
「状況」から出発する 

「わたしのにほんご」実践を振り返って 

 

1. はじめに 

 

本稿は、2020 年度春学期に日本語教育研究科の教育課程である日本語教育実践研究（５）（以下、

実践研究（５））の履修を通して、日本語教育研究センター科目として実施された「「わたしのに

ほんご」プロジェクト 1-2」の実践について、実践前にたてた目標がどこまで達成できたかを、具

体的な事例、エビデンスに基づいて述べることを目的とする。 

 

実践研究（５）は，次の３点を目標としている。（１）「文型」や「表現（機能）」から出発するの

ではなく、「状況のなかで言語とコミュニケーションをとらえる」教育実践を理解し、実現する。

（２）１人ひとりの学習者にとって「＋１」になる活動を組み立て、実践する。（３）学期開始時

に、各自で「私の目標」を立てる。以上３点のうち、（３）については、実践前に実習生それぞれ

が立てている。筆者の目標３点と目標を立てた理由は以下のとおりである。 

 

①「状況から出発」し１人ひとりの学習者にとって「＋１」になる活動ができるような授業

デザインをする。 

個の視点を忘れずに 1 人ひとりの「状況から出発」できるような授業デザインを考える。学

習者が「わたしの日本語」だと自覚でき、1人ひとりの「＋１」とは何かを考え続ける。 

➁学習者が、「状況のなかででどのようにふるまうか」を自分の意志で決定できるような実践

を行う。 

①と重なる部分もあるが、実践者の思い込みや押しつけになるような「状況」にしない。学

習者が自分自身の学びであることを自覚できるように配慮し、学習者が意思決定できること

を常に意識する。また、学習者が意思を伝えやすい環境を作ることにも注力したい。 

➂助け合いと学び合いを心掛ける。 

授業デザインのみならず、実践の場においても臨機応変に、柔軟な姿勢で実践を行えるよう

にする。自分の我が強く出るようなふるまい方をせず、常に助け合うこと、学び合うことが

できるような、自分の頭の柔らかさと態度を持ち続けたい。 

＜上記目標を立てた理由＞ 

学習者 1人ひとりにとっての状況を考えるという視点は、集団の授業となると、「考えている

つもり」となってしまうことが多々あるのではないかと思う。自分の常日頃の実践を振り返

り、1人ひとりにとって状況が違うことを肝に銘じたい。また、協働で授業を行っていること

を常に意識し、エゴにならないよう心掛けたい。 

 

  

 

2. 目標（１）「文型」や「表現（機能）」から出発するのではなく、「状況のなかで言語とコミュ

ニケーションをとらえる」教育実践を理解し、実現する。 



2.1 「状況のなかで言語とコミュニケーションをとらえる」教育実践の理解 

 

「状況のなかで言語とコミュニケーションをとらえる」教育実践とは、どういう実践なのだろう

か。先行研究をもとに筆者の理解を示す。 

まず、学習者の日本語能力について考える。学習者が行う日本語の意味や用法の共有について、

小林(2011)は「最初のきっかけは、日本語辞書にある意味や用法、日本語教科書にある例文、あ

るいは、たまたま耳にした歌詞の一断片かもしれない。」と述べている。確かに学習者は、日々学

習する項目を教科書に沿って理解し暗記しながら学習している状況が多いといえる。小林はさら

に、意味や用法の共有は「自らの言語生活で経験する具体的な事例を通じて、日々、検証したり

更新したりしていく。そのためには、自らの言語生活をメタ的にとらえられる必要がある」。つま

り、「教科書や文法記述や教師の文法説明を理解、暗記し、運用すると言った、受動的・静的な言

語能力ではない」と述べている。学習項目を理解し暗記した日本語能力だけでは、日本語で自ら

言いたい表現を言うことができるようにはならないであろう。 

「自らの言語生活」は、それぞれの学習者一人ひとり違っており、それぞれが身に着ける日本語

能力も一人ひとり違う。そして「日々、検証したり更新したりして」いく意味や用法も、一人ひ

とり違う。小林は、想定される言語能力は、「頭の中に「私の文法」「私の日本語」を自ら構築、更

新していく能動的・動的な言語能力」としている。言語生活で経験する具体的な事例こそが、「私

の日本語」となるのである。小林は、「日本語教育が育成すべき日本語能力とは、「自分の日本語

生活をメタ的にとらえることにより、「私の日本語」を自ら構築できる能力」と言うことができる」

と述べている。 

 以上のような能力を育成するためにはどのような教育実践が必要なのだろうか。教育実践を考

えるためにシラバスについて着目する。小林（2017）は日本語教育の代表的なシラバスとして「文

法シラバス」「概念・機能シラバス」「場面シラバス」「話題シラバス」を挙げている。そして、こ

の４つのシラバスのアプローチが、「言語から出発する」という共通点があることを指摘している。

しかし、小林（2011）で述べている「自分の日本語生活をメタ的にとらえることにより、「私の日

本語」を自ら構築できる能力」を育成するには、「言語から出発する」のではなく別のアプローチ

が重要であると指摘している。小林の指摘している別のアプローチとは、「状況から出発する」ア

プローチである。小林（2017）は、現実世界を「過去の経験」「現在の状況」「未来の行動」に分

け、「状況」はこのうちの、「過去の経験」と「現在の状況」にあたる部分であるとしている。ま

た、「状況から出発する」とはどういうことかを考えるにあたってロールプレイと比較しながら、

学習者のふるまいについて次のように述べている。 

 

