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2005年度から 2007年度の 3年間に渡り、学部生対象の「日本語聴解J科目を行っ

てきた。この授業では、日本誌のアカデミック・スキルを総合的に伸ばすという目標

とともに、 学生の世界知識の拡大を 目標の柱としてきた。本稿では、その目標に到達

するために、どのような教材を用い、どのような指導過程を踏んできたかを具体的に

記述しながら報告する。

{キーワード]ビデオ教材聴解 アカデミック・スキル世界知識

A Report on the Listening Comprehension 
for Expansion of World Knowledge 

OKITA Yumiko 

[Abstract] A class of “the Listening Comprehension" for university students has been 

given from 2005 to 2007.This class had the goa1 to expand student's world know1edge 

while developing their Japanese academic skills. This paper reports on the teaching 

materials and the teaching process to achieve at goa1. 

[Keywordsl video-material， listening comprehension， academic skills， world knowledge 



筑波大学留学生センタ一 日本語教育論集 第24号 (2009)

1. はじめに

筆者は 2005年から 2007年までの 3年間、学部(筑波大学では「学類」という)留学生

および帰国生対象の「百本語・日本事構科目」の一つである「日本語聴解 AJ(l学期間講)、

f日本語聴解 BJ(2学期開講)、「日本語聴解 CJ(3学期間講)を担当してきた。本稿では、

その授業報告をする O

後述するように、本授業では学生の世界知識の拡大をひとつの大きな呂標に据えてきた。

ここでいう世界知識とは、生きるために、さらによりよく生きるために必要な実世界につ

いての知識のことである O 科目担当当初よりこの自襟を実現するための、より適切な教材、

授業運営について試行錯誤を続けてきたが、ここでは、その試行錯誤の到達点として担当

最終年度最終学期の 2007年度 3学期「日本語聴解 CJの内容、活動を中心に報告をしたい。

2. 受講生について

2007年度「聴解 CJの受講者は全 19名で、その出身図、学年は次のようである O

韓国 [ 1年生 2名 2年生:1名}

中国 [ 1年生 6名 2年生 2名}

モンゴル [ 1年生 1名}

ウズベキスタン [ 3年生 1名}

ウクライナ [ 1年生 l名]

キルギス [ 1年生 l名]

カサごフスタン r 4年生 l名)

日本人帰国生 [ 1年生・ 1名]

※その他(特別聴講生)

カサrフスタン [ 1名トウクライナ[1名}

3. 授業の毘穣

3. 1 総合的なアカデミック・スキルの向上

「聴WI:J科目の一番の目標は「大学で、の学習、研究活動、さらに大学生活を円i骨に進め

る上で必要とされる聴解力の向上Jであろう O それに加え、この授業では単にこうした聴

解力の育成のみならず(言うまでもなく聴解力だけが独立して伸びものではないことは明

らかだが)、大学で必要とされる広範なアカデミック・スキルを総合的に伸ばすことに力

を入れた。 以下がその呂標である O

-理解諾葉・表現、使用語葉・表現を増やす。

-部分的な情報から全体の内容を推測するストラテジーを身につける O
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-受け取った情報を適切にカテゴリ一分けし、整理されたノートを作成する方法を身に

