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1．はじめに   

所定の学習項目を限られた時間の枠内で効率よく押さえながら，同時に学習者ひとりひとり興味  

や適性を充分に考慮し活かすことは，たいへん難しい。筑波大学留学生教育センターの初級（A  

コース）でも，6カ月（実質470－490時間）のコースの前半は文法シラバスに従って項∃を順に  

マスターさせ，同時に漢字についても集中的に勉強させるやり方が定着しているが，コースの後半  

をどのように使えば実生活の口本譜使用・さらに研究留学生として必要な言語能力へつなげていく  

ことができるのかが，わたしたち担当教師の大きな課題であり．関心事であると言ってよいだろう。  

特に，「聴く・話す」言語能力に関して，発話練習を「シナリオ」のようにただ繰り返すだけでな  

く，「自分自身のことば」として発話させていくのは，とても難しい。Aコースの後半は．前半で  

蓄えた日本語に関する知識を使いこなし自分を表現する道具に変えて行く大切な時期である。つま  

り，前半の文法知識中心の教育・学習に，運用力を養うという視点を新たに取り入れていくのが．  

後半の課題になるのではないだろうか。   

初級のうちからの自由な発話練習で従来よく行われるのは．いわゆる「自由会話」という類で，  

「あなたの趣味は何ですか」「休みの間．何をしましたか」など教師の側から話題を提供し，学習  

者に話させるかたちである。たまたまその時点で学習項目にな っているポイントを使いこなして話  

してくれることを教師も期待しがちであるし，学習者もよく期待に芥えて「その項目」を使って話  

そうと努力する場合が少なくない。しかしこうした授業活動には．いくつかの大きな問題がある。  
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★トピックが限られて．いつも繰り返しl司じような話をすることになりがちである。はじめはその  

話の内容を伝えること自体に意味があるのでコミュニケーションが成立するが，そのうち内容が空  

洞化して文法項目ヤ語彙表現を使うことだけを目的として許すようになると，学習者の動機付けが  

弱まりやすい。そうなると，グループ活動としては，人の話をきく必然性がない。したがって，自  

分以外の人間が話しているときはぼんやりしている学習者が多く，注意して聞き取ろうとする動槻  

付けも低下しがちで，学習活動としてさほど有効でなくなる。  

★トピックに対して習熟するので，確かにたびたび出て来る話題についてはなめらかに話せるよう  

になるが，今まで勉強した学習項目を使いこなしてどのような場面にも適応できるという言語能力  

にはつながりにくい。  

★学習者のプライベートなことについても話させることがあり，人によってはこれが負担になる場  

合がある。   

こうして，自分の意見を順序だてて述べるとか，人とのやりとりのなかで付かを取り決めるなど，  

談話の構成能力といった而について授業のなかでほとんど手当てがないままに終わってしまう。あ  

るいは，中級に先送りしてしまうことにもなる。ところが「意見を述べる」，「報告をする」など  

の言語能力を養い多様な場t酎こ適応できる運用力を高めることは，特に研究留学生にはなくてはな  

らないと考えられる。そのうえ，年齢も学歴もー葛い研究留学生は，早くそうした言語能力を身につ  

けたい希望を一般に強く持っている。   

何とかなるべく早い時期から，そうした手当てを考えられないものか。初級のうちから，そのた  

めのきっかけになるような学習活動を何か導入できないだろうか。以上のような問題意識から，  

「シミュレーション」，さらに「プロジェクトワーク」の考え方による授業運営形式を導入・実施  

した。筑波大学留学生教育センターの学習者のニーズに適合した学習活動のかたちを模索するのが  

目的である。現在のところ，運営も教材もまだ不安定で，結果の評価もできていないなど問題点が  

多々あるが，ここではあくまでひとつの経過報告としてまとめておきたいと考える。  

2．シミュレーションとプロジェクトワーク   

従来の文法を争いこ考える言語教育においてはまず，「かたちの正確さ」（accuracy）が中心的  

な課題になっている。そこには発音・語彙・文型すべての正確さが含まれている。しかし，たとえ  

正しいルールを身につけても，必ずしも実際のコミュニケーションにおける「意味のやりとりのな  

めらかさ」（fluenc）r）を獲得することにはならない。意味のやりとりをなめらかに行うには，書  

きことば・話しことばを総合的に使いこなし，自分の考えをわかりやすく確実に伝える能九 問題  

なく相手の話を理解しコミュニケーションブレークに陥らずに話を続けられる能力が必要である。＊－   

Moskowjtz（1978）によれば，学習者にとって外国語の学習意欲を喚起するものとは，その学習  

が「自分の生活・個人的欲求・感情・自己実現に関連があると知覚すること」に他ならない。こう  

して学習者が学習と自分のかかわりを掴んで，はじめて外国語学習が「意味のあるもの」になるの  
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で，教師が外から学生を動機づけることはできない，ということである。自分の身につけようとし  

