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【研究ノート】

課題遂行型の活動を取り入れた日本語教育の実践
A practice of Japanese language education using task-based activities
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はじめに

明治大学国際日本学部（以下，本学部）では，2011 年度から，英語で開講される科目の履修
のみで学位を取得できる English Track（以下，ET）が開設され，ET 所属の学生（以下，ET 生）
を対象とした日本語科目として，
「Introductory Japanese」
（以下，
「入門日本語」）と「初級日本語」
が新たに設置された。2016 年度からは，この 2 科目に「中級入門日本語」，「中級日本語」，「中
上級日本語」，「上級入門日本語」の 4 レベルを加え，ET 開設以前から設置されていた上級の日
本語科目とあわせて，現在は全 7 レベルで日本語のコースを運営している。本稿では，この 7 レ
ベルのうち「入門日本語」～「上級入門日本語」までの 6 レベルの日本語科目（以下，ET 日本語）
における日本語教育の実践について述べる。
日本語教育には，様々な形態があるが，最近は言語形式よりも言語の運用に重点を置く統合的
な指導法も多く取り入れられている。ET 日本語でも言語知識の獲得とともに，課題遂行型の活
動やプロジェクトワークを実施することで，より現実的な日本語の使用場面における日本語運用
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能力や総合的な日本語能力の養成に努めている。
本論文では，ET 日本語の構成と到達目標について述べた後，上述の課題遂行型の活動やプロ
ジェクトワークを取り入れた教育実践について報告する。さらに，JLPT の公式問題集を用いた
模擬試験の結果の分析から，ET 日本語履修後の学生の日本語能力が設定した到達目標に達して
いたかどうか検証する。そして，最後に，2018 年度の ET 日本語における成果と今後の課題に
ついて述べる。

Ⅱ

ET 日本語の構成とコースの到達目標

ET 日本語は，各レベルの文法を学び，聞く，話す，読む，書くの 4 技能を総合的に使って日本
語能力を養成する「総合」
（週 3 コマ）と，語彙と漢字の学習に特化した「語彙・漢字」
（週 1 コマ）
の，2 科目週 4 コマで構成されている。全 6 レベルの科目構成は同じだが，レベルが上がるにつれ
て課題遂行型の課題やプロジェクトワークが増えていくように設計されている。また，CDs（Cando statements）形式で各レベルの学期終了時の到達目標を設定し，各レベル終了後の JLPT 到達
目標レベルも目安として示している。JLPT の到達目標レベルの目安は，入門が N5 合格程度，初
級が N4 合格程度，中級入門が N3 半分終了程度，中級が N3 合格程度，中上級が N2 半分終了程度，
上級入門が N2 合格程度である。各レベルの詳細については，柳澤他（2017）を参照されたい。
ET 日本語の 6 レベルに共通する学習目標は，（1）日本語の言語知識（語彙・文法的知識，語
用論的知識，談話的知識，方略的知識等）と日本語による課題遂行能力を獲得すること，
（2）日
本語を学びながら，学んだ日本語を使って，日本語で提供されている多様なリソースに自律的に
アクセスし，日本の社会文化に関する知識を獲得し，その理解を深めること，
（3）日本の社会文
化に関する知識を得る過程で，学習者の出身国や地域，その他の国や地域の事情と比較，検討す
ることにより，客観的に世界を見つめ，評価する能力を養い，そこで得た知見をそれぞれのレベ
ルの日本語で発信できるようになることである。
ET 日本語では，文法や語彙などの言語知識の獲得だけでなく，日本語を使って行うオーセン
ティックな課題の設定とその遂行を行い，課題遂行型の日本語教育を実践している。

Ⅲ

実践報告

本節では，2018 年度春学期に ET 日本語で行われた授業の内容，課題遂行型の活動やプロジェ
クトの実践，および，課題遂行型で実施した授業の成果と今後の課題について「総合」と「語彙・
漢字」に分けて報告する。
1．入門日本語
1 － 1．総合
（1）基本情報
①科目名：入門日本語（総合）
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②使用教科書：『初級日本語 げんき I（第 2 版）』（The Japan Times）
③履修者数：7 名
④学習者の出身国・地域：アメリカ 3 名，中国 2 名，ノルウェー 1 名，フィリピン / 日本 1 名
（2）授業の内容
各課のおおまかな流れとしては，新出語彙→新しい文型→まとめの順に進めている。新しい
課の授業に入る前に，予習として新出語彙を覚えてくること，テキストの文法説明を読んでく
ることを課した。授業では最初に語彙クイズを実施した後，新しい文型の文法の意味・用法を
確認してから口頭での練習を行い，最後に各課のまとめの活動として，テキストのダイアロー
グをもとにした会話練習や，ロールプレイなどを行った。授業後は宿題としてワークブックの
練習問題で復習させ，その後，文法復習クイズを実施した。
（3）課題遂行型の練習・活動・プロジェクトワーク，および，日本人学生との協働学習
入門レベルは，初めて日本語を学ぶ学習者を対象とした，いわゆる初級文法の前半を学ぶク
ラスであるため，ひとまとまりのプロジェクトを行うに足る日本語能力までには至らないレベ
ルである。
入門レベルでは，最も基礎的な “ 遂行すべき課題 ” を「情報収集」と捉え，その円滑な遂行
のための土台作りとして以下のような工夫を取り入れている。たとえば，QA 練習（質問と答
え）では，単に一方が質問してもう一方が答える形ではなく，相手が自分の質問に答えたとこ
ろで会話を終えずに，
「そうですか」「ありがとうございます」などと返して了解したことを伝
える形で練習をしている。また，日本語では，相手への配慮や共感を示すことが円滑なコミュ
ニケーションのための大切な要素の一つであるため，質問の前に「あのう」「ちょっといいで
すか」などの切り出しの表現を入れたり，相手の返答に「いいですね」「よかったですね」な
どと感想を述べたりして，短いながらも一連の会話として成立する形で，人間関係にも配慮し
つつ情報収集ができるような練習を取り入れている。
また，このレベルではコミュニケーションが円滑に進まないことも多いため，相手の発話が
聞き取れなかった場合の「えっ？」という聞き返しなど，簡単に使えるコミュニケーション
ストラテジーも練習に取り入れ，コミュニケーションを破綻させずに「情報収集」という目的
が果たせるようになることを目指している。
（4）授業の成果と今後の課題
コース終了後の学生面談では，授業中の口頭練習には肯定的な評価が複数あったが，既にあ
る程度の日本語学習歴がありながら入門クラスに配置された学生からは進度が遅すぎるとい
う意見もあった。一方，ゼロスタートの学生からは，新出語彙を予習として自習することに困
難を感じているという意見が複数あった。今後，学習歴の異なる学生に対して，宿題などで個
別の対応をすることも検討したい。
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1 － 2．語彙・漢字
（1）基本情報
①科目名：入門日本語（語彙・漢字）
②使用教科書：『（新版）Basic Kanji Book vol.1 基本漢字 500』（凡人社）
③履修者数：7 名
④学習者の出身国・地域：アメリカ 3 名，中国 2 名，ノルウェー 1 名，フィリピン / 日本 1 名
（2）授業の内容
授業の最初に，前回の授業で学習した語彙・漢字の定着を確認するための「ディクテーション」
「読み」
「書き」で構成された復習クイズを実施した。次に，その日の学習漢字をパワーポイン
トで示し，漢字の読みと意味を確認した。そして，教師が黒板に漢字を書いて示し，学生はそ
の漢字をミニホワイトボードに書いて，字形と書き順の確認・練習を行った。その後，プリン
トなどで漢字の読み方と意味，文の中での使い方を確認した後，教科書の練習問題に取り組んだ。
練習問題の書きの部分では，学生に割り当てられた漢字を黒板に書かせて，漢字の形や画数な
どについてクラス全体で確認した。また，総合クラスの進度を確認しつつ，学習した漢字を使っ
て，導入済みの文法の復習（活用の練習やフォームの確認など）も行った。
（3）課題遂行型の練習・活動・プロジェクトワーク，および，日本人学生との協働学習
ET 日本語の履修者は，日本で日本語を学ぶ JSL 環境にいるため，教室の外でも多くの日本語
を見たり聞いたりすることが可能である。そこで，教室外でも意識的に日本語に接触し，日本語
の学習を促進していく目的で，普段の生活の中で見つけた漢字について報告する活動を行った。
学生は教室外で目にした漢字を選び，その意味や読み方を調べて，選んだ漢字を使った短い
文を書いた。そして，なぜその漢字を選んだのかという理由を日本語（または，英語）で簡単
に説明した。漢字の意味や読み方を調べる際には，辞書を使ったり，日本人学生に聞いたりす
る必要があるため，普段の生活の中で知らない語に出会った際に，その意味を調べるストラテ
ジーを身に付ける練習にもなったと言える。この課題を学期の後半に複数回実施し，授業外で
も，漢字の知識や語彙を増やしていくことに努めた。
ET 日本語では，毎学期，全レベルの語彙・漢字クラスで学生が興味を持った漢字を自由に
選んで筆ペンで書き，その漢字を選んだ理由について日本語で書く活動を「漢字プロジェクト」
として実施している。そして，活動の成果物は冊子にまとめて学生に配布するとともに，8 月
に行われた中野キャンパスのオープン・キャンパスで展示・公開した。漢字プロジェクトの詳
細は，Ⅲ-7 で後述する。
（4）授業の成果と今後の課題
漢字の書き練習にミニホワイトボードを取り入れたことで，授業中に多くの漢字を書く練習
ができた。また，学習した漢字語彙が含まれた文を示したり，学習した漢字語彙を使った短文
を書く課題を宿題として課したりしたことによって，漢字や語単体ではなく，その語が，実際
の日本語の運用において，どのように使われるのかを意識させることができた。
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入門日本語では，毎週 12 ～ 15 字程度の新出漢字とその漢字を使った語を学ぶが，非漢字圏
の学生からは，
「ペースが速くてついていけなかった」
，
「漢字を覚えるのに時間と労力がかかっ
て大変だった」という声が聞かれた。一方，漢字圏の学生からは，
「漢字自体は知っているもの
も多いため，もう少し発展的な練習にも取り組みたかった」という希望が出された。漢字圏と
非漢字圏の学生が混在するクラスで，入門レベルの漢字が適切に導入・学習され，かつ，いず
れのタイプの学生にとっても達成感が得られる授業を実施していくことが今後の課題である。
2．初級日本語
2 － 1．総合
（1）基本情報
①科目名：初級日本語（総合）
②使用教科書：『初級日本語 げんきⅡ（第 2 版）』（The Japan Times）
③履修者数：12 名
④学習者の出身国・地域：中国 3 名，香港 3 名，アメリカ 3 名，韓国 2 名，台湾 1 名，
（2）授業の内容
各課でその課の予習を兼ねた簡単な語彙クイズを実施し，その後，新出語彙の意味の確認を
行った。次に提出されている文法事項の用法を説明し，教科書の練習問題として取り上げら
れている文型練習やペアワークなどのクラス活動を行い，必要に応じて自作のプリントを配布
し，文法の理解を深める一助とした。また，付属のワークブックを宿題として提出させ，誤り
が多かったものについては授業中に再度説明するなどして，それぞれの文法事項の定着を図っ
た。各課を終えてからは，毎回，まとめとして文法復習クイズを行った。
（3）課題遂行型の練習・活動・プロジェクトワーク，および，日本人学生との協働学習
①日本人家庭への訪問
教科書の後半に取り上げられている敬語表現を実際に使用する機会を設けるために，日本
人の家庭を訪問し，事前に用意した敬語表現を含む質問に個別のインタビュー形式で答えて
もらい，年長者との敬語を交えた会話を体験させることができた。また，茶道や書道のいろ
はを体験することで日本文化に直接触れる絶好の機会となった（図 1 参照）。
②風呂敷ワークショップ
風呂敷に造詣の深い大学のスタッフを招いて，風呂敷を使用した様々な形状（本，ボール，
瓶など）の物の包み方のワークショップを行った。事前にワークショップで使用される語彙や
表現の説明を行い，ビデオなどを用いて風呂敷の歴史や模様の名称・意味などについての知識
を与えていたため，風呂敷そのものについての理解をより深めることができた（図 2 参照）
。
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図１ 日本人家庭への訪問
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図２ 風呂敷ワークショップ