つける G

・グループでうまくコミュニケーションをとりながら意見を述べ、円滑-にデイスカッショ

ンを進める力をつける O

-自分の意見、あるいはグループの意見を集約して発表する力をつける O

-大学生に求められるレベルの日本語、内容の高さを備えた小論文を書く力をつける O

-自分の書いた文章をよりよい構成・内容を持ったものとするための推戴のしかたを身

につける O

3. 2 世界知識の拡大

アカデミック・スキル向上の他にもう 1点、「世界知識の拡大jを、この授業の白標の

大きな柱に据えた。それは以下の二つの理由からである O

まず、「語学教師は f内容J(コンテント)に関わるべきではない。それは語学教師は各

学問領域の専門家ではないから。」という言い方をされる場合もあるが、それは(少なく

とも現状では)違うであろう O 大学における jヨ本語教育は「卒業後の活動までを視野に入

れるJCLLJ本 2005)べきである O 卒業後までを視野に入れるとは、すなわち、これからの

社会を担う一員として必要な世界に関する知識、世界を正確に読み解きそれに基づいて行

動する教養を身につけることである O

もう一つの理由は、学生の教養のレベルが総じて低下しているという点である O 倍々に

差はあるものの、大学生として持つべき教養が身についていない者が多い。国際化が進展

する一方で、各国国民の関心の方向はむしろドメスティックなほうへ向かいつつあると言

われる O また、若者の活字離れはB本だけでなく欧米でも同じく起きていると言う O そう

した状況の中で、教養の低下は世界的傾向であると言ってもよいだろう O この現実は大き

な問題である O 例えば(具体的な教材内容は後に述べるが)世界的な人口増加により、環

境破壊、エネルギー危機、食糧不足等の問題が起きるというピデオを見たあとの学生の反

応は、「驚いたJr初めてこのような問題があることを知った」というものが多かっ t:.o さ

すがに地球温綬化を開いたことがないという者はいないが、それがどれほどの大きな影

を及ぼすものか、対策はどうなっているのか、先進国と新興国・発展途上国との対立、

CO2排出量取引などの問題まで踏み込んで知る者はほとんどいない。

この学生の教養のレベルの低下は、郎、日本語学習、ひいては大学での学習・研究活動

の重い足かせになることは明らかであろう O 言うまでのないことだがJ内容jのインプッ

トのないところに、その表現型(記号)であるところの「言葉-表現Jを付与していくこ

とは不可能だからである O

以上の 2点の理由から、この授業では「世界知識の拡大」を重要な百標ととらえ、その
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目標に到達することのできる授業設計を行った。

4. 教材

4.1 教材とその内容

2007年3学期「聴解 CJでは、次のビデオ教材を取り上げた。

①「人口爆発JNHKニュース特集

(放映日不明 i日産能短期大学日本語教育研究室により録脳されたもの)

②「密着 ヒルズ族 ~ "J除ち級の搭"で何が行われているのかj

(2006年 l月13日放送 NHK r特報首都圏j)
ふるさと

③「故郷が消えていく~相次ぐ集落崩壊~J

(2005年 12月 15日放送 NHK rクローズアップ現代j)

授業でも①~③の順に学習を進めた。

音声教材ではなく映像を伴う教材にしたのは、聴覚だけではなくヒトの最も重要な感覚

器である視覚からのイメージによるインプットが、内容の理解を助け、日本語の理解も助

けるからである O 視聴する者の頭の中で、イメージと言葉とが同時に理解され、あるいは、

その往復により、内容も言語もより強力にインプットされることが期待できる。

ここで、①~③をなぜ教材として選んだのか、さらに各教材の~~略を説明することによ

り、本授業が目標とする「世界知識」の具体的内容を示したい。

①「人口爆発j

今の世界を捉えるI1寺に、とりあげるべき論点は数々考えられよう O しかし、ヒトと自然

との接点で起き、将来的にヒトの生存を脅かす可能性が否定できないところまできた「ヒ

トが増えすぎたための諸問題jは、我々の社会の解決すべき問題として、重大であり最も

優先順位の高いものと考えてよいだろう。

先に簡単に述べたが、このビデオは、世界人口は急激な増加を続け 2050年には 100億

人を突破すると予測し、人口 100億の世界でどのような問題が起きるかをとりあげたもの

である O ここで「問題」として取り上げられているのは、まず、森林破壊、砂漠化、地球

温暖化とそれに起因する異常気象や土地の水没などの環境破壊の問題である O 次に、途上

国の人口増加によって起きる石炭・石油などのエネルギー消費量の飛躍的伸びがもたらす

エネルギー不足の問題である O さらに、同じ要因によって起きる食糧不足と飢餓である O

ビデオでは、これらの問題は地球全体の問題で、先進国の果たす役割は大きいとした上で、

問題解決のための費用を毎年 72兆円と試算し、これを先進国で分担すると日本の負担額

は12兆円となり、それは国家予算の約 2割にも当たる額と結論づけ、問題解決がいかに

国難かを示している O
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②「密着 ヒルズ族 ~“勝ち組の塔"で何が行われているのかj

