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1. はじめに
本稿は、アメリカの大学における日本語学習者と、英語学習のためにアメリカ

の大学に留学に来た日本人英語学習者との対面式協働プロジェクトについての実

践報告である。海外の大学で日本語を勉強する学習者は、日本語母語話者と直接

会ってこれまで学んだ日本語を使ってコミュニケーションしてみたいと思っては

いるが、残念ながら様々な制約のためにそのような機会を持つことは非常に難し

い。そこで、コンピュータを使い、日本にいる日本人と海外の日本語学習者が交

流する試みが多い。例えば、カナダの日本語学習者と、日本の英語学習者がペア

で、日本語と英語でEメール交換を行った実践報告がある（池田，2014; 脊尾・天

野，2017）。また、Skypeを使ってアメリカにいる日本語学習者と、日本人の英
語学習者が、日本語と英語で週に一回15週間にわたり交流した結果、日本語学習
者の話す能力および、日本人英語学習者の聞く・話す能力が向上したことが報告

されている（Kato et al., 2016）。対面式で交流を行ったものとしては、日本語学
習者と日本人の短期留学生が3週間交流した結果、日本語学習者のモチベーショ

ンが向上したことが報告されている（Kato, 2016）。しかし、管見の限り対面式
の協働プロジェクトは非常に少ない。

これまで筆者の大学でも、いわゆるLanguage Exchangeという形で、日本語学
習者と日本人留学生が会って話す場を設けたり、日本人をゲストとしてクラスに

来てもらい日本語学習者とフリートーキングをしたことがあるが、単発的でそれ

以上の交流は生まれなかった。しかし、2017年秋学期、日本人留学生10人の協力

を得て、日本語中級のクラスにおいて7週間の対面式協働プロジェクトを実施す

ることができた。このプロジェクトでは、日本人留学生と日本語学習者が少グル

ープを作り、グループごとにひとつのテーマを決め、それについて一緒に調査を

行い、それぞれの目標言語で発表を行った。プロジェクト終了後に行った学生へ

のアンケートの結果、プロジェクトは楽しかったと答えた人が76％、異文化の学
習に役立ったと答えた人が91％、自分の目標言語の学習に役立ったと答えた人が
79％だった。

2. プロジェクトの概要
2.1.	 プロジェクトの目的
この協働プロジェクトの目的は、（1）日本語学習者と日本人留学生が実際に会
って、それぞれの目標言語である日本語と英語でコミュニケーションする機会を

作ること、（2）一定期間同じメンバーでプロジェクトを行うことにより、生き
た異文化交流を行い、お互いの文化について理解を深めることである。日本語の

習得だけに焦点を当てるのではなく、お互いの目標言語を学ぶようにしたのは、
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どちらかが一方的に教えたり、教えられたりという関係ではなく、お互いに教え

る側にも、教えられる側になることによって、対等な関係で交流し、双方向

の”Give and Take”が起こることが望ましいと考えたからである。	
	

2.2.	 参加者	
	プロジェクトに参加したのは、2017 年秋学期に日本語 3 年生の 2 クラス

（13+15人）を受講した日本語学習者 28人（男 11、女 17）と、1 学期間 English 
Language Centerで英語を勉強するために来た日本人留学生 10 人（女 10）の合計
38 人である。日本語 3 年生のクラスは、2 年間の日本語の履修で『げんき I』と
『げんきⅡ』を終えて、『とびら』の 1課から 5課までを勉強するコースで、中
級レベルと言える。日本語学習者にとって、このプロジェクトはコースの一部で

あり、成績の 15%を占めた。一方、日本人留学生は、英語のレベルによってク
ラスが異なるため、コースの一部とすることは難しく、クラス外のボランティア

活動として参加することに同意してくれた 10人である。	
	 日本語学習者 2～3人と、日本人の英語学習者 1人の合計 3～4人でひとつのグ
ループを作った。日本語学習者の中には、アメリカ人だけではなく留学生もいる

ので、各グループに色々な文化を持つ学習者が入るように配慮しながら、くじ引

きでグループを決めた。その結果、どのグループにもアメリカと日本に加えて、

中国、台湾、韓国、インドのいずれかの文化を持つ学習者が入ることになり、3
つ以上の異なるバックグラウンドを持ったメンバーが異文化交流できる場が生ま

れたと言える。	
 
2.3.	 プロジェクトのスケジュール	
	 プロジェクトの期間は 7 週間で、1 週目にプロジェクトの概要を説明し、グル
ープのメンバーを決めた。2 週目以降は週に 1 回グループでミーティングを持ち、
日本語と英語の両言語で話し合いを行った。日本人留学生は、毎週水曜日が授業