（4）授業の成果と今後の課題
文法事項の理解と定着については復習を繰り返し行ったことで満足のいく結果が得られた
が，教室外で日本語を話す機会があまり多くなかったため，授業中により多く日本語が話せる
ような活動を行ってほしかったという声があった。学生同士で簡単なアンケートを取り，その
結果を発表させたり，教科書のモデル会話を発展させたりして，日本語を話す機会を増やして
いくつもりである。
一方，日本人家庭への訪問は，日本語を話さなければならない時間を持つことができること
や墨をすって習字を練習したり，お茶を点てて味わったりすることを実際に経験することがで
きるため，非常に好評で，今後も継続していきたいと考えている。
2 － 2．語彙・漢字
（1）基本情報
①科目名：初級日本語（語彙・漢字）
②使用教科書：『（新版）Basic Kanji Book vol.1 基本漢字 500』（凡人社）
③履修者数：12 名
④学習者の出身国・地域：アメリカ 3 名，中国 3 名，香港 3 名，韓国 2 名，台湾 1 名
（2）授業の内容
授業は，最初の 5 分で漢字のクイズ（読み，書き）を実施した後，新しい課の新出漢字の導
入を行った。導入はパワーポイントで行い，新出の漢字一字ずつについて，読み，意味，当該
漢字を用いた漢字語を示した。また，既習漢字の中に当該漢字と形態の近似している漢字があ
る場合は，その漢字も示した。その後，各漢字について，書き方を黒板で示し，学習者は教科
書の練習用マスに書く練習を行った。学習者が書きの練習をしている間は，教師と 6 名の日本
人学生のボランティアが机間巡視を行い，書き誤りがないか確認し，必要に応じて，個別指導
を行った。その後，再度，全体に向けて，最初に見せたパワーポイントを見せて，読み，意味，
書きについて疑問点がないか，確認した。その後，発展練習として，当該漢字を含む漢字語を
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混入させた例文をスライドで見せ，学生一人一人にその例文を読ませ，漢字が読めるか，意味
が理解できているかを確認した。例文の中に習った漢字語を混入させることで，当該漢字語の
文法的働き，共起語，用法などについて，意識させるようにした。
最後に，15 分程度の時間を使って，6 名の日本人学生のボランティアを中心に，漢字の定着
を図るための活動として，漢字ゲームを行った（詳細は（3））。
（3）課題遂行型の練習・活動・プロジェクトワーク，および，日本人学生との協働学習
2018 年度の春学期は，日本人学生 6 人にボランティアで毎回クラスに来てもらい，学習者
の漢字学習の補助をしてもらった。この 6 人の日本人学生は，いずれも，担当教員の学部 3 年
ゼミに所属する学生で，第二言語としての日本語の習得を主たる研究テーマとしている。
6 人の日本人学生には，二つの作業を依頼した。一つは，学習者が漢字の書きの練習をして
いる際に，机間巡視をし，学習者の漢字の形態をチェックしたり，学習者の質問に答えてもらっ
たりするという作業である。もう一つは，授業の最後に行う漢字ゲームの準備と実施である。
漢字ゲームは，その日に導入された漢字の定着につながるゲーム活動を日本人学生が課外時間
に検討し，作成したものである。ゲームの一例としては，カードの表面に漢字語，裏面に読み
や意味，を書いておいて，カードを机にランダムに並べてから，ボランティアが漢字語を一つ
ずつ読み上げ，学習者にその漢字語が書かれているカードを取らせたり，取った漢字カードの
意味を言わせたりした。これらのゲームでは，音⇔表記，または，音⇔表記⇔意味の対応関係
の強化が期待でき，漢字知識の定着に有効である。
漢字のクラスは，初級レベルでは書き取り練習などの個人作業が多くなりがちであるが，日
本人学生がボランティアとして授業に参加したことで，学習者は漢字の時間でも日本語を話し
ながら学ぶことができ，有効であった。また，漢字ゲームを行うことによって，楽しみながら
漢字学習を進めることができていた。特に，漢字に抵抗感のあった欧米系の学生の中には，教
師が行う授業よりも，日本人学生と行う漢字ゲームに熱心に参加する学生もいた。
（4）授業の成果と今後の課題
一般に，漢字の学習は個人差が大きく，文法や読解の知識が不十分でも，漢字の学習は好き
だ，という学習者が少なからずいる一方で，漢字に強い拒否反応を示す者もいる。さらに，非
漢字圏学習者のペースで漢字の授業を行うと，漢字圏学習者が退屈してしまうということが少
なからずある。しかし，授業の最後に漢字ゲームを取り入れたことで，漢字圏学習者と非漢字
圏学習者が協力したり，競い合ったりしながら，ともに漢字学習を進めることができてよかっ
た，という声が聞かれた。また，日本人学生がクラスに入ることで，日本語を話す機会が増え
た，という声もあった。
今後は，日本人学生には，漢字ゲームを考える際，漢字に関するどのような知識や能力を強
化するための活動なのか，熟考するように指導していきたい。また，留学生には，漢字ゲーム
で強化される知識や能力を十分に理解してもらい，自身の漢字学習をモニターできるように，
ゲームの趣旨を明示的に示していきたい。
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3．中級入門日本語
3 － 1．総合
（1）基本情報
①科目名：中級入門日本語（総合）
②使用教科書：『中級へ行こう 日本語の文型と表現 55 第 2 版』（スリーエーネットワーク）
③履修者数：14 名
④学習者の出身国・地域：ア メリカ 7 名
スペイン 1 名

