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1. はじめに  
本発表は，カナダ東部の大学初級コースで，「話す」ことへの苦手意識の低

減，主体的に話す力の育成を目標として行なった取り組みの報告である。不安

軽減に役立つと考えられるタスクや教室外活動（西谷，松田 2003）を他の活動
と調和させながら，系統的・段階的にコース内に取り入れることが可能である

かという点も含め，取り組みの成果・可能性について考察する。 

2. 取り組みの背景  
	 多くの学習者が「読む・書く・聞く・話す」の四技能をバランスよく習得すべ

きというビリーフを持ちつつ，上達させたい技能としては会話能力を挙げている 
（阿部 2009;高崎 2014）。一方，情報技術の発達から近年，実際の言語使用経験
が少ない，或いは「読み」偏重の学習をしてきた独学からの学生など，言語使用

に不安を抱える学習者がコース内で見られるようになってきた。 
	 実際に発表者が担当するコースでも学生からのフィードバックの中に「話す」

ことへの不安を訴え，「授業の中で会話の技能を上達させるような練習をもう少

し増やしてほしい」というような意見が複数見られた。更にインタビューで話を

聞いていくと，こういった要望の背景には，「学習言語で『話す』ときには，ま

ず頭の中で視覚的に文を構成してから口に出している。よって先に『書く』こと

ができるようになり，その延長線上に『話す』ことがある。『話す』ことは『書

く』ことより難しい。」といったビリーフがあることが分かった。これは，「書

く」活動は「話す」活動に比べると，理解・生産処理時間が長いことから，参加

者の平等な参加を可能にし，統語的に複雑な表現や多様な表現の使用を助長する

（Karn, Ware, & Warschauer, 2004）という先行研究の所見と合致する。つまり，
学習者にとって「話す」活動の難しさ・問題点は，その場での対応を求められ，

準備に時間がないことから，活動に平等に参加しにくい（能力差が顕著に現れ

る），複雑な表現や多様な表現を使用するのが難しい（新しいものに挑戦しにく

く，表現がワンパターンになる）というところにあると思われる。 
	 これらの現状から，「話す」ことに対する不安を軽減するような取り組み（タ

スク・活動・評価など）が必要であると考えた。今回，不安を克服し，主体的に
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「日本語話者」としての自己や言語使用場面を創造していける力を育てることを

目指し，「話す」活動の系統的導入を試みた。 
	  
3. 取り組みの概要  
3.1.	 取り組み  
本取り組みは，カナダ東部の大学の初級後半レベルのコースを対象に，2013
年秋学期から 2014年冬学期にかけて行なったものである。当該コースは，約
130時間の学習を修了した日本語 2年目のレベル（通期コース）で，取り組み当
時は 2クラス計 23人が履修していた。授業は，一日 1時間・週 5日（1学期 13
週間）で，そのうち週 4日をインストラクター，週 1日をティーチングアシスタ
ントが担当している。教科書には，『なかま 2』(Houghton Mifflin)・『みんなの
日本語 2』（スリーエーネットワーク）に相当するレベルのコースパックを使用
している。 
今回，以下の二つを学習・評価活動としてコース内外で試みた。１）コースの

学習進度に合わせ，難易度・柔軟性の異なるペア・グループタスクを系統的にコ

ース内に取り入れる。タスク内の言語使用場面は，学生自身が「いつ日本語が必

要か」考え，設定する。2）教室活動で不充分な部分を補うため，異なるレベル
の学生や地域母語話者と交流できる会話クラブを授業外に設置する。コースの終

わりには，選択・自由回答形式アンケートを通して，取り組みに対する評価・振

り返りを行なった。 
 
3.2.1.	 Oral Assignment の実践  
	 取り組みの一つとして，学生が達成感を感じながら自信をつけていけるよう，

コースの学習進度に合わせ，難易度の異なる「話す」活動を系統的にコース内に

取り入れた。以下，この活動を Oral Assignmentとする（表 1参照）。 
 
表 1 「話す」学習・評価活動（Oral Assignment）の内容 

 ①  Oral 
Assignment 1 

9月  

②  Oral 
Assignment 2 

11月  

③  Oral  
Assignment 3 

2月  

④  部活まとめ  
4月  

活動  ダイアログ  スキット  ロールプレイ  グループ発表  

作業負荷  準備 
(自分) 

準備 
(自分＋相手) 

準備 
(場面＋自分＋相手) 
対応・交渉 

活動 
準備 
(場面＋自分＋グループ) 

