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菰報告の巨的

国際交流基金日本語国際センター (以下センターとする)は､毎年世界各国から日本語教師を招蒋して

研修を行なってきた｡その間にも､学習者はますます多様化し､研修を受ける教師たちは､既成の教授法

を体得するだけではなく自ら考え問題解決する力をつけることが求められてきている｡本報告では､教師

の成長が期待できる研修のあり方を探ることを目的に､センターで行なった模擬授業を含む教投法クラス

の実際を報告し､その意義と課題を探りたい｡

L 海外日水醐 長期研修の概等

センターでの研修は約9ケ月の海外日本語教師長期研修1 (以下長期研修とする)と約 2ケ月程度の短期

の研修がある｡いくつかの短期研修は国､地域別の研修として行なわれているが､他の研修は多国籍の研

修生のための研修である｡ここで報告する長期研修も多国籍研修である｡概要は以下の通りである｡

(1) 目標 :日本語運用力､教授法に関する能力､日本事情に対する理解､を高めること

(2)期間 :2000年度長期研修は2000年9月から2001年6月までの9ケ月間

(3)参加者 :31カ国58名O教授歴5年未満の若手外国人日本語教師o

(4) 時間割 :日本語運用力が初級後半から中級以下のグループと､中級以上のグループに分け､前者は

日本語運用力の向上に､後者は教綬能力の向上に多く時間を割く｡教授法に多く時間を割くグルー

プ (全28名)は､日本語が3時間×76回-198時間､教授法が3時間×58回-174時間､その他

(特別講義他)が186時間で総授業時間数が558時間となっている0

2.教揮詰襟崇の枠組み

長期研修の教投法は､次のような方針で行われてきた2.

まず､外国人日本語教師の利点 ･特性を充分生かし､日本語教授法を言語学習観 ･言語教育観から再

考するoまた､｢コミュニケ-ションのための日本語｣｢学習者中心の授業｣について､ディスカッショ

ンによる意見交換を頻繁に図ることで､異質の方法論や視点から学ぶ相互学習の側面を重視し､教師と

しての自己発見の機会となることをねらう｡そして､模擬授業などの体験的活動を多く取り入れ､教師

として持つべき視点が具体的､体験的に感じられるよう工夫するということである｡

教授法のカリキュラムは表 1のとおり､ABC三つの内容に分かれている｡

教授法Aで得た知識や体験をもとに､教授法Bでは模擬授業の実施､観察､分析を行い､教授法 Cでは

各自の課題研究にとりくむ､という流れである｡本稿では教陵法Bについて報告する｡

<表 1>

｢ 時間 内容 7-一一一才

9-12月 初級レベルの教授 ★講義+研修生同士の話し合い 1

量Å 3時間×20回=60時間 に必要な知識の整 ･学習者の多様性と､｢学習者中心｣とは理 血日本語分析

見平成13年度 紹001年度)より研修期間を約6ケ月間とし､年2回の実施とする｡
2長期研修における教授法授業の理念と授業の実際については笠原他 (1995)､王他 (1995)に詳しいOまたこの方針
は､『外国人のための日本語教授法』(国際交流基金日本語国際センター1992)に掲げられているものである｡
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1-3月