フランス 2 名

中国 2 名

オーストラリア 1 名

台湾 1 名

（2）授業の内容
曜日によって，テキストを中心とした内容の授業（週 2 コマ）と，既習文法の整理とスピー
チなどある程度まとまった内容を日本語で産出する活動の両方を行う授業（週 1 コマ）に分け
て授業を行った。
テキストで学ぶ授業では，新出語彙の学習を予習として義務づけ，授業では学習の成果を簡
単なクイズで確認してから各課の内容に入った。各課はまず新しい表現の意味用法を説明し，
次に口頭で練習を行い，その後，本文の内容に関する話題について簡単に話し合うウォーム
アップの後，本文を読んだ。各課の表現に関する復習は宿題のプリントで行い，最後に語彙と
文法のクイズを実施した。
また，このレベルにはまとまった文章を書くことが困難な学生が多いので，構成を意識して
文章を書く練習として，各課の本文に関連した内容の作文を指示された枠組みに従って書く練
習を宿題とした。他に，テキストの本文よりやや長めの読み物を読む，テキストで学んだ表現
に関連する表現を補足するなどの活動を補った。
週に 1 コマの，文法整理と日本語の運用を中心とした授業では，混同しやすい既習文法を整
理するとともに，既に習った文法を産出につなげることを目的にしてスピーチや発表，グルー
プでアンケート調査を実施して報告する活動を行った。
（3）課題遂行型の練習・活動・プロジェクトワーク，および，日本人学生との協働学習
学期末に各自が 500 ～ 600 字程度で「私のおすすめの場所」というテーマで発表し，それを
クラス全体でまとめたポスターを作製した（図 3 参照）。目標は，その場所がどんな場所であ
るかを説明すること，その場所の魅力を聞き手／読み手に伝えることとした。クラス発表では，
学生同士で「最も魅力を感じた場所」に投票し，ベスト 3 を選出した。自分の経験や感動を日
本語で伝えることは初級を終了したばかりのこのレベルには容易ではないが，写真を見せた
り，質疑応答で情報を補ったりすることで，活動を達成することができた。
他に，日本文化に触れる活動として浴衣ワークショップを実施した。日本語での説明を聞き
ながら，学生が自分で浴衣を着，脱いだ後は自分で浴衣をたたむところまで経験をした。特に
交換留学の学生にとっては，文化を「体験」する貴重な機会となった。
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私のおすすめの場所（ポスター）

（4）授業の成果と今後の課題
学生のレベル差が大きく，このレベルの授業についていくのにかなり努力を要するレベルの
学生も含まれていたが，概ねそれぞれが自分なりの学習ができたと思われる。ただ，交換留学
生はこれまでの日本語学習において文法の説明を母語で受けてきた者が多く，ET 日本語コー
スで学んできた者も初級までのテキストには英語の文法説明があったため，英語から離れるこ
とに不安を感じる学生が見受けられた。日本語の説明で理解できていても英語の対訳や説明で
確認したがる学習者の求めに応じて，補助的な文法説明のプリントを希望者に配布して対応し
たが，今後，対応の仕方を検討する必要があると考えている。
3 － 2．語彙・漢字
（1）基本情報
①科目名：中級入門日本語（語彙・漢字）
②使用教科書：『（新版）Basic Kanji Book －基本漢字 500 － Vol. 2 』（凡人社）
③履修者数：14 名
④学習者の出身国・地域：アメリカ 7 名，フランス 2 名，中国 2 名，オーストラリア 1 名，
スペイン 1 名，台湾 1 名
（2）授業の内容
授業では，最初に前回の授業で学習した漢字の読み，書き，ディクテーションの復習クイズ
を行った。次に，当該課で学習する漢字テーマに関連する写真や動画を提示し，それについて
QA などを行い，ウォーミングアップをした。その後，新しく学習する漢字・語彙の読み方，
書き順，意味，コロケーションや用法をパワーポイントやプリントを用いて学習した。
中級入門レベルでは，学習者が書く漢字には字形やバランスに不自然なところが見受けられ
る。そのため，字形やバランスに意識を向けさせることを目的として，学習した漢字を A4 サ
イズのボードに大きく書き，ペアでチェックする活動を行った。学習者は自分が書いた字をペ
アの学生に見せ，字形や全体のバランスについて，お互いにコメントしたり，赤ペンでチェッ
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クしたりし，再度書き直しを行い，字形の修正を試みる活動も行った。
（3）課題遂行型の練習・活動・プロジェクトワーク，および，日本人学生との協働学習
各課で学習した漢字語彙を使った短いストーリーを作る活動を行った。本活動の目的は，漢
字の読みや意味を単体で覚えるのではなく，実際の運用を通して，その漢字に関連する語彙や
用法も含めた正しい理解を促すことである。本活動のルールとして，当該課で学習した漢字を
5 つ以上使うこと，テキストの例文のコピーではなく，自分でオリジナルの文を作ることとし
た。学生の書いたストーリーは，自分の好きなことや日常生活での出来事など，日記や思い出
を語る形式のものが多かった。
（4）授業の成果と今後の課題
漢字クラスは受け身になってしまいがちであるため，読み練習や書き練習をペアやグループ
で行い，双方向での学習になるよう工夫した。その結果，例えば，上述の漢字チェックのペア
活動では，ペア相手から指摘を受けたり，自らも相手にコメントをしたり，お互いにやりとり
をすることによって，学習者自身では見えていなかった点に気づくことができていた。
4．中級日本語
4 － 1．総合
（1）基本情報
①科目名：中級日本語（総合）
②使用教科書：
『中級を学ぼう 日本語の文型と表現 56 中級前期』（スリーエーネットワーク）
③履修者数：5 名
④学習者の出身国・地域：スイス 1 名，インドネシア 1 名，シリア 1 名，ベトナム 1 名，
中国 1 名
（2）授業の内容
前半（第 1 週～第 7 週）には教科書 1 ～ 4 課と日本人家庭への訪問を，後半（第 8 週～第 14 週）
には教科書 5 ～ 8 課と「国の文化紹介」の活動を行った。
教科書は 1 つの課の学習が終わるごとに語彙と文法のクイズを実施した。また，書き言葉に
慣れるように，読み物教材を追加した。これは，日本の生活文化について書かれた平易な説明
文を中心に取り入れた。その他，教科書と並行して行った学習活動として，グラフの説明，物
の仕組みの説明，短いプレゼンテーション，カードを用いた会話練習，小説読み，JLPT N3
の文法練習等がある。
コース開始時の学習者の学習状況から，「話すことに慣れること」「語彙を広げること」「初
級後半から中級前半の文法を効果的に使うこと」「書き言葉やアカデミックな日本語の表現の
習得」が特に必要と思われた。授業では，自分がよく知っている事柄について，ある程度の長
さをもった日本語を産出する練習を行うようにした。
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（3）課題遂行型の練習・活動・プロジェクトワーク，および，日本人学生との協働学習
日本人家庭への訪問では，あらかじめ，自分の国についての簡単な紹介文と，聞いてみたい
ことの質問を用意した。90 代の方と話せる貴重な機会で，ただ訪問するだけでなくお茶の点
て方や書道を教えていただいた。学生にとって大変印象深い活動になったようであった。
コースの終盤には，国の文化を紹介する活動を行った。実施目的は，出身地の文化につい
て口頭と作文で短い発表をすること，聞き手や読み手を意識して作文や資料を構成すること，
フォーマルな文体を使って発表をすることである。また，出身地の文化や関連する日本の文化
について，質問に答えたり会話をしたりすることができることを期待し，口頭発表後の質疑応
答の時間を長めにとった。活動は，授業時間のうち 2 コマを当て，以下の方法で行った。
①発表原稿となる作文を書く。テーマは以下の 4 つから 1 つ選び，400 ～ 800 字以内で書く。
また，写真も 2 ～ 3 枚用意する。
Ａ

国の大学（学生生活）紹介

Ｂ

国の伝統文化紹介

Ｃ

国で最近人気／話題のもの

Ｄ

国から日本へ／日本から国へ伝わったもの

②壁に貼った写真を見せながら，日本人学生の前で発表する。発表はポスターツアーのよう
に小グループで数か所を回る形で行う。発表のあとは自由に質疑応答をする。
③作文を日本語と母語の 2 か国語でタイプする。
④発表時に使った写真と作文を合わせてグループでポスターを作成する（図 4 参照）。