ている言語を使ってみる，そしてそれがMoskowitzの言うように「自己実現」の手段になり得るも  

のと意識するには，ことばの正確さも重要であるが，同時に意味のやりとりのなめらかさが必要小  

町欠と言えるだろう。言語使用の社会・文化的な側面やコミュニケーションブレークを回避するた  

めのストラテジーなどについても，学習のはじめのうちから手当てしておきたいし，これらもまた，  

fluencyを構成する重要な要素と考えられる。   

さて，意味のやりとりのなめらかさを養うための学習活動としてゲーム，ロールプレイ，シミュ  

レーション，プロジェクトワークなど，さまぎまなものがあるが，今回導入・実施したのはシミュ  

レーション及びプロジェクトワークである。この2つの学習活動は相違点よりも共通点のほうが多  

い。シミュレーションとプロジェクトワークの基本的な考え方に関しては既に紹介済みなので■2，  

ここではその2つの共通点・相違点を列挙するかたちで特に重要な原則について要約する。シミュ  

レーションとプロジェクトワークの基本構造は図（1）及び図（2）参照。  

図（1）シミュレーションの基本構造  
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図（2）プロジェクトワークの構造  

教  師  学  習  者  

アイデアを出すディスカッション  

最終目標を討議・決定する  

必要な言語練習をする  

クラス外作業の準備  
（質問項目衷・地図・その他   

データ収集に必要なもの）  
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タ  ス  ク  遂  行   
1  1  1  

グループ毎・全体で情報照合・報告  

集めた情報をもとに発表用資料作成  

報 告 会  

2．1．シミュレーションとプロジェクトワークの共通点  

（1）学習者主導の運営…従来の教授方法と違い，シミュレーションヤプロジュクトワークは教師  

が引っ張っていくのではなく，学習者が中心になって進める。教師は最終日標や各段階でのタスク  

・課題が学習者にはっきり理解されるように側面から手当てする。教師は学習者がどのように学習  

言語を使いこなしているかを客観的に観察し，足りない点・繰り返し現れる誤用などについてチェ  

ックする。学生が言語面その他のアドバイスを必要とする際には手助けをする。また，作業の進行  

やタスクの遂行が滞りなく行われるように，全体の「交通整理」役をする。このような教師の役割  

を「モニター」として位置づけ，教師から学生へのさまざまな働きかけを「フィードバック」とい  

う。  
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（Z）言語インプッ ト情報インプット＝シミュレーションやプロジェクトワークは予め決められ  

