しさを感じていた。一方で、アメリカの実習では、アメ

リカの学生と小グループで密なやりとりをすることで、相手の日本語レベルや興味・関心

を理解し、相手に合わせた活動が準備できていた。そして、ベトナムの実習時と比べて、

明確な学習目的を設定し、その目的に合わせた活動をデザインしていた。また、ふりかえ

りでも、具体的な問題点を提示し、その解決策をグループで話し合っていた。だが、少人

数の活動であるがゆえに、教師教育の授業で学んだペア・グループワークを用いることが

できず、悩む姿もあった。このように、小グループに分かれて行った実習では、学習者と

の密なやりとりから学習者をより理解することができ、相手に応じた実践を行い、さらに

ふりかえりを通してその実践を深めることができていた。だが、ペア・グループワークが

できないという教室での授業とは異なる形態に困難を抱く様子も窺えた。発表では、実践

をふりかえり、オンラインによる教育実習の可能性を参加者と議論したい。 
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シャカル佳子・池田庸子・瀬尾匡輝（2020）「日米間の E メール交換とズームミーティン

グによる授業の活性化」『茨城大学全学教育機構 グローバル教育研究』3, 115-121. 
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技能実習生へのオンラインによる会話授業の問題点  

石田三智（Nhat Huy Khang Co., LTD JUS 日米外語学校）、西谷まり（一橋大学） 

 

Challenges of online conversation class for technical intern trainees  

Michi ISHIDA, Công Ty Tnhh Nhật Huy Khang Trung tâm ngoại ngữ Nhật Mỹ  

Mari NISHITANI, Hitotsubashi University 

 

要旨：新型コロナウイルス感染症の対策として、N4 レベル相当の技能実習生を対象に、

Web 会議ツールを使用した生活及び職場の日本語会話トレーニングを実施した。その結

果、インターネット環境や機械的な障害、教師によるツール使用の応用力の問題の他に、

オンライン環境に適さない授業の内容や形態があること、さらに、学習者が集団社会にお

ける一員としての意識や、社会性を身につける機会が著しく制限されていることが明らか

となった。本稿では、オンライン授業の内容と学習者による意見・感想を報告し、オンラ

イン授業において、円滑な人間関係を構築するためのコミュニケーション能力の育成にど

のようにアプローチできるかを検討する。  

 

キーワード：新型コロナウイルス感染症対策、協働学習、コミュニケーション能力育成、

社会性  

 

1. はじめに  

著者が所属する日本語学校は、ベトナムホーチミン市にある技能実習生および技術者派

遣機関である Nhat Huy Khang Co., LTD が運営し、技能実習制度に定められた入国前の講

習を実施している。さらに、ベトナム海外労働者派遣協会（VAMAS）から、最高ランク

の 5 つ星評価を 2017 年度から連続で取得しているとともに、日本へは 6,000 名を超える

派遣実績を持っている。そのため、新型コロナウイルス感染症が拡大している状況におい

ても、質の高い授業の継続が求められている。そこで、2020 年 3 月に Web 会議ツールを

使用し、日本人講師 4 名で N4 レベル相当の技能実習生 80 名を対象に、円滑な人間関係

を構築するための日本語会話トレーニングのオンライン授業を実施した。本稿では、この

オンライン授業において明らかとなった問題点と課題を報告し、今後、コミュニケーショ

ン能力の育成へ適用できる授業の継続を目指す。 

 

2. 先行研究  

田神（2020）によると、オンライン授業では、ロール・プレイングやジグソー学習など

のアクティブ・ラーニングが可能であり、特に、ディベートは対面授業より効果的に活動

ができていることを述べている。一方、学習者がビデオを ON にしないため、教師は学習

者の反応が把握できないことと、90 分間連続授業における学習者のパソコン疲れを挙げ
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ている。また、ZOOM 機能のブレイクアウトルームの無作為の部屋の割り当ては、学習

者へ緊張を生じさせることが示唆されている。今回の授業では、これらの点に留意したル

ールを学習者に徹底し、オンライン授業のデメリットを最小限に抑えている。 

 

3. オンライン授業  

オンライン授業の目的は、コロナ禍により日本への渡航が停止され、待機を余儀なくさ

れた技能実習生（以下、実習生）約 80 名への日本語会話力の維持である。授業内容は、

職場場面や生活場面でのトラブル事例をもとに作成した課題解決のための一連の会話トレ

ーニングである。オンライン授業の開始 1 週間前に、1 クラス教師 1 名、実習生 2 名によ

るオンライン授業を 4 クラス開講し、5 日間のトライアル授業を実施した。ここで生じた

トラブルに基づき、学校側のインターネット環境の配備、教師への技術的パソコン指導と

Web 会議ツールの操作方法などの勉強会を開催した。なお、クラス編成は、1 クラスあた

り日本人教師 1 名、実習生 10 名程度の 8 クラスを開講した。また、授業は 1 日 1 回 60 分

を週 5 日とし、4 週間連続で実施した。 

授業開始 1 週目に、（Ⅰ）実習生、（Ⅱ）担当教師へ意見・感想を聞き、2 週目から授業

の行い方などを変更した。さらに、最終週 4 週目にも、再度、（Ⅰ）（Ⅱ）から意見・感想

を聞いた。なお、授業への意見・感想は、（Ⅰ）実習生には社内スタッフとの面談、（Ⅱ）

担当教師には毎回記載している授業日報に基づいている。また、（Ⅲ）見学者（会社役

員）には、最終日に社内ミーティングにて、意見・感想を聞いた（図 1 参照）。 

 