のない日だったので、1 週目の水曜日に日本語の授業に来てもらい、プロジェク
トの説明を全員そろった所で行うことができた。また、3 週目のグループ・ミー
ティングも水曜日の授業時間を使って行った。プロジェクトの趣旨やスケジュー

ルを理解してもらい、プロジェクトを軌道に乗せるためには、参加者全員が集ま

った所で説明することが不可欠で、水曜日の授業時間を使えたことは、このプロ

ジェクトが可能になった大きな要因であると考える。2 週目以降のグループ・ミ
ーティングは、各グループで日程を決めて週に 1回集まることにした。日本語学
習者は、それぞれのグループ・ミーティングに参加した後、進捗状況やミーティ

ングでどんなことを話したかなどをレポートに書いて、毎週オンライン・システ

ム D2L のディスカッションにアップロードすることを宿題にした。6 週目の授
業中にリハーサルを行い、7 週目にグループごとに約 15～20 分の発表を行った。
発表では、話すのもスライドもそれぞれの目標言語、つまり日本語学習者は日本

語で、英語学習者は英語で行った。	
 
 

2018 CAJLE Annual Conference Proceedings

337



2.4.	 発表の内容	
発表の内容は、グループで自由に決めていいことにしたが、表 1に示すように
自分たちの文化を比較するものが多かった。	

	

表 1	 発表の内容	
	 発表のテーマ	 発表の内容	

1 変な食べ物	 日本、アメリカ、中国、インドの変な食べ物の

試食と感想	

2 祝日	 日本、アメリカ、中国の主な祝日の比較	

3 食べ物	 日本、アメリカ、中国のピザ、すし、麻婆豆腐

などの比較	

4 大学生活	 日本とアメリカの大学生活の比較	

5 マスコット	 日本とアメリカのマスコットの比較	

6 アイドル	 日本とアメリカのアイドルの比較	

7 ポップミュージック	 日本とアメリカのポップミュージックの比較	

8 米でできている食べ物	 餅、すし、おにぎりの種類や作り方と実演	

9 日本の季節の名所	 あまり知られていない季節別の日本の名所	

10 日本の怪談話	 怪談話の例、怪談話の起源や影響	

	

一例を挙げると、「変な食べ物」では、4 カ国の食べ物の中で外国人から見る
と変な食べ物と思われているもの、日本の納豆、アメリカのディープフライオレ

オ、中国のビータン、インドのパニプーリを持ち寄り、メンバーが試食した場面

をビデオで撮影し、率直な感想を述べるというものである。このグループは、単

に異文化についての情報を集めて発表するだけではなく、実際に異文化を体験し、

4 人のメンバーが試食した時の表情やリアクションをビデオで見せながら素直な
感想や気持ちを語っており、このような発表は対面式の協働プロジェクトでなけ

ればできないものだったと考える。	

	

2.5.	 プロジェクトの評価	
	 このプロジェクトは日本語 301のコースの一部という位置づけであったため、
成績の 15％を当てた。その内訳は、5回のグループ・ミーティングについてのレ
ポートが 5％、発表の評価が 5％（個人 2.5％、グループ全体 2.5％）、発表後の
感想が 2％、グループ内の Peer Evaluation が 3％であった。このプロジェクトは、
グループが毎週会って話し合いをする過程こそが異文化交流と、目標言語の学習

に役立つと考えたので、学期末の発表よりも活動に参加することに重きを置いた

配点にした。発表の評価はルーブリックを使って評価した。 
 
2.6.	 ACTFL 5Cs 
	 この対面式協働プロジェクトは、ACTFL World-Readiness Standards の 5C’s を
満たす活動ができたと考える。グループ・ミーティングで日本語と英語を使って

ディスカッションを行い (Interpersonal Communication)、発表会ではそれぞれの学

2018 CAJLE Annual Conference Proceedings

338



習者の目標言語で発表を行った (Presentational Communication)。テーマは、食べ
物、マスコットなど（Cultural Products）のほか、大学生活や祝日（Cultural 
Practices）などについて、日本とアメリカ、さらには中国、インドなど複数の文
化を比較（Cultural Comparison）するものが多かった。参加者は、このプロジェ
クトを通じて異文化を実際に体験したり、異文化についての知識を広げたり、世

