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Conference Program
Saturday, April 11, 2015
8:15-9:00

Registration & Breakfast

9:00-9:20

Welcome

9:20-10:20

Keynote Speaker: 新しいマーケティング・セオリー: 遠方の者より身近
な者を狙え!! [Marketing Your Language from the Inside out]
William Matsuzaki (St. Paul’s School)

10:30-11:40

Keynote Speaker: 留学における『イマージョン』の意味
[Immersion During Study Abroad: What Does It Mean?]
Dan P. Dewey (Brigham Young University)

11:40-12:40

Lunch

12:40-2:20

Presentations

2:30-3:30

Keynote Speaker: フィールドガイドを使った留学カリキュラム[Field
Guide in Study Abroad Curriculum]
Mari Noda (The Ohio State University)

3:45-5:15

Special Workshop: GPS ゲーム開発環境 ARIS の日本語教育での応用
[Bring Learners outside the Classroom: the Application of Augmented Reality
Place-Based Game Editor ARIS]
Shinji Shimoura & Kazumi Hatasa (Purdue University)
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5:30-7:00

Dinner
Special Guest: Kazuyuki Katayama (Consul General of Japan in Detroit)
Keynote Speaker: 全米における日本語教育の現状と課題 [Current Issues
in Japanese Language Education in the US]
Motoko Tabuse (Eastern Michigan University)

7:30-

Reception [Japan West Restaurant]

Sunday, April 12, 2015
8:30-9:00

Breakfast

9:00-10:40

Presentations

10:50-11:50

OATJ-Sponsored Session: 「つながり」の先に目指すカリキュラムの透
明性：次世代アーティキュレーションモデルの提案 [A
Next-Generation Articulation Model for Facilitating Curricular Articulation]
Mieko Kawai (University of Virginia)

11:50-12:10
12:15-

Closing

Lunch
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Schedule
Alumni Memorial Union (AMU), The University of Findlay
April 11 (Sat)

Time/Room
9:20-10:20

Multi-Purpose

Endly

Keynote Speaker:
1.新しいマーケティング・セオリー: 遠方
の者より身近な者を狙え!!
Marketing Your Language from the Inside out
William Matsuzaki (St. Paul’s School)

10:30-11:40

OATJ-Sponsored Session 1:
2.「つながり」の先に目指すカリキュラム
の透明性：次世代アーティキュレーション
モデルの提案
A Next-Generation Articulation Model for
Facilitating Curricular Articulation
Mieko Kawai (University of Virginia)

12:40-1:10

3.ストラテジーに基づく作文授業を受けた

4.日本留学におけるアメリカ人学習者の対

学習者と学習過程

話経験：留学前の言語能力とモチベーショ

Understanding Learners and Learning in JFL

ンは学習者の対話経験にどのように関わ

Strategy-based Composition Instruction

ってくるのか

Ying Liu (Ursinus College) & Zhini Zeng (The

Study Abroad in Japan:

Ohio State University)

Three American Undergraduates’ Interactional

A Case Study of

Experiences and its Relationships with pre-SA
Proficiency and Motivation
Hiromi Tobaru (The Ohio State University)

Time/Room
1:15-1:45

1:50-2:20

Multi-Purpose

Endly

5.学習者の多様なニーズに沿った上級のコ

6.キャリアに繋げる日本語カリキュラム：

ースデザイン

アイオワ州の場合

Designing Advanced Courses in Accordance

Linking Japanese Curriculum and Student

with Students’ Various Needs

Career: The Case of the state of Iowa

Ai Sukegawa & Sachiko Kondo (Oberlin

Yumiko Nishi, Eriko Ike & Brian

College)

Hagihara (University of Iowa)

7.米大学日本語プログラムにおけるネーテ

OAJT-Sponsored Advocacy Session 2:

ィブ話者誤謬の形成と影響

Advocacy and Support with the Japan

The Construct and Effects of the Native

Foundation

Speaker Fallacy in An U.S. University

Amanda Rollins (The Japan Foundation, Los

Japanese Language Program

Angeles)

Shinsuke Tsuchiya (The Ohio State University)
2:30-3:30

Keynote Speaker:
8.留学における『イマージョン』の意味
Immersion During Study Abroad: What Does
It Mean?
Dan P. Dewey (Brigham Young University)

3:45-5:15

Special Workshop:
9.GPS ゲーム開発環境 ARIS の日本語教育
での応用
Bring Learners outside the Classroom: the
Application of Augmented Reality
Place-Based Game Editor ARIS
Shinji Shimoura & Kazumi Hatasa (Purdue
University)

5:30-7:00

Special Guest: Kazuyuki Katayama (Consul General of Japan in Detroit)
Keynote Speaker: 全米における日本語教育の現状と課題 [Current Issues in Japanese
Language Education in the US]
Motoko Tabuse (Eastern Michigan University)
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April 12 (Sun)
Time/Room
9:00-9:30

North Multi-Purpose

South Multi-Purpose

11.教師力向上を図ったアイディア投稿サ

12.ビジネス日本語における社会言語学的

イト Mikke!の創設〜情報の共有とその重

側面の重要性の考察

要性の観点から〜

Thoughts on the Importance of

Website Mikke! for Sharing your Activity

Sociolinguistics Aspect for Business Japanese

Ideas –Sharing Information and Its

Sadatoshi Tomizawa (Ball State University)

ImportanceAya Okada (Purdue University)
13.日本語学習者のソーシャルメディア利

9:35-10:05

用に関する意識調査：デジタル世代の実状
と教室を繋ぐクラス活動を目指して
Connecting the Reality of Digital Natives with
Classroom: Survey on Japanese Learners’ Use
of Social Media
Yoshihiro Mochizuki, Yuta Mori (University of
Michigan)
10:10-10:40

14.「ドメイン」という概念と日本語文法ペ

15.日本語会話における聞き手に向けられ

ダゴジーでのその応用

た指差し・手差し（ポインティング）ジェ

The Concept of Domain and Its Applications

スチャーについての考察

in the Pedagogy of Japanese Grammar

Discourse-Pragmatic Functions of Hand

Guohe Zheng (Ball State University)

Gestures: An Analysis of Addressee Directed
Pointing in Japanese Conversation
Kenji Endo (University of Pennsylvania)

10:50-11:50

Keynote Speaker:
16.フィールドガイドを使った留学カリキ
ュラム
Field Guide in Study Abroad Curriculum
Mari Noda (The Ohio State University)
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Marketing Your Language from the Inside Out
新しいマーケティング・セオリー:
新しいマーケティング・セオリー: 遠方の者より身近な者を狙え!!
遠方の者より身近な者を狙え!!
William Matsuzaki
Harford Day School

As budgets get tighter and foreign language choices become more abundant for
students, it is important for Japanese teachers to advocate for their program so that students
may benefit from what we believe will give students a great experience. Ensuring high
quality teaching, creating various events to showcase students’ achievements,
communicating with the community, creating an exchange program, and serving the
community in various ways not only help give the students a great experience, but also
allows them to become a vital member of the school and community.
I tend to think of advocacy as an inside out process because what is happening on
an everyday basis is the most important part of this cycle. Word of mouth promotion gives
students who are in the process of signing up a great way of learning more about the
program. One of the activities that I do in my classroom that I shared at the conference was
the Photoshop speaking activity. I Photoshop my students’ faces in various pictures I find
on the Internet and use that as a starter for conversations. No matter how many times I do
this activity, I always have more than 90% of my students raising their hands. Getting the
students excited about learning is not only fun for me to see but also helps spread that
excitement throughout the community. Great teaching also should include relevancy to their
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everyday life, individual connections with the students, and using the target language as
much as possible in an appropriate way. As a non-native speaker, I continually try to update
my skills in not only the language, but the ever-changing culture. This helps bring
authenticity to the classroom and targets my students’ interests based on the current culture.
We are a K-12 independent school with three divisions; lower, middle, and upper.
We want to make sure that students and parents understand that it is one cohesive program.
With this in mind, we collaborate many activities, including a kindergarten trip.
Kindergarteners travel to “Japan” where they are engaged in activities that middle and
upper school students have created. This gives a memorable activity for not only the
kindergarteners, but also for the middle and upper school students. Our first group of
kindergarten students are now in the upper school and many still remember this very
activity.
At my school, we created the Japan Times, which includes articles from students,
alumni, teachers, administrators, parents, and exchange students. The parents are able to
learn more about the program and find out what graduates do with their Japanese education.
We originally printed the Japan Times and sent them to each family with a son or daughter
taking Japanese, but in an effort to be more “green” and to save money, we now send a
copy of the Japan Times to families in PDF format. The feedback for this has been great
and because we email it instead of printing it, the Japan Times can be completed free of
cost. The main goal of the Japan Times is for families to understand the progression from
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K-12 and what graduates are able to do with their Japanese.
We also hold a Japan Fair which not only gives students opportunities to
experience some authentic Japanese activities like kingyo sukui and rice ball making, but
also an opportunity for different groups to talk about their experience in the Japanese
program. We had high school students help run the stations and the connection that the
younger students made with the older students was an invaluable process as well.
Keeping the Japanese program alive in their head is an important concept in
advocacy. We try to spread our advocacy efforts throughout the year so that the
community’s connection with Japan is constant rather than only during a given time.
Exchange programs help students use the language outside of the classroom, whether they
travel to Japan later in their studies or they talk to one of the students from Japan at their
school. I talk to the students about the exchange program from an early age. By the time
they are ready to apply, they are quite eager to go and have already established some
relationships with some of the Japanese students who have studied at our campus. This is
one way that I bring relevancy to the American students. They are able to use the language
on an everyday basis outside of class, and they also have a goal that they can set for
themselves as they hope to be one of the ones chosen for the program.
Lastly, serving your school in different ways not only makes you a more vital part
of the community but also creates more opportunities to establish relationships with other
students and teachers. This not only brings more exposure to your program but will make
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your program harder to cut. It also gives you an opportunity to forge relationships with
students you normally do not teach and colleagues with whom you may not have interacted
before. Some examples of serving your community in greater ways is by becoming a coach
for one of the sports, a department chair, diversity coordinator, an administrator, or a
technology coordinator. You have so many talents that go beyond the walls of the Japanese
classroom that not only the entire school could benefit from, but in the end, will help you
develop a much stronger program.
Advocacy for me means creating the best experience for the students and the
community and highlighting it for the students. Word of mouth promotion is powerful and
sustainable. When the community hears the good that is happening from the students and
parents, they are more likely to be excited about the program.
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Immersion: Helping Learners to Use Japanese
in Study Abroad and Other Settings

Dan P.

Dewey

Brigham Young University

This paper is an attempt to describe some of the challenges of getting learners to immerse
themselves in Japanese through study abroad and other experiences.

In it, I will write about

problems that learners in my own research have encountered during study abroad.

I will also

give some specific suggestions for helping learners overcome these challenges.

Those

interested in reading further about my own research and the work of others I have drawn upon
can see the list of references at the end of this paper.
Study abroad is considered one of the best ways to learn another language. There are
often impressive benefits to living and studying in another country. Yet there are no guarantees
of success, and there are certainly some ingredients that will facilitate learning more than others.
To illustrate what can happen during study abroad and the role that various ingredients can play,
I will introduce three students who encountered vastly different experiences while in Japan:
Allen, Daniel and Haden (I am not using their real names to protect their identities).

After I

introduce these three students, I will write about individual variables that can contribute to one’s
learning in a variety of ways.

I will also write about program interventions and their influence

on learners’ experiences.
Table 1 provides basic information about Allen, Daniel and Haden—information that is
often thought to be important for language learning, in particular, in a study abroad setting.
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Allen was accustomed to traveling abroad and reported that he loved learning about other
languages and cultures and that he felt learning Japanese would complement his previous
language learning experiences.

Daniel was a quiet learner who started learning Japanese

because he met his college Japanese professor at a college major fair and thought it would be fun
to take classes from her.

While he had never been abroad or studied other languages before, he

had grown up with Spanish speaking friends and neighbors and said he was interested in other
cultures and not afraid to experience new things. Haden took Japanese because he needed to
fulfill a university language requirement. His experience with other cultures was, in his own
words, “limited to eating out.”
Based on the limited description of the three students provided here, a person might
suspect that Allen, an extrovert, had the best experience learning the Japanese language and
culture because he had been abroad before, would not be overwhelmed by cross-cultural
differences, and would be comfortable interacting with the Japanese.

One could also guess that

Haden did the best because he was in a homestay setting, where he would be expected to use
Japanese a lot with the host family and to learn about culture by observing and being taught by
native Japanese.

However, accurate predictions are not possible with this data alone.

Deeper

analysis is necessary before we can understand the learners’ experiences and determine what
contributed most to their success.
The predictions about two of our individual learners (Allen and Haden) prove to be
problematic because these two learners experienced challenges typical of study abroad
participants. For example, although Allen was an extrovert, and we might therefore expect him
to speak to lots of Japanese people, he felt it was very difficult to find Japanese people to talk
with on a regular basis. In his previous experience abroad, he had been in a homestay program
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in Germany, and without having the homestay setting to help him out in Japan, he felt at a loss in
terms of how to make friends with Japanese people. My own research indicates it is typically
difficult for learners to meet and make new friends to speak with while abroad, whether in
Japanese, Arabic or Russian.

Learners’ lack of understanding of cultural practices can make it

difficult for them to know appropriate and meaningful ways of meeting and getting to know new
people.

Some students even have difficulty making new friends in their own language and

culture.
Along with Allen’s difficulty making new friends came a struggle with reconciling his
extroverted nature and the strong desire to speak with others with his linguistic limitations and
his limited number of Japanese conversation partners.

Allen had such a strong desire to speak

with others that he ultimately spent much of his time speaking English (his native language) with
other learners of Japanese within his same program rather than Japanese with local natives.
Allen also commented that he had a need to “bond with the bros” and that it just felt good to
speak with them all in English.

He also excused his turning to native speakers of English,

stating that “the Japanese just aren’t open to us.”

In short, Allen’s desire to socialize and his

frustration over difficulty making friends with native Japanese led him to speak English often
and to spend his time with non-Japanese. This tendency to form “islands” of speakers of the
same native language participating in the same study abroad program has been well documented
in previous studies.
In contrast to Allen, Daniel (an introvert) noted that his program provided lots of
opportunities to meet new people and gave many good ideas for becoming acquainted with local
Japanese.

In fact, they provided speaking partners for the learners for two hours per week and

required that they speak Japanese an hour a day outside of class.
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They also had them write two

times a week in Japanese about the social interactions they had outside of class. Daniel ended
up making the greatest gains in terms of language proficiency of the three learners (from
Intermediate Low to Advanced Low) and had several close Japanese friends by the end of his
stay. He attributed his social success to the support he received from his program (introducing
new people to him, requiring him to speak Japanese daily, following up on that daily speaking,
providing support and encouragement when speaking with native Japanese didn’t work out as he
planned, etc.).
Haden was in a homestay setting, but his experience with the host family was not an
optimal one.

Haden described the host parents as being “old-fashioned,” “not understanding,”

and “too Japanese.”

Haden had limited Japanese, but he desperately wanted to speak with

others in the language.

He decided to “target” people his own age and eventually met a

Japanese girlfriend with whom he spoke Japanese every day.

Since he wanted desperately to

talk to people, he focused on learning how to say everything he wanted to say in Japanese and
learned the vocabulary to do it.

Unfortunately, his grammatical ability and pragmatic

knowledge did not match his vocabulary expertise. He communicated with his girlfriend and
others using a combination of his broken Japanese and their broken English.

He spoke with

great confidence to those around him and at a fairly “fluent” pace, but most Japanese simply
smiled and politely pretended to understand. He would aggravate his host mother by returning
too late and, due to the tension between him and the family, he would go to his room as soon as
he returned home and would speak very little to host family members.

Problems such as these

are not unheard of—learners report conflicts with host families and cocooning in their own
bedrooms in studies of Russian, French, and even Japanese.
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One important factor that both Allen and Haden’s experiences highlight is the importance
of positive social interactions in one’s day-to-day life.

While language learning is an important

goal and is often seen as the biggest benefit of study abroad, positive social interaction is an
important human need that needs to be taken into account in any experience.

Research on

social interactions highlights the important role of social belonging in the learning process.

In

his 2013 book Social: Why Our Brains Are Wired to Connect, Matthew Lieberman reviews a
myriad of brain scan and other studies that demonstrate the existence of social pain—pain that
largely activates the same regions of the brain that physical pain activates.

This pain is caused

by being rejected by others, not having a sense of belonging, experiencing socially
uncomfortable situations, etc.

Lieberman substantiates the claim that this social pain can inhibit

cognition, decreasing working memory capacity and limiting one’s ability to learn.

In contrast,

long-term positive effects can be seen when learners are exposed to or experience first-hand
positive social interactions.

Lieberman asserts that one reason schools underperform is their

tendency to dampen social interaction: “Schools typically take the position that our social urges
ought to be left at the door, outside the classroom.

Talking, passing notes, or texting one’s

classmates during class are punishable offenses.” He continues to argue that “Our social hunger
must also be satisfied, or it will continue to be a distraction precisely because our bodies know it
is critical to our survival.”

Connecting this research with study abroad, learners living in

Japan will naturally thirst for positive social interactions.

If they cannot have such interactions

with native Japanese, they might seek them with speakers of their native language, limiting their
amount of exposure to Japanese language and culture.

In short, it is important to promote as

many positive social interactions between learners and native speakers of Japanese as possible in
order to foster language learning during study abroad.
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Research has shown that pre-departure preparation can be highly beneficial to learners
studying abroad.

In particular, my own research suggests that helping learners prepare for

cross-cultural differences in advance by discussing these differences and then encouraging
learners to think about how they would deal with these differences in specific scenarios while
abroad can be beneficial.

While it can be beneficial for learners to understand and discuss

cultural differences, it can also be equally beneficial to encourage strategies for coping with the
feelings associated with being overwhelmed by these differences.

One example seen in some

of our own training draws upon the notion of taking one’s “peanut butter” abroad and pulling it
out when needed.

Madeline Ehrman, an expert in the psychology of language learning and a

consultant in my own research, suggests that learners going abroad take with them an item that
reminds them of home which provides something nostalgic that feels comfortable and
reminiscent of home life, such as peanut butter.

Her research and my own suggests that

occasionally being able to draw upon something from home to momentarily escape the stresses
of dealing with the cross-cultural differences can provide a release valve that allows learners to
recharge and be mentally more capable of going back to these challenges.
One additional aspect of pre-departure training is to familiarize learners with some of the
common reactions and practices of learners studying abroad.

For example, program directors

can inform learners of the tendency to socialize with native speakers of their own language,
common reactions to rules placed by homestay families, the tendency to cocoon into one’s
bedroom and study or glue themselves to the Internet rather than socialize with homestay family
members or others, and so forth.

Making learners aware of these tendencies in advance can

prepare them with strategies for avoiding these pitfalls.

Having learners set goals and then

recognize potential obstacles for these goals as they hear about common behavior of study
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abroad students can be highly beneficial.

In one of our studies, a learner had firmly established

that she would reach Advanced or better on the ACTFL OPI scale through getting out and
speaking to at least two native Japanese for 30 minutes or more a day.

She had carefully

thought through the obstacles discussed during orientation and had added the specific goal of
speaking to two or more natives per day with the intention to record these interactions in her
journal at the end of the day.

She also requested that her mother follow up and ask about these

interactions in each of her phone calls and email messages so that she would remain accountable
for her goals.

These specific goals set during orientation helped her to maintain regular

interactions with the Japanese and to eventually achieve Advanced-Mid by the end of her year
abroad in Japan. Her example illustrates how orientation with some focus on preparing one’s
mind for challenges that will be encountered during time in Japan can be beneficial to learners.
In-country support for learners studying in Japan is another critical variable that can
contribute to success.

In the experience of my research team, it is important to be aware of the

challenges learners are experiencing and to provide support to help them get through those
challenges.

Programs can get a sense for what learners are experiencing in three ways: having

them write their experiences in journals, meeting individually, and meeting with groups of
students on a regular basis.

Study abroad directors and/or Japanese educators at home or

abroad who have an interest in seeing learners succeed in Japan can read journal entries written
by students and respond in supportive ways (providing cultural explanations, suggestion for
coping with challenging circumstances, etc.).

They can also speak individually with students

during their time abroad (face to face or via the Internet) to ask about their experiences and
provide similar support.

Finally, programs can have learners meet as groups and discuss

questions and challenges together.

This can allow students to hear about others’ challenges and
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learn how they cope with those challenges.

It can also help them to understand that they are not

alone in dealing with similar cross-cultural or other difficulties (homesickness, the desire to
speak in their native language, etc.).

In short, the better program directors, language

instructors, and others understand each learner’s concerns and experiences, the better they will
be able to provide support useful for navigating these experiences.

In my own experience,

programs that allow learners to share challenges, validate these challenges, and provide support
for navigating them, typically see more success among their learners than those that do not.
Other than pre-program orientation and in-country support of individual learners, there
are several other means that programs can use to promote learner success in Japan.
the homestay experience of Haden earlier. Haden’s experience is not unique.

I described
It appears to

take considerable effort by a study abroad program to maximize the benefits of the homestay
setting.

Of the five programs I have studied in Japan where all learners are in homestay

settings, the most effective program had a practice of working carefully to build and maintain a
solid group of host families over time.

Extensive training of both the host families and the

guest students occurs and facilitates strong expectations both for host families and for students.
Families hold meals at regularly agreed-upon times, and learners participate in these meals
unless other arrangements are made in rare circumstances.

Host families meet each other and

participate in socials and other events where they are able to see students present in Japanese and
to meet their Japanese teachers.

In short, the program strengthens connections between the

program, the learner and the host family through orientations, follow-up activities, and regular
communication.

When new families are recruited, they are able to meet with more veteran host

families and to draw on these families as a resource when they have questions or challenges.
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One relatively unknown method of helping learners with the study abroad experience is
the use of bio-feedback.

Stress can have a significant negative impact on the learning of

individuals when it reaches levels that are difficult for them to manage.

In a recent study, my

research group has experimented with teaching learners to monitor their own stress levels by
taking their heart rate and blood pressure at regular intervals.

If these bio-signs are higher than

usual, the learners are encouraged to think about what might have made them climb and to set up
plans for better coping with the stress when needed. Learners are also taught how to use
breathing exercises or meditation to decrease their stress levels. As their bio-signs improve,
they are typically more capable of studying effectively and of interacting with local native
speakers.

Learners have commented that taking deep breaths and exhaling slowly has helped

them to be less tense about their experiences learning and speaking the target language.

While

there is some variation in how such deep breathing can occur (multiple methods can be found in
a simple Internet search for “deep breathing and stress reduction”), it appears that there is some
benefit both in terms of stress reduction and academic performance for a number of methods.
In short, encouraging learners to become better aware of the influence of circumstances on their
physiology and stress levels appears to be an effective way of helping them cope with potentially
stressful cross-linguistic and/or cross-cultural situations.
There are likely many other ways of effectively promoting immersion learning through
study abroad. In my nearly twenty years of researching the study abroad experience, I have
found that most learners will typically make some linguistic gain although these gains can vary
drastically.

Much of this gain can be influenced by the characteristics of individuals, but as the

stories of Allen, Daniel and Haden illustrate, not all achievement is a matter of individual
characteristics alone.

Programs can have a positive influence on learners’ growth by
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implementing some of the strategies described in this paper so far.

There are undoubtedly

many more effective methods that could be added to what has been described here.

Overall, my

impression is that helping learners be self-aware is an important ingredient. This can involve
teaching them about differences between Japanese culture and their own, which can make them
more cognizant of their own common behaviors and of differences they will likely encounter in
Japanese behavior.

It also involves allowing them to express their own frustrations and

providing strategies for coping with these frustrations—strategies that can help them cope with
their own feelings and ideas and that can serve as tools for behaving in ways that are culturally
appropriate.

Learners can be taught to set goals, to recognize and monitor their progress toward

those goals, and to revise their goals as needed to be realistic and doable yet appropriately
challenging.
In conclusion, it is important to understand common behavior among study abroad
participants, to recognize when these and other behaviors occur among one’s own learners, and
to provide tools that can help learners meet linguistic, cultural, and emotional challenges that will
occur during their time studying abroad in Japan.
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Table 1: Attributes of Three Learners of Japanese in Japan
Personality

Japanese
Studies

Allen

Extrovert

Two years

Daniel

Introvert

Two years

Haden

Extrovert

One
semester

Language and
Culture
Background
Lived in
Germany one
semester;
traveled to
France for two
one-week trips;
spoke German
and French
Never been
abroad; spoke
no other
languages but
grew up
around many
native Spanish
speakers
Never been
abroad; Spoke
no other
languages and
knew no one
who spoke
languages
other than
English prior
to college
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Age

22

Living
Arrangements
while in Japan
Apartment by
himself

19

Dormitory with
other
international
students

21

Homestay
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Current Issues in Japanese Language Education
Motoko Tabuse
President, American Association of Teachers of Japanese
Eastern Michigan University

1. USA and World Enrollment Data: ML and JFLA Survey Results
According to the MLA 2015 publication, there are 66,740 Japanese language learners at the
college/university level in the United States. Enrollment surged in 2002-2006 and peaked in
2009. Since 2009, enrollment in all language studies except Korean, American Sign
Language, and Chinese, has steadily declined.

On the average, the enrollment in language

studies decreased by 6.7 %.
The enrollment data published by the Japan Foundation Los Angeles (JFLA,
hereafter) in 2012 determined that the total number of students studying Japanese in 2011
was 155,693—this should be contrasted to the MLA data mentioned above which focused
solely on college level enrollment.

Interestingly, JFLA determined that more students are

studying Japanese at the secondary level than at the college level.

I am anxiously awaiting

JFLA’s 2015 update to this survey to confirm this trend.
The Japan Foundation’s survey identified an interesting trend regarding the profile
of Japanese language teachers in the US—a significantly higher % of Japanese native
speakers. In recap, overall trends are: (1) that Japanese language enrollment is down at the
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college level; (2) Japanese language enrollment in secondary school is very high, and (3)
Japanese language educators are more likely to be native Japanese speakers.

2. American Association of Teachers of Japanese (AATJ)
As of March 20, 2015, AATJ has 24 official affiliates (please see
www.aatj.org/affiliates-overview for more details). Many affiliates have successfully
promoted articulation and joint activities between teachers at K-12 and college levels.
One good example is OATJ (Ohio Association of Teachers of Japanese) and JTAM
(Japanese Teachers Association of Michigan). OATJ and JTAM work with each other
regionally. OATJ members recently participated in a workshop by Yo Azama sensei, the
2012 ACTFL Teacher of the Year, organized by JTAM at Eastern Michigan University.
Given the statistics on enrollment, it is important to talk about AATJ and its
members. As you may know, the AATJ is the result of a merger. In 2012, the Association
of Teachers of Japanese (ATJ), which consisted of mostly college level members, and the
National Council of the Japanese Language Teachers (NCJLT), which consisted of both
K-12 and some college level teachers, merged to form AATJ. The structure of the resulting
AATJ incorporated the local affiliate structure of the former NCJLT. AATJ now includes
college-level members at the local affiliate level to promote articulation between K-12 and
college levels.
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As of March 2015, AATJ has a total of 1032 members. AATJ membership is
renewed annually on a calendar-year (i.e. January-December) basis. AATJ membership is
$40 per year;

$15 per regular member and $10 per student member is shared with that

member’s local affiliate to empower local affiliates.

However, membership tends to jump

significantly at the beginning of the school year, in either late August or September, and
again before the annual conference of the American Council on the Teaching of Foreign
Languages (ACTFL) in November.

3. AATJ in the Global Network
There is a worldwide association called the Global Network of Japanese Language
and Education (GN, hereafter), whose aim is to promote Japanese language education
throughout the world. AATJ is a member organization. As of today, Japanese teachers’
organizations in the following countries form the GN: China, Korea, Taiwan, Hong Kong,
Indonesia, Australia, Japan, Canada, Europe (including Italy, France, Germany, and
England) and the USA. The GN has many activities including worldwide networking. The
J-GAP project is an example where GN members work to establish global standards for
Japanese education. A global logo contest and a bi-annual conference—Bali, Indonesia in
2016 and Venice, Italy, in 2018—are also among many activities of the GN.
GN participants admire AATJ for its staff (Executive Director and Assistant
Executive Director), its membership at the full range (Kindergarten through College level)

30

of both educators and students as well as its corporate members, its Bridging Scholarship
program; its national examination (NJE), its two national conferences—AATJ/AAS spring
conference and AATJ/ACTFL fall conference, and its internationally known academic
journal, to name a few.
4. Challenges
Japanese language education faces many current and future challenges including
declining enrollment, particularly at the K-12 level, aging Japanese educators, decreasing
tenure positions at the college level, increasing college costs, and increased reliance on
community colleges. We, at AATJ, are trying to deal with these issues at a national level.
However, each of us needs to think about what AATJ, your local affiliate, and you
individually can do to deal with the issues.

Additional issues include the accreditation status of Hoshu-ko/Saturday school programs,
which may limit Japanese students’ access to Advanced Placement (AP) options that are
available to fully accredited programs.

As many of you already know, more and more

state governments are now requiring the state-funded colleges and universities to accepted
AP scores of 3 or higher. Rapidly changing technology is an issue for everyone.
5. Activities to cope with challenges
5-1: Advocacy and collaboration
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Decreasing enrollment faces unique challenges including continued revenue
sharing, advocacy at the local and national levels, and collaboration with Japanese
consulates, chambers of commerce, and Japanese companies.
For example, at the national level, AATJ has successfully established
contacts with the Japanese Embassy in Washington, D.C. and the Ministry of
Foreign Affairs in Japan. Minister Masato Ohtaka from the Japanese Embassy came
to talk about our on-going collaboration and mission at the AATJ/AAS spring
conference held in Chicago, IL, in March 2015.
5-2: Need to nurture next generation teachers and leaders
It is inevitable for veteran Japanese teachers to eventually retire. A younger
generation of teachers/leaders is needed to sustain Japanese language education in
the US. To cope with this issue, AATJ recently hosted a leadership training
workshop with the JFLA in Texas during the 2014 ACTFL/AATJ fall annual
conference. Each affiliate sent a new leader to network and learn ways to lead their
affiliates into the next generation.

5-3: Number of tenure-track and full-time lecturer positions at the college level
The current trend in colleges and universities across the US is that when a
tenured or tenure-track professor retires, that position is replaced by a full-time

32

(non-tenure) lecturer position or several part-time adjunct lecturer positions.
Non-tenure positions have less opportunity to participate in the decision-making
processes and less opportunities to determine the direction and future of educational
programs. This has been negatively influencing the number of graduate programs,
particularly doctorate programs, throughout the country including Japanese
language programs. Thus, we need to advocate to administrators and the community
about the benefits of learning Japanese. Multi-level and multi-discipline
collaborations – for example between AATJ’s local affiliates, community, and local
business establishments as well as between Asian studies programs and Japanese
language programs – will become crucial to deal with this issue.
5-4: Cost of higher education
The rising cost of higher education is a national issue. Some jurisdictions
have experienced a 75% increase in tuition in just the last five years. As the result,
students are tending to go to community colleges to cut costs. Japanese language
courses at many community colleges are taught by part-time faculty members who
may not be AATJ members or local affiliate members. AATJ is aware of this
trend. The former ATJ had a Special Interest Group (SIG) for community college
educators. However, that SIG is inactive due to lack of interest. That SIG needs to
be revived to promote articulation among high schools, community colleges and
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four-year colleges to aid transitions for Japanese language learners throughout the
education hierarchy.
5-5: Advanced Placement (AP) Japanese
Although more and more state governments are requiring state-funded
colleges and universities to accept AP scores of 3 or above, many US colleges and
universities do not accept AP Japanese exam credits.

In fact, the AP Japanese

Exam has the lowest acceptance rate among all 34 AP subject exams in 2014. Most
college departments who accept European language AP credits do not grant AP
credits in Japanese.
In 2014, I conducted a small-scale survey study of 200 College Board
targeted universities—the top 200 universities’ admissions offices that receive the
AP scores. Of the 200, 127 universities offer Japanese; of those 127, only 73
universities accept the AP Japanese language and culture exam credits. The reasons
are many, but one commonality surfaced: Japanese faculty members’ positions tend
to be full-time or part-time (non-tenured) lecturer positions. The second issue is that
many Hoshu-ko or Saturday programs cannot easily obtain school codes so students
from these programs cannot take the exam at their schools.
However, with the increased cost of higher education and the number of
state governments that require state-funded colleges and universities to accept AP
scores, the number should increase. The number of AP Japanese language and
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culture exam takers has reached over 2500 in 2015 indicating an 11% increase
compared with 2014. Recognizing this trend, the College Board and JFLA has
expanded the financial support to attend a one-day workshop at the ACTFL/AATJ
fall conference from high school teachers to include college and university level
teachers (for more information, please visit “AP Central Japanese Language and
Culture” site).

6. Future of AATJ
6-1: Technology issue
Rapidly changing technology is an issue for everyone, but the Japanese
language and culture educator need to be ready for online courses such as the
Massive Online Offered Courses (MOOCs) where anyone can take courses offered
by professionals from top universities such as Harvard and MIT for free.
At the 2015 AATJ/AAS spring conference, Dr. Shigeru Miyagawa of both
MIT and the University of Tokyo presented an excellent keynote presentation on
Open Education and MOOCs. Minister Masato Ohtaka from the Embassy of Japan
presented an interesting and insightful follow-up discussion.

In summary, we are

in an era where anyone can receive great lectures online conducted by MIT and
Harvard professors for free. This is both exciting and somewhat scary for many of
us as educators. We can have students with little or no knowledge of a subject
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matter and students who have taken online courses in soon to be developed
Japanese

MOOC

programs

most

likely

targeting

the

AP

level

(i.e.,

Intermediate-low/Intermediate-mid using the ACTFL proficiency scales). AATJ has
published an interview series via newsletters to inform its members about the
MOOC as a first step (for more details, please see AATJ newsletters 2014
September and November issues and 2015 February and May issues at
www.aatj.org/newsletter).

The next step is to offer opportunities, for example,

pre-conference AP one-day workshops, to think about ways we can integrate
MOOC programs into our classrooms to enhance our students’ education.

This

effort should include ideas of flipped courses, blended learning, differentiated
instruction, etc.

AATJ considers this an important part of its future agenda.