 

図 1: オンライン授業実施のプロセス  

 

4. オンライン授業への意見・感想 

（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ）より、①から⑪までの問題が挙げられた。  

表 1 に示すように、学習者間の交流に関しては、インターネット環境に依存する障害以

外に、他の障害の影響も起因していると言える。  

  

304



表 1: （Ⅰ）学習者からの意見・感想（回答数 20 人）  

番号 意見・感想 

人数（人） 

1 週目 4 週目 

① インターネット環境が悪く、声が途切れたり、接続が中断されたりする。 20 9 

② 雑音が入り、発表者の声がよく聞こえないときがある。 6 2 

③ 

他の学生に、授業に関係あることで、少し確認したいことや、聞きたいこ

とを質問することができない。 
8 1 

④ 

ペア練習のとき、他のペアの会話練習の様子を見て、自分たちの会話と比

較や参考にすることができない。 

16 1 

⑤ 

それほど親しくない、または自分と日本語能力に差がある人とブレイクア

ウトルームにいるとき、居心地の悪さを感じる。 
3 4 

⑥ 対面授業のときと比べ、日本語の上達が実感できない。 14 6 

 

表 2: （Ⅱ）担当教師及び（Ⅲ）見学者からの意見・感想 

番号 意見・感想 

⑦ 複数の声がかぶると、音が途切れ、画面がフリーズする。（教師）  

⑧ 学習者全員がマイクをオンにした状態は、雑音が入り、ハウリング音が聞こえる。（教師） 

⑨ 教師が話した声が学習者に届くまでにタイムラグがあるので、学習者の反応を確認するタイミン

グがつかみにくい。（教師） 

⑩ 学習者からの相槌やとっさの一言など、声による反応が聞こえない。（教師） 

⑪ 学習者が自然に発話する機会が少なく、対面授業より質が劣る。（見学者） 

表 2 は、（Ⅱ）担当教師と（Ⅲ）見学者の意見・感想である。学習者と同様、機械的な

問題を挙げている他に、学習者の反応に不安を覚えていることがわかる。しかしながら、

ビデオは全員が ON にした状態であり、顔の表情や頷きから反応は把握できている。  

 

5. オンライン授業の改善点 

授業開始 1 週目に（Ⅰ）（Ⅱ）からの意見・感想を受け、2 週目から授業改善をした点

は以下のとおりである。  

表 3: 2 週目からの授業改善点  

番号 改善点 

① 学習者に対し、インターネット環境の良い場所を選び、受講するよう指導を行った。 

②⑦

⑧ 

教師が話している際は、学習者全員はマイクをミュートの状態にすること、発表する場合のみ、

マイクをオンに切り替えるというルール化を行った。 

③ 

学習者同士で確認や質問をしたい場合は、チャットで質問をし、各自で問題を解決するように促

した。このため、教師は参加者のチャット機能の許可をする設定を行った。 
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④ 

教師がブレイクアウトセッションでの各ペアの会話活動を録画し、いくつかのペアの録画を、メ

インルームにおいて全員で視聴し、意見交換をすることを取り入れた。 

⑤ 

制限時間を短めに設定し、なるべく多くのクラスメイトと会話活動が行えるよう、ペアの入れ替

えを行った。教師は、ブレイクアウトルームでのペア活動を巡回し、録画と、各学習者への評

価・アドバイスを行った。そして、次のブレイクアウトルームに移動する際、録画を終えた学習

者のペアを順次メインルームに戻し、他の録画を終えた学習者と一緒に待機できるようにした。  

⑥ 

学習者の発話度や、耳から入る日本語の情報量を増やすよう、メインルームの場面だけでなく、

ブレイクアウトルームの際にも教師から学習者一人一人への声かけと短いやり取りを徹底した。  

⑨ 教師に対し、タイムラグは常にあるものだと認識させ、慣れるように促した。 

⑩ 

フィードバック機能の「拍手」、「いいね」を取り入れた。一例として、担当教師の説明が理解出

来たら、「拍手」または「いいね」を押すように学習者へ促した。また、音が聞こえないなど問題

がある場合、随時、挙手などのジェスチャーにより教師へ知らせるルールを徹底した。 

2 週目授業開始前に、学習者へ授業の活動方法についての説明を行った。そして、チャ

ット機能やフィードバック機能、ヘルプを求める機能など、画面上にある機能の使い方を

全員で実際に試しながら、操作確認を行った。 

 

