
正義感のあるクラスを目指して
教師の取り組みと日本人セッション授業での学習者の姿

若井誠二

要約

r学習者による学習内容のコントロ-ルが保障されなければ-学習者自律が単なる方法の

自己選択レベルに留まってしまうo Jとvlう主張がある-九カリキュラムで縛られたクラ

スで学習者自律が語られる際には-学習内容のコントロ-ルがその対象から外される傾向に

あるoこの背景の1つに-学習内容コントロ-ルに繋がる動機は個人レベルで動機付けされ

るものであり-教臥学私地臥或いは国レベルで定められるカリキュラムとは相容れな

いと考えられてきたことがある.しかし-人間は社会的動物であるが故に-社会的に行動し

続ける中で内在化された行動規範により動機付けられること,つまり社会レベルで動機付け

られることもあるo

そこで教師偉都が学習者自律を発揮できる場を保障すると同時に,ある種の道徳を自

分のものとして内化する結果生じ-社会的な内発的動機づけとなるr正義軌がクラスに生

まれるよう取り組んだ結見学習者がどのように学習コントロ-ルをするようになったのか

を目本人とのセッション授業における学習者同士の会話から分析したo

結鼠仲間の発言に注意し-雑談と議論が行き来しながらも必要な情報を収集.提供し合

い-お互いに参画-の呼びかけをしながら学習を進める学習者の姿が明らかになったoまた-

r正義感Jのあるクラスでは-カリキュラムで定められた学習内容も-それ自体が目的では

なく-クラスで定めた目標に達するための道具となり-従来とは違う意味ではあるが,そこ

にr学習者による学習内容のコントロ-ルJが見られたo

1.学習者自律と学習内容のコントロール

村岡C1999JはBrown and Mclntyreり993lの研究oを紹介した上で,憾師が授業を評価
する最も重要な基準は教師が望ましいと思う学習者の活動状態にあり,教師はその状態を確

立し維持することに力を注ぐo く183-1841 Jと指摘しているoこの息筆者自身は学習者
が自律的に学習している-つまり自らの学習をコントロ-ルしている状態が望ましいと考え

ている1oこの学習コントロ-ルについてはBensonく200りが, r学習管軌 r認知プロセ
スJ r学習内執という3つのレベルを示しているが, CI1他者が決定した学習内容をいくら
自律的に学んでも-それは方法の自己選択に留まってしまい本当の自律とは言えないo魯自

律とは-社会的.政治的側面を持っものであり-社会的インタ-アクション僻に教師や学

校とのネゴシエ-ションl能力が必要とされるが-この能力の必要性が付随されるのは学習

内容のコントロ-ルのみである-という2点から特に学習内容のコントロ-ルの重要性を主

張しているくBenso1. 2001 99-103l
oしかし- -般的な教育機関における外国語学習にはカ

キュラム上の制約があることから-学習者が教室内で自身の学習内容をコントロ-ルする

とは難しいとも考えられているo Autonomyをproactive autonomyとreactive autonomyに区

り

別し1目的は他者決定であるが-度目的が提示されたらそのゴ-ルを目指し学習者がリソ-

スをオ-ガナイズしていくreactive
autonomyも学習内容のコントロ-ルも含むproactive

autonomyへのステップとして,そしてそれ自身にも十分意味があるという主張くLittlewo.d
19991や- rEj律した学習者-メタ認知を持った学習割として学習コントロ-ルを嘩習

管軌 儲知プロセスJに絞って議論する姿勢く尾関ほか20061もこの考えに沿ったもの

であると言える2o

確かに自律学習における学習内容を個人内レベルの動機付けく例えば好奇心向上心から

くる内発的動機づけlによる呼りたいことJという視点から捉えようとすると-教育機関
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のカリキュラムと各学習者が持つ個人レベルの rやりたいことJが-致しないのは当然とも

言える3o故にカリキュラムによる縛りは,本当の自律学習の場の非保障-と繋がると考え

られても仕方がないo しかし個人の rやりたいことJの発生源は必ずしもその個人内レベル

のみで く内発的l動機づけされたものだけではないo

個人の行動が-準拠枠と呼ばれる他者や準拠集団と呼ばれる集団によって決定されること

は社会心理学の基本的な結論である4.しかし実際にはある行動をとるきっかけは社会的な

ものでも1継続理由は個人的であることが多いく西川,小松2001l
oつまり人の行動規範

は-社会的に行動し続ける中でその人に内在化することを示すo波多野はrある種の道徳を

自分のものとして内化する結果生じる正義感は社会的性格を持つ内発的動機づけとなるo J

と主張してし1るがく波多野1980 34-361 5-教室内にこの正義感が生まれるような風土があ

れば,例え学習内容がカリキュラムによって定められている中で学習目標がほっかけlが

教師により与えられたとしても,いつしかそれが学習者に内在化しクラス全体の共通の目標

となり得る.そしてこれを達成するために-教師やグラスメ-トとネゴシエ-トしながら学

習内容のコントロ-ルを行う可能性が十分に考えられるo

ただし- この風土を創りあげられるかどうかは教師の持っ考えがにかかっているc先ず

大切なことは教師がr教材,テクニツクで教えないo人との関わり合いで学ばせるo Jとい

う授業観を持っということである く西川2004二34-35l
o万人が好み効果がある教材や教え方

などないことは普通の教師であれば皆知っているo しかし実際にはく多くの場合1教師が参
考書やセミナ-などから知識として得たくあるいは体験したl教材や教え方を1教師が評

