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1.はじめに 一試行プロジェクトの概要 一
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｢目標達成型｣a/1プロジェクトを導入したGこれに参加したのはEj本譜､中国語､インドネシア語､

ドイツ語､フランス語の5カ国語で､日本語はレベル5と筆者が教える最上級の日本語6のクラスが

参加した｡この共同プロジェクトは学科を越えて5カ国語の教師 CALL､テスト法､カリキュラムの

専門家との共同による新しい語学カリキュラムの確立を模索するものであった｡

Ej本譜の場合は現行のクラスの半分 (週4時間のうち2時間)をこのプロジェクトに割り当て､従

来の授業と平行して実施された｡このプロジェクトでは学生たちが自分でゲル･一一プを作り､それぞれ

グルー-ブの中でやりたいプロジェクトのトピックを決め､計画に従って､調査をLtウェブ 斗ぺけジ

を作り上げるもCJLjであった｡.

前期は準備期間として毎週ワ--クシ:=}ツプを兼ねたミ･-ティングをし､ブレイン-スト---ミングo:A

率で各語のシラバスを作っていった,:これに関しては 圧∃本譜授業における ｢学習者中心のアブrJ-

チ｣の試み｣として 1998年度の第 11回連絡会議で発表し､発表論文の中に掲載されているので

それを参照されたし｡ 実際にこのプロジェクトが行われたのは後期に入ってからでありここでは､

とくにグル-ブ学習の側面からこのプロジェクトを考えてみたい｡

2.従来の授業との相違点

従来の授業の特徴との違いは､いくつかあるがその中で4点挙げてみる｡

まずコンビュタ一一を媒介とした学習 (Computer-mediatedLeaning)である｡,=れはインタ一一ネ

ットの利用である｡学生たちはトピックに関してプリント｡メディアばかりでなく検索エンジンを活

用して情報収集もした｡ トピックに関係したウェブサイトを見つける事も重要な術であり､さらにそ

れを ｢批判的に｣読み選択することも期待されたが､実際には母語でないウェブ ･ページを大量に手

際よく読むのは困難なことであり､これには教師が手を貸してやらなければならない場合が多かった｡

この経験を通して思ったことは､プロジェクト開始前に ｢ウェブ ｡ペ一一ジの読み方｣のようなコ-ス

を履修していれば､少しは手助けになったかもしれないO

さらに学生と教師間､学生間で電子メ-ルによる質問､意見､情報の交換が行われた｡特にレベル

6の学生は東京工業大学と東京都立大学の学生との電子メ←ルによる意見交換を行い､彼らのメール

は教師にも ｢コピ-｣として送られてきたoこれは電子メール交換も成績に入っているからであるO

メールの送信数はさまざまであったが､熱心な学生は家からしきりに教師にメ←ルを送ってきて､そ

の返事に追われることも多かった0
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このようなコンビュタ-を使ったプロジェクトを支えるものとして GLEN (-Global 1月nguage

