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NEW SILENT WAY と教師の役割 
NEW SILENT WAY AND THE TEACHER’S ROLE 

 
今井新悟, 筑波大学 

Shingo Imai, University of Tsukuba 
 
1.	 はじめに 
	 New Silent Wayは、筆者が日本語教育において実践している手法である。教師
の発話を極端に制限することにより、学習者の発話量を増やすことを目的として

いる。さらに、学習者が自律的な学習者に育っていくこと、教室が学習者が相互

に助け合うコミュニティーになることも目指している。 
	 日本語教育に限らず、学習の主体は学習者である。しかし、教室においては、

教師が中心になって授業が進むことが多い。そのような教師主体の授業に対して、

Task-Based Language Teaching のように学習者の活動を増やす試みがある。また、
日々の実践で教師は学習者が積極的に活動を行うよう仕向けている。それでも、

授業を振り返ってみると、特に初級レベルでは、教師主導になりがちであること

に気づかされるだろう。初級学習者は言語知識を持ち合わせていないのであるか

ら、教師による知識伝達型の授業になってしまう傾向がある。その結果、例えば

授業における発話量を記録してみると、学習者よりも教師の方の発話量が多かっ

たということも起こり得る。教師の説明や指示に多くの時間が割かれることは、

学習の主体が学習者であることを考えれば奇妙な状況と言わざるを得ない。また、

教師による知識伝達のパターンにより、教える側と教わる側という構図が固定化

し、学習者の態度は受身的になる嫌いがある。 
	 このような状況を変えるために、教師の発話を抑えることにより、必然的に学

習者の発話量を増やす方法として New Silent Wayを提案する。 
 
2.	 New Silent Way と Silent Way 
	 New Silent Way はその名が示す通りに、Gattegno（1963）が提唱した Silent 
Way における、教師が話さないという方法を継承している。しかし、Silent Way
ほど厳格に教師の沈黙を守ることや、異なる長さや色のロッドおよび音声に従っ

て色分けされた文字や単語のチャートという特殊な教具を使うことしない。単純

に、できるだけ教師の発話量を減らすというその中心的な手法のみを継承した。

その結果 New Silent Wayは、以下の点で Silent Wayと特徴を共有することにな
った。なお、Gattegno（1963）では Silent Way の特徴の多くは明示的に示されて
いないため、以下は Stevick（1974）および Larsen-Freeman（2000）が Silent Way
の特徴としてまとめているものを参照している（翻訳及び提示順は筆者）。 
 
（1） 教えることは学ぶことに従属する。 
（2） 教師は学習者の活動を邪魔しない。 
（3） エラーは学習者自身に訂正させる。 
（4） 教師の助けは真に必要な最低限に限る。 
（5） 学習者同士が助け合って学ぶ。 
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（6） 学習者の内的規準 inner criteriaを育てる。 
（7） リピート練習とドリルが学びの中心ではない。 
（8） 教師に依存しない、自律的学習者を育てる。 
 
	 （1）は Silent Way のモットーである。これを含め、（1）から（3）までは、
教師が話さないことの当然の帰結と言える。エラーの訂正を学習者自身に任せる

が、それがうまく行かない場合でも教師の発話は極力避けられるため、教師によ

る手助けも制限される（4）。そのため、学習者同士が助け合うことになる（5）。
学習者自身でエラーの訂正を試みたり、ピアの助けを借りたりすることを通して、

学習者は自分自身で文法ルールを構築していく（6）。リピート練習とドリルが
学習の中心的な活動であってはならない（7）。New Silent Way では意味のある
タスク活動を重視する。そして、最終的に自律的な学習者の育成につながること

を目指す（8）。 
	 教師がなるべく表に出ない両方法は、学習者中心である。しかし、強い意味で

の学習者中心は、学習者自身が学習目標および学習内容を決定することも含むが、

New Silent Wayでは、強い意味での学習者中心を標榜しない。New Silent Wayが
提唱するのは、「教師が話さない」ということだけである。New Silent Wayは教
授法ではなく、学習者の発話量と活動量を増やすための手法を指す。よって、強

