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1.研究の背景

状況的学習論が,授業形態に与えた影響は大きいくKariKuutti,1996,赤堀侃司2002aJo状況

的学習とは,学習が状況的であり,文脈依存であること,知識が状況に埋め込まれている.ことを

主張する学習論であるo 学習が状況的であることは,経験的に理解できるが,知識が状況に埋め

込まれているという命題は,すぐには理解しがたいoこの命題を理解するには,町の数学くStreet

Mathematic占I研究が,適している,町の数学研究とは,開発途上国などに見受けられる物売り

少年の計算の仕方についての調査が出発点であったo

彼らの計算の仕方は,学校で教わる10進法ではなかった, 10進法は,世界で受け入れられて

いる計算法であり,誰もその計算法について疑間を呈する人はいないo まして,学校さえも十分

に通学できない物売り少年が, 10進法とは別の計算法を捷案して,それが物売りに適した計算法

だとしたら,.それは驚くべき出来事と言わざるを得ないo物売り少年が,極めて優れた数学能力

の持ち主とは,どうしても考えにくいからであるo

それは,物売り少年が驚異的なのではなくて,物売り少年に,その計算法を思いっかせた状況

そのものに原因があるのではないか,と考えるのであるo物売り少年は,車が赤信号で停止して

いる,わずかの時間に,新聞や食べ物を売って,すばやく.おつりを出さなければならないo もし

計算を間違えたら,それは生活ができなくなるという,せっぱ詰まった状況に置かれているoそ

の状況そのものが,少年をして,最も速くおつりを出せる計算法を思いつかせた,と考えるので

あるo このように,状況的学習論では.知識が状況の中に埋め込まれていると,表現する くLave

and Wenger, 1991J.その状況とは,きわめて素早く.かつ正確に,おつりを計算しなければな

らないという.課題そのものにあると言い換えてもよいo 人は,せっぱ詰まった課題に出会った

時,その課題に適した方法を考え出すのではないか,という学習論であるo

上記の町の数学研究は,物売り少年に,引き算の計算間題と,状況を文章題にした計算問題を

出して,比較を行った.その結果一計算問題はできなかったが,文章題の問題は,正解したと言

うo このことは-数学の間題の難易度に対して,新しい考えを持ち込んだと言えるo文章題を正

解するには-文章を理解し,計算問題を解き,文章の状況を検討して,甲答するといういくつか

のステップがあるo このステップを下位課題と呼べば,文章題は-複数の下位課題から構成され

ているので,すべての下位課題に正解して,はじめて文章題に正解できることになるo それが,

下位課題の-つである計算間題ができなくて,文章題に正解することは,これまでの学習の考え

方が成立しないことになるo

-般に学習課題は,それを構成する下位課題から成り立ち,それぞれの下位課題は,さらに下

位課題から構成されるので-全体は階層的な構造になるが,インストラクショナルデザインでは

学習階層 く1earninghierarchylと呼ばれる くGagne R.M., Briggs L.J., Wager W.W, 1992,

Johnson K.A., Foa,I,J.,1989Jo学習階層をべ-スにして,学習の構造や系列を考えるので,教材
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の元になる概念と言えるo 学習の階層構造を元にした学習の仕方や授業形態を,ここでは教材べ

