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1. はじめに

情報伝達技術が発達し外国語習得法の多様化が急速に進むにつれ、大学の日本

語プログラム内では履修者の学習歴が多様化し、プレースメントテストを受けて

中・上級のクラスに編入してくる独学編入者の存在が目立つようになった。その

数のみならず、編入時の日本語レベルも年々上昇していることに着目し、この新

たな動向を追うために、筆者らは数年に渡り独学編入者へのインタビューを行っ

てきた。そして独学で中級以上に達した成功者の学習法や授業参加における心理

面などを調査するとともに、独学編入者が授業活動に及ぼす影響を考察する中

で、従来の授業形態、評価法、そして教師の意識の在り方を見直す必要性が見え

てきた。

そこでこれらの課題について他の教育機関の日本語教師と共に考えるために、

CAJLE2018年次大会にてラウンドテーブル・ディスカッションを設けた。本稿
では、この話し合いの場で共有された現場の声をはじめ、独学者混在クラスが直

面している問題やその対応策、多様化に伴う評価の意義、教師の意識についての

意見交換の記録をもとに考察を行い、このテーマについて取り組むべき今後の方

向性を提示したい。

2. 近年の動向とこれまでの取り組み

外国語習得法が無数に存在する現在、大学での日本語授業を履修前に独学で四

技能を習得して中上級クラスに編入する者や、初級日本語クラスの履修後に次の

レベルの授業内容を独学して「飛び級」編入する者も珍しくなくなった（池田

2016)。本ラウンドテーブル・ディスカッションでは、この動向を実際のデータ
を示して参加者に説明した後、問題提起として、マサチューセッツ工科大学（以

下MIT）で行った独学編入者の実態調査と、マギル大学で行った学習者の心理
面の調査の結果、およびそこから明らかになった課題について報告した。

図 1は、2009年から 2017年までの 8年間に、MITの日本語クラスに編入した
独学者の統計である。MITには、初級の日本語 1（J1）から最終の日本語 6
（J6）までの 6つの日本語コースがある。外国語は卒業必修科目ではないが、毎
年 240名前後が日本語を履修している。そして図 1が示すように、日本語プログ
ラムでは 2013年頃から独学編入者の数とレベルが飛躍的に上昇している。さら
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に最近では、独学で日本語 6のレベルを越え、編入できるクラスがないというケ
ースさえあり、2017年度は 5名の該当者がいた。 
独学者が加わることにより学習歴・学習スタイルが多様化した教室内では、日

本語習得力や習得速度の相違により、クラス内のレベル差が拡大した。そして両

極端なレベルの学習者が混在する教室では従来の教室活動が成立しにくくなり、

教師が新たな課題に直面する一方、学習者の間では時折心理的対立が観察される

ようになった。 
 

 
図 1	 独学編入者数と編入時レベルの推移（MIT） 

	  
2-1.	 独学編入者の実態調査 
	 これらの動向を追うため、2010年から 2016年の間にMITの日本語 3以上の
レベルに編入した独学者 12名（「飛び級」4名／独学のみで中上級レベルに達
した 8名）のうち 11名（同 4名／7名）に、インタビューを行った。 
	 まずどのような目的で授業を履修したのかという問いに、独学で中上級レベル

まで習得した 7名全員が「会話練習のため」「趣味として」と回答した。また彼
らの中には、「教師からのフィードバック」「文法の習得」「弱点の克服」を期

待する者や、「日本でのインターン参加の条件を満たす」目的の者もいた。 
	 そして実際に授業を履修した後の感想では、授業の良かった点として「日本語

に対する自信」「会話練習やディスカッションの機会」「教師によるフィードバ

ック」が得られたことに加え、「クラスという形態での学習」「基礎の学び直

し」ができたことなども挙げられた。しかし一方で、「学生間の日本語レベルの

差が大きすぎる」「授業内容が簡単すぎる」「授業の進度が遅すぎる」といった

不満や、「興味のない課題や活動」に対する苦痛を感じた者もいた。 
	 またインタビューを続けるうちに、独学のみで日本語の中級以上のレベルに達

した成功者には、「日本語・日本文化への強い興味・学習動機」「学習の自律

性」「興味に応じた大量のインプット」「他者との繋がりの中での双方向コミュ

ニケーション」の 4つの特徴が見出された。 
	 そのうち「強い興味と学習動機」は、外国語が必修ではないMITの三年目
（日本語 5・6）の学生にも共通しているものの、彼らが同じ教室で授業を取っ
た場合、独学編入者の方が遥かに速く日本語が上達する傾向がある。このことか
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ら、共通しない部分、つまり独学者の日本語習得法を見習えば、クラス全体に同