6-2: Empowerment of affiliates and collaborations with organizations and
agencies outside of Japanese language education
We all know the importance of strong affiliates. Affiliate presidents should
have recently received a message from JFLA about the Japanese-Language
Education Project Grant which provides financial assistance for projects which
promotes Japanese language education on the national/state/regional levels. We
strongly encourage your affiliates to consider exciting activities that would further
empower teachers and students of Japanese language in your area.
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We also know the importance of establishing and maintaining good
relationships with the local consulate general of Japan. In Michigan and Ohio, we
have been blessed to have a very supportive Consul such as Dr. Katayama from the
Consulate General of Japan as well as great business organizations in our area.
However, not all affiliates are as lucky as we are. So AATJ began our endeavor to
promote the importance of our activities to the Embassy of Japan and the Ministry
of Foreign Affairs (MOFA) in Tokyo. We are very proud to report that we have
successfully established communication lines with the Embassy in DC and MOFA
in Tokyo. We will continue to work with them as well as with Japanese Consulates
and business establishments to keep them informed of our issues and request their
support.
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フィールドガイドを使った留学カリキュラムi
Field Guide in Study Abroad Curriculum
野田眞理
Mari Noda
オハイオ州立大学
Ohio State University

はじめに
留学中の言語学習者による言語使用には、国内学習ではない利点もある一方、留学中である
ための課題も指摘されている。留学プログラムのカリキュラムでは、授業中の言語学習と、授業外
の実地の言語使用をどのように連携させるかがキーポイントとなる。本稿では、授業外の言語使用
の機会を増やし、さらに授業内の学習を授業会の言語使用とどのように連携できるかに焦点を当て
る。その手法の一つとして、 現在制作中の留学生のためのフィールドガイド、『アクション！ジャ
パン—アクション！ガイド』（以後『アクション！ガイド』）を取り上げる。
このフィールドガイドは２０１３年と２０１４年の２年間、国務省の Critical Language
Scholarship インスティチュート (CLS) を２年間にわたり、中国、日本、韓国の７カ所で展開した
際に制作し、２０１４年に使用した中国語版の『体演日誌』と日本語版の『アクション！ジャパン』
を基にしている。CLS では都市限定型だったが、本稿で取り上げる『アクション！ガイド』では 日
本のどこでも使用できるように一般化されている。『アクション！ガイド』には２種類のタスクが
掲載されている。一つは「アクション！」とよばれ、これは教室で学んだことを教室外の様々な場
面で実践に使うタスクである。もう一つは教室外で地域の人が日本語を使っている様子を観察する
パフォーマンスウォッチである。以下、対象言語使用という観点から、留学の環境を見直し、『ア
クション！ガイド』制作の背景、目的、内容、使い方を述べていく。

留学の意味
留学ということばを大辞林で調べると、
「他の土地，特に外国に在留して学ぶこと」とある。
国内留学という可能性もあるわけで、この点では留学と Study Abroad は同一でないことが分かるが、
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基本となっている要素が３つある。つまり、自分のホームベースではない場所に行くこと、しばら
く留まること、そして学ぶという目的があるという３点である。もっと具体的に言うと、まず留学
の目的にはホームベース（第一カルチャー＝”C１”）にいては体得できない学術や技術、思想、（言
語行動を含む）生活習慣などを学ぶ、あるいはホームベースで体得できるレベルを超えたレベルの
技能を身につけるという目的があるといえる。次に、ホームベースを離れた場所、つまり第２文化
圏、C２（多くは国外）に留まるという第２の要素だが、だれかに連れて行かれた結果や、外国人と
して生まれたから C２にいるのではなく、C２に身を置くことに本人の意思が絡んでいる。第３の要
素は学ぶことであり、布教や啓蒙、営業、外交活動は留学で行うことではないということになる。
外国に住む派遣駐在員、外交官、宣教師などは、留学しているのではないということになる。同様
に、JET プログラムなどで日本に滞在するのも留学とは言えない。ii
留学することの重要性はどこにあるのだろうか。「百聞は一見にしかず」ということばがあ
る。どんなに人から話を聞いていても、自分の目で見ることに比べればその話は不確かなものだと
いうことだが、このことばを、インターネットなどの情報通信が発達した２１世紀風にアップデー
トしたとすると、「百見は一行にしかず」となるのではないか。つまり、どんなに聞いたり、見た
り、読んだりしても、たった一度でも体験し行動することに比べれば取るに足りないというわけで
ある。留学は正にその体験、行動の機会といえる。新しい場所で新しい経験をすることは、個人の
発達に大きく影響する。新しい見方を知り、技術を磨き、新たな情報に触れることにより、新たな
自分に気づき、新しい視点が養われる。さらにはそのような新しい考え方を自国に持ち帰り、国家
形成に寄与することにも繋がってくる。
歴史を遡ると、９世紀の初め（804 年）、日本の僧空海や最澄が今の中国、唐に留学してい
る。３０歳の空海が実際に長安に滞在したのはわずか２年足らずだが、多くの教典を持ち帰り、真
言宗を開いている。それから１０００年あまり後（1871 年）、６歳の少女、津田梅子がアメリカに
留学、１１年後に帰国した梅子は、再留学の後、1900 年に女子の高等教育機関を設立している。梅
子が最初の留学から帰った２年後、22 歳の軍医として４年間ドイツに留学したのは、後の明治の文
豪、森鴎外だ。逆に日本に留学し、結局日本に帰化した著名人には、作家の P. ラフカディオ・ハー
ン、後の小泉八雲がいる。新しいところでは２２歳で日本に留学し、その後アファンの森などの活
動を通して日本における自然のありかたを問い続ける作家、C.W. ニコルがいる。もちろん、留学し
た人が全て歴史に名を残した訳ではないものの、留学は人生を大きく変える投資と言って差し支え
ないだろう。
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留学の形は千差万別だが、『アクション！ガイド』のようなフィールドガイドが役立つと考
えられる留学プログラムの形態には、次のような特徴が考えられる。まず、カリキュラムに沿った
活動を行うプログラムであること。フィールドガイドのタスクはただタスクを行えばいいというも
のではなく、その後のフォローを含むものである。活動後の振り返りの部分では日本語教師の介入
が重要となる。また、フィールドガイドを使う留学カリキュラムは、語学研修を重要視しているこ
とを前提としている。語学研修が最重要課題でなかったとしても、言語の授業があることを想定し
ている。多くの場合、ホスト校が場所や人的支援を提供しているプログラムが考えられるが、学生
の所属校の教師が、遠隔で行う場合も含められる。筆者が行った例では、日本に数週間滞在した学
生が個別学習のコースを履修し、その枠内で日本滞在中『アクション！ガイド』を使ってタスクを
行った。タスク後の報告は全てコースのサイトに提出し、筆者が担当教官として提出された報告に
目を通し、フィードバックを与えた。
留学の長さは、７〜８週間から一学期、長くて１年という期間を想定しており、２週間程度
のスタディツアーは含まれていない。超短期プログラムでは、見聞、交流という意味では非常に有
意義なものが多いが、言語学習を目的としていないからである。同伴する大人が日本語教師ではな
かったり、学生自身が日本語を使って交流する場面が少なかったりするためである。もっとも、国
内学習の総仕上げ的に、学んだことを日本に行って実際に使ってみようという目的のものであれば、
短期ツアーでもフィールドガイドの使い道はあるだろう。前述の遠隔使用もその例である。
最後に、留学は、文字通りある場所に留まって学ぶことである。留学期間中に多少の旅行期
間があったとしても、基本的には一カ所に留まってその地域内での活動、交流をするプログラムで
こそ、フィールドガイドが活かされると考える。
次に、留学期間中の言語習得に関して、今までのどのようなことが分かっているのかを検証
してみよう。

留学と言語習得
留学プログラムに応募する学生が期待するのは、言語を使っている環境に浸ることによって
自分の言語能力を大きく高めたいということであろう。しかし、留学中の言語習得に関する研究で
は、留学と言語習得は必ずしも相関していない。留学中の言語習得は、本国での言語習得より幅が
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あると言われている。非常に上達する場合もある一方、同じプログラムでも本国で勉強するほど上
達しない場合もあるということである (Barron, 2006; Shevely, 2011; Dewey, 2004)。また、多くの留学
プログラムの目玉と考えられているホームステイも、必ずしも言語の上達に寄与しないという報告
がされている (Rivers, 1998; Wilkinson, 1998)。ホームステイについては、時間軸によっても留学生の
意識は変わり、「すばらしい」と思ったホームステイ家族にがっかりしたり、「だめだ」と思った
関係が改善されて、結果的には実のある経験になったと感じることも報告されている （Diao 他,
2011）。とはいえ、留学は言語の流暢さという点では役に立つようで (Diaz-Campos, 2004; Freed, 1995)、
とくに、日々のルーチン化された場面はうまくこなせるようになることが分かっている (DeKeyser,
1986, 1991; Rivers, 1998)。
周りで絶えず対象言語が使われている社会環境に身を置く留学生は、絶えずその言語を使う
と考えがちだが、実は留学中の対象言語使用は必ずしも多くないという報告もされている (Frank,
1997; Isabelli-Garcia 2006; Iino, 2006)。これらの異なる結果は個人差によるものなのだろうか、それと
もカリキュラムによるものなのだろうか。デユイー他による研究では、対象言語の使用量を予測す
る最大の要素が個人差ではなく、プログラムであるという結論を出している (Dewey et al. 2014)。こ
の研究報告を詳細に見てみると、調査資料としてスペイン、メキシコ、フランス、ロシア、中国、
エジプトの６つの言語環境での留学プログラムの参加者１１８人に、プログラム中盤で一週間、毎
日どこでどのような形で対象言語を使ったかを記録させた。そこから対象言語（L２）の使用量を割
り出し、L2 使用量とプログラム、異文化センシティビティテスト、プログラム開始前の OPI、パー
ソナリティ、ソーシャルネットワーキングの度合い等の関係を調べた。すると、L２の使用度を予測
する要素として一番強いのがプログラムそのものだった。さらに、プログラム要素が考慮された状
態では、 性別、パーソナリティ、社会的な変数は L２の使用度を予測できない一方、高年齢ほどイ
ンタラクティブなＬ２使用が多いという結果がでている。ただし、この研究の参加者は２０代の大
学生の年齢なので、子供と大人、あるいは若い成人と高齢者を比較したというわけではない。調査
対象となった６つのプログラムは全て８週間から１５週間というであり、これが一期間年になると
どうなるか、また、プログラムの初期、中期、後期で L2 使用度がどのように変化するかは今後の研
究に委ねられる。
６つのプログラムごとの L２使用時間はかなり異なっている。一週間の使用時間が最も多か
ったカイロのプログラムでは、全体で平均 62.2 時間となっている。これに対し最も少なかったパリ
ではそのほぼ半分の 32.8 時間である。授業外はもちろん、授業内でも、パリのプログラムでは一週
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間に平均 2.2 時間しか L2 を使っていない。さらに、聞く、読むなどのレセプティブスキルでは、カ
イロの学生が平均 19.2 時間 L２を使っているのに、パリの学生はその半分以下の 7.5 時間となって
いる。
プログラム間の相違として、影響があるかもしれない要素はいくつか挙げられている。第一
に、カイロのプログラムでは授業外に毎日２時間母語話者と過ごし、その後授業でそのフォローを
することが必須となっていた。逆に、それが必須でなければ、学生が自ら率先して L２を使用する
とは限らない、むしろ使わないと考えた方がいいとも言える。カイロに次いで L２使用時間が長か
ったメキシコのプログラムでは、授業外にボランティア活動を定期的に行わせていた。これも、授
業外の L２使用が必須としてプログラムに組み込まれていた例である。L２使用時間が最も少なかっ
たパリでは、フィルム、や文化のコースが英語でオファーされており、毎日数時間は L１を使用す
るカリキュラムだった。興味深いのは、プログラム期間の長さ、ホームステイの有無、授業時の英
語使用などは有意な予測要素にならなかったという点である。iii
これらの資料に基づき、デユイー他は “The structure of program can be manipulated to foster
more or less use of the L2 among its participants” (2014:59) と述べている。授業時間外の言語使用活動を
プログラム側で促進することにより、留学プログラム中の L２使用度を高くできるということだ。
では、留学中の言語使用活動には何か特別な利点があるのだろうか。特に、国内学習では得
られないが留学中であれば得られることとは何であろうか。次に、留学プログラムに於ける言語使
用体験と国内での体験はどこが違うのかを考えてみたい。

留学プログラムと国内学習における日本語使用体験
国内プログラムであろうが、留学プログラムであろうが、一日には２４時間しかないという
当たり前の事実には変わりがない。当たり前すぎて、留学する学生や、留学した学生を迎え入れる
本校の教師が忘れがちなことかもしれない。それでも、留学体験が人生を変えるほど衝撃的である
のは、留学体験が、本国での体験プラスアルファーではなく、本国の体験に代わるものだからだろ
う。周りの環境、生活や場面を共有する人、時間の流れなどが異なることが前提となる。当然、本
国での状況を復元したような生活を送れば、留学体験から得ることが少なくなることもうなずける。
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体験と学習にはどのような関係があるのだろうか。 心理学者のコルブ (1975) は、学習の過程を、
図１に示す学習サイクルで示している。

図１：コルブの学習サイクル (1975)
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学習者は様々な実体験をし、それを意識することによって、様々な仮説を立てたり、すでに
記憶にある仮説の軌道修正をしたりする。さらに、新しい仮説を試すための行動を起こす、そして
その行動は新たな実体験を生み、それを意識する、仮説を立てる、試すという段階を繰り返す。こ
のような体験に基づくサイクルが学習であると提唱している。つまり、考える、観察する、抽象化
することも重要ではあるけれど、実体験がなければそのような脳内活動は起こりえず、体験そのも
のの質が思考や抽象化を左右する、さらに新たな仮説はそれを実験によって試され、立証されてこ
そ学習に繋がるというものである。このサイクルの体験、実験に相当する行為を「パフォーマンス」
と考える。
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パフォーマンスとは、特定の時間的状況、特定の場、特定の役割（立場）、特定の傍観者、
特定の行動という５つの要素によって成り立つイベントと定義されている (Walker 2000:228)。
個々の学習者はパフォーマンスの経験を解釈し、仮説を立て、それをテストするさらなるパフォー
マンスを試み、その記憶をストーリーとして取り込み、記憶を構築して行く。ここで、国内と留学
中の L2 使用を、パフォーマンスの５つの要素を含む様々な観点から比較してみよう。ivインターネ
ットは場所や時間に関係なくアクセスできるので、この比較からは除外する。表１は、パフォーマ
ンスの要素である特定の場、時間的状況、役割、傍観者、行動に加え、制御、行動への反応や評価、
活動範囲、活動したことの結果や社会的意味について国内と留学プログラムの可能性を比較したも
のである。v
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表１：国内と留学プログラムにおける L2 の使用
国内プログラム

留学プログラム

場

制限されている：教室、キャンパス、 偏在する：ホームステイ、学校、職

Specified Place

教師の研究室、和食レストラン、教

場、店舗、路上、交通機関等

室内でのシミュレーション
時間的状況

制限されている：授業時、オフィス

Specified Time

アワー、日本人の友人、教室内での

継続的に常時可能

シミュレーション
立場

教師対学習者または学習者同士が既

多岐にわたる：上下関係、親近感、

Specified Roles

定値、他はシミュレーションによる

改まりの度合い等

傍観者

制限されている：主に他の学習者、

多岐にわたる：他の留学生、日本人

Audience

教師、ビジター、教室内でのシミュ

学生、アルバイト先、クラブの先輩、

レーション

後輩、ホストファミリー、近所の人、
街の人等

行動

制御されている：明白で難易度が調

多岐にわたる：時に不明瞭で予測し

Script

整されている

にくい

制御

明確：毎時間に起こることが定義さ

時として圧倒される、自己管理しに

Control

れている、自己管理しやすい

くい

反応

焦点が定まっている、形に言及する

制限され、分かりにくいことがある、

Feedback

ことが多い

情報内容に言及することが多い

活動範囲と量

計画的、

多岐にわたる、

Control

繰り返し量は限定されている

ルーチンは繰り返し量が多い

結果/意味

成績、言語能力

社会活動の成功や失敗

Consequence
まず、場の可能性だが、国内では日本語の教室、先生のオフィス、日本人が集まるところ、
あるいは授業中に行うシミュレーションで想定された場所に限られる。これに対し留学中は、学校、
居住地、その間のあらゆるところで日本語を使うことができる。しかし、プログラムによっては英
語を使った授業があったり、留学生センターのスタッフが英語による支援をしたりするなど、L２パ
フォーマンスが必要でない場も実は多い。そういった場は留学生の生活や精神面の支援にはなるが、
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日本語使用の質、量といった点では阻害材料と言える。時間、状況についても同様のことが言える。
国内では日本語の授業、先生や日本人の友人との話、メールのやり取りに限られるのに対し、留学
中は常にテレビ、ラジオなどのメディアを含め継続的に日本語を使う機会がある反面、英語での授
業時は日本語使用が極端に少なくなる。
日本語を使う立場については、国内では基本的に日本語学習者と日本語教師、学習者同士、
日本人の友人と学習者といった関係が多いのに対し、留学中は上下関係、ウチソト関係、親密度な
どの異なる様々な人との交流が可能になってくる。留学生が自ら活動範囲を広げれば広げるほどそ
の可能性は増えるわけで、学生をとりまく L2 母語話者数は絶対的に留学中のほうが多いと言える。
しかし、日本語使用に関してリソースとなり得る人もいれば、大都市のホテルのフロント係や店員、
英語を教えてほしいためにホストファミリーになる人など、リソースにならない人もいる。地方都
市に比べて大都市では特に英語での会話にある程度慣れた人が多く、日本語使用という意味でリソ
ースにならない人が多いといえる。傍観者は、その存在故に行動が影響を受ける人を指す。実際に
行動の場にいる場合だけでなく、話者の記憶にある場合もある。これも国内より留学中の方が変化
に富んでいると言える。同時に日本語使用にプラスに作用する人もマイナスに作用する人もいる。
行動そのものはどうか、これは国内、特に初中級の日本語の授業では、教師がお膳立てをし
て順番に提示してくれることから、かなり制御されており、学習者も教科書の目次を見れば次に何
が来るのか見当がつく。授業のスケジュールを見れば内容が提示されており、どのような準備をす
ればよいかも分かる。それに対し、 留学中は場数が増えるぶん、行動範疇も増え、次に何が起こる
か相手次第、状況次第で予想しにくいことがある。もちろんこれも、学生自身が行動半径を広げな
かったり、積極的に日本語を使用して行動するかどうかにも左右されることである。外国語として
日本語を学習している国内では、日本語を使って何をするのかも限られ、それは学習者にとっては
日本語使用を取っ付きやすいものにしている。使用状況を管理しやすい状況と言える。留学中は何
もかも日本語であることから、どこから手を付ければよいかわからないという状況も生まれかねな
い。留学生によっては空回りの状態に陥り、結局日本語漬けの環境にいながら吸収することが少な
いということも少なくない。
学習者が日本語を実際に使った時、まわりの人はどのような反応をするのか。国内、特に授
業で使った場合、特に初中級では発音、文法、語用などポイントがはっきりした、いいか悪いかと
いうフィードバックが多いのに対し、留学中、特に教室外では「上手ですね」という社交辞令、内

46

容への対応などが中心になり、文法や語彙表現直しはあまり入らない。発音については意思の疎通
に大きな支障があるか、逆に抜きん出て優れている場合を除き、言及されることがほとんどないの
ではないだろうか。
活動範囲と量を考えると、国内ではロールプレイやシミュレーションを通して様々な場面を
設定できるものの、殆どは数回練習するだけで次に進むため、練習量は限られてしまう。これに対
し、生活の中に日本語がある留学中は、活動範囲は多岐にわたる可能性がある。また、場面によっ
ては毎日遭遇するため、何度も繰り返し同じことをし、ルーチン化できるものがある。
国内、留学中にかかわらず、日本語を学習し、使用することによって、上達を臨めることは
言うまでもない。国内プログラムでは上達の度合いがコースの成績に反映され、学生は「日本語を
学ぶ」という目的でコースを履修するが、それがうまく行ったかどうかは成績になる。そのため、
「よい成績を取るために」努力を重ねることになる。留学の場合も授業の成績はつくだろうが、そ
れに加え個人的に実際の場面をうまくこなした、プロジェクトを完成させたといった、日本語使用
による直接的な達成感を味わえる機会が豊富にあると言える。そのような達成感は、さらに学習や
日本語使用を続ける動機に繋がるものでもある。
このように比較してみると、可能性としては留学中の言語使用には国内での言語学習環境と
は比べ物にならない幅があることは明白といえる。可能性としては無限大に広がっているが、実際
にその可能性をどこまで活用しているのか、そこに留学の成果の違いが出てくるのであり、成人の
短期留学生に関して、単に日本語使用環境にいるということだけでは大きな成果に繋がらないとい
うこれまでの研究結果もうなずける。対象文化社会のなかでのパフォーマンスの可能性は、留学中
のほうが圧倒的に多いものの、その多さ故に L２が使える状況を整理できず、パフォーマンスがで
きなかったり、毎日必ず起こるルーチンしか把握しなかったり、パフォーマンスをしてもその目的
が達成できなかったり、内容が有効な記憶に繋がらなかったりする可能性も多いといえる (Noda
2007)。更に、L２の使用量が増えても、単にそれだけで内容や結果を振り返ることがなければ、流
暢さには繋がっても語彙の強化や文法の正確さ、語用の適切さには必ずしも繋がらないという恐れ
がある。次に、そのような問題点に対応することを意図して開発されたフィールドガイドの日本語
版、『アクション！ガイド』について述べよう。
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フィールドガイドの目的
本稿で取り上げる『アクション！ガイド』を含むフィールドガイドを制作した留学プログラ
ムは、体験学習の理論を基にした、パフォームドカルチャアプローチ (Walker and Noda 2000) に
則っている。パフォームドカルチャーアプローチ (PCA) では、パフォーマンスの要素に行動や思考
のベースとなる文化を取り入れることで対象文化の世界観を記憶に構築し、単なる意思の疎通を超
えた、対象文化への意味ある参加を言語学習の目的と位置づけている。PCA では授業を文化への参
加のリハーサルの場とし、様々な場面を想定したパフォーマンスのシミュレーションを行う。フィ
ールドガイドはそのような授業体験と、留学中の授業外体験を連携させるツールとして開発された。
『アクション！ガイド』を含むフィールドガイドには２種類のタスクが提示されている。一
つは対象言語を用いて実社会体験をするフィールドパフォーマンスである。日本語版の『アクショ
ン！ガイド』では「アクション！」と呼ばれた。もう一つは対象文化圏の人びとが言語を用いてど
のようなパフォーマンスをしているかを観察して記録する、パフォーマンスウォッチングである。
フィールドパフォーマンスには ３つの目的がある。まず、 日常生活の様々な場面で日本語を使っ
てパフォーマンスをするということ。単なるルーチン以上の場面で日本語を使うことにより、ホス
ト地域が提供する様々な場や状況を実体験する機会ができる。また、意味のあるインタラクション
をすることで、地域の人とのソーシャルネットワークの構築を試みることができると考えた。２つ
目の目的は、授業外で L２を使用するだけではなく、授業内のリハーサルと授業外の実践、さらに
授業外の実践と授業内の報告という授業の中と外との明確な繋がりをつくることである。これによ
って、会話や読みだけでなく、ナレーションという段落レベルのディスコース力をつける、溢れる
パフォーマンスの機会に圧倒されずに、自分にできるパフォーマンスを考えて実行し、それについ
て地域のリソースパーソンと話すなどの、自立学習者のストラテジーを習得することに繋がると考
えた。３つ目は、これらのパフォーマンスを対象文化圏内で実際に体験することで、対象文化の記
憶が膨らむということである。コルブの学習サイクルに示されたように、実体験に基づいた分析は
仮説記憶にそって、新しい場面でも通用できるスキルを確立させられると考えた。
パフォーマンスウォチンングには２つの目的がある。まず、地域の人が様々な場面で用いて
いるストラテジーを、パフォーマンスの要素を使って分析することによって、意識すること。分析
能力を高めることにより、将来別の場面で見聞きすることもパフォーマンスとして分析できるよう
になると考えた。しかし、パフォーマンスウォチングの目的は研究目的の人間観察ではない。また、
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特定のグループ内でのソーシャリゼーションを促すためのものでもない。もう一つの目的はアクシ
ョン！同様、報告、特にナレーション力の育成である。しかしアクション！とは異なり、授業外に
見たり聞いたりする日本語は学習者が事前に予測できない難易度のため、それを再現するのが難し
いことがある。従って、学習者の日本語能力によっては、この報告部分は英語の文書によるレポー
トとすることもある。
フィールドガイドの対象は完全な初心者ではなく、最低２年程度大学 で対象言語を履修し
た学習者である。日本語の場合、上は ACTFL の Advanced-Low 程度で、いろいろな場面はこなせ
るが、ナレーションはまだうまくできないというレベルの学習者だった。また、大人の学習者で留
学プログラムに参加している人を対象にした。つまり、日本語教師が存在し、同じプログラムで学
ぶ他の留学生がいること、ホスト校の日本人学生がランゲージパートナーであったり、そのような
正式な役割ではなくてもリソースパーソンとして存在することも前提となっている。

フィールドガイドを留学カリキュラムに組み込む
次に、このような目的で、アメリカ文化圏の学習者を対象に制作されたフィールドガイド、
『アクション！ガイド』をどのように日本語のカリキュラムに組み込んだかを具体的に検証しよう。
カリキュラム内の位置づけ
ここで報告するプログラムでは、通常一日４時間の授業を行い、このうち２時間はオーラル、
２時間は読み書きのクラスだった。しかし、オーラルのクラスのタスクに読み書きが必要なことも
あり、また、読み書きのクラスも全て日本語で行ったので、オーラルスキルが必要となる。フィー
ルドガイドはこのうちオーラルのクラスで用いた。
オーラルのクラスにはシミュレーションのリハーサルを行う基本クラスと、授業外で行った
パフォーマンスをベースにして行う応用クラスがあった。基本クラスでは会話文を提示する教科書
を使って、語彙や文法項目をカバーし、コミュニケーションストラテジーを練習した。そのあと、
アクション！やパフォーマンスウォッチングを教室外で行い、応用クラスでは学生がそれぞれ自分
の体験や分析を報告し、その内容についてディスカッションをするという形で展開した。このプロ
グラムではこの２つのタイプが２コマの別個のクラスに分かれていたが、１コマの授業を２つの部
分に分けて行うことも可能であろう。

49

アクション！は本プログラムでは週３回行った。プログラムによって頻度は調整すべきだが、
アクション！は授業で既に練習したパフォーマンスを地域の人を相手に行うので、内容のコントロ
ールも、事前の練習も可能となる。一方、パフォーマンスウォッチングは場合によっては聞き取り
が難、内容を報告するのはもっと難しいということからアクション！より頻度を減らすことが望ま
しい。本プログラムでは週１回とした。授業時間数、学生のレベル、人数などによっても調整すべ
きことだ。また、アクション！は関連トピックのタスクをするということが義務づけられたが、パ
フォーマンスウォッチングに関しては、偶発性に頼る性質上、特定の内容の会話を見つけることは
ほぼ不可能である。そこで、会話を見つけられる可能性をトピック別にリストアップしたものを提
示したが、特定のトピックの会話を探すというような指示は出さなかった。
フィールドパフォーマンス
『アクション！』のタスクは全部で８７あり、このうち８４は個人、３つはグループで行う
タスクである。これらのタスクは９つの章、３１のタスクグループに分かれている。タスクグルー
プというのは、例えばタクシーに乗る、旅行の計画を立てるといった大雑把なパフォーマンスの目
標を共有するが難易度の異なるタスク３つほどから成るタスク群である。タスクのパフォーマンス
を行う前に考えること、練習することも含まれている。９章のうち７章には３１のタスクグループ
のうち、２８の個人タスクグループが提示され、残る２章には３つのグループのタスクグループが
提示されている。８週間のプログラムでは、毎週各章のタスクグループから学生が各々３つのタス
クグループを選び、さらにその中から自分の日本語のレベルに応じた難易度のタスクを選んで行っ
た。教師は学生に適当な難易度、やりやすいタスクなどのガイダンスはしたが、実際の選択は個々
の学生に任せた。
図２に示すのは、『アクション！』の個人タスクグループの具体例である。キャンパスでと
いう第３章のトピックのなかの “Exploring the Campus Facilities”（大学の施設を見て回る）というタ
スクグループで、冊子の見開き左側に提示される３つのタスクと下準備である。見開きページの右
側は、パフォーマンスをする前のメモやパフォーマンス後のノートを書くため、全ページ白紙であ
る。タスクの難易度は黒星の数で示されている。星１つは難易度の低いタスクで、この例では大学
の食堂の営業時間を尋ねるというものである。星２つのタスクは学食の券売機にはないものの代金
をどのように支払うのか尋ねるというもので、これはプログラムのホスト校では食堂に常備されて
いるメニューに加え、業者が持ってくるおにぎりや日替わり弁当があったためである。他のタスク
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より難易度の高い星３つのタスクは、学食以外に弁当を買えるところがあるか聞いてそこに行き、
弁当の種類を聞くというものである。
図２：『アクション』の個人用タスクグループ

学生が授業外でアクション！のタスクを行った翌日には、授業内でその時に起こったことを
報告させる。自分が何を言ったのか、それに続いて何がおこったのか、また起こったことに対して
どのように対応したかを時系列に沿って叙述することとなる。例えば次のような報告である。
ホテルから姫路城までタクシーで行きました。運転手さんはあまり機嫌
が良くなくて、「姫路城までお願いします」と言ったら、何も言わずに車を出
しました。でも、「暑いですねえ」と言ったら氷のお店を教えてくれたので、
姫路城の帰りに行きました。
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それほど長い報告ではないが、文を繋げて談話を形作る様々の手段が必要になる。まずどの
ようなタスクをしたかという、序文がある。続いて、印象にのこった主題、運転手さんを紹介し、
運転手の機嫌が悪かったことを裏付ける会話を、自身の行動（行き先を告げた）とその結果何が起
こったか（何も言わずに車をだした）を「〜たら」の形で繋げて紹介している。次も自身の行動（天
気の話をした）と、その結果（教えてくれた）という繋がりの文を、「でも」という逆説で紹介す
る。さらに運転手の行動（店を教えてくれた）に対する自身の対応（帰りに寄った）を「〜ので」
で連結している。またここでの運転手の行動を「〜てくれた」というやりもらいの動詞を使って表
現する、などである。さらに、この話の起点から終点までに起こった会話、行動の全てを紹介する
のではなく、姫路城に行こうとしたことから、帰りに氷の店に寄ることになったいきさつを手短に
述べている。これらの手段は必要に応じて教師が一つずつ紹介して意識化させ、例文を使って練習
し、アクション！の報告にもどって使わせるという手順を踏んで少しずつ使えるようになっていく。
しかし、大学で２年程度の履修歴の学生には、このようなストーリーテリングの談話の構築
が困難なことが多い。そのような場合は、まず、体験した会話をなるべく忠実に、一人二役で再現
することから始める。その場合も、会話を再現する前に、その会話が起こった時間や場所の状況説
明、会話の当事者はどのような立場だったのか、会話の当事者以外に傍観者がいたか、会話を始め
た学生の意図などを明確にさせる。パフォーマンスのコンテクストと、 スクリプトの関係を学生に
意識させるためである。
また、このような体験談を授業でさせるとき、聞き手の練習も欠かせない。あいづちのタイ
ミングや打ちかた、「そうですか」という間の手や「大変でしたね」というコメントの挿入などは、
話の構成についていけなければうまく入れられないからである。
パフォーマンスウォッチング
パフォーマンスウォッチングは、前述の通り、多分に偶発的な性質から、前もって会話の内
容を指定することはできない。フィールドガイドの付録には６３のサンプルが９つのトピックに分
けて提示されているが、これはあくまでも参考資料である。例えば「問題解決」に関連したサンプ
ルとしては、次のようなトピックが提示されている。
Scenes associated with problem solving
Apologizing to a teacher
Apologizing to a friend
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Asking for Lost and Found information
Reporting a minor issue
Reporting a milder issue
Reporting a problem
Talking about a complaint
Handling a complaint
学生はこのようなリストをヒントに、身の回りで起きている日本人同士の会話に耳を澄ます
わけである。ある会話を捉えられたら、その会話がいつ、どのような状況で、どのような場面で行
われたか、その会話の当事者はどのような関係を保っていたのか、またその会話の現場に他にだれ
がいたかなど、パフォーマンスの要素を記録する。図３は、学生が記録するページで、このような
ページがフィールドガイドの各章の最後に含まれている。
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図３パフォーマンスウォッチングの記録ページ

パフォーマンスウォッチングの後の授業でも、アクション！と場合と同様、報告する。アク
ション！の場合とは異なり、学生はパフォーマンスの当事者ではないので、一傍観者の立場からの
報告となる。その上で当事者の意図や感情についても、分析を試みる。第三者の立場からの報告で
はあっても、当事者のどちらかの視点を取って「〜たら」と「ので」を使い分けながら話を繋げて
いく場合と、そのような視点の共有をせずに客観的に叙述していく場合との違いにも学生の意識を
向ける。その場合は、「ようだ/みたいだ」、「らしい」など、認識に関連した言い回しが必要にな
る。
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実地体験を促すその他の試み
ここまでフィールドガイドの目的、対象、実践、内容、カリキュラムへの取り入れ方を紹介
したが、留学生に実地体験を促すタスクという考え方そのものは新しいものではない。同様の目的
を持っていると考えられる二つの活動案を取り上げ、とフィールドガイドと比較してみよう。比較
するのは Larson 1999 が提示する Self-Managed Japanese と Kubler 1997 が提示する Field Task である。
Self-Managed Japanese (SMJ) は日本の留学プログラムの中でも用いられたが、国内でも Asian
Conversations というコースで使われたという。Field Task (FT) は台湾で用いられた。フィールドガ
イド (FG) は前述の通り、日本、中国、韓国の夏期留学プログラムで用いられた。
タスクの種類では、 SMJ のタスクは学習者が自分で考えるのに対し、Kubler の FT や、FG
のタスクは教師が提案するものである。ただし、FG では、教師が提案する複数のタスクから実際に
行うタスクを学習者が選択できるようになっている。
また、母語話者を観察するレセプティブスキルは FT には含まれない。SMJ ではラーニン
グタスクをするときに観察をするとなっており、会話の当事者としての観察である。FG のアクショ
ン！をするときにも同用に相手の話を観察するが、FG には、聞き取りに集中したタスクであるパ
フォーマンスウォッチングも含まれている。
タスクの数の点でも SMJ の１２に対して FG は８７とかなり多い。FT では、タスク数は担
当の教師次第で、積極的にこの活動を取り入れる教師なら多くなるということだ。活動の特徴にも
違いがある。SMJ は日本特有の場面に限り、あくまでも学生主体で教師の介入を想定していない。
それとは対照的な FT では、担当教師が率先してタスクを設定するばかりか、タスク遂行の場面に教
師も同行する。また、タスクはすべて学習者が母語話者にインタビューするというものである。FG
では、学習者は教師の提示したタスクから自分で選んで行う。タスクの内容は、様々な言語行動を
必要とする日常の場面のタスクで、タスク終了後に教室でレポートする形式を取っている。このよ
うに、FG のタスクは先行の２種類の試みとは様々な点で異なっていることが分かる。

フィールドガイドの長所と短所
実際に『アクション！ガイド』使ってみて、よかったと感じたことがいくつかある。まず、
授業外での L２の使用を促せたことが大きい。単純に使用量が増えたというだけでなく、「宿題」
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としては練習させにくいオーラルスキルの使用、それもインタラクティブなものとレセプティブな
使用の両方を促せた。プログラム終了時に行ったアンケートに解答したある学生は、フィールドガ
イドがなければしていなかったことも、日本語でできたと報告している。また、同じ学生は「ガイ
ドがなくてもしなければならないこともあったが、フィールドガイドでタスク内容を読み込み、練
習していたので、どうすればよいか分かった上でタスクに臨むことができた」viとも言っている。も
う一つの成果としては、授業で行う練習と実際に外で使う日本語が繋がったことが挙げられる。こ
れには学生が授業内で使った教材に対する信用を増すという副産物があった。つまり、授業で習っ
た会話を使ってみたら、日本人の反応が、その習った会話と同じだったため、それまで会話が使え
るまで練習することに抵抗があったが、実践に役立つことが分かったので真剣に練習しようと思っ
たという反応である。最後に、外で日本語を使いっぱなしにするのではなく、振り返りの時間があ
ることで、自身が使ったストラテジーの是非を確認したり、自分の体験を報告することで、その中
の重要項目を復習する機会があるということも重要と考える。
難しかったことの一つはグループタスクである。これは留学では個々の活動範囲が広がり、
授業時間以外に同じところに同じ時間に集まって作業するということに抵抗があることも関係して
いるかもしれない。逆に個人タスクは、実際にタスクを行っているかどうかモニターできないとい
う難しさがある。 実際にはアクション！やパフォーマンスウォッチングをしていないのに、したか
のように話を作っているのではないかと思える報告があった。留学中の活動範囲が広がり、日本人
の友達も増えてくると、タスクに費やす時間が少なくなる。アクション！を毎日課していた一年目
では、特にプログラム後半で、想像に基づいたと見られる報告がままあった。２年目にはタスクを
選択制にし、必須のタスク数を軽減したため、このような事例は軽減された。３つ目のチャレンジ
はナレーションの指導である。「たら」、「て」の使い分けや話の導入、オチのつけかたなど、ス
トーリーテリングの様々なストラテジー必要とするので、特に低レベルの学生の授業ではその指導
手順が難しいこともあった。そして、半ば予期していたことではあるが、学生にとってパフォーマ
ンスウォッチングはアクション！より数段むずかしかったようである。日本語が溢れているのだか
らすぐできるだろうと考えるかもしれないが、話すスピードに加減がなく、話の当事者とその時点
までで共有している知識の有無が分からない上に方言もあり、かなりの難題だった。また、ある学
生は、見るからに「外人」であるため、そっと話を聞くということがむずかしかったとも言ってい
る。
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おわりに
フィールドガイドは、体験学習という学習理論をベースにしたパフォームドカルチャーアプ
ローチの一環として考えられた、留学プログラムのツールである。カリキュラムの一環として授業
外の L２の使用を取り入れ、さらに授業外の L２使用と授業内の活動を連携させるということは、
デユイー他 (2014) の “Manipulation to foster more .. use of the L2” (59) “という結論に呼応する実践で
あり、今後改良を加えて様々な留学プログラムで使いたいと願うものである。vii
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i学会のホスト役として様々な作業をこなしてくださった川村宏明先生、はじめフィンドレー大学の

教師、学生の皆様に紙面を借りてお礼を申し上げます。内容的にも充実し、学ぶことの多い時間と
なりました。地域のこうした学会には、全国大会にはない親密さがあり、発表者と直に話せる時間
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が充分あるなどの利点があります。交流基金はじめフィンドレー大学のご支援により、CATJ2015
大会が実現できたことに感謝致します。
ii

JET に申し込む学生には、この点を明確に理解していない人も多い。確かに外国で生活するとい

うだけで自分の国にいるだけでは経験できない多くのことを経験できるので、
「学ぶ」ことは多が、
それが第一義ではない。
iii６つの異なる国で行われたこの研究では、ホスト国の国柄、文化も外国人による地域言語の使用を

促したり、妨げたりする要因になるかもしれないといっている。同じ国でも、地域によって異なる
可能性もある。英語話者数、英語使用を望む現地人や態度も関係するかもしれないが、研究の結果
はそこまで推測を許すものではない。
iv