その状況でどのようにふるまうかは、学習者それぞれの判断に委ねられる。過去の経緯を

踏まえて、「いま自分が置かれている状況」を認識し、「そこで自分はどのようにふるまい

たいのか」を自分の意思で決定する。／その際に大切なのは、「そのふるまいが、自分の意

思を十分に伝えているかどうか」という視点である。（p.109） 

 

以上のように、学習者のふるまいは、自分の意思で決定したものであり、また自分の意思を十分

に伝えられているのかどうかが重要であると述べている。 



以上みてきたように、「状況のなかで言語とコミュニケーションをとらえる」教育実践は、「わた

しのにほんご」プロジェクト 1-2」（以下、「わたにほ」）において、学習者の言語生活での「過去

の経験」と「現在の状況」に目を向け、一つひとつの経験の状況に寄り添い、「未来の行動」を自

分の意思で決め、十分に相手に伝えられるかどうかが重要であるといえる。 

2.2 では、「「わたにほ」の実践が、「状況のなかで言語とコミュニケーションをとらえる」実践に

なっていたかどうか、筆者が担当した「打つ」の授業、特に主担当であった Lesson6 を中心に事

例をあげ考察する。 

 

2.2 「状況のなかで言語とコミュニケーションをとらえる」教育実践の例 

 

2.2.1 事例 1「打つ」チームの初オンライン授業（Lesson3）は進行に精一杯で課題満載 

 

 「打つ」チームは、実習生（＝たまご先生）３名とも日本語教師のチームであった。今期は、コ

ロナ禍の影響で早稲田の講義全てがオンライン化となった。そのため、授業は pre-task、online- 

session、post-task、３つの構成で成り立ち、回線の影響で online-sessionに出席できなかった

としても、pre-task、post-taskで成り立つような授業デザインとした。「打つ」チームは Lesson3

から Lesson7までの授業と Lesson 8 の review Iを担当した。 

Lesson3 の目標は、「キーボードやタッチパネルで、日本語の文字や表現を出力することができ

る。」であった。Pre-taskで学生には打つための準備をしてもらい、グーグルフォームで課題を提

出してもらった。グーグルフォームを使用した理由は、学生の回答を一覧にして整理しやすいか

らである。提出課題を見ると、２３人の学生中１９人が以下のような回答であり、ほぼ想定した

表記と同等であった。違っていた例は、「私わ」の助詞の間違い、「ありがどう」の発音からくる

間違いであり、全てひらがなで書いてあった回答が２名ほどいた。そのため、online-sessionで

は、日本語が打てるようにはなっているという前提で進めることができた。 

 

1。あいうえお アイウエオ 

2。私は早稲田大学の学生です。 

3。マックへコーヒーを買いに行きました。 

4。英語の ""thank you"" は日本語の 「ありがとう」 と同じですか。 

 

また、online-sessionのグループセッションでは、グーグルスプレッドシートを利⽤して、学⽣
にその場で⼊⼒してもらい、たまご先⽣が⼊⼒したり学⽣同⼠が⼊⼒した⽂字を⾒合う⼯夫をし
た。 
Lesson3 の online-sessionの「⽬標」と「グループセッションの進め⽅とそれぞれのたまご先⽣
が⾏うこと」は以下のとおりである。 
 

⽬標１：学⽣が打つのが難しいであろう⽇本語の⾔葉、表現を打つ 
⽬標２：オンライン上で学⽣が⾔いたいことを⽇本語の表現にする 
 



【グループセッション】 
①全体セッションで打てなかった⾔葉、表現の確認 
②グーグルフォームで⾃⼰紹介の枠組みを利⽤し、⾃分のことを打ってもらう（他⾔語可）。

たまご先⽣は学⽣が書きたいことの⼿助けをする 
例）わかる⾔語が「英語」だが、「ええ語」になる。→「えいご」だと伝える 

こういうことを⽇本語で⾔いたいが、どう⾔えばいいか。→⽇本語にする 
＜グループセッションを⾏うにあたって＞ 
 ・グーグルスプレッドシートを利⽤して⾏う 
 ・たまご先⽣の名前ごとにシートを分けてあるので、⾃分の名前のシートで⾏う 
 ・学⽣が打ちたい⽇本語の⾔葉や表現をたまご先⽣が⼿助けをする 
 ・たまご先⽣は今回の趣旨を理解して、グループセッションを⾏う 
 ・埋めることが⽬的ではなく、学⽣が⾔いたいまたは打ちたい⽇本語の表現を打つこと