ビデオ「人口爆発jでは、ヒトと自然との問題をとりあげたが、我々の存在を支えるも

う一つの側面、ヒトとヒトとの関わりで成立する「社会jに自を向けた持、今の社会を動

かしている原理は何か。キリスト教社会とイスラム社会のせめぎ合い、民族間関争なども

見逃すことのできない問題であるが、グローバル化の名のもとに急速に世界を覆いつくす

「市場原理jとそれに伴う社会の階級化を最大の問題であると言っても異を唱える者は多

くないだろう O

このビデオでは、東京六本木ヒルズに入居している IT関連企業を例にとり、そのビジ

ネス・スタイルをドキュメントしつつ、次のような指摘をする O

新しい市場原理のもとでは、速いサイクルのモデル・チェンジが求められるため、チー

ムで知恵を出し合ってよいモノを安定的に作っていくという従来の仕事のしかたではな

く、集団のiゃから「売れるアイデイアJを生み出す一人(少数)のキー・パーソンをいか

に見出すかが勝負の鍵となり、そのアイデイアを素早く商品化するという新しい仕事の仕

組みが生まれている O アイデイアの斬新さ、商品化の速さでは、そうした仕事の仕組みは

存利だとも言えるが、ビジネスも、また集団としての人の出入り(雇用)も非常に短命な

ものに終わりやすいので、社会基盤は不安定なものとなる O

六本木ヒルズを「勝ち組の塔j の象徴とし、 Jこのような新しいJr~のビジネス・モデルを

J守った市場原理で、進むならば、その行く先には必然的に「格差Jが生じること、その格差

は従来の階級とも異なって「勝ち組」になれるのは 100人に l人か 200人に l人というご

く少数の者であり、我々の社会は、そのごく少数の「勝ち組j同士が集まって閉鎖、空間(六

本木ヒルズは一般の者は自由に出入りできないシステムとなっている)を作り、富を独占

レ安全に暮らすという極めて不公正なものとなる O すでにアメリカではゲート・シティが

作られ、貧民が大きな 1'I:1J題となるという歪んだ社会構造がで、きている O そうした閉ざされ

た不公正な社会にしないようにするためには何が必要か、「努力しでも報われなかった者j

をいかに処遇していくかを考えることが緊急の課題である O

以上のように、世界!こj~ を支配しつつある市場原理が生み出す、富の格差をとりあげたの

が、このビデオである O

③ I ili)(~H1)が消えていく ~相次ぐ集落崩壊~J

先にも述べたように、市場原理の広がりによって生じる社会の新しい階級化、格差が今

の世界のありょうを読み解き、さらに今後のあるべき姿を考える上で最重要だとの観点か

ら、この「故郷が許可えていく」を②の「密着 ヒルズ族」とペアとして組み合わせた。

この「故郷が消えていく」は、人口の都市集中によって起きる地方の衰退、すなわち「地

域間格差jの問題を取り上げたものである o I密着 ヒルズ族jではタテの格差を、 f故郷
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が消えていく jではヨコにひろがる格差を取り上げたと表現することもできる O 以下が、

このビデオの要点である G

経済発展は必然的に人口の都市集中を生み、地方の過疎化をもたらす。日本では過疎の

進行が深刻で、今や国土の 53%が過疎地となり、中には 4戸 7人しか集落に残っていな

いという所さえある。そうした過疎地では高齢化が進み、コミュニティの維持が菌難になっ

ており、ここ 10年の簡に全国 5000の集落が消滅するという事態を招いている O また、過

疎地では酪活がないために生活物資の調達もままならず、病院もなく、医師もいないなど

生活の安定、安全の基盤が非常にあやうく脆弱なままに年老いた人々が、大きな不安を抱

えながら生活をしている O

今、 r21世紀型の新しい過疎Jが始っている O 高度成長期以来、地方から都市へ人口が

流れるという事態はあったが、これまでは、盆や正月には人々は地方へ戻り、そのことに

よって都市で得た所得が地方へ循環し、地方の生存基盤はなんとか維持できていた。しか

し、今は、その循環が完全に遮断されて地方が孤立している状態である O これは言わば「二

つの日本」ができ始めていると言ってよい現状であるO しかし、政府もこれを放置してい

るO 二つに分裂した社会になってしまってはいけない。都市と地方とをうまく結びつける

社会的な経済のあり方、新しい仕組みを考えださなければいけない。そのためには、労働

者、消費者も賢くならなくてはいけない。また、政府は果たすべき役割を果たさなければ

いけない。

以上がこのピデオの要旨であるが、市場原理の進行により、(必要以上の)便利さ、効

率を都市生活者が享受する一方で、地方では最低限の生活の維持すら難しいという、決定

的な「格差」が生まれる O 集落が消滅にまで、至った場合は、その共同体が守り育ててきた

人と人とのつながり、文化の消滅を意味し、そこに生きた人々の証、足跡を我々の歴史か

ら消し去ってしまうということになる O それはあってはならない事態であると言えよう O

4. 2 ビデオ教材の条件

上の①~③のビデオを選んだ最大の理由は、 r-1主界知識の拡大jという本授業の目的に

照らして、内容がふさわしいということである O しかし、内容がふさわしくても教材にで

きないものが非常に多い。この授業の自襟を達成するにふさわしいビデオを見出すために、

筆者は 3年間、毎日のニュース、ニュース特集番組をほとんど欠かさず録画し続けたが、

目的に合致したものを探し出すのは非常に困難な作業であった。そこで、ここで教材とす

るためにはどのような条件が必要かを述べておきたい。

その条件を挙げると以下のようになる O

①単にとりあげた問題の現象面だけを伝えるものではなく、現状、原因、影響、対策、対

策の問題点、課題という展開 (r問題-解決」パターン)で構成されていること O
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② 1 時限(筑波大学では 75 分間)の時間で扱うために、 8 分~ 12分の長さで、まとまり

