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まず、川村先生、はじめフィンドレー大学の教師、学生の皆様にお礼を申し上げます。学会のホスト

役には目に見えないご努力、ご苦労があります。内容的にも充実し、学ぶことの多い時間となりまし

た。	  

	  

今日お話しする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	  CLSのインスティチュートを、中国、日本、韓国の７カ所で行った際に使った内容をベー
スに製作中のもののうち、日本語用のものを取り上げます。CLSでは都市限定型だったのですが、そ
の後のバージョンではもう少し一般化し、日本のどこでも使用できるようにされています。	  

フィールドガイドの冊子には、基本的に２種類のタスクが掲載されています。一つは教室で学んだこ

とを教室外の様々な場面で実践に使うタスクで、これはフィールドパフォーマンス、日本語版ではア

クション！（エクスクラメーションマーク付きのアクション！）と呼んでいます。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す。	  
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この冊子はまだドラフト段階で、出版の方向で調整中ですが、他のプログラムでも試験的に使ってい

ただいています。今日はこのフィールドガイドを作った背景、目的、内容、使い方を順にお話しさせ

ていただきます。	  

その前に、留学することの重要性ということを少し考えたいと思います。	  

	  

「百聞は一見にしかず」ということばがあります。これを、インターネットを初めとする情報通信が

発達した２１世紀風にアップデートしたい。すると、「百見は一行にしかず」となる。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

ないということです。留学はその体験、行動の機会といえます。	  

留学によって、何が変わるのか。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し

ます。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

い視点が養われます。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

にも繋がっています。	  

実際には留学の形は千差万別ですが、フィールドガイドはどのような留学を想定しているのかを確認

しておきます。	  

	  

���������!
Study!abroad!outcome!

•  Personal/professional!growth!
– New!awareness!
– New!skills!
– New!informa;on!
– New!interest!
– Self!discovery!

•  Development!of!a!na;on!

Life?Change!
�
�!

����	���!
�	������!

����	����!
!Types!of!Study!Abroad!Considered!

•  Assumes!a!program!of!study,!usually!at!a!host!
ins9tu9on!

•  Advancing!language!proficiency!as!the!primary!
purpose!

•  Assumes!language!classes!
•  Summer,!semester,!or!year=long,!minimum!3!
weeks!

•  Limited!amount!of!traveling!
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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。これは、フィールドガイドのタスク

はただするだけでなく、その後のフォローを含むものだからです。大抵はホスト校が場所や人的支援

を提供しているプログラムを想定していますが、学生の所属校から遠隔で行う場合も含めます。例え

ば、今学期行った例では、ある学生が、言語学の教授のアシスタントとして日本に数週間滞在しまし

たが、その間、私と OSUのインディペンデントスタディのコースを履修し、その枠内で日本滞在中
フィールドガイドを使ってタスクをこなしました。タスク後の報告は全て直接私のコースのサイトに

提出しました。	  

留学の目的は様々ですが、ここでは基本的には語学研修を重要視したプログラムを想定します。	  

語学研修が 重要課題でなかったとしても、今言いました活動後のフォローがあることから、ここで

は基本的に言語の授業があることを想定しています。活動後の振り返りの部分では日本語教師の介入

が重要と考えています。	  

留学の長さですが、もともとは８週間の夏の語学研修プログラムの為に作成されたものですが、一学

期、あるいは１年という期間も想定内です。超短期のスタディツアーというタイプのものは含まれて

いません。もちろん、見聞、交流という意味では非常に有意義なものが多いのは確かですが、このよ

うなプログラムは、基本的に言語学習を目的としておらず、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からです。	  

留学はある場所に留まって学ぶというのが前提ですので、留学期間中の多くが移動時間というのでは

なく、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

するものと考えます。	  

つまり、フィールドガイドは主に、語学研修を目的とした留学プログラムを	  念頭に置いているわけ
です。では、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でしょうか。	  

	  

留学プログラムに応募する学生が必ずと言ってもいいほど申請書に書くのは、言語を使っている状況

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す。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ません。留学中の言語習得は	  、本国での言
語習得より幅があると言われています。つまり、とても上達する場合も、	  本国で勉強するほど上達
しない人がいる場合もあるということです。	  (Barron,	  2006;	  Shevely,	  2010;	  Dewey,	  2004)	  

�������!
Study!Abroad!and!Language!Learning!

