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i. は IL:め(こ

筆者 が教教 をとってい る イギ リスの大 学では､藩 学専攻以外 の学生 の ために UniversityLanguage
Scheme(ULS)の車で 日本藷 を含む 7言語 をLangldageandCu触reモジュール として教 えている｡ある

決 まった内容 をクラスの平均 ぐらいに合 わせたペ-スで-各段紫で進行 させてい ,ミキで､ ｢ぺ d-スが

速す ぎる｣ と:い う学生 もいれば､ ｢もう少 し速 く進めて もらうといい｣ とい う草魚 もお り,.教師主導

型の藷 学教育の浄 じきを感 じていた｡ こ ういった形の教 え有は､果 た して学習者 にとって効果的に学

べる耳遠 として一息豊 まい ､形 なのであろうかO

その絶 間に答 える形 で､ULSのワ-斗 ンダ 年テ ィ-ムでは敷革の検討の結果､i999年度 より学習者 も

練のラ-エ ンデ ¢ポ- トフォ リオの作成 を評価 の郵 こいれ､-昇級質 と鹿行 させて由韓学習 を促 して

お り､ ひとつの'ファイル を搾 る過程 を通 して､学習の自己管硬 を学んで もらっている(,泰盛 でまま､ E3

本港 においての実践 を報沓 し､その効果 を検討 したい｡

宝.婆東学 での竣成

畑軒リスでは､や等教育で も､轟等教育においてもE3卑語学習者が増 えてお ～‖ JapanFoun血 豆omLoTidcJm
yL･aTiguageC告nm/199虹 当東学で も漫挨科 目として招本港 を学ぶ学生 は､尊卑 ?¢名 から互鋪 名ほどい

る｡ その学習者 も､各 レベルg)クラスの車に､革齢､性裾 史伐背骨､ 田本藷 学習歴､ 田本藷能力お

よび逢周能力､動機 やこ小者､学習スタぅ‖LJなど､各人がいろいろな尊貴 を組 み合わせた覇 で もって

お り､多凍 ､多岐 にわたっているO ある-定の内容 をあるペ-ズで行 ってい く- 各線常では､学習者

‥一 ･ ㌦ ●T･ 一二一∴ -1･ ･ : く_･l1-し ∴ ･ ∴ ････ ､･
まま､ こ ういった学習者の多線化 が-斉漁業利 敵界 を教師 に認磯 させ､学習6-,,p集魚が学習者 にあるとい

う根本的 なことを気づかせでいる､ としてこの状況 を利点 として辞儀 している｡本稿 で もこの多棟性

を､ それ をもいか した学習者 に起点のある学習 を鳶職的に考えるいい きっかけを与 える事象 として と

らえたい｡

乱 撃習者主体 の由梓学習

認知心理 学の領域 では､ ｢大柳 ま本来､学ぶことを基本的欲求 として もっている存在 である｣ とし､

｢学ぶ｣ とは､a.学ぶ対 象その もの を学ぶ ことである､b.学ぶ対 象その もの を学ぶ過程 で､ ｢何のた

めに､どのよ うに学ぶか､うま く学んでいるか､令の学びの現状 に満足 しているか｣などを闘 うこと､

そ して C. さらにその答 えにあったよ うな形で､学ぶ ことを追求 してい くことを含 む､ としている(岡

崎 1992)0-昇級常では､学ぶ対 象､つ まり､尊貴や文法項 目などの学習 を目的 としているo Lか し､

｢何 のために､ どのよ うに学ぶか､ うま く学んでいるか､今の学びの現状 に満足 しているか｣ などを

問 うことは､経験的 にな されていなが らも､注 目をされていなかったのではなかろ うか｡問いかけを

しなが ら学ぶ ことを追求する学習者 を起点 とした学習が､ 今 までの一斉線質の中に組み込 まれるか､

また補足 する形 で個別 に加 えて行 われ なければ､本来 日本語学習者 が基本的欲求 t:して持 っている ｢学

び｣は達成 され ないと言 えるか もしれ ないO 昨今言われるところの 自律学習が､まさにその問いかけ

に答える分野である｡

Dickinson(1987)は自律(atltO_nOmy)を､ ｢学習者が自己の学習に関する決定 もしくは決定事項 に首位 を

持 っている状 態｣と定義 している｡ その 自律に基づいた自律学習(autonomous leaming)をHolec(1981)
や Little(1991)は､ ｢学習者 が､ 自分 自身のために､ 自らの如磯 とスキル を構築 しよ うとして､仲間や