6. 考察  

前節の問題点を、以下の 4 つに分類し、考察を行う。  

1 つ目は、インターネット環境の問題であり、①、⑨がこれに該当する。2 つ目は、Web

会議ツール内で起きる機械的な問題であり、②、⑦、⑧がこれに該当する。3 つ目は、教

師によるツールの応用力の問題であり、③、④、⑤、⑩がこれに該当する。4 つ目は、授

業内容の問題であり、⑥、⑪がこれに該当する。  

6.1 インターネット環境の問題  

1 つ目の問題点に関しては、教師は 1 名ごとに社内フロア 1 室を使用し、有線 LAN を

利用していた。学習者は帰省先の家の中から、大半がノートパソコンを使用し、Wi-Fi で

受講していた。一方、自宅よりも接続の良い場所を探す、雑音の少ない場所を選ぶなど、

インターネット環境を優先するため、移動可能なスマートフォンを使用する学習者もい

た。この利用方法は、今後、第 5 世代移動通信システム(5G)サービスが、ベトナム国内に

おいて全国的に展開されれば、大きく解消できる見込みである。 

 

6.2 機械的な問題  

2 つ目の問題点の、画面のフリーズや音声の途切れに関しては、ルール化をすることに

より解消されたが、学習者からのとっさの一言やつぶやきなどの声を共有することができ

なくなった。また、雑音という点では、対面授業においても、教室内の扇風機などの機械

音や、教室外の自然音は聞こえてくるが、これ程までに雑音が気になるというクレームは

なかった。Cherry（1953）によると、人間の脳は、自分が注意を向けている音源の位置、
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音源毎に異なる声の基本周波数の差を認識し、必要な情報のみを再構築する選択的聴取が

働いているため、騒音のある環境下でも聴くことに支障はないという。オンライン上で

は、注意を傾ける声も雑音も、音源の位置はスピーカー部分の同じ場所から発生している

ため、選択的聴取が上手く働かず、雑音に対し過敏になっているのではないかと言える。

また、Web 会議ツールにはノイズ抑制機能が標準搭載されているが、イヤホンマイク

や、スマートフォン、ノートパソコンの内蔵マイクなど、口元からマイクとの距離が離れ

ている場合は、人の声と背景雑音が判別できずに、音声が急に大きくなったり、小さくな

ったりすることがある。こうした機械の音声処理も原因の一つであると言える。 

 

6.3 教師によるツールの応用力の問題 

3 つ目の問題点に関しては、Web 会議ツールにおける機能を積極的に活用し、新しい学

習ツールを取り入れることで解決を図った。例えば、1 回の授業の内に、自分たちの会話

活動を録画し、クラスメイトと改めて視聴をし、全員で意見交換をするという試みは、オ

ンライン授業ならではの活動であり、録画視聴はクラスメイト全員が楽しむことができ、

予想外の盛り上がりを見せた。今回の授業では、学習者に会話活動における達成感や満足

感を実感してもらえるよう、意見交換の場では、次のとおりに行った。先ず、会話場面に

おいて、どのようなセリフや言い回しがあったかを確認した後、録画出演者の良かったと

ころを、出演者本人を含む全員に発表してもらった。例えば、声が大きく聞きやすかっ

た、笑顔が良かったなど、会話の内容に限らず、褒めることの重要性を認識させた。教師

からは、良かったところと共に、同じ場面で使用可能な表現、応用できる場面を紹介し

た。最後に、参考資料をファイルで配布し、新しく学んだフレーズや語彙はホワイトボー

ド機能で板書、学習者はこれをメモするという作業を行った。  

注意点としては、教師が機械の操作に慣れておく必要がある。例えば、先の活動では、

教師が各ブレイクアウトルームを巡回し、録画を撮ると自動的にデータ保存がされるが、

教師はどれを後に視聴するのか、採用する録画をその場で決定しなければならない。ま

た、ペア活動の終了後、スムーズに視聴が行えるよう、採用する全データを再生できる状

態までにしておく作業が必要となる。この再生準備の作業は、ブレイクアウトルームの巡

回中に、録画及び評価・アドバイスと同時進行で行う必要がある。教師は 1 つのパソコン

画面上で、複数の作業を同時にとり行わなければならないため、機械操作だけではなく、

手際の良さが求められる。  

学習者も、ヘルプ機能やチャット機能、フィードバック機能など、事前に使い方を習

い、実際に使用できる準備をしておく必要がある。  

また、自分の様子が後にクラスメイト全員に見られるかもしれないという緊張感が、ペ

ア活動の動機づけに役立つ一方で、録画した自分の様子をクラスメイトに評価されること

は、恥ずかしさや居心地の悪さも与えるものであり、教師はこの点に配慮をしなければな

らない。  
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6.4 授業内容の問題  

4 つ目の問題点に関しては、対面授業と同一の授業内容をオンライン授業で行ったため

に生じている。これは、対面授業とオンライン授業の環境の相違に起因する問題であり、

特に「雑音の障害」を、教師が発言の場をコントロールしたことで、学習者から気軽な質

問や自由に発言ができる雰囲気ではなくなったことが、学習者の満足度に影響する一つの

要因ではないかと著者は考えている。 

 