様の学習効果が期待できるのではないかという仮定に達した。 
  
2-2.	 独学成功者の学習法導入の試み 
	 そこで 2017年秋学期の日本語 5（履修者 15名、うち独学編入者 1名）と 2018
年春学期の日本語 6（同 14名、2名）にて、教科書を用いた従来の授業の傍ら、
独学成功者の学習法の導入を試みた。 
	 まず日本語 5を準備段階とし、自律学習を促す環境作りとともに、個々の興味
を重視したインプットを増やした。また他者との相互的な繋がりとして、日本語

母語話者との交流や、クラスの Facebookグループ（以下 FB）上での任意参加に
よる学習コミュニティを設けた。 
	 日本語 6では、さらに自律性を養うために個人学習プロジェクトを実施し、そ
の中で各学生は学習目標の設定から活動内容の決定、計画、振り返りまで、学習

を自己管理した。そしてクラスの FBをプロジェクトの共有の場として活用し、
定期的な活動報告と他者のプロジェクトへのコメントや質問の書き込みを課し

た。 
	 これらの活動を通して、言語能力の向上のみならず、学習動機の維持、内省の

促進、主体性や自信の養成という成果が見られた。また、個々のプロジェクトを

共有した FB上では、学び合い・助け合いのコミュニティーが成り立ち、活発な
意見交換や助言、励ましなどを通して、従来の授業では見られなかった自発性

や、学生間のつながり・一体感も培われたと言えよう。但しこれはレベルの差が

小さい少人数クラスでの一例に過ぎず、異なったクラス環境や条件ではそれぞれ

違った結果が予想される。教師はクラスの多様性を常に念頭に入れてクラス運営

を行う必要があるだろう。  
 
2-3. 学習者の心理面の調査 
次に、学習者の心理面から、独学者混在クラスの問題点について考えてみた

い。独学者が参加するクラスで、独学者とその他の学習者がお互いの存在をどの

ように感じているのかを探るため、池田（2018）は、独学者 6名へのインタビュ
ーに加え、独学者が混在するクラスの学習者全員に対してアンケート調査を実施

した。さらに、クラスの中でも特に日本語学習歴の浅い、大学入学後に日本語を

学び始めた 4名にインタビューを行った。本ラウンドテーブルでは、その中か
ら、独学者の日本語授業とクラスメイトに対する意見、そして大学で日本語学習

を開始した 4名が感じたクラス内のレベル差や独学者の存在についての意見･感
想を報告した。 
 
2-3-1.	 独学者の声 
対象となる 6名の独学者は、2013年から 2017年の間にマギル大学の日本語ラ

イティングコースを履修した学生である。インタビューは 2015年以降に 1人に
付き 2回から 3回ずつ行った。日本語クラスに参加した感想として、「日本語を
使う貴重な機会となった」、「今まで知らなかった文法のルールが学べた」、
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「自分ではやらない方法で勉強できたのがよかった」などが挙げられ、この 6名
からは授業内容が簡単すぎるという声はなく、独学とは異なる学習方法に対する