い意味での学習者中心の授業でも、そうでない授業でも使える手法である。ただ

し、後述するように、初級レベルの授業においては、教師には構造化された学習

項目の提示が求められる。よって、学習目標や内容を学習者が決めたとしても、

その提示の仕方は教師に委ねられる。 
	 上記の Silent Wayと共有する特徴から明らかなように、New Silent Wayは教師
による説明中心の知識伝達型から脱却し、教室における学習活動の中心が学習者

になるようにすることに主眼を置いている。 
 
3.	 New Silent Way における教師の役割 
	 教師の役割について、まずはミクロな視点から、教室内で具体的にどのように

教師が振る舞うかについて見る。教師に求められるのは、以下の 3点である。 
 
（9）構造化された学習項目の提示 
（10）学習者の産出のモニター 
（11）ジェスチャー/ショートレスポンスでのフィードバック 
 
	 まず、学習項目が構造化されているというのは、学習項目が易しい項目から難

しい項目へ、単純な形から複雑な形へ、既習項目から未習項目へと配列されてい

ることである。教師が学習項目となる文法について説明するのではなく、学習者

自らが文法の規則に気づくように仕向ける。そのために、学習項目に焦点が当た

るように、イラストで単語を提示する。たとえば「東京でコンサートがありまし

た。」のような動作・出来事の場所を表す「デ」が学習項目である場合、「東京」

と「コンサート」のイラストを提示する。しかし、「東京でコンサートがありま

した。」という文自体は提示しない。「東京」と「コンサート」という単語が未
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習の場合は、その場で確認する。教師が発音するのではなく、学習者に言わせる。

もし、誰も知らない単語である場合には、教師は一度だけ、発話する。その後、

単語の発話練習を学習者にさせた後に、イラストを見せながら、文を生成するこ

とを促す。このとき、「N に N があります」「N は N です」などは既習項目で
あるとする。すると、学習者は既習の知識を使って類推して文を作ろうとする。

当然ながら、エラーの文を生成する可能性が高い。「東京はコンサートです。」

「東京にコンサートがあります。」というようなエラーが産出される。エラーを

産出させることが必須ではないが、このような類推によるエラーの産出は、学習

にとってマイナスではなく、気づきにつながる有益なものである。このような類

推によるエラーが産出されるのも、学習項目の提示が構造化されていることによ

る。もし、学習項目の提示が構造化されていなければ、エラーの産出は類推によ

るものではなくなる。同じエラーであっても、それが類推による意味のあるエラ

ーである場合には、その後の学習の効果を高めるが、類推によらないエラーは、

学習効果につながらない。 
	 学習者の産出のモニターも教師の大事な役目の一つとなる。産出には、発話と

作文があり、いずれもモニターの対象となるが、ここでは発話について述べる。

教師は学習項目を自ら例示せず、学習者側ですべての発話を産出するように仕向

ける。そのため、学習者の発話を注意深くモニターする必要がある。上記の通り、

類推によって学習者にエラーが産出されるのを妨げないので、そのエラーを確実

にモニターすることが必要である。そうしないと、エラーを産出してもそれに対

してフィードバックを与えることができず、学習者に正しい気づきを促すことが

できず、有効に学習できる機会を逸してしまう。 
	 エラーに対しては、ネガティブ・フィードバックを与える。フィードバックに

は学習者の産出した正用を認めるポジティブ・フィードバックとエラーに対する

ネガティブ・フィードバックがある。New Silent Wayでも両者を使うが、フィー
ドバックの焦点はネガティブ・フィードバックとそれによって引き起こされる自

己訂正にある。ポジティブ・フィードバックは必須ではない。例えば、ドリル練

習を順番に一人ずつテンポよく行っている場面では、フィードバックしないこと

が即ち正用であることを示唆し、エラーが生じた場合にのみ、ネガティブ・フィ

ードバックを行う。 
	 教師によるフィードバックはジェスチャーまたは「えっ？」のようなショート

レスポンスを使い、教師は必要以上に発話しない。その方法が New Silent Way
の要となる。教師によるフィードバックを受けて、学習者は自己訂正を試みる。 
	 ネガティブ・フィードバックを得た学習者は、速やかに訂正するか、しばし沈

