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先行研究 

• 内容重視 Content Based Instruction (CBI) 
 

1. 学生が興味のある内容を介して外国語を学ぶ
ことができる 

2. 教師は学生により現実的で実用的な学習の場
を提供することできる 

3. 教師は様々な学生の興味に応じてカリキュラム
を構成することができる 

4. 教師は学生の学習意欲を促すことが容易にな
る 

 （平野・林・纐纈・野田・シャード（2011）） 
 



先行研究 

• 学習者ニーズ (牛窪2012) 

 

o教師の管理から学習者の主体的な学習へのパラ
ダイムシフト 

o学習者や教室が置かれた文脈から捉える 

oニーズに応えることの意味を積極的に議論する
必要 

 

• 「上級の学習者」？ 
o学習者の目的や意識を反映した授業 

oシラバス・コースデザインの抜本的見直し 



Oberlin College Japanese Program  

Fall 2014 

Year # Section Textbook 

1 ～45 3 げんき I 

2 ～20 2 げんきII  

3 ～15 1 とびら  

4 ～10 1 生教材 

5 ～5 1 生教材 

90 

• 留学後の学生 

• 継承語学習者 

• JLPT N2 

 

レベル／履修歴の差 

履修予測の難しさ 

 ↓ 

安定した授業の提供が
課題 

 



Oberlin College Japanese Program  

• 言語のレベルを越えて勉強したい 

• 5年生は取れないが日本語は続けたい 

 

• 一対一のプライベートリーディング 
o JLPT 

o Peer Tutor 

 

→ 5年生レベルの見直し 

  コンテント重視のコース 



コースの見直し 

Fall Spring 

Before Readings in  
Japanese Sources I 

Readings in  
Japanese Sources II 

After Fall Spring 
Module Module Module  Module 

JLPT Prep 
日本語能力 
試験対策 

Advanced 
Reading and 
Writing in 
Japanese I 

Japanese 
Pedagogy 
日本語教授法 

Advanced 
Reading and 
Writing in 
Japanese II 

• Prerequisite: 5th year courses may be taken 
concurrently with 4th year course  



Fall：JLPT Prep 

• 出席25% 
• 宿題25% 
• 小テスト30% 
• 目標シート10% 
• 模擬試験１ 5% 
• 模擬試験2 5% 

 
火 木 

Week1 Introduction サンプルテスト 小テスト１（語彙） 文法 

Week2 小テスト２（語彙） 文法、聴解 小テスト３（文法） 読解 

Week3 小テスト４（語彙） 文法、聴解 小テスト５（文法） 読解 

Week4 小テスト６（語彙） 文法、聴解   模擬試験① 

Week5 小テスト７（語彙） 模擬試験①復習 小テスト８（文法） 聴解 

Week6 小テスト９（語彙） 文法 小テスト１０（文法） 読解 

Week7 小テスト１１（語彙） 読解   模擬試験② 

• 以前からJLPTの宿題 
• JLPT: 12月 

 
• 7人（うち3人が4年生レベ
ルと同時履修） 

• （3人: N3 4人：経験無し） 



Fall：JLPT Prep 学生アンケート 
JLPTコースについて 

• Provided more resources 
&support for JLPT 

• Helpful. Build confidence. 

 

5年生コースの変更について 

• As a 400-level student, it was 
helpful to have another class 
to take as well.  

• Module courses are more 
applicable & practicable for a 
larger range of students  

 

• Intense! 

• Little speaking  

 

 

• A lot happened in one 
module 

• Semester-long course was 
more relevant to my interest 

• More than 1 module would 
be too much 



Fall：JLPT Prep 

• 反省 

– 「試験対策」 

– 教師の解説時間 

– JLPTのみ日本語コース 

– レベルの差 

– 四技能 

 

• 展望 

– 会話・作文練習 

– 時事問題、ニュース等 

– 聴解・読解につなげる 

– ディスカッション 

– N3-N1 レベル分け 

  

• 今までなら5年生レベルを履修せずに卒業していった学生へ 
幅広い機会を与えられた 

 



Spring：Pedagogy 

・授業参加 25% 
・宿題 10%  
・教科書分析の発表 10% 
・授業見学レポート(２回) 20% 
・模擬授業 20%  
・授業案（＋反省） 15% 
・その他の宿題  10% 

 火 木 

Week1 Introduction、５Cs、ACTFLスタンダーズ シラバスデザイン、コースデザイン 

Week2 教材・教具について 教科書分析発表 

Week3 教授法１、初級における実際の指導法 教授法２、初級における実際の指導法 

Week4 教授法３、初級における実際の指導法 教授法４、初級における実際の指導法 

Week5 文字の導入の指導 「書く」指導 

Week6 「読む」「聞く」指導 「文化」を教える、『文化能力』とは 

Week7 模擬授業 模擬授業の反省、まとめ 

• Tutor Program 

• 「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 

• 4人(うち2人が4年生と同時履修) 

Discussion: 「プロフィシエンシーとは（『言語が出来る』とは？）」 
        「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 



Spring：Pedagogy 授業前アンケート 
1. この授業を取ろうと思った理由は何ですか。 

• 来年日本で英語を教えるので、教授法について勉強したい。 

• この授業は日本語教授法だが、日本人を教える時に役に立つ。 

• 中国に日本語の塾がたくさんあるので、そこで教えたい。 

• 上級日本語チューターをしたい。 

 

2.この授業で習ったことをどんなことに生かしたいですか。 

• この授業で他人に教えられるようになりたい。自分の日本語の勉
強にも役立てるようになるかもしれない。 

• 教授法を勉強した後、他の言語を習った時、重要なポイントがもっ
と理解できると思う。 

• 簡単に新しいコンセプトを説明できる能力はどこでも役に立つ。 

• Teaching に生かしたい。 



Spring：Pedagogy 授業後アンケート 
コース全体  
-Felt the most like an application of the language, which feels 
like a huge accomplishment. 
-Excited to put that content into practice. 
-時々難しかったが、上級のためいい経験だと思います。 

読み物 
-Very engaging. Great vocabulary practice. 
-Improved my reading comprehension skills a lot! 
授業見学  
Most helpful aspect of the course! I wish there was more of 
these. 
模擬授業  
Very valuable - after learning about lots of teaching methods 
and observing classes, a chance to try on our own. 

 



Spring：Pedagogy 

• 課題と今後への展望 

– カバーする内容 

– 宿題の量 

– 読み物のレベルや量 

 

• 学生の需要 

– 言語を教えることに興味を持つ学生 

– 近い将来実際に教える予定がある学生 

 

– 日本語母語話者にも履修対象を広げる？ 

 

 



まとめと考察 

 

 

 

 

 

 

 

• 幅広い選択肢から履修する機会 

• 多様化したニーズに対応 

• 学習者の興味を惹きつけるコース設計 

Before Fall Spring 

Readings in Japanese Sources I Readings in  Japanese Sources II 

After Fall Spring 
Module (7週) Module (7週) Module (7週) Module (6週) 

JLPT Prep 
日本語能力 
試験対策 

Advanced 
Reading and 
Writing I 

Japanese 
Pedagogy 
日本語教授法 

Advanced 
Reading and 
Writing II 



まとめと考察 

• 田中・張（2011） 

教師が「学び」をデザインし学生のニーズを読み
とる?? 

 ↓ 

学習者の声を集めて検討 
 

• 学生のニーズと教員の専門性 

• マルチに教えられることの必要性 

• ギャップを埋め、有意義な授業を提供する 

 → 教育者としての課題 
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