
日本語授業における ｢学習者中心のアブ四-チ｣の試み

メルボルン大学

限本 ･ヒーリー順子

1.試行プロジェクトの背景

メルボルン大学673･ヨ蕃語6AjlBは冨泰語最上級CTjt3--スであり､様寿な日本語学習歴

を持つ学生が日本語を学んでいる｡大学に入る前から学常している者の中には､高校

で5年間ないし.6年間学んだ学生 (1)であったりk.その上にロ本の高校に留学し

たことがある者 †期間は6,7週間から1年間とこれも様々であるO (2)∫､大学

に入学後､日本の協定校に1年間留学したことがある着 く3)などで構成されている)

(1)だけの場合もあるがt.大抵は H )と (_2)の組み合わせが多く_l中には

(1日 と (3), (日 と (2)と (3)という組み合わせの場合もある｡当然のこ

とながら､Lj木語能力の差も糾てきて教えにくい年もあるがて日本語の学習歴が長い

学生にどのような教材を使い..どのようなやE.3万で珂技能を伸ばす,j)が適当なのか,.

学習意欲を持続させるにはどこ7)ような授業形態がいいのかなどという疑問に対して,

明確な答えが得られないまま､教え続けてきた(,従来の教え方から離れ.新しいパラ

ダイムである ｢学生動魁のアブ田山争｣の可能性も少し探ったが､豊艶接従来鍔や撃

方に比べ､教師の負担がかかるように思えたことと..評価CM...方が難しいことなど..

特に後者の点が解決できず､踏み切れなかった｡

昨年度､たまたま､大学の外国語数台に最新のテ/)/ノLyジL-I-せ 使い､目標連成型

くgoai-Jrien†ed)のプロジェクトを卿 7-'の授業に取'lJ.?入れようではないかという詩を持ち
かけられたa様々な経緯の未､大学からマルティ･メディア関係の研究費が出ること

になり､i998年に､Lj本譜以外に､中国語､インドネシア語､フランス語､ドイ

ツ語の5カ国語で実施することに決まり､日本語は5と6のコ--スの中でが試みるこ

とにな-)た｡

この授業というのは､手短にいえば学生にプロジェクトのテーマを一つ選ばせ､ 小

グループを作り､共同学習しながら､最後にはプロジェクトの完成品をウェブ ･ペ一一

ジに載せ､日本語6のクラスのウェブ ･ペ-ジを作るというものである｡情報収集の

や り方も印刷物からだけではなく､ウェブ ｡サイトなどから取ったり､電子メールで

日本の大学生とメ-ル交換し､プロジェクトに必要な情報を集めたり､最新のテクノ

ロジ-を利用して､ ｢共同作業｣の中から日本語を学習していくやり方である｡以上

が基本的には､5言語に共通した授業内容だが､プロジェクト･ワ-クがコ-スの内

容にどのぐらいの割で占めるかは言語によって異なる｡10%から50%までと開き

があるが､日本語の場合はコース全体の50% (過4時間ののうち､授業時間は2時

間が振り当てられている｡)を責めていて､成績評価も半分がこのプロジェクトで占

められている｡

このプロジェクトのリーダーはスタンフォード大学でポーランド語を教えていたと

きに､既にこのようなやり方で教えた経験があり､テクノロジーを利用したプロジェ

クト中心の教え方に強い信念を持っている人であるoチームは彼の下に5カ国語の教

師と成績評価 Testing)の専門家が一人と､プロジェクト評価のために､テスティング
の分野では世界的に知られている専門家が一人と､コンピューターの技術者が一人と

いう構成である｡
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この試行プロジェクトの期間は､今年の前期を準備期間とし､後期に実施するとい

う計画で､一年間の予定である｡現時点ではまだ､終わっておらず､この紙上で触れ

らるのはテクノロジーを使った ｢学生 (プロジェクト)中心のアプローチ｣とは何か､

準備期間中にこのアプローチを実際適用するに際し､どのような点を考慮していった

かという2点に焦点を合わせて､以下触れてみる｡

2.先行プロジェクト研兜

最新のコンピューター ･テクノロジーを活用し､プロジェクト中心の外国語教育に

取り入れたのは､当然のことながらヨーロッパ言語が最初である｡､まず､ESL/EFL
(外国語あるいは第二言語としての英語教育).フランス語､ポーランド語を教えて

いる教師がそれぞれの授業に導入した例が報告されている｡

しかし､マルチィ ｡メディアを使わない､プロジェクト中心の授業は､かなり以前

から､初等､中等の学校教育や外国語教育にも取り入れられている｡例えば､壁新聞､

作文集､映画､ビデオ作りなどを最終日的とした.プロジェクト中心の授業はよく知

られている｡筆者が知る限り､オーストラリアの日本語教育では､壁新聞作りの例が
報告されている｡ 1

このプロジェクト中心の授業形態は学生同士の共同作業(collaboration)を含み､その

教育効果を重要視して､共同学習(coiiaborativelearnt-Lg)という呼び方を使っている人
もいる｡1988年にこの共同学習を英語教育に取り入れ､大規模なスケールで実施