肯定的な意見が聞かれた。さらに、「クラスメイトに伝えるために簡単な言葉で

説明することも勉強になる」のように、伝えること･伝わることの意義を実感

し、レベル差を越えてコミュニケーションを成立させることに価値を感じている

独学者もいた。 
クラスメイトの存在に関する感想からは、「自分とは異なる意見を聞くことも

大切。そこから新しい言葉も学べる」、「自分と相手の知識が違うから勉強にな

る」のように、他者からの学びを実感するとともに、「一人で勉強するよりやる

気になる」、「共通の趣味を持つ友達ができた」など、クラスメイトが学習意欲

の向上やネットワーク作りにも貢献していることがわかった。また、クラスメイ

トに比べて圧倒的に日本語学習歴の長い独学者らにとって、半年や 1年の学習期
間で日本語が話せるようになっているクラスメイトは尊敬すべき存在でもあった

ようだ。クラスメイトの習得方法に非常に興味を持ち、「勉強してこうなるなん

てすごい」といった学習背景の違いを尊重するコメントが多く見られた。今回イ

ンタビューした独学者らがレベル差のあるクラスを否定的に捉えなかったのは、

このようにお互いから学ぶべきことがあるということを認めていたからだと思わ

れる。 
しかし一方で、一人の独学者から、「受講した 2クラスのうち、1つのクラス
では友達ができなかった。友達ができないなら、クラスを取る意味はない」とい

うコメントがあった。これは、独学者側だけの問題ではなく、クラスメイトが学

習背景の異なる独学者をどのように受け止めていたかにもよる。このように、独

学者がクラスで異質な存在になってしまうというのは、他でも起き得る問題であ

り、独学者、クラスメイト、そして教師の日本語授業のあり方に対する意識が大

きく関係すると考えられる。 
 
2-3-2.	 他の学習者の声 
次に、大学で日本語を学び始めた 4名の学習者のインタビュー結果について報
告した。彼らが受講した日本語ライティング初級コース（2017年秋学期）は、
18人中、独学者が 4名、継承語話者が 3名、高校･日本語学校で学んだ学習者が
6名、そして大学で日本語を学び始めた学習者が 5名という非常に学習背景が多
様なクラスであり、それぞれのレベル差も大きかった。そのため、コースの初め

に学習者のレベルに合わせて作文の評価基準を変えることを説明し、授業ではク

ラスメイトとのつながりを深めるためにピア・ディスカッションを多く取り入れ

た。インタビューはコース終了後に行った。 
	 インタビューの結果、クラスのレベル差に関しては、「上手な人からアドバイ

スをもらえてよかった」、「競争するクラスではないから、わからないことは気

楽に聞けた」など、レベル差をうまく活用していたことがわかったが、「多少の

レベル差は大丈夫だが、差が大きすぎると問題だ」というレベル差の大きさを心

配する意見もあった。次にクラスメイトについては、彼らより少し日本語レベル

の高いクラスメイトとの活動によって、「上手な人の真似をしよう」、「自分も
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クラスメイトのようになりたい」という気持ちになったと述べている。これは、

自分より少しレベルが上のより身近な存在から受ける影響が大きいという「Near 
Peer Role Models (Murphey 1996)」の効果とも重なり、レベル差のあるクラスメイ
トとの協働が学習意欲の向上とともに、目標となる将来像の発見にもつながって

いたことがわかった。また、ピア・ディスカッションにより、クラス全体に発言

する前に不安を取り除くことができ、自信が付いたとも言っていた。しかし、こ

れが 1対 1ではなく、複数対自分のグループワークになった場合は、自信を失
い、話せなくなったと述べる学習者もいた。 
	 さらに、もう一つの不安材料として、評価の問題が挙げられた。今回の対象ク

ラスでは、コース開始時にレベル差と評価基準についての説明を行ったため、

「頑張ればいい成績が取れる」と思ったが、もしその説明がなかったら、「アン

フェアだと思っただろう」と評価方法についての不安を語り、「評価基準の詳細

を全員に示してほしい」という声も聞かれた。また全員が「スタートのレベルが

違うため、全体を同じ基準で成績を付けるのは不公平だ」と考えていることがわ

かった。 
 
2-4. 見えてきた課題 
	 以上の取り組み・調査から、独学者の学習法から学ぶべき点や授業に取り入れ

られることも多い反面、独学編入者の増加によって拡大する教室内のレベルの差

をはじめ、評価や授業の方法など、課題や懸念も少なくなく、教師の意識改革を

含む対応・対策の必要性が見い出された。本ラウンドテーブルでは、様々な教育

機関の日本語教師と経験を共有するとともに、これまでの研究から明らかになっ

た従来の授業形態の問題点、評価方法、教師の意識について、意見交換を行っ

た。 
 
3. 参加者の声	  
	 本ラウンドテーブル・ディスカッションには 28名の参加者があり、約 8割が
独学者混在クラス担当の経験者であった。発表者による問題提起の後、8つのグ
ループに分かれてテーマ別に約 40分間話し合い、最後に全体での振り返りを行
った。話し合いで出された意見は、グループごとにメモしてもらい、ラウンドテ