教師やその他 の リソース と協 力 し､丈渉 し､行 う学習 を自分 自身で管理 す ること｣､ また､｢学習者が

それぞれの学習スタイルにあった学習 を知 り､青任 を荷 って自主的取 り組む学習｣と定義 しているOそ

れ を-歩進め､EllisandSinclair(1989)は､a.学習者 が自分の学習 をコン トロールすることにより､よ

り効果的 に学習することがで きる､b.教室を離れて も自乙の学習に首位 を持つ学習者 は､学習 を進め

ることがで きる､ C . 学習 についての知磯 のある学習者 は､学習ス トラテジー をほかの科 目に転用す

ることがで き有効 だ､ ヒ段階的に述べている｡

-46-



自律学習の重蚤性 は二つの点にまとめられる. 一つ目は､ 自律学習は多棟化 した学習者への対処 を

する一つのオ泉で､学習者 それぞれが個性 を生か して､ 自分 なりの学習 を自分のペ-スですすめ る場

を挽供するものだとい うことである｡第二に､自分の学習 を管理 し､首位 を持 って取 り組む とい う能

力は､現代社会 において必婁不可欠 な能力であるとい うこと｡ 日本語学習で養われた自律学習能 力つ

まり､学習スタイルや学習ス トラテジーがほかの学習分野や仕事に転用 されれば意義あることだ とい

える｡

4, サ ンダー ランド大学での自律学習 を丈扱するラーニング ･ポー トフォリオ

1)サンダーランド大学のUniversityLanguageScheme
当大学では､主専攻､副専攻の藷学教育のほか､1993年から藩学専攻 ではない学生にむけて選択科 目

としての 7言語 の外国語教育をUniversityLanguageScheme(ULS)の枠で行 っている｡枚貰時間数 は
週に3時間､一年 を通 し72時間であるが､自主学習時間を128時間 としている｡ ULS開始後 3年間

ほどは､モジュールのタイ トル､評価の対象となる能力､コースワークの中身､その後 出頻度 など語

学によって さまざまであり､何かの統一性 を設 けてほ しいとの尊堂が教 員か らも学生からも出 されて

いたol997年 ごろから､ 日本語 を含む 7外国語のモジュールを通 して､ステー ジごとに共通の学習 目

標､評価法､-年の車でのアセスメン トの回数､線 虫時期の一本化 を目指 して､--モナイゼ- ショ

ンを計 るよう検討 し始 めた｡同 じようなコ-スを特つ大学を訪ね リサーチ し､検討の結果の未､一昨

早(1999-2000)､モジュールのタイトルを7言語 それぞれに ｢LanguageandCulture｣と変え､ULS- ン
ドブックを作底 したo その- ンドブックには､学習目標 そ して､評価 に関 して下記のように明記 し

ている｡

学習目標 と評価法の基準 となるもの

一言語能力 Iinguisticcompetence
一文化鳶職 culturalawareness

-多分野に応用可能 なスキル transferableskills

評価方法
-言語能力 <- 卑 2回のTCA(time-constrainedassessments) 60%

藷す(15%)､聴 く(15%)､読む(15%)､書 くそ して文法(15%)
一文化鳶職 <- ミニ丈化 プロジュク ト及び蚤泉 20%

-多分野 に応用可能 なスキル <- ラーニング ･ポー トフォリオの提 出 20%

多分野 に応用可能 なスキルを評価 する形で設けられているのがラーニ ング ･ポー トフォリオの経 由で

ある｡ これは､先にも述べた､自律学習のひとつの展開方法 としてとられたものである｡

2)uLSのラーニング ･ポー トフォリオとは

さて､本稿 でい うラーニ ング ,ポ- トフォリオt:は､教室外での毎週の学習活動記録 を集めたフ ァイ

ルである｡ そこでの評価 は生 を学んだか､よりも､旦i 学んだかに重点がおかれるOその作成 にお
いて､学生は､言語能力の到達に向けて､どう取 り組 んでいるか を形で示すわけであるoモ ジュール