Noda 2007 で行った比較をもとにしている 。

vvv

この発表後、プログラム環境を国内対留学に二分してしまうのは単純すぎるという指摘を受け

た。国内プログラムでありながら対象言語しか使わずに生活することを義務づけているイマージョ
ンプログラムでは飛躍的に言語能力が延びることも指摘されている (Dewey 2004)。国内イマージョ
ンプログラムで学生が接するのは、常に学生の言語能力に貢献しようとする教師でありビジターで
ある。学生の行動範囲や学習内容はプログラムが設定しているという点でも、時として可能性の多
さに圧倒される留学プログラムとは異なる。学生が常に対象言語を使うという意味ではイマージョ
ンであるが、プログラムを取り巻く社会環境は留学プログラムのそれに代わるものではない。その
意味からも、イマージョンプログラムの学生に携帯アプリなどを駆使して学生に対象文化圏の人や
場所、時代などを縦横に疑似体験させるゲームの試み (Shimoura and Hatasa 2015) には期待した
い。
vi
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コメントの原文は英語。訳は野田。
CATJ での発表後、複数のプログラムで『アクション！ガイド』フィールドテスト版を使用してく

ださり、学生の意見を提供してくださいました。この原稿を作成するにあたり、参考とさせていた
だきました。ここに感謝申し上げます。
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「つながり」の先に目指すカリキュラムの透明性
—次世代アーティキュレーションモデルの提案
次世代アーティキュレーションモデルの提案—
次世代アーティキュレーションモデルの提案
A Next-generation Articulation Model for Facilitating Curricular Articulation

河合見恵子1
Mieko Kawai
バージニア大学
University of Virginia

要旨

本発表では、2011 年に始動した日本語教育グローバル・アーティキュレーション・プロジェクト
（J-GAP）の米国モデル地区であるメリーランド州、バージニア州での活動を紹介し、活動を進め
ていく中で得られた知見を基に、新しいアーティキュレーションモデルを提案する。
J-GAP USA の活動では、徹底した対話と現場教師のイニシアチブを重視するボトムアップアプロ
ーチ（蘇 2012）を事業の方針とし、現場の日本語教師による教師発信型アーティキュレーションプ
ロジェクトの実施を推進してきた。その中には、国際交流基金が開発した「みんなの Can-do サイト」
を積極的に活用し、教室活動の達成目標を記述化して自身の学生や他の学校の教師との共有を図っ
たことで、教師の意識改革、授業活動の改善につながったという事例もある（河合・北村 2013、北
村・佐藤 2014）。活動初期の意識調査では「アーティキュレーション＝交流、つながり、情報交換」
と捉えていた参加者が多かったが、現在では、授業活動における問題意識が他教師との協働作業に
つながり、更には、学習目標の意識化・記述化・共有化を通してカリキュラムの透明性を高めてい
く継続的活動として定着しつつある。
當作（2013）は、21 世紀型スキルとして学習者が自律継続学習及び協働作業できるようになるこ
との重要性を唱えている。本発表では教師自身がそのスキルを磨くことにより、単発のワークショ
ップや学校・学区単位での評価基準の統一などからでは達成が難しい、身近なカリキュラムアーテ
ィキュレーションの実現に向けて具体的方策を提示する。
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【キーワード】 アーティキュレーション、J-GAP、対話、協同作業、カリキュラムの透明性

１．はじめに

本稿では 2011 年４月から 2015 年３月まで国際交流基金の支援事業として実施された J-GAP
(Japanese Language Education Global Articulation Project: 日本語教育グローバル・アーティキュレーシ
ョン・プロジェクト) の米国における活動を報告し、そこで得られた知見を共有する。事業全体の
まとめ役として高校・大学の教師５名で構成された J-GAP USA チーム（蘇寿富美（リーダー）、マ
ーシャルともこ、佐藤友美、大谷浩二、河合見恵子）を中心とし、のべ 100 名以上の日本語教師が
携わった過去 4 年間のカリキュラム・アーティキュレーションの取り組みから、現場教師同士の対
話を重視しカリキュラムの透明化を目指す、新しいアーティキュレーションモデルを提案する。

２．J-GAP：日本語教育グローバル・アーティキュレーション・プロジェクトとは

J-GAP はカリフォルニア大学サンディエゴ校の當作靖彦教授により提唱され、世界９つの国と地
域（日本、中国、台湾、香港、韓国、米国、欧州、豪州、カナダ）の日本語教育の学会代表によっ
て構成される「日本語教育グローバルネットワーク」の共同事業である。様々な教育機関とその関
係者が連携して長期的に学習者の日本語習得のサポートをする体制を築き、日本語教育界全体の質
の向上を図ることを目標としている。當作（2010）の“Think Globally, Act Locally”の掛け声のもと、
広い視野を持ち世界各地での日本語教育の現状を意識するとともに、各地域特有の課題や実情を反
映させた解決法を探るため、それぞれ独自に活動内容を計画し、実行することとなった。
アメリカではバージニア州、メリーランド州をモデル地区として 2011 年に活動を開始、持続可能
なアーティキュレーション活動の支援システム構築を図った。アーティキュレーションは「基本的
に人間、人間関係、組織、組織関係を変えるプロセス」であり（當作 2011a）、当初から予想され
た通り、４年（延長された 1 年を含む）でアーティキュレーション達成＝ゴールと言えるような状
況には達していないが、2015 年４月現在、国際交流基金による財政支援 2 終了後も、J-GAP USA の
活動は地元教師会である MAATJ（ミッドアトランティック日本語教師会）に引き継がれ一層精力的
に活動しており、第一の目標は達成されたと言えるであろう。
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３．カリキュラム・アーティキュレーションとは

「アーティキュレーション」とは、語学教育のプログラム間、クラス間、レベル間において学習
目標が共有されていて、教育内容や評価方法に一貫性があり、学習者が他のプログラムに移行して
も効率的に学習できる状態を指す。特にアメリカの外国語プログラムにおいては、中等教育と大学
間の「縦」のアーティキュレーション（Lange 1982）（Byrnes 1990）の問題が指摘され、1990 年代
に各地で様々な試みが行われた（Birchbickler 1995; Chalhoub-Deville 1997; A Foreign Language Project
1999; Saegusa 1999）。日本語では 2006-7 年度に始まった AP （Advanced Placement） 試験の影響も
あり、アーティキュレーションあるいは教師のネットワーク構築に向けて関心が高まった（クラン
パー・田伏 2008、 So 2008）。高橋・服部（2009）では、アーティキュレーションが構築されてい
ないためにプレースメントテストで想定したレベルに入れなかった学習者の学習意欲は著しく減退
することが指摘されている。また、纐纈（2014）はプログラム内、つまり同一校に複数の教師がい
る場合に意見交換のない状況はさらに深刻で、履修者の減少、予算削減を始めとする昨今の日本語
教育プログラムの抱える問題に立ち向かうためにも、自分が所属するプログラム内部でのアーティ
キュレーションを一層意識すべきだと警鐘を鳴らしている。
特にアメリカの高等教育ではアカデミック・フリーダムの名のもと、学習内容の決定は個々の機
関の担当教員に任せられていることが多い（當作 2010）ため、同じコース番号でも教材や授業内容
が大きく異なる場合もある。こうした状況の中で、単純にどこかに照準を合わせて画一化された教
育内容で教えるというのはあまりにも非現実的であるのは明らかで、具体的にどのような活動を行
うことでアーティキュレーションが達成され得るのか、未だ模索の段階である。
「アーティキュレーション」と混同されやすい言葉として、語頭がカタカナの「ア」である「ア
ウトリーチ」、「アドボカシー」がある。三つの用語はどれも外国語教育において学外との「つな
がり」を求める動きを示すため、似た文脈で使われる場合もある。しかし、地域社会への奉仕還元
活動である「アウトリーチ」と、外国語プログラム運営を継続・発展させていくために教育関係者、
政治家、学校運営管理者などに保護者やコミュニティーとともに働きかける啓蒙推進活動の「アド
ボカシー」とは明らかに異なる点として挙げられるのは、「アーティキュレーション」の眼目は、
カリキュラムの透明化を推し進め、学習目標や授業内容、そしてその評価方法を共有していくため
に他と連携する、ということにある。アーティキュレーションは大きく見ればアウトリーチ活動の
一環であり、アドボカシーとも密接に関わっているので切り離しては考えられない（支援者があれ
ばより充実したアーティキュレーション活動が望め、またアーティキュレーション活動の成果報告
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は外国語教育の重要性を強く印象付けるためアドボカシーとして効果的である）が、カリキュラム
改善に直結するかどうかというところで線引きを行うことが可能である。J-GAP USA では「教師同
士のつながり」から一歩先の「カリキュラムの透明化」に焦点を当てた活動を行うため、活動後半
からカリキュラム・アーティキュレーションという表現を多用するようになった。

４．J-GAP USA の事業内容

J-GAP USA では下記の五つの活動指針（蘇 2012）に基づき、初年度は 13 件、その後は５、６件
の教師発信型アーティキュレーションプロジェクトを実施し、協働作業を通して教師間のつながり
を徐々に深めていく手法を用いた。

1) 徹底した対話アプローチ
2) 現場の教師の意見とイニシアチブを重視するボトムアップアプローチ
3) 日本語プログラム内、プログラム間での縦と横の連携推進
4) 日本語教育界と産官民との連携推進
5) 国際交流基金の開発した JF スタンダード３とみんなの Can-do サイト４をツールとして活用

また、アーティキュレーション活動の過程を克明に記録し、地域内あるいは全米規模の学会で報告
していくことで検証を行い、持続可能なアーティキュレーションの仕組みの開発を目指した。

４年間（計画当初は３年）の多岐にわたる活動は J-GAP ウェブサイト５に写真等の資料とともに
詳細に報告されているので本稿では割愛するが、教師発信型アーティキュレーションプロジェクト
を中心として時系列的に活動をまとめると、以下のような流れとなる。

ステップ１

(2011-12)：教師同士の連携基盤づくり
地域別懇親会、ワークショップの開催

ステップ２

(2012-13)：連携推進の具体化（教師発信型プロジェクト始動）
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計画→実施→内部活動報告→反省→再実施→発
表→再計画のサイクル
ステップ３ (2013-14)：持続可能な連携の構築プロセスの分析と考察（インタビュー、発表）

ステップ４

(2014-15)：全国・地方教師会での発表、ワークショップ、報告書執筆

前述の通り、J-GAP の活動は試行的な要素を多く含むため、今後アーティキュレーション活動に
着手する地域や団体、あるいは教師各自をとりまく環境や課題により、上記とは全く異なる段階を
踏むことも考えられる。例えば、後述のフロリダ教師会の例では、少人数（ワークショップ参加者
７名）で教師同士の信頼関係がすでに構築されていて現場環境や共通の課題の把握などの段階は最
小限の時間で行うことが可能であった。

初回のワークショップで計画された縦と横のプロジェクトは総計 13 であり、活動の内容は多岐に
わったった。そのうち５つのグループは形を変え、現在進行形で実施されている。参考までに J-GAP
USA で過去に実施された教師発信型プロジェクトの実例をいくつか挙げておく。
-

４大学間で同レベルの学生の会話評価表を作成し、各自の学生の会話サンプルの評価を試み
る

-

高校教師による大学のプログラム概要の調査

-

高校、大学のカリキュラムの達成目標を共同して Can-do 形式で言語化

-

高校生のオンラインプロジェクトを大学の授業教材として使用し、大学生にコメントを書か
せる

-

同一学区内の小学生用統一テストのスキルレベルを Can-do で示す

５．J-GAP USA メンバー

J-GAP USA は J-GAP チームの５名を中心として、教師発信型プロジェクトの実施者を「J-GAP プ
ロジェクトメンバー」、J-GAP 主催のワークショップや内部発表会などに参加した教師を「J-GAP
コミュニティメンバー」とオンラインサイトの便宜上呼び分けている。執行委員的な役割を持つ
J-GAP チームを含む全員が自主的な参加で、会長や副会長などの役職もなく、入会手続き等もない。
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つまり、団体組織というよりアーティキュレーションへの姿勢も関与の度合いも様々な地元教師の
有機的な集合体である。
ここで参考までに、J-GAP USA のメンバーの相関図を示す。

図１ J-GAP USA メンバー相関図6

図１は J-GAP チームの５名が各グループの連絡係・世話役としてのみでなく、自身も複数の教師発
信型プロジェクトの実施者として能動的に関わり、教師同士の対話と協働作業を実践してきたこと
を表す。
どのようなプロジェクトであれ実施したことによって次回への示唆に富んだ経験が得られるため、
「成功」「失敗」というものはないが、円の中心に近ければ近いほどアーティキュレーションへの
意識と準備度がより高いと考えられるため、外側のメンバーの多い（つまり、アーティキュレーシ
ョンワークショップなどの J-GAP 関連事業に参加したことのない学校関係者などを含む左上に位置
する）グループにおいてプロジェクトが前に進まなかったという事例も見られたのは、この点から
解釈可能である。
J-GAP USA では上記のような形で取り組んできたが、活動の目的や方法、メンバーの構成によ
って、どんな形態で運営していくのが効果的か、アーティキュレーションを進める上で実施者たち
が適宜選択していくべきであろう。活動範囲が広く参加教師の数が多い地域では、すべての教師が
一斉に足並みを揃えてアーティキュレーション活動を実施するのは困難であることが予想されるた
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め、少しずつ活動の幅を広げていくことが望まれる。そういった場合、J-GAP USA のような「ゆる
い集合体」という考え方は参考になるかもしれないことを書き添えておく。

６．アーティキュレーション活動の実践から

冒頭に述べたとおり、J-GAP はアーティキュレーションの新しい枠組みでの試みで、改善された
カリキュラムの学習効果を測定した研究の成果と言えるものは今後の報告が望まれるところである。
活動の実施者及びまとめ役として、実践のプロセスや手法を紙面の許す限り詳細に記述する。

６-１ J-GAP USA アーティキュレーションモデル

現場の日本語教師による教師発信型アーティキュレーションプロジェクトにおいての仕組み
を図式化すると以下の通りとなる。
図２

J-GAP USA 教師発信型プロジェクト アーティキュレーション モデル 7

図２は教師発信型プロジェクトを中心とするアーティキュレーション活動が学習者を中心におき、
カリキュラムあるいは具体的な教室活動の改善を目的とし、「対話」を土台として成り立つもので
あることを表している。平田（2012）は、「価値観や生活習慣なども近い、親しい人同士のおしゃ
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べりである」『会話』に対し、『対話』を「あまり親しくない人同士の価値や情報の交換、あるい
は親しい人同士でも価値観が異なるときに起こる価値のすり合わせ」と定義している。教育内容や
評価に関する意識の類似点や相違点などを対等な立場で徹底的に話し合うことにより、理想とする
日本語学習者像を共有し、それを実現するカリキュラムや授業活動を検討していくのである。これ
は『対話』が「他者理解と同時に自己理解を測り、新たな価値観の創造を目指す」（嶋田 2012a）
ものであることに他ならない。
図式の赤の矢印は教師発信型プロジェクトが『計画』と『実施』を『協働』で繰り返すという重
要不可欠なサイクルで形成されることを表している。プロジェクトのトピックは自由であるが、
「計
画」を「実施」した後には必ず振り返り、研究方法や学習効果などプロジェクトに関する自己評価
と『内省』を経て、再計画に戻るという点でアクション・リサーチ（Burns 1999）（横溝 2000）（Mills
2003）の一形態と言えるかもしれない。しかし、プロジェクトの目的は個々の授業改善に留まらず、
無意識に作り上げてきた自分の言語教育観やそれに基づいた教授法やテクニックの問題点と向き合
い、カリキュラムの向上を目指して『再試行』を繰り返す過程で、プロジェクト参加者である日本
語教師同士の教育理念、教授方法に『価値観のすり合わせ』が起こり、互いの溝が埋まっていくと
ころにある。さらに、嶋田（2012b）が言うように「Plan-Do-See（開発→使用→評価）サイクル」を
利用して協働でクリティカルな教材研究を行い、教師自身が自らのコミュニケーション場面を見直
しながら実践研究を行うことが重要である。
図２モデルにおいて、『基盤作り』と『報告／発表』のステップは、不可欠ではないが、活動全
体の「計画→実施→再計画」のサイクルを速め、より深めることを可能にする動力源のようなもの
である。ここでいう「基盤作り」とはメンバー同士の信頼関係の構築、現場環境の把握、ルール作
りや役割分担、スケジュールの確認など、プロジェクトに対する合意形成の場を表す。この「基盤」
がしっかりしていれば相互に意味のある現実的で実現可能な「計画」が立てられる。しかし、プロ
ジェクト開始時に目標が明確ではない状態からでも対話を始め、何らかの協働作業に従事する中で
学び合いが起こる場合もあるため、面識のない教師同士が活動基盤が固められるまで待たずともプ
ロジェクトを開始することも可能ではある。
『報告／発表』を意識すれば自ずと結果を出そうとする意欲が生まれ、そしてプロジェクトの経
緯や成果を言語化する過程で『内省』、『気付き』が起こる。アーティキュレーションの観点から
言えば、成果の検証、発表は最終目標ではなく、『軌道修正』のための通過点にすぎない。状況に
よっては「報告／発表」をせずに「基盤作り」に戻ってメンバーの交替や加入などプロジェクト形
態の変更をし、時には目的も見直しながら協働作業を繰り返すことにより、『学びの連鎖』が引き

68

起こされる。つまり、図の上部の赤と青の矢印で示された軌道修正こそがアーティキュレーション
における『持続の必要性』を意味する。さらに、前進できなかったプロジェクトであっても、原因
究明を行い、それを分析、発表報告していくことで他のグループに貢献することができる。
「基盤作り」の段階で、経験豊富な講師を招いてワークショップを開催しアーティキュレーショ
ンに関する知識を深めても、それが一度きりのイベントに終わり活動が継続しなければ、教室現場
が何も変わらない可能性は高い。また、顔見知りの教師同士が自主的な勉強会で定期的に集まるな
どで話し合いの基盤はできていても、カリキュラムについて踏み込んだ議論にはかえって至らない
ケースも報告されている。また、アーティキュレーション活動としてよく提案される「教材のシェ
ア」や「授業見学」は、アーティキュレーションの入り口としては適当かもしれないが、それ自体
は必ずしも対話を必要とせず、従来の自分の教授方法の範疇で解釈してしまうため、「価値観のす
り合わせ」が起こりにくいことが経験上明らかとなった。
レッスンプラン、教材、評価、指導方法などの詳細に関して、「なぜ」それを使い、「どうして
他のものではないのか」という疑問を自他に投げかけ深く議論し、互いの類似点や相違点などを整
理していくことでカリキュラムの透明化が図られる。そして目指すべき学習到達目標や学習者に身
に着けてほしいコミュニケーション能力等について、何度も話し合いながら共感できる部分を徐々
に増やしていくことでアーティキュレーションの問題は改善されていくのではないだろうか。

６-２

教師の意識の変化

J-GAP USA の教師発信型アーティキュレーションプロジェクトでは、Can-do Statements という普
遍的なツールを活用しながら、授業活動やカリキュラムの改善を目指して協働作業を行ってきた。
参加者は少人数グループでの対話を通して相互の結びつきを強め、地域全体で学び合う環境が整い
つつある。バージニア周辺の地域外国語学会である FLAVA (Foreign Language Association of Virginia)
への参加日本語教師が 2010 年は７、８名だったのに対し、2014 年には 30 名以上となり、12 の発表
セッションが設けられたことからしても、学びの場として大いに活用されていることがわかる。
CATJ の発表では教師発信型アーティキュレーションプロジェクトを実践した日本語教師の「生
の声」を録音で紹介したが、ここではフォーカスグループ・インタビュー（後述）や個別インタビ
ューによって集められた意見、感想を文字化したものを紹介する。8
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“

自分の生徒が卒業してから大学でどんな授業を受けているかなんて、正直興味がなかっ

たけど、進路が分かってくると、自分のプログラムの向上の必要性を考えるようになった。”

“ 自分はそうではないと思っていたが、「大学だから上、高校の先生は下」という意識がど

こかにあった。高校の先生方にも「（大学の先生は）自分たちとは違う」という雰囲気があったよ
うに思う。今はどんな授業をしているか自然に聞ける関係になった。”

“ 教師間で長年お互いを知っているからこそ、逆に一歩踏み込んだ対話が容易ではないの

が現状です。でも、他の人とプロジェクトを行うことで、自分だけでは見えない 自分のティーチン
グが見えてくるのが魅力です。”

“ プロジェクトを通じ、自分が考えていた「できる学生」と他の先生方の基準にギャップが

あると感じました。（カリキュラムに修正を入れたことで）何らかの質問ができたり、日本語で話
せるだけではだめだという意識が生徒の中にも生まれ始めていると思います。”

“ 長年教えていくうちに当たり前になっていたことについて他の先生から指摘され、 改め

て何をどう教えるべきか、向き合う機会が得られた。逆に、自分の価値観と同じで安心できた部分
もあった。”

発言から見えるのは、視野を広げて他を認識し、異なる環境で教える相手に自分の考えを伝えら
れる対等な人間関係を築き、「違い」を認めながらも自己を見つめ直し、共に成長しようとする教
師の姿である。
J-GAP USA 活動初期の 2011 年６月に行ったアーティキュレーションに関する意識調査で、「あ
なたにとってのアーティキュレーションとは？」の問いに大半の回答者が「交流、つながり、情報
交換」と答えた。しかし、プロジェクトを経験した今では教師同士が「つながる」ことの先に課題
を見つけ、一つ一つ取り組んでみることでプロジェクトの効果を実感し、達成感を得ているように
見受けられる。

６-３

アーティキュレーションにおける Can-do Statements の有用性
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バックワード・デザイン （Wiggins and McTighe 2005）（當作 2011b）の観点から、学習者に期
待するコミュニケーション能力やその指導方針について目標が定まれば、そこに到達したかどうか
の学習成果の評価方法を検討し、具体的に記述することが必要になる。Can-do Statements の有用性
に関して、前述の意識調査では「アーティキュレーションにおける Can-do の必要性が理解できない」
という意見が多数を占めたが、今では到達目標とその評価を明確に表すため、さらには自らの評価
の妥当性を問うためのツールとして定着しつつある。

“Can-doの概念を頭において、自分でゴールを活字化しようとする努力をするようになっ

た。それにより、それぞれの活動がどこに向かっているのか、何のためにこの活動をしているのか、
達成したいゴールを学生にどう伝えていけば効果的なのかなど、カリキュラムのゴールをもっと明
確にしようと努力するようになった。”

“Can-do を使った私（教師）と生徒の自己評価がかけ離れていて、こんなに差があるとは

思わなかった。”

“ Can-do を使うことで、教科書が違ったら話し合いができないと思っていた人の意識改革に

つながったと思う。”

教師としてあまり語ることのない「学習者のどんな言動をもって『日本語ができる』と判断して
いるのか」を様々な着眼点から評価項目として整理してみると、自分自身も気づかぬうちに意外な
部分にこだわりを持っていたことを改めて認識させられるケースも少なくないようである。また、
Boud（1988）は目標に到達したかどうかを判断するためには明確な基準を言語化しなくてはならず、
そこで初めて到達目標を意識した授業設計が可能になるため、評価の方法を検討することは教材や
教授法の研究よりも学習に大きく影響すると述べている。

一方、活動が進む過程で浮き彫りになってきた面もある。

“どんなに記述を詳しくしても、その言葉の解釈には個人差があることに気がついた。
Can-do が共通言語になるかどうかというより、その前に埋めるべき部分があるような気がする。”

71

“ 初級レベルでは「〜できる」という形で記述するのは容易だが、中級以上になると、「ある程度

できる」「詳しく述べることができる」などという表現が増えてきて、どの程度が「ある程度」な
のか、「詳しく」なのか、そこの議論に長い時間がかかった。”

評価の測定方法や記述文の妥当性の議論以前に、やはりその根底に「教師各自の経験知として、
そして次第に暗黙知となって存在する」（伊東 2009）コミュニケーション能力の期待値の可視化や
「評価観の問い直し」（宇佐美 2008）、さらには「教師だけでなく、学校経営者、教育政策担当者
など教育産業に関わる全ての人が国、地域、学校といったコミュニティーにおいて、どのような将
来に対するビジョンをもつのか、そして、そのビジョンを学習者とともにいかに実現していくのか
という方針をもつ」（佐藤・熊谷 2010）ことが肝要だと言えるであろう。

６-４ アーティキュレーションにおける第三者の有効性：「ファシリテーター」の役割とその可
能性

前述の通り、J-GAP USA の活動では５名の J-GAP チームメンバーが各プロジェクトを担当し、連
絡役を担った。教育レベル、教師としての経験、教育方針、など多様な日本語教師の結びつきを支
援するには、日本で一般的にイメージされる統率型のリーダーシップではない新しい形態が必要と
されているように感じられた。そこで、『ファシリテーター』という立場をとり、自分達も当事者
として学んでいく姿勢を持ちつつ他のメンバーと関わっていくことにした。
ファシリテーターとは一般企業だけでなく医療、行政、教育など様々な組織や集団の会議やワー
クショップなどの進行役を務めたり、話し合いの取りまとめ役を担ったりする役割を担当する人の
ことで、世界中で注目を浴びている職業でもある。日本ファシリテーション協会のウェブサイト 7
によると、「ファシリテーション（facilitation）とは人々の活動が容易にできるよう支援し、うまく
舵取りすること。集団による問題解決、アイデア創造、教育、学習など、あらゆる知識創造活動を
支援し、促進すること」と記述されている。図２のアーティキュレーションモデルの中で、活動の
構造全体を支え、教師発信型プロジェクトの計画→実施→再計画のサイクルを促進しているのがフ
ァシリテーターである。
外国語の指導方法で、頻繁に「学習者中心」（Fink 2013）や「教師はファシリテーターでなくて
はいけない」という言葉を耳にする。しかし、具体的に何をどうすれば学生同士の発話をより効果
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的に引き出し、整理していくことができるのか、そのテクニックは一朝一夕で身につく技術ではな
い。
筆者はファシリテーターに関しての知識を得るために入門書（堀・加藤 2008）（森 2008）（ち
ょん 他 2014）を数冊ひもとき、試行錯誤しながらそのテクニックをワークショップなどに取り入
れてきた。例を挙げると、自己紹介を始める前に紙に決められた事項を言語化し記入しておいても
らい、その紙を見せながら一分間ずつ口頭で紹介する方法（図３）や、ブレーンストーミングの後、
出し合ったアイデアを整理するためにポストイットを利用し、大きな模造紙に参加者が議論しなが
ら貼って整理していく方法（図４）などである。それほど専門的ではないテクニックで準備の負担
も少なく、日本語のクラス活動で応用してみると学習者間の「対話」を促進し積極的に議論に参加
させることに大いに役立った。

図３ 自己紹介のファシリテーションの例

図４ ブレーンストーミング後の

アイデア整理

ここで、アーティキュレーション活動を支援する上で特に不可欠な点を以下に挙げる。
1) 教育理念や価値観を批判されないという安心感と信頼感を持って活動に望める対等な
人間関係の構築
2) 参加者が当事者として問題解決に挑んでいけるよう主体性を後押しすること
3) プロジェクト形態や活動内容の変化に対応しながら活動を持続させていける柔軟性と
判断力
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J-GAP チームは上に示したような議事進行や記録分析などの外面的なプロセスの他に、参加者が本
音で自由に話せる雰囲気づくりに努め、時には発想の転換を促したり、それぞれのグループメンバ
ーの関係性のバランスを保ったりという内面的なプロセスにも携わってきた。ファシリテーター不
在でも協働作業に支障のないグループもあるが、特に参加者が多く経験や教え方の差が大きい地域
での活動には、利害関係のない第三者が間に入ることにより硬直していた人間関係に変化をもたら
すこともあり得る。今後は地方の特性に精通し、語学教育に特化したファシリテーターが各地区で
アーティキュレーション活動を支援していくような形態も考えられる。野山（2012）にもあるよう
に、対話の場面をより多く提供していくための知識と能力を持つ人材、日本語支援コーディネータ
ーや地域日本語教育専門家の育成も視野に入れられるべきかもしれない。

６-５

アーティキュレーション構築プロセスの記録

アーティキュレーションを実践した J-GAP 参加者、あるいはアーティキュレーションに興味を持
つ日本語教師を対象に、フォーカスグループ（Krueger 2009）という手法を用いて一定のフレームワ
ーク内で主催者の関心のあるトピックについて参加者に意見を求め記録するという質的分析の手法
も学んだ。質問の内容は事前に目的と参加者を考慮し、順序や時間配分をフォーカスグループ・イ
ンタビューの規範に照らし J-GAP チーム内で検討しておいた。以下は教師発信型プロジェクトを実
施した教師に対してのインタビューで実際に使用された質問と全体の流れである。

Introductory (10 分):
1. J-GAP に関わる前には、アーティキュレーションはどんなものだと捉えていましたか。
Transition (15 分):
2-1.アーティキュレーションに関して、活動遂行中から活動後とそれぞれの段階で心境
の変化がありましたか。
2-2. 活動中、「前に進んでいる！これはいける！」と思った瞬間は？
2-3. 活動中、「つらい！もうだめかも！」と思ったことはありましたか？
Key Questions (１つの質問につき
１つの質問につき 10 分程度):
分程度
3. 活動に参加する中で、カリキュラム、クラス活動、指導法、評価、学生への接し方、
自分の教える環境などに変化はありましたか。
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4. 活動が一段落して、そろそろ自分なりのアーティキュレーションの形というものも見
えてきたかと思いますが、現実とはギャップがあり歯がゆいというような部分はありま
すか。
5. 今後、J-GAP が他の地域で実施されると仮定して、教師発信型プロジェクトに携わる
方々に留意すべき点をお伝えするとしたら、どんなことがありますか。
6-1. Can-do Statements はアーティキュレーションの共通言語／ツールとして使えるでし
ょうか。
6-2. アメリカでアーティキュレーションを推し進めるためには、どんな共通言語があっ
たら使いやすいと思いますか。
Ending Question (15 分):
7.

今後 J-GAP という枠組みがなくなったとき、ご自分はどうなさると思いますか。ど

うしたいと思いますか。

J-GAP USA の目的は持続可能なアーティキュレーションの仕組みを開発し、その実践経過や方法
を今後同様のプロジェクトに取り組む研究者や教師と共有することであったため、ある一定の枠組
み内で参加者からのフィードバックを集め、質的な記述を残し分析をしていくことが求められた。
その際にフォーカスグループの手法は有効であったように思う。

７．アーティキュレーション活動の広がり

J-GAP USA チームは、事業４年目となる 2014-5 年度には地方教師会の勉強会や学会などにおいて、
アーティキュレーションに関心を持つ日本語教師を対象にワークショップを開催した。2014 年８月
に AFTJ（フロリダ日本語教師会）、2015 年３月に SEATJ（米国南東部日本語教師会）と DVTJ （デ
ラウェア・ヴァリー日本語教師会）で参加者と共にアーティキュレーション活動に関しての理解を
深め、「今日から始められる」「持続可能な」「自分達で進められる」プロジェクトの発案、計画
などに取り組んだ。2015 年度以降は各地区の代表者により J-GAP のウェブサイトにそれぞれのグル
ープの活動報告が更新されていく予定である。
特に、フロリダではアーティキュレーションデーという情報交換のための日が毎年設けられてお
り、人間関係構築や現場状況の把握など、「基盤作り」の部分が極めて短時間で済んだため、ワー
クショップ当日にプロジェクトの計画に着手することができ、２ヶ月で第一次の実施結果をまとめ
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られる段階に達した。その後 2015 年の SEATJ の学会や AATJ（全米日本語教師会）の年次大会で
Can-do Statements を使用したアーティキュレーションの実践報告発表が行われ、今後も教師会を軸
として充実した活動が期待される。
また、バージニア、ワシントン DC、メリーランド地区では、国際交流基金の支援終了後も MAATJ
（ミッドアトランティック日本語教師会）によって J-GAP 活動は継続されることとなった。アーテ
ィキュレーション・コーディネーターという役職が新設され、計画的かつ精力的に活動が行われて
いる。アーティキュレーションに携わるグループ間の交流、意見交換を図り、地元学会を利用して
のワークショップなどを通して新たなる枠組みで活動が展開される予定である。

８． 今後の課題

以上、地域の特性が息づきそこに普遍的ツール（Can-do Statements）と第三者の視点（ファシリー
テーター）が有効に機能する、いわば進化し続ける、次世代アーティキュレーションのあり方を見
てきたが、同時に課題も見えてきた。
まず、図２の J-GAP のアーティキュレーションモデルでは学習者を中心においたカリキュラムの
改善を掲げているが、これまでの J-GAP 教師発信型プロジェクトの実践報告（河合・北村 2013）
（北村・佐藤 2014）（魚立 他 2015）の中で、具体的な学習効果をもたらしたとする事例は未だ発
表されていない。短期間で容易に測定できる方法は少ないかもしれないが、計画立案の時点で、プ
ロジェクトの成果を教師の成長だけではなく、カリキュラムの質の向上を裏付ける何らかの情報、
例えば学習者の学習意欲あるいは言語能力の向上などを検証する事例研究が望まれるところであろ
う。
また、J-GAP 開始時には、メリーランドとバージニアの当該地区において活躍するノンネイティ
ブ日本語教師の参加を見込んでいたが、結果として教師発信型プロジェクトに携わったのはネイテ
ィブの日本語教師のみであった。世界規模での J-GAP の活動報告５の共通語が日本語であることも
あり、J-GAP 関連の告知や報告が日本語で行われることが多かったことも要因かもしれない。今後
は英語での発信にも力を入れ、教科間のアーティキュレーションを含む活動に取りかかることによ
り、新たな局面が開けるかもしれない。

９．まとめ
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當作（2013）は多様な問題を抱えた 21 世紀の社会を生き抜くためには、外国語学習において問題
解決能力、協働力、コミュニケーション能力、自律継続学習、などを重視すべきであると唱えてい
る。J-GAP

USA の取り組みは教師自身がこれらのスキルを磨き、自らの教授内容や評価観を客観

視し他から学ぶ姿勢を持つことで、カリキュラム・アーティキュレーションの達成に向けて前進し
ていけるのではないかと提案するものである。
筆者は今後も現場において他教師や学校関係者などとの対話と協働作業を続け、J-GAP USA ア
ーティキュレーションモデルの改訂を行いながら、持続可能な活動の探求と実践を積み重ねていき
たい。

注

1) 本稿の文責は河合にあるが、蘇寿富美を中心とするJ-GAPチーム５名と総計100名以上の日本語教
師が実施したJ-GAPの活動を報告するものである。

2) 国際交流基金からの助成金（当初は３年間の予定だったが、１年延長）に加え、バージニア大学
を通じた米国教育省タイトルVIの助成金も活用した。

3) JFスタンダードについては国際交流基金のウェブサイトを参照。
https://jfstandard.jp/ (2015年7月31日)

4) みんなの「Can-do」サイト: https://jfstandard.jp/cando/ (2015年7月31日)
J-GAP USAでは活動初期に国際交流基金の講師を招いてワークショップを開催し、アーティキュレ
ーション活動におけるCan-do Statementsの活用に関して参加者の理解を深めた。

5) J-GAPの各国の動きは下記ウェブサイトで随時更新中である。
http://j-gap.wikispaces.com/

(2015年7月31日)

また、同サイト内のアメリカのページは以下の通りである。
http://j-gap.wikispaces.com/アメリカ

(2015年7月31日)
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6) 年度によって教師発信型プロジェクトの数もメンバーも異なるため、これは相関モデル図である。
実際には2015年７月現在でのJ-GAPコミュニティメンバーは80名ほどである。

7) このモデルは蘇・河合（2015）、河合（2015）、マーシャル（2015）の発表にあたり、マーシャ
ルと河合が中心となって考案したものに加筆修正した。SEATJ、AATJ、CATJ 学会において助言を
頂いた諸氏に深く感謝する。また、モデルの説明に関しては国際交流基金への最終報告書（2015年
７月現在執筆中）の一部として使用する予定である。

8) より多くの教師の体験談や内省は上記注７）の報告書の添付冊子に掲載予定。

9) 日本ファシリテーション協会ウェブサイトは以下参照。
https://www.faj.or.jp/modules/contents/index.php?content_id=23 (2015年7月31日)
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Study Abroad in Japan:
A Case Study of Three American Undergraduates’ Interactional
Experiences and Its Relationships with pre-SA Proficiency and
Motivation
日本留学におけるアメリカ人学習者の対話経験：留学前の言語能力とモチベーショ
ンは学習者の対話経験にどのように関わってくるのか

Hiromi Tobaru
The Ohio State University

1. Introduction
According to the Institution of International Education (2014), the number of American
students who study abroad (SA) in Japan has been gradually increasing again since the
Great Tohoku Earthquake in 2010. Previous studies on SA in Japan revealed that cultural
differences in politeness, perception of friendships, as well as social structure can become
cultural obstacles for American SA students in Japan (Burn 1996; Iwasaki 2007 & 2011;
Siegal 1995). However, SA research in Japan is still comparatively lacking and more
research related to American students’ experiences during SA in Japan is necessary to
provide SA support. This study gathered data from three American SA students whose
purposes includes language and culture learning. The primary focus of the current paper is
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study abroad for culture and language learning purposes, such as one academic year of
exchange programs, therefore, study abroad for earning a degree from universities is
excluded.
2. Literature Review
One of the most salient advantages of an SA context compared to back home is
unlimited interactional activities in the target language, with native speakers in various
settings. However, previous studies on SA have shown that many SA students do not take
advantage of the contexts, and use English more than the target language (Segalowitz &
Freed 2004; Wilkinson 1998). This brings up the question, “What are the predictors of SA
students’ interactional activities during SA?”
2.1. Pre-SA Proficiency and Interaction during SA
Although results among studies vary, research on SA has indicated that
pre-language proficiency and motivation can be predictors of SA students’ seeking
interactional activities. Freed (1990) has found that American SA students’
out-of-class activities in France indicate that the learners’ pre-SA proficiency level
affects what types of out-of-class activities they are more likely to engage in.
Learners with a higher proficiency level have more interaction with NSs than those
with lower proficiency, but regardless of their level, all learners have more
non-interactional activities, such as reading books, than interactional activities in
general. Segalwoitz and Freed (2004) have found that learners with high language
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proficiency participate in extracurricular activities more in the target language
during their study abroad. A study by Dewey et al. (2014) shows that learners with
higher pre-language proficiency spend more time on receptive language use (such
as reading books and watching TV), but there is no positive correlation between
pre-SA language proficiency and productive language use. Interestingly, however,
the same study reveals that an SA program itself is the biggest predictor of
interactional activities among six different SA programs.
2.2. Motivation and Interactional during SA
Previous research (Hernandez 2010; and Isavelli-Garcia 2006) has indicated
that students’ motivation can also be a predictor of interactional activities during
SA. There are different ways to categorize motivation, but the current study focuses
mainly on two types of motivations, namely, integrative and instrumental
motivation. Integrative motivation in foreign language learning stems from the
learners’ interest in the community and people of the target language. On the other
hand, instrumental motivation stems from a desire to receive rewards, such as
getting a promotion in career, receiving a good grade, or passing proficiency exams.
Hernandez’s (2010) study indicates that students with integrative motivation have
more interactions than students with instrumental motivation.