ができるようにする 
 ・学⽣に合わせて、延⻑可。延⻑する際は学⽣に尋ねる。タスクができる学⽣がいたら

先に終わってもよい（たまご先⽣の判断）。ポストタスクができることを確認する。 
(「Lesson3 授業の流れ」より） 

 
しかし、「打つ」チームのオンラインでの初めての授業デザインであり、学生の顔も見えない中、

いったい学生にはたまご先生の声は届いているのか、学生が打ちたい日本語をたまご先生が把握

できているのか、など手探りで行う状態であった。実際に、学生の回線が途切れて授業から抜け

てしまう学生がいたり、セッションは繋がっていても音声だけ聞こえない学生、その逆で音声だ

け聞こえている学生もいた。その際に、たまご先生は、チャット機能を利用し「音声」「グーグル

スプレドシート」「チャット」と、３つを同時に駆使して授業を行うという事態が起きていた。そ

の臨機応変な対応には感心するところが多かった。 

Lesson3では、たまご先生として参加して、学生が打ちたいと思う表現が何かについて聞くこと

まではできたと思う。しかし、主な課題として２点あげられる。１つ目は、「状況のなかで言語と

コミュニケーションをとらえる」に関する解釈がたまご先生により違いがあった点だ。打ちたい

と思う表現の背景にいったいどのような気持ちや状況があって打ちたいと思っているのかを学生

から引き出すという意識には差があった。つまり、たまご先生の間で「状況」が一体どういうこ

とを意味するのかを十分に話し合い共有する必要があったといえる。２つ目は、オンラインでの

初実践で、学生とのやりとりを深める余裕がなく、online-sessionの進行に精一杯であった点で

ある。オンラインの実践では、どんな予想外の状況が訪れるかもしれないという状況の中で、で

きる限りの想定と、想定外の場合、何を優先し、何を伝え、実践を行っていくかを、瞬時に見分

ける力が必要であると学んだ。 

以上のように、Lesson3では、「過去の経験」については、学生が打ちたいと思う表現を聞くにと

どまっていた。そして、online-sessionの進行に精一杯で「状況のなかで言語とコミュニケーシ

ョンをとらえる」点を十分に意識できていないばかりか、「状況のなかで言語とコミュニケーショ

ンをとらえる」に関する解釈がたまご先生の間で共有されていなかった点が不足していたといえ

る。 



2.2.2 事例 2 事前アンケートを反映した Lesson6の授業デザイン 

 

Lesson6と 7の目標は、「日本語で電子メールが送れるようになる。」であった。電子メールを扱

うにあたり、学生は電子メールをどの程度使っていて、どのようなことを打ちたいと思っている

のかを知りたいと考えた。そこで、アンケートを活用することとした。Lesson2 の pre-taskでは、

「私の日本語生活 My Japanese language life」と題した、「打つ」のニーズ調査のアンケートを

行っていた。アンケート項目は以下のとおりであり、回答は「１：not at all〜５：Very fluent 」

で回答してもらっていた。 

 

1.パソコンのキーボードで日本語が打てる。／Can type Japanese on computer keyboard  

2.使用しているツールについて 

LINE， CacaoTalk，Weibo 

フェイスブック／ Facebook 

インスタグラム／Instagram 

ツイッター／Twitter 

電子メール／ E-mail 

 

結果は表 1のとおりである。 

 

表 1「打つ」のニーズ調査 

 

1.2.は、個人の差があるものの、平均としてよく使

うツールは、電子メールと LINE、CacaoTalk、Weibo

のようなメッセージを送るようなチャットツール

であることがわかった。 

また、Lesson2 の post-taskでは、「打つの授業で

日本語で何を打ちたいですか」というタスクを行っ

ていた。そのうち Eメールに関する結果は、表 2の

とおりである。 

 

 

 

 

 

 

表 2 アンケート「打つの授業で日本語で何を打ちたいですか」（Eメール） 

  誰に →その他 どんなことを 

1 友だち   end フォーム 友達との話⽅ 

2 知りあい   質問のこと例え店の商品とか 



3 知りあい   ⼀緒にラーメンをたべよう 

4 先⽣   今週の宿題はどこに提出しますか。 

5 先⽣   ”コンピュータに問題があります” 

6 先⽣ SILS のスタッフ 
⽇本へまだ帰れませんから、授業料はどうなりますかとが質問した

い。 

7 先⽣   
来週(らいしゅう)授業(じゅぎょう)に⾏(い)けなくて宿題(しゅくだ

い)をあらかじめ知(し)ることができますか。 

8 先⽣   授業に関して質問したい 

9 先⽣   ⽋席の説明 

10 先⽣   Thank you for your quick resonse. 

11 先⽣   Please find the document attached below. 

12 先⽣   I want to ask for a leave of absence. 

13 先⽣   Thank you for replying me. 

14 先⽣   授業の内容の中でわからないことについて聞きたい 

15 先⽣   
先⽣の返事とかお知らせに "Thank you so much for reminding 

me" と⾔いたい 

16 先⽣   来週授業がありますか 

17 先⽣   クラスで理解できなかった知識を求めます 

18 先⽣   試験の成績を教えてください。 

19 先⽣ 今⽇の授業 今⽇の授業を⽋席してすみません。 

20 先⽣ 授業の宿題 宿題をムードルで提出しました。 

21 先⽣ 授業に関する質問 この問題を説明していただけないでしょうか。 

22 先⽣ 宿題 宿題の提出期限はいつですか。 

23 先⽣   下のファイルは今週の宿題です。 

24 先⽣   今⽇の授業来なかったんです 

25 先⽣   宿題ありますか 

26 先⽣   宿題を受け取りましたか 

27 先⽣   宿題を受け取りましたか 

28 その他 寮のマネージャー 
⽇本へまだ帰れませんから、寮の友達が私の部屋に⼊って、荷物を

送ってもらうの許可が欲しいです。 

29 その他 おばあちゃん わたしのじんせいにを話したいです。 

30 その他 寮のスタッフ ⽇本へまだ帰れませんから、⾷事はキャンセルしたいです。 

31 その他 boss Thank you for giving me this opportunity to work for you 

32 その他 boss I am sorry but I am not able to work on Thursday. 

