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1. はじめに

1.1	 本研究の背景

本研究における日本語教育現場は、日本の高等教育機関である（以下、大学）。

2018 年 11 月に発表された文部科学省の諮問機関における中央教育審議会
「2040 年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申）」（以下、答申）では、
1954年以降、42の答申の中で、今後 20数年先を見据え、各大学における「実現
すべき方向性」が挙げられている。その中でも本研究では、次の２点に着目する。

（1）18 歳人口は、2040 年には、88 万人に減少し、現在の７割程度の規模とな
る推計が出されていることを前提に、各機関における教育の質の維持向上

という観点からの規模の適正化を図ったうえで、社会人および留学生の受

け入れ拡大が図られていくこと。

（2）高等教育機関がその多様なミッションに基づき、学修者が「何を学び、身
に付けることができるのか」を明確にし、学修の成果を学修者が実感でき

る教育を行っていること。このための多様で柔軟な教育研究体制が各高等

教育機関に準備され、このような教育が行われていることを確認できる質

の保証の在り方へ転換されていくこと。

	 以上のように、少子化による学生数の減少傾向や、国際社会による留学生数の

増加といった様々な要因が含まれる中、教育（学習／学修）の「質の保証」が求

められ、「確認できる」ことが挙げられる。

	 そのため、大学教員に「何を教えたか」だけでなく、「何を学び、身に付ける

ことができたか」に関して説明を求める大学が増えつつある。留学生を対象に日

本語教育を行っている日本語教員も例外ではない。では、今日の日本語教育学界

において、教育に関する研究の現状はどうだろうか。

本田他（2019）では、学会誌『日本語教育』101 号から 170 号に掲載された論
文 280本のうち、「教育と社会」に関する論文 48本より分析している。 
その結果、「誌名に『教育』とあるにもかかわらず、『教育と社会』に分類さ

れた論文は全体の 17％」であった（p.47）。また、「『日本語の授業』で実施す
る形成的評価や学習者主動型評価などをあつかった研究は現在も遅れていると言

わざるを得ないだろう」と指摘している（p.52）。そこで筆者は、今日の日本語
教育学界において、教育面でも特に、日本語の授業で実施する評価をあつかった

研究、つまり、「評価研究」が喫緊の課題であると考えた。
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1.2	 本研究の目的 
そこで本研究では、大学における「評価研究」に関し、まず、教育学の先行研

究より文献レビューを行い、現状を概観する。特に、教育学の中でも「形成的評

価」や「学習者主動型評価」などに関する理論について取り扱っている「教育方

法学」の「教育評価論」に注目する。 
	 次に、外国語・第二言語教育の流れを含む日本語教育における評価研究より、

「日本の大学」「パフォーマンス評価」「アカデミック・ライティング」に焦点

を絞り、「日本語ライティングの評価研究」関連の研究成果を取り上げる。そし

て、次世代の日本語教員にとって必要な評価研究とは何かを考察する。最後に、

実践的かつ応用可能な評価活動や教育評価研究の一例を示すことを目的とする。 
 
2.	 文献レビュー	

2.1	 教育学における評価研究	

「形成的評価」や「学習者主動型評価」などに関する理論は、教育学の中でも

「教育方法学」の「教育評価論」で論じられている。そこでの形成的評価とは、

指導の途中で行われる評価のことで、近年では「学習のための評価」として再定

義する動向が見られる。また、学習者主導型評価とは、学習者自身が評価活動へ

参加することであり、評価活動自体を学習の機会として捉える「学習としての評

価」という理論的展開を踏まえつつ、教育者が行う指導と評価の充実を図ってい

くことが求められている（西岡他, 2015 p.7）。ここからわかることは、本研究で
定義すべき教育評価とは、「授業・学習評価」であると言える。続いて、これら

を含めた日本における教育評価研究にはどのような流れがあるかについて、歴史

的概略について述べる。 
	

2.1.1	 日本における教育評価研究の歴史（戦後～現代）	

	 日本における教育評価研究の理論は欧米からのものが多い。今日でも見られる

標準テストは、戦前の頃より教育測定（メジャメント）の要素が強く、「評価＝

ネブミ」という結果となっていた。第二次世界大戦直後の日本において、アメリ

カより「エバリュエーション（Evaluation）」が紹介され、「教育評価」と翻訳
されることになった（田中, 2008 p.33）。その概念の創始者であるタイラー
（Tyler, 1949）によれば、エバリュエーションの目的は、「ネブミ」をすること
ではなく、評価行為を通じて得られた情報をもとにして、教育活動を吟味・改善