-スと呼ぼうo 教材ベ-スでは, -般的に,下位課題から上位課題に向かって,.難易度が大きく

なるので,学習する順序も,この順序に従うoつまりl学習階層は,学習する内容と順序. scope

とsequenceの元になるような基本的な概念であるo町の数学研究は,それに対して,新しい考え

を持ち込んだと言えるのであるo

状況や課題は,学習の論理的な構造よりも,状況や課題そのものを重視する考えであり.状況

や課題に,学習する内容や方法が含まれているo ここでは,この課題を重視した学習の仕方や授

業形態を,課題べ-スと呼ぶ.本小論は,教材ベ-スと課題べ-スの学習を,筆者の授業実践を

事例にして,その特徴を分析し,日本語教育の授業における示唆を与えることを,目的としてい

るo

2.教材ベースと課題ぺ-スの比較

教材ベ-スと課題べ-スは,先に述べたように,基本的な考え方が異なるoそれを-模式的に,

図1に示すo
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図1 敦材ペースと許瀧ペースの概念圃

教示べ-スは,図1のように,学習

内容が体系的に構成されているo 例え

ば,数学の論理的な体系を考えれば,

容易に理解されるであろうo 数学のみ

ならず,学間や教科や科目と呼ばれて,

学校教育で教える内容は,このような

体系化された構造をもっているo これ

に対して,課題べ-スは,非構造的で

あり,学習すべき内容が,相互依存的

であるo 計算問題が正解することが前

提で,文章題が正解できるという論理

関係ではなく,状況や課題内容に依存

しているo

この課題ベ-スは1先に述べた町の

数学研究だけでなく,多くの分野でも見られる考え方であるo例えば,メディア研究には,多く

の研究があるo 写真と線画では,どちらが記憶に残りやすいか,音声と文字を同時理示する方法

と.時間的にずらして擾示する経時提示の方法と- どちらが記憶しやすいのか,など膨大な研究

があるo しかし,現場七指揮する映画監督やテレビのディレクタ-は,そのような膨大なメディ

ア研究を知っていて,その知識を適用して,映画やテレビ番組を作っているのだろうかoたぶん,

そうではないであろうo彼らも専門家として.視聴率がかかっており,生括がかかっているo つ

まり,現実世界に生きて,仕事をしているo その仕事とは,良い番組を作るとか,視聴率を高め

るといった,課題を解決すること,つまり課題ベ-スであるo 先の物売り少年と同じように,現

実世界で生活すること,仕事をすることが,メディア研究の知見とは別の,状況に合った方法を

産み出していると言えるoこのように考えると,およそ専門家とは,そのような知識を持った人々

と言える缶

授業における教材ベ-スと課題ベ-スは,このように枠組みが大きく異なるので,これを授業
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としてどのように反映するかを- 筆者の授業実践から,以下分析するo

3.総合演習の授業の特微

筆者は,東京工業大学の学部生を対象にして.以下の総合演習の科目を教えているが,その概

要は,以下の通りセある く塚本栄.--1-,赤堀侃司,2003lo

.教職科目で,教員免許の必修科目,
.

12月24日J-26日の集中演習形式.

.総合的な学習の技能習得が目的, .受講生は, 60名J-70名程度

.グル-プ活動なので,出席管理が重要.理科嫌いをなくす教材や授業という課題

この総合演習は卜上記のように,課題設定があるので.課題ベ-スの授業科目と考えてよいo

学生の活動の流れは,以下の通りであるo

O 3名程度のグル-プを作るo

eJグル-プのメンバ-は,課題に対する教材内容や授業案について,相談するo

C51模造紙に,捷案する教材や授業案の概要を書く.

61壁に模造紙を貼って.発表するo

61発表に対して,他の学生達が評価を行うo 評価には,改善すべきコメントも含む.

C61これらのコメントにしたがって,教材内容や授業案を.修正するo

CZl修正内容を反映した,プレゼンテ-ションソフトで発表資料を作成する.

C8,発表会を行い,その結果について,他の学生達と教貞による評価を行うo

C91評価結果を集計して,順位を発表するo グル-プ内の自分以外の他の学生の評価を,どの程

度貢献したかという観点で行い,その結果を,成績に反映するo

魯 発表作晶は, CD-ROMに焼いて,全員に配布する.

その発表の様子を,写真1に示すo

写真1総合演習における発表会の光景

この実践から,課題ベ-ス

について,以下のような知見

を得たo

O 課題べ-スは,内容のみ

ならず,方法や総合的な能力

を育成できるo 具体的には,

テ-マの選択,内容の構造化,

メディアの選択,グル-プ活

動,発表,相互評価,などで,

その能力は,多岐にわたるo

el道具の使い方は,課題に

埋め込まれていて,課題を通

して習得するo 具体的には,

コンピュ-タの操作,プレゼンテ-ションソフトの作成.インタ-ネットでの検索,などであ

るが,課題を通して自然に学ぶo また,グル-プ間で,操作法について相談できるので,特別

に教える必要はないo

Ql情報の受け事から.情報の.発信者-,という意識を育てるり教材べ-スでは,基本的に,情
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報の受Ll手という立場であるが.課題ベ-スでは,情報の発信者という立場になるo