In addition,

Isavelli-Garcia (2006) has reported that learners who keep their motivation high and
constructed positive attitude toward a target culture throughout their SA period
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establish wider networks with NSs than those who do not. Isavelli-Gracia’s study
also shows that SA students’ motivation toward their learning and attitude toward a
target culture are influenced by their experiences in the target culture, which
consequently influences their interactional activities during SA. While Freed (1990)
has found no correlation between the students’ motivation and the amount of
interactional activities, the same study shows a positive correlation with motivation
and the frequency of non-interactional activities.
As mentioned before, these results vary among research, and there is still
little qualitative research on SA students’ interactional activities during SA,
especially in Japan. Thus, the current study addressed these issues through in-depth
interviews. Two research questions guided the current study: 1) What are the
struggles that American undergraduate students face in interactional experiences
during study abroad in Japan; and 2) how do students’ pre-SA language proficiency
and motivation predict their interactional experiences during SA?
3. Current Study
3.1. Setting
The current study was conducted at a private university in the Midwest. The
university offers Japanese courses as a major and a minor. Students’ host
universities were decided with consultations between the students and their
Japanese instructor. The students’ major, academic interests, and preferences on
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living environments (i.e. urban or rural) in Japan were taken into consideration for
the decision of their host universities in Japan.
3.2. Participants
Two male and one female student participated in this study at the university.
They had just completed an academic year of studying abroad in Japan at the time
of data collection. Table 1 shows each student’s SA destinations and their pre-SA
language proficiency. According to their former Japanese instructor, on the ACTFL
Oral Proficiency Interview scale Allan’s pre-SA language proficiency was around
the intermediate-mid level, and both Brian’s and Chelsea’s were close to the
intermediate-low level.
Table 1: SA Student’s Profile
Participants (Pseudonyms)

SA Destinations

Pre-SA Language Proficiency

Allan

Okayama Prefecture

Intermediate-Mid

Brian

Fukui Prefecture

Intermediate-Low

Chelsea

Saitama Prefecture

Intermediate-Low

3.3. Procedure
The current study employed retrospective in-depth interviews to collect data.
The interviews, given in English, were conducted three times for each participant at
about two-week intervals. Each interview took forty-five to ninety minutes,
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depending on the subject. The subjects were asked semi-structured questions, but
the order and the depth of the questions were varied according to the responses. In
alphabetic order, the next slides summarize the data on each student’s pre-SA target
language use with Japanese people, motivation for SA, and social networking
during SA.
An analysis of interactional activities was measured based on the students’
detailed accounts on their experience in each month in Japan, in which a set of
calendars, dating from August 2012 to July 2013, was distributed to help elicit
accurate answers. In addition, the analysis on students’ interactional activities was
based on a description of their action/behavior pattern in a typical day in the first
semester (in October or November) and the second semester (in March or April).
4. Observation
4.1. Allan
Allan interacted actively with Japanese international students at his home
university before study abroad, including one Japanese roommate whom he
communicated with only in Japanese for about two years. Allan indicated that he
was thankful for his strong relationship with his roommate, which enabled him to
expand his social network with other Japanese international students. Allan used
Japanese mainly to communicate with his Japanese professor and his roommate,
while communication with other Japanese international students was done in both
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Japanese and English. Allan’s SA motivation was being familiar with his local
geography and, most importantly, linguistic development in order to introduce and
explain his surroundings in Japanese, which can be considered as integrative
motivation. His overall SA experience also showed that he had maintained a high
motivation throughout his SA experience.
Although there were no English speakers to help him to acclimate to his first
weeks of living in Japan, his language proficiency level was high enough to ask
questions appropriately. He did not describe much difficulty with the transition as
he mentioned, “It was not easy, but there weren’t a lot of ‘I had no idea what’s
going on’ moments.” Allan mentioned that he sometimes encountered negative
interaction with NSs but he was able to find a way to deal with these situations. He
was often frustrated with Japanese NSs, trying to talk to him in English. Below is
Allan’s description of the situation and his attempt.
I just decided, I don't speak English anymore, and, and if I got
"hello" […], they got "konnichiwa, genki desuka [laugh], iitenki desu
ne." you know, I just throw in Japanese. And, and I think, there were
some people on campus who got the idea that I really do not wanna
speak English, and that stopped. And there were rumors that [no one
wants] to speak English to me [laugh]”
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To this kind of situation, he decided to reply in Japanese without showing any
interest in the conversation. Eventually, he was able to create an atmosphere that
was difficult for Japanese students on the campus to talk to him in English. Allan
also encountered unpleasant situations outside school, where he also dealt with
using Japanese. These reports by Allan indicate that he had enough language to
overcome negative situations throughout his SA in Japan.
Allan took a seminar class, or zemi during the academic year at his host
university, which he highly valued. In addition, Allan’s friend network was already
established before his arrival in Japan, which provided him opportunities for
communication in Japanese from the beginning of his SA experience. Allan
expanded his social network through Japanese friends whom he knew before SA
and by actively seeking interaction in the beginning of SA. His social network was
not limited to his Japanese and international friends: he was also able to build close
relationships with professors and local Japanese people through his part time job
and by participating in a local senior sports club.
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Chart 1: Allan’s Social Network During SA
4.2. Brian
Like Allan, Brian had also interacted with Japanese international students
before his SA, but unlike Allan, most of his communication with them was entirely
in English. His Japanese professor was the only native speaker that he
communicated with in Japanese on a daily basis. Brian’s goals for SA were getting
better at Japanese and making Japanese friends. Similar to Allan’s, Brian’s primary
motivation is categorized as integrative motivation.
For the first few weeks in Japan, the language Brian used was mostly in
English. However, Brian reported that he tried to distance himself from those
Japanese students who only spoke to him in English while at the same time making
an effort to make Japanese friends with those who did not speak to him in English.
Brian reported how he first met his good Japanese friend, Kobayashi at a local bar.
He initiated the first conversation; as he explained.

“The only reason I tried with

him, was because I was really drunk.” Brian took advantage of the relaxed drinking
atmosphere to make a Japanese friend, which he, as well as Allan and Chelsea,
reported extremely difficult to do otherwise. This phenomenon of a relaxed drinking
situation for making friends is also reported in Burn’s (1996) study. In February,
Brian became discouraged, which he explained was due to spring vacation, when all
of his Japanese friends went back to their hometowns. Brian mentioned, “I didn't
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wanna do anything [...] I pretty much stayed at my room.” This account indicates
that he decreased his motivation and also his interactional activities during the
period. However, Brian was able to regain his motivation when his Japanese friends
came back from their hometowns, and also thanks to the opportunities to meet up
with his former instructor and friends from his home university in the beginning and
end of March.
The group of friends that Brian mainly interacted with consisted of two
Chinese international students, two European international students and three
Japanese students. Communication with the Chinese and Japanese students was
done bilingually in Japanese and when necessary, in English. However, Brian used
English with the two European international students when there were no Japanese
speakers around in their group. Despite the fact that he tried not to speak English
inside of the school, he also reported that he used English to communicate with
those whom he mainly interacted with outside of school. Other studies (Segalowitz,
& Freed 2004; Wilkinson 1998) have also shown that SA students used their native
language more than the target language during SA experience. When Brian was
asked what his struggles were during his SA experience in Japan, the first thing he
listed was language. He explained his struggle with his language barrier to building
a close relationship with a Japanese friend (in this case Kobayashi) below. Brian’s
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account below also shows his struggle with the language when making friends with
Japanese native speakers.
‘I wanna talk to you (i.e. Kobayashi, his Japanese friend),
like, really close friends’ but because the language
barrier, like we (i.e. Brian & Kobayashi) were not as close
as we could be, I guess…. We (i.e Brian & two European
international students) felt freer and closer. Ummm, there
was, a lot more trust in there too. And I think it's because we,
all spoke English so well.
As mentioned in Brian’s account above, Brian felt his language proficiency
became a “barrier” to building a close friendship with Kobayashi. On the other
hand, Briand felt “freer and closer” with two European students who spoke fluent
English. Chart 2 shows Brian’s social network during SA. The number of people he
communicated with was much smaller than Allan’s. Two squares surrounded by a
dot line indicate Brian’s European friends with whom he had built stronger
relationships than other people in the circle.
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Chart 2: Brian’s Social Network during SA
4.3. Chelsea
Similar to Allan and Brian, Chelsea had socialized with Japanese students at
her home university before her SA experience. Pre-SA, she had lived with Japanese
international students and other American students at a shared house in the home
university for one academic year. However, most of her communication with them
was conducted in English. Only with her Japanese teacher did she communicate
almost entirely in Japanese.
In terms of her study abroad motivation, it seems that Chelsea viewed her
SA in Japan as more like a vacation from school rather than a learning experience.
However, as she stated that her “big goal” for SA was to pass a proficiency test, her
motivation can be categorized as instrumental. On top of her instrumental
motivation, her desire to explore Japan can be categorized as integrative motivation.
Unlike the other two, Chelsea’s motivation for learning during SA in Japan seemed
to be lower than the other two. However, instrumental motivation was her primary
one for her SA learning.
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Similar to Brian, for the first few weeks in Japan, the language Chelsea used
was mostly English. After two months of her SA, she started skipping classes in the
middle of October because she felt she did not learn anything from classes. Chelsea
reported school as one of her struggles during SA because all of her Japanese
classes were too easy for her. In the second semester, however, Chelsea started
going to all of her classes again. In addition, Chelsea joined a zemi with other
Japanese students. However, unlike Allan’s positive experience with zemi, she
reported it was “a failure.” Nevertheless, attending school provided her an
opportunity to expand her social network, including meeting Takashi in May. Her
opportunities to use Japanese socially significantly increased with her boyfriend’s
presence. Her communication with him was conducted all in Japanese, which
motivated her more to learn Japanese.
Chelsea’s SA social network in the first semester mainly consisted of
Japanese and international students who lived in the shared house and those who
spoke English. However, her social network expanded in the second semester as
illustrated in Chart 3. Along with the change, her language use also switched from
English to Japanese. Although she expressed her fear for communication in
Japanese at the beginning of her SA, Chelsea finally felt that she could use Japanese
without any fear at the end of her time in Japan.
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Chart 3: Chelsea’s Social Network during SA
5. Discussion
The SA students’ overall dialogue indicates that Allan used Japanese more
frequently than Brian and Chelsea during SA in Japan. Even in the beginning of his SA
experience, Allan was actively asking questions when he did not understand the situation
and actively seeking interaction with local people. One possible explanation is that Allan’s
language proficiency was high (intermediate-mid) enough to seek interaction actively when
he needed. On the other hand, Brian and Chelsea’s pre-SA language proficiency
(intermediate-low) was lower than Allan’s. Their accounts show their fear of interaction,
especially in the beginning of SA experience. When Brian faced the situation where he did
not understand the content in a class, his approach to the situation was rather passive, not
asking help from his professor or his fellow classmates. Chelsea also did not seek help from
store clerks even when she could not find items that she wanted to buy.

She avoided

coffee shops and bought coffee from vending machines because she was afraid of
communicating with Japanese staff at the store. Brian and Chelsea’s accounts on their fear
of interaction with NSs indicate that Brian and Chelsea’s language proficiency was not high
enough to seek interaction actively, and they were afraid of not being able to understand or
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to be understood. The current study suggests that there was a trend that students with lower
language proficiency felt fear of interaction with natives and tended to avoid interaction at
the beginning of their SA.
However, regardless of their language proficiency, all of them decreased their
interactional activities with Japanese native speakers during long vacations. This indicates
that host universities had provided more interactional opportunities for these students than
any other places during their SA.
In terms of student motivation, the current study observed that different types of
motivation seem to have affected the SA students’ interactional activities. Brian’s
interactional activities decreased in May and June, when he was actively studying for the
JLPT 2 and did not spend time with his friends as much as before. In fact, Brian, as well as
the other two students, view that the type of language required in JLPT is different from the
language they need for daily communication. This might be one of many reasons why SA
students with instrumental motivation tend to have less interaction with NSs than those who
have integrative motivation.
Chelsea’s initial motivation for SA learning was lower than the other two and was a
mixture of instrumental and integrative motivation. An unchallenging environment at
school demotivated her to go school, and she eventually started skipping classes by the end
of October. As mentioned earlier, since an SA student’s host university provides one of the
most opportunity for interaction with native speakers, not attending to the university
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resulted in reducing Chelsea’s interactional opportunities. However, in the second semester,
her motivation changed mainly to integrative motivation, which seems to have positively
affected her interactional activities. She maintained that integrative motivation high for the
rest of her SA experience and attended all of her classes in the second semester despite the
fact that she still did not enjoy her classes at school. This seems to indicate that
instrumental motivation might be affected easily by the environment compared to
integrative motivation.
Interestingly, unlike Brian and Chelsea, Allan was able to keep his integrative motivation
high throughout his SA experience despite some negative encounters he experienced.
Allan’s dialogues indicate that his language proficiency enabled him to overcome negative
experiences in the target culture, which might have prevented him from demotivating
himself. Furthermore, Allan’s accounts indicate that the original motivation for learning the
language and culture was higher than the other two, and he was able to keep his motivation
for learning despite the negative experiences during SA.
The observation in SA students’ motivation and interactional activities indicates
that not only the types of motivation influenced their interactional activities but also that
their SA experiences, influenced their motivation for language learning. For example,
Brian’s interactional experience as well as his motivation both decreased during spring
break, when the school was closed. He did not want to do anything but stay home, he
reported. Chelsea’s school experience in the first semester also indicates this trend. In both
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Brian’s and Chelsea’s cases, few interactional activities with NSs during a certain period
demotivated them. Because they became demotivated, they were less actively seeking
interaction in Japanese. This type of motivation is categorized as resultative motivation, and
it has been reported in Isavelli-Gracea’s (2006) study of four American students in Mexico.
It is important to resolve a negative chain as soon as possible to increase and maintain
students’ interactional activities in the target language during SA.
Besides pre-SA language proficiency and motivation, the current study indicates
that pre-SA social networks with Japanese people also played an important role for
interactional activities and building social network during SA. Thanks to his previous social
network with Japanese international students at the home university, Allan was able to
actively arrange meetings with these friends throughout his SA experience. Although Brian
and Chelsea had interaction with Japanese international students at their home university,
Allan’s network with them was much deeper and stronger. An observation by Burn (1996)
and Tobaru (2015) indicates that Japanese friendship develops at a much slower pace than
in the North American culture. Thus, having previous social networks with Japanese people
will help American students to develop close relationships during the SA period, which will
be a key to increase interactional activities and to have meaningful interaction in the target
language.
6. Conclusion
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The current study has shown that there were many factors that affected the three SA
students’ interactional activities, but there were some that seemed to have more weight than
others. Similar to previous research, the current study also supports the notion that the
student’s pre-SA language proficiency, and motivation can be predictors of interactional
activities during SA in Japan. Allan’s language proficiency was high enough to keep
actively seeking interaction during SA with less fear. His integrative motivation throughout
his SA experience also played an important part for his active attitude. On the other hand,
Brian’s and Chelsea’s approach to interaction with native speakers was rather passive, and
their motivation and interactional activities were more likely to be affected by external
factors. In addition, the current study indicated that having pre-SA social network with
Japanese people could also be a predictor of SA students’ interactional activities in the
target language.
6.1. Pedagogical Implication
Since it only involved three participants from a university, it is difficult to
make strong pedagogical implication from the current research. However, the
current study suggests two types of support that home universities can provide in
order to foster their interactional activities.


Providing opportunities for American students and Japanese international
students to establish friendships at home universities prior to SA.
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All SA participants in the current study appreciated the opportunities to
develop friendships at home universities before SA. Japanese friendships take a
comparatively longer time than in the US. Thus, providing opportunities for
American students to establish friendships with Japanese international students at
the home university provides a chance for American students to begin establishing a
social network in Japan prior to SA.


Providing constant consultation from the home throughout the SA period,
especially for the period of long seasonal vacations at a Japanese university.

The current study revealed that SA students tended to have less interaction during
the vacation periods, which directly or indirectly affected their motivation
negatively. It is also revealed that consolation with their Japanese instructor at home
could assist in regaining the SA students’ motivation. Providing constant
consultation through Skype or other media could be beneficial to maintaining the
students’ motivation and increasing or sustaining their interactional opportunities
during SA.
6.2. Implication for Future Research
The current study only employed qualitative method to investigate SA
students’ interactional activities and its predictors. However, future research should
employ mixed methods, which may enable a research to investigate the relationship
between SA students’ experiences and language acquisition during SA and provide
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a richer understanding of SA and its impact on language and cultural behavior
acquisition. Second, instead of conducting interviews after the SA experience,
conducting interviews prior and during SA should add to an understanding of the
changes students undergo during their SA. In addition, interviewing local Japanese
people in the SA students’ social network will also provide a better understanding
of their interactional experiences. Finally, conducting a larger-scale research, or
accumulating small size studies in similar contexts is also suggested. It can provide
an overall and more general understanding of American SA students’ interactional
experiences during SA in Japan.
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学習者の多様なニーズに沿った上級のコースデザイン
Designing Advanced Courses in Accordance with Students’ Various Needs
助川 愛 Ai Sukegawa
近藤 祥子 Sachiko Kondo
オーバリン大学
Oberlin College
要旨
近年、日本語学習者の多様性に伴い、
学習者のニーズに沿ったコースデザインが問われている（牛窪 2012）。
しかし、初級から中級では基本文法の定着が主となり、このレベルでの学習者の興味に応じた授業の提供
は難しい。本校では 1・2 年生で「げんき」、3 年生で「とびら」を使用し、4 年生では生教材から学ぶ。
5 年生は留学後の学生や継承学習者を対象としているが、ここまで進む学習者は少なく、継承学習者も必
ずしも日本語が専攻でないことから途中で日本語の履修を止めるなど、履修者数の予測が出来なかった。
そこで、より多くの学習者の興味を引き、幅広い選択肢の中から授業を履修できるようコース設計をし、
2014-15 年度に実施した。学期を通した 14 週間の授業の他に、本校では Module Course と呼ばれる 7 週間
のみで終了する授業も開講されている。これを利用し、従来の 5 年生の授業を前後半に分け、各学期 2 コ
ースずつ合わせて 4 コースの Module Course を開講することにした。秋学期前半は日本語能力試験対策、
後半は読み書き中心の授業にした。春学期前半は日本語教授法、後半は同じく読み書きの授業とした。各
学期とも前半の内容重視のコースは、履修条件を変更し、4 年生レベルの日本語能力があれば、4 年生ま
で終了していない学生でも履修できるようにした。この変更を受け、学習者からは短期間で集中して学べ
た、選択肢が増えてよかったなどの好意的な意見が多く見られた。一方、今まで通り学期を通してじっく
り読み物を読みたかったという意見も見られた。本稿では、2014-15 年度に行ったカリキュラム変更後の
5 年生のコース概要と学生アンケートの結果から今後の展望と課題について考察する。

【キーワード】学習者ニーズ

上級

コースデザイン

1. 先行研究
1-1 内容重視 CBI
内容重視の言語教育（Content-based instruction, 以下 CBI）の理念が提唱されてから長らく経つ。何をも
って CBI と定義するかという議論は尽きないが、広義には外国語を内容と切り離して教えるのではなく、
学習者に目的言語を介して意味のある学習環境を提供するということで研究者の意見は一致している
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（Brinton, Snow, & Wesche, 2003; Hadley, 2001）。日本語教育の現場でも言語能力だけでなく、内容にも重
点を置いた教授法が模索されており、様々な研究や実践報告がなされている（朴・浜田２００７、平野・
林・纐纈・野田・シャード２０１１）。学習者にとっては興味のある内容を通して学ぶことができ、学習
意欲が高まるために効果的であると言われている一方、ただ言語以外の内容や教科を扱えば CBI といえる
ものではなく、学習者の目的やニーズにも配慮したカリキュラムづくりも重要だと言われている（Met,
1999）。

1-2 学習者ニーズ
近年は学習者の日本語を学ぶ目的やニーズも多様化してきている。牛窪（２０１２）は、日本語教育に
おいて、教師の管理から、学習者の主体的な学習へというパラダイム転換が起きていると述べている。ま
た、今後日本で働くことを希望する留学生が増加する中、ニーズを学習者や教室が置かれた文脈から捉え、
ニーズに応えることの意味を積極的に議論していく必要がある、とも論じている。
特に上級日本語では、レベルや日本語学習歴の違う学習者が混在することもあり、一口に「上級日本語
の学習者」とまとめるのは難しい。そのため、教師は学習者それぞれがどんな目的や意識を持って授業に
臨んでいるのかを知った上で、それらを反映させた活動を授業で行うことが必要になってくると考えられ
る。また、可能であれば授業のシラバス、またプログラムのコースデザインを抜本的に見直すことで、様々
な学生のニーズに配慮した授業を提供できる可能性も出てくるのではないだろうか。
本稿ではオーバリン大学の日本語プログラムで実践した上級日本語のコースデザインについて報告す
る。

2. オーバリン大学 (Oberlin College)
2-1 日本語プログラム
オーバリン大学は１８００年に創立されたリベラル･アーツ大学である。人口８０００人前後の町にオ
ハイオ州内外から２８００人の学生が在籍している。当大学の日本語プログラムには１から５年生までの
レベルがある。履修人数は例年１年生が４５人、２年生が２０人、３年生１５人前後、４年生１０人前後、
５年生５人前後と合わせて毎学期９０人前後となっている。教科書は１・２年生で「初級日本語

げんき」

I と II、３年生で「上級へのとびら」を使用し、４年生と５年生では新聞記事や小説などの生教材から学
ぶ。この論文ではこの５年生レベルを「上級」と呼び、このレベルに加えた変更点などに言及する。

2-2 五年生の日本語
日本語５年生は主に留学を終えて帰ってきた学生や継承後学習者を対象としている。教材は主に新聞記
事や小説、それをもとにしたディスカッションや意見文の作成を通し、日本文化へのより深い理解を促す
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ことを目標としている。日本語能力試験の N2 かそれ以上に合格するレベルの学習者が履修することを想
定して読み教材を選びクラス活動を行ってきた。
しかし、例年このレベルまで進む学習者は少なく、継承語学習者も必ずしも日本語が専攻でないことか
ら、途中で日本語の履修を止める学生も少なからずいる。また、学期によって学習者のレベルが異なり、
日本語学習歴に差があることもよくあるため、毎学期どんな学習者が５年生の日本語をとるかという予測
をする事が難しい。そのため、学期前に読み教材や活動を準備しておいたのにも関わらず、学期開始後に
学生が揃ってから学生のレベルに合わせて教材を新しいものに変更するということも多々あった。したが
って、５年生の日本語の履修者をいかに増やし、いかに安定した授業を提供できるかが日本語プログラム
の長年の課題となっていた。
また、日本語も５年生レベルになると学生によっては言語のレベルを超え勉強したいこともあるようで、
日本語の授業には登録せず、個人的に勉強したい内容を教員と一対一のプライベートリーディングで学び
たいと申し出る学生もいた。過去には「５年生の授業は自分の専攻の単位の関係などで取ることが出来な
いが、日本語の勉強は続けたい」という学生もおり、そのような学生には自分で勉強したい内容を選ばせ、
時間に余裕のある教員が個人授業を行っていたが、その中で、JLPT の勉強を選んだ学生や、大学のチュ
ータープログラムの中でピア・チューターとして働くにあたり、日本語の教え方について勉強したいとい
う学生もいた。そこで、他にもそのようなテーマに興味を持つ学生がいるのではないかということで、今
まで総合的な日本語としてオファーしていた５年生レベルを見直し、コンテント重視のコースもオファー
することが決定した。

3. 日本語プログラムの見直し
２０１４－１５年度に見直した５年生レベルのコースは以下の通りである（表１）。本校では通常の１
４週間（春学期は１３週間）の Full-semester course の他に、Module course（以下 Module）と呼ばれる７週
間のみで終了する授業も開講されている。これを利用し従来は Full-semester だった５年生の日本語を First
Module（前半） と Second Module（後半）に分け、前半の First Module はコンテント重視のコース（日本
語能力試験対策と日本語教授法）、後半はどちらの学期も従来通りの総合日本語のコースにした。結果、
通年で４つの Module の開講となった。この際、５年生の日本語の履修条件も合わせて変更した。以前は
４年生の日本語を終了した学生のみ５年生の授業に登録可能としていたが、学期前半のコンテント重視の
Module に関しては、両学期とも Full-semester course である４年生の日本語と同時になら履修可能に変更し
た。
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表１

Before

５年生レベルの変更

Fall (14weeks)

Spring (13weeks)

Readings in

Readings in

Japanese Sources I

Japanese Sources II

Fall

Spring

First Module (7

Second Module (7

First Module (7

Second Module (6

weeks)

weeks)

weeks)

weeks)

Japanese Pedagogy

Advanced Reading and

日本語教授法

Writing in Japanese II

After

JLPT Prep
日本語能力試験対策

Advanced Reading
and Writing in
Japanese I

3-1 秋学期前半:
秋学期前半: 日本語能力試験対策 (Japanese Language Proficiency Test Prep)
秋学期前半の First Module には日本語能力試験対策コース（別名 JLPT Prep コース）を開講した。その
理由の一つは、従来の５年生の授業でも読み教材とは別に日本語能力試験の文法問題を宿題として出して
いたことだ。また、以前からも個人的に JLPT の勉強をしたいと申し出ていた学生が何人かいたこと、さ
らに当校の秋学期は９月から１２月の１４週間であり、通常１２月の第一日曜日が JLPT の試験日である
ことから、秋学期前半に開講すれば時期も適切だということで決定した。
２０１４年度秋学期に JLPT Prep コースを履修したのは全部で７人で、内３人は４年生のコースと同時
履修をした。この３人の学生は大学４年生だったので、従来のコースデザインであれば５年生のコースを
履修せずに卒業するはずだったが、今回の変更で４年生の授業に加えてこの JLPT コースを履修すること
が出来た。

3-1-1 コース概要
日本語能力試験対策コースとの名称はつけたが、１２月の能力試験を受けることは必須項目をはせず、
出席や宿題、授業参加を元に成績を出した。授業は、日本語能力試験のフォーマットに沿って進めた。文
字・語いは、配布したパケットから範囲を指定し、小テストを行った。文法は宿題として読ませ、授業内
で詳しい説明を行い、教室内で運用練習を行った。また、聴解や読解問題も宿題として出し、授業内では
学生からの質問に答えたり、応用問題を解くという構成にした。授業の最後には模擬試験を行い、能力試
験を受けたことがない学生もテスト形式に慣れることが出来るように配慮した。

3-1-2 学生アンケート
7 週間の First Module が終わった後に実施した学生へのアンケートでは、コースの内容の感想の他に、
今までの５年生の日本語からの変更をどう思うかについても聞いた。JLPT の対策コースを新しく開講し
た試みに対し学生からは、「今までは自習で終わっていた試験対策が授業の中でできてよかった」、「能
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力試験を受ける自信がついた」、という好意的な意見が見られた。「思っていたより難しかった」、「話
す練習が少なかった」等の意見も見られた。
Full-semester course から Module course への変更については、７週間の Module で「かなり色々なことを
やったと感じた」、「学期を通して読み物をじっくり学びたかった」という学生、また「こういった試験
対策のコースは学期を通してやると長すぎると思う」という学生もいた。大学４年生の学生からは、「４
年生の日本語の授業だけでなく、他にも取れるコースがあって良かった」、という意見や、「Full semester
から Module にしたことでより多くの学生が取れるのでよかった」と、履修条件を変更したことに対して
も好意的に受け止めている学生が多く見られた。

3-1-3 今後への課題と展望
授業の内容に関しては、教員のほうに反省点が残った。試験対策というコースの性質上、教師側が文法
の説明や問題の解説をする時間が多く、話す練習が少なかった事が反省点として挙げられる。学生もテス
ト対策のコースだと理解して履修はしていたようだが、学期中に日本語の授業はこれしか取っていないと
いう学生も何人かいた。すでにある程度の能力のある学生が履修することを予想していたが、学生の四技
能をバランスよく伸ばせるよう、教師側も意識して授業を組み立てていく必要があると感じた。
今後の展望として、文法を使った会話練習や作文練習を組み込み、ただの講義に終始しないようなクラ
スづくりが必要だろう。また、語いの小テストの他にも、能力試験の語彙に関連した時事問題やニュース
などを取り上げ、聴解練習につなげたり、読解問題に関連したディスカッションを行いつつ、語いの定着
度を高め、運用能力も高められればよりベストであると思われる。また、学生間のレベルに差がある時は、
レベルによって配布する資料を N3 レベルと N2 または N1 レベルに分けるなどの配慮も必要になるだろう。
今回の５年生レベルの見直しに関して反省点や課題は残ったが、今までなら５年生の日本語を履修する
ことなく卒業していった学生へ幅広い機会を与えられたという面から、JLPT Prep コースの開設には意義
があったのではないかと思われる。

3-2 春学期前半：日本語教授法 (Japanese Pedagogy)
春学期の前半の First Module には、「日本語教授法」のコースを開講した。このコースを開講した背景
として、先に述べた通り、大学のチュータープログラムが挙げられる。本校の言語プログラムでは各言語
100-200 レベルの学生が無料で利用できる個人チューターの制度がある。原則として、留学生として本校
に在籍している母語話者の学生がチューターをするが、教員が認めるレベルに達していれば上級の学生も
チューターとして働くことが出来る。過去に日本語プログラムでも５年生レベルの学生が何人かこのチュ
ーターとして下級生を教えるということがあったが、プログラムとして教え方等を細かく指導することは
出来ておらず自己流に任せている状態であった。そのような状況の改善にも役立つのではないかというこ
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とから、「外国語として初級レベルの日本語を教える際のアプローチを学べる」コースを開講することと
なった。
２０１５年春の開講時にこのコースを履修したのは４人であったが、どの年もレベルに関わらず秋学期
から春学期へ向けて人数が減ることはよくあることなので、秋学期の Module の７人から４人という変動
は想定内のことだと言える。また、本校では、上級のクラスやゼミであれば、学生が最低２人いれば開講
が可能である。この４人中２人は、４年生のコースと同時に履修したが、JLPT のコースと同様この２人
は大学の学年がすでに４年生だったため、従来のコースデザインであれば、このコースを履修せずに卒業
していくことになっていたが、今回の変更で、4 年生の授業に加えてこの教授法のコースを履修すること
が出来た。

3-2-1 コース概要
Japanese pedagogy（日本語教授法）とコースの名称はつけたが、７週間で出来ることは限られるため、
主に扱った内容は、様々な教授法の概要、そして初級の実際の指導法とした。また週ごとに「プロフィシ
エンシーとは（『言語が出来る』とは）」や、「文字導入のタイミングについて」、「文化能力は測れる
か」などといったテーマでクラスディスカッションや意見文の作成等も行った。課題としては、初級教科
書の教科書分析、初級クラスの見学レポートの提出、初級文法から１つを選びそれについての授業案作成
などを課し、コースの最後には一人１５分程度の模擬授業を行った。

3-2-2 学生アンケート（授業前）
授業前に学生にアンケートを取り、二つの質問に答えてもらった。一つ目の「このクラスを取ろうと思
った理由」については、全員が実際に自分が言語を教える可能性を考えて取ったという答えであった。４
人中２人の学生は卒業後日本にある提携校にて英語講師となることが決定しており、教授法自体に興味が
ある、またはこの授業は日本語の教授法だが、外国語として英語を習っている日本の大学生を教える時に
役に立つかも知れないと思った、という動機があったようだ。また一人の学生は母国の中国において日本
語の塾のアルバイトをしたことがあったため、今後のために勉強しておきたいという気持ちからこの授業
を取ったようである。上級日本語チューターとして働くために、という学生もいた。二つ目の「この授業
で習ったことをどんなことに生かしたいか」という質問については、この授業をきっかけに、自分が上級
まで習ってきた言語を今度は人に教えられるようになりたい、教授法を習えば今後の自分の言語の勉強へ
役立つことがあるかもしれない、また、自分の言語習得へもつなげたい、そして、新しいコンセプトを簡
単に説明できる能力をつけたい、実際に言語を教えることに生かしたいという答えが出た。

3-2-3 学生アンケート（授業後）
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７週間の授業を経て答えてもらったアンケートでは、全体を通しての感想として、今まで習ってきた言
語の応用としてすばらしく大きな達成感があった、授業で習った内容を実践に移せるのが良かった、時々
難しかったが上級としてよかった、というコメントがあった。また、読み物に関しては、とても興味をそ
そるものだった、いい単語の練習になった、内容は時々難しかったがいい読みの練習となった、というも
のがあり、授業見学と模擬授業については、コースの中で１番いい課題だった、もっとやりたかったなど
というコメントも見られた。

3-2-4 今後への課題と展望
「日本語教授法」とひとことで言ってもカバーすべき点は多く、７週間でどれだけのことを入れるかは
今後も考えていく必要があると感じた。模擬授業を出来れば２回やりたかったという学生からの声もあっ
たため、コース中盤で１度クラスメートの前で短い模擬授業をさせ、その反省を生かしてコースの最後に
もう一度させるなど、短い Module の中でも工夫して意味のある活動を行えればと思う。このコースでの
読み物選びも今後の課題と言える。色々と読ませたい教授法関係の論文などもあったが、あくまでも言語
のクラスである以上、彼らの言語レベルで読めるもののみに限ろうとしたため、今回は読み物の量は少な
めになってしまった。しかし、それについては、学生からのコメントで、もっと全体を通して読み物があ
ってもよかった、専門用語が出て来る読み物はチャレンジングだったがいい練習になったというものもあ
ったため、改善が必要だと思われる。彼らの言語レベルに合っていて、その上で授業で扱う内容をカバー
できるような読み物探しが今後の課題と言える。
開講してみて、卒業後語学教師になる予定の学生、チューターとして働きたいと思っている学生など直
接的に言語を教えることに興味を持つ学生からの需要があったため、今後もこのような学生からのニーズ
はあるのではと思われる。卒業後日本で英語教師になる学生は毎年数名おり、またアジア系の学生が夏期
長期休みに国に帰って日本語の塾でアルバイト等をするケースもあることから、長い休みに入る前の春学
期にこの Module をオファー出来るのはいいタイミングだと言えるだろう。その他にも、教えること自体
には興味を持っていなかった学生が、最後の模擬授業を終えて、思った以上に楽しくまたやってみたとい
う感想を述べていた。このような学生にとっては、自分の興味以外のことに対しても視野を広げるいい機
会になったと思われる。今回は５年生の日本語という言語プログラムの中でのオファーだったため、日本
語の学生しか対象にしなかったが、今後日本語母語話者である日本人学生にも履修対象を広げることも考
えられる。

4. まとめと考察
まとめと考察
秋と春の両学期を通して、実際に履修した学生からは５年生レベルの見直しに関して「短期間で集中し
て学べた」、「選択肢が増えてよかった」などの好意的な意見が多く見られた。一方、「今まで通り学期
を通してじっくり読み物を読みたかった」という意見もあった。一方、従来のように読み物中心でクラス
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を進める際、時間の制約がある Module ではゴールが設定しにくく、教員側も教材選びに苦心することも
あった。また、コース内容の見直しをするにあたり、２０１４年秋の開講に向けて、前年の２０１３―１
４年に見られた学生のニーズを反映させたコンテント重視コースを考えたが、必ずしも皆がこれに興味が
あるわけではないというのも今後考慮すべき点である。
今回の５年生レベルの見直しに関して、秋学期の JLPT Prep と春学期の Pedagogy それぞれの Module へ
の反省点や課題はあるものの、今までなら５年生レベルを履修することなく卒業していった学生へ、より
幅広い選択肢から自分に合った日本語の授業を履修する機会を与えられたのではないかと思われる。この
面から見ると、総合日本語に併せてのコンテント重視のコース開設には意義があったと言えるだろう。大
学などの高等教育機関での日本語教育においても、今まで以上の学生の多様化したニーズに応えられるよ
う、いかに学習者の興味を惹きつけるコース設計が出来るかが今後、各大学・機関における日本語プログ
ラムの課題になってくるのではないだろうか。

5. 最後に
田中・張（２０１１）にもあるように、教師側だけが「学び」をデザインし、学習者のニーズを読み取
るのではなく、実際のコースデザインの際に学習者の声も集めた上で検討する必要があるだろう。今回は、
日本語能力試験対策コースと日本語教授法のコースを開講したが、どちらも教員がある程度専門性を持っ
て教えられる内容だったと言える。しかし、プログラムや教育機関によっては必ずしも学習者のニーズと
教員側が提供できることが常にマッチするとは限らないケースもあるだろう。教員は各分野でそれぞれ専
門性を持っているものだが、最近では、学生からのニーズにも応えられるようになるために、自分の専門
以外の内容についてもマルチに教えられる人材が求められている。近年の急速なグローバル化に伴い、学
習者のニーズはこれからより一層多様化の度を増していくと考えられるため、教師の専門性と学習者から
求められることとのギャップをどう埋めていくかが重要になっていくだろう。この教師の多面性というの
は特に目新しいことではなく、内容重視で言語を教える CBI が提唱され始めた時から既に議論がされてい
た。これからは言語を介して学習者が多角的に学べるように配慮したコースデザインをしていく必要がよ
り一層出てくると考えられる。また、牛窪（２０１２）が述べているように、教師が一方的に授業を行う
のではなく、学習者にどう主体性をもたせるのか、教師はどうやって主体的な学習環境を与えられるのか
ということに眼目を置いていく必要があると思われる。日本語教育に限らず他の教育の分野でも、限られ
た時間の中で学生にとっていかに有意義な授業を提供できるかは、今後教育に携わる者が考えていくべき
課題なのではないだろうか。
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要旨
米国の大学における外国語履修者数は近年減少傾向にあり，日本語もその例外ではない。また，大学にお
ける外国語プログラムの縮小，閉鎖を耳にすることも少なくない今日，高等教育における外国語学習の意
義が今一層問われているといえる。そこで，アイオワ大学では，大学における日本語教育に何が求められ
ているかを探るため，日本語を履修している学生及び過去５年間に日本言語文化を専攻（または副専攻）
した卒業生を対象にアンケート調査を行った。その結果，アイオワ大学で日本語を学習している学生の多
くが，卒業後日本に関連した仕事につくこと，また在学中にビジネス日本語を履修することに強い関心を
持っていることがわかった。また，アイオワ州とその近郊の日系企業，また日本と関わりのあるアメリカ
企業を対象にインタビュー調査を行ったところ，アイオワ周辺の日系企業で求められている人材は，米国
の大都市で求められているような人材とは異なる部分があり，地域性を考慮した日本語プログラムの構築
が必要とされていることが明らかとなった。最後に，これらの結果を踏まえ，現在アイオワ大学で取り組
んでいるビジネス日本語カリキュラムについて，その設立までの過程を報告する。

【キーワード】ビジネス日本語，キャリア，ニーズ分析，地域性，アドボカシー

1.