Environment)という環境を作り､そのなかに各語のプロジェクト･ページがあり､ウェブ ･ページ

が載せられることになっている｡ハンドアウトなども従来のようにプリントを渡さず､このページに

載せておけば､学生がダウンロ←ドして電子メールで教師に送信してくるo学生は毎週の活動記録は

このような形で提出できるようになったが､最初はダウンロードできなかったり､それができたとし

てもメ←ル送信できず､プリントしたものに手書きで提出したりするなど､とまどう学生が多かった｡

クラス内ではインタ-ネット上でウェブ ･フォ←ラムというコミュニケ-ション交換の場も設けら

れたoウェブ ･フォーラムはチャット･ル←ムのようなものであり､ある学生が質問､意見を投げか

けたとすると､クラス全員 (教師も含めて)が､その討論に同時に (正確には少しずれるが)参加で

きることが利点であるDこの点が一対一の電子メールとの違いであるCしかし､実際には有効な使い

方はあまり分からず､実験的に使って終わってしまった傾向がある｡今後の課題であるO

このほか､コンビュ-夕-だからこそできるのは､スキャナーを使って画像を入れたり､音声､ど

デオの一部をウェブ ･ページに取り入れることができることであるoコンビュ-夕に ｢弱い｣と自認

していた学生たちも､以外と簡単にスキャナ-がつかえることが分かり､しかも画像を使うことによ

り視覚によるアッピールの良さに驚き､これ以後コンビュタ-に対する態度が大きく変わった｡コン

ビュタ←にしかないプラス面に気がつき､更に音声を入れることに意欲的になった学生が出てきたの

は驚きであったoこの学生は最初コンピューターが苦手と言っていた学生である｡

第 2の点は授業外での学習活動の占めるウェ-トが大きいことである｡週2時間の授業でできるこ

とには限りがあり､プロジェクトの調査､論文にまとめることなどクラス外でやることが多い｡オー

ストラリアに住んでいる学生は必ずしも日本語で調査できるわけではない｡麻薬 ･覚醒剤問題を取 り

上げた学生の一人はアルコール中毒者が集まる会合に出かけていって､麻薬中毒者との類似点に気が

ついたことをクラスで報告しているDまたこれと同じ問題を扱った学生は議会図書館に行って､英文

資料を集め､必要なところは日本語に翻訳したというDこのグループの学生の場合はすべて英語で集

めたデ-夕である｡日本人の若者の自殺を取り上げた学生はこちらにいる日本人学生に日本語でイン

タ-ビューし､ビデオに収め､その一部をウェブ｡ペ←ジに取り入れているo

第3は ｢学生中心｣の授業であるから､当然学習者が自らの学習に責任を持つと言う自律学習の面

を持っている｡自分が選んだトピックでプロジェクトを作り上げていくことは､自分の学習は自分で

コントロールできるという事である｡この点に関しては､すべての学生はやる気があり､積極的にプ

ロジェクトに取りかかったといえる｡

第4は共同学習或いはグル-プ学習の面であるO英語で言う CollaborativeLearning(以下省略し

てCL)のことである｡英語では Couaborative-based学習活動と Cooperative-based学習活動

とは区別して使っている｡簡単に言えば前者はグループの中でお互いの意見を出し合い､皆で構想を

練って構築していくことであるD一度グル-プで決めた後は､分担して作業を進めていくことはある

が､あくまでも共同で決めたことを分担しているだけで､できあがったものは共同作業によるもので

あるOそれに反し､後者はグループを作っても各々のメンバーが共同で構想を練ることはなく､最初
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からそれぞれの考え方に従って作業を進め､後でまとめて一つのグル-プ ･ワ←クにすることである｡

(Webb良Palincsar,1996)ここで言うグル-プ学習或いは共同学習は前者のことである｡日本語に和

訳する際はこの区別が難しいので､CLと仮に呼ぶことにする{)

3.新しいカリキュラムの理論的背景

新 しいカ リキュラムの理論的背景 として Brandon&王朝1ingshed(1999｡P.12)の CSCL

(Computer-SupportedCollaborativeÎC..Eirr血gl説がある｡インタ-ネットそのものが教育に取り

入れられて日が浅いので､新しいテクノロジ一一を使わない従来からの CL説とCMCテクノロジー｡

･(Computer-MediatedCommunicatiorl)説との統合モデルである｡紙面の都合上､詳細は述べられ

ないが,これはまだ確立したものと言うよりはまだ流動的で理論構築中であるといったほうが正確か

汝､7,身1ナ㌣いIJtJrtJし/⊂〉ヽYlo

このカリキュラムの背後にあってCILに大きく影響しているものに心理学者であるピアジェやヴイ

ゴツキ叶の考え方がある｡日本でも茂呂雄二氏の著書､｢具体性のヴィゴツキーー｣と (対話と宋勘 な

どでヴィゴツキ一･一の社会文化的アブロー--チ (sociail=Ogmit7LVetheory)が紹介され崇捕,,れるようにな

っているが､応用言語 学 L//A:} 分 野でも 亙,a‡血if良 Appej に よ る rit(7ig｡tskia訂hAiPPC,iCli-les首(ニー翫ミニ⊂)r雨

LarllguageResearch_zFが出版され｡第二言語習得理論にも影響を与えていることがわかるJ

ヴィゴツキ一一の考えというのは､簡単にいえば､学習は人間同士の相互行為 (インター-アクション)