価.選択.アレンジし-教室内で教師が適当と判断したときに導入一使用して-モニタリン

グをし評価をするo これはく教師自身は意識してVlなvlかもしれないがJ r教師-有能者ここ
学習者二無能者Jという教師.学習者観から来る r教師による学習者の学習-の介九に他

ならず,結果として教師依存を生み7-学習者の学習を妨げる8o このような教室では学習者
は常に教師の顔だけを見ながら学習することになり-正義感が発生する余地はなくなってし

まう3 -九 r人と関わるJことは,人間が生き残るために種として受け継いできたもので

あるo従って,教師が学習-の介入を極力避け, rこれはみんなのために大事だ. Jと目標
を語れば-学習者達はr俺はそうは思わないoでも..Jとその目標を完全に否定できなく

なり,始めは嫌々ながらrみんなのためJで学習者がやり始めたとしても,いつの間にかそ

れがrあvlつの為は俺のAJもしくはrこれをやるのは人の道Jのような規範く正義感1の

発生-と繋がる く西川2004二35I o

ただ- この授業観を支えるためには-教師が卜00という教科は, EjEjとvlう人類文明を
使って何かを次世代に伝える教札 という教科観く西川2002こ20Iを持つということが重要

となるo
-般的な教科観というのはrOOという教科は,ロEjという人類文明を次世代に伝

える教科Jであるが,この教科観は,教師の持つ知識.技能が貴重.高価であった時代の

rkpの伝軌に基く教師臥そしてrカリキュラムで定められた内容がグラスの目軌と教
師が安直に捉えてしまうこと-繋がってしまう9o情報量の増九情報-のアクセスの多様

化が進む現畝教師の持つ知識.技能自体は既に貴重.高価ではない.このような時代にお

いては-教師と学習者の違いはr知っている人と知らない人Jではなく rそれを学ぶことが

意味あることだと確信している人と,まだの人Jであり,教育とはそれを学ぶことが意味の

あることだという確信を伝えることに他ならないく西川20071Ol
o この確信がなければ-

r何かを伝えるJのr何Jを次世代く学習者1に伝えたいのかを教師自身がわからないとい

うことになるし-それに基いた目標を自らの言葉で語ることもできないoそして-それが語

れなければ学習者がその目標を内化することなどできるはずもないo

このような授業観,教科観に支えられたクラスでは,学習者はくみんなのためにJ大事な

目標をみんなが達成できるように動くようになり,その結乱学習者間におけるF学び合

いdが自然に発生する1lo しかし,これは成績上位者が教師の代わりに成績下位者に教える

ということを意味しないレJl野村.西川2006l
oそして,

F学び合いAが発生すれば-教

師に-定の配慮は示しながらも依存することはなくなり-学習者は教師と授業についてネゴ
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シエ-ションをするようになるのである12o

2.教師の取り組み

以下,カリキュラムで縛られたクラスで正義感が生まれるために1実際に筆者がどのよう

に取り組んだかについて記すo

筆者が所属するカ-ロリ.ガ-シュパ-ル大学目本学科13では- 同学科の1年生として必

要な日本語能力を身につけるための入学準備目本語初級コ-ス く通称0学年1を設置し, 2

へ3名の教員が担当して週.12へ15時間目本語の授業を行っているo -ンガリ-では元々各

大学の学科ごとに独自の入学試験を実施していたが, 2005年よりこの制度が改正され,そ

れまで中等教育機関卒業.高等教育機関進学資格試験の性格を持ってVlたエ-レッチェ-ギ

と呼ばれる試験が高等教育機関の入学試験も兼ねることとなったo このため現在o学年のシ

ラバスもエ-レッチェ-ギ上級目本語試験14の基準 く日本語能力試験で言うと 3級+ctJに

合わせたものとなっている15o

大学の授業は9月頭から始まるが- o学年は大学の-般カリキュラムとを胡りに運営されて

いるため教室確保という問題があり,通常他の授業より数週間遅れて開始となるo このため

コ--スは9月末からエ-レッチェ-ギが始まる翌年の5月中旬までとなるが,更に大学の秋
休み く10日間1 .春休み く10日間J .前期試験期間中 く12月後半から2月頭までう などは