グループ

分け  
ペア(自由) ペア(自由) ペア 

(即興・教師) 
グループ 

テーマ・  
場面設定  

教師 部分的にペア クラス 自由 
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	 活動の難易度は，作業負荷の量，グループ分けの自由度，テーマ・場面設定の

自由度の組み合わせにより，調整した。評価は，「Oral Assignment 1・2・3」を
合わせてコース全体の成績の 2％，「部活まとめ」は 1 年を通して行った「部活」
というプロジェクト（10％）の一部 3％とした。 3％の内訳は，グループ発表原
稿 1.5％，グループ発表 1.5％である。 
①	 Oral Assignment 1（秋学期：9月）  
	 最初の活動のダイアログでは，暗記して発表するという個人の活動を主とし，

作業負荷量を少なくした。また，グループ分けは自由度を高め，学生が主体的に

自由にペアを組むようにした。一方，テーマ・場面設定については自由度を下げ，

教師が既成のダイアログ（『なかま 2』第一課「健康」）を指定した。評価は，
Accuracy, Memorization, Cooperationの三項目合計 10点（素点）とした。 
②  	 Oral Assignment 2（秋学期：11月）  
	 次の活動にはスキットを取り入れ，自分だけでなく相手のパートや場面にも注

意を払わなければならない，台本を書く作業を増やした。テーマには直前に学習

した「道の聞き方・教え方」を教師が指定したが，場面についてはペアが自由に

設定するようにした。これにより，作業負荷，場面設定の自由度を増やし，活動

全体の難易度を高めることができた。場面の設定に際して，特に「日本語使用が

必要である場面であること」という規定を設け，日常の英語やフランス語での

「道の聞き方・教え方」を安易にそのまま日本語に翻訳することは禁じた。活動

は，1）台本原稿の下書き，2）原稿の直し，3）台本の暗記と練習，4）発表の四
つの手順を踏むこととし，Oral Assignment 1と同様に Accuracy/Intelligibility, 
Memorization, Cooperation の三項目合計 10 点（素点）での評価とした。また，4）
の発表の際には，発表後のクラスからのフィードバックの時に「なぜこの場面で

日本語が必要なのか」という質問を投げかけ，設定理由の説明を促した。学生が

実際に設定した場面は，「日本から来た観光客に道を教える」・「日本の子ども

達からの手紙をサンタクロースに配達する」・「寮で日本からの交換留学生に和

食の店を教える」などさまざまであった。  
③  	 Oral Assignment 3（冬学期：2月）  
	 次の学期の三つ目の活動では，更に難易度を高め，即興でのロールプレイを行

った。この即興ロールプレイは，準備の作業負荷量とテーマ・場面設定の自由度

を増やし，グループ分けの自由度を狭めたものである。活動の手順は，以下の通

りである。1）クラス全体で話し合いにより場面を二つ設定する。2）その中から
各自がやってみたい場面と役を選ぶ。3）各自，下調べや準備を行なう。4）クラ
スで即興にロールプレイを行なう。1）の場面設定の話し合いでは，前回の Oral 
Assignment 2と同じ「日本語使用が必要な場面であること」というルールに加え，
「達成すべき目標があり，それに向けて交渉が必要な場面であること」というル

ールを設けた。発表当日までは学生にはペアの相手は知らされておらず，目標達

成には，他言語の使用以外どのような手段を使ってもよいということを基本に，

3）の準備の段階では，同じ役の者同士がグループになって場面を想像したり，
情報を交換したりした。また，教師が学生 とペアになり，模擬的にクラスの前
でやってみるという練習も行なった。ペアは，習得語彙の種類や数の個人差によ
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るコミュニケーションの断絶を避けるため，教師が普段の授業の様子から判断し，

口頭能力が近い者同士で組ませた。評価は，Oral Assignment 2と同様である。実
際にクラスの話し合いで決まった場面は，A）日本で留学生がヤンキーにカツア
ゲされそうになる，B）日本国外の日本語を話す国際結婚家庭で，大学生の子ど
もが親に臨時のお小遣いを要求するという二つで，学生はそれぞれ留学生・ヤン

キー・子ども・親の四つの役に分かれた。 
④  部活まとめ（冬学期：4月）  
	 一年の最後に行なった活動は，グループ発表である。これは，「部活プロジ

ェクト」という一年を通して行なったプロジェクトの一部である。このプロジェ

クトでは，個人の興味によって分かれたクラブ（文学・歴史，アニメ・漫画，音

楽，食べ物）で活動を行い，その成果をクラブごとにクラスで作ったブログ（一

般公開，http://mcgillnihongo.wordpress.com/)で報告した。その一年間の活動のま
とめとして，成果をクラスで発表したものが「部活まとめ」のグループ発表であ