アイオワ州におけるビジネス日本語の必要性

1–1 近年の外国語履修者数の動向
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The Modern Language Association of America（以下 MLA）の 2013 年の調査によると，米国の大学におけ
る外国語学習者数は，韓国語，アメリカ手話，ポルトガル語，中国語を除き，全体的に減少傾向にある（MLA
2015）
。これは大学在籍者の減少に因るものとされるが，日本語も例外ではなく，2009 年の調査では 72,359
人を記録していた履修者が，2013 年の調査では 66,740 人となっており，7.8％減少していることが報告さ
れている。一方，国際交流基金がほぼ同時期に行った調査では，日本語学習者の数は増加傾向にあるとさ
れる（The Japan Foundation, Los Angeles 2012）
。これは，両機関の最新のデータ，つまり国際交流基金の
2012 年の調査結果（62,957 人）と MLA の 2013 年の調査結果（66,740 人）に比較的差がないのに対し，
比較の対象とされている各機関が行った 2009 年の調査の結果に大きなずれがあることに起因している。
国際交流基金のデータでは 57,664 人と，何らかの理由で MLA の調査結果（72,359 人）を大幅に下回って
いる。しかし，履修者の増減に関わらず，大学における外国語プログラムの縮小，閉鎖を耳にすることが
少なくない今日，高等教育における外国語学習の意義は今一層問われており，日本語教育に携わる者が，
大学で日本語を専攻または履修することの価値，利点，またプログラムの方向性を再認識した上で，それ
を，学生，学生の親，大学の運営組織，また地域に明確に意識的に伝えていくことが必要とされている。

1–2 アイオワ大学における日本語学習者のデモグラフィーの変化
全米各地の多くの大学において，ここ数年の間に，中国からの留学生が急増している。アイオワ大学で
も，2010 年頃から学生のデモグラフィーの変化が顕著になってきた。表 1 は，アイオワ大学の人文科学部
（College of Arts and Sciences）の過去７年間の秋学期の在校生の数をまとめたものである。アイオワ大学
の人文科学部の在学生総数は一定して１万６千人程度であるが，2007 年には 55 名しかいなかった中国か
らの留学生が 2013 年には 1212 名に増えている。学生総数に対する比率を見てみると，2007 年は中国人留
学生が全在学生の僅か 0.3%であったが，2013 年には 7.4%に達しており，約 25 倍に増えている。なお，
韓国からの留学生の数も年々伸びているものの，最多を記録している 2013 年でも学生総数の 1.3%にとど
まっており，急激な増加はみられていない。

表1

人文科学部における中国・韓国からの留学生の在学生総数に対する割合

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

在学生

16,396

16,492

15,914

15,914

15,896

16,181

16,315

総数

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

中国人

55

187

336

612

862

960

1212

留学生

(0.3%)

(1.1%)

(2.1%)

(4.0%)

(5.4%)

(5.9%)

(7.4%)

韓国人

103

97

107

146

175

191

208

留学生

(0.6%)

(0.6%)

(0.7%)

(0.9%)

(1.1%)

(1.2%)

(1.3%)
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中国人留学生の増加は，アイオワ大学で日本語を履修する学生にもみられる。日本語履修者の出身別の
公式データが入手困難であったことから，中国人留学生のおおよその割合を把握するため，暫定的に，日
本語を履修している学生の名簿に載っている名前を判断の基準とし，東アジア系の学生と非東アジア系の
学生の割合の傾向を分析した。なお，東アジア系と非アジア系で区別したのは，中国系と韓国系の名前の
区別が難しいためである。また，名前から判断しているため，ここで東アジア系として数えられた学生に
は，中国，韓国からの留学生だけでなく，他の国からの留学生や中国系，韓国系アメリカ人も含まれる可
能性がある。
分析の結果は表 2 にまとめた。2010 年には東アジア系の学生は日本語履修者の総数の僅か 22.0%だった
が，2011 年以降は約半数を東アジア系学生が占めている。ここ数年で，東アジア系の学生の割合が急増し
ていることが数値の上でも確認された。

表2

2010

2011

2012

2013

2014

日本語履修者数の内訳

東アジア系

非東アジア系

合計

42

141

183

(22.0%)

(77.0%)

(100.0%)

103

116

219

(47.0%)

(53.0%)

(100.0%)

109

109

218

(50.0%)

(50.0%)

(100.0%)

126

98

224

(56.3%)

(43.8%)

(100.0%)

129

131

260

(49.6%)

(50.4%)

(100.0%)

なお，ここで注意すべきことは，東アジア系の学生は初級レベルの日本語の履修者に多く，中級，上級
とレベルが上がるにつれて，東アジア系の学生の履修率が低くなるという点である。また，アイオワ大学
には日本言語文化の専攻，副専攻のプログラムがあるが(1)，日本言語文化を専攻する学生は非東アジア系
の学生か，東アジア系アメリカ人が多く，中国や韓国からの留学生が日本言語文化を副専攻にすることは
あっても専攻にすることは大変少ない。表２に示されるように東アジア系の学生が日本語履修者全体の
50％近くを占めていても，初級レベルの履修者に偏っており，継続して中級，上級レベルまで日本語を履
修する学生は少なく，このことが日本語プログラムの全体的な継続率の低さに影響している。
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日本語の継続率の低さは，多くの大学の日本語プログラムが抱える問題であるが，これは，学生が日本
語の授業や教員の質に不満をもっているからではなく，「続けたいが時間がない」といったことが主要な
原因であることが指摘されている（Ueda 2015）
。アイオワ大学の日本語履修者の分布を見てみると，より
多くの東アジア系の学生が日本語を継続して学習することが，継続率向上の鍵となっているように見受け
られる。そのためには，学生が時間をかけても日本語を続ける価値があると思うようなプログラム作りを
していくことが肝要であろう。
どのようなプログラムが魅力的であるかは，日本語を履修している学生の関心，興味，将来の方向性，
また親が子供に抱く将来的な展望によって異なる。そこでまず，アイオワ大学ではどのような学生が日本
語を履修しているのかを把握するため，日本語を履修している学生の名簿をもとに，日本語を履修してい
る学生の専攻を調べた。2014 年秋の履修者の専攻の上位５位をみてみると，履修者 260 名中，一番多かっ
たのがビジネス関連の専攻
（マネージメント，
マーケティング，
国際関係，
会計，
金融等(2)）
の 63 名
（24.2％）
，
，心理学の 21 名（8.1％）
，経済の 15 名（5.8％）
，コンピュー
次いで，アジア言語文学(3)の 30 名（11.5％）
ター科学と英文学が各 13 名（5.0％）となっており，ビジネス関係の専攻の学生が全体の約４分の１を占
めていることがわかった。また，図 1 の通り，過去数年のデータをみてみると，その割合は上昇傾向にあ
ることがわかる。

図1

ビジネス関連の分野を専攻している日本語履修者の割合の変化

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%
2010

2011

2012

2013

2014

なお，2014 年の秋については， 入学予定であったかなりの数の中国，韓国からの留学生が，査証の手
続きの関係で秋学期の入学に間に合わなかったことが大学より報告されている。以下に述べるように，日
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本語を専攻するビジネス系の学生には東アジア系の留学生が多いことから，2014 年の数値の減少は一部の
留学生の入学の遅れに関連している可能性がある。
次に，
ビジネス関連の分野を専攻する日本語履修者のレベル別の内訳を見てみたい。
表 3 にあるように，
ビジネス関連の分野を専攻する学生のほとんどが初級レベル（1st-, 2nd-Year Japanese）の日本語のクラスに
登録しており，中級（3rd-Year)，上級レベル（4th-, 5th-Year)にはビジネス関係の分野を専攻する学生は若干
名しかいないことがわかる。例えば，2014 年における内訳は，ビジネス関係の分野を専攻する日本語履修
者 63 名中，42 名が 1st-Year Japanese，17 名が 2nd-Year Japanese，3rd-Year Japanese が１名，4th-Year Japanese
が 3 名，5th-Year Japanese が０であった。ビジネス関係の分野を専攻しており，かつ日本語に関心をもって
いる学生の数は多いにも関わらず，その多くは中級，上級レベルまで学習を続けていないことがわかる。

表 3 ビジネス関連の分野を専攻する日本語履修者の日本語レベル別の内訳(4)
1st-Year

2nd-Year

3rd-Year

4th-Year

5th-Year

合計

2010

24

4

0

0

n/a

28

2011

37

13

6

0

2

58

2012

44

12

5

3

n/a

64

2013

44

14

7

3

n/a

68

2014

42

17

1

3

0

63

次に，ビジネス関連の分野を専攻している学生の，デモグラフィー別の内訳をみてみた。表 4 の示す通
り，ビジネス系の分野を専攻している日本語履修者は圧倒的に東アジア系の学生が多い。

表 4 ビジネス関連の分野を専攻している日本語履修者のデモグラフィー

2010

2011

2012

2013

2014

東アジア系

非東アジア系

合計

22

6

28

(78.6%)

(21.4%)

（100%）

52

6

58

(89.7%)

(10.3%)

（100%）

56

8

64

(87.5%)

(12.5%)

（100%）

64

4

68

(94.1%)

(5.9%)

（100%）

59

4

63

(93.7%)

(6.3%)

（100%）
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このような傾向は，中国経済に大きな変化がない限り，今後もしばらく続くものと予想される。中国か
らの留学生が多ければ，初級の日本語に登録する学生の数も増え，ビジネス関連の分野を専攻する日本語
履修者の比率が高くなる。すると，学生の日本語履修の継続率を高めるためには，日本言語文化専攻の学
生に加え，ビジネス関連の分野を専攻する東アジア系の学生にとって魅力的なプログラム作りをしていく
ことが重要だと考えられる。
そこで，アイオワ大学では，学生のキャリアに繋がる日本語プログラム(田伏 2013)を目指し，現存の日
本語プログラムに，ビジネス日本語のコースを加えることを検討した。これによって，学生の日本語学習
のモチベーションを高め，さらに日本語履修者数の更なる安定化と日本語履修の継続率の向上につなげた
いと考えた。そして，まず，この方向性が妥当であるかを判断するために，日本語を履修している学生に
アンケート調査を行った。以下にその結果をまとめる。

1–3 キャリアに関する日本語学習者の意識
日本語を履修している学生が，日本語を活かしたキャリアに関してどのようなことを考えているか，ま
たビジネス日本語の授業が開講された場合関心があるかどうかなどを調べた。結果を表 5 にまとめた。

表5

キャリアに関する日本語学習者の意識調査
Total

%

Total

%

198

83%

1. Would you like to find a job related to Japan in some way after graduation?
Yes

84

35%

Maybe

114

48%

Maybe not

26

11%

26

11%

No

16

7%

16

7%

Total

240

100%

240

100%

Business

84

25%

Manga

53

16%

Music

25

7%

Hospitality

5

1%

Teaching

60

18%

Translation

51

15%

Research

30

9%

Other

30

9%

Total

338

100%

2. If you said yes for #1, in what field? Circle all that apply.

3. Would you be interested in taking Business Japanese Ⅰ?

119

n/a

Very much

68

28%

Somewhat

126

53%

No

45

No answer
Total

194

81%

19%

45

19%

1

0%

0

0%

240

100%

240

100%

Very much

45

19%
165

69%

Somewhat

120

50%

No

75

31%

75

31%

Total

240

100%

240

100%

4. Would you be interested in taking Business Japanese ?

5. Would you consider signing up for the Business Japanese Certificate Program, if we created one?
Definitely

42

18%

Maybe, depending on the requirements

143

60%

No

53

No answer
Total

185

77%

22%

53

22%

2

0%

0

0%

240

100%

240

100%

6. If you are a business or international studies major/minor, do you think having a Business Japanese Certificate
Program will attract more students to study Japanese?
Yes

100

48%

Maybe

94

45%

Maybe not

6

No
Total

194

94%

3%

6

3%

7

3%

7

3%

207

100%

207

100%

まず，「卒業後日本に関係した仕事につきたいか」という質問に関しては，調査に協力してくれた学生
240 名中 84 名 (35%)が Yes，114 名(48%)が Maybe と，計 198 名(83%)が肯定的な回答をした。Maybe not
と答えた学生は 26 名(11%)，No は 16 名(7%)であった。
「質問１で Yes と答えた場合，どのような分野の仕事につきたいか（複数回答可）」尋ねたところ，多
い順に，ビジネスが 84 名，教育関係が 60 名，マンガが 53 名，翻訳が 51 名，研究が 30 名，音楽が 25 名，
ホスピタリティーが 5 名であった。日本語を履修している理由として，マンガやポップカルチャーを挙げ
る学生が多い近年，ビジネス関係の仕事につきたいと思っている学生はほとんどいないのではないかと予
想していたが，調査の結果，ビジネス，また教育関係の仕事につきたいと思っている学生が多数いること
がわかった。
次に，アイオワ大学で開講を検討していたビジネス日本語のクラス，Business Japanese I と Business
Japanese II，並びに将来設立を検討している Business Japanese Certificate Program について質問した。この
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質問に先立って，学生には以下のようにコースの概要を説明した。
Business Japanese I は，3rd-Year Japanese 2nd Semester を履修済みであるか履修中の学生を対象とし，社会
人として円滑にコミュニケーションをとるために必要な技能と知識を紹介する。職場で日常的に使われる
表現や語彙，待遇表現を学習することを目的とし，読み物，ビデオ，ディスカッションを通して，マナー
や習慣についても学ぶ。Business Japanese II は，Business Japanese I を履修済みの学生を対象とし，ビジネ
ス文書の書き方，交渉の仕方，プレゼンの仕方などを学び，ビジネスの場面で使われるより高度な言語技
能を身につけることを目的とする。
なお，便宜上，コース名は Business Japanese としているが，いわゆるビジネスの分野だけでなく， 日
本の職場で一般的に必要とされる知識を学ぶことを目的としているため，英語教師など，ビジネス以外の
分野で働きたいと思っている学生にも十分に役に立つ授業内容であることを説明してある。
以上のような説明の後，このような授業をとってみたいかどうか質問した。その結果， Business Japanese
I については，Very much と答えた学生が 28%，Somewhat が 53%，No が 19%，Business Japanese II につい
ては，Very much が 19%，Somewhat が 50%，No が 31%であった。また，Business Japanese Certificate Program
ができたら，certificate をとりたいかどうか質問したところ，Definitely が 18%, Maybe, depending on the
requirements が 60%, No が 22%であった。
いずれの質問にたいしても否定的な答えをした人が 19%から 31%
と少なく，程度の差はあるものの殆どの学生（69%–81%）がビジネス日本語のクラス，またビジネス日本
語の Certificate Program に興味をもっていることがわかった。
アンケート調査の結果，日本語を履修している学生の多くが，卒業後，何らかの形で日本に関係する仕
事をしてみたいと思っていること，またビジネス日本語を学ぶことに関心をもっていることが明らかとな
った。また，現存の日本語プログラムにビジネス日本語のコースを取り入れることの妥当性も確認された。

1–4 アイオワ州における日系ビジネス
上述のアンケート調査の結果，多くの学生が日本関係の仕事に就くことに関心をもっていることがわか
ったが，必ずしも日本で就職したいと思っているわけではない。アメリカ国内で日本に関係する仕事につ
きたいと思っている学生や，日本で仕事をする前にまずはアメリカで日本関係の仕事をしてみたいと思っ
ている学生もいる。そこで，アイオワ州における雇用機会の可能性を探るべく，アイオワ州における日系
ビジネスについて調査した。
表 6 は，ミシガン州，オハイオ州，イリノイ州，アイオワ州の日系企業の施設数と雇用者数をまとめた
ものである。
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表 6 中西部における日系企業の施設数と雇用者数
Michigan*

Ohio*

Illinois**

Iowa**

(2014)

(2014)

(2013)

(2013)

487

422

581

57

Total employees

38,339

70,985

38,190

4,970

Local employees

36,456

69,467

36,970

4,940

Japanese employees

1,883

1,518

1,230

30

Facilities

*The Consulate General of Japan in Detroit (2014a,b)，**The Consulate General of Japan at Chicago
(2013)

表６にみられるように，アイオワ州の日系企業の数は同じく米国中西部のミシガン州，オハイオ州，イ
リノイ州と比べると圧倒的に少ない。施設数は 57 と，他州の約 10 分の 1 である。アイオワ州における雇
用機会は他州に比べると格段に少ないと思われる。しかし，日本人従業員の数は 30 で，施設総数を下回
ることから，日本人従業員のいない企業も多数あることがわかる。すると，日本人従業員の数が少ない分，
日本語のできる人材が現地で必要とされているようにも見える。
なお，アイオワ州における日系企業の業種をみてみると，57 の施設のうち，40 が製造業関係（化学，
自動車，自動車部品，食品，機械など）
，実際の製造を行っている施設が 16，農業関係が 10，商業貿易が
4，金融・保険・不動産が 2，輸送・倉庫が１であった(The Consulate General of Japan at Chicago, 2013)。ま
た，従業員の数による企業の大きさをみてみると，57 の施設のうち 1–10 人の施設が 25，11–100 人が 19，
101–500 人が 11，501–1000 人が 1，1001 人以上が 1 となっており(The Consulate General of Japan at Chicago,
2013)，従業員の数という点でいうと比較的小規模の施設が殆どであることがわかる。
ここで，日系企業ではどのような人材が求められているかをみてみたい。Saito and Tabuse (2013)， Saito
(2014)は，大学のプログラムが目標とする日本語能力は中級の上であるのに対し，日系企業や政府関係者
が求める日本語能力は上級レベル以上であることを指摘している。
一方，JETRO Atlanta が 2006 年に行った調査では，調査に協力した日系企業 18 社の殆どが，学生の言
動，性格，態度の重要性を指摘したのに対し，言語能力については言及しなかったと報告されている
(Matsuda 2010)。2005 年にデトロイト地区における日系企業を対象に行われたアンケート調査でも同様の
結果が得られている。Tabuse and Fujiwara (2005)は，46 人の協力者のうち日本語は知らなくてもいいと答
えた人は 23 人いたが，日本文化を知っていることが大事であることを否定した人は一人もいなかったと
報告している。
ただし，これらの調査は大都市で行われていることから，どのような能力，知識が求められているかは，
業種，職種，また企業の規模によって異なり，地域差がある可能性も考えられる。

1–5 本研究の目的
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以上の点を踏まえ，本研究では以下の二点を明らかにすることを目的とする。
(1) アイオワ大学で日本言語文化を専攻または副専攻とした卒業生が，在学当時，就職に関してどの
ような希望をもっていたか，また，その後社会にでてどのような必要性を感じているか。
(2) アイオワ州における日系企業では，どのような能力，知識をもった人材が必要とされているのか。

2.

卒業生に対するニーズ調査
ビジネス日本語のカリキュラムを設立するにあたり，実際にアイオワ大学で日本語を学んだ学生の経験

や意見を聞く必要があると考えた。そこで，アイオワ大学で日本言語文化を専攻，または副専攻とした卒
業生（以下「卒業生」とする）を対象に調査を行った。調査は全て英語で行った。

2–1 アンケート調査
2-1-1

調査方法

本調査では，アイオワ大学で過去 5 年間に日本言語文化を専攻，または副専攻とした卒業生 39 名に対
し，アンケート用紙を送付し，11 名から回答を得た。アンケートの質問項目は以下の通りである。回答率
を高めるため，質問形式は出来る限り多肢選択式とした。

(1) 調査協力者の背景
性別，年齢，言語背景，日本滞在期間，現在の勤務状況，日本語学習歴，専攻・副専攻，日本に関す
る仕事をしたことがあるかどうか。
(2) 職歴（日本に関する仕事をしたことがあると答えた場合のみ回答）
所属機関，所属期間，業種，職種，日系企業かどうか，現在所属しているか，所在地，雇用形態，職
場での日本語使用頻度，職場での日本語の重要度，職場での日本文化知識の重要度，職場での日本の
ビジネスマナーに関する知識の重要度，職場でコミュニケーション上の問題が起こる頻度，問題の原
因，問題が起こった場合解決されたかどうか。
(3) 在学当時の就職に関する希望（日本に関する仕事をしたことがないと答えた場合のみ回答）
•

在学時，日本に関する仕事を探したかどうか。

•

日本に関する仕事を探した場合，その仕事に就かなかったのはどうしてか。

•

日本に関する仕事を探さなかった場合，それはどうしてか。

(4) ビジネス日本語の授業に関する質問
•

在学当時ビジネス日本語のクラスを取っていたら，その後の進路に影響があったと思うか。

(5)フォローアップインタビューの協力依頼

2-1-2

調査結果
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2-1-2-1

調査協力者の背景

アンケートに回答した調査協力者 11 名の背景を表 7 にまとめた。回答者 11 名中，日本に関係のある仕
事をしたことがあると答えたのは 6 名で，そのうち 5 名は日本言語文化を専攻，１名は副専攻としていた。
ただし，日本言語文化専攻の 5 名はいずれも日本言語文化以外の分野も専攻している，いわゆるダブルメ
ジャーであった。また，日本に関係のある仕事をしたことがあると答えた 6 名のうち 2 名が，家族に日本
語を話す人がいると答え(5)，継承日本語話者であることがわかった。一方，日本に関係のある仕事をした
ことがないと答えた 5 名のうち日本言語文化を専攻したのは 2 名のみであった。

表 7 調査協力者の背景
性
別

年齢

家庭での
日本語使用

日本滞在
期間

日本語
学習歴

専攻

副専攻

日本に関係
する仕事の
経験

A

女

20 代

あり

約５年

４年以上

日本言語文化
ビジネス

ある

B

女

20 代

あり（継承

約 10 年

４年以上

日本言語文化

ある

日本語話者）

哲学

C

男

20 代

あり（継承日
本語話者）

なし

４年以上

日本言語文化
医療生体工学

D

女

20 代

なし

１年

２年以上

クリエイティ
ブライティン
グ

E

女

20 代

なし

１年

３年以上

日本言語文化
英文学

F

男

20 代

なし

２年

２年以上

日本言語文化

G

男

30 代

なし

１年

２年以上

地理学

日本言語文化

ない

H

男

20 代

なし

１年

２年以上

国際関係

日本言語文化

ない

I

女

20 代

なし

１年

２年以上

国際関係

日本言語文化

ない

J

男

20 代

なし

１年

３年以上

日本言語文化
音楽

ない

K

女

20 代

なし

１年

３年以上

日本言語文化
ビジネス

ない

2-1-2-2

ある
日本言語文化

ある

ある
ある

職歴

実際に日本に関係のある仕事をしていた調査協力者に，その仕事の詳細について尋ねた。結果は，表 8
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のとおりである。

表 8 日本に関係のある仕事をしていた学生の詳細
所属期間

業種

職種

所在地・拠点

雇用形態

米国ミシガン州

フルタイム

（日系・非日系）
A

B

１年以上

自動車部品の輸入・輸

（在職中）

出（日系）

６～１２ヶ

出版社（日系）

営業

翻訳（マンガ） 日本東京都

フルタイム

月
（在職中）
C

１年以上

医療機器会社（日系） 品質管理技術

（在職中）
D

１年以上

大学（非日系）

（在職中）

米国カリフォルニ

フルタイム

者

ア州

ライティング

米国アイオワ州

フルタイム

翻訳

米国イリノイ州

フリーランス

ALT

日本

契約

コーディネー
ター

E

F

１年以上

その他（フリーラン

（在職中）

ス）

１年以上

教育機関（日系）

まず，
「職場で日本語はどのぐらいの頻度で使われているか」という質問に対しては，6 名中，「頻繁に
使われている」が４名，
「時々使われている」が１名，
「余り使われていない」が１名だった。
次に「職場での日本語能力の重要性」について聞いたところ，6 名中１名が「重要」
，４名が「ある程度
重要」
，１名が「あまり重要でない」と答えた。これらの結果から，卒業生のほとんどが日本に関係のあ
る仕事をする上で日本語能力は重要であると捉えていることがわかった。
「日本文化の知識が重要であるか」という質問に対しては，
「大変重要」が２名，
「重要」が 3 名，
「あ
まり重要でない」が 1 名だった。これらの結果から，日本に関係のある仕事では日本文化の知識も重要で
あると認識していることがわかった。
また，
「日本のビジネスエチケットを知っている事が重要であるか」という質問に対しては，
「大変重要」
が 2 名，
「重要」が 2 名，「ある程度重要」が 1 名，「あまり重要でない」が 1 名だった。これらの結果か
ら日本に関係のある仕事では日本のビジネスマナーも重要であると言える。
さらに，
「職場でのコミュニケーションで問題があるかどうか」を聞いたところ，4 名が「時々ある」と
答え，
「めったにない」，
「全くない」と答えた人が 1 名ずつだった。問題の原因は全員「日本語能力」と
答え，
「文化の違い」と答えた人は 1 名もいなかった。これらの結果から，ほぼ全員が職場でのコミュニ
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ケーションで問題を経験していること，また，その原因は日本語能力だと考えていることがわかる。問題
の解決方法としては，全員が「話し合って解決した」と答えた。

2-1-2-3

在学当時の就職に関する希望

アンケートに回答した 11 名中，
「日本に関係する仕事を探した」と答えたのは 10 名で，そのうち 6 名
が実際に日本に関係のある仕事をしていた。勤務地・拠点は，4 名が米国で，2 名が日本である（表 8）。
日本に関する仕事を探さなかったのは１名（協力者 D）のみで，理由は「自分の分野（地理学）には日
本に関する仕事がなかったから」と答えた。
日本に関する仕事を探したと答えた 10 名のうち，その仕事に就かなかったのは 4 名であった。その理
由として，
「周囲に止めた方がいいと言われた」，また「地理的に理想ではなかった」と答えたのが 2 名（協
力者 H と I）
，
「オファーはもらったが，仕事の環境が合わないと思った」，また「勤務条件が良くなかった」
と答えたのが１名（協力者 K）
，
「オファーが貰えなかった」と答えたのが 1 名（協力者 J）であった。

2-1-2-4

ビジネス日本語の授業に関する質問

最後に，アイオワ大学で開講されている Business Japanese I と，今後開講される Business Japanese II
について，1-3 で述べた授業概要を説明したうえで質問した。
「もし在学中に Business Japanese I を取っ
ていたら，その後の就職に良い影響があったと思うか」と聞いたところ，6 名が「大変影響があったと思
う」
，4 名が「影響があったと思う」
，１名が「影響がなかったと思う」と答えた。同じく，
「もし在学中に
Business Japanese II を取っていたら，その後の就職に影響があったと思うか」と聞いたところ，6 名が
「大変影響があったと思う」
，4 名が「影響があったと思う」，1 名が「影響がなかったと思う」と答えた。
これらの回答からほぼ全員がビジネス日本語の授業を取っていたら，その後の就職に良い影響があったと
思っていることがわかった。

2-2 インタビュー調査
日本に関係のある仕事をしたことがあると答えた回答者 6 名のうち，5 名からフォローアップインタビ
ューの協力を得た。2 名は電話，2 名はスカイプ，1 名は直接対面式でインタビューを行い，日本のビジネ
ス文化について質問をした。
まず，
「日本のビジネス文化において大切な要素は何か」と聞いたところ，全員が respect，および manner
または etiquette と答えた。また，そのうち 3 名は身なり，服装も大事だと答えた。具体的な例を学生に
あげてもらったところ，respect という言葉に対しては集団思考や上下関係の例が出た。Manner と
etiquette に関しては，お辞儀の角度や名刺交換の習慣といった例が出た。
次に「日本のビジネス文化と聞いて思いつく言葉」をあげてもらった。その結果，polite と答えたのが
全員で，dedication，punctual，strict がそれぞれ 3 名だった。具体的な例をあげてもらったところ，
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dedication，punctual，strict に関しては残業や時間厳守，ルールを守るといった例が出た。
以上の結果から，卒業生は日本のビジネス文化においては，集団思考，上下関係，マナー，規則が大事
だというイメージを持っていることがわかった。また，大学勤務の１名を除いて全員が，これらはいわゆ
るステレオタイプ的な特徴だと捉えていた。

2-3 考察
アンケート結果を通して，日本に関係のある仕事に就いている卒業生は，職場でコミュニケーション上
の問題がある場合, それは言語能力に起因していると捉えている一方，文化知識やエチケットも重要であ
ると感じていることがわかった。殆どの卒業生がビジネス日本語の授業を取っていたら仕事にいい影響が
あったと思うと答えた理由は，自らの経験をもって，職場における言語能力また文化理解の大切さを痛感
しているからかもしれない。このことから，学生が卒業時に日本語能力に加え，日本のビジネス文化に関
する知識も備えていれば，社会人としての新しい環境にスームーズに適応できるものと推測される。
また，フォローアップインタビューで卒業生が挙げた「日本のビジネス文化」のイメージは，日本語学
習者のみならず，ビジネス日本語を教える教員にとっても興味深い。卒業生が，実際に日本に関係のある
仕事をする中で，「大学で習っていたら良かった」と感じていることを，カリキュラムに積極的に取り入
れていき，社会に出て文化的な問題に直面した際に自ら対処できるように，基礎的な知識と能力を身につ
けさせることを目標としていくべきであろう。

3.

