
初級日本語学菅者の帯JE管得を支援するタスクの開発

隈本.ヒ-リー 順子 く大分大学I

はじめに

大分大学では2000年から短期交流プログラム く以下,短プロ1を提供している亡 短プロとは,

学生交流協定に基づいて協定校からの留学生を短期間 く半年,あるいは1年,受け入れ,英語による

授業を提供するプログラムであるo 1 9 95年に国立大学3校で開始され,現在,国立大学法人では

2 7校が短プロを実施している仁,そもそも短プロの当初の目的は, 1 9 93年の目米文化教育交流会

議くCLTLCONこThe United States Conference on Culturaland EducationalInterchangeIで,指摘された日米間

の留学生数のアンバランスに端を発する亡,英語によるプログラムを開講することによって,日本語も

しくは目本社会.文化に関する基本的知識がないアメリカ人学生を少しでも多.く目本に招致すること

が提案された亡

本学では短プロ開始当初から目本語末習者よりも日本語既習者,しかも漢字圏,韓国.中国からの

学生の方が多く1英語を媒介言語として専門科目や目本社会.文化を学ぶことよりも,目本語も磨く

ことが目的という学生が主流であったo しかし,最近になって英語非母語話者に高度の英語能力を条

件として課すようになり韓国,中国からの留学生が激減したく,また,参加学生の出身地域,学習背景

が多様化し,学生の留学目的も変わってきているく,短プロ開始時に比べ,最近の顕著な傾向は,日本

語は全く学習したことがなく,日本杜会に関する知識もほとんど皆無の学生が非漢字圏から増えてい

ることである.Iそのような学生は-学期間く5ケ月間1の滞在中に初級目本語,英語による目本文化.

社会関連科目の履修をして帰国するc このような学生に共通していることは,く11非漠字圏からの

留学生,ヨ-ロツパ言語やインドネシア語を母語とする学生である亡.く21自国の大学では,留学前

も留学後も目本語あるいは目本研究関連の科目が履修できない亡.く31目本の滞在期間はおうおうに

して-学期間である.I.く41日本で生括していく上でr使える目本語Jの習得を希望している亡 く51

専門科目なども同時に履修しなければならないので,日本語のみ集中学習することはできない,i

本学の日本語開講科目はレベルによって初級コ-ス r日本語1Jから上級コ-ス r目本語6Jまで

あり, r目本語1Jはゼロ初級者が対象であるが- 目本語2の授業についていけない日本語既習者も

入ってくる.-,そのような既習者のほとんどが自国では日本語が副専攻としてしか開講されていないの

で,学習時間が十分でなく目本語レベルが本学の日本語2レべルに到達しないことが問題であるく.こ

のような学習者に共通していることは,文法知識とその習得よりもまず,語嚢数と語嚢知識が非常に

限られているが故に r日本語2Jについていけない場合が多いく 日本語1と目本語2で使用している

教科書はr初級日本語くげんきI1 1J r初級日本語くげんき21Jくジャパン.タイムズ社発行lであ

るが,この教科書の特徴の-つは語嚢数が多いことである仁.この語嚢数が多いということは- 上記の

ような留学生にとっては最初の rつまずきJとなる場合が多いく,
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また,目本滞在が半年未満で,日本で生活していく上でr使える初級目本語Jの習得を希望してい

る場合, rサバイバル.ジャパニ-ズJとしての目本語学習の面も持ち合わせているので,語秦数が

多いことは必要である,1.,とにかく,目本語ゼロ初級者であれ日本語初級レベルの既習者であれ,両者

に共通していることは,目本語学習上効果的に語嚢を学習,習得する必要性があり,カリキュラム上

に語嚢数と語嚢知識についても盛り込まれなければならない仁.