る。手順は，1）テーマと形式の決定，2）原稿下書き，3）原稿直し，4）原稿最
終版の提出，5）発表で，発表のテーマや形式は自由とした。3）の原稿直しの段
階では，レベル 4（中上級）の学生に参加・支援してもらった。評価は，原稿に
対して Accuracy，Organization， Cooperationの三項目計 15点（素点），発表に
対して Accuracy， Intelligibility，Cooperationの三項目計 15点（素点）とした。
発表は，ブログでの投票で選ばれた曲に新しい歌詞を付けたものの披露，おにぎ

りの歴史と作り方の説明，日本文化と妖怪についてのスキットなど様々であった。 

3.2.2.	 会話クラブの実践  
教室活動で不充分な部分を補うため，異なるレベルの学生や地域の日本語母語

話者と交流できる会話クラブを授業外に設置した。活動は週 1回 2時間で，当該
校で現在日本語のコースを履修している学生（レベル 1〜4），過去に履修して
いた学生を対象とした。 秋学期は，まず仲間づくりを進め，「話す」ことへの
不安を低減するため，学生（学習者）のみの活動とし，日本語母語話者には日本

語ボランティアとして冬学期から参加してもらった（約 10人）。秋学期は，学
校生活・就職活動・恋愛・趣味などさまざまなトピックについて自由に会話を進

めた。一方，冬学期には地域の日本語母語話者（比較的最近まで日本に住んでい

た人）の日本語ボランティアに各自得意とする分野やトピックについて話しても

らった。2時間の活動時間のうち，1時間を日本語ボランティアの発表，残りの
1時間を質問と自由会話の時間とした。トピックは，結婚式・花火大会・日本で
の電子機器購入にあたって・弁当・ひな祭り・粋なすしの食べ方など多様であっ

た。こういった発表以外には，参加者（部員・日本語ボランティア）からの提案

で，モントリオール紹介ビデオの作成・弁論大会に向けての練習なども行なった。 
自由参加の形式を取ったため，参加メンバーは日によってかわったが，平均

10人の参加があり，来れば誰か話し相手がいるという状態であった。冬学期に
入るとほぼ決まったメンバー（部員）が毎回参加するようになり，活動時間外に

も日本語を使って他の学習者や日本語母語話者と交流を深める様子が見られるよ

うになった。ボランティアにあたっては，原則，活動時間中は日本語のみ使用で，



	   	   2014	  CAJLE	  Annual	  Conference	  Proceedings	  	  

	  

	   118	  

ランゲージ・イクスチェンジではないことを参加前に確認・了承してもらってお

り，この点については「ランゲージ・イクスチェンジでなくても，同じ外国語学

習者として，ここで日本語を使おうと努力している学生達の姿を見ることは，自

分のフランス語学習の励みになる」というコメントが複数の日本語ボランティア

から寄せられている。 
 

4.	 結果・成果  
4.1.	 学生の反応  
	 学年末に行なったアンケートから得られた Oral Assignmentに対する学生の評
価，会話クラブに対するコメントは，総体的に肯定的なものであった。アンケー

トの回答は，コース履修者 23人のうち 20人から得た（表 2参照）。 
 
表 2 Oral Assignmentに関するアンケートの結果 

*二つの選択肢の中間に印をつけたもの	 **無回答 1 
	  
	 表 2から，回答者のほぼ全員が Oral Assignmentを通して日本語を「話す」こ
とに対する意欲が高まり，実際に「話す」力が伸びたと感じていることが分かる。

また，意欲の面に注目すると，多くの学生が「聞く」ことへの意欲も高まったと

回答している。これは Oral Assignment 3のロールプレイの影響と考えられる。
即興での発表であったため，相手の言っていることが分からなければ上手くタス

 Strongly 
disagree 

Disagree Agree Strongly 
agree 

1. Oral assignments helped me to improve 
my speaking skill 

0 0 10 10 

2. Oral assignments helped me to improve 
my listening skill 

0 3 14 3 

3. Oral assignments helped me to improve 
my reading skill 

 9 ½* 8 ½* 2 

4. Oral assignments helped me to improve 
my writing skill 

0 1 12 7 

5. I felt motivated to speak Japanese 0 1 4 15 
6. I felt motivated to listen to Japanese 0 3 7 10 
7. I felt motivated to read Japanese 0 5 10 5 
8. I felt motivated to write Japanese 0 4 11 5 
9. Oral assignments increased my interest 
in Japanese language and culture 