BT)結果であるとするO彼は個人の認知行動は勉の人間との討論の過程を通し､勉の人間とのコミュニ

チ-ションの中でその人間が持つ認知行動の枠組みを理解して発達していく｡CLの意義はこのよう

なヴィゴツキ-の考えを背景にしているGT)で､プロジェクト◇ワ-一夕の中でなぜゲル--プ学習が必要

なのかがわかる｡

結果的には二人の学生がグル-プを作れなかったが､これは選んだトピックに固執して ト-人は ｢ア

ジアの経済危機上 もう一人は自分の経験に基づく ｢中国旅行｣である｡)ほかのものに変える気がな

かったからである｡最終的にはトピックの特殊性で日本語6のクラスでは一緒にやる学生を見つける

ことができなかったcTjであるDなるべるグル-プを作れるよう教師側から中国語とインドネシア言責の

クラスの先生に話を持ちかけ､それぞれのクラスでこれらのトピックに関心にある学生がいないかど

うか､探す努力をしたが､誰も出てこなくで仕方なくこの二人の学生に関してはグル-プ編成は諦め

ざるをえなかったOこれが実現していれば､外国語間の枠を越えたグループができあがるというおも

しろいことになったかもしれなh c 最初からグル-プ編成をすべきであったかもしれないO

4.ウェブ ｡プロジェクトの成功の鍵

CLにおいてまず個々の学生がグループ ･タスクを効果的､積極的に遂行するにはいろいろな配慮

が必要である｡

まずはグル-プのサイズであるが､Sociairnotivationtheory(Brandon&Hollingshead,1999)

によるとグループのサイズは2人から4人が適当だというO学生たちには2人から4人までというガ
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イドラインを出したが､結果的には2人のグル-プ編成になった｡クラス外で一緒にする場合お互い

の時間の調整がむずかしいので.2人のほうがゲル-プとしては動きやすいであろう｡

次に考慮しなければいけないのは､グループの中の構成人員がどれだけプロジェクトの仕事をした

のかどうか､ある程度わかるようにし､成績に反映しなければならない｡学生も自分の貢献度が成績

に反映されるとなるとやる気もでるし､仲間に頼る学生もいなくなる｡問題は個々の学生のプロジェ

クトへの貢献度をいかに図るかということである｡貢献度をモニタ←してそれを成績に反映させるに

はどのような方法がいいのか考えたが､一策として､学生一人一人に一週間ごとの活動記録を日本語

で書いて提出させることを義務づけた｡これを見て教師はその前の週の活動状況がわかり､進行状況

も把握でき､最後に個々の学生の貢献度を図る材料にできるのが利点ではないかと思う｡そしてプロ

ジェクト終了後にグループとしての学習活動のレポ-トを英文で提出させた｡これは､ウイ←クリ-

の活動記録だけでは､十分把握できない部分を補えるのではないかと考えたからである｡成績の参考

資料にすると言ったので､学生はかなり張り切って書いて提出した｡

学生間のコンビュ-タ-知識 ･技術 (コンビュタ← ｡リタラシ←)に差があるのは仕方がないこと

である｡文系の学生の中には簡単な操作もできない学生がかなり多い｡教師のコンビュタ- -リタラ

シ-が高くても､問題が起きたときにすべて教師が対応できるわけではない｡学生のコンビュタ一に

対する不信やフラストを増大させないようにするには､技術的なサボ-ト･システムがなければなら

ない｡このようなプロジェクトが成功するかどうかの鍵の一つはコンビュタ←技術者が必要とあらば､

すぐに助っ人に現れることができるという状況かどうかであるo幸運なことに今回の我々のプロジェ

クトには専任のコンビュタ-の専門家がいたことである｡電子メール一つにしてもアルファベットを

使うヨーロッパ言語では考えられない色々な問題が出てくる｡このようなテクニカルな問題に教師は

頻繁に関わっていられない｡

次にクラス外でコンビュタ-施設が学生に取ってどれだけ時間的に自由に使えるかということであ

る｡日本でコンビュタ一一を買えば日本語のシステムが入っているが､こちらでは英語のシステムしか

入っていないので､日本語版を入れなければならないo家庭にコンピューターがあっても､日本語の

ソフトが入っている場合は非常に少ないので､学生は日本語が使える大学のコンビュタ一に頼 らざる

をえない｡クラス外でメールによる交換を奨励しても手軽に使えなければ､頻度は限られてくるC

従来の授業の進め方と違って､教師がコントロールできる部分は少ないD教師はどんなハプニング

にも対応できるよう柔軟に取り組むことが必要であるCこのようなプロジェクト巾ワ-クに教師側が

5.プロジェクトに対する学生のフィーードバック

プロジェクト終了後の学生の反応は極めてよく､最初コンビュ-タ-が思い通り動かず､ぶつくさ

文句を言っていた学生がいたことが信じられないくらいであるD少しそれを以下に紹介してみるo

･ 普通のクラスでは学習できないものを学んだO自分がウェブ｡ペ←ジを作れるとは思わなかった｡

このような授業を受ける機会が与えられて感謝している｡
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･ このプロジェクトのトピックの調査は大変だったが､それまで知らなかったことを学んだO完成

品は自分たちが作ったとは思えない｡大変感激した｡

9 私たちが作ったウェブ ･ペ-ジが世界中の人たちに見てもらえるのは蒋しい｡日本の友達にも見

てもらうつもりだ｡

･ コンピュータ←を使うことには慣れていなかったが､終わってみて少し自信がついた｡(コンビュ

←夕←が苦手と最初答えた学生の発言｡)