33 その他 寮⻑ 
I wonder that wether I can get the refund of the food 

voucher(⾷券) 

34 その他 学部事務所のスタッフ 奨学⾦の情報が知りたいです。 

35 その他   お返事ありがとうございます。 



36 その他 マネージャー 今週休んでもいいですか 

37 その他 寮のハウスマスター 今アメリカにいるので、寮の家賃は安くできますか 

38 その他 Internship これが私の履歴書です。 

39 その他 寮⻑ 退寮の資料はこれだけですか。 

40 
その他 寮のマネージャー ⽇本へまだ帰れませんから、寮の友達が私の部屋に⼊って、荷物を

送ってもらうの許可が欲しいです。 

41 
その他 店のマネージャー ⾃分たち作ったゲームを出たら、どうやって店で売れるのために差

し出しますか︖ 

 

同じ学生が複数の回答をしている場合もあるが、名前は掲載していない。表 2を見てわかるよう

に、41 の回答のうち３８が先生と寮長など、目上の人へのメールであった。Lineなど、メッセー

ジを送るツールの出現により、メールは友達同士の連絡で使われるということがほとんどなくな

ったといえる。つまり、学生のメールにおける「過去の経験」と「現在の状況」にあたる「状況」

は、目上の人への連絡の際の表現ということになる。そこで、授業デザインをするにあたりどの

ような内容に取り組んだらいいのかを考えた。まず、自分自身のメール使用の状況について考え

た。また、アンケートを参考に、学生がどのようなメールを送る状況があるのかを吟味した。そ

こで気づいた点は、メールの内容は人それぞれ非常に個人的な内容になるが、メールの件名と自

分自身の名乗りについては、配慮と社会的ルールがあるという点だ。社会的ルールを知っている

ことにより、学生が自分の状況とルールを照らし合わせながら、「未来の行動」としてメールを出

す際の状況に合わせ必要な件名と名乗りができるのではないかと考えた。ここで少々迷った点が

あった。それは、「提示」と「押し付け」の違いである。ルールを提示することは「このように書

くべき」と押し付けていることにはならないのかという迷いだった。小林先生からは、6月 12 日

（金）の振り返り授業の際に次のようなアドバイスをもらった。 

 

表現(言語素材)を 1 つだけ提示するのは，「他の選択肢がない」という意味において押し

付けになる可能性がある。複数の素材を，それらの違いとともに提示することは，表現の

バリエーションとともに，選択する際のヒントを与えることになる。これは決して「押し

付け」ではない（6月 12 日(金)資料.pdf：p.23） 

 

ルールと共に、選択できるバリエーションを提示することは、選択するヒントであるため押し付

けにはならないと学んだ。そして、自分自身のメールの件名の付け方と名乗り方を振り返り、「打

つ」チームで話し合いを重ねた。Lesson6では、メールの件名の付け方について取り上げることと

した。一般書やビジネスの件名ルールを調べ、学生が理解し整理しやすいルールを検討した。ま

た、Lesson7では、メールでの名乗り方について取り上げることとした。名乗りは、何を名乗れば

相手に伝わるかを考え、自分が所属している状況と所属の提示の仕方について検討した。 

 

ここでは、主担当であった Lesson6について述べる。Lesson6の実践は（1）pre-task、（2）online- 
session、（3）post-task、の３つの構成で実践内容は以下のとおりである。 



（1）pre-task 

 ⽬標：メールの内容を⾒て、件名を考 
えて打つことができる。 

内容：右のメールを⾒て。 
①メールがどんな内容のメール 
か理解する。 
②内容にあった件名を考える。 
③件名を打つ。 

 

 

 

 

 

 

 

表 3  pre-task の提出結果 

  pre-taskの提出結果は右のとおり。 

 26人から提出があった。 

内容を簡潔に示せていない件名が 

見受けられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次のメールを読んで、件名を考えて打ってください。/please read e-
mail below and think about title of this e-mail.Please type the 
title in Japanese or English.

1 わたしのにほんごプロジェクト1-2の お知らせ
2 明日の授業欠席
3 授業欠席について
4 授業を欠席するのお詫び
5 Attendance/出席
6 欠席届け
7 欠席のリクエスト
8 Absence of “My Own Japanese” class
9 leave of absence, 授業参加不可メール
10 明日の水曜日の授業
11 「私の日本語」授業を欠席することがあります。
12 重要な問題
13 小林先生様、明日の授業の件で連絡いたしました。
14 欠席説明 田中花子
15 6月11日(木)「わたしのにほんご」授業欠席のご連絡
16 明日の授業の出席について
17 明日の授業の出席について_田中花子
18 今日の授業に出席
19 「私の日本語」体が痛くて、明日の授業を聞くことができません。
20 水曜日の欠席（私の日本語）
21 明日の授業を欠席したいです
22 病気になったら、申し訳ございません
23 休暇申請書
24 欠席のために
25 Notification of absence [date]// Hanako Tanaka
26 前週は風邪より欠席してしまって、申し訳ありません



（2）online- session 
 ⽬標は以下のとおり。また、全体セッションとグループセッションで構成した。 
⽬標１：件名はどのようにつけたらいいか、ルールを理解することができる。 
⽬標２：件名をつける。 
初めに、全体セッションで２つのタスクを⾏なった。 
 
