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1．はじめに

　日本語の作文教育の実践を通して、2つの問題点

を指摘したい。第一は「書く」という行為に対する

学習者の内発的な動機の欠如であり、第二は教師主

導型の添削のあり方である。両者を通じて言えるこ

とは、結局、日本語教育における作文の位置づけが、

語彙・表現や文法教育の域に留まっている点にある

のではないかということである。実際に、学習者が

産出した文章が雛形の文章の単語だけを変えたもの

であったり、習った表現と表現をつなぎ合わせただ

けのものであったりする場合が多い。ここには学習

者の内発的な動機が感じられない。自分の書こうと

することよりも先に語彙や表現が存在し、自分の書

きたい内容とはずれていても、とにかく作文を完成

させようとするからで、「何のために書くのか」「だ

れに向かって書くのか」という文を書く際の根本的

な動機が欠如している。

　一方、従来から日本語作文教育では、教師主導型

の添削が行われてきた。教師が学習者の下書きの原

稿を朱で訂正し、訂正されたものを学習者が清書す

ればそれで作文は完成となる。学習者が間違いを認

識し受け入れるのではなく、ただ直された原稿を写

すという処理の仕方で終わっている場合が多い。こ

うした文章の形の正確さをめざす指導法に対して、

教師の側も、ほとんど問題にしてこなかったと言え

るのではないか。本研究は、作文クラスが語彙や文

法の偏重や受身的な個別作業に陥っているのではな

いかという疑問から出発し、教師主導型のクラス活

動を、主体的で双方向的な支援活動に変えるために

取り入れたピア・レスポンス活動の可能性を考える。

2．先行研究と研究課題

2．1ピア・レスポンスの理論的背景

　ピア・レスポンス活動は、1970年代に英語第一一

言語教育（EFL）、1980年代に英語第二言語教育

（ESL）の教育現場で導入された作文教育の方法で、

学習者自身による学習者同士の推敲活動のことであ

る。理論的には協働学習、つまり「言語を媒介とし

て他者との関係性を構築する学習活動」（Murray

1992）に依拠している。Murrayによると、作文にお

ける協働学習としての協働作文（Collaborative

writing）は、「書く過程」におけるプロセスアプロー

チの方法と、学習者同士の相互作用を通して行われ

る言語による社会化の学習として特徴付けられる。

　従来から、作文は「書く過程」の中に「書き

手」だけが存在する個別作業として扱われてきたが、

作文の推敲過程にピア・レスポンス活動を導入する

ことによって、「書く過程」の中に、「読み手」を位

置づけ、「読み手」の視点を意識させる学習状況を

設定することができる。ここに、協働学習としての

ピア・レスポンス活動の位置づけがあり、フレイレ

（1982）によると、ここで生じうる相互作用としての

「対話」は、「水平的関係に基づく主体的な活動」

と定義づけられている。

　この理論的背景に基づいて、池田（2004）は、ピ

ア・レスポンスの意義を「学習課題の遂行という目

的達成とともに、学習を通した社会的関係性を作っ

ていくことも目指されている」と述べている。した

がって、協働学習の側面からこの活動を捉えるには、

活動のプロセスの観点から、「読み手」と「書き

手」がどのように社会的関係性を構築していくかと

いう点を捉える必要があると考える。

　しかしながら、日本語教育におけるピア・レス

ポンスの研究においては、活動プロセスの観点から

の研究が少なく、ピア・レスポンス活動と教師学習

者カンファレンス（学習者に対する教師の個人的指

導法）との比較において、発話機能の特徴を記述し

た研究はある（池田1999）が、学習者間の社会的関
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係性の構築の面から捉えられた研究は見当たらない。