土のような状況下で本学では,日本語学習支援の-環として語嚢学習に特化した支援タスクの開発

が望まれていたo特に,医科大学との統合後,キヤンパスが異なる医学部の留学生に効率よく目本語

教育を支援する必要があり.その策の-つとして遠隔地教育の可能性も探る必要があったく その支援

システムの開発にあたっては,まず,学習者がr授業の外でJいつでも好きなときに語棄学習ができ

るようにする必要があり, WebBT CWeb-Based Traimingl上で学習者の自律学習を促がすことを念頭にデ

ザインしたく,

次にプロジェクトの目臥語嚢習得タスクの特徴についてそれぞれ例をあげて述べるt-11

1.プロジェクトの日的

11日本語初級学習者の自律学習.協働学習を支援する

来目したばかりゐ日本語初級学習者が直面するハ-ドルの-つは,かなりの数の新出単語

の学習とその習得であることは既に述べた亡,限られた留学期間中に,限られた授業時間数と

いう2重の制約下で,語嚢学習に特化した時間を設けることは現実的には困難である.-v
そこ

で,学習者のキめにr授業の外で人語嚢習得を支援する学習システムを開発した.二

語嚢習得の支援システムのデザインを考案するにあたって,まず,語秦習得の分野での先

行研究を参照し,システムのデザインの背景にある学習理論も考慮した,- 矧こある学習理論

だけに基づいたものでなく,伝統的な行動主義心理学,認知心理学,状況的学習論からの考

え方もそれぞれ考慮し, WebBT上で自律学習と協働学習を促進すべきシステムを目指した亡

21学習履歴を分析し,語嚢タスクの有効性を検証する.二

第二言語習得研究では語嚢習得研究は最近,増えてきているが,文法習得研究に比べると,

まだ多いとはいえないく.日本語教育の研究分野においても,語嚢習得研究は国内一 国外で少

しずつ増えているが, ESLの分野と比べるとまだ,非常に少ないのが現状である.二 また,教

育面でも文法シラバス中心の目本語教育現場では,通常,語嚢習得は学習者自身に任せられ

てきた亡,日本語学習者がどのようにして日本語語嚢を習得していくのか-その習得過程が明

らかにされていない今,語嚢習得研究の分野で圧倒的にリ-ドしているヨ-ロツパ言語の先

行文献に頼らざるを得ないが,今後,その教育.研究成果は日本語教育分野でも徐々に検証

されなければならない亡

本プロジェクトの目的の-つは.まず,学習履歴のデ-タを分析しタスクの有効性を検証

することであるく.その検証結果が語棄教育研究の-端を担い,目本語教育.研究に少しでも
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貢献できれば幸いである仁

2.語嚢習得タスク.システムの特徴

11語嚢習得を目的としたテ-マ別モジュ-ル式のタスクである

従来, webもしくはコンピュ-タを利用した教材として,文法や漠字習得などを目的とし

た多くの教材が作られてきたが-語秦習得を目的とした開発は進んでいなし丁亡本システムは,

単調かつ個人的な学習である語嚢の習得を,興味深く能率良く進められるようイラストを多

用しこ学習意欲と自律学習を促す支援夕女クを目指して開発された亡二

次にイラストの例を提示しながら,システムの特徴について述べるく.

このタスク.システムは,テ-マ別にモジュ-ル式とし,学習者は興味のあるテ-マを選

択し学習を開始することができるようになっているく.各テ-マは-プレタスク,メインタス

ク,ポストタスクの3つに分かれている.二 学習者はまず,登録画面から必要な情報,パスワ

-.ドを入力しrMyペ-ジJの画面に入る.二,このペ-ジで学習者は好きなテ-マを選択し-

その中からさらに3つから5つに分かれたトピックを選ぶ仁. rMyペ-ジJpには学習状況を表

す絵が使われているく プレタスクではr種Jがr末習Jを示し-プレタスクが終わればその

目軌得点が表示されるようになっている.T これが終えなくては次に進むことができない.二
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メインタスクではr花が咲いていないJ r雷が出ているJ r花が摘開Jの絵がr末習J r学習

中J r修了j を表すt-,ポストタスクではr葉のないJ r実が3個なっているj r実がたわわに

なっているJ木の絵が学習者の練習結果を表すc.