黙するかである。単なる言い間違い（mistake）である場合には、速やかな訂正
が起こる。類推によるエラーの場合、言い間違いに比べて反応が遅くなり、沈黙

が続くこともある。この沈黙の間に、学習者は正用を見つけようと努力する。そ

の過程が真の学習につながる。沈黙の間、教師にはできるだけ待つことが求めら

れる。 
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4.	 訂正フィードバック 
New Silent Wayにおけるフィードバックの目的はそれによって促される自己訂正
にある。原則として教師が正用を示すことはない。 
	 藤井（2013）は Lyster & Ranta（1997）を基に Ellis（2012）がまとめた訂正フ
ィードバックの種類を以下の表にしている。 
 
表 1	  訂正フィードバックの分類 

 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （藤井 2013: 548） 

 
訂正フィードバック（Corrective feedback）は教師が正用を提示するかしないか、
明示的か暗示的かの二つの要素によって大きく４分割される。それぞれのフィー

ドバックの説明を藤井（2013）から以下の通り引用する。 
 
• リキャスト（言い直し recasts）：学習者の誤りに対して、ただちに訂正を
与えるフィードバック。誤りを指摘するような明示的な表現は使わず、正し

い形だけを対話の中で与える 
• 反復（repetition）：誤りを繰り返すことで学習者に誤りに気づかせ、正し
い形を引き出すフィードバック 
• 明確化の要求（clarification requests）：「え？」「すみません？」などの聞
き返しによって、学習者に誤りに気づかせ、正しい形を引き出すフィードバ

ック 
• 明確な訂正のみ（explicit correction only）：学習者にはっきりわかるよう明
示的に誤りを指摘し、正しい形を与えるフィードバック 
• メタ言語的フィードバック（metalinguistic clue）：「動詞はそれでいいで
すか」などメタ言語を使ってコメントや質問など与えることで、学習者から

正しい形を引き出すフィードバック 
• 引き出し（elicitation）：ポーズやキューを使ったフィードバック。（a）教
師が文の途中まで言ってポーズをとり、学習者にその文を完成させることを

促すことで学習者から正しい形を引き出す。（b）教師が学習者の誤りを部
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分的に繰り返すことで学習者から正しい形を引き出す。（c）教師の質問に
よって学習者から正しい形を引き出す。 
 

	 New Silent Wayでは、原則として明確化の要求を使う。それで自己訂正ができ
ない場合には引き出しの（a）または（b）（以下、単に「引き出し」と呼ぶ）を
使う。いずれも、output-promptingに属し、学習者の自己訂正を促す。 
	 Lyster & Ranta（1997）は、カナダの小学校のイマ－ジョンプログラムにおけ
る教室での発話を記録し、教師によるフィードバックの種類と数について調査し

た。その結果は次の表のようにまとめられる。 
 
表 2	 教師のフィードバックとアップテイク 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        （Lyster & Ranta 1997: 54） 
 
	 フィードバックの種類としては、リキャストが 375回で最も多く、次いで引き
出し、明確化の要求の順になっている。Repair の欄は、学習者による訂正が成功
し、学習者が正用を言っている場合を示している。Needs Repair は学習者が訂正
を試みているのだが、正用には至らず、さらに訂正が必要な場合である。Repair
の確率が高いのは、引き出し 46%とメタ言語的フィードバック 45%である。
Needs Repair の確率が高いのは、明確化の要求 60 %、引き出し 54%、反復 47%、
メタ言語フィードバック 41%である。教師のフィードバックに対して、学習者
がエラーに対して何らかの訂正を試みることを Lyster & Ranta（1997）はアップ
テイクと呼んでいる。表 2の No Uptake欄は学習者が訂正の試みをしなかった数
と割合である。リキャストでは、375 回の教師によるフィードバックに対して、
69％の割合で、学習者が訂正を試みていなかった。逆に、引き出しでは、学習者
は必ず何らかの訂正を試みている。明確化の要求、メタ言語フィードバックも

