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1．はじめに  
	 近年、様々なインターネットツールの普及により、言語教育の現場でも、Ｅメ

ール、スカイプ、ブログなどを利用した、教室の枠を超えたコミュニケーション

活動が多く取り入れられるようになった。これらは、特に学習言語の母語話者と

接する機会の少ない学習者にとって、目標言語での生きたコミュニケーションを

実現させるための有効なツールとなり得る。また、両者がお互いの言語を学ぶ学

習者である場合、このようなインターネットを用いたやり取りも、「タンデム学習」

としてお互いの言語学習、及び文化理解に効果があると報告されている（脇坂

2013）。 
本稿では、カナダで日本語を学ぶ学習者と、日本で英語を学ぶ日本語母語話者

が日・英両言語を用いて行ったＥメール交換について報告し、日本語初級レベル

での実践がタンデム学習として機能するかどうか、また、Ｅメール交換が言語学

習、及び学習動機にどのような影響を及ぼすかについて考察する。 
 

2．先行研究  
	 Ｅメールを利用した日本語教育の試みは 1990年以降、盛んに行われるようにな
り、Ｅメール以外のインターネットツールを利用した活動も、2000年以降、多く
報告されている（森・野仲 2011他）。 
吉田（2009）は、日本の大学で学ぶ留学生と、同じ大学で語学を専攻する日本
人大学生との間でＥメール交換を実施し、言語的要素、社会言語的要素だけでな

く、社会文化的要素においても留学生から肯定的評価を得たことを報告している。	 	  
日・英二言語を同時に使用した試みでは、Edasawa & Kabata（2007）が、カナ
ダ在住の日本語学習者と、日本在住の英語学習者（日本語母語話者）4～6人グル
ープによる、“KEYPAL”プロジェクトを紹介している。お互いに母語話者と接す
る機会の少ない学習者にとって、グループでの情報交換は貴重な経験となり、プ

ロジェクトを通して語彙や表現の習得も進んだことが報告されている。1対 1で
行うＥメール交換の場合、ペアによってＥメール送信の頻度が異なり、公平性に

欠けるという過去の経験から、ディスカッションボードを使ったグループでの実

施が試みられている。また、森・野仲（2011）も同様に、Google Documentを使
った 3～4人グループでのＥメール交換プロジェクトが、異文化交流の場になった
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と報告しているが、両プロジェクトとも、メッセージ投稿の頻度にはグループに

よって差があるとし、学習者の参加意欲を一定に保つことは難しいことを窺わせ

ている。 
また、「タンデム学習」の観点からは、脇坂（2012, 2013）の報告がある。タン
デム学習とは、母語の異なる 2人がペアになり、言語や文化を学び合うという学
習形態である。互恵性と学習者オートノミーという 2つの原則に基づいて行われ、
パートナーは互いに言語学習の成果を上げるために助け合う関係にあり、自分自

身の学習に責任を持つ（脇坂 2012）。脇坂（2013）は、Ｅタンデム（インターネ
ットを介してタンデム学習を行うもの）を続けた学習者の動機の変化を調査し、

自由な自己表現、相手の文化の情報獲得、上達の実感が学習動機を高めたとして

いる。 
これらのインターネットを介した活動の特徴を踏まえ、マギル大学と東海大学

の間で行ったＥメール交換について調査を行った。 
 
3．目的  
3.1	 実践の背景  
	 マギル大学では、近年増加傾向にある、セ

ルフスタディー学習者（日本語の基礎を独学

で学んだ学習者）と、継承語話者への支援策

として、2013年度より、ライティングコー
スを開講している。これらの学習者は、ゼロ

から段階的に通常クラスで学んだ学習者に

比べると、個々の技能別の能力の

差が激しく、特に書く力の弱い学

習者が目立つ。このように、レベ

ル1から4までの通常コースには
うまく適合しない学習者が多い

ため、書く力を補強し、個別指導

もしやすいライティングコース

を 2コース設けることになった。
各コースのレベルは表 1のよう
に位置付けられているが、特に初

級レベルのライティング Iでは、
クラス内でもレベル差が大きい。 
	 表 2にライティング Iの授業内
容を示す。表のように、1学期間
を通して、レベル 1の文法・漢字
を復習しながら、自分自身につい