ガイドにはもう少 し詳 しい説明がなされている｡

<内容の例 >

一卑週教室で出 された課題(ラングッジ ･セ ンタ-で行 うもの､教室外で行 うものを含む) 出席 で
きなかった場合 はオープン｡アクセス .センターで課麹 を確かめ､次の週に備 えることになってい

る｡

一課題 を提 出 した後､教師からのフィー ドバ ックに沿 って､再度 自分のや り方でや り直 した もの､

復習 したもの｡

-教室活動 に関連のある自主学習や自分の学習に関 しての綴 り返 りO

-ミニ丈化 プロジェク トに関 してや日本史化 に関する研究資料

学生は､-斉及常に沿 って､自主学習 を進めてい くわけであるが､指定 されたもの とそれに関す る訂正

だけではなく､自分のペ-スに合わせて､自分の弱い分野や興味のある分野 を自分の時間に学習 し､そ

れをプ レゼ ンテ-･ションとして､ファ侶 レに収めることになるo

そして2000年度から､E3本港モジュールでの評価の基準 もモジュールガイ ドに次のように明示 されて

いる,J
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一毎週の課題 は､ポ- トフォリオの挽 出目(各セ メスタ-の最終週)までに行 われているか｡
20%

一課題 は逢 当な形 で､わか りやす く注意深 く実行 されているか｡ 20%

-課題線 虫後､教師か らのフ ィー ドバ ックを元に､授業に関連する復習や改鼻が行われてし

仁 史イとに関 しての リサ- 含めて､ 紺 にあわせた摘 草Ra2bO纂 われ270.:/otるかoI1
l-ポー トフォリれ ま､論理的にわか りやす く､婁領 よ くまとめられているか｡i