することにあると考えられていた。そして、問題の核心は「どのように測定・評

価するのか」の前提に、「何のために何を測定・評価するのか」という教育目標

論（到達度評価）へと追究がなされていく（田中, 2008 p.34）。 
	 その後、ドメイン準拠評価とスタンダード準拠評価という２つの方法論を含み

持つ「目標に準拠した評価」が 2001年度の指導要録改訂を機に導入された（田
中, 2010）。他方、アメリカでは 1990年代よりウィギンズ（Wiggins, 1998）が評
価の文脈で「オーセンティック（真正）」という概念を使用し始めた。教育評価

において、「実社会」「生活」「リアルな課題」が強調され、「真正」な課題に

取り組ませ、その様相を評価しなくてはならないと考えられるようになった（田
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中, 2008 p.73）。そして、「真正の評価」を代表する新しい評価方法として、パ
フォーマンス評価とポートフォリオ評価がある。それらの理論や実践が Hart
（1994）によって『パフォーマンス評価入門』としてまとめられ、21世紀に入
り、田中耕治氏の監訳（2012）によって日本にも広まっていった。 
	 西岡他（2015）によると、パフォーマンス評価とは、知識やスキルを使いこな
すことを求める問題や課題などへの取り組みを通して評価する評価方法の総称で

ある。また、ルーブリックとは、パフォーマンス評価のツールであり、ポートフ

ォリオ評価とは、教育・学習活動を評価するためのアプローチであると紹介され

ている（p.10）。日本でのパフォーマンス評価に関する研究は、初中等教育が先
行している（松下, 2012）。では、日本の大学（高等教育）の現状はどうだろう
か。 
 
2.1.2	 高等教育での評価研究	

日本の大学におけるパフォーマンス評価に関する代表的な研究には、松下

（2012, 2016, 2017）が挙げられる。そこでは、学習評価を「間接評価と直接評価」
と「量的評価と質的評価」の 2軸からなるに二次元図式によって 4つのタイプに
整理している（図 1）。 

 

	

図 1	 学習評価の構図（松下 2012, 2016, 2017をもとに作成）	

	

従来、高校までは図１にあるタイプⅢの標準（客観）テストが最も用いられて

いる。他方、日本の大学における授業評価は、タイプⅡによる学生調査と、本研

究で取り上げるタイプⅣによるパフォーマンス評価が一般的である。ここでは、

松下（2012, 2016, 2017）以降、タイプⅣの最新の研究動向として、斎藤（2019）
を挙げる。 
斎藤（2019）は、日本人大学生のレポートのパフォーマンス評価にルーブリッ
クを用い、教員と学生に評定（数値化）させ、学生たちには教員評価とのズレに

対し、なぜズレが生じたのか、理由を自由記述させている。その自由記述をテキ
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ストマイニングによって分析を行っていた。その結果、「質的・直接評価である

パフォーマンス評価（ルーブリックを含む）は、量的指標化しても統計分析に耐

えられる信頼性を担保し、かつ、学生の学びのために活用できることを実証的に

示せる」と述べている。 
続いて、日本語教育の評価研究より「日本の大学」「パフォーマンス評価」

「アカデミック・ライティング」に焦点を絞り、「日本語ライティングの評価研

究」関連の研究を概観する。そして、斎藤（2019）の研究結果を踏まえた上で、
将来的に日本語教育に還元できる研究手法について考察し、実践的かつ応用可能

な評価活動や教育評価研究の一例を示したい。 
 
2.2 日本語教育における評価研究 
現在、日本語教育おける評価研究は多種多様にあるが、「日本の大学」「パフ

ォーマンス評価」「アカデミック・ライティング」に焦点を絞り、「日本語ライ

ティングの評価研究」関連の研究を概観する。そのため、安達（2019）では以下
の条件に絞り、文献レビューを行った（表 1）。尚、本セクションは安達（2019）
より加筆・修正を行った。 
 

表 1	 文献の選定基準（安達, 2019より抜粋） 
上位条件	

日本語教育学界において、アカデミック・ライティングの評価研究を組

織的、継続的に行い、かつ汎用性のある評価基準を作成している。	

下位条件	

1）評価の対象者が「日本の大学の学部に在籍する留学生」であり、評
価者が「日本語教員」である。	

2）評価項目ごとの評価観点について調査・分析を試みている。	

3）評価者（日本語教員）だけでなく、被評価者（日本語学習者）にも

直接還元できそうな研究である。	

 
表 1で上位条件として挙げた文献を①、下位条件として挙げた文献を②とし、
下記に示す。本稿では文献レビュー①・②とし、計 19本取り上げる。 
 
文献レビュー①15本：田中他（1998）～田中（2017） 
文献レビュー②４本：伊集院（2017）、伊集院他（2018）、脇田（2016, 2017） 
 
留学生を対象とした「アカデミック・ライティング」の評価研究を概観すると、

大きな流れは田中他（1998）がはじまりであることがわかる。そして、日本の大
学に在籍する留学生を対象に、20数年にわたり日本語のアカデミック・ライテ
ィングの評価研究を行ってきた田中真理氏の研究論文（共著も含む）の研究動向