た特定の教授項目（シラバス）のために授業を編成するのではなく，シミュレーションやプロジェ  

クトワークの必要性から手当てするべき言語が決まる。教師はシミュレーションヤプロジュクトワ  

ークのテーマによって学習者に必要と思われる言語上の項目を予測して準備し，場合によっては練  

習させるなどの手当てをする（言語インプット）。また，学習方法に関する説明・作業を進めるた  

めに必要な情報や「今日最低限やらなければならないこと」というような指示も与える（情報イン  

プット）。  

（3）小グループ別による分担作業と全体ディスカッション・・・全員で話し合って手順や分担を決め  

たら，′トグループに分かれてタスクを遂行する。そして作業の進行状況や集めた情報を全体ディス  

カッションの場で報告したり討議したりする。′トグループで分担したことによってグループ間に  

「インフォメーションギャップ」ができるので，コミュニケーションの必要性が生まれる。  

（4）タスク遂行・問題解決→目標達成‥・シミュレーションではテーマとして教師から与えられた  

最終目標達成のため，またプロジェクトワークでは最初に自分たちで話し合って決めた目標を達成  

するため，学習者は教室内でも教室の外でも，タスクを遂行するため学習言語を使いこなさなけれ  

ばならない。今までの学習過程の中で遭遇したことのない場面や，自分の日常の言語使用の場では  

出会うことのない状況で，どのように問題を解決しコミュニケーションを成立させていくかという  

ことが課題になる。そして同時に，そうやってタスク・目標を達成できた時の満足感は大きい。自  

分たちの興味のあるテーマについて情報収集するなどの作業をうまく達成できれば，知的好呑心を  

も満たすことができる。  

2．2．シミュレーションとプロジェクトワークの相違点  

（1）「最終目標」設定のしかた   

シミュレーションでは教師の側から「目標」を指定する。予め調査して学習者各自の興味や学習  

目的などを把捉していることが前提だから，皆が興味をもつようなテーマを考えるのが教師の課題  

である。しかし同時に，さまざまなコミュニケーション場面を経験させることが目的で行うので，  

プロジェクトワークのように教室外へ出て行って言語を使ってみることだけでなく，現実とはかけ  

離れた架空の状況を模倣するシミュレーションということも考えられる。それだけシミュレーショ  

ンはいろいろな設定が考えられる，帽の広いものということである。いずれにしても学習者は与え  

られた目標をよく理解したうえで，その達成のために動き出すことになる。   

これに対して，プロジェクトワークでは始めに学習者全員でアイデアを出し合い，どんなことを  

テーマにして作業を進めていくのかを自分たちで決めるところから出発する。主要な目的は教室か  

ら外に出て，実際の言語使用の場を経験してみるということである。  

（2）「役割」設定のしかた   

「役割」のあり方は「目標」設定のしかたと深い関わりがある。シミュレーションでは「目標」  
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が決まっていることから．その達成に必要な「役割」も最初に固定されている。学習者はある「役  

割」を引き受けたら，責任と課題を課されて最後までその「役割」を演じきらなければならない。  

「…なければならない」ということがシミュレーション進行の推進力になる。   

これに対してプロジェクトワークでは，学習者各自が自分自身のままでいてよいということであ  

る。自分たちの興味を反映するようなテーマを話合いによって決め，各自が果たす役割は，作業の  

進行の中で変更することもあり得る。  

3．筑波大学留学生教育センター初級集中コースにおける実践例  

3．1．設定   

Aコースにおけるシミュレーション及びプロジェクトワークは表1に示すような設定で実施され  

た。蠣3  

表（1）シミュレーション及びプロジェクトワーク実践例：設定  

実施学期   86秋（A86A）   87春（A87S）   

参加者人数  Aコース全員23名   Aコース全員28字－   

実施時期・  前半256コマ終了後，直ち  前半256コマ終了後，聴解・C   

方 法  に読解練習と並行して実施  LLをはさんでから，読解練習  

と並行して実施   

フ‾‾  －  マ  旅行の企画   筑波研究学園都市の   
研究機関見学   

時 間 数  22コマ（うち授業18コマ）  14コマ（うち授業4コマ）  

86年度秋入学の学期（以下A86A）における実践を踏まえて問題点等を考察し，予算等の条件も加  

味した上で87年度春入学の学期（以下舶7S）で再度計画・実施した。つぎに順を追って授業計画・  

実際の展開・問題点などを述べてみよう。  

3．2．A86A 「旅行の計画」（シミュレーション）  

（1）目標と授業計画   

既に述べたように，既習の文法・語彙知識を実際に使いこなす発話練習のため，Aコース前半  

256コマ（＝384時間）（アプティチュードテス トコース全体のオリエンテーション・ひらがな  

学習・『きそにほんごかいわ』・テスト1及び2を含む）終了後，ただちにシミュレーションを導  

入した。本来，中・上級の学習者に適した方法とされている「シミュレーション」について，Aコ  

ース後半に有効に活用できるかたちを模索することをめざした。  
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授業計画は表（2）参照。前半は2日2コマのうちコマ（1）を「表現練習」（言語インプット）  

に使い，コマ（2）でシミュレーションの作業‥・ここでは旅行を企画するための情報集め・実際の予  

約などの手配の作業，学習者間でのいろいろな取り決めのためのディスカッションなど…を進行す  

る構成を計画した。表現練習はそうした作業ヤディスカッションの中で必要と考えられる言語機能  

・表現を中心に，聴解教材のかたちで提示し確認・練習することにした。  

表（2ト互86A授業計画  

」   
コ マ（1）    第1日   表現練習（1）  オリエンテーシ   テーマを言う・意見をきく・  グループ別   意見を言う・言わない  司会一記録係を  

坪内を説明する・   事前調査インタ  
発言を求める   （アイデアを出  

縮約形   ロールプレーで  
インタビューシ  

2  表現練習（2）  グループ別  
依頼する川頁番に言う・  教師・事務室・  

他人の請の不明な点を確認する テープに閃きお  
縮約形   

3  表硯練習（3）  インタビューの  
伝聞・報告  
電話のかけ万   
知らないことばの意味をきく・ テープに録音…                                     十FB  