日系企業に対する調査
次に，アイオワ州内の日系企業に勤める日本人社員に対するインタビュー調査を紹介する。

3-1 調査目的
1-4 の「アイオワ州における日系ビジネス」で述べたとおり，アイオワ州内の日系企業数は米国中西部
の他の州と比較すると，圧倒的に少ない。また，アイオワ州は，トウモロコシや大豆の生産および養豚の
盛んな農業州であり，アイオワ州内の日系企業の業種も，これら農業・畜産関連の製造業が中心である。
こうしたアイオワ州の特徴を考えれば，アイオワの日系企業における人材ニーズが，他州とは異なること
が推測できる。このため，日本語教育機関が地元の日系企業に貢献できる学生を育てるためには，州内の
日系企業に限って，具体的にどのような人材が求められているのかを知る必要がある。そこで本研究では，
アイオワ州内の日系企業の日本人社員に対しインタビュー調査を行い，非日本語母語話者（現地社員）に
よる社内での日本語使用の実態，日本語母語話者（日本人社員）・非日本語母語話者間のコミュニケーシ
ョン上の問題，企業側が将来の人材に何を期待しているか等を探った。

3-2 調査方法
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本調査は，2015 年 1 月から同年 3 月にかけて，アイオワ州の各地において行われた。調査方法は，日本
語による直接対面式のインタビューである。インタビューの質問項目は，ミシガンデトロイト地区の日系
企業を対象にした Tabuse and Fujiwara (2005)を参考にしたが，アイオワ州やインタビュー対象企業の事情
に即して変更した。
調査協力者は 6 名の日本人社員で，各々が異なる企業に在籍している。6 社の内訳は，日本に本社を置
く企業およびその子会社・合弁企業が 5 社で，5 名とも日本からの派遣で米国に滞在している。残りの 1
名は，日本企業あるいは日本人を顧客に持つ米国企業に所属する現地採用の社員である。本調査では，両
者をまとめて「日系企業」と呼ぶことにする。6 社すべてがアイオワ州または隣接州との州境に事業所や
工場を構えており，日本人社員が在籍している。企業の業種は，製造（販売含む）が 4 社，食品製造・輸
出が 1 社，保険が 1 社である。調査協力者の詳細は，表 9 のとおりである。

表9

A

性別

年齢

男

40

業種
製造

代
B

男

不明

日本人社員の詳細

企業サイズ(6)
75 名（日本人

アイオワでの業
務に携わる期間

職種

過去の海外在住
経験

3 年半

管理職・技術

なし

6年

製品サポート

なし

1 名）
製造

30 名

（技術職）
C

D

男

男

40

食品製

160 名（日本

代

造・輸出

人 7 名）

30

製造

300 名（日本

代
E

女

不明

2 年半

管理職

なし

2年

技術職

米国（1 年半）

18 年

管理職（カスタ

在米 40 年程度

人 10 名）
保険

50〜60 名（日
本人 7 名）

F

男

50
代

製造・販売

1,500 名（日本

マーサービス）
9 年半

管理職

米国（3 年）

人 3 名）

3-3 結果
インタビューでは，1) 日本人社員および現地社員が受けた研修・トレーニング，2) 社内での言語使用，
3) 非日本語母語話者とのコミュニケーション，4) 非日本語母語話者に求める日本語能力，5) 非日本語母
語話者に求める文化的理解，6) 日本のビジネス文化，7) 非日本語母語話者の採用条件，8) ビジネス日本
語のカリキュラムの 8 分野について質問した。以下に，8 分野におけるインタビュー結果の詳細を述べる。
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3-3-1

研修・トレーニング

まず，赴任前に日本人社員本人が受けた研修・トレーニングについて質問した。何らかの研修・トレー
ニングが存在したと回答した日本人社員は，5 名であった。この中には，調査協力者本人は在米経験が豊
富なため免除されたが，他の日本人社員は研修を受けると回答した協力者も含まれている。研修・トレー
ニングの内訳は，
「英会話」3 名，
「日米文化・考え方の違い」3 名，
「米国人とのコミュニケーションの取
り方」2 名，
「米国人が日本人社員をどう見ているか」1 名，
「その他」
（
「法律・人事労政」1 名，
「治安」1
名）である。
「日米文化・考え方の違い」についての研修で学んだこととしては，
「本音と建て前」，
「上司
の権限の大きさの違い」が挙げられた。また，「研修・トレーニングがなかった」と回答した日本人社員
は米国企業への派遣社員であることから，調査対象となったいわゆる日系企業に勤める日本人社員は，全
員が何らかの研修・トレーニングを受けていると言える。
次に，非日本語母語話者である現地社員が受ける研修・トレーニングについて尋ねた。現地社員対象の
研修・トレーニングが「ない」とした回答は 3 名で，現地社員が研修・トレーニングを「受ける」と答え
た協力者は 3 名であった。トレーニング内容の内訳は，
「日米文化・考え方の違い」1 名，
「日本人とのコ
ミュニケーションの取り方」1 名，「その他」（
「リーダーシップ，ソフトスキル」1 名，「管理職対象の日
本での出張研修」2 名）であった。
「日本人とのコミュニケーションの取り方」の詳細として，
「はっきり
No と言わないなど，直接的ではない表現が好まれる」が挙げられた。現地社員向けの研修・トレーニン
グが全くないと答えた協力者のうち 1 名は，その理由について，「現地社員を日本化しようと思っている
わけではないので，日本的なものを教えようという気がないから」と述べた。もう 1 名は，
「研修はない
が，生産方式は日本式である」と回答した。
これらの回答から，日系企業の研修・トレーニングは，日本人社員には課せられているが，非日本語母
語話者向けのものは企業によって程度の差があり，全くないかあまり充実していない企業が多いことがわ
かる。

3-3-2

社内での言語使用

次に，社内での日本語使用についての結果をまとめる。
まず，社内の非日本語母語話者（現地社員）の割合について尋ねた。その結果，「90％以上」という回
答が 4 名，
「80〜90％」
，
「60〜70％」がそれぞれ 1 名ずつであった。また，現在または過去に日本語を話
す現地社員がいたかどうかを尋ねたところ，2 名が「いる」または「いた」と答えた。ただし，両協力者
とも，そのような日本語を話す現地社員はこれまでに 1 名しかいなかったと回答しており，詳細を尋ねる
と，日系米国人または現地採用の日本語母語話者だったこともわかった。このことから，本研究の調査協
力者が接する現地社員は，ほぼ全員が日本語を全く理解しない非日本語母語話者であると言える。
次に，社内で日本語が日常的にどの程度使用されているかについて質問したところ，「よくある」が 4
名，
「たまにある」が 1 名，「全くない」が 1 名であった。
「全くない」の 1 名は，社内で唯一の日本人社
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員である。日本語が使用される場面については，
「社員同士の日常的なコミュニケーション」が 4 名，
「日
本の本社とのやり取り」が 4 名，
「接客」が 1 名，
「会議」が 1 名であった。ただし，これらすべての状況
で，日本語を使用するのは日本人社員間に限られている。

3-3-3

非日本語母語話者とのコミュニケーション

次に，非日本語母語話者とのコミュニケーションにおける問題について述べる。
非日本語母語話者とのコミュニケーション上の問題が「よくある」という回答は 4 名，「時々」が 2 名
で，
「ほとんどない」，
「全くない」という回答はなかった。
問題を引き起こす原因について最も多く挙げられたのが「言語」
（5 名）である。その理由は，
「日本人
社員自身の英語力不足により意図したことが伝わらない，あるいは相手の言っていることが理解できない」
であった。
次に問題の原因として多く挙げられたのが「文化」（4 名）である。具体的には，非日本語母語話者で
ある現地社員が「日本の顧客が求める品質を理解してくれない」，
「失敗してもミスを認めないなど弱みを
見せない」，
「カイゼンの概念が伝わらない」といった回答があった。また，
「その他」の原因として，
「デ
ータのまとめ方や仕事に対する時間のかけ方が違う」というものもあった。
こうした問題に調査協力者自身がどのような解決方法をとったかという質問に対しては，「じっくり話
し合う」
（2 名）
，
「事前に資料を作成し，伝えたいことを明確にする」
（1 名）のほか，
「経験がある人や英
語がよくできる人に説明してもらう」，
「絵や実物を見せる」，
「数字や理屈で表す」
，
「背景や状況を説明す
る」といった回答があった。一方，「改善はできても完全な解決は難しい」あるいは問題が「未解決のま
まである」という回答も 1 名ずつあった。問題が解決せず，
「本来責任を負うべき社員に代わって他の社
員あるいは自分が仕事を終わらせることもある」と述べた協力者もいた。また，「かつてはじっくり話し
合おうとしていたが，ダメだと分かったので，自分が相手に合わせたほうがよいと気づいた」というコメ
ントもあった。
また，会社がこれらの問題に対し何らかの対策をとっているという回答は，3 名から上がった。このう
ち，「トラブルの元となるセクハラ，人種，政治信条，宗教等に関する言動を慎むよう教育する」といっ
た日本人社員向けの研修を行っていると答えたのが 2 名，
「日本人，米国人を問わず全社的に日本でトレ
ーニングを受ける」が 1 名であった。
これらの結果から，多くの日本人社員は，1) コミュニケーション上の問題を感じている，2)問題は「言
語」と「文化」によるものだと捉えている，3) 個人レベルで様々な対処方法を試みているが，根本的な
解決は難しいため，非日本語母語話者側の変化を求めるよりも，自分たちが努力したり相手に譲歩したり
したほうが効率的だと考えていることがわかる。

3-3-4

非日本語母語話者に求める日本語能力
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次に，調査協力者がインターンまたは社員として非日本語母語話者を雇用すると仮定した場合，どの程
度の日本語能力を求めるかについて，多肢選択式で回答を求めた。
まず，インターンの採用の場合，「敬語が使えるレベル」と答えたのはカスタマーサービスに携わる 1
名のみだった。他の協力者の回答は，4 名が「日本語は全く知らなくてもよい」，1 名が「初級レベル（日
常会話）
」であった。多くの協力者が日本語を全く期待していない理由は，
「技術的な知識があることのほ
うが重要」，「日本語を知らなくてもできる仕事が多い」，「（日本語が）しゃべれなくて当然と思っている
ので，初めから期待していない」であった。
この傾向は社員の雇用についても同様で，
「日本語は全く知らなくてもよい」が 4 名，
「中級レベル（簡
単なビジネス会話）」が 1 名，
「敬語が使えるレベル」が 1 名であった。
この結果から，製造業に限って言えば，日本人社員が現地社員に求める日本語能力は，かなり低いレベ
ルであることがわかる。その一方，数名の協力者は「全く関心がないよりは興味を持ってくれているほう
がいい」
，
「日本語がもし話せるのであればありがたい」と付け加えていた。また，インタビューの中で多
くの協力者が，
「日本に強い関心があり日本語がわかる学生がアイオワに存在しているということをそも
そも知らなかった」と述べていた。

3-3-5

非日本語母語話者に求める文化的理解

次に，インターンまたは社員のポジションで非日本語母語話者に求める文化的理解についても，日本語
能力と同様に多肢選択式で尋ねた。
その結果，インターンの場合は「場にふさわしい立ち居振る舞いができる（電話の応対・接客・服装）」
が３名，
「全く知らなくてもよい」が３名であった。
正社員の場合は，「日本のビジネススタイルの基礎知識はあるべきだ（稟議書，根回しがどんなもので
あるか）」が２名，「場にふさわしい立ち居振る舞いができる」が２名，「全く知らなくてもよい」が２名
という結果だった。
この結果から，調査協力者が現地社員に要求する文化的理解のレベルは，日本語能力と比べると高いこ
とがわかる。
「全く知らなくてもよい」と回答した協力者も，
「採用時は知らなくてもよいが，入ってから
（場にふさわしい立ち居振る舞いや日本のビジネススタイルの基礎知識を）学んでもらう」
，「（日本文化
に）興味を持ってくれているとありがたい」
，「（日本文化を）理解できる素質を持っていることは重要」
と述べていた。

3-3-6

非日本語母語話者の採用条件

さらに，インターンおよび社員の採用に際し，より具体的にどのような能力をどの程度求めるか，5 段
階のスケール（
「5」が最も高く，
「1」が最も低い）で尋ねた。質問したのは，1)日本語能力，2) 日本文化・
習慣の理解（日本人の感覚），3) 日本企業風土への適応能力，4) 職種別の特別知識，5) 地域ビジネスの
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特徴とノウハウ，6) その他，の 6 項目についてである
まず，インターンの採用においての結果は表 10 のとおりである（表 2，表 3 の○は回答した調査協力者
を表す）
。ここでも 3-3-5 と同様，
「日本文化・習慣の理解」や「日本企業風土への適応能力」
，「職種別の
特別知識」と比べ，言語能力への期待は低いことがわかる。
社員の採用においての結果は表 11 のとおりだが，言語能力のレベルが低い傾向はインターンと変わら
ない。しかし，能力全般のレベルがインターンの場合よりも上がっていることがわかる。特に，「日本企
業風土への適応能力」は全員が「4」または「5」を要求しているほか，「日本文化・習慣の理解」と「職
種別の特別知識」もかなり高いレベルが求められている。
また，採用に当たって求めるその他の能力として高かったのは，インターン，社員ともに「コミュニケ
ーション能力」に関わるものだった。

表 10
1

求めるレベル

インターンの採用条件

2

3

4

（低）
日本語能力

（高）

○○○○

日本文化・習慣

5

○
○○

○

○

○○○

○○

の理解（日本人
の感覚）
日本企業風土
への適応能力
職種別の特別

○○

○○○

○

知識
地域ビジネス

○○

○

○

の特徴とノウ
ハウ
その他

人間性

人付き合いが

コミュニケー

上手

ション能力，想
像力，問題解決
能力，好奇心
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表 11 社員の採用条件
1

求めるレベル

2

3

4

5

（低）
日本語能力

○○

（高）
○○

日本文化・習慣

○
○○○

○○

○

○○

○○○

○

○○

の理解（日本人
の感覚）
日本企業風土
への適応能力
職種別の特別

○

○

知識
地域ビジネス

○○

○○○

の特徴とノウ
ハウ
その他

人付き合いが

コミュニケー

上手，人間性

ション能力，想
像力，問題解決
能力

3-3-7

日本のビジネス文化

次に，
「
『日本のビジネス文化』と聞いて思いつく言葉をできるだけたくさん列挙」するよう協力者に頼
んだ。その結果をまとめたのが表 12 である。最も多くの協力者が挙げたのが，
「根回し」で，以下「上下
関係・序列」，「仕事優先（就労時間の長さ）
」，「意思決定に時間がかかる」，「チームワーク・グループ思
考」といった特徴が並ぶ。また，米国との対比として，米国では社員の役割が明確で，そこから逸脱する
ことは許されないのに対し，日本では社員の能力を見て会社が役割を充てるという点も何人かの協力者が
挙げていた。

表 12
調査協力者 A

「日本のビジネス文化」とは



根回し



言われてからではなく先回りして何かをする



人間関係



上下関係
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調査協力者 B

調査協力者 C

調査協力者 D

調査協力者 E



思いやり



緻密さ



仕事優先体質



根回し



ほうれんそう（コミュニケーション）



折半



妥協



一歩引く（ガンガン出ていかない）



Decision-making が長い



稟議書文化



根回し



上下関係



就労時間の長さ



情けや同情



忍耐強さ，辛抱強さ



相手に歩み寄る



間違いや失敗を素直に認める



コンセンサス思考



グループ思考



連帯責任



協力，協調



過程重視



下準備に時間をかける



Long-term goals（5, 10 年先を見据えて物事を進める）



チームワーク



人を育てる（終身雇用前提で社員の能力を見て役割を与える）



マルチファンクション



完全主義（意思決定の遅さ）



家族より仕事（残業）



正確性



応答のタイミング（返事のスピード）



プレゼンテーション，デリバリー，フォロースルー（見た目を疎かにしない，
顧客に最後まで届けることで初めて価値が生まれる）
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調査協力者 F



直接的な表現がされない



「うち」意識，ファミリー意識



根回し



序列



予算達成への努力



意思決定の遅さ（みんなで考える）



Job description や責任がはっきりしない（末端の社員に専門家を求めないかわり
に会社が育てる，他部署の仕事もある程度分かる）



3-3-8

メールの言葉遣いへの配慮

ビジネス日本語のカリキュラム

最後に，アイオワ大学で開講中または開講予定のビジネス日本語のカリキュラムについて調査協力者に
説明し，インターンまたは社員としての採用を希望する学生に履修してほしいかどうかを尋ねた。
自己紹介や許可，依頼といった場面に応じたビジネス表現やビジネスマナーを学ぶ Business Japanese I
については，インターンや社員を問わず，
「必ずとったほうがよい」が 1 名，
「とったほうがよい」が 3 名，
「どちらでもよい」が 1 名となった。
また，職場での日本語のコミュニケーション能力を高めるほか，グループでプロジェクトを提案し，そ
れについて調査をし，データを分析した結果を，説得力あるプレゼンとして日本語で口頭発表できること
を最終目標とする Business Japanese II に関しては，インターンが「必ずとったほうがよい」が 2 名，
「とっ
たほうがよい」が 2 名だったのに対し，社員は「必ずとったほうがよい」が 3 名，
「とったほうがよい」
が 1 名という結果となった。
これらの回答から，インターンまたは社員の採用にあたって日本語能力は期待していないと答えていた
調査協力者がほとんどだったものの，ビジネス日本語の授業について説明すると，そのような授業がある
のであればとったほうがいいと思っている人が多いことがわかった。

3-4 考察
インタビューを通して，アイオワの日系企業では，どの職場でも日本人社員・現地社員間のコミュニケ
ーション上の問題が多数存在すること，現場では解決のために様々な努力がなされていることがわかった。
日本語を話す現地社員はほぼ皆無であり，日系企業で働いているからといって，現地社員全員が文化理解
やコミュニケーションのためのトレーニングを受けているわけではない。そのため，多くの職場では文化
の差異を埋めるために，どちらかと言えば日本人社員側が一方的に米国文化に合わせようとしていること
も明らかになった。このことから，日本人社員の多くは，日本語はわからなくても日本の文化を理解し，
適応する能力を持つ非日本語母語話者を採用したいと思っていることがわかる。一方，「文化」に起因す
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る問題と同様またはそれ以上に，日本人社員・現地社員双方の言語能力不足による問題も深刻であること
を多くの日本人社員が指摘している。この結果は，アイオワ大学卒業生への調査結果とも一致する。それ
にもかかわらず日本人社員が現地社員に日本語能力を期待していないのは，日本語でコミュニケーション
がとれる非母語話者の存在を日本人社員が想定しておらず，言語能力不足は自分たち日本人側の問題だと
捉えているからだと考えられる。実際にインタビューの中で何人かの日本人社員が，アイオワにも多くの
日本語学習者がいることや，かなり複雑な内容であっても日本語でコミュニケーションがとれる学習者た
ちがいることを知って，驚きを示していた。ある日本人社員は，「現地社員が実務レベルの日本語を話す
というのは想像したことがなかったが，たとえ挨拶だけでも日本語でしてくれれば，職場の雰囲気が和む
だろう」と話していた。高度なレベルはもとより，日常会話レベルであっても，日本語がわかる現地社員
がいれば職場のコミュニケーションは現時点より円滑になる可能性がある。よって，多くの日本人社員が
重要ではないと言っていても，言語能力は決して無視したり軽視したりしてよいものではない。むしろ，
インターアクションに必要な言語能力，社会言語能力，社会文化能力（ネウストプニー 1995）をバラン
スよく備えた人材が，今後アイオワの日系企業で活躍できるといえるのではないだろうか。
また，日本人社員が挙げた「日本のビジネス文化」のイメージは，日本語学習者のみならず，ビジネス
日本語を教える教員にとっても参考になるものであろう。数名の協力者が，米国人の社員はすぐに辞めて
しまうが，米国では個の能力への期待や役割分担意識が強いため，転職が一般的だからではないかと述べ
ていた。一方，多くの日系企業は，終身雇用を前提に長期的に人材育成をしており，意思決定に時間はか
かるなどの難点はあるものの，協調性やチームワークを重んじている。「協調性」，
「チームワーク」とい
った特徴は，卒業生対象の調査に見られた「集団主義」や「敬意」といったイメージと概ね一致する。し
かし，卒業生は「日本のビジネス文化」をどちらかと言えば否定的な言葉で表現しており，
「集団主義」
的であることの利点や，「人材育成」といった日系企業の長所については述べていない。学生が，こうい
った日本式ビジネスの特徴と米国式ビジネスとの違いや日系企業の長所を知っていれば，就職活動に際し
自分が日系企業に向いているのかどうかの判断にも役立つし，実際に職場に入った時のイメージやキャリ
アプランも構築しやすいであろう。また，将来への展望が持てることは，学生が日本語学習を継続する意
欲にも反映すると思われる。よって，ビジネス日本語のカリキュラムをより実践に直結させるには，こう
した現場の声に基づいた「地元の日本企業文化」を取り入れることも必要である。
なお，アイオワ大学では，Business Japanese II の開講を準備しているが，当初はプロジェクト型のシラ
バス（Lawrence 1997, Wrigley 1998, Kondo 2013）を採用し，プロジェクトを通して説得力のあるプレゼン
テーションができるようになることを学習目標に設定していた。しかし，今回のインタビューにおいて，
このような能力を求めている日系企業は存在せず，地域のニーズにはそぐわないことがわかった。よって，
ビジネス場面における全般的なコミュニケーション能力の向上を目指し，日本のビジネス文化の基礎知識
や社会文化能力の習得を含むカリキュラムに変えていくことを計画している。具体的には，今回のインタ
ビューで明らかになったビジネス場面での問題点を参考にケースを作成し，異文化コミュニケーショント
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レーニングを行う，「カイゼン」や「トヨタウェイ」といった製造業に直結する日本式ビジネス哲学につ
いて学習者本人に調べさせ，議論させる，といった内容が考えられる。インタビューでは専門知識を重視
する日本人社員も比較的多かったことから，専門日本語寄りのカリキュラムを組むことも選択肢の一つと
してあってよいだろう。

4. アイオワ大学におけるビジネス日本語カリキュラムの設立過程
最後に，アイオワ大学におけるビジネス日本語カリキュラムがどのような過程を経て設立されたか，ま
たその過程において困難だった点について報告する。今後ビジネス日本語のコース，またはカリキュラム
の設立を考えている日本語教師の参考になればと思う。
Tabuse (2009)は，ビジネス日本語の指導に関わる者が抱える問題として，他の日本語教師からの理解や
協力が得られにくく，コースデザイン，カリキュラム，学習評価等について同僚と活発な議論ができず，
カリキュラムの改正に支障をきたしていることを指摘している。そこでアイオワ大学ではビジネス日本語
カリキュラムの設立にあたり，その設立意義に関して周囲の理解と協力を得ながら進めることを心がけた。
以下にその過程を報告する。
図 2 は，カリキュラムの設立に至るまでの流れを示したものである。

図2
ワークショップ

ビジネス日本語カリキュラム設立までの流れ
ワーキンググループ
発足

調査

カリキュラム設立

根回し

まず初めに，ビジネス日本語の専門家を招き，一日半のワークショップを行った。アイオワ大学の日本
語教師全員，また近隣の州の日本語教師が数名参加し，ビジネス日本語とは何か，またカリキュラムを立
てていく上で，どういったことを考えなければならないかを学んだ。そのほか，グループでレッスンプラ
ンも作成し，それについてディスカッションなども行った。このワークショップで非常に有益だったこと
は，特にビジネス日本語に強い関心をもっていたわけではない教員を含め，プログラム全体でビジネス日
本語に対する知識と理解を深められた点である。これはその後，周りの協力を得る上での重要な鍵となっ
た。次にビジネス日本語のカリキュラムの設立に強い関心をもっている教員で，ワーキンググループを発
足させた。このワーキンググループのメンバーでニーズ調査を行い，その結果をもとにカリキュラムを検
討している。
同時に，学内での根回しも積極的に行った。学科長，学部長をはじめ，Center for Asian and Pacific Studies，
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College of Business，University of Iowa Foundation，Career Center と初期の段階から打ち合わせを行ったこと
で，コースの成立，予算の確保，調査などが滞りなく進んだほか，学生のインターンシップ先の拡大にも
協力してもらうことができた。また，学内のさまざまな部署に日本語プログラムの存在を知ってもらうこ
とができた。このことから今後もカリキュラムの向上のために多方面からの協力が得られることが期待さ
れる。
なお，困難だった点は，企業に対する調査の協力者を探すことであった。その理由として，アイオワ州
に日系企業の数が少ないこと，またそのために日系ビジネスのネットワークが存在しないことが挙げられ
る。日系企業のリストを入手すること自体が非常に難しく，最終的には，草の根的活動によって企業リス
トと調査協力者を得ることができた。なお，企業リストはアイオワ州経済開発機構（Iowa Economic
Development Authority）から入手した。

5.

まとめ

5–1 ビジネス日本語カリキュラムの意義
本研究では，卒業生と日系企業に対する調査を通じて，アイオワにおけるビジネス日本語の役割は，考
え方や習慣の違いによる問題に柔軟に対処していく能力を備えた人材を育てることにあることを明らか
にした。ビジネス日本語のカリキュラムでは，こうした相互的な文化理解を重視し，職場で望まれている
基礎的な文化知識を言語学習を通じて与えていくとともに, 実社会をイメージできるような要素を取り込
み，学生が能動的に学習できるような環境を作って いきたいと考える。まとめとして，ビジネス日本語
のカリキュラムの設立によってどのようなことが期待できるかを述べたい。
まず，地域のニーズを反映したビジネス日本語のカリキュラムを構築し日本語学習と卒業後のキャリア
を結びつけることで，学習者のモチベーションが向上することが期待される。外国語を専攻する学生は，
直接的か間接的かは別として，グローバルな視点でキャリアについて考えている。このような学生に対し
て，次のステージとなる社会を想定し，身近なところで異文化学習の経験を提供していけば，日本語を継
続して学ぶ意義も感じ易いのではないか。これによって，履修者数の更なる安定，継続率の向上も期待で
きる。
次に，日本語プログラムの認知度が上がることも効果のひとつといえる。今回，学内の様々な部署，ま
た日系企業と連絡をとることになり，アイオワ大学における日本語プログラムを紹介する機会が自ずと増
えた。その際，
「アイオワ大学で日本語を教えているなんて知らなかった」，「日本語プログラムの存在は
知っていたが，それほど多くの学生が日本語を勉強しているとは知らなかった」，
「学生の日本語のレベル
がここまで高いとは想像もしていなかった」といった声が多く聞かれた。プログラムの認知度が上がるこ
とは，外国語のプログラムが縮小傾向にある今，プログラムの存続と発展のためにも非常に重要なことで
ある。
更に，地元の企業と関わることで，地域のコミュニティーとの繋がりが強まることも期待される。これ
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は州立大学には特に大切なことである。実際に，今回の調査を通して，アイオワ州のある日系企業でイン
ターンシップのポジションを作ってもらうことができ，2015 年現在，選考で選ばれた 2 名の学生が夏のイ
ンターンシップを行っている。これは企業側にとっても貴重な地域貢献の機会となっており，今後も様々
な形でプログラムを支援してもらうことになっている。アイオワという決して日本語教育にとって恵まれ
た環境とはいえないところで，このように大学と企業との関係やコミュニティーを構築するきっかけがで
きたことは，ビジネス日本語プログラム設立の大きな成果と言える。
毎年，高校生が大学見学に訪れるが，その際によく本人や付き添いの親から「日本語を専攻して卒業し
たら何ができるのか」といった質問を受ける。また，日本語のクラスの学生から，「日本語を専攻したい
が親が許してくれない」という声が聞かれることも少なくない。社会で必要とされる人材を育てられる日
本語プログラムを作っていくことは，こういった学生にも，親の理解を得る手助けとなるという点で有益
であると思われる。

5–2 今後の課題と展望
今回の調査は日系企業を対象に行ったが，今後は企業の対象を広げて調査していきたいと考えている。
アイオワ州は，特に食品産業，バイオサイエンス産業，風力発電産業，輸送機器産業が発展しており，世
界的にも有名な企業が多数存在する。この中には既に日本と取引のある企業も多数あり，また今後日本に
ビジネスを展開していく企業もあることが想像される。また，アイオワ州には Google，Microsoft，Facebook
のデータセンターが集積しているが，その理由として公益費用の安さと優遇税制，自然災害発生率の低さ，
再生可能エネルギーが容易に使用可能であることなどが挙げられている。また，地理的利便性，優秀な労
働力の存在（勤労倫理の高さ，高校生の卒業率の高さ，標準テストの成績が全米で上位），高等教育機関
の水準の高さ，事業遂行に掛かる費用の安さ（安定して全米第二位）もアイオワ州の強みとされており
(Iowa Economic Development Authority, 2013)，今後もアイオワ州と繋がりをもったビジネスが拡大していく
可能性は高い。このことから，今後はアイオワ州のアメリカの企業にも調査の対象を広げ，日本語のでき
る人材が活躍できる場が日系企業以外にもあるかどうか，またそこではどのような日本語，日本文化能力
をもった人材が必要とされているかを分析し，今後のカリキュラムの改定に役立てていきたい。また，ア
イオワ州周辺地区の日系企業も視野に入れていきたい。
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注
(1) アイオワ大学の日本言語文化専攻・副専攻は，日本語（専攻は 4 年生レベル，副専攻は 3 年生レベル
まで）の他，日本文学，日本文化，日本語学，日本の宗教・歴史・人類学など幅広い分野の履修が課
せられている。専攻は 30 単位, 副専攻は 15 単位のプログラムで，2015 年 4 月現在，専攻が 54 名，副
専攻が 34 名いる。
(2) ここでは，Accounting, Business Accelerated Admission, Business Direct Admission, Business Analytics and
Information Systems, Business Standard Admission, Finance, Management, Management Information Systems,
Marketing, Pre-Business をビジネス関連の専攻として扱った。
(3) 日本言語文化専攻は，アジア言語文学の専攻の一つとして位置付けられている。
(4) 5th-Year Japanese は開講している年と開講していない年がある。
(5) この他に１名が「家族に日本語を話す人がいる」と答えたが，これは家族で日本に住んでいた経験が
あるためで，母語として日本語を話す人がいるわけではない。
(6) 企業全体ではなく，調査協力者が勤務する事業所のサイズとする。
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教師力向上を図ったアイディア投稿サイト Mikke!の創設
Mikke!の創設
−情報の共有とその重要性の観点から−
情報の共有とその重要性の観点から−
Website Mikke! for Sharing your Activity Ideas –Sharing Information and Its ImportanceAya Okada
Purdue University
要旨
日本語学習者が減少してきている近年、いかに学生に「日本語を勉強したい、日本語を勉強することは
楽しい」と思ってもらえるかを考えることは、私たち教師に与えられた課題である。若手の教師にとって
は、どんなアクティビティを用意すればいいのか、どんな教材を作ればいいのかなど日々頭を悩ませるだ
ろうし、ベテランの先生にとっても多様化する学習者や学習形態に合わせて変化を迫れられる時代でもあ
る。だが、日々忙しい中で新しいアイディアを見つけ出すのはなかなか困難であり、新しいアイディアを
見つければそのためのワークシートを作るのも時間がかかる。
そのような問題を解決するために日本語教師のためのアイディア投稿ウェブサイト Mikke!を創設した
(http://edujapa.com/mikke)。 本ウェブサイトは、各日本語教師が自分の持っている情報を共有するこ
とを目的として作られたものである。例えば、教室活動例や自分が作ったワークシート、授業に役立つ映
像情報などを投稿することができる。投稿した内容は教科書別による検索で閲覧できるほか、キーワード
検索機能の使用により、教科書にとらわれない、文型による検索にも対応している。各教師が自分の持っ
ている案をここに投稿することで、若手はベテランの先生の知恵を拝借することができ、ベテランの先生
はまた若手から斬新なアイディアを受け取ることができる。本誌では、このように情報を共有することに
よって生じる効果とともに、具体的な投稿方法、投稿された記事の効果的な検索方法などについて説明す
る。(654)

【キーワード】

ウェブサイト、教材、情報のシェア、共有

1. 学習者の目的
2012 年に日本語教育国際交流基金によって行われた日本語教育機関調査というものがある。世界 128
カ国と８地域を元に学習者の人数、学習目的、興味のある項目などの質問を設け、調査された。以下、【図
１】に見られるように、世界での学習者の人数は年々増えている。
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【図１】学習者数

また、学習者の目的も様々なものが見られる（図２参照）。上位４つの動機は、1.日本語そのものへの
関心(62.2%)、2.日本語でのコミュニケーション(55.5%)、3.マンガ・アニメ・J ポップ等が好きだから
(54.0%)、4. 歴史・文学への関心(49.7%)という結果になっている。「将来の就職」 (42.3%)は全体５位、
「日本への留学」(34.0%)は７位となっており、実利的な目的より、日本についての知識面での興味が上
回る結果となった(日本語教育期間調査結果概要, 2012)。

【図２】日本語学習の目的
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このように学習者の学習目的が多様化すると、それに応えることが難しくなってくる。すると、次のよう
な問題が起こる（図３参照）。

【図３】日本語教育上の問題点

「教材不足」(28.5%)を筆頭に、「学習者不熱心」(26.5%)「施設・設備不十分」(26.1%)、「教材・教授
法情報不足」(23.9%)と続く。できるだけ学習者の多様化するニーズに応えようとするも、教師の日々忙
しい生活の中でそれらを満たすだけの情報を得たり教材を準備することは難しい。時代は変わり学習目的
も変化していくにもかかわらず、教師側は結局変わらぬ教材を使い続け、同じものを使い回すという学習
者の目的を無視した授業が続けば、彼らのニーズに応えることができなくなり、学習者を不熱心な状況へ
と陥らせてしまうことも想像がつくだろう。

2. アイディア投稿サイト Mikke!の創設

2-1. Mikke!概要
このような状況を打破するべく、教師が自由に情報を投稿できるウェブサイト Mikke! を創設した。授
業で使えるアクティビティ案や映像情報、作ったワークシートや絵カードなどを共有することを目的とし
て作られたウェブサイトである。投稿をするのにはユーザー登録が必要となるが、登録に必要なものはメ
ールアドレスとユーザー名だけである。ユーザー名を個人が特定できないものを用意すれば、匿名性も保
たれる。閲覧のみの場合にはユーザー登録は必要なく、自由に閲覧ができる形となっている。
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最初にアクセスする、新規に投稿された記事の一覧がメインページとして表示されるようになっている。
各項目へは、ページ上部にあるメニューをクリックすることでアクセスができる(図４参照)。

【図４】メインページ

2-2. 検索方法
記事の検索方法としては「教科書別」「文型別」「キーワード別」「レベル別」による検索が可能であ
る。「教科書別」「レベル別」の場合には、ページ上部にあるメニューから該当する教科書名やレベルを
選択することで、その教科書またはレベルで使えるアクティビティ案などが見られる。教科書別での検索
結果一例は以下である（図５参照）。教科書『なかま１』の第６課の新出単語を導入する際の授業で使え
そうなアクティビティを探す場合、メニューから「教科書別」→「なかま」→「第 6 課」→「新出単語」
と進むことで、図５のような画面が得られる。
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【図５】検索結果一例

「文型別」「キーワード別」で検索する際には、ページ右上にある検索ボックスに該当する文型やキーワ
ードを入力して検索をかけると、教科書にとらわれず、その文型またはキーワードに当てはまる全てのア
クティビティが抽出され検索結果として表示される。これらの投稿の中から目的に合ったものを選んでク
リックすれば、絵カードがダウンロードできたり、授業で使えそうな映像の情報を手に入れられたりする。
現段階では、「絵カード」「映像」「ワークシート」「ゲーム」のように種類別には分けていない(2015
年 3 月現在)。だが、今後記事数が増えた場合には、種類別に分類がされる可能性がある。

2-3. 記事一例
【図６】は助数詞を教える際に、授業で使えるかもしれないという趣旨で投稿された Youtube にあるビ
デオである。実際は 30 分くらいの映像であるが、この中に 1-2 分で日本語の助数詞の複雑さをおもしろ
く紹介している場面がある。このような素材を一人で探してくるのは大変な作業だが、一人一人が探した
ものや使っているものなどを投稿すれば、効率よく情報を共有することができる。
記事上部には、その記事が属するカテゴリーが並んでいる。見つけたアクティビティを他者と共有した
い場合には、各記事の上部にある Social Networking Service(以下 SNS)アイコンをクリックすることで
簡単にシェアをすることが可能である。現段階でシェアができる SNS は、
Facebook,Twitter,Google+,LinkedIn,Pinterest があり、e-mail でのシェアも記事から直接できる。もし
ダウンロードができるようなワークシートや絵カード、Microsoft PowerPoint のファイルなどが添付され
ていれば、その下にあるファイル名をクリックすることでダウンロードができるようになっている。一番
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下には、その記事に関するキーワードが並んでいる。特定のキーワードで検索している場合には、右上の
検索ボックスにキーワードを入力することで該当記事を見つけることができるが、これらの記事にあるキ
ーワードをクリックすることでも、同じようにそれに関連した記事にたどり着くことができる。

【図６】記事一例

2-4. 投稿方法
閲覧は誰でも自由にできるが、投稿するのにはユーザー登録が必要となっている(2015 年 3 月現在)。こ
れは、投稿した記事を投稿者が後で自由に編集・削除ができるようにするためである。メニューにある「投
稿する」ボタンをクリックすると、【図７】のようなページが現れる。そこに必要事項を記入することで
投稿ができるという仕組みだ。一番上の画像は、必須項目ではない。もしその記事を表す、アイキャッチ
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となる画像があれば、そこにアップロードすることで記事の一番上に表示される。次に続くタイトル、カ
テゴリー、アクティビティ内容は必須項目である。タイトルにはそのアクティビティを表す名前を付け、
カテゴリーは該当するものを選択し、本文を書き込む。Youtube などの映像をそのまま埋め込みたい場合
には、そのリンクを貼り付けることでそれが可能になる。貼り付けられたリンクは【図６】のように表示
される。
さらに、タグという項目にこの記事に関連するキーワードをカンマで区切りながら入れていくことで、
記事が投稿されたあとにそれらのキーワードによる検索が可能になる【図８】。ワークシートや PowerPoint
ファイルなどは、「添付を追加する」ボタンをクリックしてファイルをアップロードする。そして最下部
にある「投稿する」ボタンをクリックすることで記事の投稿が完了する。

【図７】投稿方法１
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【図８】投稿方法２
3. 教師力向上に向けて
3-1. 情報の共有
以上のような手順を踏まえて投稿された記事は以下のように表示される。

【図 9】記事一例２
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このように、自分だけではなかなか集められない情報が他の教師によってシェアがされることで、情報の
集約が可能になる。情報の集約が可能になれば、情報を得るのにかける時間を短縮することができ、自分
だけでは探しきれなかったような情報も手にいれることができる。しかし、これだけで終わってしまって
は、教師力の向上にはつながらない。

3-2. 教師間の意見交換の場として
記事を見た人は、その記事に対してコメントを書くことができる。そのアクティビティを使ってみた感
想や、それを応用してみたという報告などができるようになっている【図 10】。例えば、「自分のクラス
は大人数なので、そのアクティビティを使ってみたところ成功しなかった」という誰かの書き込みがあれ
ば、次にその記事を見た人は自分のクラスの人数を気にしながらそのアクティビティの導入をするかどう
か決めることができるだろう。また、「投稿されたアクティビティに少し足すことで、またバリエーショ
ンが豊かになった」という意見もあれば、それは投稿者にとってもまた自分の投稿した記事の更なる可能
性を知るきっかけとなる。情報を得た人はそれを用いることで、自分の授業をよりよくすることができる
だろう。そして、情報を提供した人はコメントをもらうことで他の人がどのように使ったのかを知ること
ができ、それを踏まえてまた新しい投稿をしたり既存の記事の編集をすることができる。

【図 10】コメント機能

4.おわりに
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学習者のニーズも多様になり学習形態も変化していく中で、教師側がそれらを無視し続けていてはより
よい授業を展開していくことは難しくなってくる。情報がシェアされることで、教師はこれまで知らなか
ったことを吸収することができ、それをもとにまた新しい要素を授業に取り入れることが可能になる。そ
してコメントを投稿したりされたりすることで、自分が関わっている教育環境以外での面も見えてくるよ
うになる。これを繰り返すことで、教師力が向上することにつながり、どの学習者にも満足してもらえる
授業が展開していけるのではないだろうか。
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ビジネス日本語における社会言語学的側面の重要性の考察
ビジネス日本語における社会言語学的側面の重要性の考察
Thoughts on the Importance of Sociolinguistics Aspect for Business Japanese
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１．はじめに