界の多様性について学ぶ機会となった（Connections）。そして、クラス外のコミ
ュニティで日本語や英語を使う機会を持つことができた（Communities）。	
	

3.	 アンケートの分析	
プロジェクトの終了後、無記名でアンケートを行った。日本語学習者は 28 人
中 27 人（96%）、日本人留学生は 10 人中 6 人（60%）から回答を得た。以下は、
プロジェクト参加者 38人のうち 33人（87%）からの回答を分析する。 
 
3.1	 グループ活動 
グループ・ミーティングは 5回行う予定で、そのうち 4回はクラス外の時間を
使って行うことになっていた。クラス外で何回グループ・ミーティングに参加し

たかを聞いたところ、5 回以上参加したと答えたのは 33 人中 13 人（39％）、4
回参加したと答えたのは 33人中 19人（58％）、3 回参加したと答えたのは 1人
（3％）であった。また、日本語学習者は、各ミーティングについてレポートを
5回書くというのが宿題であったが、その提出率が約 90％であったことから、ほ
とんどの学生がスケジュール通りグループの活動に参加していたと思われる。	

	

表 2	 グループ・ミーティングの参加回数	

1回	 2回	 3回	 4回	 5回以上	 合計	

0 0 1 19 13 33人	
	

1 回当たりのミーティングの時間は、30 分から 1 時間と答えた人が最も多く
15 人（45％）、次に約 1 時間が 8 人（24％）、1 時間から 1 時間半が 5 人

（15％）、30 分以下が 3人（9％）、2時間以上と答えた人が 2人（6％）だった。
会って話す時間は、グループの仲の良さによってかなり差が出たと思われる。グ

ループが仲良くなると、話が盛り上がったり、一緒に食事をしながら話したりし

て、ミーティングの時間が長くなったようだ。	

	

表 3	 グループ・ミーティングの時間	

30分以下	 30～60分	 約１時間	 1～1.5時間	 2時間以上	 合計	

3 15 8 5 2 33人	
	

グループ・ミーティングでどの言語を使って話したかを聞いたところ、日本語

学習者 27人中 13人（48％）と、日本人留学生 6人中 4人（67％）が英語より日
本語を使ったと答えた。日本語と英語の両方を使ったと答えたのは、日本語学習

者 27人中 12人（44％）と、日本人留学生 6人中 2人（33％）であった。日本語
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より英語を使ったと答えた人は、日本語学習者 27人中 2人（7％）だけだった。
グループ・ミーティングは、日本語と英語のどちらを使ってもいいことになって

いたが、実際には日本語を話すことの方が多かったようである。アンケートのコ

メントからも、中級の日本語学習者は、今まで学んできた日本語をやっと使える

機会ができたということで、日本人留学生となるべく日本語で話そうと努力して

いたことがうかがえる。そして、日本語学習者が日本語で話すと、日本人留学生

も日本語でそれに答えることにより、英語よりも日本語での会話が多かったと思

われる。	
 
表 4	 グループ・ミーティングで使った言語	

	 日本語より英語	 日本語と英語	 英語より日本語	 合計	

日本語学習者 2 12 13 27人	
日本人留学生 0 2 4 6人 

 
3.2	 期間と作業量 
	 プロジェクトの期間については、回答した 32人中 21人（66％）が「ちょうど
いいぐらい」、9 人（28％）が「少し長い」と答え、「長すぎる」、「短すぎる」
と答えた人も 1人ずついた。 
 
表 5	 プロジェクトの期間	
長すぎる	 少し長い	 OK 少し短い	 短すぎる	 合計	

1 9 21 0 1 32人	
 
	 プロジェクトの作業量については、33 人中 23 人（70％）が「ちょうどいいぐ
らい」、6人（18％）が「多い」、4人（12％）が「多くない」と答えた。 
 
表 6	 プロジェクトの作業量	
多すぎる	 多い	 ちょうどいい	 多くない	 少なすぎる	 合計	

0 6 23 4 0 33人	
 
アンケートの回答から、今回のように 7週間で、選んだテーマについて調査し、
グループで発表を行うのは、ちょうどいいぐらいの期間と作業量だったと考えて

いいだろう。 
 
3.3	 グループ・プロジェクト全体 
	 このプロジェクトは楽しかったかを聞いたところ、回答のあった 32 人中 8 人
（25％）が「強く同意する」、17 人（53％）が「同意する」、7 人（22％）が
「どちらとも言えない」と答えた。否定的な答えをした人は 1人もいなかったが、
グループの活動がうまくいったところと、あまりうまくいかなかったところによ