•  Outcome!in!language!gain!varies!(Barron,!2006;!Shevely,!
2010;!Dewey,!2004)!

•  Home!stay!does!not!necessarily!promote!language!
advancement!(Rivers,!1998;!Wilkinson,!1998)!!

•  ReacKons!to!home!stay!families!change!throughout!the!
SA!Kme!(Diao!et!al.!2011)!

•  Most!parKcipants!gain!in!fluency!(DiazQCampos,!2004;!
Freed,!1995),!especially!in!rouKne!interacKons!
(DeKeyser,!198;!Rivers,!1998)!

•  Use!of!L2!not!necessarily!more!extensive!in!SA!(Frank,!
1997;!IsabelliQGarcia!2006;!Iino,!2006)!

•  Program!is!a!predictor!of!the!use!of!L2!(Dewey!et!al.!
2014)!
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また、多くのプログラムの目玉とも言えるホームステイも、必ずしも言語の上達に寄与しないという

研究も報告されています。(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、 初には「すばらしい」と言っていたホームステイ家族に後半ではがっか

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たりするこ

とも報告されています。	  （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ようです(DeKeyser,	  1986;	  Rivers,	  
1998)。しかし、周りで絶えず対象言語が使われている社会に住むことイコール絶えずその言語を使
うという訳ではなく、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ます。(Frank,	  
1997;	  Isabelli-‐Garcia	  2006;	  Iino,	  2006)	  

これらの異なる結果が個人差によるものなのか、カリキュラムによるものなのか、この疑問に迫る研

究をデユイー他が 2014年に発表しています。対象言語の使用量、その言語を使う時間数の多さを予
測する 大の要素は個人差ではなく、プログラムであるという結論を出しています。(Dewey	  et	  al.	  
2014)	  

この研究については後ほどもう少し詳しく触れますが、その前に、留学プログラムに於ける体験と国

内での体験は何が違うのかを考えてみたいと思います。	  

	  

まず決定的に同じこと、それは一日に２４時間しかないということです。当たり前のことですが、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ではないでしょうか。なおか

つ、留学体験は人生を変えるほど衝撃的であるということは、留学体験は、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と言うことです。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です。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はずです。	  

体験と学習の関係をもう少し掘り下げます。	  

���
�	�vs.$����$
SA$Programs$vs.$Domes/c$Study$

•  Same$
– Number$of$hours$/$day$

•  Different$
– Experience$(environment,$people,$/ming,$etc.)$
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ここに示すのは、心理学者のコルブが提唱する学習サイクルに、生物学者のズールが脳の部位を投影

したものです。このサイクルでは、学習者は実体験をし、それを意識すると、様々な仮説を生み出し

たり、すでにできている仮説の軌道修正をし、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します。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ます。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、実体験がその元になっており、その体験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す。	  

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ます。	  

	  

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です。	  

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、記憶を構築して行きます。	  

フィールドガイドを作った OSUのプログラムは、体験学習の理論を基に、パフォーマンスの要素に
対象言語の文化を積極的に入れこむパフォームドカルチャーアプローチ（PCA）に則っています。	  

�������!
!Experien)al!Learning!Model!(ELM)!

Kolb!1975!in!Zull!2002!

Performance!

Performance!

����	
����!
Performance!and!Memory!

•  Specified!Time!(Circumstance)!
•  Specified!Place!
•  Specified!Roles!
•  Specified!Audience!
•  Script!(Program!of!ac=on)!

An!event!

Performance! Story! Learning!Memory! Compila=on!