タスク１．件名をつけるポイントを理解した。提案したルールは図 2 である。 

①件名は短く（２０⽂字以内がいい）。 
・件名はメールの内容が分かるように書く。 
・メールをたくさん受信する⼈がいるので、メールを⾒てもらうような件名にする。 
・⻑すぎると、メールソフトによって、全部表⽰できない場合がある。     

②【】にキーワードを⼊れる。  
 例）【⽋席の連絡】 

  ⼀覧表を⾒て、どんなキーワードがあるか確認する。グループセッションで練習。 
【】の後ろもわかりやすくする。 

いつ、なんのことかがわかるような件名、開いてもらえるような件名にする。 
 

図 2 メールの件名のルール↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タスク２．pre-taskと学習したルールを比較した。 

    Pre-task で示した表 3（英語→日本語にしておく）を、２分くらい見てもらい、ルール

とどこが違うか比較、どの件名がわかりやすいかも、各自で考えてもらった。 
 

全体セッションでは、オンラインの画⾯を共有し、たまご先⽣からルールの説明を⾏なった。
オンラインでの提⽰となるため、たまご先⽣から⼀⽅的に話す展開となった。タスク２で、
pre-taskの結果とルールの比較を各自行なった際に気づいた点や質問は、次の、グループセ
ッションでたまご先⽣が確認した。グループセッションでは、ルールに基づき２つの活動を
⾏なった。たまご先⽣には、前⽇、活動の趣旨を説明しリハーサルを⾏なっていた。リハー
サルの内容は、活動で提⽰する資料や取り組みたい内容を、全員で確認しながらシュミレー



ションを⾏なった。 
 
〈活動１〉 
pre-taskのメールに、ルールを⾒ながら件名をつける 
 
（１）Pre-taskのメールの内容との件名を⾒る 
pre-taskの回答⼀覧表をグループで確認し、ルールにそっているか、どの件名がいいか 
先⽣が開いてくれるか、⾒逃さない件名かどうか。 
→ 話してもらう 
 
（２）グループの⼈たちで件名を考える。 
ルールをもとにグループの皆さんで件名を考えてチャットに打ってもらう。 
※input として「【⽋席の連絡】６/17 わたしのにほんご」を提⽰。学⽣にも打ってもらう。
この時、【】の打ち⽅も練習する。 
 
〈活動２〉 
新しいメールを⾒て件名をつける。 
 
⽇本語と英語のメールを⾒て、メールの内容を理解する。 
↓グループのみんなで確認。確認の仕⽅は⾃由。 
キーワードを考える。             
グループの⼈たちで件名を考えてみよう。 

 

筆者は主担当だったため、各グループを回り、たまご先生と学生の様子を観察した。たまご先生

が実際にグループ活動を行なった感想は次のとおりである。（6月 19日(金)資料.pdfより）たま

ご先生は、「状況」を探る工夫が表れていたり、ミスをしたと言いながらも、そこから気づきを得

ている様子が見られた。 

 

たまご先生 Aの感想 

実際 に「欠席の連絡をする」というメールでやってみて、メールの文からキーワードは

何か、先生にメールで伝えたいことは何かと尋ねると、「欠席」「連絡」が出てきた。実際

にルールを使って件名をチャットで打ってもらうと、【欠席の連絡】だけでなく、【参加の

確認】というものも出てきた。どういうことなのか聞いてみると、やはり欠席を伝えたい

ということだった。英語の翻訳の問題なのか、個人の問題なのかはわからないが、同じ事

を伝えているつもりでも、言葉で伝わり方、伝わる意味は変わるものだなと感じた。日本

語教師をしていると、勝手に推測して意味を汲み取ってしまうことが多いのだが、わから

ないことはちゃんと聞いてみる必要があること、それを怠ってはいけないと思った。 

 

 



たまご先生 Bの感想 

「on-lilne-task2」のメール本文 を打ったつもりが、「pre-task E-mail」を打ってしまい、

「pre-task」のメールの件名を再度考えさせてしまった。 これは、みんなで「【欠席の連

絡】6/17わたしのにほんご」を打った(インプットした)後のタイミングでの出来事だった

が、学生はインプットやキーワード表をヒントに(「【欠席の連絡】6/17わたしのにほんご」

と全く一緒ではない)自分で考えた件名を打ってくれた。このようにインプットとなるキー

ワードの量やタイミングを工夫すれば、学生は教師のインプットに引っ張られて(押し付け

られて)いないということを、思わぬきっかけを通して学ぶことができた。 

 

（3）post-task 

post-taskの課題。 

post-task は、件名を打つ練習です。件名は、件名のルールを参考にして、⽇本語で考えて
ください。メールの内容は英語で書いてもいいです。内容は⾃分で考えてください。メール
は、先⽣、会社、寮の管理⼈、学校の事務などに出します。２つ以上やってください 

  

結果は表 4のとおり。 

表 4 post-taskの結果（   部分には、学生の名前） 

 

１つ目の件名を書いてください。
／Write the first subject line of e-mail.

２つ目の件名を書いてください。
／Write the second subject line of e-mail.