4  表現綿儲（4）   全体会議：イン  

提案・賛成・反対   候補  
坪内を説明する   グループ毎の  

情報インプット                   乳L織を決める  

表現練習r5）   情報集めの結果  
電話のかけ方：予約をする  

6 6 情報集めを続ける・ハンドナ   情報インプット  田           アポイントメントをとる   （ロールプレー）  

コ  マ （2）  

ヨン（ルール説明・FBのしかた）  

決める  
ビューで尋ねることを決める  
し合い決定）  

インタビューを練習する  
－トに質問を発き込む  

先輩留学生にインタビューする  
－・  

なしインタビュー結果をまとめる  

テープのききなおし・まとめ  

旅行目的地に関して   
（地図を使用）  

タビュー結果を究壊する  
地を決定する  
情報集めの分担を考える  

宿泊に関して  
（パンフレットを使用）  

ウトを書く十FB  
7  柑   

グループ毎の調査結果をまとめてコピーを配り説  
明する・不明な′・，‡を質問する  

どこへ行くか／何を見るか決定する  

8・9   予約をする・旅行計画の詳細を決める・戯行計画書を重く   
10  

111   旅  行   

12  旅行の感想を言う   報菩書を書く   
（FB：フィードバック）  
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（2）実際の展開  

実際の展開は表（3）を参照。計画とはかなり違う展開となり変更が多〈出た。  

表（3）購6A実際の授業展開  

コ マ（1）   コ  マ （2）   

第1日  表現練習   オリエンテーション 用紙に書込む  
インタビューの質問項目を考える   

2  先輩留学生にインタビュー（テープ録音）   

4  グループ別   全体 各グループから候補地についての情報を  
旅行社へ行き問い合わせる  報告・さらに情報を集めることを決定   
候補地別で計画を話し合う  

5  グループ別   全体会議  
旅行の条件・予算の制約について  
話し合う  
グループ毎にプランを主張する   

6  グループ別   ．グループ別  

電話を使い情報集め（電話番号調  
ベ・観光案内・旅館など）   

7  電話を使い情報集め（時刻・宿泊先）・切符予約  

キャンセル電話   
8  全体   情報インプット  

出発時間・集合場所を決定   「箱根の歴史・地理」   
9  全体   2グループで分担作業  

スケジュールとコースの詳珊決意  
足りない情報集め   

10  
旅  行   

12  旅行の感想を言う…・   ・・・書く  

とりわけ，「表現練習」と「シミュレーション作業」に分けて行う計画に関しては，学習者の作  

業の流れを追っていった結果，「表現練習」に予定していた時間にディスカッションやいろいろな  

作業が食い込んでいった。学習者の興味が例えば「旅行の目的地をどこにするか」という点に向い  

ている場合（しかも「旅行の月的地を決める」ことをシミュレーションの到達目標として与えてあ  

り，学習者の興味がその目標に向いていることは正にシミュレーション授業成功の「カギ」である  

のに），いったんその話題を忘れて「表現練習」に注意を向けさせることはシミュレーションの流  

れを分断することになる。また，学習者もそうした形では練習に集中できないことが明らかになっ  

た。   

教材に関しては，充分に利用できて役立ったものと，そうでないものがあった。＝（衷（4）参照）  
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表（4）久A6人位用教材  

教  材   使  用  日  的   

表現練習  言語インプット   文型・語彙の聴解と定着   
（聴解テープ・予習シ「ト・聴解シート）  

読解テキスト  情報インプット   旅行の候補地についての情報を与える   
（「箱根の歴史と地理」：  

本文・語彙リスト）  

インタビューシート（フォーマット）   シュミレーション作業用  
（質問項目書き込み・インタビュー結果ま  習者相互の話合いの中から決定させ，   

とめ用）  フィードバック用   l矧時に言語面の手当をする   

地図▲パンフレット類   言語インプット   表現練習のための素材とする  
情報インプット   旅行の候補地についての情報を与える   

議事録（7オ←マット）（グループ別・全  シュミレーシ ョン作業用  ディスカッションにおける決定事項や   
体での会議の記録用：「書記」役学習者が  フィードバック用  作業の進行状況をメンバ【全員が把振   
使用）   する   