（背景および目的）

米国における日系企業進出は 1980 年代に始まり、その後日系企業内での米国人の雇用者数増加と
そうした企業と取引をする米国企業数が増すにつれ、日本語教育ブームが起こり現在に至っている。
こうした日系企業内での日本語能力の必要性とそうした企業への就職希望者が増えるにつれ、一般
的･日常会話に加え「ビジネス日本語」と称する講座も多くの大学で設けられて来ており（榊原 １
９９１）、２０００年代の様子はネット検索でも容易に分かる。こうした日系企業内において日本
人とアメリカ人社員の間で実際に日本語でどの様なコミュニケーションが行われているかを知るこ
とは我々現場の教師にとって必須である。この様な視点に立っての日本人社員と現地人社員とのコ
ミュニケーション上の問題点を扱った調査発表や学術会議発表論文等は数多くある（文部科学省１
９９９、国際交流基金 ２０１３、財団法人海外技術者研修協会 ２００７、近藤彩 ２００７、近藤
彩・金孝卿 ２０１２、茂住 ２００４）。しかし、これらの多くの調査・研究の対称は東南アジア
諸国に集中しており、今後はもっと欧米を対称にした調査が求められる（近藤 ２００７）。そこで、
これらの問題の存在を踏まえ筆者は米国インディアナ州における日系企業内ではどの様な問題を抱
えているかを調査した。その結果、以下の４点が顕著であることが分かった。
１）仕事場での使用言語が日本語と英語のどちらであっても、両者の意思疎通が円滑に行かない場
合が実際に存在している。
２）この様なコミュニケーション上の問題が起こる状況には幾つかのパターンがある。
３）その問題発生の状況パターンは両者の持つ文化的背景、特に企業文化、の違いに起因している
ようである。
４）さらに、この様なコミュニケーション上の問題は、両者の間で仕事上さまざまな誤解、不満、
さらに憤慨さえ引き起こしている。
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本論文は上記の日・米社員間でのコミュニケーションにおける意思伝達上の問題調査の報告、その
結果の分析、そしてこうした問題解決のためのビジネス日本語教育への示唆と今後の課題を論じる
ものである。但し、本論文の内容上 CATJ２５会議で用いた発表タイトル内にある「社会言語学的側
面」を「企業文化的側面」に変えたほうが的確と感じられることも述べておきたい。一般的に企業
文化は大きく分けて次の三つの分野を指すようである：（１）仕事そのものの仕方、（２）意思伝
達・情報交換の仕方、（３）エチケット（小野寺 ２００４、野元２００７）。この内で本論文では
「企業文化」を基本的に（２）の「意思伝達･情報交換の仕方」、つまり仕事上に用いる全てのコミ
ュニケーション媒介手段の意味として論じる。また、このような扱いは９０年代には上記の（１，
２，３）全てを行うための言語･非言語媒介手段である「ビジネス･コミュニケーション」と大まか
に定義されていることも述べておきたい（西尾 １９９４、高見澤 １９９４、大崎 １９９４、水谷
１９９４）。

2．方法
調査は、2013 年 12 月から 2014 年 12 月の一年間に、筆者が研究目的を明らかにした簡単なメー
ルでの質問と直接インタビューの二つの形式を用いて、インディアナ州における日系企業で働く日
本人社員を対象に実施した。調査の主なる目的はインディアナ州における日系企業で働く日本人と
アメリカ人との間での仕事上におけるコミュニケーション上における問題の発見であるので、この
二つの調査形式が最適と考えた。インタビューの目的はメールでの回答へのフォローアップで、イ
ンタビュー内容はインタビュー中そのメモ等は一切取らず、IC レコーダーに録音した。

２．１

調査対象者

本調査の第一段階は調査に協力してもらえる対象者探しであった。対象者はインディアナ州で経営
している日系企業で働いている管理職及び専門職レベルの日本人であり、現地で最低１年間の駐在
経験を持つ社員を採用条件とした。本調査の主目的が日･米社員間のコミュニケーション上における
問題把握であり、統計を取るものではないため、調査対象は 5 名位で十分と考えた。業種は製造業
とサービス業の二つを選び、ネットで企業検索をし、10 社に調査協力依頼の電子メールを出した。
最終的に 5 社より 5 名が本調査に協力してくれた。業種は自動車関連企業 3 社、商社１社、そして
会計事務所１社であった。前者の場合は A：社長、B：副社長、そして C:工場長であり、現地勤続期
間は各２年、４年、１０年である。後者の場合は D:経理セニアディレクターと E:経理ディレクター
で勤続期間はそれぞれ５年と７年である。対象者の仕事上の使用言語は基本的に英語であるが、日
本語が堪能な米国人社員とは日本語で行うことも日常化している。この理由と本調査の目的が日・
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米両社員間でのコミュニケーション上の問題発見であるので、質問開始時点においては使用言語は
日･英を問わなかった。尚、本調査では他の調査･研究発表論文例と同様、上記の５名の対象者は A,B,C,
等で現すということで調査参加に合意してもらったことを断っておきたい（田中 ２００６）。

２．２

調査方法

2．2. 1 電子メール
電子メールでの調査は二段階を必要とした。第一段階は本調査の目的と調査への協力の依頼を示
すもので、第二段階は本調査に協力をしてもらえることに合意した人への調査質問であった。電子
メールでの質問は一つだけで、「米国人と一緒に働いていて、意思疎通のためのコミュニケーショ
ン上何か問題等がございましたら、その具体的な例をお答えいただける範囲以内で結構ですので、
状況説明と共に会話の流れの記述をお願い致します」だけである。上記にも述べたが、この場合コ
ミュニケーションをする場合の使用言語の日・英は問わなかった。その理由は著者に次の二点の憶
測があったためである。（１）対象者が日・英のどちらの言語使用上のみに問題が起こるかが判断
し難く、さらに（２）両者のコミュニケーション上の問題起因は使用している語学能力自体ではな
いのではと考えたからである(池田 １９９６）。この立場はインタビューでの調査の場合も同じで
ある。尚、調査の内容は調査対象者が社内での米国人とのコミュニケーション上持つ一種の問題点
であるため、調査への参加の意思表示に必要とした期間にはかなりのばらつきがあった。それによ
り、調査期間が一年にも及んだのである。本件の様な依頼への決断は依頼を受けた本人だけでなく、
本人が所属する日本本社の決定にもよる場合もあった。（対象者 C）

2．2. 2 インタビュー
インタビューは一般的に質的研究（Qualitative Research）の一部で、民族学的調査（Ethnographic
Research）の分野で広く用いられている深層・線蜜的インタビュー（In-Depth Interview）(Boyce &
Neale, 2006)形式を執った。深層インタビュー形式は調査目的のための質問草案作成時点では考え
られなかった質問の創発及びそれへの回答が得られ、対象者が気が付かなかったような事実や意見
が出て来る可能性があるという点で、既に出来上がっているアンケート質問で行う形式とは異なり、
本調査のように問題判明を主目的とした研究の核心あるいは心底に触れることが出来得るという利
点がある。さらに、このインタビュー形式では場合によってはインタビューの時間や回数の制限さ
え無いのが普通であり、本調査も短いのは４５分位から長いのは２時間程度と、大きな開きがあっ
た。実際に、対象者 A の場合はお互いが向き合ったインタビューに加え、電話でのインタビューさ
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えも本人の希望で実施した。この様な側面を持つが故に深層インタビュー形式は「冒険家の宝探し」
に似ていると言える(Taylor & Bogdan, 1984)。 本調査で発掘した「宝」は調査結果の章で示す。

3．調査結果
３．１コミュニケーション上の問題の有無
先ず、アメリカ人社員とのコミュニケーション上の問題の有無であるが、対象者全てから問題があ
るとの回答を得た。しかし、大変興味深いのはその問題の数と頻度は日常のコミュニケーション全
体から考えると非常に少ないが、対象者側にとっては非常に大きな問題であると感じている場合が
あるという事実である（近藤 ２００７）。換言するなら、対象者側が問題であるとすることがらが
必ずしもアメリカ人側にはさほど大きな問題であるとは認識されていないようである。間違いや誤
解から引き起こった問題点に対しアメリカ人側の問題認識の低さが、さらに対象者側を憤慨のレベ
ルにまで押し上げてしまっている場合さえもあった（野元 ２００７）。こうした問題点を含んだ例
を次に会話形式を用いて示す。

３．２コミュニケーション上起こった問題の例
ここでは、コミュニケーション上問題となった例を三件のみ会話例の形で挙げるが、それらに似た
ケースも幾つかインタビューで得られた。さらに、以下に発表する三つの会話例そのものは IC に録
音したインタビューから得られたコミュニケーション上の問題点を、筆者がその会話背景を付け会
話形式に作成し直したものであり、実際の会話そのものでは無いことを断っておく。インタビュー
形式で得た情報の会話形式での発表はそうせざるを得ないのが通例である（Tanaka、２００６）。
さらに、問題起因に対する推測も対象者からの感想あるいは意見であることも明記しておく。

３．２．例１

会話背景：
田中さんは東京製作所の品質管理課長で、ボブは現場のアメリカ人の作業員の仕事の直接管理をす
るスーパバイザーである。２週間前に製品に少数ではあるが、不良品が見つかり田中課長はボブに
その原因を調べて報告するように先週指示した。

田中：

ボブ、先週製品の不良品を指摘しましたが、その後どうなっていますか。

ボブ：

作業担当者のジョンと直接会って、私に報告するように言いました。

田中：

報告はありましたか。

155

ボブ：

いいえ、未だです。

田中：

どうしてですか。

ボブ：

ジョンは未だその原因が分からないそうです。

田中：

この件は早く分からないと大変に困ります。

ボブ：

分かりますが、ジョンに何度も聞いたのに、未だ返事がないんです。

田中：

では、今すぐジョンと会って、原因究明をしてください。！！！

ボブ：

はい。？？？

本例の問題点：ボブは不良品の原因究明をしているが、以下の三つの点が田中課長を立腹させてい
る：
１． 田中課長に自発的に原因究明とその中間報告をしていない。
２． 指摘された原因究明とその中間報告の遅れに対しての謝罪がない。
３． それどころか原因究明の遅れの原因を他人のせいにしている。

以上の三つの点をまとめると田中課長のボブに対する立腹は（１）日本企業内におけるスーパバイ
ザーとしての仕事への責任感に欠けていることと（２）上司から非難された場合に必須である謝罪
が無いという点に起因している。換言するなら、ボブは田中課長の質問に対する自分の返答の仕方
に何故田中課長が憤慨しているのか理解できないのである。

３．２．例２

会話背景：
午前９時。林さんは東京製作所の総務部長で、明日日本の本社から山田副社長が来るので、空港で
の出迎えの手配を心配している。ジョンは林部長のアシスタント。

林部長：明日本社から山田副社長が来ることになっているのは知っているね。
ジョン：はい、午後２時に空港に着くことになっています。
林部長：そうですね。私は会議で行けないので、森課長が行くことになっているので、出迎えの件
を森課
長に確認してください。
ジョン：はい、承知しました。
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会話背景：午後４時。本件に関して未だジョンから連絡が無いので、林部長はジョンに電話する。
林部長：ジョンさん、森課長は明日２時に大丈夫なんですか。
ジョン：はい、勿論です。大丈夫だそうです。
林部長：それで安心しました。

本例の問題点：林部長は表面的には平静を装っているが、以下の点が林部長を立腹させている：

１．ジョンが森課長に確認し、大丈夫だと判断したのに林部長にはそれを報告しなかった。つまり
日本の会社では上司は自分の管轄下の状況は全て常に把握している必要があり、そのために各社員
は常に上司に状況報告を詳細にする義務があることを理解していないか、知っていても実際の行動
が伴っていない。

３．２．例３
会話背景：

午前１１時。林総務部長がアシスタントのジョンに話しかけている。現在会議室 B で取引先との会
議が行われているが、丁度リフレッシュメントでの休憩中である。午後２時からは同じ部屋で別の
会社との会議があることになっている。

林部長：

会議室 B での会議は進んでいますか。

ジョン：

はい、あと一時間で終わる予定です。

林部長：

今日はもう一つ重要な会議が２時にありますねえ。

ジョン：

はい、大阪電気との会議が会議室 B であります。

林部長：

会議室 B は今ごちゃごちゃしているけど、会議室 A は使えないんですか。

ジョン：

はい、明日のプレゼンの準備で使えないんです。

林部長：

それじゃ、２時からの会議の方よろしく。

ジョン：

はい。

会話背景：午後１時４５分。林部長は会議室 B に行き、その部屋にリフレッシュメントの残りなど
があり未だ２時の会議に準備されていないのに気が付いた。ジョンを呼んで話す。
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林部長：

ジョンさん、２時にある会議の会議室 B の準備がぜんぜんできていませんが、どうして

未だしてないんですか。
ジョン：

私が何をしなければならなかったんですか。

本例の問題点：林部長は表面的には平静を装っているが、以下の二点が林部長を立腹させている：
１．ジョンは林部長が「２時からの会議の方よろしく」と言った意味が分かっていない
２．午前中の会議の後かたずけをし、午後の会議に必要な準備をしておくか、その確認をしておく
ことを直接言葉で指示されなくてもすべきことを理解していない。

３．３．三つの例のコミュニケーション上起こった問題点の考察
上記の会話例でコミュニケーション上の問題にする対象者の強い反応を示したが、それらの反応
に対して以下のような意見もあるのではと察する：
１．それらの例で起こったことは実際にはあまり大きな問題ではないのでは？
２．上司が部下にして欲しいことは、はっきりと指示してあげればいいだけのことなのでは？

しかし、上司である対象者の実際の意見は以下のようである：
１．言われれば、その件についてはすぐ行動をおこしてくれる。しかし、それはその場だけの場合
が多い。つまり、分かっていても身に付いていないことは日常の実際の行動にならない（対象者 A
と B）。日本企業内の良い社員は一回のミスでそれ以上のことを学び、応用することを身に付けて
いる（対象者 B）。
２．上司からしなければならない仕事の指示をはっきりと指示される習慣が基本的に無い日本企業
内では、上司はそのような指示が無くても仕事がスムーズに出来るのが「普通の社員」と考えてい
る（対象者 B と C）。それとは逆に、アメリカ人の多くは自分に与えられた日本的より詳細な辞令
（Job description）や仕事依頼のメモ等に従い行動を取ることになれているので、はっきりとした
仕事の指示が無いことは基本的にはしなくてもよいと考えている（対象者 C）。
３．日本企業では仕事上の情報伝達や共有タイミングを非常に大切にしている。情報内容によって
は緊急を要するものがあるが、その緊急性を理解していないアメリカ人社員がいる（対象者全員）。
４．仕事はグループでするものであり、全員がいつも同じ情報を持ち、協力し、仕事を遂行をして
いるという日本企業の思考態度が個人主義を重んじるアメリカ人社員には、理解していても実行し
難いのではないか（対象者 A,D,と E）。

158

上記の対象者からのアメリカ人社員に対する発言は問題提起の要因と考えられる点に対する批判
的な意見であるが、それらはあくまでアメリカ人社員に対する一般概念化(Generalization)である
ことは対象者は十分に理解しており、決して自分の部下を否定的に見て仕事を一緒にしているわけ
では無いということを先ず述べておきたい。それどころか、実際には対象者の多くがこうした問題
点が起こった後で適当な機会を作り、問題となったアメリカ人社員とその問題点についてポジティ
ブ・フィードバックを反映させるような話し合いを持ったとも述べていた。企業文化の違いや異文
化コミュニケーションから起こる問題点に対しては日本側だけでなく、時によってはアメリカ人側
にもそのフラストレーションがあり、その違いを日本側から一方的に強制するのでは無く、この様
なポジティブ・フィードバックを通し解決していく必要性と大切さはこの分野のコンサルタントも
強調している（岩崎

２０１５、Kopp、２００３）。このような日・米両者の問題解決態度を近藤

（２００７）は「歩み寄る姿勢」（１８８）と称している。確かに対象者から上記のような否定的
な反応があったが、非常に肯定的な意見の例も得られたのでそれを加えておきたい。それは、「人
にもよるが、目標とプロ意識を持っている米国人は言わなくても良い仕事を進んでやってくれる」
という対象者 A と B の発言である。この発言は企業内において異文化問題を固定概念化をすること
が如何に危険かつ非生産的かを示す良い例であろうと考えられる。最後に、対象者の殆どが使用言
語が「日・英のどちらの場合であっても、言語能力の不十分さから起こる誤解や仕事上の問題等は、
文化の違いから起こる問題と比べて心理的にあまり大きな問題にはならない場合が多い」と述べて
いたことは非常に興味深く感じたことを付け加えておきたい（近藤彩・金孝卿 ２０１２）。

４．調査から得られた問題起因分析と考察
４．１．問題起因と考察
以上の三つの例を用いて前章でも述べた問題の起因分析に入る前に、問題発生状況で述べておき
たい事実が一つある。それは、これらのコミュニケーション上の問題は日本語・英語でのどちらの
場合にも当てはまるということ。つまり、これらの問題は基本的にはお互いの使用している語学力
そのものとは関係が少なく、日本語でも英語ででも起こりうると対応者が述べていたという点であ
る（Gudykunst, Lee,

Nishida & Ogawa, 2005、Hofstede & Bond,1984）。コミュニケーションの

媒介となる日本語･英語能力そのものが問題起因の直接要素で無いとすると、その問題の出所は日・
米社員の持つ企業文化の違いであると考えられる（近藤

２００７）。しかし企業文化と言っても

それは社員の持つ文化的背景がその基礎となっているのであり、それが意思伝達の手段である言語
を用いてのコミュニケーションの形として表面化しているのである（Gudykunst &
1994）。上記の三つの問題点となった対応者の意見を再考してみる。
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Nishida,

例１と２は社内における上部への報告の大切さを重視する日本企業文化理解･行動不足から発生し
たものと考えられ、この必要性を日本企業内では一般的に「ほうれんそう」/「報・連・相」と言わ
れている。この表現は「報告･連絡・相談」の最初の文字を取り作成した成句である（近藤（２０１
４）。この概念は日本企業内での仕事が円滑に進むための上司と部下の間で行われるコミュニケー
ションの必須実施項目である（Pringle,2009b）。この概念により上司と部下、あるいはプロジェク
トマネージャーとプロジェクトチーム全員が日常毎日のように集まり話し合いをする慣例は、各自
が与えられた仕事を独立性を持ち行うという個人主義に慣れているアメリカ人社員には理解はして
いても行動に移すのはかなり難しいようである（Pringle, 2008）。「ほうれんそう」の怠惰で咎め
られたら素直に謝罪すれば済む場合も多いことも知っているべきであろう（Kopp, 2000）。アメリ
カ人が「ほうれんそう」を身に付けるには長期的展望でトレーニングをするしかないのではと対象
者全員が述べていた。
例３は企業内での慣用句「よろしく」の真意理解不足に起因している。日本語の「よろしく」は非
常に大切な意味を複数持っていおり、その適確な意味はコミュニケーションが行われている状況に
大きく作用される。例３の場合林部長の真意は「２時からの会議のために、それまでに会議室 B を
掃除し、椅子やテーブルの整頓をしておいてください」である。「よろしく」や「どうも」のよう
に、短い単語が会話場面状況により多義を持つ表現は日本語学習者には習得するのが大変難しい
（Hofstede & Bond,1984, Condon,1984, Momoki,1983、Kopp,2005）。この様に真意を明白に述べず、
別な簡単な言い方をしてもコミュニケーションが正確に行われるのが日本人同士や日本企業内での
通例であるようだ。
上記の二つのアメリカ人の日本企業文化の理解不足の例を一つにまとめ、その要因を追及すると、
Hall (1976)が主張する日本的な High Context Culture/Communication と米国的な Low Context
Culture/Communication (HCC vs. LCC)、つまり「高・低文脈文化・コミュニケーション」の違いに
起因すると考えられる。日本人の場合は基本的に皆が同じ知識、考え方、そして価値感をもってい
るので、いわゆる「一を聞き十を知る」が可能であるが、そのようなことが基本的に存在しないア
メリカでは「言葉での明確な意思疎通」が必須となるのである（Kopp,2001,Pringle,2009a）。つま
り、日本企業で十分に効果的に仕事ができるには、各企業が設定した独特な企業文化の習得が必要
であり、その理由により日本企業での新入社員は時間と費用がかかっても全員社内教育に参加を義
務付けられ、上司や取引先そして顧客とのものの言い方・受け応え等を含め、必要な知識や慣例を
習得させられるのである。その意味で企業内におけるコミュニケーションは一般的な社交会話と比
べ、よりルール化されたものであるのではと感じざるを得ない。アメリカの場合は低文脈文化・コ
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ミュニケーションのため、本論文で論じているような日本企業的社内教育は一般的に行われていな
く、その必要すら無いのではと対象者 B と D が発言していた。
以上の論理が正しいとするなら、アメリカ人が日本・日系企業でより効果的に働けるようになる
には、ビジネス日本語教育において一般的なビジネス用語や表現に加え、日本の定型的な企業文化
とそれを駆逐しての異文化コミュニケーション能力をカリキュラムに導入する必要があると考えら
れる（向山･村野･山辺 ２００８、小野寺 ２００４）。そのような知識や能力を備え、管理職や専
門職で働いている日本人社員とアメリカ人社員の間に入り、両者のコミュニケーションを円滑にす
るのを専門とする職種は「ブリッジ人材」、つまり「橋役目人材」と呼ばれている（向山陽子・村
野節子･山辺真理子 ２００８、野元 ２００７）。近藤彩・金孝卿（２０１２）はこの様な人材を「グ
ローバル化人材」の一部としている。そこで、筆者はビジネス日本語の学習者が将来日本企業でブ
リッジ人材として働くのか、あるいはそれに加えて専門職知識を持ち合わせた社員として働くのか
の違いに拘らず、企業文化と異文化コミュニケーションをどの様に学んでいるかを知る必要性を感
じた。その一つのやり方は現存するビジネス日本語教材内容を調べることである。そのために筆者
はビジネス日本語教材を任意で初級、中級、そして上級レベルで選び調べたので、その結果を次の
章で簡単に紹介する。

５．ビジネス日本語教材調査
前章で筆者は日・米社員間におけるコミュニケーション上の問題例を挙げ、その起因であろうと考
えられる企業文化と異文化コミュニケーション（HCC vs. LCC）の考察をした。本章ではその起因と
なる要素がどのようにビジネス日本語教材に導入されているのかを調査したので、その結果を大雑
把ではあるが簡単にまとめて付け加えておきたい。一般的にビジネス日本語教材は初・中・上級の
三つのレベルで出版されており、そのレベルも教材に明記されている。筆者はそうした教材の各レ
ベルから二冊づつ、合計八冊の教材を任意で選び調査をした。選び出した八冊の教材は本論文の目
的がそれらの良否を論じるのでは無いので、論文内で書名を明記するのは避け、本論文の最後に資
料としてまとめて示すにとどめる。調査の結果八冊の教材は大雑把に以下の四つのグループに分け
られた：

グループ１（初級と中級各一冊）：
基本的には一般的な日本語教育教科書と同じであるが、語彙や表現がビジネス関係である。しか
し、企業文化・HCC vs. LCC の導入はほとんどされていない。
グループ２（中級と上級各一冊）：
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基本的にはグループ１と同じであるが、HCC vs. LCC を含んだ表現が多少導入されている。しか
し、企業文化・HCC vs. LCC の説明はほとんどされていない。
グループ３（中級と上級各一冊）：
基本的にはグループ２と同じであるが、企業文化・HCC vs. LCC の説明がされている。
グループ４（上級二冊）：
ビジネス日本語そのものを教えるのが目的では無く、企業文化・HCC vs. LCC をケーススタディ
ーとロールプレー形式で日本語で学ぶのを目的としている。

以上を概括すると高いレベルになるほど企業文化や異文化コミュニケーション（HCC Vs. LCC）を扱
っているが、初級レベルでは殆ど扱っていなく、中級では導入するが、深くはしていないという感
じを得た。この結果への考察は次の章で述べる。

６．ビジネス日本語コースへの示唆
本調査結果によると、インディアナ州における日系企業で働く日本人とアメリカ人社員の間では、
お互いが持つ文化的背景から起こるコミュニケーション上の問題が少なからず存在することが探り
出された。そうした問題は両者にとってフラストレーションや憤慨にまで及んでいる場合もある。
この様な問題が起こる度にいろいろな機会を設け、問題解決をしているようであるが、こうした問
題はアメリカ人側がビジネス日本語を習得している際に学べ得ることではないだろうかと考えられ
る。資料として用いたビジネス日本語教材は「ビジネス日本語」と称しているので、どのレベルで
もビジネス用語･表現集は導入しているが、本調査ではビジネス日本語能力不足自体のみから起因し
ていると思われるコミュニケーション上の問題はほとんど調査対象者から得られなかった事実を考
えると、企業文化や異文化コミュニケーション能力の養成はビジネス日本語コースでは学習者の日
本語能力レベルに関係なくされるべきであろうと強く感じる。換言するなら、今回の調査で企業側
からビジネス日本語コース内に企業文化や異文化コミュニケーションの導入が如何に強く求められ
ているかが分かった（向山陽子・村野節子･山辺真理子 ２００８、近藤彩・金孝卿
１２、野元

２０１０,２０

２００７）。この点を近藤（２０１４）は以下のように主張している：「日本語のテ

キストに書かれている典型的なビジネス場面において、業務上で頻繁に使用することが予想される
語彙や表現を教えるだけでは、現実の多様なビジネス場面で生じる問題の解決に対応できる能力の
育成とはならない。」（３９）。この主張を裏付けるが如く、池田（１９９６）の調査では企業内
のコミュニケーションで用いられている語彙（５０，３３７語）の大部分はビジネス専門用語では
無く日常的に用いられている語彙であることも分かった。
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本調査で扱ったこうした日・米社員間のコミュニケーション上の問題例の存在は「氷山の一角」
であろうと考えられる。そのため、今後の研究では日本企業業種の多様性とそこで働くアメリカ人
社員対象者をも含め、調査対象企業と対象者数を拡大して、本問題存在の広さとその影響力をさら
に調査する必要があると考えられる。そのためには本調査に用いた質的研究法に加え統計学的研究
も必要であろう。そして、いろいろな場合に起こり得るこうした問題の発見とその解決法を盛り込
んだ日本語ビジネス教材を作成し、それらを初級から上級の全てのレベルで学べる（田丸 １９９４）
ようなカリキュラムが教授法も含め創作されることが企業側から強く求められていることが本調査
で判明した。
最後に、我々現場の教師の多くの人に当てはまると考えられる憶測が対象者 B と D から寄せられた
ので紹介させてもらう：
「企業文化の違いから起因しているコミュニケーション上の問題を解決すようなビジネス日本語カ
リキュラムへの対処の必要性は、日本企業に勤めた経験の無い教師の方々は、その必要性への理解
不足があり、あまり強く感じられていないのではないかと思われるのですが？。。。」
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日本語学習者のソーシャルメディア利用に関する意識調査：デジタル
世代の実状と教室を繋ぐクラス活動を目指して
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要旨：
ソーシャルメディアの出現によって、外国語学習者と学習言語との関係は大幅に変化した。外国
語教育の主な目的はコミュニケーション能力を育てることであるが、コミュニケーションのあり方
自体が大きく変わっている今、我々外国語教師に求められるのは、この変化をどのようにクラス活
動に反映していくかを考え、実践することである。
近年、ブログや Skype、Facebook などのソーシャルメディアを利用したクラス活動も多く行われ
るようになってきた。しかし、学習者のソーシャルメディア利用について、実状を具体的に調査し
た研究は少ない。また、日本語教育の現場では、道案内や不動産屋でのアパート探しといった、デ
ジタル世代の学習者の実状にはそぐわないコンテクストを用いたクラス活動が行われることも多い。
デジタル世代の実状を知るため、初級から上級までの大学生・大学院生、計 156 名にソーシャル
メディアの利用に関して意識調査を行った。調査結果からは、学習者は様々なソーシャルメディア
を日常的に使用していること、ソーシャルメディアで日本語の使用も見られること、扱うトピック
は多岐に渡ることなどが分かった。このような実状を踏まえると、デジタル世代の学習者に必要と
される読む能力、書く能力やコンテクストは、従来のクラス活動で求められているものとは異なる
のではないかということが分かる。例えば、学習者は SNS 上で、単発的で短いメッセージの情報発
信を好む傾向が見られる(McBride, 2009; 深山, 2011)。本研究では、意識調査の結果に見られるよう
なデジタル世代の学習者の実状が、どのようにクラス活動に反映されるべきかを考察する。
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キーワード：ソーシャルメディア、SNS、デジタル世代、つながり

1. はじめに
外国語教育の主な目的は、端的に言うと、コミュニケーション能力を育てることであるが、ソー
シャルメディアの出現によって、コミュニケーションのあり方自体が大きく変わっている現在、外
国語教師に求められていることも大きく変わっているのではないだろうか。その意味において、ソ
ーシャルメディアは、外国語学習者と学習言語との関係、外国語教師と教える言語との関係を大幅
に変化させたと言えよう。
近年、ブログや Skype、Facebook などのソーシャルメディアを利用したクラス活動も多く行われ
るようになってきた。しかし、学習者のソーシャルメディア利用について、その実状を具体的に調
査した研究は少ない。また、日本語教育の現場では、複雑な道案内や不動産屋でのアパート探しと
いった、デジタル世代の学習者の実状にはそぐわないコンテクストを用いたクラス活動が行われる
ことも多い。本稿では、これからの外国語教育に求められていることは、デジタル世代の学習者の
変化に意識的になり、その変化をどのようにクラス活動に反映していくかを考え、彼らの実状やコ
ンテクストに即したクラス活動を実践することであると、問題提起をしたい。
はじめに、本稿は日本語のクラス活動にソーシャルメディアを積極的に取り入れるべきだと推奨
するものではないということを断っておく。村上 (2012) が「ソーシャルメディアを活用する授業を
デザインする上で、なぜそのテクノロジーを利用するのか、そのテクノロジーを使う目的を学生に
分からせることが重要だ」と主張している通り、ソーシャルメディアを授業に効果的に取り入れる
には、まず、デジタル世代の学習者が日常的にどんなコンテクストでソーシャルメディアを使用し
ているのか、その実状を知る必要がある。
そこで、本調査では、デジタル世代の実状を知るべく、ミシガン大学で日本語を学ぶ学習者 157
名を対象に、ソーシャルメディア利用に関する意識調査を行った。本稿では、デジタル世代のコミ
ュニケーションがソーシャルメディアの出現によってどのように変化したのかを明らかにし、アン
ケート結果をもとに、彼らはどのようなソーシャルメディアを日常的に利用しているのか、ソーシ
ャルメディア上でどのような話題に関する情報を収集・発信しているのか、ソーシャルメディア上
で日本語をどの程度、そして、どのように使っているかなどを分析する。そして、そこから見えて
きたデジタル世代の実状を、どのようにクラス運営に反映させればよいかについて、授業活動のア
イデアを提案する。
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2. ソーシャルメディアの使用に関する理論的背景
近年発達が著しいソーシャルメディアは、インターネット上において利用者が情報を発信し、円
滑なコミュニケーションを行うことを容易にしてきた (村上, 2012)。「ソーシャルメディア」と一口
に言っても、Facebook や Twitter、YouTube など、その形態は様々であるが、小松 (2011) によると、
2006 年後半から登場したソーシャルメディアという用語は、インターネット上で提供され、登録し
た利用者の積極的な参加によって成り立ち、利用者間
のコミュニケーションを主要価値として提供するサー
ビスの総称として用いられている。図 1 に示されてい
るように、ソーシャルメディアと言うと、まずソーシ
ャル・ネットワーキング・サービス（以下、SNS）を
思い浮かべることが多いと思われる。確かに、利用者
同士の一対一のコミュニケーションを円滑にする場で
ある SNS は、個人が不特定多数に情報を発信する
Youtube や Wikipedia などと比べて、よりコミュニケー
ション要素が強いソーシャルメディアだと言えよう。
また、本稿で扱うデジタル世代というのは、先行研
究でも、Net Generation や Millenium Students、 Digital
Natives など、様々な名称で呼ばれ、定義も様々である。
概ねインターネットが普及した 90 年台半ば以降に生
まれた世代、つまり、生まれた時、又は物心がつく頃には、インターネットやパソコンなどが身近
にある環境で育った世代を指す 1 。
広く知られているように、近年の IT (information technology) の発達により、computer assisted
language learning、通称 CALL と呼ばれる研究分野が発達し、現在、新しいテクノロジーを利用した
様々な外国語教育のあり方が研究されている。その流れの一つとして、クラス活動にソーシャルメ
図1
ディアを活用する試みも広く行われている (村上, 2012)。ソーシャルメディアと外国語教育の関係に
ついて、McBride (2009) は、ソーシャルメディアは主に若者に「自己を表現し、他者とつながるプ
ラットフォーム」として利用されており、この「自己表現」と「他者とのつながり」とは、外国語
教育にとって欠かせない要素であると述べている。また、Throne (2008) は、デジタル世代にとって
「インターネットで自己のアイデンティティーを表現することは、対面のコミュニケーションと同
等、もしくはそれ以上に、重要になっている」と主張している。
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日本語教育の分野においても、ブログや Facebook のコメント機能を利用した作文活動 (畠山, 2007;
深井・佐藤, 2007) などの例に見られるように、近年、ソーシャルメディアを利用した多くの実践報
告がされている。ソーシャルメディアを利用したこのような活動は、
「読み手が増えることにより、
学習意欲が高まる」、「クラスルーム内の活動では消極的だった学生が、あまりプレッシャーを感
じずに発言できる」など、様々な利点が報告されている(McPherson & Uchida, 2015)。一方で、「投
稿した学生の間違いを教師が修正している暇がない」、「コミュニケーションに集中して、文法や
語彙に注意がいかなくなる」などの問題点も指摘されている。また、ソーシャルメディア上での書
く・読むコミュニケーション能力は、対面のものとは異なる能力である (Norizan et al, 2013) ため、
従来のコミュニケーション形態と同じものをそのままソーシャルメディア上に取り入れるというク
ラス活動は、学習者の実際のコンテクストを無視したものであると筆者は考える。例えば、ブログ
へのコメントや SNS 上でのコミュニケーションは単発的で短い情報発信になりがちであるにも関わ
らず、長文のコメントを書かせるというようなクラス活動を行っていては、ソーシャルメディア上
のコミュニケーション形態を無視していることになるだろう。
ソーシャルメディア上でのコミュニケーション形態について考えるために、まずはソーシャルメ
ディアに特徴的な機能、特に、外国語教育で用いられることの多い機能について整理する。1 つ目
の機能として、プロフィール機能が挙げられる。Facebook、Twitter などの利用者は、顔写真、出身
地、出身校、趣味など、自身の個人情報を入力し、そのプロフィールの情報を通して、共通の趣味
や興味がある人や同じコミュニティに所属する人 2 を探し、他の利用者とつながっていく。このつ
ながり方には、例えば、友達の友達とつながる、有名人のアカウントを Twitter でフォローする、フ
ァンが作った有名人のプロフィールを通して他のファンとつながる等、様々な形態がある 3。2 つ目
の特徴は、自分の現在の状況をステータスとして発信したり、友達のステータスにコメントをした
りする機能である。これが SNS での自己表現の場であり、この情報は友達だけにではなく、世界中
の人に向け発信できる。この情報の共有や伝達の方法は文字だけではなく、画像や動画も多く用い
られる 4。3 つ目の特徴は、LINE や Facebook のインスタントメッセージのような、絵文字などを含
んだ、特定の人やグループに向けて送るチャット機能である。
以上の 3 つの特徴を踏まえ、ソーシャルメディア上でのコミュニケーション形態を考えると、ま
ず、書くコミュニケーションに関しては、例えば Twitter には 140 字という文字制限があるように、
「単発で短い情報発信を好む」 (深山, 2011) 傾向があると言える。また、より短い発話で書き手の
意図を伝えたり、汲み取ったりしなければいけないため、「高い社会語用論の知識と、絵文字や顔
文字などのシンボルを上手に取り入れる」 (McBride, 2009) 能力が必要とされる。読むコミュニケ
ーションに関しては、例えば、Facebook 上では利用者のステータスをスクロールし、自分が興味が
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ある情報を素早く探す作業が多いため、「精読ではなく、スキャニングをして必要な情報を得る」
(Baird & Fisher, 2005-2006) 能力が必要とされる。また、他の世代と比べて「文字のみの文章ではな
く、画像つきの文章を好む」 (Baird & Fisher, 2005-2006) 傾向があるとも言われている。
発信する情報の内容については、ただ自分の顔を撮った写真を投稿したり、他者を意識しない自
己主張のみの情報発信をしたりするなど、「ナルシズム」の要素が強いコミュニケーションをする
デジタル世代が多いと言われている (Thorne & Payne, 2005)。また、現実のコミュニケーションと比
べ、SNS 上では、より自己開示のある親密なインタラクションが行われているようである (Mazer,
Murphy & Simonds, 2007)。この自己開示というものは、雰囲気の良い学習環境を作るために教師に
必要なストラテジーの一つと言われており (McBride & Wahl, 2005)、実際に学習者と教師とが SNS
上でつながり、学習者が教師の日常生活の情報を SNS 上で知ることにより、学習意欲が上がり、コ
ース全体に良い影響を与えるという研究報告もある (Mazer, Murphy & Simonds, 2007)。
最後に、ソーシャルメディアが教育実践に広く活用されている背景には、学習者の多様化をきっ
かけとした教育パラダイムの転換があると考えられる。例えば、澤・渡辺 (2014) は、「『分かる』
『話せる』能力に加え、新たに『つながる』能力が外国語学習に必要な要素でされている」と述べ、
當作 (2013) も、「今習っている外国語を使って、学校の外に出て、いろいろなコミュニティに参加
する能力を身につける。実際のコミュニティに参加しながら外国語を覚えるソーシャルネットワー
キングアプローチ」を主張している。また、ソーシャルメディアは、別名、consumer generated media
とも呼ばれ、その主体はいつもサービスの利用者である。その点において、ソーシャルメディアは、
学習者主体の言語教育という近年の言語教育のトレンドとも深く関連していると言える。