No Uptakeの割合が少ない。即ち、学習者が何らかの訂正を試みる確率が高い。 
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	 New Silent Wayでは、フィードバックとして引き出しと明確化の要求を使うが、
これは、表 2において No Uptakeの割合が最も低い二つになっている。学習者自
身によるエラーへの気づきと、その自己訂正を促すことによって学習が進むとい

う New Silent Way の考えに合致したフィードバックの方法である。また、この
二つは Needs Repair の割合も最も高くなっているが、それは問題でない。Needs 
Repair になった場合には、教師がさらに続けて引き出しと明確化の要求のフィー
ドバックを行い、学習者へのさらなる自己訂正を求める。これを繰り返して、学

習者自身が正用に気づく過程においてこそ、学習が促進される。 
	 フィードバックの方法について、Lyster & Ranta（1997）は教師は正用を提示
する imput-providing の方を好み、多く使用する傾向があること、その理由とし
て教師は output-prompting では、コミュニケーションの流れを止めてしまうので
はないかと心配することを指摘している。しかし、正用を示さない output-
prompting を使ってもコミュニケーションの流れを止めることにはならないこと
と、またアップテイクが増えることを指摘し、第二言語習得において、この自己

訂正が既存の知識を自動化する点、および目標言語について学習者自身が持って

いる言語的仮説を検証できる点において重要であると主張している（この点につ

いては後述）。この主張は New Silent Way での基本的な考え方に合致している。
ただし、New Silent Wayが Lyster & Ranta（1997）の主張と一つだけ異なる点が
ある。それは、output-prompting が使える学習者の言語能力レベルについてであ
る。Lyster & Ranta（1997: 58）は、自己訂正は適当な熟達レベルに達している場
合にのみ可能であるとしている。一方、Ammar （2003）はリキャストと引き出
しについて比較し、レベルの低い学習者にとっては引き出しの方がリキャストよ

りも効果的であることを示している。Ammarは他の output-promptingのフィード
バックについては考察していないが、少なくとも自己訂正が低いレベルの学習者

にとっても有効であることを示している。New Silent Wayは初級学習者にも自己
訂正を促すフィードバックを用いており、それが不可能ではないことを実践を通

して確認している。 
	 上述の通り、Lyster & Ranta（1997）は学習者自身が持っている言語的仮説の
検証が重要であると指摘しているが、これは、Swain（1995）のアウトプット仮
説における仮説検証 Hypothesis testing のことである。Swain（1995）は Krashen
（1985, 2009）のインプット仮説に異を唱えてアウトプット仮説を提唱した。イ
ンプット仮説では、大量のインプットにより（学習と区別された）習得が進むこ

と、アウトプット（産出）や訂正フィードバックの効果は低いことを主張してい

る。これに対し、アウトプット仮説では、発話したり書いたりするアウトプット

を通して自分に何ができないかに気づき、それがその後の学習を促進するとした。

また、言語習得には学習者が自分なりに構築した中間言語を仮説として、それが

目標言語で正用であるかどうかを試すことが必要であると主張している。New 
Silent Wayはアウトプット仮説の立場に立ち、ネガティブ・フィードバックを頻
繁に行い、学習者のアウトプットを促し、仮説検証の機会を増やし、それによっ

て学習が促進されると考える。 
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	 ここまで、教師によるフィードバックを前提として述べてきたが、New Silent 
Way ではピアによるフィードバックや訂正も奨励される。ピアによるフィード
バックが発生するのは、教師が学習者の自己訂正を待っているときと、タスク活