て、文章で表現する力を身につける。さらに、クラス内のレベル差にも対応しな

がら、学習内容を実際のコミュニケ―ションの場に応用する方法として、1対 1
で行うＥメール交換を提案し、東海大学外国語教育センターに協力を依頼した。

表 1 
コース レベル 
レベル 4 中級～上級 
レベル 3 初中級～中級 

ライティング II 初中級 
レベル 2 初級 II 

ライティング I 初級 
レベル 1 初級 I 

 
表 2：ライティング I 概要 

週 作文トピック 文法 漢字 
1  自己紹介 

レベル１教科

書  『 な か ま

１』の文法復

習 

＋ 

各トピックで

使わ れ やす

い文法 

＋ 

学習 者の作

文 か ら 文 法

項目をピック

アップ  

レ ベ ル １教

科書 『なか

ま１』の漢字

復習 

2  私の一日 

3  私の町 

4  私の部屋 

5  私の趣味 

6  手紙を書く 
＊Ｅメールスタート 

7  休みの予定 

8  私の国 

9  私の友だち・家族 

10  私の国の習慣 

11  最近のニュース 

12  私の将来 
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相手の学習言語である英語も同時に使用することにより、タンデム学習としても

機能させることが狙いであった。また、先行研究では、ほとんどの日本語学習者

が初級修了レベル、または中級レベルであったが、初級レベルでも同様の結果が

得られることを期待した。 
	  
3.2	 調査の目的  
	 本調査では、以下のポイントを明らかにすることを目的とする。 
①Ｅメール交換が学習動機に与える影響 
②日本語・英語の両言語使用の効果 
③実施レベル（初級レベルと初中級レベル）による差 
 
4．実践方法  
4.1	 調査対象者・実施期間  
	 2013年秋学期、及び 2014年冬学期に実施したＥメール交換を本調査の対象と
する。マギル大学からは、ライティング I・ライティング IIの受講者全員が参加
し、東海大学からは、上級リーディング＆ライティングコースの受講者のうち、

希望者が参加した。日本とカナダでは、学期の開始時期が異なるため、カナダの

2014冬学期には、日本の 2013年秋学期に参加した学生のうち、希望者が再度参
加した。各学期の参加者数は表 3の通りである。 

 
4.2 Ｅメール交換の手順  
	 以下の手順でＥメール交換を行った。 
 
① マギル大学の学生は、東海大学の学生に日本語でＥメールを送る。  
② 東海大学の学生は、①の返事を日本語で書き、同じメールの中に英語のメッ
セージを書く。英語のメッセージは日本語の翻訳ではなく、英語で書きたい

ことや質問を書く。  
③ マギル大学の学生は、②の返事を日本語と英語で書く。日本語のメッセージ
には日本語で、英語のメッセージには英語で答える。  

④ ②、③を繰り返し、それぞれ 2回目のメールまで、教師に CCでメールを送
る。それ以降のメール交換は自由。 

 
マギル大学側はそれぞれの送信を 1回の宿題として、宿題提出ポイントに加算
した。また、初級レベルのライティング Iでは、実施前に日本語タイピング、お
よび、Ｅメールの書き方の授業を行った。 

表 3：参加者数・実施期間 
期間 日本語学習者（マギル大学） 英語学習者（東海大学） 

2013年 10月～12月 ライティング I ：11名 
ライティング II： 5名 

上級リーディング＆ライティ

ング：希望者 16名 

2014年 2月～4月 
ライティング I ： 4名 
ライティング II： 5名 

上級リーディング＆ライティ

ング：希望者 9名 
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4.3 分析データ  
	 各実施期間終了後に、参加者全員にアンケートを依頼した。また、2014年冬学
期のマギル大学側の参加者に対してフォローアップインタビューを行った。本調