のある内容になっていること O

③学習者の興味を引き、問題に対する関心を喚起するに足るインパクトのある映像で構成

されていること O

④背景知識が乏しくとも理解ができる分かりやすい映像とナレーション、解説(コメント)

で構成されていること o (自然、な臼本語を聴きとる練習も大事であるが、ときとして解

説者の滑舌が悪いなどの要因で、日本人でさえ開いていてコメントの内容が理解できな

いといったものがある。)

⑤サブタイトル(ナレーション、登場人物の発言を文字化したもの)が出ていないものo (近

年、サブタイトルのない番組を探すほうが難しいと言えるほど、ほとんどの番組にサブ

タイトルがついている O 文字情報が出てしまっては、聴き取りの練習にならないので、

教材にできる番組が急速に減っている。)

5. 授業の進め方

5箇 1 コースの前に

第 11BJ目の授業の初めに、コースのオリエンテーションを行い、授業の呂的を受講者に

伝え、理解させておくことは重要である O デイスカッションする、小論文を書くことなど

によって 4技能を総合的に伸ばすという呂標は理解しやすい。しかし、一方、世界知識を

増やし教養を高めるという目標は、同日らない者には分からないJという側面があり、事

前に理解させることが難しいが、学生の中には E本語学校で受けてきた「楽しい授業J(日

本語学校の授業が全てそうであるというのではないが)を期待して来る者もあるので、こ

の授業は、誤解を恐れずに言うならば、知的な意味で面白いが「楽しくない」ということ

を伝え、授業のコンセプトを理解させるようにした。

5. 2 教材の区切り方

教材ビデオの条件として、 8 分~ 12分の長さでまとまっていることという条件を挙げ

たが、この授業では 3種類のビデオを、各々内容的まとまりのあるところで 2つに区切り、

教材とした。すなわち、教材の数(単位)は、次の 6つとなる O

. I人口爆発J1 (9分 38秒)

イ人口爆発J2 (6分 24秒)

イ密着 ヒjレズ族J1 03分 58秒)

. I密着 ヒルズ族J2 01分 00秒)

. I故郷が消えていく J1 01分 20秒)

. I故郷が消えていく J2 00分 04秒)
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5. 3 授業内容

上の 6点の各々に 2コマ分の授業呂数を当て、次のような活動を行った 0

5.3.1 1コマ呂の授業内容

lコマ自の授業は次のょっな手}I演で、行った。

①テーマ(題名)の確認とスキーマの呼び出し

タスクシートを配布。テーマを確認し、そこから予想されるビデオの内容についてクラ

スで話し合う O 次に、タスクシートに書かれた設問に答え、話し合う O この活動によって、

そのIillの内容を理解するのに必要な知識を頭の中にfJ'j!.び、出すO 例えば、日故郷が消えてい

くjりでは、次のような設i習を提示した。

(1) I過疎(化)Jとは、どんな現象のことか。

(2)自本で過疎化が進んでいるのは、どんな地方、地域か。

(3)過疎化が進む地域では、住民の生活にどんな問題が起きると思うか。

また、 3本のピデオの後半部分 (12Jのほう)の場合には、 11Jの内容を思い出すための

復習的な設問から入り、さらにその回の内容に関連した設問を入れるようにした。例えば

刊故郷が消えていく j2Jでは、以下のような設問である O

(1)今、日本の過疎地は、国土の何パーセントを占めているか。

(2)過疎地では、どんな問題が起きているか。

(3)その問題を解決する方法はあるか。それはどんな方法か。

上の設問のうち、 (1)と(2)は、前の1mの内容を問うものであり、 (3)は、その回の内容に関連

する設問である O

②話集の権認

前の回の授業で諾桑リストを配布し、語句の読み方と意味を調べてくることを宿題とし

て課しておき、クラスで，1i1{~認する O その後、諾の音読をし、実際に語を音声として発し、

またその音を自分の耳に入れることによって、語葉の定着を促進する。

③ピデオ視聴 l回目とノート・テイキング

ノート用紙を配布し、ビデオを視聴しながらノートをとる O ノートは日本語で書くこと

とし、ビデオの概要ではなく、可能な限り詳しく細部まで情報を書き留めるように指示し

た。(今、ここでノートのあり方について述べることはできないが、ノートは詳しければ

しいほど良いという考えを筆者は持っている。)

ノート作成の力をどのように養成するかは教師にとって課題の一つであるが、本授業で

は、毎回、学生がとったノートを提出させ、フィードバックを与えるようにした。さらに、
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範となるような優れたノートのコピーを(それを書いた学生の許可ーを得て)配布し、自分

