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1.はじめに 
モバイルテクノロジーの発展やインターネットの普及により、日本語学習者が

使用するリソースも以前とは大きく変わってきている。また、日本語学習も教室

内での日本語学習だけではなく、教室外での様々な場面での日本語使用の機会が

増えており、日本語学習者の学習環境も変化している。このような状況から日本

語教育においても、学習者の個別性、多様性を重視した学習に注目が置かれるよ

うになってきており、日本語学習者の日本語運用能力の向上も教室内での活動や

それに関連した活動だけではなく、教室外の学習リソースからの協力を得る｢自律

学習｣の影響が大きいと考えられるようになってきた。それに伴い言語習得の研究

の対象も学習者個人の内的要因から学習者を取り巻く広い環境へと広がっている。 
しかしながら教師が学習者の教室外の学習リソースについて知る機会はあまり

ない。北陸大学では、中国人留学生が多く、日本語を話す機会が教室内にとどま

る学習者が多い。このように中国人留学生が大部分を占める北陸大学では、彼ら

の大学内での日本語環境は良いとは言えない。しかし、彼らは日本社会のなかで

意識的に、無意識に日本語学習を行い、大学 4年間で日本語運用能力が飛躍的に
伸びる学生もいる。 
そこで、本研究では、北陸大学に入学した留学生がどのような学習環境で、ま

た、どのような意識を持って日本語学習をしているのかを調査する。そして、調

査を通じて、どのような教室外言語活動が日本語能力運用向上に影響を与えたの

かを明らかにする。 
 
2.調査の背景 
北陸大学の留学生は約 400名で、その多くが中国人留学生である。そのために
中国人留学生は教室内、教室外を問わず、日常的に中国語を使用している。友人

とコミュニケーションを取ったり、分からないことを質問する際にも中国語です

ることもできる。なかには、日本語運用能力があまり高くない学生で、中国語を

使用しながら大学生活を行い、日本語があまり上達しないで卒業する留学生も少

なくない。 
また、ある程度の日本語レベルがある留学生も教室内で日本人と日本語を話す
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時間はほとんどなく、また、教室外での日本語使用時間も非常に短いということ

もわっている（横田 2010）。   
このように北陸大学の留学生にとっては日本語学習の環境は決して良いとは言

えない。しかしながら、入学時の日本語の運用能力が高くなかった学習者が卒業

時には非常に流暢に日本語を話したり、日本語で論理的に説明をしたりすること

ができたりするケースもある。彼らはこのような日本語学習環境でも何らかの学

習リソースを使い、日本語運用能力を高めている。 
 
3.先行研究 
  学習環境に関する調査では、ネウストプニー（1995）は、言語学習者が学習言
語に接触する場面を接触場面と呼び、オーストラリア人の学習者に対して、教室

内、教室外での日本語接触場面について調査を行った。また、浜田（2006）では、
教室内、外を問わず、学習者が日本語を使用してコミュニケーションをしている

相手、日本語の学習を成立させているもの、日本語学習に影響を与えているもの

を環境と呼んでいる。このように日本語学習者の学習環境とは、教室内、教室外

で学習者が日本語学習のために学習者が使用したリソースのことであり、林

（1998）が述べているようにこのような学習リソースは、社会文化的な背景を持
ち、学習者要因、学習環境要因に影響を与えていて、教室内、教室外の日本語環

境と学習者との相互作用の結果、日本語学習等が行われるのである。 
また、田中・斎藤（1993）では、これらの学習リソースを「人的リソース」、「物
的リソース」、「社会的リソース」の 3つに分類している。人的リソースとは、日
本語の習得に影響を与えた人物についてである。例えば、教室で日本語を教える

日本語教師や教室外でコミュニケーションを行う大学の事務員、大学以外の場所

で接触するアルバイト先の人、または、一時的にコミュニケーションを行う郵便

局の窓口の人などである。物的リソースは、以前から存在している書籍、新聞だ

けではなく、インターネットからの情報や音楽の歌詞などのように学習者の日本

語に影響を与えるもの全てのことである。更に、人的リソースや物的リソースが

組み込まれたコミュニティやネットワークを使用して学習を行う社会的リソース

がある。本稿の調査でも、リソース調査を「人的リソース」、「物的リソース」、「社

会的リソース」の 3つの点から学習環境の調査を行った。しかし、片山・菅（2010）
は人的リソースは継続性のない一回きりの会話ではあいさつや天気についての会

話が多いと述べているように、継続性のない人的リソースは日本語学習の活性化

につながりにくい。そこで、今回は人的リソース、物的リソースについては「あ

る程度継続性のあるもの」と限定して調査を行った。 
このような、学習リソースについての調査では、工藤（2006）、片山・菅（2011）、
朴（2011）などがある。工藤は台湾の日本語学習者（高校生、大学生、社会人、
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年長者、年少者）のリソースから台湾におけるリソースにはどんなものがあるか