授業が行われないため,毎年o学年のカリキュラムはかなりタイトなものとなっている.ま

たハンガリ-にはエ...-レッチェ-ギの基準に合わせた日本語教科書が存在しないため1 0学

年では目本で発行されてVlる初級教科書を選び- 足りない部分を追加するという形をとって

いるが- 2006年度の0学年担当教員 く筆者及びハンガリ-人教師の2名lは大学のカリキ

ュラムの関係上,お互いに顔を合わすことがほとんどない状況にあったため-
機械的に担当

項目を振り分け- 互いに自分の担当部分を扱うという形をとっていたc このように, 0学年

は柔軟性のない- 強いカリキュラムの縛りを受けているo

このような中, 2006年度では0学年の目標を r受講生みんながエ-レッチェ-ギ上級日

本語試験で60%達成するo Jに設定したo エ-レッチェ-ギ上級外国語試験は高等教育機

関入学試験としての性格を持つと同時に国家外国語試験としての性格も兼ね備えており正答

率が40%以上であれば国家試験初級, 60%以上であれば中級試験が取得できる16っ 国家試験

中級は通訳ガイド資格の必須条件でもあり,進学.就職の面でも重要な役割を果たすc また

エ-レッチェ-ギによる入試制度初年度にあたる前年度においてのカ-ロリ大学の入学試験
合否ラインも60%であった17o これが目標を正答率60%においた理由であるo試験の点数を

目標にすることは, -見あまりにもつまらなく現実的な目ことではあるo しかし前年度の0

学年でこのレベルに達した者は2割未満しかおらず18, rみんなが達成する. Jというのは

教員にとってもチヤL,ンジであったc オリエンテ-ションでは,この目標がチヤレンジであ

ることを年の初めのオリエンテ-ションで0年生に正直に話した上で- 教員はJL,の底からこ

の目標連成を目指している点,そしてこの rみんながJという目標を達成するためには教師

の力だけでは十分ではなく1同時に学生が r自分だけが目標を達成すればよい, Jという考
えを持っている限り達成できないことを語った19o そしてこれとは別に,ハンガリ-の日系

企業の目本語通訳者と,日系企業での通訳経験がない日本学科学生との r通訳業務の困難

性Jに関する意識の差についての調査結果くWakai-Somodi-Uryu 2007Jを基に r日本語学習

を通じて く目本.目本人と繋がれる,あるいは繋がっていると思えるようになりlハンガリ

-人とだけではなく目本人とも,そして-ンガリ-人と目本人の間に立つ場合でも,コミュ

ニケ-ションの調和.調整ができるようになってほしいo Jという教師の願いも伝えた21ニーc

そして1筆者の授業では自らの考え く志lに従vl,まず教師依存に繋がるMehant1979Jの

言う教室特有の会話 く答えを知っている人が答えを知らない人に質問することlを徹底排除

するように努めたo またなるべく r教師- く課題解決のためのlリソ-スJの1つに徹する

ようにし- 教師以外にリソ-スがある場合には- そのリソ-ス情報を可視化するように動い
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たo 具体的には以下のような行動をとったo

Cfj教師 く筆者lが説明として語る部分はすべて資料化し-クラス全体に向けての説明iまし

なかったo く資料はコ-ス開始時点までにインタ-ネット上にアップロ-ドし,学習者が

いつでも自由に閲覧.ダウンロ-ドできるようにしたo補足説明についても資料化し授業
前に配布したo 1

母ドリル部分は学習者に問題と答えを渡しrすべての間題について- なぜ答えがそうなる

のか説明できるようにしてくださいo Jとだけ指示を出して- あとは学習者に任せたo

く実際には-配布資料に授業の目標,課題-の指示を記載o l

く含課題 くタスク,ロ-ルプレイなどJの方法に関する質間に対しては- rくそのやり方が

いいと思うならlはい,どうぞo Jで終わりにしたo
61課題達成のため,教師をリソ-スとして必要としている場合は基本的に質問に答えたが,

それを黒板にも記し資料化く可視化1したo また,同じ質問が出たり,語嚢集や資料に載

っている質間が出た場合1 rあの人に聞いてJとvlうか-資料を指差したo

授業の目標や手続きは配布資料に書いてあるので,基本的に学習者は個人- あるいは近く

の人と相談しながら課題を進め-教師は机間巡視をしたo ただし,シナリオドラマ く教師が
作成lについては音源の作成+複写+配布の手間がかかることから,発音やリズムのリソ-

スとして教師がクラス全体に対し読み,答えが1つではないタスクやロ-ルプレイの場合,

情報の可視化として学習者に発表してもらったこともあったo

3.調査

若井く20071は教師がr替われJば同じクラスの同じ科目の授業でも学習者の姿が変わる

例を示しているo -方,浜名 く19881は同じ教師でも教師がr変われJば学習者も変わると
主張しているo これを逆の視点から見れば,授業における学習者のありのままの様子から教
師の態度が透けて見えてくるということである 仙田.西川2007l o そこで,筆者の取り
組みがr正義感Jの発生に繋がっているのか-筆者の意図と実際の態度にずれがないかを見

るため1筆者の授業における0年生の姿をデ-タにとり分析することにした.

調査の対象としたのは,筆者の担当授業内で毎年週に1度2へ3時間程度実施している目

本人ゲストとのセッション授業である2lo今回同授業を特に調査対象にした理由としては-

以前授業に参加した日本人ゲスト22から受けた指摘くrタスクに対する戸惑いがあり,会話

をなんとか続けるために学生も私達日本人ゲストも多大な努力を必要としたo J r結果的に

彼らの手持ちの日本語で話せることに話題が移っていったが,それが習得につながったのか

疑間であるo J lに対する回答を用意したかったこともある.