を年表にまとめ、図 2に示す。 
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図 2	 文献レビュー①の研究動向に関する年表（安達, 2019より作成） 
 
文献レビュー①のいくつかの論文は、多くの日本語教育研究者によって取り上

げられおり、文献レビュー②伊集院（2017）、伊集院他（2018）、脇田（2016, 
2017）も同様である。 
	 上記①②の文献レビューによって明らかになった共通点として、評価が高くな

る要因も、評価がずれる要因も「内容面」ということであった。しかし、内容面

に焦点をしぼった先行研究は見当たらなかった。そのため、今後は内容面での量

的・質的な調査・分析が日本語教育の評価研究として必要であると考える。そこ

で、高等教育・日本語教育から見る実践的かつ応用可能な評価活動や教育評価研

究の手法をまとめる。 
 
2.3	 評価研究の手法	

	 まず、評価研究においても、評価を数値化し、高・中・低位群にわけ特徴を見

ることや、評価（評定）を決定づけた要因が何かを探るため、自由記述（アンケ

ート）調査やインタビュー調査を行っている。	

	 脇田（2016）は、ルーブリックを数値化し検証している。そこでは、学習者の
自己評価が、教員による評価と一致するところが多かったとも述べている（脇田,	

2017）。他方、伊集院（2017）は、上述にもある田中他（1998）等を先行研究と
して取り上げ、踏襲し、因子分析を行っている。また、評価基準のずれに関して

は、近年急速に整備が進んでいる「作文コーパス」や「テキストマイニング」等

を用い、分析が行われている。	

	 さらに、斎藤（2019）の分析手法と比較すると、脇田（2016, 2017）同様、松
下（2012, 2016, 2017）の流れを取り入れ、ルーブリックを数値化し、検証してい
ることがわかる。加えて、脇田（2016, 2017）とは異なり、量的にデータを分析
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していることで、量的指標化しても統計分析に耐えられる信頼性を担保していた。

また、伊集院（2017）との共通点として「KH Corder」という計量テキスト分析
ソフトを用い、「テキストマイニング」分析を行っていた。両者の異なる点は、

伊集院（2017）の場合、教員の評価コメントのみを対象に分析を行っているが、
斎藤(2019)では、教員評価と大学生の自己評価のずれについて、なぜずれが生じ
たかを考えさせ、自由記述させたコメントを対象に分析を行っていた。	

	

3.	 	まとめと考察	
3.1	 まとめ	

これまでをまとめると、日本の大学における「評価」に関し、まず、教育学の

中でも「教育方法学」の「教育評価論」で論じられている評価研究に注目し、文

献レビューを行った。本研究であつかう教育評価研究とは授業・学習評価であり、

「形成的評価」や「学習者主動型評価」などに関する評価には、パフォーマンス

評価という新しい評価方法が日本の大学でも取り入れられ、そこでは松下（2012, 
2016, 2017）以降、斎藤（2019）によってパフォーマンス評価による質的・量的
研究が進められていることがわかった。	

次に、外国語・第二言語教育の流れを含む日本語教育における評価研究より、

「日本の大学」「アカデミック・ジャパニーズ」「パフォーマンス評価」に焦点

を絞り、「日本語ライティングの評価研究」関連の研究成果を取り上げた。共著

も含め、20年以上にわたる田中氏の研究成果（1998～2018）、それらを踏襲し
た伊集院（2017）、伊集院他（2018）、脇田（2016, 2017）は、ルーブリックに
よる数値化や、テキストマイニング等、新たな分析手法を取り入れ、評価のずれ

を見ていた。それらの研究手法は斎藤（2019）と共通していたが、斎藤はさらに、
教員評価と大学生の自己評価のずれについて、なぜずれが生じたかを考えさせ、

自由記述させたコメントを対象に分析を行っていた。	

	