7. 結論  

オンラインによる本日本語会話授業の実施では、学習者自身が取り組んだ行動を画面上

で再確認できたことが、新しい振り返りの利点となった。一方、オンライン授業における

ルールが必要であることなど、対面授業と同様の行い方では支障が生じる面がある。 

著者の所属校では、協働学習と社会性を身につけることに力を入れており、例えば、授

業で与えられたタスクの解決が困難である場合、周囲の人間へ援助を求めること、逆に、

援助が必要であろう人間へ率先し声かけを行い、助け舟を出すことを指導している。本稿

でのオンライン授業での積極的なコミュニケーション活動の限界は、Web 会議ツール機

能の向上により、解消できるであろう。例えば、ZOOM のブレイクアウトルームの割り

当てについては、2020 年 9 月より、学習者が自由にブレイクアウトルームを移動できる

機能が追加されたため、学習者のより自発的なコミュニケーション活動が期待できる。  

しかしながら、コミュニケーションを行う前提で、相手側に話しかけるタイミングを図

る、相手の状況や気持ちを読み取ることなどが必要となるが、オンライン環境では、こう

した場の提供が非常に難しい。学校という場は、知識や技能を習得する場であるだけでな

く、他者との繋がりを体感する場でもある。1 つの授業を共有することは、経験を他者と

共有し、連帯感を生む。オンライン環境の中で、どこまで他者とのつながりや連帯感を実

感させることができるのか、社会性を育む場の提供が今後、もう一つの課題である。  
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Moodle を用いたブレンドラーニングの日本語聴解授業   

ーアンケートとインタビュー調査からわかるベトナム人学習者の評価ー  

チャン・ゴ・ニャ・チャン（ダナン大学外国語大学）  

 

Japanese listening class with Blended Learning Method by using Moodle  

-Vietnamese Students evaluation from survey and interview- 

Tran Ngo Nha Trang, The University of Danang - University of Foreign Language Studies  

 

要旨：本研究では、ベトナムの外語大学にて、聴解授業にブレンディッドラーニングを導

入し、アンケート調査で学習者のブレンデッドラーニングに対する学習満足度を調べた。

さらに、学習者の成績と Moodle での活動ログのデータから学習効果を分析したほか、フ

ォローアップインタビューを通して、積極的に活動しなかったグループ及び積極的に活動

したが成績の改善が見られなかったグループについてより深く探った。  

 

キーワード：ブレンディッドラーニング、e-learning、Moodle、聴解授業、日本語教育、

大学教育、ベトナム  

 

1. はじめに 

 90 年代からインターネットの普及と共に、e ラーニングが注目され始め世界に広まった。

e ラーニングは学習場所・時間の柔軟性、学習履歴の管理、復習の容易さ、コストの削減

などの利点（青木、2012）がある一方で、その限界や困難点も浮かび上がってきている。

そこで、これらの短所について反省を重ねる中で、e ラーニングの長所をそのまま生かし、

その短所を「対面授業」という形で補う教育・学習方法の必要性が認識され始めた。これ

が現在のブレンディッドラーニング（以下 BL）の起こりである（Macdonald, 2008）。 

 BL は「統合型学習」や「折衷学習」また「ハイブリッド型学習」とも呼ばれるが、ど

ちらも「学習形態をブレンドする」という意味を持っている。すなわち、異なる学習メデ

ィアを融合・調合するということである（宮地，2006）。研究者によって、様々な BL の

定義が述べられているが、本研究は Horn and Staker (2017）が定義した意味で扱うこと

とする。Horn and Staker (2017) では、「授業の少なくとも一部はオンラインで学び、学習

の時間、場所、方法またはペースを生徒自身が管理し、一部は監督された従来の教室で学

ぶ教育プログラムである。一つのコースまたは科目における各生徒の学習内容は、学習プ

ログラムの全体に統合される」と定義されている。なお、本研究では、「オンラインでの

学び」は e ラーニング、「従来の教室での学び」は対面授業と呼ぶ。  

    

2. 調査の概要 

2.1 調査の目的と手法 
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 聴解授業は他の授業と比べ学習者全員の理解力に合わせて授業を進めることが極めて難