臥2006年度では-エ-レッチェ-ギ試験の作文J r口頭J対策としてこのセッショ

ン授業を設置したのだが- この際,まず学生達が目本人と交流を持ちたVlことを確認した上
で, r金曜目に目本人ゲストとのセッション授業を行いたいo Jことを述べた.そしてr教
師はなるべく多くの日本人ゲストが授業に参加してくださるように努力するが,皆さんは-

度来たゲストがまた来たくなるようにゲストと接してほしVl. Jとお願いをしたo 2006年

度は10月末ごろからセッション授業が行えるようになったが-最初の頃は-教室に入って

きたゲストに対し学生がく悪気はないがl , r無視するJ r挨拶をしないJ卜教師がお願し1

しないと自己紹介をしたり活動に誘ったりしないJなどの態度を示すことがあったため-そ

の際には柑分がそんなことされたら,またこのクラスに来たいと思うの.7Jと注意したっ

教室活動としては,配布資料の形でこのセッション授業をエ-レッチェ-ギの作文試験と口

頭試験の練習としてくもI利用してほしいことを伝え-模擬問題並びにロ頭試験の採点基猟

そして採点票を渡したo学習者がゲストとどう課題を解決していくかについては学生側に-
任し-

-旦ゲストの方と学習者との会話が開始されると教師が活動を止めたりすることはな
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かったが- 通常学習者数名が1名のゲストを囲むという形で活動が進められていた1,,教師か