ーブル終了後に回収した。本章では、話し合いと振り返りの場で出された意見

を、テーマ別に要約する。 
 
3-1.	 独学者混在クラスの長所と問題点  
	 まず参加者は各自の経験談を共有し、独学者混在クラスのよさと問題点につい

て考えた。長所としては主に「学習者間のつながり」や、「教え合い・助け合

い」の実現の他、「ロールモデル」としての独学編入者が、他の学生の「手本」

や「いい刺激」となった例などが挙げられた。その一方で、教室内の日本語レベ

ルや既習事項の「差」がクラス活動の障害となった経験を持つ参加者もおり、

「指導の難しさ」や「独学編入者の孤立」を問題点として捉えた声も少なくなか
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った。また、教師やクラスメイトに対する独学編入者の横柄な「態度」が問題と

なり表面化したケースもいくつか共有された。 
 
3-2.	 教室活動 
	 次に、独学者混在クラスにおいて困難になると感じる教室活動と、効果的だと

思える活動について話し合った。困難になる活動としては、「プロジェクト活

動」や「プレゼンテーション」、「ロールプレイ」、「スキット」、「グループ

ディスカッション」など、多くのグループまたはペア活動が挙げられた。理由

は、「独学者の知識量が多すぎて他の学習者が圧倒されてしまう」など、レベル

差が「他の学習者のモチベーション低下」につながるからだという声が多かっ

た。また、「会話練習」でも「単語量・表現力に差がありすぎ」るため、「独学

者が一人で話して」しまったり、教師の質問にも「独学者ばかりが答えて他の学

習者が答えられなくなる」という問題点も挙げられたが、それらは「独学者の性

格による」という意見もあった。 
 	 効果的な活動としては、「個別学習」、「独学者に別の課題を与える」な
ど、個人指導がいくつか挙げられていた。これらはクラスの学習者全員のためと

いうより、「独学者の弱点を克服」することや、独学者がクラスの進度に影響を

与えないようにすることが目的であることが窺えた。しかし同時に、困難になる

活動として挙げられていたグループ・ペア活動が効果的であるという前述とは相

反する意見も多かった。「ペアワーク」「ロールプレイ」「ピアラーニング」な

ど、「知識技能の差があるグループ・ペアを作る」ことで、「知らないことを教

えてもらえ」たり、「得意な分野を生かせ」たりし、「お互いのやる気を向上さ

せる」などの理由が挙げられていた。 
 
3-3.	 評価法 
	 次に、独学編入者の増加により拡大し続ける教室内のレベル差に対応するため

に、今後何をどう評価すべきか考えた。その結果、評価すべき要素として最も多

く挙げられたのは、授業への「参加」や「貢献」の度合いと学期中の「伸び率」

で、「自律学習」、「内省力」、「協働力」、「言語運用能力」と続いた。評価

の方法としては、「ピア」評価を推す参加者が多かったが、「Cando」で評価す
べきだという声も聞かれた。 
	 しかし、評価の公平さを問われると、「個人の能力に応じて評価」することを

「公平な評価」と考える教師は少数派で、「評価基準は統一すべき」、「単位を

与える以上、個別に基準を変えるのは難しい」という意見が主流であった。そし

て評価法としては「Rubricでの教師と本人による評価」がよいという意見もあっ
たが、大半は教師が評価すべきだと考え、「ピア評価」が公平だと考える参加者

は皆無であった。 
 
3-4.	 クラスの意義と教師の意識 
	 最後に、外国語習得方法の多様化する中での教師の意識の在り方について、意

見交換を行った。多くの参加者が、クラスで学ぶことの意義は、「相互的な」
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「つながり」だと捉えていた。そしてその「コミュニティ」で行われる「学び合