ハンドアウト   シュミレーション作業用 グループ別で集めた情報を全体で共有   
（候補地に関する情報まとめ用）   フィードバック用  するための資料とする   

旅行計画書（フォーマット）   シュミレーション作業用  旅行スケジュール・行き先などの決定  
フィードバック用   事項を確認する   

旅行報告書（7オ←マット）   シュミレーション作業用  感想などを各自吾き込む  
フィードバック用   

録音テープ（インタビュー・電話・会議ロ  ききなおしながら言語面の手当をする   
ールプレイなど）   

フォーマットとして与えたもののうち「旅行計画書」やインタビュー用紙は作業の中で伝達機能を  

果たして役立ったし，またハンドアウトなども作成した者にとって達成感をもたらした。しかし  

「議事録」は作業の進行において学習者自身が必要性を認めていなかったこともあり，充分に活用  

されなかった。また学習者の発話を録音したテwプは，ごく一部分しか利用できず，学習者全員に  

広く還元できるような効果的なフィードバックには程遠い。「旅行報告書」は全員が最後に旅行の  

感想を話し合ってから薫く，という作業を通して言語面の手当てもできるため，まとめとして有効  

だった。  

（3）結果と問題点   

運営上の主要な問題点を次にまとめておこう。  
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1．学習者のレディネスにばらつきがあったこと…今回の場合学習者の発話力が不足していたため，   

全員がそれぞれに責任を果たし作業やデイスカソションに参加するという有機的な人間関係が作   

りにくい，維持しにくいという結果になった。コース前半の文法中心の授業のなかにも会話能力   

を高める練習の機会を設けていく必要が認識された。また前半終了後，たとえばCLLなどの方  

法を取り入れて文法中心の学習から自由な発話への「橋渡し期間」を設け，段階的にシミュレー   

ションヘと進むのもひとつの方法だろうという指摘が担当教師の側からあった。－5 また皆がバ   

ランスよく作業分押できるような運営上の配慮がさらに必要である。具体的にはインフォメーシ   

ョンギャップの生じるような機会がもっと欲しい。  

2．時間数が多すぎたこと…主として上にも述べた「表現練習」の扱い方の問題が原因と考えられ   

るが，いずれシミュレーション作業を集中してやらせるほうがよいということである。  

3．言語インプット「表現練習」のありかた…新しく学んだ文型や表現を作業ヤ議論の場ですぐに   

使うことは大部分の学習者にとっては難しいので，末習の語彙などを簡単に導入する以外は，  

「表現練習」的なものはシミュレーションに入るまえに済ませておいたほうが良い。  

4．「シミュレーション」という学習活動にたいする不慣れ…はじめての読みであることから学習   

者・担当教師双方に不安感があった。何のためにこういう勉強の方法をとるのか，という目的意   

識や，どのように進めるかなどについて，相互の合意を確立しておくことが重要である。   

以上のように数多くの問題があった一方で，肯定的に評価できる点もいくつか見られた。  

1．現実に日本語を使う経験が持てたこと（電話をかける・会議の進行をする等）。学習者自身が   

自分の気持ちヤ意見を日本語で言えるという実感を持てたこと。また，どうしても言わかナれば   

ならないという必要性を実感したこと。会議などでは普段の授業では見られない意見のぶつかり   

あいもあった。ディスカッションなどの場における意見の相違の処理のしかたには，個人的な惟   

格や能力もさることながら，文化的な差異もあることが改めて認識できたので，今後の授業のな   

かで考慮し扱っていきたい問題点である。  

2．自分の発話を客観的に見直す（モニターする）きっかけになったこと。例えば「問い合わせ」   

のための電話会話を録音し，他の学習者へ報告するためのハンドアウトを書くためにそのテープ   

をききなおしメモをとる，といった作業を通して，自分の発音の問題点や普段気づかない「くせ」   

を意識することができた。  

3．担当教師の側からは，学生の日本語能力を筆記試験とは別の角度から見ることができたこと。   

思いがけない人が思いがけない力を発挿することがあって，興味深かった。  

3．3．A87S「筑波研究学園都市 研究轡閲見学」（プロジェクトワ【ク）  

（1）目標と授業計画   

Aコースの中での位置づけと目標は前回（A86A）とほぼ同じである。但し，朋7Sでは，前半の  

256コマ終了後，読解練習・聴解練習と平行して自由な発話のための練習としてCLLが5コマ導  
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入され，そのあとこの「研究機閲見学」が行われた。筑波に集中している研究機関の実態を見聞す  