61情報を発信することで,多くのことを学ぶo具体的には- コミュニケ-ション,協力.相手

から学ぶ,情報の信頼性,アイデア.メディアの特性,などで.情報の受け手だけでは取得で

きない- 多様で総合的な知識や方法を,学ぶo

61間題点は1グル-プ活動が中心になるので,欠席が厳しく,集中演習形式になること- 成績

は,基本は個人に対して与えるので,グル-プ活動から判断して,正確に個人の成績に反映す

ることが難しいことであるo

以上から,課題ベ-スの特徴として, elと61は,日本藷教育においても,重要であろうo コン

ピュ-タの操作,プレゼンテ-ションソフトの作成などは,道具の使い方であるo 道具の使い方

を習得して,課題に取り組むというよりも,課題を追求するために,道具の使い方が必要であり,

そのために,道具を覚えるという順序になっているo

4.相手から学ぶ

課題ベ-スの学習では,グル-プ単位での活動や発表など,何らかの形で他人と関わり合うo

グル-プであればグル-プのメンバ-,発表であれば聞き手が存在するo このように,課題ベ-

スでは,他人とのコミュニケ-ションが存在するo 他人と関わることによって,相手から学ぶこ

とができるo電子掲示板は,その有効な道具であるくAkahori,K., Kim,S.M., Yamamoto M., 2005J o

写真2は,電子掲示板 く以下.BBSlを利用した意見交換を示しているo 授業に関連した課題

に対して,学生は意見を述べるo 正式には, BBSに意見を書くo これまでの紙のレポ-トでは,

他人のレポ-トを読むことができないが, BBSであればノくスワ-ドを入力すれば自由に読めるo

このことが,学生の意識を変えるのであるo.

Jtと土l幽幽幽也二斥声前芯芹言- 1tF梱■■rit if

写真2 課題に対する意見交換の事例

キヤンパスでは-真剣に課題について議論した経験は少ないが, BBSでは,お互いの考えを交

換することができるo このような考えを持っていたのか,という意識が,自分の考えに反映され

るo つまり,相手から,内容の新鮮さ- 論旨のつながり,表現方法など- 多くのこと学ぶことに
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なるoそれは,モデリングであるo他人の考えをモデルにして,自分の考えを修正するのであるo

このような課題の多くは,オ-プンエンドな魂題が多く,多様な考えが書き込まれるo 写真2

では.ある意見に対して,別の意見が書き込まれた様子を,樹形図として表示しているo このよ

うに授業外で, BBSを利用して自由に議論できることは,課題に対して理解を深めることにつな

がるo
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図2昭日毎のアクセス数と書き込み数
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図3時刻毎のアクセス数と書き込み数

図2は, 1週間におけるアクセス頻度と書き込み頻度を示し,図3は.時刻に対するアクセ

ス頻度と書き込み頻度を示しているo これらの図から,次のような知見を得ることができるo

O 土曜日曜であっても,学生は, BBSにアクセスしたり,書き込んだりしているo授業の曜日

は水曜日であるので,その前日である火曜日の頻度が多いのは当然であるが,休日にもアクセ

スや書き込みがあることは,BBSの効果と言えようoなぜならば,これまでの経験で.休日に

予習や復習をすることは,ほとんど見られないからである.

el時間帯のアクセスと書き込みの頻度分布から,昼間と夜の2つのピ-クが見られるo このこ

とは,キヤンパス内からのアクセスと,自宅からのアクセスの両方が存在することがわかるo

以上から,課題に対する学生の意見交換では, BBSが有効であることがわかった くHannafin,

Land, 1997Ioこれも課題ベ-スの特徴であるo課題ベ-スは,課題を追求することを通して学習

をするが,課題の中に,多様な学習が含まれているo 他人から学ぶモデリングや.コミュニケ-

ションの仕方などであるo 当然ながら,意見を書き.読むことは,日本語教育にとって重要な活

動であることは,言うまでもないo

5- 情報技術から見た教材ベースと課題ベース

図4は,情報技術から見た,言語学習支援システムの変遷を示しているく赤堀侃司,2001,2002b,

Akahori, K. 2002It, 1970年から1980年において,コンピュ-タが学習支援ツ-ルとして注目を

集めて.多様なモ-ド く様式.形態Iの学習ソフトが開発され,流通したoドリル,アニメ-シ

ョン.シミュレ-ションなどであったo このようなモ-i-ドは,個別学習を目指して開発されたo

l.斉授業で教員の説明を聞いても,.誰もが同じ理解をするのではなく,個人の能力に応じて,理
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解のレべルは様々であるoそれは,
-人の顔や体型が異なるように,きわめて自明なことであり,

すべて同じレベルにすることは, -斉授業では不可能である.

