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1.	 はじめに 
本稿は、大学の授業外に実施した グループスタディ「スクラム型学習」が、
自律学習として、学習者オートノミーの育成にいかに貢献したかについての一考

察である。対象となる実践は、大学での初級前半コースを終了後、継続を望みな

がらも、何らかの理由で次のコースを履修することができなかった学習者らの希

望により、実施したものである。近年、インターネット環境の発展に伴い、個人

でも言語の学習がしやすくなったことから、日本語の独習者数も増加している。

しかし一方で、「一人ではどうしていいかわからない」、「一緒に勉強する仲間

が欲しい」、「わからないことを質問できる相手が欲しい」といった学習者も少

なくない。このような学習者の要望に応えつつ、最終的には学習者が教師の助力

なしでも学習を続けていけるようになること（青木 2013）を目指し、スクラム
型学習を実施した。本稿では、参加学習者へのインタビュー、及び学習者が毎回

記録した「振り返りシート」の日本語での記述を分析資料とし、学習者オートノ

ミーの視点から、スクラム型学習の効果と今後の課題を報告する。 
 
2.	 スクラムとは 
ソフトウェア開発業界では、近年の変化の激しいビジネス環境に適応するため、

「アジャイル開発」と総称される開発プロセスフレームワークが採用されている。

これは、旧来の計画重視のプロセスから、 少人数のスペシャリストが状況に応
じて臨機応変に任務を遂行するプロセスへ変化したものである。このアジャイル

開発には、いくつかの実践方法が存在しており、「スクラム」はその中の一つで

ある。スクラムの名前は、ラグビーのスクラムに由来し、5〜10人のメンバーが
密なコミュニケーションを取りながら、開発を進める。また、以下のように 3種
類の役割が明確に規定されている（Schwaber, K. & Sutherland, J. 2011）。 
i. プロダクトオーナー：いつまでに何を作るかを規定するビジネス上の責任者 

ii. 開発チーム：実際に開発を行うメンバー 
iii.スクラムマスター： プロダクトオーナーと話をし、プロジェクトが円滑に進む

よう調整するファシリテーター的な役割を担うチームの代表 
	 その他、スクラムでは、現場に権限を委譲することで、メンバーの自律性が育

成されることや、現場内の密なやり取りにより、知識獲得効率が上がるなどの特

徴が挙げられる。これらの特徴を日本語学習に応用させたものがスクラム型学習

である（池田・生路 2012）。具体的には、上記の i.を教師、ii.を学習者のグル
ープ、iii.を学習者のリーダーとし、図 1のように、グループスタディの中で生
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まれた疑問をリーダーが教師とのミーティングで解決し、翌回のグループスタデ

ィでメンバーにフィードバックするという学習体制を指す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.	 過去の実践 
池田・生路（2012,2013）は、 日本語能力試験 N2合格を目標とする学習者 4
名を対象に、スクラム型学習を行った。使用する教材とその進め方はメンバー全

員と教師との話し合いで決定し、リーダーは 3〜4回ごとに交代した。3回のイ
ンタビュー調査と、2回のグループスタディの録音記録から、メンバー同士のイ
ンターアクションが気付きを生み、新たな知識が獲得されていること、また、仲

間の存在が学習意欲を高めることがわかった。さらに、教師不在という環境と、

リーダーの経験が自律性を促すということを報告している。一方で、学習者のレ

ベルに合った教材を提供することや、教師が個々の学習状況を把握し、必要な場

面で助け舟を出すとことの難しさを指摘している。 
 
4.	 オートノミーアプローチの理論的枠組み 
自律的な学習を目指すスクラム型学習において、非常に重要な要素となるのが、

学習者オートノミーの育成である。学習者オートノミーとは、「自分で自分の学

習の理由、あるいは目的と内容、方法に関して選択を行い、その選択に基づいた

計画を実行し、結果を評価できる能力」（青木 2005）と定義されており、オレ
ック（2011）は、この能力を育成するための実践形態を、状態 1型（教授型）と 
状態 2型（非教授型）に分けている。どちらの枠組みも学習者の自律性を養うこ
とに焦点が置かれているが、状態 1型は、学習者に合わせて作成した教材を介し
て教師が学習を導きながら、徐々に学習の意志決定過程に学習者を巻き込み、自