F 'lJ'lr-'叩ーN ‥-lr' ′1′‥ スソ､P ､N '′ノ'-t 2UOO;Jo

〇
･〃･

る

⊥ ｣

以上のよ うにラーニ ング.ポー トフォリオに柑する評価 の中での内訳 で､課麹 その ものに粟 してが40%､

学生の個性 がいか された課親 を通 しての政鼻及 び授業に関連のある針を学習や文化 に鷺するリサ--チ

を自由にやることが評価 につ ながる部分が全体の60% となっている0

3ラ ラ-ニンダ ｡ポー トフォリオの導入 の孝噸

学生の網では､ 当東学の語 学のクラスに祭る豊でb ｢ラかこ ンダ ーポ- トフォリオ｣ とい う言質 を報

いたことが なかった､ とい う声が多いため､教師か らの汲明 を口答 と吏者の上 ですることと､学生か

ら6T3理解 を得 ることが石等え と判断 し､次 のような手順 を踏 んだO

学草の始 めの全体鵠 義の時柳 こ､モ ジュ｢ レガイ iL:を免にモジュ-ルの汲明 を行 うが､ラ-ニ ンダ a

ポ- トフォリれ こついては､その田的､内容例 を丁寧に説明する02J榊0年度か ら､その静聴法につい

てもモジュールガ イ ド£こ慈 し､口答で も幾月声は ている,.2_OO且年度か らt適意 に索 きれたラ-ニ ンク 毛

浴--トフォ≡,3才 をモデル も 3つほど臥せ るこだまこした｡啓か管網がある場食 には-年 を通 し､いって

も堰親 に乗 るよ うにいったC

瑚本人 ズ ピ-磨- を招 いた時や､蒐化 に関するビデオや､テ レヒの各組 を見た場合 ､その後 に､

れに関する感想や ここか ら蚤展 させての 雪,WF--チなどやラ-ニ ンダ 仲ポ-パ フ ォリオに含めることが裏

泉 真すね｡｣ といった形 で､内容の膿示 などを時折縛 った｡

第 号セ メスダ-の 互3週 巨‖;､ラーー-ニ ング きポ- トフォリオの第-回 目の既 出 をするよ うに指示 してあ

るが､2000辛皮 は､線 鋸 象､緩怠が終 わった翌週の 且4週 巨‖こ学生 を象めフォ- ラム形式 で､自分のポ

- トフォリオ を示 しなが ら､ どのよ うにエ泉 して搾ったか､利周 したか など､勉強を法 も含めて-人

ずつ紹介 して もらった｡

第 2セメスタ叫の 互3週 EH:､第こ回 目の吸 出がおこなわれた0

5L ラーニ ング ･.ポー ト~)十一:き寸の賓恰

1) 優れたラ-ニ ング ･ポ- トフォリオ

級 出 された学生の ラ-ニ ング ･ポー トフォ uオの由来上が りは､学生によって さまざまであるC出 さ

れた課題 の品 を忠実 にこな しそれ を噸泰に挟めて出 された もの､課 されたタスクさえ半分ほどしか済

ませておらず､ その全ペー ジには飲 み物の し為付でラーニ ング ･ポー トフォリオとして級 出 されたも

の もあったが､優れたラーニ ング ｡ポ- トフォリオには次のような特徴 が為 られた｡

-課題 を先送 りにせず､毎週 こなす と同時に､前週の課題 と自分の解答へのフ ィー ドバ ックに目を

通 し､そこか ら学べ ることを経 っているO 前週の課題 をや り直 し､弱い部分 を強化 しようとい う努

力が見 られる｡

- 日々､授業以外 で も日本語や 日本 に関 して敏感に感 じ､自分が学んだことに関 して気づ さをして

いることが示 されている｡

一 日本史化 に関 して､インターネ ッ トや参考文献からのコピーのみならず､それに関 して 自分の,EL

ガなどを加 えたエ ッセ イなどとしてまとめている.興味のある分野 に対 しての学究心が示 されてい
ウ

'D し

- 自己の 日本語 学習が ラーニング ･ポー トフォリオの中で体裁 よ く整理 されている｡

こういったラーニ ング ･ポー トフォ リオでは学生側 もその目的 を把握 し､教師側 が念頭 においていた

自律学習がある程度実行 されていた､ といえよう｡

2) ラーニ ング ･ポー トフォリオに対する学生側 からのフィー ドバ ック

学生 たちはラーニ ング もポー トフォ リオの作成に関 しどういったことを感 じ､ それ を通 し何 を学んで

あろ うか｡2000年度学年末 の学生か ら集められたフ ィー ドバ ック Oシ- トと､20分のデ ィスカ ッショ
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ンによって､集められた感想である｡

-ポー トフォリオを見ると､自分の 1年 を振 り返 ることがで き､ 畠仔がついたような気がするO

-フィー ドバ ックを通 して､自分の音子 な分野がどこであるかがわか り易かったので助かった｡テ

ス トのための準備の時 も復習 Lやすかった｡

一課題の中では自分たちでテープを作成するなど大変なもの もあったが､チャレンジとなった｡

-ほかの専門科 目では講師 とのインターアクションがあまりないが､日本語 ではポー トフォリオに

収める課題 を含めて､ さまざまなコミュニケーションが教師 とで きた｡

-これ も､あれ も､ポー トフォリオに入れよう､と楽 しみなが らやれ､クラスメイ トのアイデア も

参考になった｡

最後のコメン トは学生の うち 4割ほどの学生のフ ィー ドバ ックに含 まれていたO この他 に､実施後 の

反省に大いにいかせる感想 も次のように寄せられた｡

-課題 も､好 きでやる勉強 も､人に見せるために書 き直 さなければいけないので､非常に時 間がか

かった｡

-ポー トフォリオに含めるべ きものが､始めはよ くわからなかった.