を横断的に調査した。一方、片山・菅は日本語初級レベルの APUの大学生のリ
ソースについて入学時から 2ヶ月間の調査を行っている。朴は「成功した学習者」
である 3人の在日朝鮮族からのインタビューにより学習環境の調査を行った。ま
た、日本語学習に対する意識と日本語能力については、岡（2013）は日本語学習
者の意識とそれが日本語能力に影響しているかを 3人の教室内の学習経験をほと
んど持たない日本語学習者のライフストーリーから調査している。各学習者はラ

イフステージによって日本語学習に対する考えやリソースが変化していくことを

明らかにしている。 
このように、ある程度の期間を振り返って調査した研究は多いが、特定の学習

者を対象とし、縦断的に学習者のリソースについて研究をしたものはあまりない。

また、学習者のレベルが高くなった時点での調査ではなく、レベルの変化の中で

どのようなリソースをどのような意識を持って使用しているかという調査も少な

い。 
そこで、本研究では、日本での大学生というライフステージのなかで学習者は

どのような日本語の学習リソースを使い、どのような意識を持ちながらそのリソ

ースを使用していたのかを調査する。更に、4年間の日本語学習を振り返って、
全体的にどのような意識の変化があったのか、学習者はどのような意識を持ちな

がらリソースを使ったのかを調査する。 
 
4.調査概要 
4.1 調査の対象について 
  本調査では北陸大学 2011年 4月入学の日本語初級学習者 16名（中国）を対
象とした。入学時におけるプレイスメントテストでレベルが一番低いクラスで日

本語を学ぶことになった 16名すべてを対象とし、ACTFLの OPIを用いて、入
学から卒業までの 4年間で合計 7回の日本語運用能力の測定をした。その結果は
以下の表 1である。 

OPIの結果からも分かるように入学時の日本語運用レベルは初級が 10名、中
級が 6名だった。この中から上級に達した学習者 A,C,E,I,Mに調査協力を依頼し
た。しかしながら学習者 I,Mは調査に協力をしたくないということで、本調査で
は、学習者 A,C,Eの 3名を調査対象とした。 
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表 1「 OPI結果」（２０１１～２０１４） 

2011年年 2012年年 2013年年 2014年年

学習者 前期開始時 後期終了了時 前期開始時 後期終了了時 前期終了了時 後期終了了時 前期終了了時

Ａ 中下 中中 中上 中中 中上 上下

Ｂ 初中 初中 中中 初上 中下 初上

Ｃ 初上 中上 中中 中上 上下 上下 上中

Ｄ 中下 中下 中下 中下

Ｅ 中下 中下 中下 中上 中上 上下 中上

Ｆ 初上 中中 中中 中上 中上 中上 中上

Ｇ 初中 中下 中中 中下

Ｈ 初中 初中 初中 初上

Ｉ 中下 中中 中上 中上 上中

Ｊ 初中 初上 中下 中中 中上 中上

Ｋ 中下 初上 中下 中下 中中 中下 中下

Ｌ 中中 中中 中中

Ｍ 初中 初上 中下 中中 上下 中中

Ｎ 初中 初上 初中 初上 中下

Ｏ 初上 初上 中中 中下 初上 中中 中下

Ｐ 初上 初上 初上 初上 中上 中中 中中

 
 
4.2 調査方法について 
  調査の実施期間は 2011年 4月～2015年 2月である。OPIの調査時に教室外
での日本語リソースについての質問紙調査を行った。調査協力者が定期的に接触

していた人物、定期的に使用していた教材、それらがどのようなネットワークで

行われていたかについて記述してもらった。更に学習者の日本語学習に影響を与

えたと思うものについても記述してもらった（2011年 4月、2012年 1月、2012
年 7月、2013年 1月、2013年 7月、2014年 1月、2014年 7月の合計 7回）。
また、4年間の日本語学習についての意識調査を行った。これは各学習者の 4年
間の学習リソースについて筆者がまとめた表を学習者に見てもらい、それらのリ

ソースに関する具体的な出来事の語りに重点を置き、約 30分～50分行った半構
造化インタビュー調査である（2015年 1月）。収集したデータをSCAT（大谷 2008）
を使用し、文字化したデータからストリーラインを作成、学習リソースに関わる