他共導型学習の発達を目指すものである。これに対して、状態 2型は、完全に学
習者のコントロールの下で学習が行われ、学習プログラムを自身で決定する能力

を伸ばし、自己主導型の学習ができるオートノミーを持った学習者を育てること

を目的としている。 
スクラム型学習の場合、教師不在の場でグループスタディが進められることか

ら、状態 2型であると考えられる。状態 2型をさらに詳しく見ると、表 1のよう
に、各項目の最終決定者は学習者であるが、多くの場合、学習者は自身の意志決

	  

図 1	 スクラム型学習の流れ	 
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定のために助力を得たりトレーニングを受けたりしながら、自己主導能力を獲得

していく。そして、この助力は学習者の自己主導能力が高まるにつれて減少し、

最終的にはゼロになるのが理想であるが、オレックは、そのためには学習者トレ

ーニング、教師トレーニング、そして適切なリソースの提供が必要条件であると

述べている。そして、その中でも教師トレーニングでは、適切なリソースを提供

し、学習者の学習能力を伸ばすという二つの役割を果たすための専門知識とノウ

ハウを身につけなければならないことを強調している。これらの役割は過去の実

践（池田・生路 2012,2013）で課題となった点とも重なる。そこで、本稿では、
オレック（2011）の理論的枠組みに基づいて考察を行い、オートノミー・アプロ
ーチから見たスクラム型学習の効果と、スクラム型学習における教師の役割を検

討する。 

 
5.	 実践概要 
本調査の対象となるスクラ

ム型学習は、筆者の勤務校に

おいて、2014年 9月に開始
し、現在（2015年 8月）も
継続しているが、調査期間は

2014年 9月から 2015年 6月
までとする。参加者は 2014
年 5月から 7月の 10週間、
筆者の担当するサマーコース（初級前半レベル、『なかま 1』を使用）を履修し
ていた A〜Eの 5名である。E以外は表 2に記した理由により、次のコースを履
修することはできないが、学習の継続を強く希望し、スクラム型学習に参加した。 
スクラム型学習の手順は、図 1に示したように、学習者のみで週１回グループ
スタディを開催し、メンバー同士で解決できなかった問題を学習者のリーダーが

別の日に教師とミーティングで解決、翌週のグループスタディ時にメンバーにフ

ィードバックするというものである。リーダーの選出は学習者に任せたが、リー

ダーの交代制については教師が提案し、1か月毎に交代することになった。その
他、目標、教材、学習の進め方についても、教師は多少のアドバイスといくつか

表 1	  「ヘルパーのいる」自己主導の学習から完全な自己主導の学習へ（オレック 2011）	  

	   教育決定事項	   決定者	   決定に備えて受ける助力の量と性質	  
助力あり	  	 <…>	  	 完全自己主導型	  

状
態
2
型
	  

①目標の規定、または選択	 L	   H	 	 	  H	  	 	 H	 	 	  H	 	 	  H	 	 	  0	  
②リソースの選択	 L	   H	 	  	 H	 	  	 H	  	 	 H	  	 	 H	  	 	 0	  

③学習シナリオの選択	 L	   H	 	  	 H	 	  	 H	  	 	 H	  	 	 H	  	 	 0	  

④評価	 L	   H	 	  	 H	 	  	 H	  	 	 H	  	 	 H	  	 	 0	  

⑤マネジメント	 L	   H	 	  	 H	 	  	 H	  	 	 H	  	 	 H	  	 	 0	  
H=カウンセラーまたはカウンセリング資料による助力	 L=学習者	  

表 2	 参加者が通常クラスを履修できなかった理由	  
A	   サマーコース終了後、卒業	  
B	   大学院生（理系）のため登録できない	  
C	   卒業間近、研究が忙しい	  
D	   曜日が合わない	  
E	   通常クラスも履修するが、復習したい	  
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の選択肢を提供したが、最終的には学習者が話し合いにより決定した。 
また、毎回「振り返りシート」を書き、リーダーが集めて提出することを教師