査では、マギル大学側のアンケート調査、及びフォローアップインタビューの結

果、また、CCで教師に送られたＥメールの文面を分析データとして用いた。 
 
5．結果と考察  
5.1	 アンケート調査結果  
	 Google Documentを用いたアンケート調査を行い、参加者 25人中、15人から回
答を得た。記述式の回答（筆者による日本語訳）を以下に示す。I、IIはそれぞれ
ライティング I（初級）、ライティング II（初中級）の学習者からの回答を表す。 
（1）プロジェクト全体に対する肯定的評価	 

� 本物の日本語に触れられてよかった。I 
� ライティングスキルを身につけながら、個人的な情報交換ができた。I  
� 相手から学んだ日本語をすぐ応用した。I  
� どうやったら相手に伝わるか、文の組立てを真剣に考えた。I  
� 日本語を学ぶ過程で、大いに役に立った。I 
� 誰かと直接日本語で話せるのはいい体験だった。I 
� 相手のメールを観察して、カジュアルな表現を学んだ。II 
� 日本語のＥメールの書き方を学べてよかった。II  
� お互いの文化や歴史、ライフスタイルを知るのにいい方法だった。I,II  
� 学習している言葉の文化背景を誰かに直接聞けるのがよかった。II 
� 日本文化への興味がより深まった。II  
� 自分の文化をシェアできるのは楽しかった。II 
� 自分のスキルを向上させるのと同時に、相手の英語を助けることで、大き
な満足感が得られた。II 

	 

（2）プロジェクト全体に対する否定的評価	 
� 質問やテーマを与えられた方が、もっと多くのことが書けたと思う。I  
� もう少し、Ｅメールの書き方についてのガイダンスが欲しかった。 I 

	  
	 以上のコメントから、母語話者の日本語を読むことで、表現や文体などの言語

的知識が獲得でき、日本語能力の向上に役立ったと感じていることがわかる。ま

た、日本文化や日本人学生のライフスタイルなど、社会文化的知識が得られたこ

とも肯定的評価につながっている。「興味を持つことは勉強にいちばん大切なこと

だ II」というコメントもあり、Ｅメール交換が学習動機にも影響していると言え
る。一方で、初級学習者は社会文化的要素よりも、言語的要素を重視する傾向が

あり、そのため、Ｅメールの内容や書き方に対して、否定的な評価があったもの

と思われる。 
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（3）日・英二言語使用についての肯定的評価	 
� コミュニケーションがよりクリアになる。理解も深まる。I 
� お互いの学習言語が上達する。I,II 
� 両方の言葉をつかう方が、もっと多くのことが言える。I  
� お互いにとってフェアな方法だ。 I 
� 日本語でコミュニケーションが取れない時、英語が使えてよかった。II 
� 自分のスキルを伸ばすだけではなく、相手を助けられたのがよかった。II  
� 相手が一生懸命英語を書いているのが感じられ、相手を助けてあげている
気がして嬉しかった。II  

� お互いのためになる双方向の交流ができたと思う。II  
 
（4）日・英二言語使用についての否定的評価	 

� 間違いを直す時には英語が役立つが、日本語学習には完全に日本語漬けに
する方がいい。I 

� 初めは、1つのメールに両方の言葉でそれぞれ違ったトピックについて書
き進めることに混乱した。I 

� お互いにとってフェアな方法だと思うが、自分は日本語の返事を読むこと
が一番楽しかった。I 

� 相手の英語のレベルがどの程度なのか、判断が難しかった。I 
 
	 15人中 14人が「両方の言語で行った方がいい」と答え、初級学習者の 1人が
「日本語のみがいい」と答えている。理由として、言語学習の側面から、二言語

使用の利点が多く挙げられている。先行研究（田島 2011他）では、途中から英文
のみになったという例もあるが、本実践では、どのペアも一言語になってしまう

ことはなかった。これは、英語と日本語はそれぞれ別のトピックについて書き進

めるというルールを守っているからでもあるが、お互いが二言語使用の利点を認

識し、「お互いにとってフェアな方法だ」と感じているからであろう。 
しかし、相手をサポートすることに対する満足感について言及しているのは、

ライティング II（初中級）の学習者のみであった。このことから、初中級レベル
になると、互恵性が働き始め、Ｅメール交換がタンデム学習として機能するよう

になるのではないかと推察できる。（1）（2）にも見られるように、ライティング
I（初級）の学習者は、自身の学習言語の言語的要素の獲得に集中する傾向がある
ため、相手の言語学習を気遣う余裕がなかったということも考えられる。 
 