ら学習者-の働きかけとしては- まず,授業の合間に-人ずつ学習者を呼び口頭模擬試験を

行って点数をつけ,減点理由を添えて注意すべき点を学生に伝えることを行ったo これは評

価された学習者が- それを周りの学生やゲ.ストに伝えることで各学習者の持つ間題点や試験

に向けての傾向や対策についての可視化が行われることも狙ってのことだったc 同様の理由

で模擬試験で評価した点について,学習者達に聞こえるようにゲストと雑談も行ったぐJこの

他に- 早めにゲストとの活動を終わらせ,目標が達成できたかを評価するために筆者が課題

について学習者に質問をするとvlう活動も数回行った.答えられない学習者がいた場合は-

答えられなかった学習者ではなく,答えられない学習者がいたグル-プをしかった23o

デ-タ収集であるが- 2007年2月から5月までのセッション授業のうち, 10回分につい

てビデオカメラl台で教室前方隅より撮影し学習者の行動について記録した,また,このう

ち9回分についてはLCレコ-ダ-1-4台を各ゲスト手前に置き,セッション授業における

ゲストと学習者との会話を記録したo く2-2.5時間分の会話記録を合わせて24本分録音し

たこニJ記録機器を設置することによりゲスト並びに学習者に影響を与える危険性はあるL.し

かし録音記録には課題とは全く無関係な発言やふざけた発言等一 調査者 く教師Jに聞かれる

ことを意図していない発言も数多く記録されてVlた.このことから-記録機器の影響はそれ

ほどは大きくないと判断したo

尚一 本論ではこのデ-タ収集に先だって0学年やセッション授業について唯-事前にイン

タビュ-24を行うこLlのできたゲスト1名と学習者達との会話記録く授業6回分1合計10時

Ri11を中心に分析を行うo

表1ユ5こ分析対象の目本人ゲストを囲んだ学習者 く学習者1--Cfll

授業 1 2 3 4 5 6

日付 3月2目 3月9日 4月13目 4月20日 4月27日 5月18日

学習者 Cillく含C3j6,
Glく昏くラ

団
く6lく令食

団l国
魯CZl63l魯

十川J-L

1年生2名
くDQlく豆

4.結果と考察

分析対象とした日本人ゲストと学習者との会話記録を文字化してみたところ,日本人ゲス

トとの会話 く目本語lと平行して,学習者同士がハンガリ-語でやりとりをする例が多く見

られた ほ十240例J o そこで学習者達のハンガリ-語使用場面をピックアップして,どのよ

うな会話が行われているかを調べたところ- 以下の4つのカテゴリ-に大きく分けられたr,

表2こ学習者の-ンガリ-語使用場面 く計240例J

1こ習得り04例l

.課題ーゲスト.学習者の使用した語桑.文法.表現,そこから派生した疑問な 60

5

どに関する確認.相談や議論o

.自分が使用した語嚢.文法.表現などの説明o

.自分が使用したい語嚢.文法.表現の確認や相談 38

.ゲストに日本語の間違いを指摘された後の確認o 1

2こ課題達成く72例I

.課題の確認ー課題に対する批判,
26

.課題達成のための情報収集く雑談含むI
15

.ゲストの発言内容に関する確認ー議論く雑談含むl 16

.学習者く他者1の発言内容に関する確藷ー議論く雑談含むl 15

-38-



3こインタ-アクシヨンこゲストとの話を進めるためのサポ-ト的発言く39例l

.どうすれぼ言いたいことがゲストに伝わるのかの相談
6

.自分の言いたい発言内容についての確認
4

.自分の発言内容の補足
8

.ゲス卜の発言内容の補足
2

.学習者く他者lの発言内容に関する反応,意見ー訂正
10

.学習者く他者lが発言につまつた時の-ルプ
7

.ゲストと意味交渉ができるようアドバイス
2

く4j参画く27例l

.ゲス卜学習者く他者1の発言内容の伝達く自身の知識を補足しながらl
14

.参加していなv1学習者-の声かけ
2

.ゲストの質問に対する学習者く他者lの答えにズレが生じた場合の状況説明
4

.自身が会話についていけなかつた場合の確認や助けの呼びかけ
7

プロトコル例1く習得こチップという言菓について議論.確認フ 日こ目本人ゲスト

L57Jこチップmintangolultip-7 くチップは英語だとtipだっけ9J

日こホテルに泊まりますo ボ-イに渡しますo

CSjニNemertem,くえJ-,わかんないo J

CSlこApr6penzく小銭l , b6rava16くチップトト辞書で調べて発言
目

こチップって何と言うの9
骨ニアプロ-ペ-ンズo

日 ニペ-ンズってお金9

L16j
日

はい- 小さいお金o

ほしい. - rお金Jに対する反応

直きこ私は大きいお金が欲しいですo

日 二目本にはチップがありませんo

にの発言を受け1本当にApr6penzでいいかどうか迷い始め学生同士で議論1

C5jこちょっと待ってください.

くチップはApr6pe11ZじやなくてB6rava16かと議論l

くニ9こEl本でチップがなvlo
日 こはいo

.C5II,こああ-そうo そ-学習者達はチップがB6rava16だということを理解
く以下,ハンガリ-では病院でもチップが必要などという話で盛り上がるJ

プロトコル例2 く課題達成こ議論テ-マ r住みやすい国Jについてゲストと学習者が議論1

日こじやあ,住みやすい国とはどんな国ですか.

く質間理解のために語嚢確認o確認が終わった後, 1人がアラブの良いところを説明しだし
盛り上がるc l

jfilLこUnitedArabian

Cllこアラブ国

日

L7

d17

日

Llll二

アラブ9

そうそうそう.

お金がたくさんある国o

石油が,エネルギ-が

そうそうはい- そんな国ですo

日こ働かなくても国の収入があるから- 資源- エネルギ-があるから
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て二珪Iこ
うん

目こそれが住みやすい国ですかo
く中略

-夫多妻制についてのやりとりJ

zこtijこここに生活は簡単ですo
何もしなくてもお金が入ってきますo

日こでもここの国は若い人達が働かなくて問題になっていると羊ユ-スで見ましたc 若いの

に遊んでいて働かないo

亡珪こそうですねo

日こでも国にとって問題ですねo だってエネルギ-がなくなったら何もないc

仁illj,こああ-そうですねo

く二宇うゼ,こでも住みやすいですから.くゲストの意見に対する反論について議論l

くホ1こ上手に人達はそんな場合にもお金をたくさんもらうことができますo
く中略 福祉国家について話1

く丑こでもここではそれだけではないo レジデントですからお金がもらえますo

ぐ言lこ仕事をしないでお金がもらえますo くアラブがいかにすばらしいか更に議論l

プロトコル例3 くインタ丁アクションこ相手に伝わるよう表現を換えることをアドバイス1

葺コこ父は運転していますo そして父のパ-トナ-も

目

C.31

目

C3Ij

目

LpIIII二,
l-11l

おじいさん.7祖母i7. くt-パ-トナ-が聞き取れなかった様子l

母じやない,父の く-自分の母親ではなく,父の今のパ-トナ-と言いたいl

父方の9 く-パ-トナ-が聞き取れていないので最初の誤解が解けぬままJ

父の く-相手が誤解してし1ることがわかってVlないのか, r父方Jを訂正l

父方のお父さん く-最初の誤解を引きずったまま1

Monja, hogy djfeleseg.く新しい妻って言えばいいのよ. 1

二新しい妻
日 こああ,新しい奥様

プロトコル例4 く参画こ会話に入ってこない仲間に参画の呼びかけをするl

日ここれが低いところだから底辺ですo ■

.こTT9jこAlap.7く底171

C貢うこAlapJ.Jく底i71

し9JこHal16ZIttvagyL.7 くちょっと,ちやんと会話に入ってる91

し7,IjこNem.Fogalmamsincs. くううん1今何やってVlるか全然わかんないo l

ぐ昏こMondtamneki,hogymondjonegypeldat.くゲストに例を出してって言ったのよo J

これらの発言の特徴を挙げると以下のようになるo

文字.語桑.文法.表現.あるいは内容に関する議論.確認は- ゲストとの話と平行し

て,自分達の知りたい時に自由に発生していたo

-度確認や議論が終わっても- まだ理解できなvlと感じたら- 同じテ-マについて何度で

も議論や確認が起こった.更にそれらのやりとりを通じて新たな疑間が生じ,新しい議論

や確認が発生することもあったo

特に内容についての議論は,雑談-と移行する場合が多かった.ただ雑談で終わってしま

うのではなく,いつのまにか議論に戻っていたo このように内容に関する議論と雑談は何

度も行ったり来りしていたc

疑問が生じた場合一 辞書,あるVlはインタ-ネットなどを駆使し情報を集め,そこで出て

きた情報を元に新たに確認や議論を行っていたo

例えば仲間にゲストの発言内容を伝える際にも- ただ内容を伝えるだけではなく,そこに

自分の知識を加えたオリジナルな情報として流すことがあったo
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仲間の発言は聞き逃さず- 違和感を感じたときにはすぐにそれを指摘していたo