から提案し、課題とした。シートは、a.グループで勉強したこと、b.一週間うち

で勉強したこと、c.新しく学んだ言葉、d.どんな一週間だったか（What’s 
new?）、e.教師からのコメントの 5 項目から成り、すべて日本語で記入させた。

b.に書かれた短作文と、実践開始後 8か月目に行ったインタビューの結果を分析

資料として用いた。インタビューは１対１、または学習者 2人対教師で行い、録

音したものを文字化した。これらの資料から、学習者の日本語能力の変化と、ス

クラム型学習が学習者オートノミーの育成に与える影響について分析した。 
 
6.	 結果と考察	 
6.1	 目標・リソース・進め方	 
実践開始前に、メンバー全員と教師とでミーティングを行い、学習目標、使用

教材について話し合った。目標は特に具体的な事項はなく、「今まで勉強したこ

とを忘れないようにしたい」、「新しい文法も勉強したい」の 2点であった。こ

の目標をもとに、後日教師が 3〜4種類の教材を提示し、その中から学習者が

『ひとりでできる初級日本語文法の復習英語版』（重野他 2010、スリーエーネ
ットワーク）を選択した。理由は、英語訳が付いている、例文が多い、既習文法

を復習しながら新しい文法も学べるなどであった。学習者にとって、この本の中

の約 2割は既習項目、残りは未習であった。また、学習者 Eは漢字学習に強い興

味を持っており、Eのみが通常コースも履修していたことから、Eが毎週新しい
漢字を導入することになった。漢字学習には『げんき II』の読み書き編を使用

した。	 

文法教材の進め方は、ほぼ学習者同士の話し合いのみで決められた。まず、グ

ループスタディの時間に、全員で 1〜2ページ分の文法を確認し、練習問題を宿

題とする。正解は本の中で確認できるので、各自で答え合わせをした後、翌週全

員で自身の理解を確認するというものであった。しかし約 2か月後に、毎回担当

者を決め、担当者が予習してきたページをメンバーに説明するというやり方に変

更された。こうすることで、それぞれの責任が増し、担当箇所をより時間をかけ

て勉強するようになったことが、インタビューでも語られていた。また、日本語

を使う機会が少ないと判断した学習者らは、グループスタディの冒頭に学習者同

士で日本語の Q+A（「今朝、何時に起きましたか」など）を行うことを決めた。
これらの変更はすべて学習者の話し合いで決められ、教師は後日リーダーから報

告を受けた。	 
 
6.2	 人数の変化による影響	 
学習者数は上記実践概要に示した 5名でスタートしたが、時間的な問題により

5か月目に Cと E、7か月目に Dが参加を断念し、最終的には Aと Bの 2人に
なった。人数が減少したことにより、学習の目標、教材、進め方にも変化が現れ

た。当初は「文法を勉強する」という漠然とした目標が掲げられていたが、2人

になってからは、「勉強した文法が使えるようになりたい」と考えるようになり、
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学習した文法を使って作文を書くことを宿題にし、グループスタディの時間にイ