Performed!Culture!Approach�(PCA)!
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これはパフォーマンスの要素に対象言語の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

することができるという考え方です。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います。	  

ここで、国内と留学中の対象言語の使用はどう違うのかという疑問にもどって、パフォーマンスの５

つの要素を含む様々な観点から比べてみます。	  

	  

ここでは対象言語を日本語とし、インターネットはどこにいても使えるので、この比較からは外しま

す。国内（アメリカ）の日本語使用が左、留学中が右です。	  

まず場所を考えると、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ます。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ます。もっとも、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作られます。そういった場は留学生の生活や精神面の支援にはなりますが、

日本語使用の質、量といった点では阻害材料と言えます。	  

時間、状況についても同様のことが言えます。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ります。	  

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、内外関係、親密度などで異なる様々

な人との交流が可能です。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のですが、
日本語使用に関してはリソースとなり得る人もいれば、英語を教えてほしいホストファミリーの人等、

リソースにならない人もいる。	  

傍観者は、その存在故に行動が影響を受ける人を指しますが、これも国内より留学中の方が変化に富

んでいると言えます。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わけですが。	  

DOMESTIC� STUDY+ABROAD�

PLACE+ Limited:(Classroom,(

campus,(teacher’s(office,(

local(Japanese(restaurants;(

Simulated(environments�

Ubiquitous:(home,(school,(offices,(

shops,(street,(business(

establishments,(ou>ngs,(

transporta>on,(etc.�

TIME+
(CIRCUMST
ANCE)�

Limited:(class,(office(hours,(

mee>ng(with(Japanese(

friends;(

Simulated(circumstances�

Constant(and(Con>nuous:(24/7�

ROLES� Default(=(teacher/student(

&(student/student;(

simulated(roles�

Various(levels(of(hierarchy,(

familiarity,(formality;(gender(

dis>nc>ons(

AUDIENCE� Limited:(teacher,(other(

students,(visitors(

Varied:(coLworkers,(other(

students,(homestay(family,(

neighbors,(shoppers,(etc.�

L�Performance(in(Domes>c(vs.(SA(environments�

Noda(2007:304(
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行動、スクリプトはどうか、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学

習項目を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きます。また、いわゆる標準語が示されます。それに対し、留学中は場数が

増える分、行動範囲も増えますし、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り

ます。方言を含め、いわゆる vernacularに接することになります。	  

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ます。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ます。	  

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、それも授業で使

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、内容への対応

などが中心になり、直しはあまり入りません。	  

活動レベルは、国内ではロールプレイやシミュレーションを通していろいろな場面を設定できるもの

の、殆どは数回練習するだけなのに対し、生活の中に日本語がある留学中は、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ります。	  

後に、日本語を学習してどうなるのか、どちらももちろん上達することはできます。国内プログラ

ムでは上達の度合いがコースの成績となって残ります。留学の場合も日本語コースの成績はつくでし

ょうが、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伴います。	  

このように見ると、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

いような幅があることがわかります。可能性としては無限大に広がっていますが、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、可能性が大きいという

ことは、成果の幅も広がるということで、大人の短期留学生に関して言えば、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ます。	  

このように、文化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

DOMESTIC� STUDY+ABROAD�
SCRIPT+
(BEHAVIOR)+

Controlled,*incremental,*
transparent�

Various,*opaque*(less*
predictable)�

CONTROL� Well8defined*goals*and*
limited*domain*for*ease*
of*management�

Poten=ally*overwhelming�

FEEDBACK� Targeted,*oCen*focused*
on*form*

May*be*limited,*focus*on*
content*

ACTIVITY+
LEVEL�

Varied,*but*few*
repe==ons�

Varied,*more*rou=nes*
available�

OUTCOME� Grades,*proficiency� Success/failure*in*
accomplishing*personal*and*
professional*objec=ves�

L�Performance*in*Domes=c*vs.*SA*environments*(2)�

Noda*2007:304*
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ンだけに満足していたり、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、その内容が有効

な記憶に繋がらなかったりする可能性もあるといえます。更に、L２の使用量が増えても、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ります。	  	  

フィールドガイドはそのような問題点に対応するかたちで、考えられました。	  

	  

フィールドガイドには２種類のタスク、フィールドパフォーマンスとパフォーマンスウォッチングが

提示されていることは前にも言いました。	  

フィールドパフォーマンス（日本語版のアクション！）には３つの目的があります。まず、	  日常生
活の様々な場面、単なるルーチン以上の場面で日本語を使ってパフォーマンスをすること。これによ