意識を抽出し、考察した。 
 
5.結果及び考察 
学習者 A（男性） 
  学習者 Aは、入学当時は教室外においては日本語を使う相手がいなかった。そ
のため、日本語学習は主に物的リソースである問題集や本だった。しかし、アル
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バイトを始めると日本語を話す機会が増えた。また、大学での友人もでき、日本

語を話す時間が増えた。しかし、一般的な会話だけでは日本語能力が向上しない

ということに気がつき、テレビを購入した。テレビでの複雑な日本語を聞きなが

ら会話の能力を高めていった。また、日本人の友人との会話よりアルバイトでの

会話が日本語能力の向上に影響を与えたと考えていた。そこで、日本語学習と言

う観点からアルバイトを選んだ。初めはコンビニやレストランでの業務だったの

で、簡単な対話しかしていなかった。しかし、ホテルでの業務を通じて、自分自

身が「何かについて説明をする」という能力がないことに気がついた。そこで、

説明をすることに意識をし、日本語の能力を向上させた。休暇中は中国へ旅行に

でかける日本人に対して、通訳や旅行ガイドをし、更に説明をするトレーニング

を意識的に行った。また、テレビのニュースや新聞を通じて、自分の意見を論理

的に話す練習を行うようになった。それと同時に卒業論文のテーマや内容につい

て担当の教員と話すことで論理的に説明する能力も高めていった。 
  彼の人的リソースは主にアルバイトの人であるが、単純な会話ではなく、説明
をするということを意識的に行っていった。また、物的リソースはテレビ、本、

新聞などを通じて学習したことが自分自身の日本語能力に影響を与えたと思って

いる。 
  彼の日本語運用能力は 1年次の最初でも比較的高く中級の下であった。その後、
徐々に高くなり、3年後期には上級のレベルまで達している。彼は自分自身が何
が足りないのかを常に確認しながら日本語学習を行った。多くの留学生が日本人

と会話できることで満足してしまうのに対して、アカデミックな日本語を意識し

ながら会話の能力を高めていったように思われる。それによって記述、説明をす

る能力が身についたのではないだろうか。 
 
表２ 

学習者A（男性）
調査時期 ⼈人的リソース 物的リソース 社会的リソース

2011.4 本、問題集

2012.1 アルバイトの人（複数） 本、問題集 アルバイト

2012.7 アルバイトの人（複数）
日本人の友人（特定）

本、テレビ アルバイト

2013.1 アルバイトの人（複数）
日本人の友人（特定）

本、テレビ アルバイト

2013.7 アルバイトの人（複数）
日本人の友人（特定）
ゼミの先生

新聞、本、テレビ アルバイト、卒論作成

2014.1 アルバイトの人（複数）
日本人の友人（特定）
ゼミの先生

新聞、本、テレビ アルバイト、卒論作成

2014.7 アルバイトの人（複数）
日本人の友人（特定）
ゼミの先生、

アルバイト、卒論作成

学習者A
調査時期 ⽇日本語学習に役⽴立立っているもの

2011.4

2012.1 アルバイトの人と話すこと

2012.7 アルバイトの人と話すこと、日本人の友人と話すこと

2013.1 アルバイトの人と話すこと、日本人の友人と話すこと

2013.7 アルバイトの人と話すこと、卒論の内容について先生と話すこと

2014.1 アルバイトの人と話すこと、卒論の内容について先生と話すこと

2014.7 アルバイトの人と話すこと、卒論の内容について先生と話すこと
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学習者 C（女性） 
  彼女も入学当時は教室外では日本語を使う相手もいなく、日本語能力試験の問
題を解くことで日本語の能力を高めた。しかし、アルバイトを始めると必然的に