ンターネットの記事を読むことが、それまでの学習内容に追加された。この場合

も、教師は作文を添削することを承諾し、簡単な日本語で書かれているインター

ネットのサイトを紹介した程度で、すべての変更事項は学習者 2人が相談して決

定した。	 

以上、6-1、6-2を総合すると、リソース選びに関しては、学習者だけで決定す
ることは、特に日本国外の学習者にとっては難しく、教師のアドバイスを必要と

するが、目標設定、リソースの使い方に関しては、学習者同士が試行錯誤しなが

ら、ほぼ教師の助力なしで決定していったと言える。	 
 
6.3	 インタビューの結果	 
実践開始後 8か月目に、途中で辞退した学習者も含めて全員にインタビュー調

査を行った。インタビューはオープン・クエスチョンを用い、スクラム型学習に

対する感想・意見を聞き出した。表 3は回答を項目別にまとめたものである。	 

まず、スクラム型学習の体制については、全員が「先生がいない」という点に

触れ、「責任感が増す」、「受け身にならず自主的に行動した」など、学習者の

自律性の向上が認められるコメントや、さらに「よりリラックスできる」、「緊

張しないので日本語に自信が持てた」、「友達と勉強するのは楽しい」などモチ

ベーションの維持に繋がる回答が得られた。また学習者 Cは、アニメやドラマか

ら独学で日本語を学習した時間が長く、日本語レベルも他の 4人より高かったが、

「自分では正しいと思っていたことをメンバーから質問されて初めて間違いに気

付くこともあった」と、仲間と勉強することの利点を強調していた。	 

次にリーダーとしての経験に関する回答では、「いつもより時間をかけて準備

した」、「他人に教えることは勉強になった」という声が聞かれた。他者に説明

するという行為が新たな気付きを誘発し、理解を深める（池田・田中 2011）と
いうことは、様々な過去の研究からも明らかになっているが、ここでもスクラム

型学習が学習内容の理解を深め、日本語能力の向上につながっていると同時に、

そのために「いつもより時間をかけて準備する」など、自律的な行動の促進にも

貢献していることがわかった。	 
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一方、否定的な意見としては、人数や参加態度に関するものが挙げられた。

「2〜3人では難しい」という意見については、上記の「メンバーからの質問が

気付きに繋がる」という仲間との学習の利点を考えると、2〜3人ではこの効果

が減少したという理由が推察できる。したがって、今回のように途中でやむを得

ない理由により辞退者が出た場合は仕方がないが、スクラム型学習の実施に最適

な人数を把握しておくことも、効果を得るための一つの要素であると考えられる。

その他、「遅刻が多い」、「直前の欠席連絡は困る」などの学習者の参加態度に

関しては、「先生が出欠を付け、ペナルティを与える」という解決策も挙げられ

たが、これは学習者の自主性を尊重するスクラム型学習にとって、最善策だとは

言い難い。しかし、「せっかく時間をかけて準備してきたのに誰も来なかった」

という状況を避けるために、学習者同士が何らかのルールを設けることは検討す

べきであろう。	 

さらに、「リスニングの機会がなかった」、「学習した文法が実際に使われる

シーンを見る機会がなかった」など、不十分であった点が指摘された。その中に、

「話すだけで終わっていたので、作文の宿題を出せばよかった」、「漢字が覚え

表 3	 インタビューの回答	  
項目	   回答	  

スクラム型学

習の体制につ

いて	  

+	  先生がいないので、もっと責任を感じた。	  
+	  先生がいたら、受身になって、予習をしないだろう。	  
+	  リラックスできる。	  
+	  仲間もみんな間違えるので、気が楽。	  
+	  プレッシャーがなく自信が持てた。	  
+   	 友達と勉強するのは楽しい。	 
+	  一人では気付かないことを仲間から質問されて初めて気付くこと
もあった。	  

リーダーの経

験について	  

+	  いつもより時間をかけて準備した。	  
+	  先生からの説明を聞いた後、みんなに伝えるために、うちでもう
一度 Googleで例文を探して、自分の理解を確認した。	  

+  	 友達に教えることはいい勉強になった。	 
+	  リーダーはこのグループスタディのベストパートだと思う。	  

人数、参加態

度について	  

-‐	  4～5 人いると、一人一人から質問があり、内容も深まるが、2～3
人は難しい。	  

-‐	  遅れてくる人を待っていると時間がなくなる。	  
-‐	  突然の欠席は困る。せっかく準備しても、みんなが来なかったら悲
しい。	  

-‐	  遅刻や欠席を減らすためにペナルティーを作るなど、先生が管理し
たほうがいい。	  

不十分だった

こと	  

-‐リスニングの機会がなかった。	  
-‐	  勉強した文法が実際に使われるシーンを見る機会がなかった。	  
-‐	  作文の宿題を出せばよかった。いつも話すだけで終わっていた。	  
-‐	  漢字を覚えられなかったので、漢字テストがあればよかった。	  
＋：肯定的コメント	 	 −：否定的コメント	  
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られなかったので、漢字テストがあればよかった」のように「〜ばよかった」と