しいと考えられる。その結果、学習者の学習満足度が低くなり、学習意欲も低下してしま

う可能性がある。そこで、従来の対面授業で教師の指導の下に行う聴解学習と、e ラーニ

ングでの個人による学習を組み合わせた BL を導入したほうが高い学習効果につながると

予想される1。 

本研究では、日本語の聴解授業でも、上述の先行研究と同様の効果が得られるか検証す

る。また、ベトナムの日本語学習者の ICT 活用状況で BL を導入する際、どのような困難

があるかを明らかにする。まず、本研究では、BL の学習効果を計るために、実践授業の

前後にテストを行った。また、実践授業が終わった後、学習者のアンケート調査を実施し

た。より詳しく調べたい内容についてフォローアップインタビューも行った。  

2.2 実践授業のデザイン 

  対面授業は従来通り大学で一斉に行われる一方、e ラーニングの授業は学習者が各々

好きな場所で学習することが出来るようにした。基本的には学習者が e ラーニングで個人

学習を行った後、対面授業で疑問を持っている点に関し教師からより詳しく説明してもら

いながら、新しい内容を進めるという順番で実施される。授業や学習者及び、e ラーニン

グと対面授業の概要は以下のとおりである。  

⚫ 授業名：聴解 4（中級レベル、聴解練習に特化）、週 2 コマ 

⚫ 実施期間: 2018 年 3 月～5 月（合計 8 週間） 

⚫ 学習者：日本語専攻の大学 2 年生、88 人 

⚫ 学習者の日本語レベル：初中級（日本語能力検定試験 N4～N3 程度） 

⚫ テキスト：新毎日の聞き取り 50 日下（凡人社）、N3 能力試験聴解対策問題  

⚫ e ラーニング教育システム：Moodle  

 対面授業：授業の冒頭では、前回の e ラーニングでの内容の復習と質疑応答が行われる。

また、学習者の自習では対応しにくい部分、例えば、一度聞いて内容を予測し即時回答す

るといった聴解のスキルや、キーワードの聞き分け方、音の変化のルール、メモの取り方

などについては、対面授業で重点的に指導した。  

 e ラーニング：対面授業では実施が難しい個人の理解度に沿った学習については e ラー

ニングで実施した。その際、学習者が完全に「わかる」まで、すなわち全問正解となるま

で聴解問題を何回でも聞くことができるように設定した。また、本調査では、Moodle が

「学習者中心のシステム」という方向性で開発されたため、より学校教育に向いていると

考えらえることから、Moodle を採用することにした。  

1 実際に、日本語教育でも、篠﨑（2010）は e コンテンツを開発したうえで BL の実践を

通し、学習者から高い満足度を得られたと述べた。また、外国語教育ではないが、糟谷

（2010）では、コンテンツへのアクセス数と試験の得点との関係を調べた。その結果、

教材のアクセス数が高い学生ほど試験の得点が高く、試験の得点が低い学生はアクセス数

が低いことが確かめられ、システムによる学習効果の向上が検証された。  
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3. 調査の結果と考察 

3.1 アンケートによる学習満足度の調査結果 

 まず、e ラーニングに対しては、学習者が学習の主導権を持っていることに関する質問

項目や、e ラーニングが自身の自学自習能力に与えた影響についての項目について、肯定

的な回答が多く得られた。一人で学習を進めることに対し不安という声があまり挙がらず、

むしろ自学自習能力が向上したとの回答が得られており、これは e ラーニングのみの授業

に比べて、BL が効果的であることを示唆しているといえよう。 

 また、Moodle のコンテンツに対しては肯定的な回答は合計 60％であった。授業外の内

容を加えた内容も、学習者から高く評価されたことが分かった。知的好奇心が旺盛な学習

者は、テキストの内容以外についても、学習する機会を求めていると考えられる。  

 次に、対面授業に対しては、「授業で先生に聞くコツやテクニックを教えてもらった」

ことが高く評価されたまた、「友達と一緒に勉強できる」ことも評価されており、対面授

業で教師から指導を受けられるのみならず、友達同士の学び合いも重要であると考えられ

る。e ラーニングだけでは実現が難しいこのような点は、BL において対面授業を組み込

むことで補完できると実証できたといえよう。 

 最後に、BL 全体に対しては肯定的な回答の方が多く見られた。特に、総合評価である

「今後の聴解の授業をどのように組み立ててほしいですか」という質問においても、約

80％の学生は「BL 型がいい」と答えており、期待通り、学習者は、BL によって高い学

習満足度が得られているといえる。  

 アンケート結果からは、BL に対する学習満足度が高いことがわかり、学習者自身が感

じる学習効果も高まったことが示唆された。  

 

3.2 履修者の得点の分析 

3.2.1 試験結果と Moodle の利用状況に関するデータ 

 本研究に採用した学生の成績は、大学が定めた正式な試験の結果である。事前試験は

「聴解 4」授業の中間試験で、事後試験は期末試験である。本研究の分析で主に使用した

のは、学習者の事後試験の成績であるため、以下学習者の事後試験の結果を「学習者の成

績」と表現する。分析に用いるデータは、Moodle のログから、学習者の Moodle 利用状

況を中手地したものである。データの定義は以下である。  

① Moodle での出席：どの程度問題を回答したかに関わらず、コンテンツにアクセス

した場合、出席 1 回として数えた。  

② 総アクセス回数：確認テストを行った回数の合計回数である。回数の数え方は、

課題を最後まで終わらせ、採点まで到達した場合に限り 1 回とされる。 

③ 確認テスト最高得点：「最高得点」とは、何回テストに挑戦したかに関わらず、そ

の中で一番高い点数である。 

 学習者全体の平均試験得点と Moodle の利用状況は表 1 でまとめた。 
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3.2.2 試験結果と Moodle の利用との関係についての分析 

表 1 学習者の成績と Moodle の利用状況     表 2 成績によるグループの Moodle 使用実態  

 平均

値 

中央

値 

最大値  標準

偏差 

学習者の成績  7.5 7.6  10

（点）  

1.7 

出席回数  10.6 11 15 3.8 

総アクセス回

数 

13.3 14 23

（回）  

5.4 

確認テスト最

高得点  

80.4 84 100

（点）  

18 

 