1 【欠席の連絡】6/17わたしのにほんご(ユンス) 【課題の連絡】6/17わたしのにほんご(ユンス)
2 【レポートの提出】7/20 私の日本語　ゼリナ・シュテック 【出席の確認】6/28 「私の日本語」ゼリナ・シュテック
3 【宿題の確認】6／17私の日本語(オウ) 【家賃の支払い方の確認】早稲田寮(オウ)
4 [出席の質問]6/17わたしのにほんご [欠席の連絡]6/17わたしのにほんご
5 【レポートの質問】先週の課題の内容について 【欠席の連絡】6/17 わたしのにほんご
6 【欠席の連絡】6/17 わたしのにほんご 【遅刻のお詫び】6/17 アシュリー
7 【欠席の連絡】6/２3 私の日本語プロジュクト 【レポートの提出】日本の伝統文化
8 【委任の連絡】支援金給付書の委任について 【課題の質問/確認】6/17わたしのにほんご　課題について
9 【日程の質問】６/１７わたしの日本語 【授業の確認】６月１７日わたしの日本語
10 【欠席の連絡】6／18Metaphysics こんにちは。
11 【宿題の提出】6/17わたしのにほんご 【課題の質問】6/4 geotechnical engineering
12 【課題の提出】06/17　私の日本語 【レポートの提出】06/17　私の日本語
13 【欠席のお詫び】6/17わたしの日本語(Cho, Dae Heon) 【レポートの確認】6/17American Politics(Cho, Dae Heon)
14 課題の提出 課題の問い合わせ
15 【授業の内容】 ６/１７ わたしの日本語 （キミョン） 【提出の質問】 ６/１７ わたしの日本語 （キミョン）
16 【レポートの提出】6/17わたしの日本語 【日程の確認】6/24わたしの日本語
17 先生 寮の管理人
18 【レポートの質問】６/17わたしのにほんご 【遅刻のお詫び】６/17アシュリー
19 『宿題の質問』わたしの日本語＿ワンジア 『外泊申請』ワンジア
20 【欠席の連絡】明日の授業 【課題の質問】6/17の授業
21 すみません、昨日のコースの内容が少しわかりませんでした。 こんにちは、来週一緒に食べたいですか？
22 【課題の質問】 6/19 わたしのにほんごLesson6 【出席の確認】 6/19 わたしのにほんごLesson6
23 【欠席】6/19わたしの日本語 【成績の質問】私の日本語(シュウシティポン)
24 【課題の質問】私は日本語　6/17 【成績の確認】
25 重要な質問 授業に関する質問
26 【連絡】寮で在留するのを止まる・ラッセル 【問い合わせ】2020小説コンペ



（4）実践の振り返り 

post-taskでは、学生自身が毎日の生活の中でおこる事態を想定し、ルールを踏まえながら件名

を入力している様子が見られた。 

この Lesson6の主担当をして、当初、件名のルールを提示することが押し付けにならないのか迷

い、小林先生から、ルールと共に、選択できるバリエーションを提示することは、選択するヒン

トであるため押し付けにはならないという意味のアドバイスをもらった。さらに筆者はもう一点

の迷いがあった。件名は、フォーマルな状況で出すメールが多く「わたしのにほんご」として捉

えるていいのだろうかという迷いだった。しかし、実践案を検討していく上で、自分自身と学習

者の件名をつける「状況」をイメージし深く考えていくうちに、考えがまとまってきた。メール

は、出す状況はそれぞれ違っても、ルールをもとにその状況に合わせた件名をつけ、相手にわか

りやすく、メールを読んでもらいやすいような件名をつける必要があることから、相手への配慮

が欠かせないのだと考えた。今まで、件名をつけることに対し、自分は何気なく件名を付けてい

た。しかし、相手にわかりやすく、内容を簡潔にキーワードで示し、たくさんのメールの中でも

メールを読んでもらえるよう見落とさないメールの件名であるということは、読み手を意識した

状況を考えているということになる。これは、「わたしのにほんご」なんだと理解するようになっ

ていた。小林先生からは、6月 19日（金）の振り返り授業の際に次のようなコメントをもらった。 

 

社会活動における「配慮」「個性」というのは，「気持ち」を使うことではなく「頭」を使っ

て考えることによる具現化する。「頭を使わない気持ち」ほど，うっとうしいものはないの

では? 創作，芸術活動とはまったく別。（6月 19日(金)資料.pdf：p.6） 

 

また、７月 31 日の資料にも、「「私らしい表現」というのは，「心」ではなく「頭」を使うこと」

と示されていた。これらにより、フォーマルな社会活動において、「配慮」が、わたしの気持ちで

成り立つものではなく、「頭」を使って具現化するからこそ「わたしのにほんご」になるのだと学

んだ。「状況のなかで言語とコミュニケーションをとらえる」とは、まずは実践する自分自信が、

普段の言語生活をしっかりと見つめ、日々の生活を振り返り、「状況」を捉えた活動をデザインす

ることが必要である。また、実践をする上で、学生の「過去の経験」を引き出し、「現在の状況」

と結び付けながら、十分にやりとりできる時間を確保することが大事で、「未来の行動」へとつな

がる実践（online- session）となるよう実践のデザインをしていく必要があると学んだ。 

また、スモールステップを踏むことが重要であることも学んだ。それを強く感じたのは、Lesson7

の実践を「打つ」チームで検討している時であった。メールの名乗りのルールを整理していた。

置かれている立場と名乗る範囲について検討している時、どちらかが正しい名乗りでどちらかが

間違っているということではなく、宛先と名乗りに関して「どちらも当てはまる」といった例が

出てしまい、すっきりと整理できなかった。当初検討してた名乗りの整理は、表 5である。 

           表 5 

 

 

 

 