3時間×18回=54時間

授業の計画､実践､

評価

★研修生同士の話し合い+体験的活動

･教師の役割､自己の教授観､授業スタイルについて

J i｡授業の計画に必要なこと､教室活動や授業の計画と実行

課題研究3時間×20回…60時間

3.鞍搾法Bの讃崇計画

3.t員標

(ヨ コミュニケ-ションの意味と条件を理解し,コミュニケ-ションカを養成するための授業のあり方を､

実践を通して考える｡

② 互いの模擬授業を観察することで､自己の授業に対する考え方や教疑方法について内省を深め､より

よい教授活動の具体的方法を各自が獲得するC

この目標の背景には､次のようなことがあるoまず事前アンケ- ト3により､研修生が教投法で会話のた

めの授業の技術や日本事情を取り入れた授業について学びたいと思っていることが把握されているOまた､

長期研修に参加する若手の教師達は以下のような問題点を共通して抱えているO

郁参加研修生は毎年30剰国にのぼり､背景も抱える学習者も極めて多様である

今帰鍔後も山大で授業を行なわなければならず､相談する相手がいない者が多b-t%

勾時間的､経済的､鵜尊的制約から､研修の磯会がなかなか得られない者が多い

このような多様な教師に対する研修では､､簡略 中岡瞭 組997こ93に述べられているように r<どのように

教えるか>だけを教師養成や研修の中で提示し､それらの体得を追求していくだけでは不十分で､くどの

ように教えるか>として与えられる選択肢をできるだけ広く周意し､それらの一つ一つを<いつ､つまり

どんな問題があるときに､どのような条件の学習者に対して>t.<なぜ､つまりどのような原則や認識に

基づいて>採用していくかが考えられるようにしていくことを､教師養成､教師研修の要｣としなければ

ならない｡即ち､｢研修生が自ら必要な情報や技術を得るカを身に着けられるように導く事､つまり､自律

的に成長を続けていくカを養う｣ということが本研修での大きな課題となるのである｡

3.2研修生の背景

下は長坂が担当したクラスのユ0名の情報であるo

1)国籍 :韓国2､モンゴル 1､インドネシア1､タイ1､ベ トナム1､ミヤンマ-且､グァテマラ1､ブ

ラジル 1､ペルー1

2)年令 :20代5名､30代前半5名

3)教綬歴 :1年未満-2名 1年以上3年未満-5名 3年以上5年未満-3名

4)所属機関 :中等機関-2名 高等-7名 一般-1名

5) 日本語力 :日本語能力試験 1級レベル7名､2級レベル3名/OPl中一上3名､上-下以上7名

6)教師研修受講歴 :3名が自国での短期研修に参加｡

7)現在の鞭 対象者 :初級9名 中級2名

uQ.8教授法Bの揮黛内容

表2のとおり､前半の11回で話し合いと教室活動の実際の作成や体験を行ない､それを使って模擬授業

に臨むという構造になっている｡

3研修参加者全員に､来日前に研修に関する事柄を中心にアンケートを行なっている｡
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<表 2>

1 回 7-ー マ - 授 業 内 容

12 理論的枠組みの理解と共有↓具体的な教室活動と授業の流れについて考える授皐 析 授業概要の説明､教師の役割､コミュニケーションとは何か

教科書分析､シラバスとは何か

3 授業の計画の手順､授業の流れ､教案の書き方

4 教室活動の形態､｢導入｣の役割と様々な方法

5-6 ｢基本練習｣の役割と方法､文型練習と文の意味を考えて行なう練習の違い

6 ｢基本練習｣文の意味を考えて行なう練習の体験

7 ｢基本練習｣の発表と意見交換､｢応用練習｣の役割､スキットプレイ体験

8 ｢応用練習｣スキットプレイの方法､スキットの作成､発表､ロールプレイ体験

9 ｢応用練習｣ロールプレイの発表､タスク活動体験

10 ｢応用練習｣タスク活動の発表 授業分析(観察､観察の視点の整理)

ll 中級の教授法｢読解｣4:読解の種類､読解教陵方法､読解タスクの作成

12 模擬授業 模擬授業準備(授業観察や意見交換の意義の確認.略案作成)

4.横瀬搾崇の手順

模擬授業開始までは次のような手順で行なった｡

1)『みんなの日本語』 5から教える課を決める｡

2)学習項目の整理と分析を行い､模擬授業で教える文型を決める｡

3)到達目標を定め､導入､基本､応用という流れのある授業の教案を作る｡

4)教材の準備をして､模擬授業をする｡(一一人一回ずつ｡50分)

模擬授業は､｢コミュニケーションの力をつける｣｢流れのある授業｣を考えることを共通の条件にし､自

分の機関でできそうな授業を行うことを基本的理念として､図 1のような流れで行った｡自分が授業を行

なうのは一度だけだが､観察と話し合いの機会を利用し､内省を繰り返し､自分の教授観を振り返ること

をめざした｡

<図1模擬授業.観察.分析の流れ>

匝 嚢亘享亘重要 ⊂ = ∃ 堅塁軍 二二二コ [==コ蔓憂二二コ

八･i.

業

■

,t
4]1回目の中級読解は､中級以上を教えている研修生の要望により､行なった｡

5 教旋法Bでは教材分析や､課題の例として 『みんなの日本語』を使用していたOこれは､同書､あるいは 『新にほんごのきそ』を使

っている研修生や､これから『みんなの日本語』を使おうと思っている研修生が多いためである｡
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5購朋 栄についての考察