図４

国の文化紹介（ポスター）

ポスターは学内の交流ラウンジに 1 学期間掲示し，訪れた人に読んでもらえるようにした。
学生が選んだテーマは、「A

大学生活」が 2 人、「B

伝統文化」が 3 人であった。②の発表

会には，日本人学生が 4 名，ボランティアで参加した。口頭発表は，質問の時間をふくめ 1 人
10 分を 2 回行った。質疑応答の時間には，言いたいことの表現のしかたを日本人学生と一緒
に考えたり，日本人学生から体験談を聞いて会話したりするなどの様子が見られた。
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（4）授業の成果と今後の課題
コース開始時には，「カジュアルな会話から敬語までできるようになりたい」「よりアカデ
ミックな文法や語彙や話題を学びたい」という声があった。授業の進度と教科書の難易度は
ちょうどいいと感じていたようだ。「一つの文法をゆっくり練習したい」「クイズや試験で，指
定の語を活用させることはできるが，自由に文を作る問題は文法の使い方がわからなくなる」
「中級レベルの膨大な語彙を覚える方法を知りたい」などの意見も聞かれた。
少人数クラスであったため，先学期にはできなかった日本人家庭への訪問を行うことができ
た。話す活動の割合を増やし，学生も積極的に取り組んでいた。今後の課題として，中級入門
クラスとの差別化をはっきりさせ，次の中上級レベルへの橋渡しにもなるように，プロジェク
トワークの成果物をレポート形式に寄せることを検討したいと考えている。
4 － 2．語彙・漢字
（1）基本情報
①科目名：中級日本語（語彙・漢字）
②使用教科書：『（新版）Basic Kanji Book －基本漢字 500 － Vol. 2 』（凡人社）
③学習者数：5 名
④学習者の出身国・地域：スイス 1 名，インドネシア 1 名，シリア 1 名，ベトナム 1 名，
中国 1 名
（2）授業の内容
授業では，最初に前回の授業で学習した漢字の読み，書き，ディクテーションの復習クイズ
を実施した。次に，当該課で学習する漢字のテーマに関連する画像や情報を提示し，それにつ
いて，どんなことを知っているかクラス全体で話すなどし，ウォーミングアップを行った。そ
して，新しく学習する漢字について，音読み・訓読み，意味，関連する語彙をパワーポイント
やプリントを用いて学習した。新出語彙については，同意語や反意語なども取り上げ，語彙を
増やすように努めた。また，その語と共起する語や特定の助詞などがある場合は，例文を示し，
短文作成の練習を行うなどの学習をした。
（3）課題遂行型の練習・活動・プロジェクトワーク，および，日本人学生との協働学習
中級クラスでも中級入門クラスと同様に，新しく学習した漢字語彙を使ったストーリー作成
を行った。本活動の目的やルールは，中級入門，中級ともに同じだが，学生が書いたストーリー
には相違がみられた。例えば，
「足す」
「引く」
「割る」
「かける」という語彙を学習した課では，
『数
学の友だち』というタイトルで，
「足す」「引く」などの語彙を人間に見立て，それぞれの語彙
の特性に即したキャラクター設定を行い，4 人の友だち関係を描いたストーリーを作成した作
品があった。このように，中級クラスで書かれたストーリーには，自分の身近な日常生活を離
れ，架空の世界を描く創作性がみられた。
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（4）授業の成果と今後の課題
漢字の知識は学習者の出身が漢字圏か非漢字圏かによって差がみられるが，今回のストー
リー作成は知識だけではなく，その語彙を基にして，どのようなストーリーにするか，それを
どう表現するかといった総合的な力が必要となるため，学習者それぞれが自分自身の日本語能
力をフルに活用しながら，取り組んでいた。今学期は授業内で学習者が作成したストーリーを
紹介することがあまりできなかったので，来学期はぜひクラス全体で共有する場を増やしたい。
5．中上級日本語
5 － 1．総合
（1）基本情報
①科目名：中上級日本語（総合）
②使用教科書：『中級日本語教科書

わたしの見つけた日本』（東京大学出版会）

③履修者数：12 名
④学習者の出身国・地域：中国 3 名，ベトナム 3 名，韓国 2 名，タイ 1 名，オーストラリア
1 名，フランス 1 名，オーストリア 1 名
（2）授業の内容
コースの全 14 週のうち，12 週目までは教科書をベースとした学習を行った。教科書の本文
は主に異文化体験をふりかえるエッセイである。授業では，1 課に 1 ～ 2 つ，社会的テーマを
論じた素材や，より硬い表現の読み物を追加した。追加教材は報道番組，新聞記事，ブログ記
事，N2 レベルの読み物等をもとに作成した。読み物と映像，論説文とエッセイ，書き言葉と
話し言葉等，媒体および文体にバリエーションが出るようにした。その他，ディスカッション，
グラフの説明，e-mail 書き，N2 の文法練習等を行った。
（3）課題遂行型の練習・活動・プロジェクトワーク，および，日本人学生との協働学習
コースの後半で，プロジェクトワークを行った。活動の主な目的は，日本または日本人に対
する疑問について日本人にインタビューをし，発表とレポートにまとめること，自国の文化と
の比較やグループでの議論を通じて社会的・文化的テーマへの理解を深めることである。プロ
ジェクトワークの流れは表 1 のとおりである。4 つのグループのメンバーと，大テーマ「コミュ
ニケーション」の設定は，教師が行った。調査計画を話し合う時間がほしいと要望があったた
め，グループワークの時間を何回か設けた。活動の評価方法はあらかじめ学習者に提示し，評
価するポイントや割合について了解を得た。
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表 1 「中上級日本語（総合）」コースのプロジェクトワーク

週

主な内容

提出する成果物

1．日本・日本人への疑問点をあげる
2．グループのテーマを決める
3．グループで調査計画を立てる

疑問点・関心事のリスト
調査計画シート

第 13 週

4．質問項目を設定する
5．インタビュー会（日本人学生を呼ぶ）
6．レポート作成と発表の準備

質問項目のリスト
レポート（第 1 稿）

第 14 週

7．発表会と振り返り

レポート（最終稿）
発表用 PPT
振り返りシート

～第 12 週

「コミュニケーション」に関して学習者が選んだテーマは，「若者
言葉」
「日本人の恋愛生活」
「日本人の SNS のアイコン」
「性別によっ
て違う言葉」であった。インタビューの質問項目は 5 つ以上をあら
かじめ用意するよう指示した。
成果物は，グループでの口頭発表と，個人で作成するレポートで
ある。発表はスライドを作成し，15 分の発表と 10 ～ 15 分程度の
質疑応答を行った。レポートは指定の構成に従って普通体で 1200
字程度にまとめた。全員分の最終稿を小冊子にまとめ（図 5 参照），
PDF ファイルで共有した。
発表会終了後の振り返りでは，「調査の前に友だちに聞いて若者

図 5 レポート集
（中上級）

言葉のリストを用意したのが良かった」「考察のところをよく考えた。レポートと発表に自分
の考えを入れ込めた」
「前から気になっていたことが聞けた」
「グループのメンバーとも日本人
ともよく話して，比較できた」「日本人と話せる話題が増えた」「ほかのグループのスライドが
見やすいデザインと構成だった」「準備と分担をちゃんとしておくのは大事だと思った」等の
意見が出た。全体的に，よく協力してグループ活動を行うことができていた。レポートでの表
現がやや拙いものが多く，モデルとなる調査報告文を読んで表現や構成を学ぶ時間を次回，設
けたいと考えている。
（4）授業の成果と今後の課題
学習のニーズとして，
「聞く力と話す力を伸ばしたい」「自然な言い回しや若者言葉を学びた
い」
「新しい語彙や漢字のいい覚え方を習得したい」
「経済や政治の分野の語彙を学びたい」等
の声があった。授業の進度や難度は，大体の学生がちょうどいいと感じていたようだ。コース
終了時の自己評価では，
「話すことと書くことが上達したと思う」「何となくしか分かっていな
かった中級文法の使い方が，よく理解・整理できた」「言いたいことを考えるための時間が前
より短くなった」という声が聞かれた。
今後，プロジェクトワークのレポートの内容には，短い引用かグラフを加える予定である。

（ 44 ）
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より客観的な文章の作成を目標にして，上級入門コースのレベルに近づけたい。また，聴解力
と会話力を高めたいという声が例年多いので，ニーズの聞き取りや授業活動の検討をさらに
行っていきたい。
5 － 2．語彙・漢字
（1）基本情報
①科目名：中上級日本語（語彙・漢字）
②学習者数：12 名
③使用教科書：『Intermediate Kanji Book vol.1