（5）相手についての肯定的評価	 

� 日本人にメールを送るのは初めてだったので、興味深かった。I 
� 新しい人との出会いは、いつも楽しい経験になる。I 
� もし可能なら、将来連絡を取りたい。I  
� 日本人の友だちができた。I 

 
（6）相手についての否定的評価	 

� もっと続けたかったが、相手が返事をくれなかった。I  
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� 相手の返事が遅かったので、楽しめなかった。II 
� このプロジェクトのメリットは、相手とどれだけ親しくなるかによって異
なると思う。II 

 
	 先行研究でも挙げられているが、本実践でも、ペアによってＥメール返信の速

度に大きな差が見られ、2期の実践で、合計 4組のペアが何らかの理由で 2往復
のＥメール交換を完了できなかった。これは、学習者のモチベーションを低下さ

せる原因となっているため、Ｅメール交換の方法、ルールに改善が必要である。 
 
（7）継続について	 
	 2往復のＥメール交換後、さらにＥメール交換を続けたかという質問に、15人
中 7人が「いいえ」、6人が「数回続けたが、今（学期終了時）は終了している」、
2人が「今も続けている」と回答している。 
	 Ｅメール交換を継続させるには、トピック選びも重要である（Edasawa & Kabata 
2007, 内田・森 2010）。お互いに興味のある話題を持ちやすいよう、Ｅメール交換
の相手を決める際、専攻や趣味などの調査もあらかじめ行うことが望ましい。今

回は、専攻は考慮せず、ランダムに相手を決定したが、今後この点も改める必要

があるだろう。 
	  
5.2	 フォローアップインタビューの回答  
	 マギル大学 2014年冬学期の参加者の 9名のうち、7名がインタビューに応じた。
アンケート調査では明確にならなかった、相手の日本語と英語に対する感想につ

いて質問し、以下の回答を得た。 
（1）相手の日本語について 

� 友だち言葉が多かった。 I,II 
� とても勉強になった。表現を真似して使ってみた。I,II  
� わからない時は辞書やネットで調べた。I 

 
（2）相手の英語について 

� 間違いはあったが、コミュニケーションに支障はなかったので直さなかっ
た。 I,II 

� 相手の英語の間違いを見て、自分も気が楽になった。完璧な日本語を書か 
なくても大丈夫だという気になった。 I,II 

� 相手が理解できるように、シンプルな英語の文章を書いた。I,II 
 
 上記のうち、「相手の英語を直さなかった」、「相手の間違いを見て気が楽になっ
た」に関しては、7人全員が同じ内容の答えを述べている。このことから、間違
えるのは相手も同じであり、文法や語彙の少々の間違いであれば、コミュニケー

ションに支障を来さないという事実が、日本語を書くことに対する不安を軽減し

ていることが窺われる。 
しかし、どんな間違いも支障を来さないという訳ではなく、間違いによっては、

コミュニケ―ションが成り立たなくなるもの、気分を害するものなどもあるはず
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である。相手の間違いのうち、どのような間違いを直さず見逃したのかについて、

詳しい調査をする必要があった。また、どのような間違いなら訂正するかについ

て明らかにすることは、学習者が自身の日本語にも同じように注意を向けるきっ

かけになるであろう。これらの調査を今後続ける必要がある。 
 
5.3	 Ｅメール本文の調査結果  
	 CCメールで教師に送られた 76通のＥメールより、日本語部分で、相手の言葉
や表現を引用しているものを調べたところ、以下の表現の使用が見られた。 

a. 「メールをありがとう」 I  
b. 「～と聞きました」 I 
c. 「返信が遅れてしまい、申し訳ありません」 I 
d. 「～みたいですね」 I 
e. 「よろしくお願いします」 I 
f. 「ここから英語で書きます」 I 
g. 「N、おもしろそうですね」II 