そこで,個人の能力や理解状態に応じた,個別学習を実現するために,コンピュ-丁タが導入さ

れたo コンピュ-タは.入力に応じて出力が変わるので,個別に対応することが,可能だからで

あるo問題は,どのように対応するかであり,その主な機能は,フイ-ドバックの与え方であるo

最も単純な仕組みは.正解かどうかを判断するシステムであり,フイ-ドバックも,正答か誤答

かを表示するだけであるo つまり,ドリル様式であったo やがて,電子紙芝居と評されるドリル

に代わって,コンピュ-タの機能を活かした新しい機能が求められるようになったo

lつは,チュ-トリアルであり-文字通り家庭教師のように,個別に指導できるモ-ドであっ

たo そのためには,どこが間違えているかを同定する必要があり.ソフトウェア技術上の発展が

あったo 例えば,教材構造,教授方略,入出カインタ-フェ-スなどを実装して.高度なシステ

ム-と進化していったくYang, Akahori, 1999lo

図4 情報技術と言語学習の開連

他方は,ゲ-ームソフトからの流れで,ロ-ルプレイなどを実装した様式で, education と

entertainmentを合わせた,edutainmentと呼ばれるモ-ドであったくAkahori,
Yoshiokn, Usami,

Katoh, Nitoguri, Furugohri.1998Io しかし,どれも実践的には,定着したとは言い難かったo生

き残ったのは- マルチメディアという,文字,音声t 写真,動画などを-すべてコンピュ-タ上

で処理できる技術であった.これは,誰にも受け入れられる技術で,文字だけよりも,映像があ

るほうが1わかりやすい教材になることは,明白だったからであるo このメディアメディアが,

大きなインパクトを与えたD

ll--方,1990年代にインタ-ネットが教育に導入されるようになって-社会的にも大きな影響を

与えた,,そのインパクトは,学習のパラダイム変換であり- 個別学習から協同学習-,教材ベ-ー

スから課題ベ-ス-の変換とも言えようo インタ-ネットは,ネットワ-クであるから.本質的

に人と人を結びつけ,協同で何かを行う,すなわちプロジェクト学習に適していることは,容易
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に理解できるo プロジェクトとは,何か目的に向かって,全体で役割分担しながら,協同してい

くことであり,課題ベ-スの学習に近い学習形態であるo p以上のように概観すると,マルチメデ

イアとインタ-ネットが,最も大きな影響を,教材の在り方や学習観に与えたと言える く日本語

教育学会マルチメディア研究委貞会- 1997, 1998Joマルチメディアとインタ-ネットが教育に

利用されるようになって,それは,道具という用語から,環境という表現に代わっていったo 正

確には,情報環境とか-学習環境と呼ばれるようになった.文字通り,黒板,教科書.教材,副

読本,教室などに代わるような,.新しい学習環境として認識されたUonassenD.H., LandS.M.,

2000lo

以上の変遷を概観すると,L確かに教材ベ-スから課題ベ-ス-と-移行しているように思われ

るo それは,学習観の変換でもあったo

6.まとめと課題

教育の実践は難しいo 学習理論や情報技術は,いかに優れていても,そのまま実践に活かされ

ない場合も多い.例えば,学習ソフトでは,最も単純なドリルが.現在でも最も利用されているo

図4で示した,人工知能やVRNirtual Reality J技術も,教育では括かされていないことが,現

状であるo したがって,本論においても,教材ベ-スから課題ベ-ス-の変換を主張しているの

ではなく,現実には,両方の学習形態を使い分けているのであろうo さらに本論で扱っている授

業科目は,日本語教育に関する科目ではないが- 本論の趣旨から言えば,特に日本語教育に限定

しなくても良いと思われるoどの授業科目も,同じように分析できるからであるく赤堀侃司,1997Io

教材ベ-スでは,優れた教材や個人の学習に重点が置かれているが,課題ベ-スでは,コミュ

ニテイ,相手から学ぶ,課題解決に重点が置かれるので,学習の考え方が異なっているo 日本語

という手段を学ぶ学習は,課題という目的と結びついて,手段が活かされるという立場が課題べ

-スであり,手段そのものを,基礎から学ぶ立場が教材ベ-スであるが,先に述べたように,実

践的には,その両方を使い分けているo本論は,それを学習論の立場から整理したに過ぎないo
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