改訂版』（凡人社）

④学習者の出身国・地域：中国 3 名，ベトナム 3 名，韓国 2 名，タイ 1 名，オーストラリア
1 名，フランス 1 名，オーストリア 1 名
（2）授業の内容
授業の最初に，前回の授業で学習した漢字の読み，書き，ディクテーションの復習クイズを実
施した。次に，当該課で学習する内容に関して，まず学習のポイントをまとめたスライドを用い
て説明を行った。テキストの各課の漢字・語彙の数が非常に多く，授業中にすべてを扱うことが
難しいため，学習者にとって特に必要と思われるものを取り上げた。新出語彙については，関連
する反義語や類義語などを挙げ，コロケーションなども合わせて整理した。クラス全体での説明
の後，作成したプリントの練習問題を行った。練習問題はグループ毎に取り組み，解答もグルー
プで分担し，正答や誤答の誤りについて説明するようにした。教師は誤りや補足が必要なものに
ついて解説を行った。
（3）課題遂行型の練習・活動・プロジェクトワーク，および，日本人学生との協働学習
プロジェクトワークとして「語彙マップ」の作成と発表を行った。このプロジェクトでは，
学習者が自由にテーマを選び，そのテーマに関連する語彙を図やイラストにまとめて図式化し
た。そして，完成した語彙マップについて紹介する発表を行った。
本プロジェクトは，中級入門，中級，中上級の 3 レベルの語彙・漢字クラスで共通して実施
した活動であるため，詳細は，Ⅲ－ 7 でまとめて報告する。
（4）授業の成果と今後の課題
本クラスでは，練習問題を行う際は 3 人程度のグループで取り組むようにした。グループ内
で，自分がわからない点を質問したり，自分が正しく理解できているかを他の学習者に確認し
たりすることで，個々の学習者が持っている知識をグループ内で共有し，お互いをリソースと
して活用することができていた。
宿題について，短文作成の課題では辞書等で示されている例文をそのまま書き写したと思
われる非常に唐突な文が見られた。辞書等を利用して確認を行うのは大切なことではあるが，
しっかり理解できていないまま，明らかに写しただけのものがあり，この点については課題の
修正を行うなど，改善を図っていきたい。
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6．上級入門日本語
6 － 1．総合
（1）基本情報
①科目名：上級入門日本語（総合）
②使用教科書：『中・上級日本語教科書 日本への招待 第 2 版 テキスト』（東京大学出版）
③学習者数：10 名
④学習者の出身国・地域：フランス 3 名，中国 2 名，イギリス 2 名，アメリカ 1 名，
イタリア 1 名，オーストリア 1 名
（2）授業の内容
授業の 4 分の 3 はテキストを中心に進め，4 分の 1 はプロジェクトワーク（以下，PW）に
充てた。テキストを中心とした学習は，漢字クイズ（予習を促すため），語彙・文法や表現の練習，
読解，活動（発表・インタビュー・作文等）の順で進めた。PW で必要となるグラフの説明や，
書き言葉の練習なども組み入れた。PW については，以下に述べる。
（3）課題遂行型の練習・活動・プロジェクトワーク，および，日本人学生との協働学習
①ゲスト・セッション
テキストの学習（テーマ 3：「若者の感性」）を踏まえ，各自が「若者」に関する問いを立
て，日本人学生にインタビューする，というものである。1 対 1（約 15 分× 3 回）で行った。
本活動により，「学習した知識や情報を基に，自身の関心事に目を向け，適切な問いを立て
る」，「準備した質問を基に，理解できない言葉や内容が出た場合にも，相手に確認しつつ，
インタビューをやり遂げる」，
「準備した質問に優先順位をつけ，決められた時間内でインタ
ビューをやり遂げる」，
「インタビューした内容を基に，特に関心を持った点について簡潔に
まとめ，意見や感想をわかりやすく書く」といった能力の養成を目指した。留学生の問いは，
「将来のこと・外国語学習・大学教育・アルバイト・友人関係・恋人・『好き』という言葉・
Gender・首相になったら」といったトピックであった。
②プロジェクトワーク
PW を「学習者が主体となって，課題（project）を遂行す
る過程において日本語を総合的（話す・聴く・書く・読む）に
使って協働的に学習する活動」と定義した。6 月最終週から授
業最終日までの 11 コマを使った。
「アンケートにより，留学生
と日本人学生を比較する量的調査」をすることを基軸とし，
テー
マの選定，アンケートの作成・実施，データの収集と整理・分
析，発表，レポート作成（図 6 参照）を行った。PW は，1 グ
「友人関係
ループ 3 ～ 4 人の 3 グループで進めた。テーマは，
に関する意識－日本人学生と留学生の比較－」
「家庭関係」
「男

図 6 レポート集
（上級入門）
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女へのイメージと男女平等－日本人と留学生の比較－」である。表 2 に PW の活動とその活
動で養成する日本語力を記す。
表2

準備

活動の流れ
PW の概要を理解する

活動の流れと養成する日本語力

活動を通して養成する日本語力
・PW とは何かを知り，日本語学習の方策を理解する

アンケートの準備と実施

アンケートの実施を，初
相手の都合を確認し，相手に負荷のかかる内容を敬語を使って
見の / 既知の「他クラス」
丁寧に依頼することができる
の教師に依頼する
・自身の問題意識を自覚し，それを日本語で表現することができる
グループメンバーとテー
・非母語話者との協働作業において，問題の所在を確認し，ゴー
マを決め，アンケートを
ルに向けて話し合いを進めることができる
作成する
・アンケートの作り方がわかる
日本人クラスでアンケー 15 ～ 60 名の学生の前で，敬語を使って，アンケートの説明，実
トを実施する
施のお礼を言うことができる

データのまとめと分析

・グ ループメンバーと，
アンケート結果をロー
データにまとめる
・アンケート結果の集計方法がわかる
・デ ータをどう使うか話
・エクセルでローデータが作成できる
し合う
・エクセルでわかりやすいグラフが作成できる
・結 果を，適切な形の表
やグラフにして視覚化
を図る
グループメンバーと，結
・非母語話者との協働作業において，ゴールに向けて話し合いを
果を基に考察をする / 意
進めることができる（意見の受容と発信）
見交換する

発表

・聞き手へのわかりやすさを意識し，体系的に組み立てられたプ
発表の準備をし，グルー レゼンテーションができる
・聞き手にわかりやすい PPT を作成することができる
プで発表する
（発表時間：40 ～ 50 分） ・用意したメモを時折目にしながら，6 ～ 8 分程度のプレゼンテ
ーションができる

レポート

レポートを書く
（1500 ～ 2500 字程度）

・調査報告の構成に準拠したレポートを書くことができる
・話し言葉と書き言葉を意識的に区別した表現を使うことができる
・レポートに図表を挿入することができる
・参考文献を引用することができる

（4）授業の成果と今後の課題
①ゲスト・セッション：口頭，紙面いずれの振り返りからも「すごく楽しかった」
「大成功」等，
学生にとって大変有意義な活動であったことがうかがえる。理由は「教室外で日本人とこ
のように話すことがなかったので」「日本人と真面目な話題について話す機会がなかった
ので」「日本人学生が素直な意見を言ってくれたので」といったものであった。本活動が
留学生にとって日本人学生と日本語で語り合う貴重な機会となったことがわかる。反面，
普段の生活で日本人学生との接触がいかに少ないかも物語っていると言えよう。
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②プロジェクトワーク：最も大きな成果は，学生が量的調査を経験したことであろう。80
名近いアンケートを回収し，そのデータの整理，分析といった流れを一通り体験した。
「データを分析して考察することが勉強になった。自分の憶測でなく，実際のデータによ
りいろいろなことを考えるのは研究者みたいに，いい経験でした」のように，調査の過程
に学びを感じたというコメントが目立った。内容はもちろんだが，研究方法の体得は知的
好奇心を刺激するものとなったと考える。一方，課題としては，PW の実施時期を挙げた
い。学生からも「比較的余裕のある前半に行うとよい」という意見があったが，試験やレ
ポ―トなどが重なる 7 月に行うのは，確かに負荷が大きいかもしれない。ただ，PW には
「それまでの学習活動をまとめる」という意味合いもあるため早めの実施は難しい側面も
あり，今後の検討課題としたい。なお，PW の評価としては，活動はどうだったか，選択
肢から 2 つ選ぶよう尋ねたところ，
「楽しかった 3
た3