 表 1 のように、学習者の Moodle の使用状況はばらつきが大きく、積極的に Moodle を

使用した学習者もいれば、そうではない学習者も見られた。学習者の Moodle 利用実態と

成績の関係についてみてみると、表 2 のように、成績が良いグループほど積極的に

Moodle での学習を行っていた傾向が見られる。しかし、各グループの使用率をみると、

A1 グループと A2、A3 グループの間にはかなりの差が見られるものの、A2 グループと

A3 グループの差はそれほど大きくはない。A2 グループと A3 グループで大きく差がつい

たのは、確認問題の最高得点である。出席するだけではなく、練習問題を全て正確に回答

できるまで、繰り返し聞いてやり直すことが有益であるということが示唆されたと言える

だろう。次に、学習者の試験成績と Moodle でのそれぞれの利用活動との関係を調べるた

めに、事後試験の結果と総アクセス数、確認テスト平均最高得点の関係を重回帰分析を用

いて分析した。その結果、表 3 に示した通り、事後試験と Moodle への総アクセス数、確

認テスト平均最高得点にはそれぞれ正の相関があることが分かった。  

表 3  事後成績に関する重回帰分析の結果  

切片  4.928***（0.791） 

総アクセス数  0.115** （0.053）  

確認問題最高得点  0.020** （0.010）  

F 値 5.070*** 

自由度修正済み決定係数 0.123 

（注）括弧内は標準誤差を示す。***、**、*はそれぞれ 1%、5%、10%で有意であることを示す。  

 

 この結果から学習者の成績は、総アクセス数や確認問題最高得点と相関があることがわ

かった。特に重要なことは、授業の内容を全て理解することや、確認テストの満点を目指

して何回も繰り返して練習する学習者、いわゆる Moodle 上で積極的に学習した学習者ほ

ど成績も高い傾向があることが明らかになったことである。  

 しかし、データのバラツキが大きいことから、積極的に練習したものの、成績の改善が

見られなかった学習者や、積極的ではなかったが、成績が伸びた学習者も存在する。その

学習者は単に試験ができなかっただけなのか、それとも学習過程で何か問題が発生したの

事後成績  

グループ  

平均 

出席回数  

平均 

総アクセ

ス数 

平確認テ

スト 

最高得点  

A1（低）  8.2 10.5 75.2 

A2（中）  11.7 14.6 81.1 

A3（高）  12.0 14.7 84.9 
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か。その問いを明らかにするため、フォローアップインタビュー調査を実施した。  

3.3 フォローアップインタビューの結果と得られる示唆  

3.3.1 フォローアップインタビューについて  

 積極的に Moodle を使わなかったが成績が伸びた学習者と、非常に積極的に Moodle で

自習していたが成績の向上が見られなかった学習者の中から代表者を選択した。 

 

表 4 インタビュー協力者の概要 

学 習 者

番号 

事 前

成績 

事 後

成績 

出席 アクセス

総数 

確認テス

ト最高点  

宿 題

提出 
Moodle の平均使

用時間  

パ ソ コ

ン所有  

S08 6.8 6.9 5 8 91.7 2 1 時間半以上  あり 

S18 5.8 6.0 6 5 81.25 2 1 時間以上  なし 

S27 7.5    4.2    14 15 97.2 5 2 時間以上  なし 

S61 7.0       5.7      15 22 100 5 1 時間以上  あり 

S69 5.0 3.1   13 15 78.6 4 2 時間以上  あり 

S88 8.3  6.9 15 18 100 5 2 時間以上  あり 

 

 S08 と S18 は Moodle での活動が消極的だったグループに属し、S27、S61、S69、S88

は積極的に Moodle を使用したが、成績が伸びなかったグループである。インタビュー対

象者の選択はパソコンの有無だけではなく成績も多様性のある学習者を選ぶようにした。  

3.3.2 フォローアップインタビューの結果  

3.3.2.1 積極的に Moodle を使用しなかった背景 

・パソコンを所有していない：  S18 の場合、友達に Moodle の画面を撮影し送ってもらっ

たり、携帯電話に聴解問題のファイルを取り入れて聞くなどの対応をしていた。S18 は

「家にパソコンがあれば、もっと積極的に学習できたと思う」とも語っており、パソコン

を所有していないことによって、S18 同様に Moodle で積極的に活動できなかった学習者

が他にもいると考えられる。  

・学習時間のコントロール：パソコンを所有しており、いつもでも勉強できると思ってい

る学生の中には、いつでも勉強できるからこそ後回しにしてしまい、結局時間がなくなり

勉強できなくなるという事態が起こっている可能性がある。 

・様々な学習方法：学習者の Moodle での学習活動は、Moodle の活動ログ機能から判断

している。しかし、S08 は「確認テストの質問だけを閲覧し、その後は答えが分かるまで

聞いたが、確認テストは必ずしも解答したわけではない」と回答しており、この学習方法

の場合、たとえ実際に真面目に学習したとしても記録には残らない。S08 が授業に全部参

加したかどうかは正確には分からないが、「分かるまで聞く」という積極的な学習姿勢は

見られた。S08 のような学習者を活動ログの記録だけで評価することは難しいと思われる。  

3.3.2.2 積極的に学習したが成績が上がらなかった学習者の評価  

 このグループの 4 人名は、成績がクラスの上位・中位・下位にそれぞれ属し、パソコン
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の有無も分かれている。特性は異なっているが、4 人の中で 3 人が「聴解が一番難しい」、