rあとこれだけしか時間がないよ. J rちやんと聞いているのワJ rLこがわからないか

ら教えてJなど脱落者を生まないような発言がなされていたo

学習者同士が相手を非難するような発言一相手の意見を聞かず自分の知識をひけらかすよ

うな発言が1例もなかったo

西川 く2006こ106-109JではrみんなができるようになるJという目標が個々の学習者に

内化された体育の授業について報告が成されているoその授業で教師はrLうしなさvl-あ

あしなさいo Jという指導はほとんど行わない.しかし生徒達はrB由にやらせた体育の授
業では,とにかく競技をしたがる生徒の姿Jという教師のイメ-ジに反し-授業の多くの時

間や自由時間を話し合いに費やし1その中でお互いにアドバイスをし客観的技能を向上させ

ていた.同じようにrE7本人ゲストとのセッション授業Jに対して教師く筆都は- rとに

かく学習者が自分の使える目本語を駆使して目本人ゲストと話をすすめていくJというイメ

-ジを持っていたが,今回のデ-タを見る限り,学習者達はただ単にゲストとの話に集中す
るだけではなく,それと平行してく時にはゲストとの話を中断してl自分が知りたい時に知

りたい項目について仲間とハンガリ-語で議論.確認を行っていたoまた-学習者達は確

認.議論を行う中で-相手の質間や疑間に対し, rなんでそんなこともわからないんだo J

rくだらない質問をするんじやないJなど,相手を非難することは-度もなかったoそれだ

けでなく1 rあいっの疑問は自分達の疑問だo Jと-緒に辞書などで調べ,納得できない人
がいれば-何度でも同じ議論や確認が生まれていたoそして-ゲストや仲間の発言内容に自

分の解釈や知識を加えてわかりやすく別の学習者に説明したり-話が伝わるようアドバイス

したり-会話についていけなくなった人に声をかけ-状況を説明したりしていたoまた1会

話についていけなくなった人もrわからなくなったo助けてo Jと周りを信頼して助けを求
めていたo

この学習者の姿を邑る限り-まず以前日本人ゲストから受けたr習得につながっているの

かJという点に対しては,少なくとも今回デ-タを取ったo学年に関しては習得に繋がって

いると自信を持って答えることができるoまた,正義感についてもr正義の味九に代表さ

れるような燃えたぎるような正義感ではないが- r皆で間題を解決することが大軌という

規範が各学習者に内化され-それが正義感となっている姿が見えたと言えるく,そこでの学習

コントロ-ルは-ただ課題を達成するための方法の自己選択に留まらず-従来考えられてき
た学習内容のコントロ-ルとは違うが- rあいつの知りたいことは俺達の知りたいこと-だ
から学ぼう. Jと内容にまで及んでいたと言えるだろう.

5.今後の課題.そして自慢と戒め

Littleく1996二2041は-学習者自律は教室外のもっと大きな世界での言語使用を助け,言語

使用に対する言語学習の利益を最大限に生かすことができると主張しているcこの息今回

デ-ータを取った日本人とのセッション授業iま- 0学年の授業の中でも最も言語使用に重点を
置いた活動であり-学習者もより学習内容のコントロ-ルを含む学習者自律が発揮しやすい

状況にあったo しかし日本人とのセッション授業は-教育機関における外国語学習の-般的

な姿とは言いがたい.そこで-正義感の発生を目指すクラスにおいて-例えば教科書のある

課について学習するような教室活動の中で学習者がどのような姿を見せるのかl,そこに学習

内容のコントロ-ルが存在するのかという点について見ていくことを今後の課題としていき
たいc

O学年はr日本学科が大学のカリキュラムとE胡rJに持つオ-プン且つ有料の語学講軌で

あるくこ従って入るのも辞めるのも自由である.授業料は授業時間数で割ればそれほど高くは

ないものの-それでも前後期それぞれ- -ンガリ-の平均月収程度の額を支払わなければな
らないこつ更に-毎週12へ15時間の授業を受け1中等教育機関であれば4年をかけて学習す
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る内容を前期.後期合わせて実質上6ケ月で消化しなければなちないため, 1週間も休もう
ものなら遅れた分を取り戻すことは非常に難しくなるo これらの条件が重なりこれまで毎年