勉強になった 7

難しかった 2

苦しかった 1

面白かっ

大変だった 4」（数字は人数を表している）という結果となった。

6 － 2．語彙・漢字
（1）基本情報
①科目名：上級入門日本語（語彙・漢字）
②使用教科書：『Intermediate Kanji Book vol.2

改訂版』（凡人社）

③学習者数：10 名
④学習者の出身国・地域：フランス 3 名，中国 2 名，イギリス 2 名，アメリカ 1 名，
イタリア 1 名，オーストリア 1 名
（2）授業の内容
定着を図るために，各課で授業の最初にディクテーションと読みで構成された漢字の復習ク
イズを行った。クイズの出題範囲は，前回の授業で提出した漢字・語彙とした。
また，クイズの後に，その課のテーマに関連する諺やオノマトペを取り上げ，意味や使い方
を確認した。
教科書は，
「政治」，
「経済」，
「環境問題」などの各分野で使われる漢字が整理された全 16 課
で構成されていたが，限られた授業時間内では全ての課を取り上げることができないため，学
習者の専門や興味があると思われる分野などを中心にして，授業で扱う課を選択した。また，
各課で扱われている漢字と語彙の数が非常に多いため，日常生活や大学の授業，新聞やニュー
スなどで目にする機会が多く，意味が分かって読めた方がよいと考えられる漢字を教師が選択
し，プリントにまとめて授業を行った。
授業の最後には，その日に学んだ漢字の定着を図るための宿題を与えた。宿題の内容は課によっ
て異なるが，
学習したことばを文や文章の中で適切に使えるように，
文を産出する課題を中心にした。
（3）課題遂行型の練習・活動・プロジェクトワーク，および，日本人学生との協働学習
漢字プロジェクトとして，学生に好きな漢字を選んでもらい，筆ペンで大きく書いた漢字の
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横にその理由を説明した文章を書かせている。これにより，漢字の成り立ちや意味について改
めて調べたり，その漢字から連想されることを考えたりする機会が得られ，漢字に対する興味
を深めることにつながるようである。
また，短歌，俳句，川柳についてそれぞれ簡単に説明し，代表的なものを紹介した後で，学
生に作成させ，発表させる機会を設けた。創作は全く初めての経験の学生ばかりであったが，
興味を持って，熱心に取り組んでくれた。
以下は学生の川柳の一部である。
未読され

超嫌なのに

フランス人
俺たちの

未読する

バゲットなしでは
生きがいは何

（オーストリア人学生）

生きられぬ （フランス人学生）

わからない

（イギリス人学生）

（4）授業の成果と今後の課題
教科書で取り上げられている漢字と語彙の習得だけでなく，諺やオノマトペについて学び，
短歌，俳句，川柳について知ることは学生の語彙や表現の幅を広げる一助になったようだ。た
だ，週に 1 コマの授業のため，漢字や語彙の説明に多く時間を取られ，新出の語彙を含む文章
を読んだり，書いたりする時間を確保することが難しいため，宿題として作文や新聞記事の読
解問題を多く課すなどして対応していきたいと考えている。
7．語彙・漢字クラスでの取り組み
7 － 1．漢字プロジェクト
（1）プロジェクトの目的
昨年度に引き続き，2018 年度の春学期も，全レベル共通で「私が選んだ漢字」というプロジェ
クトを実施した。このプロジェクトを実施する主たる目的は，自律的な漢字学習を促すことに
ある。教科書で習った漢字以外にも，学習者は生活者として日常的に目にする漢学に対して興
味を持つことも少なくない。そこで，学習者に好きな漢字，興味を持った漢字を一字選んでも
らい，なぜその漢字に興味を持ったのかを報告するプロジェクトを実施することとした。本節
では，その活動の概要について報告する。
（2）活動の流れ
各レベルの担当教員が各クラスでプロジェクトの概要を学習者に説明した。学習者には，教
員が提示した日までに，各自で漢字を選んでくるように指示した。
その後，各クラスで，学習者が選んだ漢字を，筆ペンで書く練習を行った。筆ペンを使った
のは，書道の疑似体験をさせるためである。書道で漢字の練習をさせると，書字形態のバラン
スを考えたり，筆順の合理性を実感したりできるため，漢字学習にも有効である。しかし，学
習者の人数分の書道の道具を用意することが困難であったため，簡易的な方法として，筆ペン
で実施した。ただし，筆ペンであっても，書道での筆の運びのルールやきれいに書くコツなど
を説明した上で，練習を開始した。その後，筆ペンで練習させた後，清書用シートに書かせ，
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最もきれいに書けたと思う漢字を一つ選ばせ，シートを回収した。
最後に，その漢字を選んだ理由を作文にして書かせ，提出させた。作文の長さは，学習者
のレベルによって異なるが，50 ～ 200 字程度で書かせた。書かせた作文は担当教師が回収し，
添削した後，学習者にプロジェクト・シートに書き直しをさせ，提出させた。
担当教員は，プロジェクト・シートの左側に，各学習者から回収した漢字の清書を貼り付け，
学習者一人ひとりについて，シートを完成させた（図 7 参照）。
なお，初級日本語クラスには 6 人の日本人学生がボランティアとして参加していたが，この
日本人学生も学習者とともにこの漢字プロジェクトに取り組んだ。

図7

私が選んだ漢字（漢字プロジェクト）

（3）活動の成果と今後の課題
前述のように，このプロジェクトは全レベルで実施したが，レベルが異なっても，選ぶ漢字
が同じであったり，同じ漢字でも理由が異なったりと，学習者の漢字に対する視点は多様で，
大変興味深い。そこで，全レベルの学習者のシートをレベル別に集約し，それに日本人学生の
も加えて，一つの冊子にまとめて，全学習者に配布した。学習者は，自分のクラスのほかの学
生やほかのレベルの学生の成果を，興味深く読んでいるようだった。また，2018 年 8 月 21 日，
22 日に行われた中野キャンパスのオープン・キャンパスでもこの活動を展示，報告したが，オー
プン・キャンパスに来た日本人高校生やその父兄などにも好評であった。
さらに，日本人学生が参加した初級日本語では，筆ペンの使い方を日本人学生が個別に丁寧
に指導することができた。また，初級日本語の学習者と日本人学生が一緒にプロジェクトを行
うことで，相互に交流ができた点も成果と言えよう。
今後の課題としては，このプロジェクトを書道で実施できるようにするということである。
また，冊子の形での成果報告だけでなく，口頭で説明する活動も有効であろう。今後は，この
活動を，漢字の授業の中だけにとどめるのではなく，国際日本学部らしい活動としてさらに発
展させる方策を検討していきたい。
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7 － 2．語彙マップ
（1）プロジェクトの目的
中級入門，中級，中上級クラスでは，プロジェクトワークとして語彙マップの作成・発表を
行った。本プロジェクトの語彙マップとは，学習者自身が選んだテーマについて，自分で調べ
た語彙を図やイラストを用いて，A3 サイズの用紙に図式化したものである。
語彙・漢字のクラスでは，それぞれのレベルに合わせて段階的に新しい漢字や語彙を学習し
ている。しかし，学習者それぞれの専門分野や興味の対象は様々であり，そのような個々の学
習者のニーズや関心に合った漢字学習の機会を設けたいと考えた。また，学習者自身が自分に
必要なことは何か，どのように学習を進めていけばよいのかを考える自律的な学習を促すこと
を目的とし，語彙マップの活動に取り組むこととした。
（2）活動の流れ
語彙マップの活動は，表 3 に示した①～⑥のステップで行った。授業中に行った活動の内容と
その時間を示す。語彙マップの作成は宿題であり，学習者は各自で授業外の時間に作成を行った。
表3

語彙マップ作成の流れ

活動内容

所要時間

①

語彙マップに関する説明

15 分

②

語彙マップのテーマ決定

15 ～ 20 分

③

語彙マップ

ピア活動 1 回目

15 ～ 20 分

④

語彙マップ

ピア活動 2 回目

〃

⑤

語彙マップ

ピア活動 3 回目

〃

⑥

語彙マップの発表

80 分

まず，①語彙マップに関する説明では，
「語彙マップ」とは何か，どのように作成を行うのか，
モデルを用いて，作成の工程を示しながら説明した。次に，②テーマ決定では，
「自己紹介」マッ
プとして，自分の趣味や専門などを書いたマップを作成し，それを見ながら，自分の語彙マッ
プのテーマを絞っていった。③～⑤の語彙マップのピア活動では，2 ～ 3 人のグループを作り，
話し手と聞き手を決め，話し手は，自分が作成した語彙マップについて説明を行い，聞き手は，
説明を聞き，わからない語彙などについて質問したり，説明が足りない点，間違っている点，
良いと思った点などフィードバックを行った。ピア活動後，学習者はピア活動でもらったコメ
ントを参考に，次回までにマップの修正を行うこととした。また，毎回のピア活動では，グルー
プのメンバーを変え，様々な視点からコメントをもらえるようにした。最後の⑥語彙マップの
発表では，ポスターツアー形式で，1 人 5 分程度で完成した語彙マップについて紹介，質疑応
答を行った。作成された語彙マップの一例を図 8 に示す。