しかし､中には否定的な学生も一人いたO彼女は非常に優秀な学生であり､最後まで､プロジェク

トをあまり楽しんでいる様子はなく教師にとって気がかりな学生であった｡

･ 私はコンビュタ一°が大嫌いだ｡今まで一人で勉強することに慣れていて､そのやり方のほうが合

っているOクラス外で会おうとしてもお互いの時間の調整が大変であった｡(因みに ｢もう一度やり

7_ノ埠'､ニ-でF､ワ 1
たいかという質問には ｢ノー｣⊂:賢人 しい匂｡)

学生はそれぞれ自分に合った学習スタイルがあり､このような授業のやり方がすべての学生に合っ

ているとは限らない｡上記のような学生がいても不思議ではない｡

6pウェブ ◎プロジェクトを取り入れた教授法の評備

このようなウェブ A,プロジェクトを取り入れたやり方そのものが外露語授業に有効なものなのかど

うか評価する必要がある｡そのために収集したデ-夕を質的アブロが予で分析し､研究することもこ

のプロジェクトの重要な仕事である｡

デー-夕として使うものは次のようなものであるO

巾各教師が一週間ごとに授業について記録したもの打eacherユslog)と､それについて五力国語の教

師と他のプロジェクト･メンバーとが毎週2,3時間会議を持ち､話し合った議事録.

Qプロジェクトに対する学生のフイ←ドバックをアンケ-トで取ったもの｡

･数人の学生にプロジェクト｡リ-ダ-がインタピュ-して起こしたものo

e 参加した教師にプロジェクト｡リ-ダーがインタビューして起こしたものO

･第三者の研究助手が授業 (学生 ･教師)を観察､記録したものO

7.今後の課題

日本語習得が目的の授業であるから当然､日本語を使う機会を多くすることが必要であるが､日本

語のクラスに限らず､玉か国語すべてのクラスで学生同士の意見の交換時､及びコンビュタ-操作時

に目標言語が使われにくく､英語になってしまう場合が非常に多かった｡これにはどのような対策が

あるのか,よくわからないD コンビュタ一一関係の語柔､表現を教えることや､最初から英語使用につ

いて注意し､英語を使うと減点するという取り決めを交わすことも考えられるが有効策かどうかo

大量の情報を母語でない目標言語で読み理解するのは容易ではない｡2でも既に触れたが､特別コ

-スなどで学生が読解術を向上させる必要があるかもしれない｡また教師にとってもウェブ ･フォ←

-88-



ラムの有効な使い方を研究することを忘れてはならない｡

最初コンビュタ-に ｢弱いlという学生が半分いたが､プロジェクトを始める前に､学生のコンピ

ューター ･リテラシーの thresholdlevelというようなものを設定 しなければな らない｡ (この

thresholdlevelとは何か､具体的に決めなければいけないが｡)このレベルにまで達しない場合は､

向上させる必要がある｡

教師側にも融通性が必要とされたように学生側にもCLとコンビュ-タ一に対する不安､不信があ

り､コンピューターを ｢拒否｣する学生がいるので､学生側にもこのようなプロジェクト･ワ-クを

やる気構えというか､レディネス (readiness)といったもの が必要ではないだろうか｡

以上､かなり周到に準備を始め実施したが､初めての試みで暗中模索の感があった｡しかし､終わ

った時の満足感は学生､教師とも従来の授業より大きく､様々な苦労を忘れさせるに十分であった｡

参考文献 (抜粋)

重文

Brandon,B.P.&HouingsheadA.B.(1999)CouaborativeIjarningandComputer-Supported

Groups.CommunicatioIIEducation,48,109-126.

Debski,R.,Gassin,J.&Smith,M.(1997)(Eds.)languagebarningthroughSocialComputing.

HonvoodIAnguageCentre&AppliedLinguisticsAssociationofAustralia,Melbourne.

LAntOlf,J｡&Appel,G｡(1994)VygotskyanApproachestoSecond1月nguageResearch.Ablex

Nonvood,NewYork.

WebbN.M.&Palincsar.A｡S.(1996)GroupProcessesintheclassroom.InD.C.Berliner&R.

Caffee(Eds.)HandbookofEducationalPsychology.NewYork.･Macmiuan.

担_1_i

茂呂雄二 (1997)｢対話と知｣ 新曜社

(1999)｢具体性のヴィゴツキ←｣ 金子書房

-89-