日本語を使うようになり、それが日本語を話す能力が高くなった理由だと彼女は

考えている。だが、アルバイト先での会話は非常に単純であり、アルバイトでの

日本人との会話だけでは OPIの質問になかなか答えられないことが分かった。そ
こで、当時の日本語の先生に週に一回日本語で会話をする時間を作ってもらった。

先生は中国に非常に興味を持っていたので、中国に関することについて質問をし

てきた。その質問に答えるために説明をしなくてはならない。しかし、上手に説

明できない時もあり、それを後日自分で調べて話すという作業を行った。この作

業が自分の日本語運用能力を高めた要因であると思っている。日本語の先生との

会話では特に文法や語彙の間違えを直接指摘されることがなかったが、先生が分

からないと何度も繰り返し質問をしてきた。この繰り返しの質問に対して答えた

ことが非常に効果的だったと思っている。また、この繰り返しの質問に答えるこ

とによって、どのように話すと日本人は理解するかということを考え始めた。ま

た、来日後は、話すことよりも聞くことができなかったので、テレビを購入し、

毎日見ることにした。初めはドラマやニュースを漠然と見ていたが、ニュースは

話題になるので、先生と話をするときに役に立った。そして、その話す内容の重

要さに気がつき、ニュースに対する自分の意見をまとめるということをし始めた。

これが、後に卒業論文を書く際に非常に役に立った。3年生になってからは日本
語の先生との会話はなくなったが、卒業論文作成のために、ゼミの先生の指導が

あり、そのやり取りが日本語運用能力の向上に影響を与えたと感じている。 
  彼女も人的リソースをアルバイトの人とし、日本語を学んでいたが、OPIで上
手に話せないことに気づき、日本語の先生との会話を日本語学習の人的リソース

とした。物的リソースは、テレビ、雑誌、専門書などでインターネットでの物的

リソースは日本語学習に影響を与えなかったと思っている。彼女は入学時の日本

語運用能力は初級だったものの 3年前期には上級レベルに達している。日本人と
の先生の日本語のやり取りの中、できなかったことの復習を通じて、日本語の運

用能力を高めていった。また、会話とは内容だと言うことに気づき、テレビのニ

ュースや自分の国、文化を日本語で説明したり、それに対する意見をまとめたり

している。これらの学習により確実に日本語運用能力が高まっていったと考えら

れる。 
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表３ 

学習者C（女性）
調査時期 ⼈人的リソース 物的リソース 社会的リソース

2011.4 問題集、テレビ

2012.1 アルバイトの人（複数）
日本語の先生（特定）

問題集、テレビ アルバイト

2012.7 アルバイトの人（複数）
日本語の先生（特定）

テレビ、雑誌 アルバイト

2013.1 アルバイトの人（複数）
日本語の先生（特定）

テレビ、雑誌 アルバイト

2013.7 アルバイトの人（複数）
ゼミの先生

テレビ、雑誌 アルバイト、卒論作成

2014.1 アルバイトの人（複数）
ゼミの先生

専門書、テレビ アルバイト、卒論作成

2014.7 アルバイトの人（複数）
ゼミの先生

専門書、テレビ アルバイト、卒論作成

学習者C
調査時期 ⽇日本語学習に役⽴立立っているもの

2011.4 テレビのニュース

2012.1 テレビのニュース、日本人の先生との会話、雑誌

2012.7 テレビのニュース、日本人の先生との会話、雑誌

2013.1 テレビのニュース、日本人の先生との会話、雑誌

2013.7 テレビのニュース、雑誌、専門書

2014.1 卒論指導の際の会話

2014.7 卒論指導の際の会話

 
学習者 E（女性） 
彼女は来日してすぐにアルバイトを始め、そこで日本語を使っていた。日本人

と話すことは会話として楽しんでいた。しかし、同じ中国から来た友人と週に何

回か「日本語を話すこと」に関する学習会を行っていた。そこでは、日本人との

会話についてどのようなトピックを選んだらいいか、どのように答えたらいいか

など、日々の会話の問題点などについて話し合いをしていた。彼女はこの学習会

が日本語の上達に非常に役に立ったと考えている。また、OPIのレベルを上げる
ために日本人の先生と定期的にトレーニングを行った。そこでは何かを描写する

練習をした。彼女はこのようなトレーニングをする際に授業での資料を中心に行

っていた。授業での資料は読んでいても面白く、また先生が無料で配布してくれ

る。また時事的な話題については、テレビのニュースと無料の情報誌から話題を

見つけた。コミュニティで配付されている情報誌には様々な情報があり、それら

は生活にも役に立ったが、日本人との会話にも役に立った。そこに載っている情

報について質問もできるし、それについて自分の考えを述べるのにも使うことが

できた。 
彼女は人的リソースに非日本語母語話者を選び、日本語の学習をしていた。そ

のなかで、どうしたら上手に話せるか、どのように表現したらいいかを考えてい

た。これは、トムソン（1997）で述べられている日本関係の情報を得る情報サー
ビスリソースの一つだと考えられる。また、日本語の先生を OPIのレベルを上げ
るためという明確な目標を達成するためのリソースとしていた。物的リソースは

身近にある授業の資料であり、他の 2名と同じくインターネット等のリソースは
日本語学習には影響を与えていないと考えているようである。彼女の場合は 1年
次の日本語運用能力は中級で、その後もあまり変化は見られなかった。そして、

3年の後期に上級レベルに上がったものの、4年前期でまた中級に戻っている。
これは卒業論文作成に重点を置き、会話の練習をしなかったからだと述べている。 
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表４ 