したのが､DavidNunanである｡(Nunan1992)

3. ｢学生中心のアプローチ｣の特徴

このアプローチを用いるにあたり､これについていくつか､はっきり把握しておか

なければいけない点がある｡従来の教師中心のパラダイムと比べると､次のような特

徴が挙げられる｡

(1)まず､教師の役割が､知識の伝達者から ｢学習を助ける｣援助者(facilitator)に
変わることである｡これは学習者が学習の責任を負い,教師はそれを助ける存在とし

てとらえている｡実際にはプロジェクトのトピックは学生が決め､そのトピックにつ

いて学生が調査､研究をする｡教師は都度適当なア ドバイスはするが､いわゆるプロ

ジェクトの内容を完全にコントロールはしない｡

(2)既に述べたように､学生は単独で学習するのではなく,グループを作り､共同

作業を通じて､学習していくことに大きな意義があるとする｡ 2

(3)プロジェクト完成過程では､様々な ｢本物(authentic)｣の学習活動が含まれるこ
とである｡従来の外国語教育では､例えば､ロール ｡プレ-は学習者が､目擦言語を

使って､与えられた､ある状況下で役割練習をして､言語を学習していくのが目的で

ある｡このような学習活動はauthenticな学習活動とはいえない｡例えば､プロジェク

トのためにインタビュ-する必要があれば､その学習活動は真に必要なものであって､
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ある言語機能や文法形式の習得が目的で行われる学習活動ではない｡

(4)クラス進行のコントロールが教師から学習者に移行すると､.教師は自分で準備

し､授業内容をコントロールしていたときに比べ-予測のできない状態(Con触昌enCy)
がおきてくる可能性がある｡このような時に柔軟に対応し､その状況を最大限に学暫

面に生かしていく必要がある｡教師の立場からすれば､従来の教え方であれば､ある

程度予測がつき.対応できるのに対し､少々不安を覚える教師もいるであろう.これ

は文法シラバスからコミ.ユニカティナ ;シラバスに変えた時に.最初不慣れのため､

授業中に覚えた教師の戸惑いと似ているのではないだろうか｡ただ､学生の創造性が

生かされ､-グルー･プ内の共同学習を損じて早まれてくる.グ.lt,-プ ･ダイナミズムを
｣♭r.良.Tr■Lt㌦k～FP
教師は受けlヒめていかなければならない｡

以上のヰ点が ｢学智者中心｣ (或いは､ ｢プuジJ_I?ト[トト日 のアブt3--チ重要
なポイントであろう｡

斗 道具としてのマルチイ rメディア

メji,ボjL.I:/大学の試亨十:省7ジニ:.i/-トと今まで(･'7-ノr-1ジ=_盲二.:i,卜 f:学暫青い 両 J の 授 業

ヰJ,TiG宣長｣として鞘用される点である,,,

巌初 (7叫 三代)は道臭としてはButchty paper.i:呼ばれる紙とフェル ト ､.ペン■で
あったCそれから､年を経るにつけテ一一プ ･王レコ-ダーやビデオ ･カメラなどの視聴

覚補機.紙とペんがワ-･-プロやコンビJIL-･へタ.弓こ変わり､今では怒丁メ一一ルを含むイ

育の中にも利用されるようになり_.メルポ/･i,ンでも日本語教育にこのインタt一一一ネット

をどのように使うべきなのか､真剣に考えなければならないときにきている｡

この道頁をフル:こ使えば､今までできなかったことが容易にでき､｢プ;1ジ⊥･:?ト･

ト評価の仮説として挙げられている｡では具体的にはこの道臭を使って..-･体何が新

しくできるのか､考えてみたいO

学生間､或いは学生､教師間のコミュニケーションを図るものとしては電子メール

も､使われるが､それだけではなくウェブ ･フォ-ラム (今までニューズ ･グループ

と呼ばれていたもの)を使えば､クラス内でコンビュ-タ-の画面を通してディスカッ

ションが容易にできることである｡また日本から大学生もこのフォーラムにアクセス

でき､メルボルンの学生とディスカッションやおしゃべりも同時に可能である｡世界

中の知らない人間とお話しできるインタ-ネットの ｢チャット｡ボックス｣がティ-

ン ･ネイジャーの間で人気があるが､ウェブ ･フォーラムはこれと機能が似ている｡

これは､電子メ-ルではできないことである.

そのほか､ウェブ ･ページには映像､音などが盛り込めるので､プロジェクト8ワー

クも昔の紙 ｡ぺんを使っていたときには考えられなかった企画ができるようになり､

学生の学習意欲にも反映されるのではないかと仮定している¢

このような形で新しいコンピューター ･テクノロジーの利用を外国語教育にと､提

唱することに至ったのには､今までのCALLに対する批判がある｡メルボルン大学の日
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本語CALLの例と取ってみる｡メルボルン大学では､日本語がいち早く日本語カリキュ

ラムの利己CAEAと(∈omputer･AssistedLanguageLeaming)を取り入れ､現在では週 i
時間､コンピューター ･クラスが組み込まれている｡ただ､このCALLのカリキュラム