ることをテーマとし，複数の小グループに分かれて自分たちの興味のあるところを見学に行かせる  

こととした。   

具体的な目標として当初あげた学習活動は次のとおりである。  

・情報集め  

・アポイントメントをこ取ること・予約  

・インタビュー・質疑  

・報告  

・感想文書き  

特に，小グループごとに違う場所に行って来ることでインフォメーションギャップが生まれ，互い  

に情報を交換し報告しあう過程を必然性のあるまとめの作業としてやらせることができるだろうと  

いう狙いがあった。授業計画は表（5）参照。  

表（5）A87S授業計画  

日 時   3時限  4時限  

見学可能な研究機関の一覧表を見て興味別にグループ  
分けを決める。  

興味のある機関についてパンフレットを読む。  

研究交流センターヘ行く。  

ビデオを見る・資料をもらう・問い合わせる。  

グループを決定する。  

見学の計画書を書く。  
見学の準備…言語表現の練習  

自分の興味を言う  
きりだし・繰り返し要求など  
質問のしかた   

第4日  見 学   

第5日  見学で得た情報・自分たちの感想などを言う  

教師の助けを借りながら言語的に整ったかたちにする  
簡単なハンドアウトをつくる  
発表の順序・司会者を誰にするか等を決定   

第6日  報告会  

質疑応答   
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（2）実際の展開   

開始1カ月前から担当教師が研究学園都市の関係各機関への問い合わせと資料の取り寄せを開始。  

下見も行った。■6 その結果，（1）申し込みの窓口に日本語力の不十分な学生をぶつけるのははば  

かられるような感触であること，（2）見学の日程にかなり制約があり，他の授業日程との調整も考  

えながら手続きを進めなければならないこと等から，担当教師の側で見学の予約・依頼書の作成と  

関係官庁への送付・マイクロバスの手配などを行った。－7 また，見学のグループ分けについても，  

予め学生全員に英語の地図を見せて，見学したい機関を各自3箇所ずつあげさせ，教師が一応決定  

した。■8   

「研究機閲見学」に関連した授業の日程は表（6）に示す通りであった。  

表（6）A87S実際の授業展開  

コ マ（1）   コ  マ （2）   

第1日  説明会（全員）   （クラス別）練習1  

（自己紹介・問い合わせ）   

2   （クラス別）練習2   （クラス別）練習3  

（質問のしかた）   （相手の話がわからなかっ  

たときのききかた）   

3  

見  
4  

5  見学の小グループごとに  

見学で何を見たか等  言ったことをもとに  
感想をいう…・    ……報告ハンドアウトを害く  
（教師からのフィードバック）  （フォーマット）   

6  教師の依蹄をうけて司会者役   （全員）  

の学生が発表順序を決定。  報告会  
各グループの発表者を決定。   

授業に先だって説明会のため1コマとった。説明会では授業の内容や進め方に関するオリエンテー  

ションの他にグループ分けについても発表し，さらに微調整をはかった。  

説明会以外の授業内容は，（1）見学の準備（2）見学（3）見学に行って来たあとのまとめの3段階に  

分けられる。   

第1段階では，練習1から3のかたちで今回の見学では必ずしも使わなくても将来日本での研究  

活動のうえで役立てられる言語表現について練習させることにした。（ロールプレイヤ電話を使っ  

た問い合わせの練習などを含む）コースの中では「言語インプット」として位置づけられる。前回  

よりも時間数が少なく．直接見学という場面でつかう言語の練習としてまとまりがあるため，教師  
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も学生もやりやすい。   