5.1聯 崇に関する研修生からのフィードバック

｢教授法Bでどのような点が役に立ったかOまた､その理由を書きなさい｣という自由記述式アンケ-

トを行なったが､特に模擬授業に関わる事柄をまとめる｡

①模顕授業をしたこと:自分でいろいろな活動のアイデアを考えたり､これまでの教授法に関する理解

を確かめたりする場として評価した者が多い｡また､これまでやってみたいと思っていた授業を実践

するチャンスだと捉えている｡

②飽些Aの授業を観察したこと:自分では思いつかない方法を発見したり､どのようにしたら楽しい授

業ができるかを考えたり､学習者として授業観察ができたりする場として全員が評価しているC

③A型壁梁を観察してレポー トを董蛙 芸と :r授業の後で話し合うだけで十分だ｣という否定的意見が

2名あった08名は ｢書いているうちに自分の方法や考え方の誤りに気付いたo自分の授業の方法につ

いて考える機会になった｣と肯定的に捉えている｡

④塑型Aの授業について話し合ったこ皇 了自分も気がつかなかったことを考えることができたり､自分

だったらどうしたか考えたりすることができた｣という意見を持った者が 9名だったO-方 ｢悪かっ

たところは人に言われなくてもわかる｣という否定的意見を持つ者がま名あったo

⑤旦重義だ堕竺整業をしたここと :r新しい経験で自分の日本語に自信がついた｣｢どんな日本語を族った

ら学生がわかるかということを考えるようになった｡国に帰って試したい｣と全員が評価している｡

授業後に何か自分に変化があったかという質問に対してほ ｢今までの授業に何が足りなかったかについ

て深く考えるようになった｣という教室活動に関することや､｢学習者のこ -ズや気持ちの大切さに気がつ

いた｣という教授観に関わる記述も見られ､研修生は一様に自分に変化があったと述べている0

5.2横瀬持崇の観察シートのコメント

アンケー トの中で､｢最も役にたったことは何か｣という質問に対して､且0人中 8人が ｢他の人の授業

を見たこと､参加したこと｣と答えている｡一体どのような授業観察が行なわれ､それを役に立ったと考

えているのだろうか｡

研修生には､全 10回の模擬授業で自分以外の模擬授業9回を観察し､毎回観察シー ト(図iのD)とし

て提出することを課題としていた｡継続的にシートを提出した 7名の研修生のコメントから､模擬授業に

おける研修生達の観察の観点を見てみたい｡

シー トには ｢特に自分が注意して観察した点について記入してくださいO<授業全体､教師､学習者､

教具､印象など>｣という注意書きはあるが､自由記述とし､何を要点と考えて観察するかは研修生それ

ぞれに任せた｡つまり､研修生は各々の分析､観察基準を設け､好きなように記述して良いこととした｡

したがって全くの作文のように記述した者や､ある程度の項目を立てて観察シートを記入した者もある｡

表 3は観察シー トの記述を書き出し分類を試みた後､項目立てを行なった結果である｡次のような傾向

が見て取れた｡

･鰍 ⊃｢授業の構成｣は最初の授業観察から全員コメントしているが､｢導入する項目の順

塵⊥は3回目に初めて 1名が言及しており､授業観察を重ねてから持たれる視点であることがうか

がえる｡

･ ｢学習者｣は後半の授業観察から項目として取り上げられており､模擬授業の学習者役として参加

する研修生が次第に ｢学習者｣を観察する項目の一つとして取り入れるようになった様子がわかる｡

･｣教具｣は､最初の授業観察から多く言及されるが､r黒板の使い方｣｢教具教材が普段の授業準備
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旦聖二更も空些塞 く使えるようなも姐 _という視点は､授業の後半になって見られるO自分の教育

現場に引き付けた視点は模擬授業の観察を何回か行った後にでてくる､という傾向がうかがえる｡

｡教師の ｢声や帯し方｣｢学習者の当三菱｣が､模擬授業の観察が始まってすぐではなく､回を重ねた

後に観察されている｡

｡ ｢教師の言葉咽 墜 ｣に言及したのは3名だった｡非母語話者教師同士であることと､模擬授業で

何を大事と考えるか､研修生同士であらかじめ話し合いが持たれていたことも影響していると考え

られるO｢誤りの直し方｣ーは､模擬授業の性質上､言及が少なかったと考えられる｡

<表3>

項目 1度でも言及した人数(全7名) 1,2回目の枚寮から言及した人数

全体 1授業全体の印象 7 72 クラスの雰囲気(緊張) 7 5

棉生成i 3 授業の各段階での活動について 7 5

l4 時間配分 7 . 4 .