ってプロジェクト全体の評価に違いが出たのではないかと思われる。アンケート

のコメントを読むと、日頃自分から日本人を見つけて積極的に話しかけるような
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ことが苦手な人の方が、このような活動を通じて日本語を話したり、日本人と友

達になるきっかけができてよかったと感じているようだ。

	 このグループ・プロジェクトは異文化を学ぶのに役に立ったかを聞いたところ、

33 人中 10 人（30%）が「強く同意する」、20 人（61%）が「同意する」、2 人
（6%）が「どちらとも言えない」、1人（3%）が「同意しない」と答えた。 
日本語または英語の学習に役に立ったかを聞いたところ、33 人中 8 人（24%）

が「強く同意する」、18 人（55%）が「同意する」、4 人（12%）が「どちらと
も言えない」、3人（9%）が「同意しない」と答えた。 
最後に、将来このようなグループ・プロジェクトがあったら、また参加したい

かどうかを聞いたところ、33 人中 8 人（24%）が「強く同意する」、18 人
（55%）が「同意する」、5 人（15%）が「どちらとも言えない」、2 人（6%）
が「同意しない」と答えた。アンケートの結果から、ほとんどの学生は、この協

働プロジェクトが異文化の理解を深めたり、目標言語の学習に役に立ったと感じ

ていたことがわかる。

表 7	 プロジェクト全体について 
Strongly 

Agree 
Agree Neutral Disagree Strongly 

Disagree 
合計

プロジェクトは楽

しかったか？ 8 17 7 0 0 32人 
異文化を学ぶのに

役に立ったか？ 10 20 2 1 0 33人 
目標言語の学習に

役に立ったか？ 8 18 4 3 0 33人 
またグループ・プ

ロジェクトに参加

したいか？
8 18 5 2 0 33人 

3.4	 よかった点とよくなかった点 
アンケートをした時に、プロジェクトのよかった点と、よくなかった点を自由

に書いてもらったので、コメントの一部を紹介する。まず、よかった点では、会

って話したり、交流できたことがよかったという人が 14人で一番多かった。 

• 日本人と友達になったこと

• 日本人と一緒にプロジェクトをするのは楽しかった
• It's good to have Japanese people to actually participate
• fun to work with Japanese students
• communicate with students who study Japanese

次に、日本語や英語をクラス外で使ったり、教え合ったりすることがよかったと

いう人が 4人いた。 
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• 私の日本語をなおしてくれましたから、いい勉強になりました 
• I liked that we had to speak in each other's language and correct each other 
• being able to converse in Japanese outside of class and using actual conversation 

skills for usually about 1.5-2 hours 
 
異文化について知ることができてよかったという人は 2人いた。 
 

• 日本の文化を新たな視点で発見できた 
• 日本語と日本の文化をならいました 

 
また、自分のグループがよく助け合ったり、チームワークがよかったという人も

4人いた。 
 

• Group projects depend on the people and I have great people working with me 
very helpful  

• everyone participated a lot 
• team work 

 
一方、よくなった点については、クラス外でミーティングを持つためのスケジュ

ール調整の難しさを挙げた人が 6人で一番多かった。 
 

• 時間を合わせるのが難しかった	
• 授業外で会うのが難しかった	
• Having to meet out of class  
• I wish we had more class time 

 
プロジェクトの期間が長すぎたという人も 3人いた。 
 

• took too much time (spread out over too long of time) 
• time of preparation is too long 

 
グループの人数については、2～3 人のグループの方が話す時間が増えていいと
いう人が 1人いた。 
 

• I think group of 2-3 are better because everyone would have more time to talk. 
 