って、ホスト地域が提供する様々な場や状況を実体験する、意味のあるインタラクションができる、

さらに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ました。	  

次に、授業外で L２を使用させるというだけではなく、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。これによって、会話や

読みだけでなく、ナレーションというパラグラフ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ました。	  

３つ目の目的は、これらのパフォーマンスを対象文化圏内で実際にすることで、C２文化の記憶を膨
らませる。これにより、それらの記憶にそって、新しい場面でも通用できるスキルを確立させられる

と考えました。	  

パフォーマンスウォチンングの目的は２つあります。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り、意識する。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ました。

しかし、パフォーマンスウォチングの目的は研究目的のエスノグラフィーではありませんし、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ありません。	  

�����������!
Field!Guide�Ac+on!!Japan�:!Objec+ves�

Field!performance!(�	
��)!

•  Perform!in!L2!beyond!daily!
rou+nes!
–  Do!things!in!the!local!community!

–  Engage!in!meaningful!interac+on!

–  Build!a!social!network!with!Japanese!
people!

•  Connect!L2!prac+ce!in!class!with!L2!
use!out!of!class!
–  Build!narra+on/repor+ng!skills!

–  Become!an!autonomous!L2/C2!learner!

•  Enrich!personal!memory!of!having!
performed!(i.e.,!stories)!!
–  Develop!transferable!skills!applicable!

to!new!C2!situa+ons!

!

Performance!Watch!

•  Encourage!analysis!of!na+ve!
speakers’!strategies!in!a!wide!
range!of!interac+on!for!problem!
solving!and!socializa+on.!!
–  Raise!awareness!of!performance!

elements!

–  Not!a!researchRoriented!ethnography!

–  Not!intended!for!observa+on!&!
analysis!of!a!set!group!for!the!
purpose!of!socializa+on!

•  Build!narra+on/repor+ng!skills!
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パフォーマンスウォッチングのもう一つの目的はアクション！同様、報告能力、特にナレーションで

す。しかし、アクション！と違い、パフォーマンスウォッチングで見たり聞いたりする日本語は学習

者がコントロールできないので、それを再現するのが難しいこともあります。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ります。	  

	  

では、どの程度の日本語力を想定していたのかですが、フィールドガイドは、完全な初心者ではなく、

低２年程度の大学の日本語を履修した人を対象にしています。上は 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です。これは、多

くの語学研修留学プログラムが対象としている学習者のレベルではないでしょうか。	  

また、基本的には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ました。つまり、日本

語教師が存在する、また同じプログラムで学ぶ他の留学生がいる、さらに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ます。	  

さらに学習者の	  母語とベースカルチャーですが、今のところは英語話者が対象ですが、将来的には
中国語を母語とする留学生を対象としたアクション！ジャパンの制作も視野に入れています。	  

次に、フィールドガイドをどのように留学プログラムの日本語のカリキュラムに組み込んだかをお話

しします。	  

FG#���#
Targeted#users#of#FG�

•  Novice3High#~#Advanced3Low#
•  Adults#par=cipa=ng#in#a#SA#program#
–  Instructor#
– Peers#
– Language#partners#(“Buddies”)#

•  L1/C1�##
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このフィールドガイドを作ったプログラムでは、週２０時間、つまり平均一日４時間の授業がありま

した。このうち２時間はオーラル、２時間は読み書きと別れてはいましたが、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

スキルが必要でした。フィールドガイドはこのうちオーラルのクラスで用いました。	  

オーラルのクラスにはシミュレーションを使って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りました。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ました。そこで練

習をしたあと、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、応用クラスでは順繰り

にその報告をし、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ました。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ましたが、１コマの授業を２つに分け

て行うことも可能かと思います。	  

タスクを行わせる頻度は授業時間数、学生のレベル、人数、プログラムの長さ、他のコースや活動と

の兼ね合いなどによっても調整できます。CLSでは１年目はアクション！は毎日、パフォーマンスウ
ォチングはありませんでした。２年目はアクション！を週３回し、パフォーマンスウォッチングは週

1回しました。	  

この回数の差についてですが、アクションのほうは練習したパフォーマンスを発展させたものを地域

の人を相手に行うということで、内容もかなりコントロールできますし、ある程度事前に練習してお

くことも可能です。しかし、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しくその内

容を報告するのはもっと難しいということから週１回としました。	  

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ましたが、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す。

そこで、このような会話を見つけられるという、可能性をトピック別にリストアップしたものは提示

しましたが、特定のトピックの会話を探すというような指示は出しませんでした。	  

次にこれらのタスクの内容をもう少し詳しく紹介します。	  

!FG��	��
�����!
FG!in!Curriculum�

Rehearsal(Class(
!
!
!