い・助け合い」、「共有」により、「動機付け」や様々な「気づき」がもたらさ

れることの他、「日本語を使」い、「クラスだからこそできる活動」や「言語能

力の多面的な習得」が行えることにも価値があると考えていた。 
	 そして多様化の進む中で、教師は「個々の学生の興味やニーズに柔軟に対応」

し、「オートノミーの育成」を優先させるべきで、「相互学習の環境作り」に加

え、学生が「学習意欲」を維持し「自信」が持てるよう指導する必要があるとい

う意見が多く、これからの教師に求められる役割としては「ファシリテータ

ー」、「カウンセラー」、「アドバイザー」、「コンサルタント」、「リソース

パーソン」などが挙げられた。 
 
3-5.	 振り返り 
	 ディスカッション終了後に、本ラウンドテーブルの振り返りとして、話し合い

の中で話題になった主な点をいくつかのグループに発表してもらった。そこで

は、「お互いに知っていること、知らないことがあるので、その違いをうまくピ

アラーニングにつなげられるといい」、「デジタルバッジのような個別評価ので

きる方式を取り入れ、個人個人の目標に向かって進めていくようなカリキュラム

を作れば、満足度は増す」といった提案や、「学生の性格をうまく活用してペ

ア・グループの組み合わせを考え、クラスを運営していくのは難しい」、「レベ

ル差を利用したピアラーニングを行うなら、効果的なペアの組み合わせや運営は

プロにしかできない。そういう意味で、教師の役割というものは、変わってきて

いいのではないか」など、クラス運営の難しさや、教師の役割について触れる意

見も出された。 
 
4.	 まとめと考察 
	 以上のコメントから、参加者の多くが「相互的な学び」や、「助け合い」、

「つながり」に教室の意義を感じており、教師はそのためのファシリテーターと

しての役割を担うと考えていることがわかった。しかし、それぞれの参加者が持

つ独学者に対する印象は同じではなく、独学者の豊富な知識量をグループやペア

の活動にうまく生かせるという見方もある一方で、逆にそれが他の学習者を萎縮

させ、活動の妨げになるという声も多く挙げられた。これは独学者の性格にも左

右されるかもしれないが、クラスのあり方に対する教師の意識によるところも大

きいのではないかと考えられる。これまでのようにクラスの全員がほぼ同じレベ

ルである場合と、学習背景の多様化により、クラスにレベル差が生じてくる場合

とでは、グループ・ペア活動の中身も変わってくるだろう。さらに、レベル差の

あるクラスでは、常に「公平な評価」ができているかどうかが問題となる。今回

のディスカッションでは、独学者混在クラスではピア評価や個々の能力に応じた

評価をするべきだという意見が多かったにも関わらず、「公平な評価」のために

は、学生の能力により評価基準を変えるべきではないという声の方が多く、学習

者の多様性を評価に反映させようとしながらも、依然として固定観念に縛られて

いる現状が見受けられた。今後独学者が増え続けるとすると、全員が足並みを揃
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えて上達していく従来の授業は難しくなり、レベル差を前提とした教室活動の工

夫、またそのための評価法の見直しと教師の意識改革も必要になってくると感じ

られた。

このように、本ラウンドテーブル・ディスカッションにより、多くの日本語教

師が独学者混在クラスの急速な増加に直面し、それぞれの現場で対策を見い出そ

うとしていることが明らかになった。しかし、それと同時に、理想とする教室環

境や評価体制と現実との間には「ずれ」があり、レベル差のあるクラス運営にそ

れぞれが試行錯誤を繰り返していることも窺えた。だが、今回このように各現場

で奮闘する日本語教師の生の声を共有できたことは、今後の日本語クラスのあり

方を考える上で非常に価値のあることであったと感じている。参加者の声にもあ

ったように、日本語の学習方法はいくらでも学習者自身が見つけられる時代にな

ったが、多様化する学習背景を教室で効果的に生かせるかどうかは教師の力にか

かっている。そういった意味で、本ラウンドテーブルは今後教師の役割が変化し

てくるということを確認できるいい機会であったのではないだろうか。

5. 今後の課題

活発な意見交換が行われたラウンドテーブル・ディスカッションだったが、時

間の制約により中断せざるを得ないテーマも多く、さらなる話し合いの場が必要

だと痛感した。そこで、ラウンドテーブル終了時に、教師間でつながることので

きるコミュニティの形成を参加者に提案した。独学者混在クラスの課題は現場に

よっても異なり、全ての状況に通用する絶対的なクラス運営の方法が見つかるわ

けではないが、それぞれの現場の事例を共有することで、「教室とは何か」を各

日本語教師が主体的に考えるきっかけになるのではないかと考えている。今後も

ますます多様化が進むと予想される中で、様々な教育機関の日本語教師が連携

し、独学者を含む個々の学習者の特性を生かせるよりよりよい学習環境作りに継

続的に取り組んでいければと思う。
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