動をしているときである。 
	 これまで見てきたように、まず、教師はジェスチャーあるいは極短い発話での

明確化の要求のフィードバックを行う。学習者がそれに対して即座に自己訂正を

試みる発話ができないときに、教師が学習者の発話を待つことによる沈黙が発生

する。このとき、ピアによるフィードバックが行われることがある。ピアにおけ

るフィードバックのほとんどは正用を示す明確な訂正である。フィードバックを

与える側の学習者にもメリットがある。フィードバックを与えることよって、そ

の学習者の既存の知識がより強化される。 
	 ピアによるフィードバックが明確な訂正であることにより、一時的にフィード

バックを受けた学習者は正用を産出できるようになる。ただし、これは自己訂正

を経ていないため、その学習者が本当にエラーと正用の違い、正用を導く規則を

理解しているかどうかは定かではない。その場合には、追加で別の文を発話させ

るなどして、理解できているかどうかの確認が必要になることもある。 
	 ピアによるフィードバックが訂正フィードバックではなく、媒介語や母語を使

用しての説明になる場合もある。学習者が他の学習者を支援するとき、既習の知

識が理解されやすいように整理して説明することになる。その過程において、そ

の知識の整理と強化が図られるため、ピアサポートをする側にも有益である。 
	 また、このようにフィードバックを与えたり、与えられたり、支援したり、さ

れたりするのが自然な環境になると、学習者同士による学習の促進化が生じる。

特に、ペアやグループでタスクの活動をしているときには、教師によるモニター

がすべての学習者に対して行き届くことはなく、そこでは、ピアによるフィード

バックや支援の機会が増え、それを通して理解が深まり、学習が促進される。 
	 なお、学習者自身もまた他の学習者も正用を導き出すことができない場合、教

師が引き出しを行って訂正箇所を焦点化するスキャフォールディングを行う。そ

れでもなお正用にたどり着かない場合、最後の手段として教師が正用を明示的に

示すことになるが、実際にはそのようなことはあまり多くない。 
 
5. タスク 
	 先に、New Silent Wayは「リピート練習とドリルが学びの中心ではない。」と
いう特徴を Silent Wayと共有すると述べた。New Silent Wayの活動の中心はタス
クと呼ばれる活動である。学習者の発話量が最も多くなる機会であり、タスクに

は授業時間の 3分の 1以上を充て、十分なコミュニケーションの機会を設ける。
タスク自体は New Silent Way に特徴的なことではなく、広く使われているさま
ざまなタスクが使えるが、タスクも易から難へ、単純から複雑へと構造化されて

いることが望ましい。例えば、動詞の過去形を使ったタスクでは、先週、自分が

したことを書き出す。次に、ペアになって先週のことを話し合い、インフォーメ

ーション・ギャップを埋めるべく、相手と質問と答えを繰り返す、という順番に

なっていると自分のことについて書くという比較的簡単なことから、相手から情
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報を聞き出すという難易度の上がったことへと自然に移行でき、教師の介在なし