 
4.	 まとめと今後の課題 
	 このグループ・プロジェクトを通して、学習者は楽しみながら異文化交流をし

たり、目標言語の学習を助け合うことができ、概ねいい評価を得られたので、日

本人留学生の協力が得られれば、今後も続けていきたいと考えている。今回のア

ンケート結果から、今後の改善点として挙げられるのは以下の三点であろう。第

一に、グループの人数を 3人程度にすることである。これにより、グループがク
ラス外でミーティングを持つためのスケジュール調整がしやすくなることと、グ
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ループ内でもっと話す機会が増えることが期待できる。しかし、これはボランテ

ィアで参加してくれる日本人留学生が増えたらという条件つきである。第二に、

プロジェクトの期間が長すぎるとコメントした人がいたので、もう少し短くでき

ないかということである。今回は 6週目にリハーサルをしたが、リハーサルまで
は話す練習はあまり行われず、自分が話すところの作文やスライドを作るという

個人の作業が多かった。リハーサルをやって初めて、グループで発表する場合、

次の話し手につなげる時の話し方や、グループ全体としてまとまりのある話し方

をしなければならないことに気がついたようだ。従って、例えばリハーサルを例

えば 3週目にして、リハーサルから発表まで 2週間程度かけてグループ全体で話
す練習をするようにしたら、5週間で同じようなプロジェクトができるかもしれ
ない。しかし、プロジェクトの期間を短くすると交流の期間も短くなってしまう

ので、期間はそのままでプロジェクトの内容をもう少し難しいものにできないか

というのが第三の課題である。例えば、グループで何か問題提起をして、その解

決方法を提案するような、問題解決型のプロジェクトにすれば、グループ内での

ディスカッションをもっと促すことができるかもしれない。今回の実践を踏まえ

て、今後もこのような協働プロジェクトを続けていきたいと考えている。 
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発表の評価（グループ全体） 
 3点 2点 1点 

内容 よくわかる 大体わかる 
わからないところ

が多い 

スライド 
字が大きい	

見やすい 
少し字が小さい	

大体見やすい 
字が多い	

ちょっと見にくい 
チームワーク すばらしい いい まあまあ 
	

	

発表の評価（個人） 
 3点 2点 1点 

話し方 
聞きやすい話し方

ができる。	

わかりやすい。 

時々「あ、え、あ

の」などが入る

が、大体いい。 

「あ、え、あの」

などが多い。	

練習しましょう。 

声の大きさ 
スピード 

声が大きい。	

聞きやすい	

スピード。 

声が少し小さい。	

スピードが少し	

はやい/おそい。 

声が小さい。	

スピードがはやす

ぎる/おそすぎる。 

アイ 
コンタクト 

アイコンタクトを	

よくとっていた。 

時々メモや	

スライドを	

見ていた。 

メモやスライドを

見て、アイコンタ

クトが少ない。 
 
	

	

アンケート	
A. Did you enjoy this group project? 
 1. Not at all 2. No 3. Neutral 4. Yes 5. Very much 
      

B. How many times did you participate in the group meetings outside of class? 
 1. 1 time 2. 2 times 3. 3 times 4. 4 times  

 
5. 5 times or 
more 

      
C.  On average, how long did you meet for one group meeting? 
 1. less than 30 

min. 
2. 30-60 min. 3. About 1 

hour 
4. 1–1.5 
hours 

5. 2 hours or 
more 

      
D.  During the group meeting, what language did you use most?  
 1. More English than Japanese 2. More Japanese than English 

 
3. both English 
& Japanese 

      
E. What do you think of the length of the project? 
 1. Too long 2. A bit long 3. OK 4. A bit short 5. Too short 
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F. What do you think of the amount of time and work needed for this project?
1. Too much 2. A lot 3. about right

amount
4. Not much 5. Too little

G. Do you think this project was useful for learning your target language (Japanese
for JPN301 students, English for Japanese students)?
1. Strongly
disagree

2. Disagree 3. Neutral 4. Agree 5. Strongly
agree

H. Do you think this project was useful for learning other cultures?
1. Strongly
disagree

2. Disagree 3. Neutral 4. Agree 5. Strongly
agree

I. Did you help each other in the group to do this project?
1. Not at all 2. No much 3. A little 4. Yes 5. Very much

J. Would you like to participate in this kind of group project if offered again?
1. Strongly
disagree

2. Disagree 3. Neutral 4. Agree 5. Strongly
agree

K. What did you LIKE most about this group project? (Write your comment)

L. What did you DISLIKE most about this group project? (Write your comment)
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