の中の位置というのは､従来からのカリキ且ラムの枠組みの周辺的なところにしか位

置していないことであるO日本語カリキュラムの中でCALLが補助教材的な第二義的存

在以上のものでないという点であるOそれは､言い換えればコンビュ-タ- ･テクノ

ロジ-が従来からのカ7)キュラムの枠組みを根底から変えていく手段に使われていな

いという批判である｡ 3 確かに､その批判はあたっている｡今まで使ってきた日本語

授業のソフトはあまりおもしろいといえるものではないし､画期的なコンピューター

の使い方をしてWないばかりでなく､インターネットなど､日本語授業にフルに活用

されていないことも事実である｡こういう現状批判に答え､今後のCALLのあるべき姿

を模索することの一･一)歩として､このプロジェクトに積極的にかかわっていかなければ
ならないと考えている｡

5.成績評価

評価とはどのようなものかということである｡参考にしようとして､先行プロジェク

トの例をみたが､ r具体的に｣数字で表したものはなく､テスティングの専門家との

数回のミ-ティングを持ち､そこで討論したことを参考にして､それぞれの言語で手

探りしながら決めていった｡ 4

日本語の場合､績評価を考えるにあたり､いくつか考慮した点をここに挙げながら､

話を進めていくことにする｡

日 )プロジェクト也ワ-クの採点は日本語の授業であるので､語学力は無視できな

いが､内容中心の成績評価(contenトbasedassessmerTLt)も取り入れなければならないO
この日本語カと内容のバランスが難しいのである.やはりプロジェクトの性格から日

泰語カよりも内容をかなり重視して評価しなければならないという鯨論に至った｡

ほ )共同作業であるので､グループの成績として評価することが大切である｡ただ

そればかりでなく､学習者個人の成績も考慮しなければならない｡このバランスをど

う取るかという問題点がある｡個人の採点については同じグループの中でも仕事分担

しているので勺分担したものを評価する｡そうすることにより､個人の努力をか うこ

とにした｡

(3)完成品としてのウェブ ･ページの評価だけではなく､完成までの過程をどのよ

うにして評価に加えるかという点｡これについては､学生にそれぞれ週単位でクラス

外の活動記録 摘 本譜で記録)を提出させ､それを評価していくことにした｡

(4ト姑同作業であるので､.協力してグループ活動ができたかどうかという点｡これ

はタラ黒内での教師の観察と上記の記録活動でみる｡

･月 ';道具として使われるコンビュ一一一タ-技術の習得をどのように評価するのかとい
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う点｡これは学生のコンピューター ･リテラシー (コンピューター知識 ･運用能力)

にかなり個人差があり評価しがたいが､完成品のウェブ ･ページをみて､コンピュー

ター技術がどのように生かされているかで評価することにしたD

(6)授業の外でのプロジェクト活動 (電子-メ-ル､ トピックに関する情報採集､ビ

デオ取り､インタビュー､等)をどのように評価するのか｡過2時間の授業でできる

ことは限られるので､プロジェクトを完成にはクラス外で学生はかなり時間を費やさ

なければならないが､その努力をどのように諦佃に反映 していくのかという点である

これは定期的に宿題として､参考文献録､ウェブ ･ページの草稿を提出させ､それら

を評価するQ電子メ-沖はプライバシ-の問題があるが､学生の同意を得て印刷して

提出してもらうようにした｡

6=試行プロジ芸夕 鞍の評価

芝のようなアブだ--予が外国語学習 摘 泰語教育)貴之とって有効かどうか､試験擬

制J)最後に了L号与 クトそ(i,1ものを評価しなければならない｡そ(I)方法とL.㍗.,二鳥

考えられているO評価の掃料として､まず教師の観察記録であるc数師が毎回の授業

で観察記録をとり､毎週のミ--テ･[ン.ゲで話あうこことが轟務づけられている.̀それか

ら､このアLL-亘ブェクトに雇われたアシスタントが何回か授業観察にきて､騎初にたて

た仮説が証明できるものが授業内にあらわれてきているかに注意して観察し､ミ-ティ

ンデで報告する事になっているo最後に__学生と教師とにアt,/スタ-:I-rトが･イ∵-/タ

ピュ-して ､その結果も評価の対象者こされる¢

以上まだまだ､.触れたい点は多いが､紙面の都合上ここで押さえることにする｡

最後にこのプロジェク トの新 しいウェブ tサイ ト､GLEn(Cloba‖-cdrning
Enl′iron.ment)のURLを下記に記す｡1.1月には終Tするので､ご覧になって,コメン

トを電子メールでいただければ､幸いである｡

http//- W･glen･hlc･unimelb･edu･au/glen/hll/

注

1.1996年9月にニユ- ･サウス ･ウェ-ルズ大学で開催されたオ-スト

ラリア応用言語学会(ALAA,)でニュ- Bサウス 8ウェールズ大学の日本語授業

で新開作りを取り入れた発表があった｡

2.詳細についは､参考文献の中のNunan(1992)をみていただきたい｡

3.Debski,R｡(1997)

4.ここでは､キャシー .エルダー氏のワークショップで使われたハン ドアウ

トを参考にした｡
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