3. アンケートの内容・分析
以上を踏まえ、デジタル世代の学習者が日常的にどのようなソーシャルメディアを使い、どのよ
うな情報を収集、発信、共有しているのかについて、また、ソーシャルメディアの利用時に日本語
を使用しているのかどうかについて、アンケート結果を分析していく。本アンケートは、2014 年春
学期後半に、ミシガン大学の日本語 1 年生から 4 年生までの全学年を対象に行った。回答した学生
数は全 156 名であったが、10 名は未回答欄があったため、データ分析からは外した。従って、分析
の対象となった人数は全 145 名で、履修している日本語の学年の内訳は、1 年生 51 名、2 年生 38 名、
3 年生 31 名、そして 4 年生 26 名であった。年齢層は 18 歳から 23 歳までの学生が 135 名（92.4%）、
24 歳から 30 歳までの学生が 9 名、35 歳の学生が 1 名であった。アンケートは Google Forms を用い
て行い、質問は日本語と英語の両言語で聞き、日本語と英語どちらで回答しても良いこととした。
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まず、「ソーシャルメディアを日常的に使っているか」という質問に関しては、「ソーシャルメ
ディアを使用していない」と回答したのは、146 名中 6 名だけであった。つまり、140 名、全体の
96.5%の学生が日常的にソーシャルメディアを利用しているということが分かった。その 140 名には、
次の質問として、普段使っているソーシャルメディアを複数回答可で選んでもらった。その結果は
図 2 の通りである。

図2
やはり、SNS の使用率が一番高く、Line などのチャット機能がある携帯電話のアプリケーション、
Skype などのオンラインチャットがその後に続いた。それに比べ、ブログや、2 ちゃんねる・Reddit
などの掲示板を日常的に使用しているのはそれぞれ、41%、23%にとどまっていることから、学生は
情報の送り手と受け手の関係性が強い、よりコミュニケーション要素の強いソーシャルメディアを
頻繁に使用していることが分かった。また、「1 日に平均して何時間ソーシャルメディアを使って
いるか」という質問に関しては、30 分から 10 時間までと、各個人によってばらつきはあったもの
の、平均して 1 日に 3 時間 30 分、ソーシャルメディアを利用しているという結果が出た。
これらのソーシャルメディアを通じて、デジタル世代の学習者はどのような情報を収集、発信、
共有しているのだろうか。「ソーシャルメディアで主にどんなトピックや情報について話したり、
読んだりしているか」という質問に対して得られた様々な自由回答をカテゴリー別にまとめた（図
3）。この質問の回答者数は全 97 名で、1 人で複数のトピックについて回答したものは、それぞれ
のカテゴリーに数えた。
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図3
アニメやマンガがきっかけで日本語を学び始めた学習者が多いと思われるが、この結果から、ソ
ーシャルメディア上で収集・発信される情報は必ずしもアニメやマンガだけに限らず、多岐に渡っ
ていることが分かる。世界情勢や政治、社会問題に関するニュースという回答が最も多く、大学生
の高い知的好奇心が伺えた。特に興味深いのは、アニメ・マンガを挙げた回答が「アニメ」「マン
ガ」と一言で片付けているものばかりなのとは対照的に、世界・政治・社会を挙げた回答は、「日
本における LGBT 問題について」や「アメリカの政治的な状況やキリスト教について」など、具体
的なトピックを挙げている回答が多く見られた。
ソーシャルメディア、特に SNS は、「“人と人とのつながり”に焦点を当てていることが大きな特
徴である」と村上 (2012) が述べているように、回答者の多くが、身近な友達や家族、外国など遠く
にいて普段あまり会う機会のない友達、自分の所属するオンラインコミュニティなどとつながるた
めにソーシャルメディアを用いていると回答した。「主に日本人の友だちと楽しみや日本語の練習
のために日本語を使う」と述べた回答者は、興味深いことに、「特にこれといったトピックについ
て話すわけではなく、普段話すようなことを（ソーシャルメディア上で）話すだけ」と述べている。
他にも、「Facebook で日本語で『お誕生日おめでとう』を言うことがある」とか「日本人の Twitter
をいくつかフォローしている」などのように、ソーシャルメディア上における日本語使用に関して
の回答が見られた。もちろん、ソーシャルメディアで日本語を使用することが言語学習も兼ねてい
るという回答も見られ、例えば、「日本の大学生と Skype を通して language exchange をした」とい
う回答があった。
身近なできごとや自分の気持ち、授業や宿題、アルバイトといった日常生活・大学生活に関する
トピックについても多く回答が得られた。例えば、「自分に起こったことや今の気持ち、今してい
ること、最近見た面白い記事・写真、それらについてどう思ったかなど、毎日の生活のことについ
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て話す」という回答があり、やはり、大学生の興味の中心は普段の生活であり、現実のコミュニケ
ーションで日常生活について友達や家族と話すのと同じように、ソーシャルメディア上でもそれら
について情報を発信・受信していることが分かった。
回答数の多かった上位 3 項目（「友達・家族とつながる」、「日常生活・大学生活」、「世界・
政治・社会」）は、「つながる」というコンセプトで延長上にあるものと考えられる。つまり、「友
達・家族とつながる」は自分の所属する一番身近なコミュニティ、「日常生活・大学生活」は寮や
大学という、もう少し大きいコミュニティ、そして「世界・政治・社会」はより大きいコミュニテ
ィと自分とのつながりを表すものだと言えるだろう。
「つながる」能力を育てるという点において、
人と人とのつながりに焦点を当てたソーシャルメディアは外国語教育と親和性の高いものだと言え
よう。
それでは、実際に何割の学生がソーシャルメディア上で日本語を使用しているのだろうか。また、
日本語を使用しているのならば、どのソーシャルメディア上で使っているのだろうか。この質問の
回答には日本語能力が大きく関わってくると考えられるので、日本語の学年別に回答を整理した。

図4
やはり、日本語能力が高い学習者の方が、ソーシャルメディア上で日本語を日常的に使っている
割合が高かった。しかし、1 年生でも半数以上もの学生がソーシャルメディア上で日本語を使用し
ていることから、日本語初級の学習者でも、クラス外で、ソーシャルメディア上で日本語を介して
人とつながっているということが分かった。
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また、初級の学習者は Youtube を見たりブログを読んだりするというような受動的なソーシャル
メディアでのみ日本語を使用しているというわけではなく、図 5 と図 6 が示すように、SNS や LINE
など、自分が情報を発信するソーシャルメディアを多く使用していることも分かった。

図5

図6
以上の調査結果から、デジタル世代のほぼ全員が、日常的にソーシャルメディアを使用し、多岐
に渡るトピックについて、情報を収集・発信していることが分かった。また、SNS やチャットなど
の、よりコミュニケーション要素が強いソーシャルメディアを主に使用していること、そして、初
級レベルの学習者でも、半数以上がソーシャルメディア上で母語だけでなく日本語も使用している
ことも明らかになった。これらのことから言えるのは、学習者は初級レベルでも、ソーシャルメデ
ィア上で日本語を使いながら他者とつながる機会が多くあるということである。だからこそ、日本
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語教師は、このようなコミュニケーションの変化をクラス活動に反映させ、デジタル世代の実状や
コンテクスト、知的好奇心に沿った授業をしなければならないのである。

4-1. クラス活動案：読む・書く
ここでは、ソーシャルメディア独特のコミュニケーション形態を考慮に入れたクラス活動とはど
のようなものなのか、まず「読む・書く」能力のためのクラス活動案を紹介する。
初級で初めに扱うのは、たいてい「自己紹介」だと思われるが、デジタル世代の学習者は SNS 上
で自分の基本情報を発信する際、上に述べたプロフィール機能を利用していると考えられる。そこ
で、例えば、「日本人の友達を作るために SNS のプロフィールを作る」というコンテクストで、写
真や動画付きのプロフィールを作らせるというクラス活動が考えられる。その際には、短い文や単
語レベルで書くことも許容した方がいいだろう。そうすることによって、学習者の現実のコミュニ
ケーションのあり方に近いコンテクスト作りができるからである。ただし、そのようなソーシャル
メディア上でのコミュニケーションはメールや会話でのコミュニケーション形態とは違うというこ
とを学習者に意識させることが重要である。
書く練習としては、他にも、学習者も同じように自身の日常生活について 2、3 文で書いたり、興
味を引かれたステータスにコメントを書いてみるというクラス活動を行うことができる。いずれに
せよ、書くコミュニケーションが多くオンライン上で行われるという現実があるため、コンピュー
タでのタイピングは、今後、かなり早い段階で導入する必要があるだろう。
SNS 上でのコミュニケーションには、いち早く必要な情報を探すスキャニングの能力が必要とさ
れているため、そのプロフィールの情報を教師がインターネット上で閲覧できる形にまとめれば、
「自分と同じ学年の人や共通の趣味を持っている人」を素早く探すスキャニングのクラス活動につ
なげることもできる。プロフィールをまとめさせれば、並列の助詞「も」や対比の助詞「は」の練
習にも応用できるだろう。
また、初級レベルのクラスでは「日常生活」に関する話題を多く扱う。デジタル世代の学習者は、
Facebook のステータスや Twitter などを通して、友達の日常生活の情報を得ることが多いため、ブロ
グ等のコンテクストで段落レベルの読み物を読ませる活動の他にも、Facebook のステータスのよう
に、複数人が 2、3 文で日常生活について書いている文章から情報を読み取らせるというクラス活動
があれば、デジタル世代の実情に即していると言えるだろう。その文章も、やはり写真や動画付き
であると、なお現実のコミュニケーションに近くなる。その際、教師や TA の実際の生活に起きた
出来事を利用すれば、先行研究にもあるように、学習者は教師に親近感を持ち、クラスの雰囲気が
良くなるという副次的な効果も期待できる (Mazer, Murphy & Simonds, 2007)。ただ、「お酒を飲み
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すぎて、二日酔いになった」など、プライベートすぎる情報や学問の場に相応しくない情報を公開
することは、教師の信憑性を落とす可能性もあるので、どんな情報を学生に伝えるかには注意を払
わなくてはいけない。

4-2. クラス活動案：会話
ソーシャルメディア上でのコミュニケーション形態を考慮に入れると、読み書きだけではなく会
話練習も、デジタル世代が実際に遭遇するコンテクストに変える必要がある。例えば、形容詞の練
習で、与えられたレストランの情報をもとに、どのレストランがいいか話し合い、友だちを夕食に
誘うというクラス活動を考えよう。このクラス活動は二つの点からコンテクストをデジタル世代に
合ったものに変えられる。
まず、彼らは Yelp などのソーシャルメディアでレストランの情報を集めることが多いため、レス
トランの情報を与える際は Yelp ページを模したものを使うと、学習者にとって現実味や親しみが増
す。また、誘うという行為は、近年、口頭で行うよりも Line などのメッセンジャーで行う方が多く
なっていると思われる。そこで、Yelp でレストラン情報を調べて、友だちとそのレストランについ
て話し、Line で別の友達とチャットして誘うというコンテクストを与えると、学習者はより積極的
にクラス活動に参加するだろうと思われる。しかも、Line のスタンプは日本のかわいい文化の紹介
になるだけでなく、クラス活動をきっかけに実際に Line を使い始めて、日本語話者の友だちと日本
語でコミュニケーションをとるようになるという副次的な効果も期待できよう。
また、初級のクラスでは、道案内のタスクを行うことがある。しかし、「この道をまっすぐ行っ
て、次の角を左に曲がって…」というような複雑で長い段落で道案内をすることは、デジタル世代
の学習者にとって、あまり現実的ではない。スマートフォンの GPS 機能を使って、目的地の近くま
では自分で来られるからである。目的地の近くまで来て、それでもどの建物か分からない時に限り、
短文のやりとりで建物の所在を聞くことはあると思われる。そこで、道案内のクラス活動は、友だ
ちの家の近くまで来たが、どの建物か分からないというコンテクストで、電話か Line で「すみませ
ん、近くまで来ましたが、B さんの家はどこにありますか」「郵便局のとなりにありますよ」とい
うような短文のやりとりとして練習すべきだと考えられる。
これら 2 つのクラス活動で学習者が行うのは、従来型のクラス活動と全く同じである。しかし、
ほんの少し発想を変え、ほんの少しの修正を加えるだけで、よりデジタル世代の実状に即したクラ
ス活動ができるという例として紹介した。

5. まとめ
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海外で日本語を学ぶ日本語初級学習者にとって、日本語母語話者との社会的な「つながり」は日
本語学習の成功に欠かせない重要な要素の一つであると考えられるが、実際そのような「つながり」
を実生活で作るのは、やはり困難である。そこで、ソーシャルメディアがその問題解決の一助とな
るだろう。その意味において、ソーシャルメディアは ACTFL National Standards の唱える 5Cs を飛躍
的に拡大してくれたと言えよう。また、学習者同士の「つながり方」も多様化してきており、例え
ば、アメリカの学習者とヨーロッパの学習者がソーシャルメディアを通じて交流するといったよう
な、World Japaneses を彷彿とさせるようなコミュニケーションも行われている。そのようなデジタ
ル世代の実状に合わせたクラス活動を考えたり、従来のものを調整・修正したりする必要があるこ
とは、本稿を通じて理解してもらえたと思う。
しかし、学習項目をもれなく習熟するためには、従来型のクラス活動でしかできないこともある
のも事実である。上にも述べたが、本稿は単にソーシャルメディアや目新しいテクノロジーを闇雲
に授業に取り入れるべきだと推奨するものではない。語学教育において具体的なコンテクストの中
で学習事項を教えることの重要性は今さら繰り返すまでもないが、デジタル世代の実状に即してい
ないコンテクストでは、コンテクスト作りをしたとは言えないというのが本稿の主旨である。つま
り、テクノロジーだけ導入してコンテクストがデジタル世代の実状にあっていないものよりは、む
しろテクノロジーは古くてもよいので彼らの実状に即したコンテクストをクラス活動に取り入れた
方が好ましいと筆者は考えるのである。学習者が新旧多種多様なコミュニケーション形態の違いに
意識的になり、上手にコミュニケーションのスタイルを使い分けられるようになるためには、従来
型のクラス活動だけでもよくないし、テクノロジー偏重のクラス活動だけでもよくない。要はバラ
ンスが肝要である。デジタル世代の学習者が何を考え、どういうことに興味を持ち、どういう授業
作りをすれば学習意欲と学習効果を高められるか。それらを理解するために、外国語教師は学習者
と「つながる」必要があると述べ、本稿の結びとしたい。

注：
1.

デジタル大辞泉より。

2.

例えば、出身校が同じ人などである。

3.

この「つながった人」は、たとえ現実にはあまり親しくなくても、ユーザーの

中で「友達」と認識される。例えば、有名人の近況をリアルタイムで知ることで、あたかも
その有名人と友達になったような認識が持てるのである。
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4.

また、最近では、「あなたがディズニーキャラクターだったら、誰？」のよう

に、簡単なアンケートに答えると自分が映画などの登場人物の誰に性格が近いのか教えてく
れ、その結果に自分の感想を述べたり、友達からコメントをもらったりするというクイズも
人気があるようである (McBride, 2009)。

179

＜参考文献＞
加藤智明輝・池田順子・深田淳 (2014)「日本語教科書の将来像を構想する―電子化を視野に入れて」
『The 21st Princeton Japanese Pedagogy Forum Proceedings』, 195-204.
小松祐子 (2011)「ソーシャルメディアと外国語学習・教育―フランス語の新しい学びのために―」
『Rencontres Pédagogiques du Kansaï』, 76-80.
澤恩嬉・渡辺文生 (2012)「SNS ツールを用いた学習ストラテジーの有効性について―SNS 上での情
報のやりとりを中心に―」『日本語教育方法研究会誌』vol. 19 No. 2, 24-25.
澤恩嬉・渡辺文生 (2014)「初級日本語学習者のための『つながり』を目的とした遠隔授業の実践」
『日本語教育方法研究会誌』vol. 21 No. 1, 56-57.
當作靖彦 (2013)『NIPPON3.0 の処方箋』
畠山衛 (2007)「日本語学習へのブログの有効利用 自由な自己表現と教室外の生の 日本語・日本文
化のコミュニティーへの参加のために」『日本語論叢 特別号岩 淵匡先生退職記念』早稲田大学日
本語論叢の会, 219-222.
深井美由紀・佐藤慎司 (2007)「レベル別によるブログの使用例：Example of blog project at different
levels」『CASTEL-J in Hawaii 2007 Proceedings』CASTEL-J, 265-268.
マクファーソン苗美・内田裕美 (2015)「初級学習者の作文指導：ブログを使ったコミュニケーショ
ンのための作文プロジェクト」AATJ 2015 Annual Spring Conference 発表要旨.
深山道助 (2011)「APU 日本語上級学習者に対するメディア利用に関する意識調査報告」『ポリグロ
シア』第 20 巻, 105-116.
村上正行 (2012)「ソーシャルメディアを利用した大学教育」『リメディカル教育研究』第７巻第２
号, 3-9.

＜References＞
Baird, Derek E., and Mercedes Fisher. "Neomillennial User Experience Design Strategies: Utilizing Social
Networking Media To Support "always On" Learning Styles." Journal of Educational Technology Systems,
2005, 5-32.

180

Mazer, Joseph P., Richard E. Murphy, and Cheri J. Simonds. "I'll See You On “Facebook”: The Effects of
Computer-Mediated Teacher Self-Disclosure on Student Motivation, Affective Learning, and Classroom
Climate." Communication Education: 2007, 1-17.
McBride, Kara. "Social-networking Sites in Foreign Language Classes: Opportunities for Re-creation." In
The next Generation: Social Networking and Online Collaboration in Foreign Language Learning, edited by
Lara Lomicka and Gillian Lord. San Marcos, TX: CALICO, Texas State University, 2009, 35-58.
Norizan, Abdul R., Murad Saeed, and Zulkifli Ahmad. "Adopting Social Networking Sites (SNSs) as
Interactive Communities among English Foreign Language (EFL) Learners in Writing: Opportunities and
Challenges." English Language Teaching ELT, 2013, 187-198.
Thorne, Steven L. "Transcultural Communication in Open Internet Environments and Massively Multiplayer
Online Games." AILA Applied Linguistics Series Mediating Discourse Online: 305-327.

181

ドメインという概念及び日本語文法ペダゴジーでの応用
The Concept of Domain and Its Applications in the Pedagogy of Japanese Grammar

Guohe Zheng
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1. 初めに

ドメインという概念は、どの言語でも大切だ。たとえば、次のような英語の例を見てみよう。

(a) I didn’t deliberately ask her.
(b) I deliberately didn’t ask her.
使われた言葉が全く同じでも、（a）と（b）の意味は非常に違うのだ。前者の方では

話し手が実際に彼

女に聞いたのに対して、後者の方では、話し手が全然彼女に聞かなかった、というわけだ。それでは、な
ぜ、同じ言葉でできた文でも、その意味がこう違うのかというと、上記の例では「わざと」を意味する肝
心な副詞

deliberately の修飾する範囲が違うからだ。具体的には、「わざと+ [彼女に聞く] 」と「わざ

と+ [彼女に聞かなかった] 」の違いなのだ。ここの「修飾範囲」というのは、すなわちドメインのことだ。
英語でドメインの概念がいかに大切かは、上記の例ではっきりするだろう。しかし、意味が掴みにくい「は」
という助詞の多用や「主語不在」で知られている日本語の場合は、ドメインという概念は、もっと大切だ。
その上、ドメインという概念はかなり抽象的で説明しにくく、その作用範囲も言葉や文型によって色々と
違い、文単位には限られておらず、文単位以上にさえ延びることもあるので、普通の日本語教科書ではあ
まり扱われていないのもやむを得ない現状だろう。本研究は、ドメインという概念及び日本語文法ペダゴ
ジーでの応用についての一考査だ。

2. ドメインという概念の定義
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いうまでもなく、ドメインという言葉自身は英語の
は、Lyons (1968), Matthews (1974),

domain という用語の音訳語だ。David Crystal 氏

そして Radford (1981) ら学者のこの概念についての説に踏まえ

て, domain という用語を次のように定義している。
An extension of the general meaning of this word by some linguists to refer to the realm of application of any
linguistic construct, e.g. the ‘domain’ of a rule in a grammar would refer to the range of structures to which that rule
was applicable. In general linguistics, the term refers specifically to the parts of a tree diagram deriving from any
one node, i.e. the structure which the node dominates.viii

上記後半の一般言語学の定義は、次の図表で表すと、もっとわかりやすいだろう。

S
/\
NP

VP
/\
VP
NP

（a）と（b）の違いも、一般言語学定義の図表で表すと、次のように形になる。

(a)
VP
/\
Adv
VP
|
Deliberately / \
VP
NP
|
|
ask her
(b)
VP
/\
Adv
VP
|
Deliberately / \
Aux VP
|
|
didn’t
VP
/\
VP NP
|
|
ask
her

183

本研究に出ている例文は、一々、上記のような図表で表わさないことにしているのだが、考査そのも
のは、いつもこういう図表を念頭に進めていくことを断っておきたい。

3. ドメインという概念と日本語文法ペダゴジーでの応用：
学生たちの質問その一

私がドメインという概念に興味を持つようになったきっかけは、毎年のように初級・中級日本語の授
業で学生たちに聞かれた質問だ。

質問その一は次の例に関するものだ。

（1）

図書館で本を読みます。

（2）x

デパートでくつをかいに行きます。

初級日本語の授業を担当したことのある先生なら、少なくとも一度は（2）のような間違いを見たこた
があるだろう。教科書の中で、「で」という助詞は、「動詞動作の起こる場所を表す」と説明されている
のに、どうして上の例では、（1）の方が正しいが、（2）の方は間違いなのだろうか。両方とも、動詞動
作の起こる場所を表すじゃないか、というのは、学生たちの質問だ。下記の、教科書に挙げられている（1）
と（2）の英訳をみると、両方とも、「動詞動作の起こる場所を表す」英語の前置詞

in

を使っているの

で、学生たちのこう言う質問も無理がないのではないだろうか。

I will read books in the library.ix
I will go buy shoes in a department store.x

確かに、「The particle に must be used for the place of destination because it modifies the main verb, and not
the verb expressing the purpose」という注も一部の教科書についているがxi、次の例をみてわかるように、こ
の説明も十分だとは言えないのだ。なぜかというと、意味が微妙に違っても、（３）も（４）も意味がち
ゃんと通じる日本語だからだ。

（3）ニューヨークでくつをかいに行きます。I will go buying shoes in New York.
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（4）ニューヨークにくつをかいに行きます。I will go buying shoes in New York.

（3）は話し手がすでにニューヨークにいる場合に使われるのに対して、（4）は話し手がまず他の町から
ニューヨークに行って、それからニューヨークで靴を買う場合に使われる、というわけだ。（3）と（4）
のような例は、普通の教科書では説明できないのだ。しかし、（3）と（4）のような例であろうと、（１）
と（2）のような例であろうと、下記のように、ドメインという概念で説明すれば、簡単に学生たちに納
得してもらえると思う。
「で」というのは、間違いなく、「動詞動作の起こる場所を表す」助詞だ。（1）の場合は、「読む」
場所は図書館だから、「で」を使うのは正しいのだ。ここで、「で」のドメインは次に来る動詞まで、す
なわち文末の「読む」まで、延びるということになる。気をつけなければならないのは、ここで言う「動
詞」というのは、「くつをかい」のような名詞形・連用形ではなく、その終止形か、終止形の活用形でな
ければならないということだ。それで、（2）の場合の「で」のドメインも、当然（1）と同じように文末
の動詞「行く」まで延べるのだが、「行く」という動詞は「ある目的地へ移動」という意味だから、「デ
パートで」に修飾されると、「デパートで買い物する」の代わりに、「デパート内部で移動する」すなわ
ち「すでにデパートにいながら、デパートへ移動する」という自己矛盾に陥ってしまう。もちろん、これ
は通じないのだ。このポイントは下に再録する（2）と(2a)

を（5）と（6）の例と比べてみれば、もっと

はっきりするだろう。

（2）x

デパートでくつをかいに行きます。

（2a）

デパートにくつをかいに行きます。

（5）

メーシーというデパートで買い物をするためにニューヨークに行きます。

（6）x メーシーというデパートに買い物をするためにニューヨークに行きます。

（5）の「デパートで」のドメインは次に来る動詞—つまり「買い物をする」—まで延びるので、「デパ
ートで買い物をする」という自然な表現になる。ちなみに、（5）に出ている「行く」という動詞は「デ
パートで」のドメイン以外にあるので、当然問題にならないのだ。同じ理由で、「6」の「に」という助
詞のドメインも次に来る動詞までしか延びず、「デパートに買い物をする」になってしまうので、（6）
が言えない具体的な理由もこれで突きつけられたというわけだ。

4. ドメインという概念と日本語文法ペダゴジーでの応用：
学生たちの質問その二
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学生からの質問その二は次のような例についてだ。

（7）石田さんは目がきれいです。
（8）スミスさんはテニスが上手です。

（7）と（8）のような例は、教科書の中ではたいてい「〜は〜が〜」という文法の項目で、一緒に導
入されている。そして、その違いはそれぞれ「体の特徴を表す」か「能力、技能を表す」と説明されてい
る。その上、（７）と（８）の意味も、必ず（9）と（10）のように英訳されている。

（9）Ishida-san has beautiful eyes.
（10）Smith-san is good at tennis.xii

両方ともに同じ「〜は〜が〜」という表現を使っているのに、どうしてその共通点は英訳の時になくな
ってしまうのか、というのは、学生たちの質問だ。一見、屁理屈のように聞こえる質問だが、満足に答え
られないと、この表現の正しい使い方を納得してもらえない。その結果、例えば、次のような間違いは、
少なくても一部の学生に時々見られるのだろう。

（11）？石田さんの目はきれいです。
（12）？スミスさんのテニスは上手です。

「石田さんの目はきれいです」とか「トムさんの髪が長いです」とか、のような文は不自然だという
注意はxiii、一部の教科書の中に明らかに書いてあるにも拘わらず、（11）と（12）のような間違いは絶対
にないと言い切る日本語の教師は少ないだろう。この現象は、（13）と（14）のような教科書の直訳に関
係があるのではないかと思う。

（13）As for Ishida-san, his eyes are beautiful.xiv
（14）As for Tom, he has long hair.xv

そして、この表現を（15）のような英訳をする教科書もある、

手

Aさんは {

目 耳

（15）

きい
さい
}が

{

足

…

かわいい
:
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}

Person A has a body part which is … xvi

このような英訳は日本語原文にはない

relative clause

という構造を使っているので 、もともと

relative

clause という概念がしっかり分からない学生たちにとっては、「〜は〜が〜」という表現の使い方はもっ
と難しくなってしまうのだろう。

ここでも、ドメインという概念を使えば、学生たちにこの表現の正しい使い方を納得してもらえると
思う。すなわち、「〜は〜が〜」という表現の「は」のドメインは、文の初めから終わりまで延びるのに
たいして、その「が」のドメインは、ただその直後に来る述語に延びる、というのだ。言い換えれば、「〜
が〜」という文が表す意味が 「〜は」の表す対象にすぎない、ということだ。「ちょっと待ってくださ
い。この説明は結局、（13）の「As for Ishida-san, his eyes are beautiful」と同じではないか」、と反問なさ
る方もいらっしゃるだろうと思うが、「似ているが、同じではない」というのが、私の答えだ。なぜかと
いうと、ドメインという概念を使っての説明は、まったく翻訳経由しないからだ。ドメインという概念で、
なるべく直接日本人と同じような考え方で、「〜は〜が〜」という表現を理解してもらう、そして、それ
が一番効果的なペダゴジーだと、私は信じるのだ。こういうペダゴジーのメリットの一つは、「his eyes are
beautiful」とか、「Tom’s hair is long」とかのような先入観はまずないということだ。こういう先入観こそ、
上記の間違いのそもそもの張本人ではないだろうか。さらに、ドメインという概念を使うペダゴジーには
もう一つのメリットがあるのだ。すなわち、一方は（1）から（6）まで、他方は（7）から（15）まで、
まったく繋がっていないように見える文型も、ドメインという概念でその内部の類似性を明らかにして見
事に統一してくれるということだ。

5. ドメインという概念と日本語文法ペダゴジーでの応用：
学生たちの質問その三

質問その三は、中級・上級の学生たちに聞かれたもので、次のような例についてだ。

（16）先生が書いた手紙はこれだ。
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（17）先生の書いた手紙はこれだ。

教科書では、（16）に出る「が」という助詞は、「動作・作用・状態の主語を表す」と説明されてい
る。しかし、（17）を見てわかるように、ここの「が」は、初級日本語の教科書では「所有、所属、所在
を表す」と教えられた助詞「の」に置き換えられることができるのだ。さらに、「置き換えられた文の方
はもっと自然な日本語なのだ」とも、先生に教えられたのだ。これは一体どういうことだろうかというの
は、学生たちの質問だ。もちろん、辞書などを調べると、「の」の条には「動詞の行為者を表すこともあ
る」とも書いてあるのだが、学生たちはやはり納得できない。何よりも、主語を表すには、いつ「が」を
使えばいいか、いつ「の」を使えばいいか、という説明がないのだ。

また、この問題はドメインという概念で説明すれば、簡単に解決できるのだ。まず、ここで、言語の目
的は、あくまでも、人間同士の意思交流ということにある、意思交流さえできれば、それでいい、という
大前提を思い出しておこう。その大前提を心に、（16）をよく見ると、「先生が書いた」という文が次に
出る名詞「手紙」を修飾する、そして、「先生が書いた」という文はかなり短い、という二つの点に気が
つく。ここの、修飾文が短い、ということは非常に大切だ。それはつまりドメインが短いということを意
味する。その短さで、修飾文内部の主語は「が」を使っても、「の」を使っても、誤解なく、「手紙」と
いう言葉を修飾することになり、「先生の手紙」、「先生が書いた手紙」という意味がわかりやすく聞き
手か読者に伝えられる。

もしかすれば、「動詞の行為者を表す」には、「の」という助詞は、上記の条件を二つとも満たさなけ
ればならないのではないか、というのは私の推測だ。言い換えれば、すべての「主語助詞が」が「の」に
置き換えられるというわけにはいかないのだ。私が集めたデータが、そういう仮定を裏付けるのだ。例え
ば、下記の例では、「主語助詞が」が使われている（１８）は、かなり長い修飾文を含んでいても、わか
りやすい自然な日本語だ、しかし、同じ長さの修飾文を含んでいるが「主語助詞の」が使われている（19）
は、分かりにくい、おかしい日本語だと、私の調査対象の日本人は口を揃って言っている。そして、（20）
のように、その修飾文が長いほど、おかしさはひどくなるとも言っている。いうまでもなく、
（19）と（20）
では、その修飾文の主語助詞「が」が「の」に置き換えられたというのは、その分かり難く、おかしくな
る理由だ。

（18）

先生が十年間にわたっていろいろ苦労して書いた本はこれだ。

（19）？先生の十年間にわたっていろいろ苦労して書いた本はこれだ。
（20）？？先生の十年間にわたっていろいろ苦労し三度添削してようやく書いた本はこれだ。

188

主語助詞の「が」は「の」に置き換えられないのは、修飾文が長い場合ばかりでない。修飾文の述語が
断定助動詞「だ」にあたる「の」の場合も、次の例を見てわかるように、主語助詞の「が」は「の」に置
き換えることができないのだ。

（21）雪舟が子供の時の話です。
（22）家が本郷の人は近くていいです。
（23）今日は運転手が女性のタクシーで来た。いつもは

（24） x

男性なのに。

雪舟の子供の時の話です。

（25）xx

雪舟の子供だった時の話です。

（26）x

家の本郷の人は近くていいです。

（27）x

運転手の女性のタクシーで来ました。

このような例はもっと挙げられる。例えば、次のような対照的な文だ。

（28）

僕が十二の時です

（29）？x
（30）

僕の十二の時です。

中村君が3才の時のことでした。

（31）？x

中村君の3才の時のことでした。

（32）

中村さんがよくご存知の方なんです。

（33）

？x

中村さんのよくご存知の方なんです。

6. ドメインという概念と日本語文法ペダゴジーでの応用：
文単位以上のドメイン及び「は」と「が」の違い
文単位以上のドメイン及び「は」と「が」の違い

ドメインの
の作用範囲は言葉や文型によって違うのは、前述の通りだ。それでは、次に、ドメインの作
用範囲が、文単位を超えた場合を見てみよう。次の例は『上級へのとびら』という教科書の第6課の読み
物の冒頭からだ。タイトルは「日本人と宗教」だ。
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（34）日本語には「苦しい時の神頼み」という言葉がある。何か苦しい事があると「神様、仏様、
どうか助けて下さい」と言って生懸命お願いするけれど、何もない時は、神様や仏様のことはあまり
考えていないという意味である。xvii（傍線は筆者）

There is an expression in Japanese that says “praying to God during difficult times.” When there is a
painful thing, they pray with all of their effort by saying, “God, Buddha, please help me.” But when there is
nothing, the meaning is to not be thinking much about the things of God and Buddha.

（傍線は筆者）

上記の翻訳は学生たちが出した宿題から選んだ代表的なものだ。ご覧のとおり、二番目の文の「とい
う意味」の箇所が、一番目の文の「苦しい時の神頼み」ということわざの意味を指すのだ。だが、学生た
ちは、二つの文のつながりがわからなくて、文単位の範囲にこだわり、それぞれの文を孤立的に理解して、
when there is nothing, the meaning is to not be thinking much about the things of God and Buddha

と誤訳してし

まったのだ。しかし、ここの「二つの文のつながり」というのはまさしく一番目の文の「という言葉」の
ドメインのことだ。もし、二番目の文のはじめに、「この言葉は」を加えれば、二つの文のつながりがわ
かりやすくなるかもしれないが、日本人がそれがなくても正確にそのつながりが掴めるなら、我々の学生
にもそういう能力を身につけさせなければならない。そうする一番効果的な方法の一つは、ドメインとい
う概念ではないかと思う。

日本語の一番教えにくい文法の一つが「は」と「が」の違いだという意見には、日本語の先生なら、誰
も異議がないだろう。ドメインという概念は、「は」と「が」の違いのペダゴジーにも、非常に役にたつ
のだ。一口に“「は」と「が」の違い”といっても、様々なケースがあるのだが、本稿ではただ同じ文に
でる場合の「は」と「が」の違いを、最近の新聞記事から例をとって、ドメインという概念で説明してみ
ることにとどめる。例の中の傍線は全部筆者のものだ。

（35）赴任中の中島が船で渡ったペリリュー島で、後に旧日本軍は米軍と激しく戦った。、、、戦
前、日本が統治し、太平洋戦争で激戦地となったパラオ共和国を、天皇、皇后両陛下が訪ねている。
（「朝日新聞」、２０１５年４月９日）

（36）ベースロード電源について経産省は、発電コストが安く昼夜を問わず安定して電気を生む
電源、と定義している。、、、国内では、効率の高い天然ガス火力をベースロード電源としてすでに
日常的に使っているのが現実だ。ドイツなど欧米では太陽光や風力発電などを積極的に電源に組み入
れており、その傾向が将来さらに強まるのは間違いない。(「日本経済新聞」２０１５年４月７日)
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（37）小学生が蹴ったサッカーボールが校外に出て、避けようとしたバイクの男性が転び、後に
死亡したことをめぐる裁判だ。学校でするサッカーの練習は普通、人に危険が及ぶ行為とはいえない
し、事故は予想できなかったから、親は責任を問われないとの結論だ。（「朝日新聞」、２０１５年
４月９日）

助詞「が」のドメインは次に来る述語までしか延びず、それに対して、助詞「は」のドメインは文全体ま
で及ぶのだ。いわば、助詞「が」は地方を指導する州知事、または市長で、助詞「は」全国を統帥する大
統領ということだ。こうしたドメインの概念を頭においてさえ読めば、生教材の上の例もわかりやすくな
るだろう。例えば、（35）の主な意味は 「旧日本軍は米軍と、、、ある島で戦った。その島を天皇、皇
后が訪ねている」であり、（36）のそれは、「日本国内と欧米とのそれぞれのベースロード電源使用の現
状の比較」、ということになるだろう。一方の（37）も、「学校でする練習は普通、、、行為とはいえな
い。事故は予想できなかったから、親は責任を問われない」というふうに、学生たちに理解してもらえる
だろう。

7. 今後の課題

ドメインという概念の重要さ及びその日本語文法ペダゴジーでの有効性は以上の考査で明らかにな
っただろう。しかし、ドメインという概念はかなり抽象的なばかりではなく、その使い方も多様なので、
今のところ、教科書で紹介されていないのはすでに前述している。なんとかして、この概念を教科書に導
入して、そして、初級、中級、上級の各段階で繰り返して強調し、練習させることは今後の課題だ。筆者
は、いままで、自分なりに、授業のときに説明しているのだが、体系の整っているいい資料がないので、
その効果は、今のところ、あまり理想的なものではない。今後、時間をとって、もっといい方法を工夫し
てみるつもりだ。もし、こういうプロジェクトの作業について、ご示唆、またはご協力をいただける先生
がいらっしゃれば、この上うれしいことはない。

(本稿は２０１５年４月１２日第25回CATJ学会で発表した。その際、
アイオワ大学の西由美子先生とミシガン大学の望月良浩先生からいろいろご示唆をいただき、お礼を申
アイオワ大学の西由美子先生とミシガン大学の望月良浩先生からいろいろご示唆をいただき、お礼を申
し上げたい。)
し上げたい。
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