 
	 アンケート調査、インタビュー結果から期待したほど多くの引用は見られなか

ったが、カジュアルな表現などは、相手と打ち解けた後、2回目の送信以降に増
加したことも考えられる。絶対数は少ないが、上記の例を見ると、aから fまで
が初級学習者のＥメールに見られ、gの 1つのみが初中級学習者のＥメールに確
認できたことから、5.1の結果同様、初級学習者の方が、相手の言語的要素に集中
していることが推察できる。 
 
6．まとめ  
	 本調査では、Ｅメール交換の効果として、学習者の①相手に言いたいことを伝

えようとする努力、②相手のＥメールから、実際のコミュニケーションに使われ

る日本語表現を吸収したいという気持ち、③日本文化への興味の芽生えの 3点が
観察された。これらは、日本語母語話者とのＥメール交換が、学習者の日本語学

習に対するモチベーションの維持・向上に貢献していることを裏付けている。 
	 さらに、二言語使用のメリットとして、①コミュニケーションの補助になる、

②相手も同じ学習者であることを認識し、不安やストレスを軽減する、③相手を

サポートすることに達成感を感じ、お互いに言語学習の成果を上げるために助け

合う互恵性が生まれるという 3点が確認できた。タンデム学習の条件でもある③
互恵性の成立に関しては、本調査では初級学習者からは確認できなかったが、初

級学習者が指摘していたように、Ｅメールの書き方や、相手の情報に関する詳し

いガイダンスを行うことで、初級学習者にも余裕が生まれ、相手をサポートする

意識が高まる可能性も考えられる。 
言語学習の方法が多様化する中、言語の基礎を習得し、初級段階が終了してか

ら実際のコミュニケーションを試みるという順番で言語を学習することは難しく

なってきている。コミュニケーションの実践の過程に言語教育があるという観点

から、今後も初級段階での様々な実践を試みることを今後の課題としたい。 
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資料：アンケート質問項目＆回答	 （回答: 4段階評価の場合は平均値） 

 
質問項目	 	 ＊= 4段階評価 回答 

＊（4.strongly agree, 3.agree, 2. disagree, 1.strongly disagree） 初級（n=9） 初中級(n=6) 

a 
この活動は楽しかったか。＊ 3.3 3.5 
その理由（記述） - - 

b この活動によって、日本語能力が上達したと思う。＊ 3.2 3.0 

c 
活動中、最も楽しかったのは？〈複数可〉 
①日本語メールを書く②日本語メールを受け取る③英語

メールを書く④英語メールを受け取る 

①=8,②=7,
③=4,④=4 

①=5,②=4,
③=2,④=3 

d 
日本語と英語、どちらの言語で Eメール交換をするのが
いいか。 

両方=8,日本
語のみ=1 

両方=6 

その理由（記述） - - 

e 
この活動を通じて、日本語のライティングに自信がつい

た。＊ 2.9 3.0 

f 
日本人学生の英語学習の手助けをすることは楽しかっ

た。＊ 3.4 3.5 

g 
英語を母語としない人と英語で話せることは大切なコミ

ュニケーション能力だと思う。＊ 3.3 3.3 

h 

1.この活動を通じて、語学学習に対するモチベーション
が上がった。＊ 3.3 3.2 

2. この活動を通じて、日本文化の学習に対するモチベー
ションが上がった。＊ 3.1 3.5 

i 
この活動で、新しいことを学んだか。 Yes=3, No=6 Yes=4, No=2 
どんなこと？（記述） - - 



  2014 CAJLE Annual Conference Proceedings 
 

 
 

35 

j 2回のメール交換はうまくいったか。 Yes=9 Yes=5, No=1 

k 
2回のメール交換の後、メールを続けたか。 
N=いいえ	 ○=数回続けた後、停止	 ◎=今も継続 

N=5, ○=2, 
◎=2 

N=2, ○=4,  

l 
また機会があれば参加したいか。 Yes=6, No=3 Yes=6 
その理由（記述） - - 

m 
相手は日本語母語話者のほうがいい。 
J=日本語母語話者がいい	 	 E=どちらでもいい J=8, E=1 J=4, E=2 

n その他	 コメント（記述） - - 
 
 