154

『明治大学国際日本学研究』第 11 巻第 2 号

図8

（ 37 ）

語彙マップ

（3）活動の成果と今後の課題
語彙マップ作成の過程ではピア活動を 3 回実施しているが，このピア活動の際には，学習者
が非常に活き活きとした表情で自分のマップについて語る姿が見られる。語彙マップには，学
習者自身の興味・関心のあることが詰まっているため，日頃，発話の少ない学習者が自分のマッ
プについて，聞き手に伝えようと一生懸命話している様子は印象的であった。語彙マップの作
成に関しては，作成自体は宿題であるため，学習者自身が必要な時間を確保して作成を進めて
いく必要があるが，語彙マップ作成の進度や完成度には学習者間で差が見られた。
学習者の声としては，肯定的な意見がよく聞かれた。自分の専門分野についての語彙マップ
を作成した学習者からは，これまで専門分野の語彙の日本語は知らなかったが，語彙マップ作
成で，日本語で何というかわかったので，日本人の学生と専門の話ができて，面白かったとい
う意見があった。また，語彙マップ活動を 2 回経験した学習者の中には，「1 回目は，テーマ
設定で失敗したから，2 回目は絶対に良いものを作ってリベンジしたい」という者もいた。

Ⅳ．到達レベルの分析
ET 日本語では，Ⅱで述べたように，各レベルを履修した後に日本語でどのようなことができ
るようになるかという到達目標と，JLPT における到達レベルの目安を設定している。
本節では，ET 日本語の各レベル履修後に学生の日本語能力が設定した到達目標に到達してい
たかどうかについて，JLPT の公式問題集を用いた模擬試験の結果を用いて検証する。
1．調査対象者と調査の実施時期
本調査の対象者は，2018 年春学期に ET 日本語を履修した学生 55 名である。各レベルの学生
の内訳は，入門 6 名，初級 9 名，中級入門 14 名，中級 5 名，中上級 12 名，上級入門 9 名である。
調査は，2018 年度春学期の学期末に授業の中で実施した。

課題遂行型の活動を取り入れた日本語教育の実践

（ 36 ）

155

2．調査に用いた JLPT の科目と判定基準
JLPT には N5 ～ N1 までの 5 レベルがあり，試験科目は，言語知識（文字・語彙・文法），読
解，聴解である。ET 日本語の到達レベルが JLPT のレベルに符合していることを確認するため
には，全科目の受験が望ましい。しかし，時間的な制約があるため，主に総合クラスで学習する
「文法」と，漢字・語彙クラスで学習する「文字語彙」の問題を ET 日本語履修者に受験しても
らい，その結果を分析の対象とした。本調査には，JLPT 公式問題集に掲載されている N5 ～ N2
レベルの問題を用いた。
JLPT では，各科目の基準点を超えており，さらに，全体の約 60％の問題に正解できていれば，
当該レベルに合格できる（詳細は，JLPT のホームページ参照）。そこで，本調査では，学生が
JLPT の合格レベルに達したと判定する基準として，正答率 60％を目安として設定した。例え
ば，入門では，到達レベルの目安は N5 合格程度であるため，本調査で用いた JLPT N5 の問題
の 60％以上に正解できていれば，N5 合格相当と判定した。また，中級入門と中上級は，それぞ
れ N3 と N2 半分終了程度が到達レベルの目安であるため，60％の半分である 30％以上に正解で
きていれば，設定した到達レベル相当の日本語能力を有していると判定した。
3．結果と考察
まず，表 4 に ET 日本語全レベルの記述統計を示す。「M」は平均，「SD」は標準偏差，「Min」
は最低点，「Max」は最高点，「N」は各レベルの受験者数を表している。
表4

JLPT の正答率（記述統計）

JLPT（正答率）
レベル
入門

M

SD

Min

Max

N

74.500

14.307

64

92

6

初級

63.000

10.929

51

86

9

中級入門

53.393

21.781

20

95

14

中級

64.000

10.710

63

88

5

中上級

70.500

13.232

46

89

12

上級入門

70.000

13.639

44

94

9

次に，表 5 に，目安として設定した JLPT の到達レベル，JLPT の文法と文字語彙の問題にお
ける平均正答率，および，目安として設定したレベルに到達していた学生の割合をレベルごと
に示す。なお，JLPT の公式問題集を使った調査は，毎年実施しているため，過去のデータと比
較するために，2018 年度の結果だけでなく，2016 年度と 2017 年度の調査結果もあわせて示す。
2016 年度と 2017 年度に実施した調査の詳細については，柳澤他（2017）および，柳澤（2018a）
を参照されたい。
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ET 日本語履修後の到達レベルの目安・平均正答率・目標レベル到達者の割合

ET 日本語履修後の
到達レベルの目安

目標レベル
到達者の割合

平均正答率
2018

2017

2016

2018

2017

2016

入門

N5 合格
N5 問題の 60% 以上に正解

74.5%

77.3%

67.0%

83%

100%

75%

初級

N4 合格
N4 問題の 60% 以上に正解

62.2%

64.1%

65.0%

55%

75%

66%

中級入門

N3 半分終了
N3 問題の 30% 以上に正解

56.0%

54.3%

40.4%

93%

75%

55%

中級

N3 合格
N3 問題の 60% 以上に正解

69.8%

76.2%

69.0%

100%

88%

71%

中上級

N2 半分終了
N2 問題の 30% 以上に正解

69.0%

69.8%

67.6%

100%

100%

100%

上級入門

N2 合格
N2 問題の 60% 以上に正解

69.6%

73.8%

91.7%

89%

89%

100%

以下に，表 4 と表 5 から観察された本調査の結果と考察を述べる。
まず，入門の平均正答率は 74.5％，目標レベルに到達していた学生の割合は 83％であった。
このことから，入門レベルの学生の約 8 割が N5 合格程度の日本語能力を獲得していたと考えら
れる。入門レベルの授業時間の多くは文法や語彙などの言語知識の学習に充てられるため，言語
知識が問われる JLPT においては，全員が N5 合格ラインをクリアしていることが期待されるが，
今回は 83％という結果であった。その理由として，初めて日本語を学ぶ非漢字圏の学生にとっ
ては，漢字が含まれる語彙の学習や母語とは文法体系がまったく異なる言語を身に付けることが
困難であった点が挙げられる。2016 年度の調査においても，N5 の合格ラインに到達できなかっ
たのは，非漢字圏の学生であったため，今後は非漢字圏のゼロ初級の学生への日本語指導の方法
やサポート体制などについて検討していきたい。
初級の平均正答率は 62.2％，目標レベルに到達していた学生の割合は 55％であり，直近の 3
年間の調査において最も低い値であった。個々の学生の点数を見てみると，あともう少しで合格
ラインの 60％に到達するという学生も含まれてはいるが，初級後半で学習する敬語，受身，使
役などの言語形式が複雑で，語用論的知識も必要な文法項目を定着させるには，時間も労力もか
かるため，指導法や与える課題などに工夫をしていく必要があると考えられる。実践報告におい
て，授業中により多くの話す活動を取り入れることが課題として挙げられていたが，授業で学習
した文型や語彙が実際の発話の中でどのように使われるのかを話す活動を通して繰り返し学習
することで，言語知識の定着が測れる可能性もあると考えられる。
中級入門の平均正答率は 56.0％，目標レベルに到達していた学生の割合は 93％であり，この
割合は，これまで実施した調査の中で最も高い値であった。しかし，中級入門は，ET 日本語全
6 レベルの中で最も履修者数が多く，日本語能力のレベル差も大きいクラスであった。表 4 でも
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他のレベルより SD が大きく，最低点の 20 点から最高点の 95 点まで得点の幅が非常に広いこと
がわかる。実践報告でも，学生間のレベル差が大きいことが指摘されており，初級の言語知識が
しっかりと定着している学生とそうではない学生の両方が混在するクラスをどのように運営し，
次のレベルである中級へとつなげていくかについては，今後，検討していく必要があると言える。
中級の平均正答率は 69.8％で，全員が目標レベルに到達していた。このことから，中級は，履
修者全員が N3 合格程度の日本語能力を獲得していたと考えられる。中級になると，言語知識を
受動的に学ぶだけでなく，課題遂行型の活動も取り入れられるようになってくる。そういった活
動を通して学んだ日本語を使って発表したり作文を書いたりしたことが言語知識の定着につな
がった可能性がある。また，今学期は履修者数も 5 名と少なく，よりきめ細かい指導や対応など
ができたことも全員が目標レベルに到達できた理由の一つだと推測される。
中上級の平均正答率は 69.0％で，全員が目標レベルに到達していた。中上級の到達目標の目安
は N2 の半分終了程度だが，学生の個別の点数を確認したところ，75％の学生が N2 合格ライン
の 60% 以上の正答率であった。中上級では，新聞記事やエッセイ，報道番組などの生教材を 1
課に 1 ～ 2 つ程度追加して授業を進めているため，異なる文体や形式の文章や表現，より難しい
文法・語彙に触れる機会が増え，目標より高い日本語能力が獲得できたのではないかと考えられ
る。中上級は，過去の調査においても，常に履修者全員が到達目標をクリアしており，教科書だ
けでなく，生教材の導入やプロジェクトによる日本語の運用練習などが奏効しているものと考え
られる。
上級入門の平均正答率は 69.6％であり，目標レベルに到達した学生の割合を見ると，89％の学
生が目標レベルに達していたことから，約 9 割の学生が N2 合格程度の日本語能力を獲得してい
たと考えられる。上級入門は，授業時間の 3 分の 1 ～ 4 分の 1 程度をプロジェクトワークに費やし，
授業も課題遂行型で進めているため，他のレベルより言語知識の学習に充てられる時間は短い。
しかし，それでも多くの学生が目標レベルに到達できたのは，教科書などで学んだ言語知識をプ
ロジェクトワークや各種課題などで実際に使い，運用したことで定着が促進されたり，発表の準
備やレポートの執筆において，自分が使いたい文法や表現，語彙などについて情報を集め，言語
知識を増やしていったからではないかと考えられる。しかしながら，平均正答率を見ると，直近
の 3 年間の中では最も低い割合となっており，中上級の正答率ともほとんど差がないことが分か
る。個々の学生の点数を確認したところ，一部の学生の点数が極端に低くなっており，このこと
が平均点を下げた要因であったと考えられる。この点数が低かった一部の学生は，日本語能力試
験対策科目なども履修していなかったため，今後は，言語知識に課題がある学生には，試験対策
科目も積極的に履修するように指導していくことが必要だといえる。また，実践報告において，
上級入門の学生が普段の生活で日本人学生とあまり接触してないことが挙げられていたが，その
原因の一つとして，上級入門レベルになっても日本語で行われている講義科目などを履修してい
る学生が少ない点が考えらえる。ET 日本語では，課題遂行型の活動を含めて，様々な工夫や取
り組みを行って日本語教育を実践しているが，日本語の授業だけでは伸ばせる日本語力にどうし
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ても限界がある。上級入門レベルの学生には，日本語で行われている講義科目や実践科目，ゼミ
などに積極的に参加することを推奨していきたい。
JLPT 公式問題を用いて ET 日本語履修者の各レベル履修後の目標レベル到達度について調べ
た結果，レベルによって目標レベルに到達している学生の割合が異なることがわかった。また，
過去 2 年間のデータも含めた分析から，到達目標をクリアするのが困難な学生が多い傾向にある
レベルも見えてきたことから，今後は授業の進め方や指導のし方，扱う課題の内容などについて
検討していくとともに，上の方のレベルでは，試験対策科目や日本語で行われている講義科目や
ゼミなどの履修を奨励していくことも必要であると考えられる。