Conversa1on!strategies!
Vocabulary!
Structure!

Sample!Discourse!

Applica1on!Class!
!

Enac1ng!
Repor1ng!
Narra1ng!
Analyzing!

Field(Performance(
(Ac5on!)!

!
3!1mes/week:!

!

Performance(Watch!
!

Once!/week:!
!
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アクション！のタスクは全部で８７、８４は個人、３つはグループで行うタスクです。	  

タスクは９つの章、３１のタスクグループに分かれています。９つの章のうち２つはグループタスク

で、残りの７つの章にはそれぞれ４つのタスクグループがあります。	  	  

タスクグループというのは、例えばタクシーに乗るとか旅行の計画を立てるというような大雑把なパ

フォーマンスの目標です。殆どのタスクグループにはそれぞれ難易度の違うタスクが３つあり、タス

クパフォーマンスの準備として思い出しておくこと、練習しておくことが示されています。	  

２年目の CLSでは、毎週各章の４つのタスクグループからそれぞれの学生が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いました。教師は学

生に適当な星の数や、やりやすいタスクなどのガイダンスはしましたが、実際の選択は学生に任せま

した。	  

具体例を見てみましょう。	  

	  

これは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のページです。冊子の見開き左側にタスクと下準備が示され、

右側に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スペースがあります。 

!$%,.0�'&$!
Field!Performance!(Ac1on!)Tasks�

•  87!tasks!(84!individual!+!3!group)!!
•  9!topical!areas!(chapters):!!

1.  Right!aGer!arrival!(�����)!
2.  Loca1ons!(�	)!
3.  On!campus!(#+.(&�)!
4.  Ea1ng!&!Drinking!(��)!
5.  Shopping!(���)!
6.  Travel!(
�)!
7.  Trouble!shoo1ng!(����)!
8.  Communica1ng!in!formal!situa1ons!()"/*-���)!
9.  Presenta1on!about!the!host!community!(��� �����)!

•  31!Task!groups!
–  E.g.,!Using!a!taxi;!Planning!a!trip!
–  StarXindicated1�������23!difficulty!levels!for!each!type!
–  Preparatory!steps!suggested!for!each!task!type!

!

Task%3.2:%%Exploring%the%Campus%Facili;es%
��� !Go!to!the!student!cafeteria!and!ask!
what!the!hours!of!service!are.!Find!out!if!they!
vary!between!weekdays!and!weekends.!Ask!a!
student!or!someone!who!works!in!the!
cafeteria!what!the!busiest!9mes!are.!
!!
��� !Ask!a!person!working!at!the!cafeteria!
about!how!to!pay!for!the!items!displayed!on!
the!counter!but!not!shown!in!the!9cket!
vending!machine!(e.g.,!onigiri).!
!!
��� !!Find!out!if!there!are!addi9onal!
places!on!campus!besides!the!cafeteria!where!
one!can!buy!lunch!boxes,!go!there!and!ask!
ques9ons!about!the!lunch!box!selec9ons!
(ingredients,!who!made!them,!etc.).!!
!!
GeBng!Ready���!
•  Ask!someone!you!know!for!new!

informa9on!
•  Ask!about!hours!of!opera9on!
•  Ask!how!to!do!something!(e.g.!add!money!

to!a!card)!
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タスクそのものは、星１つが大学の食堂の営業時間を尋ねるというもの、星２つは学食の券売機には

ないものの料金をどのように支払うのか尋ねるというもの、これはプログラムのホスト校では業者が

持ってくるおにぎりや日替わり弁当があったためです。星３つ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す。 