一叔常に出ることがで きず､ラングイッジ･セ ンターに行 く時間があまりな く､まとめて課麹 を し

て しまう結果になって しまったので､教師からのフ ィー ドバ ックをポー トフォリオ提 出後の学期 末

に しか得 られなかった｡

-各日のコメン トを述べた学生は､課題以外は書 き直す必貴は全 くないのであるが､評価 につ なが る

ということで評価 をする側 に親みやすいようにと､考慮 した結果､必婁以上の時間がかかったのであ

る｡学年始 めの口答､ ならびに史書の盈明のみならず､一年 を通 しての色々な意味 でのフォローア ッ

プの必婁性があるようだ0

3) ラーニ ング ｡ポ- トフォリオの評価

ラ-ニ ング ◎ポ- トフォリオの評価 はモジュールの-年の成緒の 20%に値する｡ こういった自律学習

も含めたものの評価 はい くら評価基準 を決めているとはいえ､上記 4.2)に示 された評価基準 の始 め

の 2点 を除いて､色々な尊貴が絡み合 って出来上がっているファイルであるため､成績 をつけるのは

容易いことではない｡ 正直なところ､評価に主観 も入 って しまいがらである｡

こういった自律学習に自乙評価 を入れることも考 えたが､以前作失テス トで自己評価 を入れた ところ､

丈化背景や個人の違いか ら､ 自己評価 に厳 しい学生 と寛大 な学生 と極端 に別れて しまい､その倍速性

が疑問 となった経験 があった.そういった評価のばらつ きが出るだろ うとい う予想から､ トムソン木

下 (1999)も述べているよ うに､全体 を見ることがで きた教師がおこなったほ うがよかろ うとい う結

論に逢 した｡

6.考察 と今後への課題

1)ラ-ニング ･ポー トフォリオの長所
このようにラーニング ･ポ- トフォリオの実践 を検討 したが､ 自律学習 を扱助 する一つの手段 として

いい点がい くつかあげられた｡

a.自分の学習 を客観的に見るリソ-スヒしての活用

自分の学習 を多少 なりとも客観的に見る税金があり､ ここが弱い､ ここをもう少 し押 さえる必皐 があ

る､などの自己診断 をすることができた点である｡毎週の課題 もただ修正 された ものを受け取 るので

な く､改鼻 をするための リソ-スヒムなし､応用 している例が多 く見られた｡学習者 は課題 の中 で､

誤 りの多かった分野 を補強する形で学習 したり､ また興味のある分野 たとえば､前の捜業で今 ひ とつ

わからなかった､ ｢他動詞 と自動詞｣について､ リサーチをした学生 もおり､理解が深 まっていた｡

b.教師 と学生間または学生間での意見史換の場の捜供 に

教師 と､学生間で課題の添削を通 してコメントをや りとりするのが教師 とのコミュニケー シ ョンの場

となっていたO 時折､課題 の提 出時にはえ法事項や丈化 に対する質問が書いてあり､孜賞中に聞 くよ

り時間の制限がな く自由に開けた､ i:い う数人の学生は､課題の添削やポー トフォリオ自体 を､筆者

が前 もって予想 していなかった方法で利用 していた｡ 今 まで､ほかの学生がどういったや り方で学

習 をしているかを知 るチ ャンスはなかった学生たちが､ポ- トフォリオを乱せ合い､互いに学習方法

やスタイルを知 ったのが刺激 となったといっているの も､学生同士が リソ-スとなり得てい るといえ

C .学生のやでのこ-ズの追求や学習g)楽 しみの蚤札

束化関係の リサーチに太いにいえることだが､お茶や着物に興味 を示す学生 も若干 ながらいる ものの､
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今時の学生 は日永のアニメ､ トレンデ ィー ドラマや J-popsに大変な関心 があ り､ 自分の知 っているや