のノートと比較させたり、また後れた点を話し合うなどの活動を行った。

④内容理解質問に答える

ピデオの内容について問う問題の書かれたタスクシートを配布。各自、自分のとったノー

トを見ながら、索開の答えを書く O これにより、学生は自分のノート作成の適切さを知る

ことができる O 質問は A4用紙 2枚程度の量である O この時点で答えが書けない場合は、

質問の内容を読んで理解し、次の視聴に備える O

⑤ビデオ視聴 21耳目、内容理解質問の答え完成

ビデオを視聴しながら、内容理解質問の答えを完成する O この 2田昌の視聴は、学生の

ノートや内容理解質問の答えがどれくらいできているかによって、 1IEJ目と同じくビデオ

を止めずに視聴する場合と、内容のまとまり(質問の区切れ)ごとに、何度かビデオを止

めながら、頭の中で音声を復唱し答えを書く時間を与えながら視聴する場合の 2通りの方

法を用い、その時々でやり方を選択した。

⑥内容珪羽i(:質問の答え合わせ

質問の答えが完成したら、まず学生をペアにして答え合わせをさせる O もし、お互いの

えが食い違っている場合には、その答えを導き出した理由を ミぷb、入
に1 J 0 このペアは母語

の追う者同士で組むようにさせ、話題について日本語で話すチャンスを作るという目的が

一つあるが、ペアチェックによって、答えを正しいものに修正することができる。また￥「二

人で話し合った結果Jとして答えを発表することができるため、クラスでの答え合わせの

11寺の学生個人の心理的負担を軽減する狙いがある O

ペアチェックのあと、学生を一人ずつ指名して、クラスで答え合わせをする O それと同

時に、理解の難しいと思われる点や問題の背景について、教師が適宜、解説を加える O

⑦ディクテーション

日本語を正確にi問、き取る力をつけるため、また、諾葉や表現を正確に習得するためにディ

クテーションを行った。 間的に照らして適当だと思われるビデオの一部分を取り出し、助

詞相当詩句、接続認、共起関係にある語、文末表現等を中心に行った。

5.3.2 2コマ自の授業内容

2コマ自の授業は次のような手順で、行った。
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①スクリプト配布とビデオ視聴

前回見たビデオのスクリプトを配布し、スクリプトを見ながら 3回目のビデオ視聴をす

るO 前回聴き取れなかった部分、分からない語句や表現にアンダーラインをヲiくなど、不

明部分をチェックしながら視聴する O

ビデオ視聴のあと、不明部分について学生同士で質問し合ったり、教師に質問するなど

して、クラスで問題を解決する O

②スクリプトの音読

ベアでスクリプトの音読の練習をする O スクリプトは、 l@l自の授業の最初に学習した

諾葉リストでとりあげた語については、 jレピを振らずにおく o (語葉リストでは取り上げ

られていないが、学生のレベルにより難読と思われる漢字には、 jレビが振つである。)こ

れにより、語委主リストで取り上げた重要語句の読み方を覚えているかを確認することがで

きる O また、スクリプトは、フイラーや無意味音を含め、できる限り音声を忠実に文字化

したものを作成し、自然言語の運用の実際が自で確認できるようにした。

この音読の活動は時荷がかかるが、学習に有効である O これにより、同じ内容(百本語)

をビデオで 3閤聴いた後で、自分で発声し耳に入れる、さらにペアの相手の発声した音を

聞くと同時に、文字でも確認することになる O 内容、日本語の両面において、定着を図る

ことができる O

①デイスカッション

まず、デイスカッションのトピックを書いたタスクシートを配布し、クラスで話し合う

内容を確認する O 例えば、円故郷が消えていく jlJのビデオの場合は次のような論点を

提示した。

(1旧本の過疎化の現状について、どんな感想を持ちましたか。

(2)あなたの閣に、日本とi司じょっな過疎化の問題はありますか。

(3)内橋さん(解説者)が言っている f21世紀型の新しい過疎」、「二つの自本ができ始

めている」ことについて、どう思いますか。

(4)過疎化を止める、あるいは過疎の村に人々を呼び戻すためには、どうしたらよいと思

いますか。

次に学生を 4~5 名(経験的には 4 名がベストと判断している)のグループに分ける O

違う国の者向士でグループを作るようにし、また、コースの問、何度かデイスカッション

を行うことになるが、毎回、違う者向士でグループを作るようにさせる O

グループができたら、まず、グループのメンバ一同士、名前で呼び合えるようにお互い

の名を確認する O このことにより学生間に親密さが生まれ、コミュニケーションが円滑に
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進むようになる。次に、司会(リーダー)と書記を決めて教師に報告させる O 司会と書記は、

デイスカッションのたびごとに、それまで経験のない者がすることとし、コース期間中に、

できるだけ多くの学生が司会役と書記役を経験できるようにする o 1回目 (1人口爆発J1) 