タスクの下にある下準備は、このタスクのパフォーマンスに必要なストラテジーが示されています。	  

次はパフォーマンスウォッチングです。	  

	  

前に申しましたが、パフォーマンスウォッチングは、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ません。フィールドガイドの付録は６３のサンプルが９つのトピックに分けて

提示されていますが、これはあくまでも参考資料です。	  

	  

このスライドの左側はそのうちの「問題解決」に関連したいくつかのサンプルです。学生はこのリス

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かたむけるわけです。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を記録します。右に示す

のは学生が記録するページで、ガイドの各章の 後にこのようなページがあります。	  

��������
	������!
Performance!Watch!Tasks�

•  63!samples,!listed!in!9!topical!areas!
•  Listed!in!appendix�

Scenes&associated&
with&problem&solving&
•  Apologizing&to&a&

teacher&
•  Apologizing&to&a&friend&
•  Asking&for&Lost&and&

Found&informa<on&
•  Repor<ng&a&minor&

issue&
•  Repor<ng&a&milder&

issue&
•  Repor<ng&a&problem&
•  Talking&about&a&

complaint&
•  Handling&a&complaint&
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ここまでフィールドガイドの目的、対象、実践、内容を見てきましたが、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ありません。次に同様の目的を持っていると考えられる

二つの活動とフィールドガイドを比べます。	  

	  

比較するのは Knap	  &	  Lason	  1993が提示する Self-‐Managed	  Japanese、Kubler	  1997が提示する Field	  
Task、そして今回の Field	  Guideです。	  

使われた場所ですが、Self-‐Managed	  Japaneseは日本の留学プログラムの中でも用いられましたが、ア
メリカの Asian	  Conversationsというコースでも使われたようです。Field	  Task	  は台湾で、Field	  Guide
は日本、中国、韓国の CLSプログラムで用いられました。	  

タスクの種類では、Self-‐Managed	  Japaneseは例えばデパ地下探訪などの大きな課題（Exercise)の中で
行く先を探すところから始まり、インフォーマントとの予行演習、場所の観察、看板の文字の書き取

り、母語話者と客の話を聴くなど、順番にこなし、見たこと、聞いたことしたことについてまたイン

フォーマントと話し合い、 後に買ったお弁当を食べるところまで細かく指定されています。Field	  
Task	  は全てインタビューで、だれにどんなことを聞くのかは教師に指定されています。母語話者ど
うしの会話を観察するレセプティブスキルは含まれません。Field	  Guideでは様々な場面の対話で難易
度別にわかれたものから学生が選択して行います。また、パフォーマンスウォッチングというレセプ

ティブスキルに集中したタスクが含まれています。	  

タスクの数では、全体の数では Self-‐Managed	  Japaneseは 114ありますが、教師以外の人との会話は
インフォーマントへのインタビューも含めて５３です。また９つある課題のどれを、どのぐらいの頻

度で、いつこなすのかは学習者の判断に任されています。FGはパフォーマンスのタスクが全部で８
７ありますが、難易度別なので、実際に学生が選択して行うのはこの１／３程度となります。母語話

者の会話の観察はサンプルとしてあるのは６３ですが、実際に何度するかはプログラムの判断となり

ます。FTでは、担当の教師次第なので、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
とです。	  

そのほかの特徴としては、Self-‐Managed	  Japaneseは場面について非常に細かく指示があるかわり、そ
れ以上は教師の介入を想定していません。課題には新聞の見出しという、読み中心のものもあり、タ

スクはその場の流れにそって時系列で提示されています。Field	  Taskでは、担当教師が率先してタス

Self%Managed+Japanese� Field+Task� Field+Guide�

Producer� John+Knapp+&+Phyllis+Larson+
(St.+Olaf+College),+1993�

Cornelius+Kubler+(IUCE
China),+1997�

Chai+et+al.+and+Noda+et+al.+(CLS+
2013&2014)+
�

Used+in� Japan+and+US+�Asian+
ConversaMons)�

Taiwan� Japan,+China,+Korea�

Task+types� Sequence+of+varied+task+
types�

Interviews� InteracMon+of+various+difficulty+
levels,+performance+observaMon,+
narraMon�

ObservaMon+
Tasks�

Part+of+exercises� NONE� Parallel+to+parMcipatory+tasks�

Number+of+
tasks�

114+sequenMal+tasks+
(53=interacMve)++in+9+
Exercises�

Up+to+the+instructor� 87+oral+tasks+in+9+topical+areas;+63+
observaMon+possibiliMes+
suggested�

Features� •  Instructor+suggested+&+
StudentEselected+

•  Includes+reading+
•  Required,+but+selfEpaced+
by+students+

•  Scenes+special+to+Japan+
•  No+instructor+involvement+
•  Requires+help+of+naMve+
informant+

•  Instructor+iniMated+
•  Interview+tasks+
•  Instructor+accompanies+

•  Instructor+suggested+&+StudentE
selected+

•  Required+of+the+curriculum+
•  SelecMons+in+various+topical+
areas+&+difficulty+levels+

•  Daily+scenes+
•  Based+on+preliminary+work+with+
instructors+

•  PostEtask+reporMng+&+narraMon+
in+class++

Tasks+to+Encourage+L2+use+outside+of+Class�
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クを設定しタスク遂行の場面に教師も同行します。フィールドガイドは、教室内の活動との連携を想

定し，パフォーマンスが終わったあと、報告やナレーションの練習も前提としています。	  

このように、FGは先行の２種類のタスクと様々な点で異なっていることがお分かりいただけると思
います。	  

	  

実際にフィールドガイド使ってみてよかったのは、まず、授業外での L２の使用を促せたこと。単純
に使用量が増えたというだけでなく、「宿題」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両方を促せたことがあります。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ます。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」とも言っています。 

さらに、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で、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りました。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！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す。 

そして 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、自分が

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です。 

難しかったのは、グループタスクで、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ません。 

それから、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、特にアクション！を毎日課し

ていた一年目では、アクション！を実際にせず、していたら多分こうなるだろうとストーリーを作っ

てしまう学生も出てきました。しかし、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、これは少なくなりました。 

３つ目のチャレンジはナレーションの指導です。「たら」「て」の使い分けや話の導入、オチをつけ

るなど、特殊なスキルを必要とするので、特にレベルの低めの学生のクラスではその指導手順が難し

�����!

Pluses!&!Challenges!

!  Encouraged!L2!use!out!of!class!
!  “I!was!pushed!to!do!things!I!

otherwise!wouldn't!at!some!

points!as!well”!

!  “Reading!about![the!tasks]!ahead!
of!Cme!helped!by!allowing!me!to!

think!more!about!what!I'd!need!

to!say!and!do!to!get!through.”!

!  Both!interacCve!and!recepCve!L2!
use!

!  Classroom!acCviCes!connected!to!

outHofHclass!acCviCes!

!  OutHofHclass!acCviCes!followed!up!
in!class!

!Group!tasks!require!careful!
coordinaCon!!

!Students!report!ficCCous!AcCon!!!
!NarraCon!is!a!special!skill!
"  Performance!watch!is!challenging!!

"  “It!was!difficult!to!be!

inconspicuous!as!a!gaijin”!
"  Heavy!dialect!made!it!difficult.!

"  Advanced!learners!become!

Cred!of!classroom!

presentaCons.!!!!

"  Advanced!learners!found!the!
tasks!not!challenging!enough.!

!
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いこともありました。 後に、これは予期していたことでもありましたが、パフォーマンスウォッチ

ングは難しかったです。日本語が溢れているのだからすぐできるだろうと思うかもしれませんが、話

すスピードに加減がなく、方言もあるということで、かなりの難題でした。また、ある学生は、ミル

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ます。 

前にも申しましたように、パフォーマンスガイドはデユイー他（２０１４）の L２使用時間をプログ
ラムそのものが予測するという研究が発表される前に作ったものでしたが、実際にガイドを使った今、

この研究を読むと非常に納得のいくところが多いので、詳しく見て行きたいと思います。 

	  

この研究の資料の一つは、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

たかを記録させたものです。そこから L２の使用量を割り出し、それとプログラム、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
等の関係を調べたところ、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でし
た。さらに、プログラムが入った状態では、	  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。ただし、年齢だけは、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です。