そこで小林先生に相談したところ、スモールステップを踏んでいるかというアドバイスだった。

一度に両方やろうとしていたことに気づいた。そこで、スモールステップに分けて考えることに

した。まず最初に、名乗りだけを考えてもらうのが次の表 6である。                                       

表 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして、その次のステップとして表 7のように宛先を考えてもらった。 

表 7 

 

 

 

 

 

 

6月 12 日の資料では、小林先生は次のように述べていた。 

 

「コース全体」「今日の Lesson」「この教室活動」「この教室活動の出だし」...など，スモ

ールステップに は，いくつかのレベルがある。（6月 12 日(金)資料.pdf：p.7） 

 

メールの名乗りと宛先の関係を考えるにあたり、スモールステップで順序立てて示していく必要

があったことをあらためて感じた。それは、7月 24日の資料でも以下のように示されている。 

 

教案を作るとき，私たちはつい時系列に沿って，順番に活動を組み立てて生きがちですが，

個々ののスモールステップの 内容，質を考えてみると，スモールステップには，順序が重

要なものとそうでないものがあります。（7月 24日(金)資料.pdf：p.8） 

 

まさに、１日の活動の組み立ては、様々なスモールステップの積み重ねが重要で、理解しやすく

なるかどうかに影響していると実感した。 

 

2.3 目標（１）「文型」や「表現（機能）」から出発するのではなく、「状況のなかで言語とコミュ 

ニケーションをとらえる」教育実践を理解し、実現する。についてどこまで目標を達成でき 

たか。 



 2.2.1 で見たように、たまご先生がオンライン授業に慣れてなったこともあり、「状況のなかで

言語とコミュニケーションをとらえる」教育実践について、十分にたまご先生同士で考えてのぞ

む余裕がなかったといえる。そのため、たまご先生は「状況」を引き出すために質問という形式

を多く取っていたと思う。それはあるたまご先生の 6月 12 日の振り返りで、以下のように述べら

れている。 

 

授業後の小林先生のお話で、一人一人の状況を質問で引き出そうとすると、学生にとって

は非常に答えづらく、質問ばかりという形式は、学生主体の中の教師の主体性が欠けてい

るのではないかというようなことをお聞きした。学生一人一人の発話(打つ)の意図や、気

持ち、状況を引き出す方法を、質問ばかりではない方法で考えていきたい。（6月 12 日(金)

資料.pdf :p.10） 

 

という反省にも表れていると感じる。これは、「どうしてですか」という質問が多く出されていた

ため、学生が「どうしてと言われても・・・」といった答えづらい状況を生み出していたのでは

ないかと考える。もちろん、学生の状況を探ることは必要であると思うが、「どうしてですか」と

何度も追求するような状況は避ける必要がある。リボイスや相槌なども⼗分に学⽣から引き出す
⽅法であるし、「どうしてですか」という直接的質問ではなく引き出す質問⼒を⽇頃から磨いてい
く必要があると感じた。そして、学⽣の「過去の経験」を引き出し、「現在の状況」と結び付けな

がら、本当に言いたいことを探って一緒に見つけていく姿勢が、グループディスカッションには

必要であったし、たまご先生がそれを実践できるためのデザインを意識する必要があると感じた。 

また、「話す」の授業でのことだが、Lesson13の「日本語で旅行ができるようになる。」という実

践の際の７月２９日の最後の振り返りでは、「空港から横浜駅（ホテル）までの行き方」について「空港

の案内所」で聞く時の表現を扱う際に、筆者は次のように振り返っている。 

 

一つ学生から出てよかったと思ったのは、「乗り換えが少ないのはどれですか」という表現

だ。その学生に聞いてみると、旅行に行く時は荷物が多いらしい。安く行きたいし、荷物

が多いから楽にも行きたいわけで、そう考えた結果、「乗り換え」に行き着いたようだ。す

ると、私もそうだという学生がいた。しかし全く同じわけもないので、その学生にも聞い

てみると、電車で乗り換えが多かったらバスで行くと言っていた。高いから電車のほうが

いいが、荷物が多いので仕方なくバスのようなニュアンスだった。この気持ちを学生から

聞けたことが良かった。ここで、もう少し話を展開し、ESSの表現にとらわれないで進めて

しまえれば良かったのではないかと、個人的には感じている。（7月 29日(金)資料.pdf） 

 

と述べている。ここでは、荷物が多いから乗り換えの少ないのはどうやっていく方法なのかを尋

ねたかったということがわかったが、もう少し掘り下げてみれば、荷物が多いのならば、ホテル

まで荷物を送りたいのかもしれないし、預けてから観光に先に行きたかったのかもしれない。そ

こまで聞かないと、学生が本当に言いたかった表現を見つけられなかったはずだ。「話す」チーム

の実践のデザインは、E S Sのシートでバリエーションを多く提示するという点に、とても重き

をおいた授業デザインだと感じた。そのため、グループセッションでたまご先生として筆者が関



わる際に、E S Sにとらわれ、E S Sの表現を学生と確認するといった取り組みをしてしまうこと

が多々あったように感じる。上記の lesson13もそうだったと思う。しかし、学生の「状況」を引

き出すには、E S Sにとらわれずに、学生の話すことばに寄り添い、対話を重ねていくと、学生が

本当に言いたいことが見えてくるのではないかと反省した。グループセッションでは、もっと学

生と対話し、本当の状況を話しながら見つけていく時間をとるデザインを考える必要があったと

思う。 

 今回最後まで、たまご先生同士が、「状況のなかで言語とコミュニケーションをとらえる」教育

実践とは何かを追求できたとはいえないと感じるし、筆者ももう一歩学生と対話ができればよか

ったと大いに反省する。 

 