「聴解が一番苦手だ」と語り、自分の聞く力についてあまり自信を持っていないという共

通点がある。自身の成績について、学習者は点数が良くなかった原因は自分の能力にある

と考えており、今回の BL の影響ではないと述べた。 

 さらに、成績が下がったのは、BL に問題があるとは考えていないだけではなく、BL

によって組み立てた聴解授業を非常に高く評価していることも分かった。どの対象者も

BL は本研究の聴解授業に適切な組み合わせだと評価し、特に成績が最も悪かった S69 は

「対面授業だけ、e ラーニングだけではない BL は私にとって一番良い授業方法でした」

と語っている。聴解が苦手な S69 にとっても BL は学習効果が十分に感じられる学習方法

であったと考えられる。  

 このように、フォローアップインタビューから e ラーニング授業に関する問題が多かっ

た。これらは過去の研究でもよく述べられた e ラーニングの欠点である。今後の BL 授業

の効果を向上するためには、学習者の e ラーニング学習のサポート、学習者の自学自習力

を育成するための授業設計の改善が必要である。  

 

4．おわりに 

 本研究は、e ラーニング授業に出席するだけではなく、練習問題を全て正確に回答でき

るまで積極的に学習する学習者ほど高い成績が得られたことを明らかにした。また成績の

改善が見られなかった学習者を含め、聴解授業に BL を運用することによって学習者から

高い学習満足度も得られた。  

もっとも、本研究では、対面授業の効果・役割・問題点は詳しく分析することができな

かった。e ラーニング授業、対面授業のそれぞれの効果、役割そして問題点をより深く分

析することを今後の研究課題としたい。  
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 協働学習を取り入れた初級日本語オンライン授業の試み  

石﨑俊子（名古屋大学）. 

 

Attempt of an Online Beginner's Japanese Class with Collaborative Learning  

Toshiko Ishizaki, Nagoya University  

 

要旨：初級の日本語オンライン授業に Google Classroomを取り入れ、Google Slides や Google 

Document 等を利用した協働学習を導入した授業を行った。授業の実践報告を行うととも

に、学習者のインタビューから得られた結果をもとに学習者の反応を明らかにするととも

に、協働学習の効果を考察する。  

 

キーワード：協働学習、Google Classroom、オンライン授業  

 

1. はじめに 

 舘岡（2003）によると、「協働」を「学習者同士がお互いに働きかけ合いながら協力して

学ぶ」と定義し、その協働に重点を於いた学習を「協働学習」としている。津田 (2015)は協

働学習では学習者中心の活動で進め、教師はファシリテーターとして学習者への介入を避

けることを提唱している。教師が学習者への介入を避けること言うことは、言い換えれば

教師への依存度が下がることとなり、学習者が能動的に授業に参加できるようになると予

想される。本稿では、協働学習が初級日本語オンライン授業に導入した結果、学習者はど

う捉えたのかをインタビューを通して明らかにし、協働学習の効果を考察する。  

 

2. 初級日本語オンライン授業と協働学習  

2.1 協働学習に至った背景  

 本稿の対象となる名古屋大学初級日本語オンライン授業は毎日 1 コマ 90 分授業を 15 週

間継続する初級前半および後半レベルの 2 つのコースである。Covid-19 の影響で 2020 年 4

月より名古屋大学の日本語教育は Zoom を使ったインタラクティブな双方向授業を行って

きた。学習者には全員メインテキストとなる教科書の購入を義務付け、それをもとに授業

を進行している。Zoom を駆使することにより対面に限りなく近い授業を行うことが可能

だが、紙ベース中心となる従来の対面授業で使用する副教材をオンライン授業で使用する

ことは困難であり、それに代替するものを模索していた。そこで注目したのが Google 

Classroom である。Google Classroom の最大の利点はリアルタイムでファイルを共有でき、

複数同時編集が可能という点である。Google Classroom を導入に伴い、Google Slides や

Google Document、Jamboard が利用可能となり、それらを利用した様々な活動が結果的に協

働学習に繋がることとなった。  
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2.2 学習者に評価された協働学習の例  

 初級前半および後半レベルの 2 つのコースの受講者に授業内で使用してきた教材を

Google Classroom で見てもらい、どの教材が良かったか、また、その理由をインタビュー

で聞いた。以下は学習者の評価が高かった教材である。図 1 から図 3 は Google Slides の

例で、図 4 は Jamboard の例である。それぞれのファイルがリアルタイムで共有でき、複

数同時編集が可能であるという特徴を最大限に利用し、協働学習を行った。  

 図 1 はあらかじめ教師がイラストを Google Slides に挿入しておき、学習者がそのイラ

ストに関連する会話をペアで作成するという活動である。学習者個々に Google Slides に

あるトピックに基づいた文章を書かせて、クラス内で共有するという活動は多々行ってき

たが、ペアで話し合いながら会話を作成するという協働学習が極めて高い評価を得た。

Google Slides は PowerPoint とインターフェースはほぼ同じであるため、学習者は Google 

Slides の使用に関しては全く問題なかったが、最初は日本語でタイプをすることに慣れて

いなかったため、文字を挿入するのに時間がかかったという意見があった。また、イラス

トは簡単に変更することが可能であり、ペアの中には絵を紅茶からストロベリーミルクに

変えるなど課題を遂行するだけではなく、自分たちが実際にするであろう会話を想定して

活動していた様子が伺えた。  

 図 2 の活動もペアで行う活動であり、お互いの 1 日のスケジュールを「朝、何時に置き

ますか。」「夜、8 時ごろは何をしますか。」など質問し合い、回答を円グラフに記入して

いくというものである。この活動を通して日本語での質問、回答の練習をするだけではな

く、このコロナ禍でクラスメートが時差の関係で朝の 0 時に起きて 2 時から日本語の授業

を受け、正午に寝るという過酷なスケジュールの中、日々の授業に頑張って参加している

ことに感銘を受けたと話している学習者も見受けられた。  

 