25名程度の人数でスタ-トする0学年は,後期の終わりには10孝.を切るということも珍し

くはなかった.更に2006年度は- 学期の途中になって目本学科が教育省に出した入学試験

に対する要望が受け入れられなかったことが明らかになり1それまで目本語エ-レッチェ-

ギのみだった入学試験が- -ンガリ-語一歴史一 英語1ドイツ語,目本語からの1科目選択

になってしまったo そのため日本学科-の志望者が急増し26,結果r日本語ができなくても

目本学科に入学はできるが,どの試験を選択するにせよ- 60%程度の成績では学費免除枠で

入学することができないo J事態となった27o これにより,オリエンテ-ションで掲げた

rエ-レッチェ-ギで60%を取得するJという目標の意義が薄らいだだけではなく- それ

までカ-ロリ大学目本学科-の入学準備講座として学生を募ってきた0学年の存在意義その

ものが揺るがされることとなったo このような事態にもかかわらず, 25名でスタ-トした

2006年度の0学年のうち1脱落せず残った者は20名,エ-レッチェ-ギを受験した者は17

名ヱ指と例年より脱落者の数が少なかったo またエ-レッチェ-ギを受験した17名のうち-

55%, 58%となった2名を除き15名が60%を突破したo これは2年前の結呆に比べると大
幅な向上と言えるo

2006年度o年生のエ-レッチェ-ギ成績

% 55ノ-59 60ノ-69 70ノ-79 80J,-89 90ノ-

換算入試点

く60点満点I
46 48ノ50 52ノ54 56ノ58 60

人数 2 3 1 4 7

しかしそれよりも嬉しかったことがあるo それは,セッション授業の実質上の管理を本当に

学生が行い,私の役割が r授業外でゲストを集めることJと 帽己布資料を配ることJ
,

r く学生たちがお互いにチェック,検討して出してくるl作文に目を通すことJ - そして

rたまに学生を呼んで口頭の模擬試験を行うことJ以外になかったことであるu 学生たちは

く教師の知らないところでl -度授業に来てくださったゲストにこまめに連絡をして授業-
誘い1更なるゲストを募り29,個人.グル-プ.クラス単位でパ-テイ-や遠足などを企画

運営していたG また毎年1試験期間となる12月中旬から2月の頭までは授業がなvlため1

これまでは教師が学生に呼びかけてこの間に補習授業を2へ3度行っていたが- 2006年度

の0学年はこの間- rゲストとのセッション授業をしたいので教室を確保してほしいJと教

員に頼み自分達で授業を綻けていたo にの時の教師の役割は- r教室の鍵を学生に渡し1

3時間後に学生から鍵を受取るJだけであったo lこれをま当初教師が予碍していたものをは
るかに超える学生の姿であったo

2006年の0学年でこのような学生の姿が見られたのは,筆者の考え-行動とは関係なく1

たまたま質のよい学生が集まったからかもしれないし- 0学年を教える同僚の力だったのか
もしれないc しかし少なくとも今回の調査を通じ,自分の授業観が学生の自律的な学習の妨

げにはなっていないことは見えたo

-一-方一数は減ったとはいえ2006年度の0学年にも脱落者は存在したし- エ-レッチェ-ー

ギで60%を取れなかった者もいたo つまりオリエンテ-ションで語った 卜みんながェ--レ

ッチェ-ギで60%を取るJという目標は達成することはできなかったこ, 2007年度はr教帥

と学習者という異質ではあるが,ともに目標を達成する仲間Jとして rクラスに正義が生ま

れ- みんなが目標を達成するo Jことを実現できるように頑張りたいo
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University Press.

1自律学習の重要性については若井C2006l
,若井く20071を参照

2前者はr学習内容コントロ-ルJの排除,後者は無視と考えられる.また, Bensonくeta1

2001ニ102Jはrカリキュラムで縛られたクラスでの学習者による学習内容コントロ-ルは無理J

との記述をしているo
3例えばBensonはこれを受け, r教室外の学習経験のみが言語学習にとって価値があるもので

あるo Jと主張しているo くHead2003,24-261

4例えばsherif, M., Sherif, Cく1969J.,Socsal Psychology 3rd ed, Harper及Row,

5波多野はこの他に, r愛他心Jについても元々社会的な動物として生活してきた人間が1いわ

ばr種Jとして受け継いできた内発的な動機づけであると指摘しているo

6教師観,学習者観,教科観などo

7これは文法などの教科に関わる内容だけではなく,例えば学習者を自律的にするための学習者

トレ-ニングというレベルでも同じであるo 詳しくは若井 く2006Jを参照.

8若井く2007Jでは,学習者自律を大切に思っている教師が,無意識的に学習者に介入し,結果

と.して自律的学習を妨げている例を紹介している.