Ⅴ

成果と今後の課題

2018 年度春学期の ET 日本語の取り組みを通して得られた成果と，見えてきた今後の課題に
ついて以下にまとめる。
まず，1 つ目の成果として，2017 年度に引き続き，2018 年度も ET 日本語で行った各種活動
やプロジェクトワークの成果を中野オープンキャンパス（以下，OC）で展示・報告したことが
挙げられる。OC 当日は，ET 日本語の担当教員，日頃から ET 日本語のサポートをしてくれて
いる明治大学国際日本学部の学生ボランティア，および，ET 日本語を履修している学習者が参
加し，来場者への成果物の説明や各種対応を行った。OC を通して，ET 日本語の履修者にとっ
ては，時間と労力をかけて取り組んだ課題やプロジェクトの成果物を日本人の来場者に日本語で
説明するよい機会となり，来場者である高校生やその父母にとっては，国際日本学部の国際性を
実感してもらえるよい機会になったといえる。
今後は，ET 日本語の成果物を展示・紹介するだけでなく，来場者にも一緒に取り組んでもら
える簡単なゲームやタスクなどを取り入れて（いろいろな言語のあいさつを掲示し，どこの国・
地域のものか当ててもらう，漢字プロジェクトをやってみてもらうなど），来場者参加型の ET
日本語ブースを展開していけたらと思う。そのためには，ET 日本語を履修している学生達のよ
り積極的な参加が必要となるため，事前の声かけや準備などを丁寧に進めていきたい。
次に，2 つ目の成果として，2016 年度秋学期から開発を始め，2017 年度春学期から運用を行っ
ているオンライン・プレイスメント・テスト（以下，OPT）に「作文（意見文）」を追加したこ
とが挙げられる。2017 年度までの OPT は，「文字語彙」「文法」「読解」の 3 科目で実施してい
たが，2018 年度からは，論理的に文章を展開していく必要がある「意見文」を論拠を提示しな
がら書けるかどうか，どの程度の文法や語彙の運用ができるのかなどを確認するための作文課題
を OPT に追加した。OPT に作文を加えたことで，特にレベル判定の難しい中上級～上級の学
生をより適切なレベルに配置するための判断材料を増やすことができたといえる。
作文の評価には日本語学習者作文評価システム jWriter（https://jreadability.net/jwriter/）を
用いているが，今後は，コンピュータによる作文の自動評価と教師による作文評価を比較し，そ
の整合性や関係性を分析した結果を参考にしながら（小森他 2018），作文の評価方法について検
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討していきたい。また，作文課題自体にも微調整を加えるなどして，より精度の高い OPT を開発・
運用していきたい。
なお，OPT 開発の経緯や，現在運用している OPT システムについては，柳澤他（2018b）や鈴
木他（2018）などで学会発表を行っており，プレイスメント・テストのオンライン化を検討して
いる多くの日本語教育関係者から質問や助言の要請を受けた。今後は，OPT 開発に関するワーク
ショップを開催するなどして，様々な教育機関におけるプレテの現状と課題について情報共有を
するとともに，今後のプレテのあり方や OPT 開発の方向性などについて考えていく予定である。
3 つ目の成果として，言語知識と JLPT の試験勉強に特化した「日本語能力試験対策（中級）」
（JLPT N2 の合格を目指すもの）と「日本語能力試験対策（上級）」
（JLPT N1 の合格を目指すもの）
を各学期に 1 コマずつ開講したことが挙げられる。2017 年度は，「日本語能力試験対策（中級）」
を春学期に，「日本語能力試験対策（上級）」を秋学期に開講していたため，春学期に N1 の勉強
をしたい学生や，秋学期に N2 の勉強をしたい学生のニーズを満たすことができなかった。しか
し，同じ学期に両方のクラスを開講することで，そういったニーズに応えることができるように
なった。また，課題遂行型の課題やプロジェクトワークを積極的に取り入れている ET 日本語と
「日本語能力試験対策」を一緒に履修してもらうことで，言語知識とその実践的な運用能力をバ
ランスよく身に付けるための支援ができたと考えている。
今後は，現在の「日本語能力試験対策（中級）」と「日本語能力試験対策（上級）」の 2 科目に
加えて，JLPT N3 の合格を目指す「日本語能力試験対策（初中級）」も設置し，さらに多くの学
生のニーズに応えられる体制を整えていきたい。
最後に，ET 日本語の今後の課題として，教育の質の保証のための調査・検証を進めていくこ
とが挙げられる。これまで ET 日本語では，毎学期末に実施している JLPT の模擬試験の結果から，
履修者が到達目標の目安である JLPT レベルに到達できていたかどうかを検証してきた。しかし，
JLPT は，どの程度の言語知識を獲得できたかを調べるのには有効だが，課題遂行型の活動やプ
ロジェクトワークなどを通して身に付けていく日本語の運用能力を測ることには限界があると
考えられる。そこで，今後は，学期開始前と学期終了後に実施している Can-do statements 調査（以
下，CDs）の結果を用いて，OPT の結果と CDs の結果の相関を見たり，学期前後のデータを比
較するなどして，ET 日本語のどのレベルで学んだら日本語でどんなことができるようになるの
かという点を明らかにし，教育の質の保証につなげていきたい。

Ⅵ

おわりに

ET 日本語が 6 レベルで運営されるようになってから 2 年半が経ち，様々な知見や検証データ
なども蓄積されてきている。しかし，学生の日本語能力や履修者数，クラスの雰囲気などは学期
によって異なるため，教員はそれぞれの学生の特性やニーズなどに配慮しながら，日々試行錯誤
をして授業に取り組んでいる。本稿で報告した課題遂行型の活動やプロジェクトワークについて
も，前の学期の反省や課題を次の学期で改善するということを続けており，各活動の設計や内容
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などが学期を追うごとに充実してきていることがうかがえる。一方で，データを蓄積し，縦断的
な分析をすることで，改善すべき課題も明らかになってきているため，これからもコース全体や
個々の授業の改善や改良に取り組み，質の高い充実した日本語教育を実践・提供していけるよう
努めていきたい。
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