  
 図 1：Google Slides の例 1                       図 2：Google Slides の例 2 

 

 図 3 は学習者の作文をもとにした読解の協働学習である。学習者が課題として提出した

作文を教師があらかじめ一人ずつ Google Slides に貼り付け、その下に質問コーナーを設

けておく。学習者は授業中に Google Slides のクラスメートの作文を読んだ後、作者に質

316



問を書き、また、自分への質問に答えるという活動である。作文の文法、語彙、表現など

の間違いに関しては学習者が個々に提出期限までに提出した Google Document の修正箇所

をすでに教師が指摘し、学習者は修正を終えている。したがって、この活動では間違いを

指摘するのではなく、読解として時間の許す限りクラスメートの作文を読み、質問し、答

えるというものである。友達の作文を見て、新しい語彙や表現に気づき、使ってみようと

思うことがある、クラスメートはこんなに良い作文を書いているから自分も頑張らなけれ

ばいけないと言う励みにもなる。また、クラスメートが自分の作文に質問をしてくれるこ

とが嬉しく、それに回答するのも楽しいという声が聞かれた。    

 

 
図 3：Google Slides の例 3            図 4：Jamboard の例 

 

 図 4 は Jamboard を使用した例である。従来、対面授業では教室内の学習者に何人かに白

板に動詞を辞書形で書かせた後、その動詞を活用形に変換し、間違いをクラス全員で修正

するという活動を行ってきた。その活動をオンライン授業でも継続したいと考え、方法を

模索した結果、Jamboard に辿り着いた。Jamboard の付箋機能を使えば簡単に文字を挿入す

ることができ、また、付箋に書かれた文字も簡単に修正することができる。当初はどの色

を使ってもよいという指示で活動を行っていたが、そうすると活動に参加していない学習

者がいても把握できないため、5 色ある付箋を利用して一人ずつ色を決めることにした。

投稿された付箋については学習者全員で間違いを確認でき、共有することができる。この

場合も自分のみならず自分以外の学習者から学ぶことも多いと学習者は語っていた。また、

クラスメートとゲーム感覚で速さと正確さを競うことができる良い練習であるという声も

あった。この Jamboard の活動は動詞の活用だけでなく、形容詞の活用など工夫すれば応用

範囲は広いと考えられる。  

 以上の Google Slides および Jamboard を駆使した活動を通してクラスメートと協働で活

動をすることにより、自分が知らないこと、また、気づきを得ることができ、また、オン

ラインではなかなか分かり合えないクラスメートのことを知る良い機会になるという声が

多く聞かれた。このことから、協働学習は学習面のみならず、人間関係の構築に貢献する

など社会的側面の観点からも効果的に機能していると考えられる。  
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2.3 協働学習における教師の役割  

 教師の役割としては、津田(2015)が示すように介入を最小限にし、学習者間で課題を遂

行させることを徹底した。教材を計画的に準備し、提示した後は、学習者が Zoom のブレ

ークアウトルームで活動中に質問があるときは help 機能を使って呼び出すか、メインルー

ムに戻って聞くようにと指示し、教師からはブレークアウトルームに入ることはしなかっ

た。教師の介入がなくても、活動が滞ることはなく、質問もほとんどなかった。学習者に

活動中に知りたい語彙や表現があった時の対応を聞くと、オンライン辞書で調べたり、ペ

アやグループで相談して問題を解決したとインタビューで回答していた。活動が終了後に

はメインルームに全員を集め、それぞれの活動の成果を発表し、それについてファシリテ

ーターとして適切なコメントをした。また、共有が必要な間違いは全員で共有し、全員で

考えて答えを出すというプロセスを毎回行った。インタビューを行ったほぼ全員がクラス

メートと共有することにより、学ぶことが多いという回答が得られた。ペアで協働で活動

した後に、クラスメート全員で協働学習することが更なる深い学びに繋がっていると考え

られる。  

 

3. まとめ 

 オンライン授業で学習者達が抱えている大きな問題の１つは孤独感であろう。九州大学

(2019)が行った新型コロナウイルスによる学生生活への影響についてのアンケート調査に

よると、「孤独感や孤立感を感じる」と答えた留学生がおよそ 4 割に上った。筆者が行った

今回のインタビューでは、回答者全員が授業はインタラクティブでクラスメートと共有で

きる機会が多く、孤独感を感じたことはないと回答していた。おそらく、協働学習を多く

取り入れたことで、ペアもしくはグループで学び、他の学習者から孤立していると感じな

いのではないだろうか。また、協働学習を通じてグループで学習することで、学習者はお

互いを理解し、お互いに助け合うようになったのではないかと考えられる。実際、ある学

習者はペアで活動しているときは、クラスメートがそこは間違っていると指摘してくれる

だけでなく、わからないときは説明してもらえると話していた。今回のインタビューを通

して、協働学習は学習者を学習面で成長させるのみならず、異なる能力の学習者が互いに

目標の達成に向けて協力し合うという社会的側面の成長も促すことが明らかになった。 
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