プレタスクで既習語嚢をチニツクした後1メインタスクで60個前後の単語を学ぶこ,メイ

ンタスクは1イラストと単語のマッチングである r基本練習Jとイラストをヒントに仮名で

入カする r応用練習j のこつから成り1選択式から記述式-と段階的に学習が進められるよ

うデザインしてあるL-J選択したテ-マに含まれる全ての語粂を学習した後1ポストタスクで

習得の状況を確認するo

次に下記に示している rメインタスクの基本練習Jについてふれる仁巳 ここでは語桑とその

意味に合う絵を選択する形式であるo rMea血ざJ rPrpnunciatiomJをクリックすればひらが

なで書かれた語桑の意味や読みが得られる仁また- rcoTree首aiiSWerSJ rBack首o伽be由m血貰J

をそれぞれクリックすればr答え合わせJができb絵がランダムに提示されr再度練習Jが

できるようになっている亡

メインタスクのr基本練習j を終えると-同じメインタスクであるが, r応用練習Jにと
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段階的に進むようにデザインされている仁.ここでは選択形式ではなく1簡単な会詣に答える

記述形式となっている.二 また- rseec紬eJをクリックすればrヒントJが与えられ, r鮎seり

をクリックすれば1提示順序が変わり6問が終わってr再度チヤレンジJしたい場合にでき

るようになっているく.

21学習者の自律学習を促す

本システムの特徴は-タスグの全体像や自分の学習状況が把撞できるrMyペ-ジJを開

始画面としていることである.二既に述べたように1学習に際して1学習者は自分の苦手な分

野から始めることもできるし-花に見立てられた学習状況表示により末習分野を学習者自身

で把握.判断し,学習計画を立てることもできる亡 ただ-花に見立てられた学習状況表示だ

けでは十分でないと考えるので, rMyペ-ジj画面から詳細な学習状況の表示も可能にし

てあるi-- 学習者が自分の学習状況に関して詳細な学習履歴を把握したければ,次のペ-ジに

示しているように詳細な晴報も得られるのである.-
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また,学習者は必要に応じて,各テ-マに出ている語嚢リストを選択して印刷し-必要に

応じて語柔学習にも活用できる.ニまた,メインタスクの学習中に辞書機能を使って調べた語

蓑をr私の単語帆くMy dietio弧arylに登録しておき-自分に必要な語嵐まだ覚えていな

い語桑などを選んでおけば1自分のためだけの語桑教材を作成することも可能である.二
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下記の例は前ペ-ジの画面から学習者が必要なテ-マ r趣味J,トピック rご趣味は9人

グル-プr趣味1j を選択し印刷した語嚢リストである亡,

次に示すのはt r私の単語帳JくMydietionarylに登録したr学習者の単語帳Jの例であるo

単語帳は学習の学習進度,習得状況によって随時,編集が可能であるc.
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31学習者同士の協働学習を可能とする

本システムでは,学習者全員が書き込み可能な鳩示軌機能を設けている亡ここには-

学習者が随晩自分の質問や学習に関するコメントやヒントを掲載することができ-これに

ょり,個人的な学習括動である語嚢の習得が-学習者同士の協働学習括動に発展できる.二.

最後に,ポストタスクの画面について述べるe全学習者のポストタスクの成績はランキン

グ付けされ,自分の成績を他の学習者と比較でき-今後の学習-の強い意欲も喚起できるよ

うにデザインされている仁1
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注二この開発にあたっては科学研究費基盤研究 くcl r遠隔地学習者の語糞習得を支援するタスクの開発とその

効果に関する試行的研軌の助成を受けているc く平成17年度へ19年劇t研究代表者二隈本順子 研究分担者こ

金森由美,中溝朋子,大岩幸太郎,坂井美恵子く平成19年度のみJ l
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