に、タスクが遂行できる。 
	 タスクを実施している間の教師の役割はモニターをしつつ、リソースパーソン

となることである。学習者の発話をモニターし、ネガティブ・フィードバックを

与えることはドリル練習の場合と同じであるが、タスクでは、すべての学習者の

産出（書く・話す）をモニターすることはできないため、ピアによるフィードバ

ックが活発であることが大事になる。教師は、ピアによるフィードバックを得て

もなおうまくタスクが進行できていないところに注意してモニターして、必要な

フィードバックを与える。 
	 タスクでは、学習者が自由に内容を発展させることができるので、未習の語彙

や文法について知りたいという場合がある。このとき、教師はリソースパーソン

となって必要な情報を与える。その場合、類推が効かない場合が多いので、必要

な情報を初めから与えることになるが、それでも教師の発話はできるだけ少なく

する。 
	 タスクでは、学習者に、既習知識を使ってコミュニケーションでき、何かがで

きるという達成感を感じさせる。その達成感が得られることにより、その前段階

でやってきたドリル練習などが意味のあるものであるということを再認識し、そ

れらを文脈の中で使えるようにすることで、知識が強化され、文法や語彙を自由

に使える自動化につながる。 
	 以上のように、タスクにおいても教師の役割は控え目であり、モニターするこ

と、ネガティブ・フィードバックを与えること、そして、リソースパーソンとし

て情報を与えることに限られる。タスクにおいても教師の発話量は少なく、学習

者の発話量はドリル練習のときよりもさらに多くなる。 
 
6. まとめと課題 
	 New Silent Wayにおける教師の役割をマクロ的に見ると次のようにまとめられ
る。 
 
（12）○企画者／オーガナイザー 
 ○リソースパーソン 
 △ファシリテーター 
 △評価者  
 ☓知識・情報伝達者 
 ☓アドバイザー 
 
教師は学習項目を構造化して配して学習者に提示することから、学習内容のオー

ガナイザーである。しかし、タスクに入ると学習者が自由に学習内容を発展させ

ることができる。学習内容が構造化されて提示されることは学習者が類推を働か

せ、自己訂正を行いながら主体的に学んでいくためには効果的である。しかし、

それで留まっていてはならず、タスクにおいて個々人の必要に応じて語彙や表現

を発展させ、個人化させることが期待される。そのような発展を学習者が見せる
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とき、教師はオーガナイザーとしての役割を終え、リソースパーソンとなる。ま

た、タスクはあらかじめ学習者だけで遂行できるように設計されていることを前

提とし、教師がファシリテーターとしてタスク活動を活発化させるように働きか

けることはしないのが原則であるが、タスクが何らかの理由で滞ったしまった場

合には、教師が手助けして、タスクの進行を促すこともある。評価はできる限り

自己評価を取り入れるが、必要ならば、教師が評価をすることも否定しない。旧

来の知識・情報の伝達者という役割はなく、また、自律学習に必要なアドバイザ

ーという役割は授業外で行われることはあっても授業内で教師がその役割を負う

ことはない。 
	 教師は自ら教えることを極力抑え、学習者自らが能動的に学ぶように働きかけ

る。学習者同士が教え合うことは奨励する。その結果、学習者が一律に教師に依

存することは少なくなり、自律的な学習者を育てることができる。自律的な学習

者とは、他から孤立した学習者のことではなく、必要に応じて他の学習者のサポ

ートを適切に受けることができ、さらに必要なら教師をリソースパーソンとして

利用しながら、自主的に学んでいける学習者のことである。New Silent Wayでは、
教師の発話を抑え、明確化の要求と引き出しという２つのネガティブ・フィード

バックを使うという単純なテクニックしか使っていないが、それにより学習者が

主体となること、教室が学習者同士が助け合うコミュニティーとなることを目指

している。 
	 New Silent Wayの実験はまだ始まったばかりであり、未検証の課題がある。ま
ず、教師によるインプットが極端に少なく、多くのインプットはピアによるもの

であることによる影響、特に発音やイントネーション等についての検証が必要で

ある。今のところ、少なくとも発音への悪影響は観察されていない。ドリル練習

においては学習者のすべての発話が教師によってモニターされる。発音もそれに

含まれ、発音が悪い場合には訂正を促すことにより、許容される発音で発話され

ていることを学習者自身も随時確認できている。 
	 次に、New Silent Wayは Silent Wayとは異なり、予習・復習を奨励する。ただ
し、必ずしも予習・復習が徹底されないため、教室に来た段階で学習者間の知識

の差が生じていまい、ピアによるフィードバックやサポートの偏りが生じてしま

う。つまり、特定の学習者がサポートする側、あるいはされる側に固定してしま

うことがあり、その場合は好ましいコミュニティーの形成にはつながらない。そ

のような場合にはタスクでのペアやグループを教師が適切にオーガナイズして、

好ましくない固定化を避けることが必要になる。また、予習をしてくることによ

り、類推を利かせて正用を導くことが不要となる学習者もいる。そういう学習者

には、より難易度の高いドリル練習をさせる、タスクにおいて未習のことにも発

展させるなどして、類推が必要になるような活動に仕向ける対策を講じる必要が

ある。 
	 New Silent Wayの導入後、その教育効果の量的な検証はまだ行われていない。
しかし、学習者の発話量が増え、積極的に発話しようとする態度が身についてい

ることが現場の教師から報告されている。また、学習者同士が助け合うコミュニ
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ティーが形成されていることも観察されている。今後は、これらの現場の印象を

質的・量的に説得力のある方法で検証していくことが必要である。 
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