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1. はじめに 
	 文部省が 1985 年に発表した「日本語教員の養成等について」では，日本語教
員養成における教育内容や水準について指針を挙げている。ここで示された内容

は，日本語教師の専門性として求められる日本語や日本事情に関する知識と，訓

練により身につけるべき教授能力が中心であり「教師トレーニング（岡崎・岡崎

1997:8）」の要素が強いものであった。その後，日本語学習者の多様化と外国語
教育パラダイム変化などの影響を受け，2000年に文化庁から新たに「日本語教育
のための教員養成について」が発表された。ここでは，コミュニケーションが教

育内容すべてにおいて根底をなすと指摘し，「日本語教育とは，広い意味で，コミ

ュニケーションそのものであり，教授者と学習者とが固定的な関係でなく，相互

に学び，教えあう実際的なコミュニケーション活動と考えられる」（日本語教員の

養成に関する調査研究協力者会議 2000）と言及している。さらに 2012年に文化
庁が発表した「日本語教員等の養成・研修に関する調査結果について」では，「日

本語教員等には『日本語指導』に加え『生活相談及び生活情報の提供』が求めら

れるとともに，『言語に関する知識』や『教授力』以上にまずは『コミュニケーシ

ョン能力』などが求められたりする」現状があると述べている。このように，日

本語教師養成で注目すべき教育内容は，ここ 30 年弱の間に「教授項目に関する
知識と教授技術」重視から，「学習者に対応するコミュニケーション能力」重視に

大きく変化した。 
	 筆者が教育活動を行っている愛知県は，外国人住民の割合が 2.66%（2013 年
末）1と高い。そのため，筆者が勤務している大学では，2001年度から日本語教
育実習の一環として地域の日本語教室でのボランティア活動を取り入れている。

この実習では，1 年にわたり地域のボランティアメンバーと共に日本語学習支援
に取り組んでおり，日本語教育実習生（以下，実習生）が他のボランティアと協

働して教室を創り上げる経験を通じて「外国人住民と教え，学びあう」ことの重
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要性を理解できる貴重な機会となっている。しかし一方で，この実習が「地域の
．．．

日本語教室」での実践であることから，彼らが経験してきた学校での学習経験と

分けて捉え「ボランティア教室だから学習者と対等にコミュニケーションする（＝

自由におしゃべりする）が，普通の
．．．

教室では教師が教えるものである」と考えて

いる，あるいは無意識にそのように行動しわけている学生が多いという課題が浮

かび上がってきた。 
森本（2009）は，教室でのコミュニケーションの特徴として「教師と学習者と
の会話の非対称性」を指摘しており，非対称性を表すものとして，教師の質問－

生徒の応答－教師の評価の流れが 1セットとなる「IRE連鎖」を挙げている（森
本 2009:129）。このような場では，コミュニケーションが学習者自身の考えを伝
える行為ではなく，教師による評価の対象を作る行為になってしまう。 
以上のような問題意識に立ち，「言語知識を教え，評価する役割である」教師と

の非対称性が当たり前である学習経験しか持たない実習生の言語教育観を打破し，

どんな教室であっても
．．．．．．．．．．

「日本語を学ぶ場」をリアルなコミュニケーション，つま

り「行っている人びとの間で関係を構築していくプロセスそのもの（徳井

2012:180）」にすることを体験的に理解できる「コミュニケーション能力」育成
を重視した実習プログラムをめざし，インドネシア・ガジャマダ大学日本語・日

本文化学科と協働し，日本語教育と日本語教育実習の融合を目指した相互交流プ

ログラムを企画，実施した。本稿では，2012年度から筆者が実践した実習指導お
よび，実習生の学習記録から読み取れる成果を中心に紹介する。 
 
2. プログラムの概要 
2.1 プログラム企画・実施に際しての問題意識 
	 本プログラムは，2 週間のインドネシア・ガジャマダ大学での現地実習を中心
とした前後 5 か月間のプログラムである。実施に際して，愛知県立大学（以下，
県大）の実習担当者（筆者を含め 2 名）とガジャマダ大学（以下 UGM）担当者
が双方の教育現場における課題について議論した。県大からは①日本語を駆使し，

コミュニケーションをする能力の養成，②固定化された「言語教師観」の再構築，

③日本社会や日本文化に関する理解の乏しさ，UGM からは，①日本人とのコミ

ュニケーション機会の少なさ，②ポップカルチャーの浸透等による日本語学習動

機の多様化への対応，③日本語での会話能力養成の困難さ，が挙げられた。そこ

で，双方の課題を解決すべく，県大生と UGM生がコミュニケーション活動をと
おして関係構築を目指す「相互交流型プログラム」を企画，実施した。 
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2.2 プログラムの流れ 2 
	 実習プログラムは，「実習準備」，「現地実習」，「ふりかえり」の 3 段階に分け
られる。実習準備は，6月上旬から出発前までの約 3か月間である。まず実習生
は 3～4人でチームを形成し，UGM生とのコミュニケーションの目的を設定する
（例：UGM生と恋愛観について話し合い，互いの考えを共有する）。この後，実
習生は，自ら設定した目的を達成するために，トピックとコミュニケーションタ