いう反省点も挙げられた。これはつまり、「〜ができていない」という自己評価

の現れと、その改善策の提案であると言える。	 これらのコメントを残した学習

者は、残念ながら途中で参加を諦め、改善策を実行に移せなかったが、後に参加

者が 2人になってから、この改善策は引き継がれた。これらのことから推察でき

るのは、まず、学習者が結果を評価し、新しい計画を立てて実行できる能力を持

っていたという点、もう一つは、2人だと意見が言いやすく実行に移し易いが、

5人の中では言い出しにくかったのではないかという点である。スクラム型学習

では、教師はリーダーとのミーティングの際にグループの状態や改良点などを聞

けるが、リーダー以外の学習者とは、その学習者がリーダーになるまで会う機会

がない。学習者同士は意見が言い易いとはいえ、学習の進め方について意見を言

うには、学習者が自由に使える評価のツールや、評価について学習者同士で話し

合う機会の提供が必要なのかもしれない。そのような機会があれば、学習者はよ

り頻繁に自己評価と改善を繰り返すことができ、メンバーの目標に合った学習体

制を作ることができると考えられる。	 

	 

6.4	 文章の変化	 
次に、学習者が毎回提出した「振り返りシート」の中の「どんな一週間でした

か」という項目に書かれた学習者 Aと Bの短作文を、時系列で比較する。尚、
文章中の二重下線は新しく学習した文法のうち正しく使われているもの、波線は

新しく学習した文法のうち誤って使われているもの、下線はその他の誤りを指す。	 

	 

<A の文章>	 

1 か月目：トロントに行きました。友だちは週末にけっこンしました。Jさんは

しろドレスをききました。とてもきれいでした。Mさんはカルガリーからトロン

トに行きました。Mさんも私の友だちです。いっしょにおんがくをひきました。

たくさん人がいましたから、ストレスがありました。	 

7 か月目：バイオリンの学生のお母さんは私にでんわをかけられました。お母

さんは学生にバイオリンのテストをさせます。私はこのお母さんにバイオリンや
ソルフェージュをおしえさせました。今まで私の学生は、テストをしたことがあ

りません。新しいアドベンチャーです。	 

9 か月目：新しい学生は４さいで、かわいい女の子です。最終、学生のお母さ

んはバイオリンレッスンをすることに反対だったんですが、学生は何でもバイオ

リンをひきたかったんですから、今週から私とレスンをしています。	 

<B の文章>	 

1 か月目：日曜日、子犬をかいました。柴犬です。9月 7日に生まれるので、11
月に私のうちに来ます。とてもかわいいですよ！	 

6 か月目：先週の金曜日に私のラーボの大学院生は、スコットランドに住みに

行きました。彼女は行くのをうれしがっていました。今週に彼女は A大学に仕事

し始めます。私の卒業があるの時に、私もヨーロッパに仕事したいです。	 
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10 か月目：先週の週末、トロントに帰りましたが、母で前もっていいませんで

した。おどろきでした！私は弟を似ていますので、母をだますために、弟の服を

着ました。10 分で母はだませました！	 

	 	 

	 2 人の学習者の作文に共通して言えることは、まず、どちらも間違いは多いが、

学習した新しい文法を積極的に使おうとしている点が挙げられる。この「振り返

りシート」は毎回教師が添削して返却するため、誤り部分についてはその都度理

解していたと思われる。そして、時間が経つに連れて、単文だけでなく複文で構

成されるようになり、一文が長くなっていることが観察できる。また、この 2人

は 10 か月目以降もスクラム型学習を継続しており、最近では学習した文法項目

別にトピックを決め（「休みの計画」「謝罪の手紙」など）約 400 字の作文を提

出している。これらの観察から、学習者がスクラム型学習を通して、語彙、文法

を習得し、日本語能力が向上していることが確認できた。	 

	 