のデイスカッションの前には、司会と書記の役割、やり方、また、どうやって協力的にデイ

スカッションを進めるかなどについてクラスで確認する。 2回目以降も、教師がグループ

の活動を観察しながら、必要な助言を与える O

ディスカッションする時間(トピックの数や内容によって異なるが 20分程度)を学生

に知らせ、活動に入る O

グループデイスカッションが終わったら、書記が話し合った内容をまとめてクラスへ発

表する o 1回目のデイスカ ッションでは、発表の際に必要な前置きやまとめ・結びの表現、

分かりやすく効果的な発表のしかたなどを、クラスで確認する O

全グループの発表が終わったあと、発表を聞いて質問したいこと、賛成意見、反対意見

などを出し合い、クラスでさらに議論を深める O

このデイスカッションの活動には、皆が非常に積極的に参加し、いつも学生にとって(教

師にとっても)1楽しい時間」となっていた。ここまで、ほぼレセプテイブな活動であっ

たものが、プロダクティブなものに切り替わる部分であり、学生が自己表現する場を学習

過程に組み込むことの重要性を改めて認識させられた。

④小論文を書く

デイスカッションでとりあげたトピックの中から 1つ(場合により関連する 2つ)を教

師がテーマとして指定し、小論文(意見文)を書いてくることを宿題として課す。この場

合も l回目に、単なる「作文Jではなく、大学生が書く論文にふさわしい内容、スタイル(構

成、文体、語奨・表現のレベル等)について確認し、書くようにさせる O 教師が行う添削

の基準も、この観点に基づいて行う O

この小論文は、翌週に提出させ、教師が添削をして翌々週にフィードバックを行う O

①小論文の推敵(第 2稿作成)

フィードバックを受けて、小論文の書き直しをする O この書き直しの過程は必ず必要で

ある O 作文のフィードバックに隠しては、教師が期待するほど学習者はフィードバックを

受け止めていないという研究があるが、筆者も同意見である O しかし、この第 2稿を作成

するというタスクを遂行するためには、学生は教師からのフィードパックを(十分かどう

かは別としても)受け止めざるを得ない。その意味で、この過程は必須である O また、文

単位の推敵は学生にとっ てあまり難しくないが、内容、構成を組み立て直す作業は難しく、

フィードバックをまったく無視した第 2稿が提出されることもある O どのようなフィード
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ノTックがどれほど受け止められたか、日本語学習の役に立ったかを確認する上でも、この

段階は重要である O

6. 授業の目標は達せられたか

以上のような教材、授業運営によって本授業の自標は達成されたのか、それについて述

べたい。

6. 1 r授業アンケートj結果から

6.1.1 設業の[満足度J

筑波大学留学生センターでは、授業改善のため各科目の最後に受講者に対して「授業ア

ンケート」を行っている C アンケートの項巨は多岐に渡るが、ここでは、{授業満足度]1私

はこの授業を受講して良かったJ(1先生の意欲・熱意・授業で受けた知的な刺激、学習の

達成度などから総合的に判断して答えてください。Jとの説明が付いている。)という設問
プラス セfロマイナス

への回答を一つの材料としたいと思う O 回答は 15十十 J何十J130J 12 -J 11 --J IOJ 

の6段階となっている O

2007年度本授業の結果は、回答者 19名中、15Jが 13名(68%)、14Jが6名(32%)であった。

ほほ同様の目標-内容で、行った 2006年皮肉哲解 CJでは回答者 16名中、r5Jが 14名 (88%)、

r4Jが2~I (12%)という結果だった。そのため 2007年度は r5Jの割合が低いと筆者は

感じているが、後述するように、その時、その時ごとのクラスの質が、邑標達成の大きな

要因にある O いずれにしても、 2007年度も全員がプラスの評価をし、 r5Jが約 7割に昇っ

ていることは、この授業の学生の「満足度Jは高かったと言ってよいだろう O

6.1.2 捜業についてのコメント

次に、このアンケートに寄せられた学生の「授業についてのコメントJを見てみたい。

少し長くなるが、その全てを挙げる o (意味の通りにくい笛所は筆者により訂.正しである。)

-グルー 7
0

・ワーク(デイスカッションのことか ?)と授業はおもしろかった。私の日

本語はたしかに良くなりました。 3学期からしか授業をとらなかったのが残念だ、。

-授業によって、日本語の能力が高めたと思う O とてもいい授業だった。

-この授業は日本語のためだけではなく、世界の問題の知識を深めるのにも、とても役

に立ちました。

-とても好きです。来年も受講するつもりです。

-すばらしい授業でした。新聞を読むのも面白いし、授業以外の知識も理解できるよう

になりました。
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-知識的にとてもいい授業でした。色々なことを勉強させていただいた。また履修したい0