0** 4** 8** 7** 

10. As an oral skill evaluation method, 
Compared to other methods, I like oral 
assignments 

0 4 7 ９ 

11. Working with other students bothered 
me 

10 8 ½*  1 ½* 0 

12. Being evaluated as a pair/group 
bothered me 

9 8 2 1 
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クを遂行できないということに気づき，実際の言語使用の場での「聞く」力の必

要性を感じたのであろう。一方，技能向上の面を見ると，「聞く」力よりも「書

く」力が伸びたと回答している学生の方が多い。この点については，複数の学生

が「台本原稿の下書きを書くことが難しく，かなりの時間を費やした」というコ

メントを寄せており，図らずも「書く」ことの練習時間を増やすことになったよ

うである。 
	 活動また評価方法の形式としては，「グループでの活動が嫌だった」と回答し

た学生が 1〜2人，「グループで評価されることが嫌だった」と回答した学生が
3人と，グループでの活動や評価を否定的に捉えている学生は少なかった。少数
ではあるが，グループ活動に対する否定的な回答の理由としては，「授業時間外

にグループメンバーとスケジュールを合わせて活動することが難しかった」と学

部や専攻，学年の違う学生が履修するという言語コース特有の問題が挙げられた。

しかし，「even though I really dislike group projects, I know they’re totally necessary 
for oral assignments, so I cant complain.」と受け止めている学生もおり，逆にグル
ープでの活動を「難しかったがとても面白くて役に立った」と Oral Assignment
で最も好きな点にあげるコメントも多かった。評価方法としては，実際の発表で

は Accuracy，Intelligibility，Memorizationなどの項目は学生個々に評価する形で
あったため，「I really appreciated when group members were evaluated separately, 
especially when our partners were random」「I was glad that the way it was evaluated 
seemed to reward preparation and effort towards achieving the tasks’ goals, rather than 
small things like pronunciation」といったコメントが寄せられ，公平性や妥当性は
保たれたと思われる。但し，現在の自分の能力を確実に把握するという意味で，

教師やティーチングアシスタントとの個別インタビューといった母語話者や上級

レベルの学習者との個別のやり取りを求める声もあった。 
	 課外活動の会話クラブについては，アンケート等の評価活動は行なっていない

が，部員から以下のようなコメントが寄せられた。 
 
今年は話すことと聞くことがもっと上手になりました。[…]日本語の授業を続けるかどうかは分
かりません。でもコンバサシオンクラブはずっと行きたいです！[…]Conversation clubはたのし
かったです！        （部員 A，2014年 4月，手紙） 
	 

会話クラブはとても面白くて楽しかったです。日本語を練習することができて、日本人と日本語

を勉強している学生と友達になることもできました。毎週、会話クラブで日本人のボランティア

が日本文化についての一つのものの発表をしてくれて、とても勉強になりました。そして、会話

クラブの参加者といろいろな計画を立てました。たとえば、一緒にモントリオールについてのビ

デオを作ったり、レストランに行ったり、モントリオール日本語弁論大会に参加する学生を応援

しに行ったりしました。時々忙しくて大変でしたが、とてもいい経験になりました。日本から帰

ってから、もし会話クラブがまだ行われたら、ぜひもう一度参加したいです。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （部員 B，2014 年 5 月，E メール） 
 

4.2.	 教師の気づき  
	 教師側の気づきとしては，日本語使用者としての自己の創造，日本語使用に対

する姿勢や主体性，学習集団作り（仲間作り）の三点での変化が挙げられる。ま
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ず，日本語使用者としての自己の創造であるが，Oral Assignment 2のスキットな
どにおいて，台本原稿から具体的な日本語使用場面や日本語を使用している自分

を想像し，作り上げている様子が窺えた。例えば，「日本からの観光客に道を教

える」場面を設定したペアのダイアログの始まりには，英語やフランス語が苦手

な観光客が実際に現地でどのような行動をとっているか自分たちが観察したこと

が含まれ，「日本語を大学で勉強しているから日本語が分かる」という実際の自

分の日本語との関係が強調されていた。また，別の場面を設定したペアのダイア

ログにも，会話の終わりに「もし何もなかったら一緒に行かない？」「ええー，

ちょっとさびしいです。一緒に行ってくれませんか？」といった実際に日本語で

道を聞く時の心細さ，それをなんとかしようとする試みを表す言い回しが見られ

た。 
	 二点目は，日本語使用に対する姿勢や主体性である。当日まで誰とペアになる

か分からなかった Oral Assignment 3では， 多くの学生が YouTubeの動画など自
分が準備段階で得た情報を，進んでクラスメートと共有し，場面について話し合