甥 を訳 した り､あるアニメで使 われ る言常の特徴 を調べたりする学生 もお り､その成果 をポー ト7才

等)れ 二晩めていた｡ 日本藷 学習に 日ごろ興味のある事柄が結 びつ き､その事柄 を詳 しく知 りたいt:い

う欲求 を満 たそ うとする過程 で､ また日永藷学習へのモテ ィベー ションを高めるきっかけとなったと

いえよ うO また､4割 ほ どの学生が､ポー トフォリオを楽 しみなが ら作成 したとフ ィー ドバ ック pシ

- トで言 っているO 自由な蚤想 を韓 って､自分の味 を由そ うとするエ夷が随所 に軋 られた｡ また､-

つのフ ァイル を仕上 げる達成感のよ うなもの も学生によっては感 L:ていたO これは本来あるべ き学習

の姿に近いのではないか,,

也.教師側 の学生個 々人の新 しい側 面 を知 るリソース

これは教師側 か らの利点であるが､-斉夜祭のクラス活動やテス トの結果の品ではわか りえない､色々

な学習スタイルやス トラテジー､及 び努 力が形 として見え感心することも多 く､先変参考になった｡

2) ラ-ニ ング ∂ポ- トフォリオをよ りよいものとするために

学生が作成後の感想 としてあげた もの を踏 まえて､ どうすればラ-エ ンデ gポ- トフォuオをよりよ

い自律学習 を進める逢具 として定着 させていけるであろ うか｡

a _教師の役割

学年のは じめに､ ラ-ニ ング ㊧ポ- トフォリオのモジ_A-ルでの位置賭 けなど廿をもう少し馨 し仁 内

容について も実際の具体例 を細 か く見せ な狛 ',､汲明することが不可免 である｡これは2000尊慮の良

風 最として出 され､200号年度から寒行 を始めたo学生には,学生の率でダフ学生が搾 る学生のラ-ニ ン

グ ｡ポ- 盲､フォ…,5オ書こ､ こうなければい妄うないとい う型はないプ レゼ ンテ- ションであるごとを認磯

して もらうことが肝慶 である｡ また､セメスター-の最後 を韓 たずに､学生が ど ういった学習新 豪を

とっているかや､ポ--トフォ uオに関して定期的にクラスでの鴬乱発換金 などを汲 け､息級 を図 らな

ければいけない｡ また､学生のみならず､教師側 も､ 由俸学習 を膿めるために､教師の考えを押 し付

けるのでな く､ イニシアテ ィブはあ くまで学生にあることを

由覚する必蚤がある｡骨木 (旦998) も述べるよ うに､泉後者 としての立 場 で､学食が必婁な鰭親は随
時膿供 で きる準備や､環境作 りをするの も教師 としての役割である うC,

ら.白樺学習 を反映 した評価者法の検討

翠偽者法 は 4 2)で示 したとお りであるが､始 めの基準､ ｢毎週の課題 は｡ポ- トフォリオの線 虫E3(各

セ メスタ-の最終週)までに行 われているかC｣は､過程 を重視する評価 だとうたいなが ら､課題 を済 ま

せたか否かであ り､ ど う学んだか を絶粋 に評価する頭 目だとほ言いがたいのではないか とい う疑問が

残 っている｡ 評価基準 も学習二-ズや学習スタイル を把握 し.1それにそって和親 やスキルを構築 し､

自主学習の管理 がで きているか を診断するものであるべ きであるo ULSのり-キ ング pテ ィ-ム内で

の基準の検討 が必貴 である｡ また､学生個 々人の学習管理 に関 しての評価 なので､学生の 自己評価 を

入れることも将来的 に検討 したい｡

C.教室活動や課麹 で も自律学習の推進 を｡

教室活動や環題 の内容 に も､太 まか な砕 のみが設定 されているが､テ-マの選択 か ら学生が 自分で行

い､計画 を立て､ 自己評価 ､内省 をも含 んだもの もいれてい く哉為 をすることによ hj､ポ- トフォリ

オを一歩進めた ものにすることも可能 ではないだろ うか｡

7. 最後 に

日本藷学習者 の多様化 を抱 える一機 関である当大学で一斉夜業に並行 させて行 っているポー トフォリ

オの実践 と考察 を行 った｡ 実際に出来上が り例 を添付で きず､残念である｡ しか しなが ら､その結

果､学習者 の個性 を生か した､それぞれのカにあわせたラーニング ･ポ- トフ ォリオが作成 され､学

習者 に とって も学ぶ ことや学習スタイルに関 しての気づ きを促 す ことがで き､学習者の学習に対 して

の意哉化 やモテ ィベー ションを高めることにい くらかす献 したといえる｡ この体験 がほかの学科や仕

事に応用 で きる自律学習能力 を育てたか､ とい う点については検証 で きていない ものの､ より効果的

な学習スタイルや学習ス トラテジーは､色々な学習場面に活用 で きるもの と予想する｡ ポー トフォ

リオに も関 わって くる教室活動や課題 の中でも､ 自律学習 を促 す試み をで きる鼠 園で実行 したい t:考

えている｡
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