3 １人ひとりの学習者にとって「＋１」になる活動を組み立て、実践する。はどこまで達成でき 

たのか。 

 

筆者は、７月１５日の振り返りで、「学生一人ひとりの状況合った活動というのは、学生に、言

えなかったことは何かと、何度も繰り返して聞いていくことなのか・・・それが学生自身の状況

につながっているのだろうか・・・」と疑問を述べている。学生が言えなかったことや言いたか

ったことを言えるようにすることは、確かに「＋１」のように感じる。実際、言えなかったこと

が言えたのは、学生にとって成果があったことだと思う。しかし、言えなかったのは、「どういう

状況だったのか」を学生から引き出し、本当に言いたかったことは、そういう表現を使うことだ

ったのかということを自覚してもらい、本当に言いたかった状況から見つけた表現を増やしても

らう必要があるのではないか。 

 

６月２６日の先生の資料に、「「状況の中でことばを使う」「私らしく表現する」は，「バリエーシ

ョンがある」とイコールで はない。」ということがあった。特に「話す」の授業になってから、

ずっと疑問に思っていた点である。「話す」のチームで「表現を増やす」という目標があったが、

それは、「バリエーション」を増やすということを意味しているのだろうか。また、「バリエーシ

ョン」とは何を持って「バリエーション」なのかがわからなかった。 

「話す」では、E S Sにたまご先生が考えた表現がたくさん載っていたが、言い方を変えただけ

のように感じる表現がいくつもあった。もちろん、自分の言い方だけではなく、いろいろな表現

方法があることを学ぶのはとても大切だと思う。しかし、「バリエーション」を増やすとは、こう

いったことを指すのだろうか。「状況のなかで言語とコミュニケーションをとらえる」につうじる

ことだが、学生の個別具体の状況を把握し、本当に言いたいことを捉えてこそ、言いたいことを

いうためには別の言い方があったということに学習者も気づくことができるのではないか。 

「打つ」の Line の授業でも想定される状況をたくさん考えた。「「誘う」際にどのような気持ち

があって誘うのかで誘い方が変わる」であるとか、「「断る」際に、単純に行きたくないからなの

か、行きたいけどいけないのか、面倒くさいから行かないのか」など、気持ちにはいくつもある

ということなどだ。しかし、これにも限界がある。もし、学生の個別具体を丁寧に聞いていく時

間を設けていれば、本当に学生が感じている気持ちを引き出して「＋１」の表現を見つけられて

いたかもしれないと感じた。目に見えてできたという「＋１」は見つけることが簡単だ。しかし、



学生の心の内を丁寧に一緒に探っていくためには、「どうして」の質問だけでなく、対話を重ねる

ことにより見出せる「＋１」がある。一人ひとりの学生に寄り添った対話、また、学生同士が話

ができる場を準備するといった活動ができていなかったと感じる。これは、学生同士も含んでい

る。よって、「＋１」の授業デザインも、最後まで十分に行えていなかったと感じる。 

 

4 （３）学期開始時に、各自で「私の目標」を立てる。はどこまでできたか。 

筆者が立てた目標は以下の①から③までである。 

①「状況から出発」し１人ひとりの学習者にとって「＋１」になる活動ができるような授業 

デザインをする。 

①に関しては、今まで述べてきた点と同様である。 

  

➁学習者が、「状況のなかででどのようにふるまうか」を自分の意志で決定できるような実践

を行う。 

 ②に関しては、本当に言いたかった内容が、あまり引き出し切れていなかったと感じる。

つまり学習者が自分の意思で決定できるような実践にはなっていなかったと思う。自分が

担当した Lesson6 に関しては、メールのルールを理解し、自分の状況に合わせ、今後自分

がメールを出す時に、いかすことができる内容になっていたのではないかと思っている。 

 

➂助け合いと学び合いを心掛ける。 

「打つ」チームは、主担当が案を考えるが、全てにおいて３人で助け合い、納得するまで 

話し合いを行って、目標を達成できる内容であるかをとことん話し合うことができた。 

自信を持って、やり切ったと言えるチームであった。 

「話す」チームは、「話す」チームの進め方を筆者は最後まで理解できておらず、前日のリ

ハーサルで、自分はどこまで意見を述べるべきか迷い終わってしまった。自分の役割は何

か把握し切れず、行動することができなかったと大いに反省する。 

 

2020 年春学期は、コロナ禍の影響で全てがオンライン授業となり、初めてオンライン授業実践を

考えることとなった。オンライン化の影響は大きく、今まで対面で当たり前とされてきた学生と

の対話も、顔を見ることができない状況であったり、音声回線がつながらず、チャットだけでつ

ながる学生がいたりといった想定外に対応することもたくさんあった。だからこそ、これからの

日本語教育を考え、この経験をいかし、同期と非同期をハイブリッドで組み合わせ、オンライン

をプラスとして使いこなしていく実践を模索していこうと感じた。実践前にたてた目標は、実習

生が協働で取り組むことを考えるとまだまだ達成できていなかった。これからも「状況のなかで

言語とコミュニケーションをとらえる」教育実践に取り組み、学生の学びに寄り添った実践を目

指したい。 
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