といっても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ありません。	  

プログラムごとの L２使用時間はかなり異なっています。ここには全体の使用時間が一番多かったカ
イロと一番少なかったパリの数字を示しています。カイロでは全体で平均 62.2時間、これに対しパ
リではそのほぼ半分の 32.8時間です。授業外でもカイロの方が多く、授業内ではパリのプログラム
では一週間に平均 2.2時間しか L2を使っていない。また、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
っています。	  

では、プログラムそのものが L２の使用度を予測するといっても、プログラムのどこが違うのでしょ
うか。	  

����L���"

L2"use"in"SA"

Program"is"the"most"important"predictor"of"student7
reported"L2"use"during"SA"(Dewey"et"al."2014)"

–  6"study"abroad"programs"(Madrid,"Mérida"(Mexico),"Paris,"Moscow,"
Nanjing,"Cairo)"

–  Demographic,"personality,"or"social"variables"were"not"strong"
predictors"when"individual"programs"were"present"(Dewey"et"al."2014:"
50)"

–  Other"predictors"="age"(interacPon);"pre7departure"OPI"(recepPve"
use),"number"of"naPve"speaker"friends"(w/o"program,"out7of7class"
hours),"gender"(w/o"program,"in7class"use),"openness"(in7class"use),"
neuroPcism"(w/o"program,"in7class"use).""

Program'

TOTAL' Out.of.Class' In.Class' Interac7ve' Recep7ve'

M" SD" M" SD" M" SD" M" SD" M" SD"

Cairo" 62.2" 30.5" 45.4" 27.0" 16.9" 6.8" 16.3" 11.0" 19.2" 11.0"

Paris" 32.8" 18.5" 30.6" 17.8" 2.2" 2.5" 8.7" 3.6" 7.5" 8.3"
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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ます。	  

その一つ、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

ローをするというリクワイアメントがありました。逆を言えば、そのような requirement がなければ、
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いうことです。	  

また、２番目に L２使用時間が長かったメキシコのメリダのプログラムでは、授業外にボランティア
活動を定期的に行わせていました。これも、授業外の L２使用が Requirementとしてプログラムに組
み込まれていた例です。	  

パリは L２使用時間が も少なかったプログラムですが、このプログラムではフィルム、や文化のコ

ースが英語でオファーされていました。１日２４時間のうち、数時間は L１を使用するカリキュラム
だったということです。	  

さらに、この研究は６つの異なる国で行われたもので、ホスト国のお国柄、カルチャーも外国人によ

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ます。同じ国でも、

地域によってそれは異なるかもしれません。英語話者、英語を使いたい人の数や態度も関係するかも

しれませんが、この研究の結果はそこまでは推測を許しません。	  

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す。ただ、この６つのプログラムは８週間から１５週間と長さなので、

これが一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
化するかは分かりません。	  

これらのことから、デユイー他は次のように述べています：”The	  structure	  of	  program	  can	  be	  
manipulated	  to	  foster	  more	  or	  less	  use	  of	  the	  L2	  among	  its	  participants.”	  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です。	  

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

環として作ったものですが、プログラムの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
る、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、デユイー他の Manipulation	  
to	  foster	  more	  ..	  use	  of	  the	  L2という考え方とぴったり一致するという気がします。	  

Program'makes'a'difference'in'L2'use'

–  Requirement'to'use'L2'for'2'hours/day'with'the'na;ves,&'

accompanying'followAup'(Cairo)'

–  Regular'volunteer'ac;vi;es'outside'of'class'(Mérida)'

–  Host'country'culture'
– More'classes'(e.g.,'film,'culture)'in'English'(Paris)'

–  Program'length'(8'–'15'wks),'housing'type'(±home'stay),'

coursework'in'English'were'not'significant'predictors.''

“the'structure'of'programs'can'be'manipulated'

to'foster'more'or'less'use'of'the'L2'among'its'

par;cipants”'(Dewey'et'al'2014:'59)'
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後に、このフィールドガイドは今読み直し中ですが、複数のプログラムでフィールドテストをして

いただきたいと思っています。ご興味のある方はどうぞ、私の方までご連絡ください。	  

ありがとうございました。	  
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