スクに基づいた教室活動案（リンク式教室活動案：2.3.2参照）を作成し，2週間
に 1回程度筆者が指導を行う。この事前指導では，教室活動の流れや，学習者の
日本語レベルに応じた話し方（いわゆる foreigner talk），教材作成と教具の準備
等について扱うが，指導時間の多くは活動案が設定した目的を達成するリアルな

コミュニケーションを目指したものであるかの吟味に費やした。 
9 月の 2 週間にわたる現地実習では，チームで順番に進行役を決め，6 回～8
回，同じ教室活動案を用いて会話活動を行う（1回 90分）。毎回の会話活動後に，
全員で活動のふりかえりをし，自身の内省をインターネット・ポートフォリオに

記録し，さらに各学生の議論をインターネット上で深めていけるようにした。 
	 実習終了後，実習生全員と実習での学びをふりかえり，各回の記録を再度見直

しレポート作成と成果発表を行い，まとめとする。 
 

［図１プログラムの流れ］ 
	  
 
 
 
 
 
 
2.3 教室活動をコミュニケーション実践の場にするための「しかけ」 
	 実習生が持つ教室コミュニケーションのイメージである「教師と学習者との会

話の非対称性」を打破するには，教師（実習生）があらかじめ会話内容と進度を

決定し，学習者と想定した問答を行うといった「教師が正しい解を持つコミュニ

ケーション 3」と「学習者との関係構築を目指したコミュニケーション」の違い

を理解した上で学習者と関係構築のためのコミュニケーションを実践する必要が

ある。そこで，教室活動でリアルなコミュニケーションを行うとは具体的にどう

いうことなのかを徹底的に考える機会を実習生に持たせるため，3つの「しかけ」
を取り入れた。 
 

【実習準備】 
・チーム形成（3～4人） 
・目的決定：トピックとタスク設定 
・教室活動案作成（リンク式教案） 
・教室技術（訂正，foreigner talk等） 

【実習】 
同じトピックの 
会話活動 
6～8回，1回 90分 

【ふりかえり】 
全員/グループ 

レポート 
成果発表会 
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2.3.1 しかけ 1「コミュニケーション意識を持たせる」 
	 実習生が教室で実践するコミュニケーションを注意深く観察するために，以下

の「しかけ」を取り入れた。 
まず，教室活動を 1人で担当するのではなく，3～4人が順番に進行役を担当す
ることにより，実習生が教室活動を進める役割を体験するとともに，コミュニケ

ーション参加者の立場から進行役を観察できるようにした。これにより実習生同

士のピア・フィードバックを促進させ，自身の内省を深められるようにした。 
次に，異なる学習者を対象に同じ教室活動案を用いて複数回教室活動をするこ

とにより，同じ教室活動案であっても毎回異なるコミュニケーションになること

を経験する。これにより，実際の教室活動では教室活動案のシミュレーションか

ら離れ，コミュニケーションの相手として学習者と向き合うことが重要であるこ

とを経験的に理解できるようにした。 
 
2.3.2 しかけ 2「リンク式教室活動案」 
	 教育実習では，教室活動案を作成し，それに基づき教壇実習を行うのが一般的

である。しかし，このような教育実習では，実習生は予定通り教室活動案を進め

ることに固執し，予定通りに進まないことが失敗であると捉えがちである。これ

こそが，相手に応じて柔軟に変える教室活動の実施を阻む要因であり，教室活動

案が「授業開始から終了」まで順番に行う内容を並べている限り，この考え方を

解きほぐすことは困難であると考えた。そこで，授業のトピック導入段階だけ定

め，そこから，さまざまな進行が可能な「リンク式教室活動案」作成に取り組む

ことにした。 
	 「リンク式教室活動案」という名称は，順序にこだわらず教室活動を展開でき

る点が，インターネットで読み手の興味により新しいサイトにリンクされ，さま

ざまな順番で閲覧されていく様子をイメージして名づけた。リンク式教室活動案

は，メイントピックと 5～6 のサブトピックによるブロックから構成される。教
室活動案作成は以下の手順で進めた。まず，チームメンバーで，授業で扱うトピ

ックと教室活動の目的を定め，具体的に何を話したいかをマッピングを用いてブ

レーンストーミングし，サブトピックを選定する（図 2）。その後，それぞれのサ
ブトピックで話す内容を，タスクの難易度（言語的・心理的）で整理し（図 3），
実習生がそれぞれのサブトピックで話すことと学習者の発問例をリスト化し，チ