・このクラスを受講して、現在の日本の経済状況や生活状況を改めて見直すよい機会が

得られたと感じた。日本語学習だけでなく、文化や問題点なととも学習できるのが、こ

のクラスのよい点だと感じた。

-先生はすごく優しくて、いつもていねいに教えてくれます。いい授業だと思います0

・分からなかった単語などを勉強することができて、よかったです。

-この授業の程度は、私のレベルより高すぎる O でも、 J受業の内容が豊かであり、日本

語の聴解だけではなく、漢字、会話の上達のために一番だと思います。

-教材はちょっと難しかったが、授業の内容と先生の教え方がすごかった。

・一番役に立った授業だと思う O 少しレベルが低いのもあったら、ぜひとりたい。

-日本語を沢111聴くことができて、とても良かったと思う O しかし、その内容が非常に

かたかったため、少し興味をなくした点もある o NHKだけではなく他の番組も見た

いと思う O

以上を見ると、「満足度jの結果と一致する肯定的評価が多く、この授業の白標とする

日本語力の強化と世界知識の獲得の両面で自的が達成がされたとみなしでもよいように思

われる O しかし、一方では、教材が難しかった、内容が煩かったという声もある O

6. 2 興味を持った教材

本授業では、コースの最後に最も興味深かった(印象深かった、役に立った)教材を l

本挙げて、その理由を書くようにさせている O ここでは、その結果によってJ授業アンケー

トJとはまた別の角度から、授業の自標達成度を見てみたい。

結果は屈答者 19名1=1こi、「人口爆発Jを選んだ者が9名、「密着 ヒルズ族J5名、「故郷

が消えていく J5名であった。「人口爆発Jが最も多いのは、ビデオの内容が分かりやすい点、

さらに、授業では函連の「位界人口時計」をインターネット上で、確認することを課題とし

たが、「時計Jによって人口増加の恐るべき速さを知ることができ、問題の深刻さを実感し、

自身の問題に対する当事者性が明確になる点などが要因として考えられる O

各々の教材を選んだ理由について、見てみよう o (意味の通りにくい笛所は一部、筆者

により訂正しである。)

①「人口爆発J

「人口爆発jでは全員が内容をよく理解し、腿11爵したと判断できるコメントをしている O

全てではないが、以下にそのコメントを挙げる O

-人口爆発は全世界の命運に関係がある O 深刻な問題である O 人口爆発という問題を解
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決しないと社会の発展の持続性が危なくなる O

-私の母国、中国は人臼が何億人もいるから、人口爆発という授業を受けて人口問題に

対して、もっと深く理解できるようになった。この授業によって自分も多くのことを

考えるようになった。

-人口爆発は世界の問題です。人口爆発によって環境破壊やエネルギー不足など、いろ

いろな問題が生じて、深刻な課題になっているんです。私の専門にも関係があるので、

興味を持っています。

-世界で豊かな国で生活し、教育を受けて人間らしく生きている人々は全世界から見れ

ば、ほんの一部であることが「人口爆発jを見て実感した。世界の人々の「共存」を、

もう一度、深く考えていくべきだと考えている O

-人口がどんどん増えていることが分かります。私は毎日、生活を送っていて人口爆発

について気がつきませんでした。このビデオを見て人口爆発の問題がとても複雑なこ

とが分かるようになりました。人口爆発で、環境問題、エネルギーの不足、食糧の不

足など色々な問題に結び付く可能性があります。このビデオを見たら、世界の問題に

ついて気が付いて、もっともっと知識が伸ばせていいと思います。

-人口の爆発とともに、大量生産と大量消費は地球環境に大きな負担をかけている O こ

れは人類全体の課題となるので、みんなの関心が必要だと思うからである O

②「密着 ヒルズ族」

・今まで知らなかった日本の新たな一面を知ることができて一番興味深かった。外国人

においては日本の豊かな富の象徴として有名な「六本木ヒルズJの知られていなかっ

た日本での意味と、そこで生じている日本社会の貧富の格差問題が分かつて有意義で

あった。

. r六本木ヒルズ」という建物のパワーと、日本でどういう役割をしている所かを知った。

また、新しいビジネス ・スタイルの展開についても考えさせられる機会があって、非

常に有益なビデオだと思う O

-このビデオを見て、今はこういうような企業があることを理解して、び、っくりした。

これから、どんな目標に向かっていけばいいのか、足りないものは何か、いろいろな

ことが分かつて、大変役に立ったとdig:うO

-現代社会がますます変わっていると同時に、日本企業の「仕事のしかたJがどのよう

に変わっているのかを見た。

以上のようにこの教材でも、内容が的確に捉えられていると判断してよいコメントがほ

とんどであった。しかし、中には「今、大学で勉強している学生たちにとって、将来のた

めに就職をどうやってすればいいか、どのやりかたで将来会社で仕事をやるのかを知るの
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に、とても役に立ったと思う。Jというものもあり、問題の普遍性の理解という点で不十