学習者E（女性）
調査時期 ⼈人的リソース 物的リソース 社会的リソース

2011.4 アルバイトの人（複数）
日本人の友人、中国人の友人

テレビ、授業の資料 アルバイト

2012.1 アルバイトの人（複数）
日本人の友人、中国人の友人
日本人の先生

テレビ、授業の資料 アルバイト、学習会

2012.7 アルバイトの人（複数）
日本人の友人、中国人の友人
日本人の先生

テレビ、授業の資料 アルバイト、学習会

2013.1 アルバイトの人（複数）
日本人の友人、中国人の友人
日本人の先生

テレビ、授業の資料 アルバイト、学習会

2013.7 アルバイトの人（複数）
日本人の友人、中国人の友人
日本人の先生

テレビ、授業の資料 アルバイト、学習会

2014.1 アルバイトの人（複数）
日本人の友人、中国人の友人
日本人の先生

テレビ、授業の資料 アルバイト、学習会

2014.7 アルバイトの人（複数）
日本人の友人、中国人の友人
日本人の先生

テレビ、授業の資料 アルバイト、学習会

学習者E
調査時期 ⽇日本語学習に役⽴立立っているもの

2011.4 アルバイトの人との会話

2012.1 アルバイトの人との会話、日本人の先生との会話
中国人の友人トの学習会

2012.7 アルバイトの人との会話、日本人の先生との会話
中国人の友人トの学習会

2013.1 アルバイトの人との会話、日本人の先生との会話
中国人の友人トの学習会

2013.7 アルバイトの人との会話、日本人の先生との会話
中国人の友人トの学習会

2014.1 アルバイトの人との会話、日本人の先生との会話
中国人の友人トの学習会

2014.7 アルバイトの人との会話、日本人の先生との会話
中国人の友人トの学習会

 
 
6.まとめ 
本研究では、日本語運用能力が向上した学習者は大学生という 4年間のライフ
ステージのなかでどのような日本語学習のリソースを使い、どのような意識を持

っていたのかを調査した。今回の調査によって三つの点が明らかなった。一つ目

は、教室外で定期的に日本語を話す人的リソースがあったことである。日本語の

クラスで日本語を話す機会は実際にはあまり多くない。教室外で定期的に日本語

を話すことで「日本人と会話する」ということに慣れ、日本語運用能力も向上す

る。また、ある期間に渡って継続して話すことは単なるあいさつや質問だけでは

なく、内容的に深みのある会話をしなくてはならないため、日本語運用能力は高

くなると考えられる。二つ目は、人的リソースとの会話の内容が「説明をする」

ものであったことである。ただ単に人的リソースと日本語のおしゃべりをするの

でなはなく、OPIの上級の条件の一つである描写や説明を意識的に行うことによ
り日本語運用能力が向上した。 
	 自分の国のことや出来事についての説明をするような会話をする人的リソース

があることによって自然と描写や説明する能力が備わってくるのだろう。そして、

三つ目は、学習者自身ができないことを客観的に判断し、そのトレーニングをし

ていることである。学習者 Aは説明ができないことに気づき、積極的に説明をす
る機会をアルバイトで増やしていったし、学習者 Cは会話の内容の重要さに気付
き、内容のあるものを通じて日本語の学習を行った。そして、学習者 Eは自分と
同じ中国語母語話者と日本語を話すことについて考えることを 4年間行っていた。
このようなトレーニングが日本運用能力の向上に影響を与えたのである。 
また、定期的に OPIをすることが彼らの日本語学習動機の一つになっていた点
も非常に興味深い結果だった。調査のために行った OPIでレベルを高めるにはど
うしたら良いかを各学習者が悩み、その解決方法を得るためにしたことが結果的
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に日本語運用能力を向上させた要因となっているように思われる。また、物的リ

ソースがアナログ的なものだった点も興味深い。インターネット等のいわゆる新

しい学習リソースではなく、テレビ、新聞、教材等でも日本語を学ぶことができ

るのである。インタビューの中でどうしてインターネットが物的リソースにない

のかということを質問したが、3人ともインターネットを使うときは母語で何か
をする時が多かったと答えていた。自国でもコミュニケーションツールとして使

用しているこのような物的リソースは日本語の学習とは離れてしまうため、上手

に使用しないと学習リソースにはならないのである。 
  今回の調査を通じて、学習リソースがない学習者がいることも明らかになった。
今後は学習リソースがあまりなかった学習者に対する教師のサポートや学習リソ

ース調査からの教室内活動についての調査を行いたい。 
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