6.5	 オートノミー・アプローチからの考察	 
スクラム型学習がオートノミーアプローチの視点をどの程度反映しているか、

オレック（2011）の枠組みを用いて考察する。まず、第 4項にも示したように、
スクラム型学習はこの枠組みの中の第 2型（非教授型）に当たる。オレックの示

す表 1では、助力の量は、助力に必要な時間を計って得られた包括的な概算によ

るとされているが、本実践ではアドバイスについての時間の記録を残していない

ため、単純に助力の量を表に当てはめることはできない。しかし、本実践の初期

段階において、最も教師のアドバイスが必要であった②「リソースの選択」の助

力を 5段階中最大の段階 5とするなら、①「目標の設定」と③「学習シナリオの

選択」は、ほぼ学習者のみで決定していることから段階 1、④「評価」の助力は、

自己評価ができている部分もある一方で、作文の添削など、教師に頼らざるを得

ない部分もあるため段階 3程度、⑤の「マネジメント」は、全体では参加態度な

どに問題があるものの、個々の担当箇所に対する責任感やリーダーとしての働き

を考慮すると段階 2程度であると判断できる。段階の値の妥当性については今後

再検討する必要があるが、本実践におけるこれらの値はすべての項目において時

間と共に減少した。つまり教師による助力の量が減ったということが、実践から

明らかになり、スクラム型学習が時間を追うごとに徐々に自己主導型学習に近づ

いたことが窺われる。	 

次に、オレックの主張する学習者オートノミーを育成するための教師の二つの

役割、即ち適切なリソースを提供することと学習者の学習能力を伸ばすことにつ

いて検討する。一つ目の適切なリソースの提供とは、学習者のレベルに合った教

材を教師が選択することではなく、学習者が自由に選択でき、自分自身の学習法

に従って利用できるオープンアクセスのリソースを提供するという意味である。

本実践では、上記の②「リソースの選択」が、最も教師の助力を必要とする項目

であったことからもわかるように、特に日本国外の学習者にとっては自身でリソ

ースを見つけることは難しく、適切なリソースを提供する環境が整っていないこ

とが指摘される。この問題を解決するためには、自己主導型学習のためのセルフ
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アクセス・センターなどを利用できることが理想だが、それが不可能でも、教師

がリソースに関する情報をより多く収集し、メディアやテクノロジーを活用する

ことで、提供できるリソースの範囲を広げるという方法もある。	 

また二つ目の学習者の学習能力を伸ばすという役割は、学習者の作文の変化か

ら見ると、達成できていたと言える。しかし、学習者自身にもより明確に能力の

向上を実感してもらい、学習のモチベーションを維持するためには、ここでも学

習者がより頻繁に自由に扱える自己評価ツール、または自己評価の機会の提供が

求められる。	 

以上のことから、スクラム型学習において、さらに完全な自己主導型学習がで

きるオートノミーを持った学習者を育てるためには、本実践の初期段階で助力の

値が高かった②「リソースの選択」および④「評価」の助力について検討する必

要があり、この二つを解決することが教師の役割を果たすことにもなり、今後の

新たな取り組みが求められる。	 

	 

7.	 おわりに	 
本稿では、初級日本語学習者を対象に行ったスクラム型学習の実践から、スク

ラム型学習が学習者の自律性を促し、学習者オートノミーの育成に貢献している

ことを述べた。しかし、完全自己主導型に近づくには、リソースの提供と評価の

工夫という点で今後の課題が示唆された。	 

スクラム型学習の実践は、過去の実践も含め、大学の単位とは全く関係なく、

学習者も教師も空き時間にボランティアで行うものであったが、日本ではこのよ

うな自律学習プログラムを単位化している大学もある。非教授型のスクラム型学

習を単位化するというのは、筆者の置かれている現在の状況では考えにくいが、

今回の考察から得られた学習者オートノミーの育成に関する知見を、他の授業に

も生かしていきたいと考える。そして今後も、学習者オートノミーを育成する一

つの方法として、スクラム型学習の改善に取り組んでいきたい。	 
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