第2段階は見学先別にグループに分かれて行った。   

第3段階では，まず教師から質問するなどの方法で見てきたものや感想を話し合う。CLL的な  

活動のかたちを取り，教師は捕ったり訂正しながら話を進めさせる。また学習者の側からは，話す  

ことで頭の中を整理していく段階でもある。さらにハンドアウトとして同じ内容を要約して書かせ  

る。ハンドアウトは見出しのあるフォーマット（「行ったことろ」「見学のスケジュール」「おも  

しろかったもの」「おもしろくなかったもの」「次はどんなところを見たいと思うか」などの見出  

しのあるもの）を与えることで教師がコントロールし，共通の論点をめぐっで情報の交換が行われ  

るよう報告会への準備段階とする。もらって来たパンフレット類・図表・写真なども使い，内零を  

中心にして話をすすめる。   

最終日は教師が学習者1名に報告会のための「司会者」をやってくれるよう依頼し，同時に各グ  

ループからハンドアウトを集め，各グループの発表者名をリストアップし，発表順を決めるよう指  

示した。こうして教師は裏方にまわり，「司会者」のリーダーシップのもとで．学習者主導で報告  

会を行った。教師はハンドアウトをコピーし全員に配付。各グループ代表が報告を行い，質疑応答  

もあった。報告会の様子をビデオに撮った。  

（3）結果と問題点   

終了後，担当教師側から出されたコメント及び学生を対象に行ったアンケート＝をもとにまとめ  

てみることにする。  

1．「研究機閲見学」というテーマは，明らかに学生の動機づけを高めるものであったようだ。ア   

ンケートに解答した16名のうち15名までが見学に行った経験は両揺，間接にこれからの日本での   

研究活動に役立つと思うと答え，日本の技術水準・人的資源・研究システムなどを見聞できた満   

足感を述べている。また日本で他の研究者に混って研究をすすめるためにはやはり日本語がどう   

しても必要であることを認識するうえでも，よい刺激となったと言える。見学では，興味のある   

分野だと日本語力が不足していてもなんとか食い下がって質問しているのが見られた。  

2．日本語の面では，今回の「表現練習」（「アポイントメントのとりかた」「質問のしかた」）   

に関しては16名中11名までが「将来役に立つと思う」「まだ練習が足りない」という言い方をし   

ており，現実には見学の際しっかり使いこなせなかったという認識を持っている。実地に試して   

みた結果，聴解力の不足を認識し（3名），そのため始めから英語で質問したという者もあり，   

また「英語を使ったほうが早い」とあきらめてしまった者もある。その一方では将来のためにも，   

こうした言語表現をもっと練習したいという要望や，見学前に情報をもっと入手できればもっと   

つっこんだ質問ができたろうという指摘もあった。その意味で「将来また研究者とコンタクトで   

きると思うので，表現練習は有用だった」と答えた者が3名いたことは汚目できる。′トさいグル   

ープで見学した者は日本語を使う機会も持てて日本語の勉強になったとの満足感が得られたのに  
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対し，グループが大きい場合には口本語を使ってみる機会がなく残念だったという声もきかれた。  

3．授業運営のなかで，主に次の封二注目したい。  

★見学後の作業（感想を言う・ハンドアウトを害く）に関して‥感想を小グループで書かせると，   

話がはずんで作業の進行にも活気があった。朋6Aに続き，まとめの作業として定着できる形と   

考えられる。このような作業を普段から授業の中に活かすことができるのではないか。  

★報告会での各グループ代表者の発言をきくと、既習の文型ですべてをカバーしようとするため，   

どうしても『きそにほんごかいわ』で不足しているものが目立った。単文の羅列になって談話   

構成が弱い′－ユが気になる。説明ヤ発表のパターンを教え，定着するための教材や時間が必要で   

あることを痛感させられる。しかし，こうした報告の場面においては日本語の言語能力だけで   

なく，もともと持っていた発表能力 川頁序立てて論理的にわかりやすく説明したりOHPを使   

いこなすなど）を発揮した発表者もあったっ見学のまとめとしては，皆で互いに知らなかった   

情報を交検し共有し合うということで，興味深く聞いたり質問したりでき，有意義だった。  

3．4．まとめ   

A86Aでは「シミュレーション」の基本的な考え方に比較的忠実に従って計画した結果，（1）人数  

が多く言語能力のレディネスにも幅があるAコースで，学習者全員にバランスよく手当しかナれば  

ならない場合，役割分担などの構造を維持しきれないこと，（2）何人もの教師が交代で担当するの  

であまり複雑な展開のものを長期間にわたって運営するのは無理があること等が明らかになった。  

またインフォメーションギャップの設定方法に関して，小グループごとにいろいろな「旅行候補地」  

についでl膏報を集め報告し合うという設定も，3つのグループのうち実現できるのはひとつだけと  

いうことが動機づけの弱まる一因になった。   

そこでA87Sでは授業計画を大幅に簡素化して学生が「自分自身として」参加できる「プロジェク  

トワーク」的な考え方に変更することになった。「プロジェクトワーク」本来の授業構造の最初に  

ある「アイデアを出し合い，目標を決める」段階を省いて教師から一方的に与える形になったが，  

学習者にとっては自分たちの専門研究に関係の深いテーマで，自分に引き付けやすい，明らかに最  

も興味のある内容だったため，「小グループによる分担・情報交接」は概してA86Aよりもスムーズ  

に行われたと言えよう。しかし行き先やグループ分けの調整を自分たちの手で決定するところまで  

は言語レベル上の制約もあり実現できなかった。つまり「討議による取り決め」というプロセスに  

関しては全く触れないままに終わった。   

運営上，Z回実施して比較的安定している部分は，「旅行」や「見学」から帰って来てから感想  

を言う話合いと報告会，話合いの内容を報告書やハンドアウトにまとめて書く作業である。  

4．今後の課題   

これからの課題として，次のような点に注目しておきたい。  
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1．言語インプットとして「自己紹介のしかた」（敬語表現や「自己開示」を含む）・「申し込み  