ームで持ち寄り吟味する。最後に必要な教材や教具について検討する，という手

順で取り組んだ。 
	 また，教材や写真などの教具の吟味の際には，その提示が語彙の導入や表現な

ど「言語項目の提示を目的としたもの」と「トピック（＝話すべき対象）の提示

を目的としたもの」か注意深く見極めるように指導した。例えば，図 4は実習生
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が準備した写真である。これを「化粧品」という語彙を理解させるために用いる

と「言語項目の提示」が目的となるが，朝の身だしなみについて，どのぐらい時

間をかけているかについて話したいと考えている実習生が，一番時間をかけてい

るアイメイクについて説明する際に用いれば，写真そのものが説明する対象とな

る。両者の違いを意識して教室準備を行うことで，実習生が教室活動案を作成す

る際に「何のために行うのか」と，常にコミュニケーション意識を持たせるよう

にした。 
	  

［図 2 教室活動案マッピング］ 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

［図3 難易度によるタスク整理］	 	 	 	 	 	 	 ［図4 準備した写真］	 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

2.3.3 しかけ3「インターネット・ポートフォリオの活用」	 
	 実習準備段階からインターネット・ポートフォリオを活用し，学習のプロセス

を可視化し，学習者間のピア・フィードバックができる環境を整えた。特に実習
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の際には，毎回の教室活動後に活動を記録し，学習者が互いの記録にコメントを

書き，ディスカッションを深めていけるようにした。毎回の教室活動報告に関す

るピア・コメントは平均で 11（全 8回計 88，実習生 9名）であった。 
 
2.4 コミュニケーション実践をとおした学び	   
	 2.3で挙げた「しかけ」により，教室活動案作成時において，「シミュレーショ
ンで学べること」と「シミュレーションにしないことで学べること」の 2種類の
学びが得られる。「シミュレーションで学べること」はマイクロティーチング的な

要素，例えば，学習者の発話で誤用があった際のフィードバックのしかたや，学

習者の日本語レベルに応じた話し方（いわゆる foreigner talk），学習者が知らな
い語句や表現の説明のしかたである。これらは，経験と内省だけでは習得するの

が難しいスキルであるため，事前に知識と練習が必要な項目である。一方で，「リ

ンク式教案」の導入により，実習前の教案を用いたコミュニケーション活動の吟

味が「教案に記述した内容を抜けもれなく実施したか」ではなく「自分たちが目

的としたコミュニケーションを達成できたかどうか」に注目することが可能にな

る。また，活動後のふりかえりも「進行役」「参加者」の複数の立場から教室活動

を捉えることが可能になると考えられる。 
 
3．まとめと今後の課題 
	 以上の教育実践から，学生はどのような学びを得たのだろうか。2012年に実施
した実習生のインターネット・ポートフォリオとレポートから彼らが得た「実践

知」は以下の 6つの項目にまとめられる（宮谷 2013）：①実践をとおして改善し
ていくこと，②教室でのコミュニケーションを「自身の課題」として捉えること，

③知識の伝達と学習者との対話の差異，④グループで共に学ぶこと，⑤教案を準

備し，手放すこと，⑥本物のコミュニケーションをすること。本教育実践は現在

3 回目であり，今後，教育効果を検証する必要があるが，これまでの彼らの実習
記録や教室活動からは，教室活動でのコミュニケーションの捉え方が変化してい

ることが見てとれる。 
	 今後の課題として，双方のコミュニケーションをより実り多いものとするため

に実習生だけでなく，UGM 生のコミュニケーション目的を明示化するためのし

かけづくりが挙げられる。さらに，日本語学習者が自身の日本語でのコミュニケ

ーションを観察し，やりとりの中から言語知識や言語外知識と結び付けるメタ認

知能力を身につける，言い換えれば「自ら学びとれる学習者」を支援するための

方法を，教師（実習生）がどのように身につけていけばよいか，実習の「しかけ」

に工夫を加えていきたい。 
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注	  
1) 愛知県内の市町村における外国人住民数の状況（平成 25 年末現在）

http://www.pref.aichi.jp/0000072886.html（2014年 8月 18日閲覧） 
2) 実際の実習プログラムは，「UGM の正規日本語授業の見学と教育補助活動」

「UGM 生との会話活動」「UGM 生への日本文化紹介」からなるが，本稿の

目的である「コミュニケーション能力養成」の核となる「UGM生との会話活
動」についてのみ触れる。 

3) この場合の「正しい解」は，正確さ・適切さにおいて正しい日本語でやりとり
することを指しているのではなく，教師が想定した進行にのっとって進めてい

る」状態を指す。岡崎（2000）が指摘した「教師としての自分の中にあらか
じめあるものを学習者に分け与えている（岡崎 2000:3）」状態であるとも言え
る。 
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