3.2	 考察	

	 文献レビューを通し、次世代の日本語教員に必要な評価研究とは、「日本語

（言語面）だけでなく内容面も評価できるようになるための授業・学習評価の研

究」であると考える。そして、引き続き評価研究を進めていくにあたって、新た

な観点を 4つ、これまでの研究を踏襲する点を 3つにまとめる。最後に、本調査
を踏まえた予備調査について、今後の研究デザインを示す。	
 
3.2.1	 	

新たな観点（4点）	
	 まず、これまでの研究とは異なる、新たな観点 4つを以下に示す。 
 
（1）「日本の大学」「留学生」「中級」にしぼる。 
（2）中級の作文＝「意見文」とし、テーマをしぼる。 
（3）評価のずれを「内容面」にしぼって分析する。 
（4）これまで以上に学習者も評価活動に参加する。 
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	 上記（1）は、「日本の大学の留学生」が現状において中級が多いという背
景があるからである。「中級が多い」とした根拠には、日本語能力試験 N2・N3

の受験者数が最多であることが挙げられる（日本語能力試験,	2019）。しかし、
日本語能力試験は、「書く」能力を判定はしていない。そこで新たな方法として、

日本語学習者作文評価システム「jWriter」を用い、作文データの日本語レベルを
そろえることを考えた。	

上記（2）は、先行研究では被験者となる日本語学習者や日本人大学生など日
本語レベルが異なることもあり、作文課題も異なっていた。しかし、今後おこな

う研究ではテーマをしぼっておこなうことを検討する。そこには、上記（3）の
「内容面」にしぼって分析したいという意図があるからである。	

これまでルーブリックは教員（同士）の評価のためのツールや、学習者の自

己評価のためのものが主であった。しかし、今後おこなう研究では、上記（4）
のように、その両方を含め「評価活動」とし、同じルーブリックを用い評価研究

の実施を考えた。	

	

3.2.2	 これまでの研究を踏襲する点（3点）	
	 続いて、これまでの研究を踏襲する点 3つを以下に示す。	
	

（ⅰ）作文データの収集法	

（ⅱ）評価者である日本語教員	

（ⅲ）分析方法	

	

	 （ⅰ）作文データの収集法として近年の田中氏の論文より、作文データコーパ

ス「I-JAS」（エッセイ）の使用を選択した。現在、国内・教室環境（JJC・JJE）
116編中 10編を抽出済みである。テーマ（プロンプト）は「ファーストフード
と家庭料理」(600～800字)で、同条件によるデータを今後は独自に収集する。	
	 （ⅱ）評価者である日本語教員は、例えば坪根・田中(2015)を参考に、主に
10年以上大学においてライティング教育に関わる日本語教員を 15名集めた。	
	 （ⅲ）分析方法は、近年の伊集院（2017）、伊集院他（2018）、脇田（2016, 
2017）、斎藤（2019）より、評価（評定）のずれを見ることを念頭に置き、まず
は、ルーブリックによって数値化する。そこでは、評定平均、標準偏差、問題パ

ラメータ平均等より分析する。	

そして、アンケートまたはインタビューで得た「評価の要因」（自由記述）

に対し、計量テキスト分析ソフト「KH Corder」を使用し、テキストマイニング
によって分析する。	

	

3.2.3	 今後の研究デザイン	

	 現在、来年の本調査に向け、予備調査を計画・実施を進めている。その研究デ

ザインについて、以下表 2にまとめる。 
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表 2	 今後の研究デザイン（予備調査） 
①作文データの収集 
	 ・作文データコーパス「I-JAS」（エッセイ）より 10編+独自に収集 7編，計 17編 
	 ・日本語学習者作文評価システム「jWriter」でデータの日本語レベルをそろえる。 
②調査方法 
	 （Ⅰ）評価者 15名に上記①をルーブリックで評定してもらう。 
	 	 	 	 ※評価者＝10年以上大学においてライティング教育に関わる日本語教員 
	 （Ⅱ）評定理由について，評価者にアンケートまたはインタビュー調査 
③分析方法 
	 （Ⅰ）の分析方法：評定平均／標準偏差／問題パラメータ平均 
	 （Ⅱ）の分析方法：テキストマイニング（KH Corderを使用） 
	

	 上記①～③を予備調査として一巡したのち、調査協力者である評価者 15 名と

ふり返り・改善をおこない、本調査では日本語学習者も含めた評価活動を実施す

る計画である。	
 
4.	 おわりに	

本研究において、次世代の日本語教員に必要な評価研究を（ルーブリックを含

む）パフォーマンス評価に関する研究とし、日本語（言語面）だけでなく内容面

も評価できる日本語教員を目指すことを次の課題としたい。	

そのため、具体的には、「評価のずれを「内容面」にしぼって分析する」こと

や、「これまで以上に学習者も評価活動に参加する」ことを念頭において研究を

進めることが必要であると考える。その成果が、これからの授業・学習の質の保

証を担保し得るものとなるよう、今後も尽力していきたい。	
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