5 導入する項目の順番 5 0

請動 6 日本事情の取り入れ方 7 4

7 活動の面白さ 7 2

8 活動の代案 6 3

9 活動の種類 6 3

10活動形態 5 2

学響者 ll学習者の集中度 7 2

12学習者の発話量､練習量 6 2

13学習者の発話の自由度 5 2

14学習者として協力できたか 1 1

敬皇 -15教具の使い方､作り方､適切さ､面白さ 7 716黒板甲使い方 5 1

17教具教材の準備の無理の無さ 2 0

敬節 18教師の説明のわかりやすさ､適切さ 7 5

19教師の態度､表情､ 7 4

20練習のさせ方､指示やフィードバックの方法 7 4

22教師の声の大きさ､話し方 6 0
23学習者の当て方 5 0
24教師の言葉の選択 (指示の言葉､未収語桑､発音や 3 2語桑などの間違い)

今回の模擬授業後の話し合いで､授業観察を重ねるごとに意見交換が活発になったその背景には､｢より

自分の現場に近づけて､授業を観察できる｣｢学習者の立場になってみて､観察を行なえるようになってい

る｣といった変化があったためと考えても良いだろう｡

5申3模擬搾崇の意義と役割についての考察

坪山他 (1995:73)は韓国人日本語教師を対象とした模擬授業を例に､模擬授業でできることとできな

いことをまとめているが､ここではそれを参考にして､多国籍研修において模擬授業で何ができるかを､

5.且から5｡3にかけて述べたことをもとに以下のようにまとめたO

巨亘亘亘亘
互模擬】受業を行なうことで

①普段の授業ではできない (と思っている)､あるいはしたことのない教え方を実験すること｡
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②実際の学習者ではないので､失敗を畏れずに､授業をやってみること｡

③授業で日本語を使用する効果や自信を得ること｡

④充分時間をかけて授業の準備をすること｡

Ⅱ模擬授業に学習者として参加することで

⑤活動の持つ効果や面白さを実感すること｡

⑥様々な教授スタイルがあることを経験的に知ること｡

⑦授業分析を学習者と教師の両方の視点から行うこと｡

Ⅲ模擬授業の後で意見交換をすることで

L旦ノ宅叉剛JIPJ｣-Vノ屈､兄父侠〟ユ何IJ'jiju未､.冒､蔑くど二弓ス_j∋ーこ｡

⑨他の参加者の観察の視点を自分のそれと比較することで､多様な観察の観点をえること｡

∴TT京t:::=二i

①実際の学習者が授業の流れにどう反応するかをはかること｡

②学習者が教師の日本語使用にどう反応するかをはかることO

③実際のクラスサイズでできる教授活動かどうかをはかることO

④ 日本語と母語の使い分けの効果をはかること｡

⑤学習者の誤りの直し方の効果をはかることO

教育実習では､学習者と実際にやりとりが行なわれ､そこで学習者の反応やクラスの雰囲気に応じた意

思決定の様々な場面を体験できる0--方模擬授業では､それができないOしかし上記のような特質を生か

し､｢教育実習ーiの予備練習やミニ教育実習としてではなく､模擬授業ならではの効果が期待できる研修を

行なうことが大いに可能ではないだろうかO

の人が何度も模擬授業を行なうのは実際には難しい｡しかし､実際に参加した研修生達は自分が授業を担

当したこと以外の面で模擬授業に意義と効果を実感している｡模擬授業では教室活動の具体的な方法や､

のと言える｡そのためにも､上記のような､模擬授業が持つ特質を研修生達自身に予めはっきりと意識化

させることが肝要であろうO更に､5.2に述べたこうした ｢視点の広がり｣を研修生自身に発見させること

も､自分たちの授業に関わる姿勢や教授観の変化を実感させるものとなり､より深い内省の契機にもなる

だろう｡

まとめ

今回は､模擬授業の観察という面に注目して､授業の実際を振り返った｡研修生達は模擬授業で自分が

授業を担当したこと以外の面にも意義と効果を実感している｡様々な背景を持つ研修生のための教授法授

業で模擬授業を行なうことは､多様な価値観や環境によってどのように教えるのかを具体的に考えるチャ

ンスとなる｡

ただし､観察と話し合いを充実させるためには､事前に研修生同士の背景や例として考える理論的な枠

組みや条件を共有しておく必要がある｡また研修の効果や満足度を高めるために､授業を観察する意義や､

意見交換の効果的な方法について充分話し合っておくことが大事である｡また授業の観察においては､視

点や観点の広がりを研修生自身に意識化させることも重要だろう｡

今後も模擬授業の特質を生かした教師研修のあり方を探っていきたいと思う｡
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