のしかた」・「質問のしかた」・「相手の話がわからない時のききかえしかた」等の項目が出て  

いるが，今後これを教材・練習形式として有効な，安定したかたちに練り上げていくこと。  

2．ハンドアウトや報告書を書く作業のときに学習者を手助けする以外にも，たとえば報告会を撮   

影したビデオを利用するなどのフィードバックが可能であるはずだ。総じて現段階では「達成す  

べき目標」の内容に引っ張られて言語面を客観的に観察した上でフィードバックするという面が   

不足している。コミュニケーション全般のなめらかさを主眼にした練習だからといって「話し放   

し」「やりっ放し」では意味がない。形の正確さを主目的とした授業とはちがったかたちで，問   

題点を指摘したり手当てを考えて行くことが必要である。今後よく研究していきたいポイントだ。  

3．「話し合い」や「報告」の場面で，談話構成や複数の話し手の間の相月二のはたらきかけは，実   

際にはどのように行われているのかを把握し，初級後期から中級の学習項目に加えていくこと。  

特に，日本語コースを終わるとすぐに大学院レベルでの研究活動に直面しなければならないAコ   

ースの学生にとっては重要な学胃項目であるはずだ。  

4．初級で学んだことを消化し，「自分のことば」へと使いこなしていくためには，学習者自身が   

自分の学習に責任を持たなければならないし，そのために学習者主導の授業活動が有効であるこ   

とは疑いがない。シミュレーションヤプロジュクトワークに限らず，多少なりとも「学習者主導」   

的な学習柄動を取入れるためには，学習者自身がそうした学習方法に習熟することが必要である。   

そのため，小規模なプロジェクトワークのような学習活動を初級の比較的早い時期から導人し，   

定着できないものだろうか。   

文法中心の学習と自立的な言語使用とは，従来相反するものとして考えられてきたきらいがあ   

るが，現実に効率良く学習を進めようとすれば文法を避けて通れないことが経験からはっきりわ   

かっている。この2つをうまく結び付けるために私たち教師は学習者にどんな解決策を提示して   

いったらよいのだろうか。シミュレーション，プロジェクトワークをひとつのきっかけとして，   

今後の授業運営を考える出発点にしたい。  

注  

1aceuracyとfluencyの定義に関しては，Richards他（1985）p．107，ジョンソン ・モロウ（1984）   

p．47参照。  

2 シミュレーションとプロジェクトワークの基本的考え方について詳しくは猪崎他（1986）及び昔   

時他（1988）参照。  

3 Aコース全体との関わりについては，さらに三枝（1988）参照。  

4 ここで教材とは，教師の側から与えた言語インプット・情報インプット用のものだけでなく，   

フォーマットだけを与えて「旅行」に関する情報集めやディスカッションの中で作業のために使   

わせたものや学習者が自分で書いたハンドアウト，録音テープなども広く含むものとする。  
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5 日本譜教育へのC L Lの応用について，山本（1988）参照。  

6 西村・小林及びバルダン田中が担当。  

7 西村が担当。   

8 見学先は次のとおり。  

Aグループ：工業技術院情報計算機センター・工業技術院広報センター・電子総合技術研究所  

・機械技術研究所・微生物工業技術研究所  

Bグループ：国立公害研究所・理科学研究所ライフサイエンス研究センター  

Cグループ：筑波大学図吾館・筑波大学機器センター   

全員：筑波宇宙センター  

9 「研究機閲見学」をめぐる授業の最終日，報告会終了後に配付し，（1）「自己紹介」や「質問   

のしかた」という表現練習はこれからの日本での滞在・研究活動に役立つか。（Z）研究所を見学   

に行った経験がこれからの日本での研究活動に役立つと思うか。（3）この見学についての意見を   

自由に書け の3間に関して英語で解答させた。28名中16名分を回収。）  
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