分だと思われるコメントもあった。

①「故郷が消えていく J

この教材でも、経済発展のスピードに疑問を持つなど、コメントは問題がよく理解され

ていると判断できるものであった。

-過疎地で暮らしている人が苦しんでいる事情を見て、悲しいと思う O 自分だ、ったらど

うなるかを考えた。また、対策を考えたりしたが、結局いい方法が見つけられなかっ

た。社会や経済の発展の副産物だと思って、発展のスピードに疑問を持った。

-この問題は今こそ、とても重要である o El本だけではなくウクライナにも、だんだん

広がっている O この照題の解決方法は大切で、 B本での例を見たことは、いい経験だ

と思う O

-この問題が議論されていたことは知っていたが、ここまで深刻な問題へと発展してい

るとは知らなかった。この問題に対する危機感が自分の中で生まれた。これからニュー

スや新開で、この問題に着呂し、 B本政府がどのような対策をとっていくのかを考察

したいと思う O

-過疎という言葉を初めて開いたきっかけになったので、興味深かったのです。何百個

もの村が次々と消えていくというような日本の現象についても初耳でしたので、その

深刻さがよく分かりました。また、デイスカッションを通して、フェアトレードにつ

いても考える契機になったので、とてもよかったと思います。

-我々の住んでいる臼本全体の 53%が過疎化の問題となっていることや、高齢者の数

が半分以上の1111域があること、また、おj苫や病院も近くにない不便な地域があること

など、 i可じ日本に住んで、いるのに全く違う環境に住んでいる人々がいることを知って

、たからです。そして、この過疎化の問題が格差社会や二つの日本になることを思

うと、もっと深く考えていかなければならないと思いました。(これは帰国生のコメ

ントである)

以上、この綬業の目標が達成されたかという観点から、授業のアンケート結果と「興味

を持った教材」を見てきたが、目標はほぼ達せられたと言ってよいように思われる O

アンケートのコメントと「興味を持った教材」のコメントから、学生が今の世界の現状

について気づきを得、理解し、さらに考察を進めていこうという姿勢が見てとれる O この

ことから世界知識の拡大という自擦は、倍々に差はあるものの、達成されたと言ってよい

だろう O

一方、日本語のアカデミック・スキルを総合的に伸ばすという呂標については、ノート
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の取り方、小論文の書き方の上達、デイスカッションの充実などを、授業を通して観察す

ることができた。授業のアンケートの中でも、例えば宿題(小論文)については、「役に立っ

た」との評価をほとんととの学生がしている O また、「漢字(漢字詰棄と解釈してよいだろう)

の勉強になったjとのコメントもあった。それらの点から、日本語の面でも成果が上がっ

たと見なしてよいと考える O

7. 今後の課題

最後に、今後の課題について述べたい。

目標が広く、活動も多岐に渡るため、本授業の課題、反省点は数々あるが、ここでは、

授業の目標設定について考えたい。

学習目標を「発達の最近接領域J(ヴィゴツキー)や「理解可能なインプット(i十 1)J (ク

ラッシェン)という習得の段階説を踏まえ、いわゆる「学生のレベル~こ合ったもの」、「無

理のないところjに置くのか。あるいは、大学生(これからの社会を生きる人間)として

こうあって欲しい、あるべきだと考えられる「理想jを求めて目標を高く設定し、それに

向かつてあらゆる手段を試みつつ志向していくべきか、という問題である O

f学生のレベルに合ったものJを与えるほうが、教授・学習活動において一般的な姿で

あると忠われるが、筆者は、この授業では「目標を高く設定するjほうを採ってきた。し

かし、先に紹介したように「難しいJ1硬いJなどの学生の反応もある O また、 3年間の

間には、問題が十分に深まらないと感じたクラス(学期)もあった。クラスのメンバーの

E=I本語力が大きな要因であることは否定できないが、教師なら誰でも経験するように、メ

ンバーの色々な資質がグループ・ダイナミクスに大きな影響を与え、そのクラスの到達点

を左右する o 11寺には、やむを得ず呂標を下方修正したこともあった。それでも、 3年間の

実践を終えて筆者は今も「理想」を求めるほうを選びたいと思っているが、この 2つのど

ちらの立場に立って教育実践を行うべきかは、これから考え続けていかなくてはいけない

一つの課題である O さらに、もし 18襟を高く設定する」ほうを採るとすれば、「難しいj

と感じたり 「硬い」と感じたりする学生に対して、理解を促し、問題の重要性を把握させ

るために、どのような装置(教材、活動)が必要かを追究していくことが、もう一つの重

要な課題である O
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