9例えばr教科書に書いてあるからこれを教えるo Jなどの考えo
10西川純C20071 r管理者としての教軌 F F学び合いAの奥義割httpこIIwwwOO4.upp.so-net.ne.
jpliamjunlougisyo17.htmく2007.03.03J
ll

r学び合いJという言葉は広くつかわれているoただ-その多くはr学び合いJそのものが目

標となっているo -方西JrH2004こ26-27Jは,人間を知恵や経験をお互いに教え合い,学び合い
ながら生きてきた種と考えており,この考えからみた学び合いを くr学び合いJと区別するため

にI F学び合いAと表現したoく西川純く20071 r管理者としての教師J F F学び合いAの奥義

書A http二IIwwwOO4.upp.so-net.ne.jpliamjunlougisyo11.htmく2007.03.03JJ本稿の学び合いもF学び合

いjj と考えを同じにしているc 故にF学び合いjj と表現したo
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rいろいろな人が学び合いを導入する際に,その日のF振り返りAを書かせる場合がありま

すL-,く中略Jさらにいくと-教師に対して正当な交渉をし始めますoたとえば, F先生は火曜

目までに教科書0ペ-ジまでを-クラス全員が分かるようになれといったけど1今のペ-スだ

と3人ぐらいは分からないままになりそうだoだから,木曜日までに期限を延ばしてほしいA

と小学校4年生のクラスが教師に交渉するんですoすごいでしょ. Jく西川からの私信o 2006

年.11月5日,

13正確にEまカ-ロリ.ガ-シュパ-ル.カルビン派大学人文学部東洋言語文化学科日本学専門

コ-ス くカ-ロリ.ガ-シュパ-ル大学日本学科は通称l

14ェ-レッチェ-ギには中級と上級があるo 日本学科-の入学試験科目としてこれらのいずれ

を選択してもよいが1カ-ロリ大学が望む1年生の日本語能カレべルはエ-レッチェ-ギ上級

レべルである亡,

15ェ-レッチェ-ギにおける日本語を始め外国語の試験はCEFくヨ-ロツパ言語共通参照枠組

みlに準拠しており- レベルは中級でA2,上級でB2であるo試験はr読解J r文法J r聴

解J作文J r口頭Jの5つの独立したテストから成り立っているo 臥エ-レッチェ-ギ目

本語上級試験に必要な漢字く313l
.語菜く2500l .文法項目 く日本語能力試験3級+alなど

の基準一 問題形式,過去問題などはインタ-ネット上に公開されている.

16国家日本語試験は2006年9月時点で実施機関がなく1この時点ではエ-レッチェ-ギ受験が

唯-の資格取得方法であったo

17ハンガリ-の高等教育機関の合格点にはr学費免除軌 と r学費軌の2つがあるo当然学
費免除枠の方が合格点が高くなるが- ここで言う合格点はr学費免除枠Jのそれを指す.
18ただし多くの者は学費枠の合格点には達したo

19これが1.で述べた授業観にあたる部分となるo

2いこれが1.に述べた教科観にあたる部分となるo rO学年は,日本語という人類文明を使って

く日本人と繋がれる.繋がっていると思えるようになりJ F対ハンガリ-人だけではなく-対

日本人,そして目本人.ハンガリ-間のコミュニケ-ションの調整.調和の大切さEgを次世代

に伝える教科J
ヱ1初心者対象のクラスなので-コ-ス開始後2ケ月ぐらいたってから始める場合が多い.人数

に変動はあるが,幸いこれまでほぼ毎年ゲストの方がセッション授業に来てくださっているo

22このゲストは千葉大学の村岡英裕先生を中心とする科研グル-プで- 日本語教育が専門の方

であったo

23というかグル-プにたいしてあきれたo

コ4実際にはインタビュ-ーを通じPAC分析を行ったが,本論では割愛するo臥pAC分析の詳細

は内藤哲雄く20021 FpAC分析実施法入門E改訂版コ r個Jを科学する新技法-の招待iIナカ

ニシヤ出版 に詳しいo

25この表から,ゲストがいっも同じ学習者と話しているわけではない息学習者のグル-プが

いっも同じではない点が読み取れるo 4月27日の授業では会話の練習をしたい1年生2名も括
動に加わっているo

26学費免除枠定員25名に対し,志望者ほ340名 く競争率14倍l
二7計算上受験者が取れる点数はCD r学校の成績点く60,点汁入試点く60旬Jか1 r入試点く60,Ej

の2倍Jかどちらかよい方く120点満点lにCgl入試科目として上級エ-レッチェ-ギを選択し基
準点を突破した場合の加点く14点フ と,国家外国語試験資格取得による加点く国家中級試験1

つにつき7点,上級試験1につき10点-ただし最高でも20点までlの合計点くただし両者合

わせて最高でも24点までlの合計144点であるoそしてカ-ロリ大学日本学科の入試合格点は

142点であったo これはr学校の成績点が満点で入試点が58点以上Jあるいはr入試点が満

点Jで1しかも最大の加点枠を保持していなければならないことを意味する.コ
28ェ-レッチェ-ギを受験しなかった2名のうち1創ま仕事の関係で受験を秋にした.くエ-

レッチェ-ギは1年に2回,春と秋に受験が可能o l

ヱ9ゲストの方からr今目は用事で行けませんo
Jなどの連絡が教師に入ることもあったが,今

目のセッション授業で最低何人のゲストが来るかは教師ではなく学生が把握していたo
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