ったり会話の模擬練習をしたりしようとしていた。また，評価の中に，一方的に

自分の準備した台詞・要求を述べるのではなく，会話の相手に自分の考えが伝わ

るように聞き手を考え，交渉するという Cooperation項目があったため，ほとん
どの学生が相当量の下調べや準備をしており， 準備を十分にしていない学生に
ついては，元々の口頭能力が高くても実際の発表では同じことを繰り返して交渉

が先に進まない，あるいは互いに後味が悪くすっきりしない交渉結果となるなど，

準備不足が顕著に表れた。そういった点では，通常評価することが難しいとされ

る「言語使用に対する姿勢や主体性」が前項であげた学生からのコメントにもあ

るように，学生の納得できる形でできたと思われる。 
	 また，徐々にグループ分けの自由度を広げ，作業負荷量を増やしていったこと

で学習集団作りが促進されたようであった。コースが進むにつれて，自分の担当

部分だけ準備したのではタスクをやり遂げることが不可能になったり，タスク遂

行に必要な情報は一人あるいは二人では集めきれる量ではなくなったりしたため，

段階をおって徐々に広い範囲での交流や情報交換が進められるようになった。こ

ういった状況は，通常の授業の中での助け合い，共に高め合おうとする雰囲気に

も繋がっていった。 
 
5.	 取り組みの評価  
	 ここでは特にコース内の活動であった Oral Assignmentの取り組みについて述
べる。まず，今回の取り組みの目的である「話す」ことへの自信・意欲の向上で

あるが，前項の「4．結果・成果」で考察したように，学生自身は今回の活動を
通して「話す」ことへの自信や意欲が高まったとしている。これは，学習進度・

学習者の習熟度・コース全体の年間目標「being able to deal with various social 
situations in some way, and with preparation」を意識して，個々のタスクの難易度を調
整したり，導入の時期や順番を系統立てて行なったりした結果であると考える。

評価についても，何を重視し，どういった項目を見ていくかという評価のポイン
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トを，コース全体・あるいは取り組みの目標を元に設定したことが，学生に肯定

的に捉えられ，自信や意欲の向上に繋がったと思われる。 
	 また，コースカリキュラムの中での位置づけとして，学習内容（文法項目や語

彙）と繋がっているかという点であるが，これは最初の二つの活動のテーマ以外

ほとんど調整していなかったにも関わらず，学生側で自発的に繋げる試みが行な

われていた。Oral Assignment 1では健康に関する語彙，許可・助言の言い回し，
Oral Assignment 2では説明の仕方によく使われる言い回し，「たら」「と」「見
える（状態）」といった文法項目，Oral Assignment 3では命令形・敬語・使役形
（ヤンキーや親という役を入れることで使用場面が作られた）が台本原稿の中に

含まれており，直前に学んだ学習項目の使用が見られた。 
	 「話す」こと以外の他の技能，学習活動との繋がりについては，学生自身が

「書く」力が向上し，「聞く」ことへの意欲が高まったとしており，今回の取り

組みが他の技能にもよい影響を与えたと言えるだろう。「書く」ことへの意欲に

ついては，アンケート結果を見る限り大きな変化は認められないが，コース全体

で見ると，「書く」ことに重点を置いた別の活動「部活プロジェクト」に対する

内省文の中で「書く」ことへの意欲が高まったとするコメントが多く，そこで補

われたと見られる。 
 
6.	 まとめ  
	 以上のように，コース終わりのアンケートやコメントから，学習者は今回の取

り組みで「話す」力や「話す」ことへの意欲が向上したと感じていることが分か

った。また，学習者が「話す」ことを完全に他の技能や活動と切り離さず，「書

く」ことや「聞く」ことと関連付けて捉えている様子が窺われた。これらの結果

から，今回の取り組みが学習者の日本語「使用」者としての自己の創造を支援し，

今後の継続・自律学習への足がかりとなったのではないかと考える。 
	 一方，個人での発表・評価の位置づけ，学習目標の個人差からくる言語使用場

面の相違への対応の必要性が今後の課題として明らかになった。アンケートのコ

メントを見ると，将来自分が帰属したいと望む，あるいは置かれるであろうと予

想する「imagined communities」(Norton, 2001; Kanno & Norton, 2003; Kanno, 2008)
は，個々の学習者によって大きく異なり，日本語学習の目標や日本語使用環境・

場面はさまざまであることが分かる。そういった多様性や相違について，今回の

ようなグループでの学習・評価活動の中でどのように対応できるのか，改善点と

して考えていきたい。また，今回のグループでの活動の中で自信をつけ，自分だ

けの力でどこまでできるか試してみたいと感じるようになった学生もおり，個人

での発表や評価を取り入れることも今後検討していく必要があると考える。 
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