これに対し、「読み手」「書き手」という役割の観点

を挿入し、時間軸にそって両者の支援活動を詳細に

記述することによって（Villamil　2000）、その特徴が

明確になるのではないかと考える。

　また、ピア・レスポンス活動を実施する際には、

ピア同士の組み合わせが重要であると言われており

（池田2004）、その組み合わせに影響を与える要因

の一っとして、言語能力が考えられる。Ohta（2001）

の研究では、日本語を第二言語とする教室活動にお

いて、学習者間の言語能力の差に着目し、言語能力

の低い者が高い者を支援する可能性を示唆している。

しかし、日本語教育におけるピア・レスポンスの研

究では、学習者間の能力差を背景にした支援の可能

性について言及した研究はみられない。

2．2研究目的と研究課題

　本研究の目的は、ピア・レスポンス活動が学習

者（読み手、書き手）の日本語能力にかかわらず、対

等で相互支援的な活動として展開されているかどう

かを明らかにすることである。さらに、この目的を

達成するために、次のような研究課題を設ける。

【研究課題1】：ピア・レスポンス活動は、学習者

の役割（読み手、書き手）のあり方を変化させるか。

　【研究課題2】：日本語能力の異なる学習者同士の

間でも双方向的な支援関係がつくれるか。

3．研究方法

3．1対象者

　中国語を母語とする5人の日本語学習者（18～25

歳、滞在期間　0～10ヶ月）で、全員、大学進学を

目的としている。

3．2実施場所

　日本語学校の中級作文クラス（週1回4時間、6

ヶ月コース）において実施された。

3．3作文課題と教室活動

　佐藤（1994）『にほんご作文の方法』から、6つの

課題を与え、第一作文の後で、ピア・レスポンス活

動を行い、第二作文を書いた。6回の作文のうち1

回目と6回目は自己推敲を行ったので、ピア・レス

ポンス活動は2～5回の計4回である。

3．4データの収集と分析方法

　12組のピア・レスポンス活動の音声資料（120

分）を18の発話機能（参考資料1参照）に分類し、役

割ごとに頻度数の％を出す。さらに、日本語能力の

違いによって特徴付けられた学習者の活動を記述す

る。

　　　　　1　目

　　　2・－　＠e
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図1　ピア・レスポンスの実施方法

4．結果と考察

4．1【研究課題1】：ピア・レスポンス活動は学習者

の役割（読み手、書き手）を変化させるか。

　図2、図3は、1回目と4回目のピア・レスポン

ス活動における発話機能を、「読み手」「書き手」と

いう役割ごとに表したものである。図2を見ると、

初回には、「読み手」と「書き手」はアドバイスを

「与える側」と「受け取る側」という別々の役割を

担っていることがわかる。特に「読み手」の「アド

バイス」が多いのは、「読み手」が教師の役割を担

い、できるだけアドバイスを与えようとしているか

らである。「読み手」の発話量が書き手に比べて多

いことからも「読み手」主導型のやり取りがうかが

われる。「書き手」は受身的な態度で、「読み手」の

アドバイスを受け取り、同意を示したり質問に答え

たりしているが、それぞれの役割は、相互作用が進

むにつれて次第に混在化してくる。

　図3は4回目の発話機能を表したものである。4

回目には、「読み手」と「書き手」のやり取りがバ

ラエティーに富み、発話機能の頻度、範囲が拮抗し

ている。また、「アドバイスの授受」という参加の

仕方から、「意見」「反論」「理由付けをして説明」

という参加の仕方へと相互作用の質が変化したと考

えられる。つまり、ピア・レスポンス活動によって、

　「読み手」の一方向的な支援活動から、双方向的で

対等な支援活動へと変化しており、「読み手」「書き

手」という役割のあり方が変化したことが分かる。

4．2【研究課題2】：臼本語能力の異なる学習者同士

の間でも双方向的な支援関係がつくれるか。

　次に、ピアを構成する学習者の言語能力に焦点

を当ててその特徴を考えてみる。本研究の学習者は、

学習目的、国籍、年齢などにおいて均質な条件の中

級の学習者であるが、日本語能力においてはややば

らっきが見られた。そこで、プレースメントテスト、

学習歴から判断して、熟達度に差があると判断し、
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言語能力の低い「読み手」と高い「書き手」の相互

作用に着目した。

図2ピア・レスポンス活動における発話機能（1回目）

　ピア活動を行う上でキーパーソンとなるのは、

アドバイスを与える役割を担う「読み手」である。

「書き手」は「読み手」のアドバイスを期待し、

「読み手」はその期待に答えるべく振舞おうとする。

しかし、熟達者と組んだ「読み手」は、自分には作

文経験や語彙、文法力がないという弁解から発話を

始める。二人の相互作用には、「読み手」の自信の

なさが頻繁に表れ、「書き手」は、「読み手」の話に

耳を傾けているようだが、最終的には「あとで、先

生に聞きます」と教師にアドバイスを託してしまう。

　4回目のピア・レスポンス活動では、推敲活動に

入る前に、「読み手」が「私たちのいいですか」と

切り出しているように、「書き手」の作文を共有の

ものとして、話し合いを開始している。また、「読

み手」の発言に対して、あいつちのみが多かった

「書き手」の発言が増え、不明点や自分の意図とは

異なる点については、明示的に言語化するようにな

った。それと同時に、相手の不完全な表現をお互い

に補足しあったり、相手の誤りに対して同時に声を

合わせて修正するといった発話など、相互補完的な

相互作用も見られるようになった。これらのことか

ら、「読み手」と「書き手」が、一つの話題につい

て協働で文を推敲するプロセスが観察できる。そこ

では、「読み手」の指摘が適切かどうかということ

よりも、その指摘を契機として、お互いが説明を繰

り返し、補足し、あるいは反対表明することによっ

て、両者の主張が精緻化されていくプロセスが観察

される。中級レベルの発話は不完全な文や繰り返し

が多く、不明点を指摘されても、明確には答えられ

ないことが多いが、たとえ限られた表現や不完全な

説明であっても、言葉を発してやり取りをするこ

『鋼ヨ慶ず

　毎　　一

　　　　隠＝畷

図3ピア・レスポンス活動における発話機能（4回目）

とによって、徐々に問題の焦点化がなされていった

のではないか。「書き手」、「読み手」のどちらの発

話なのか、まただれの役割なのかも次第に不明瞭に

なり、最終的には「書き手」自身によって適切な文

が産出されている。以上のことから、日本語能力に

差のある組み合わせにおいても、主体的で双方向的

な支援関係が構築できるのではないかと考えられる。

したがって、研究課題1、2を通して、日本語能力

に関わらず、対等で相互支援的な活動としてのピ

ア・レスポンス活動の可能性を示唆している。

5．今後の課題

　今回、ピア・レスポンス活動のプロセスを観察

することによって、作文教育が単なる「書く」技術

の向上というよりも、日本語という第二言語を媒介

にした対話生成の過程を目指すものとして捉えられ

た。本来、対話とは異質な他者との意見の交流やぶ

つかり合いの中から生まれてくると言われている

（佐藤1999）。そういった意味で、日本語クラスに

おける第二言語の学習者は、経験や背景、学習スタ

イルなどにおいて、まさに異質な者とのぶっかり合

いの中に存在する。その多様性や異なりを避けるの

ではなく、むしろそれらを生かす方向の学習環境作

りをめざしていくことが、今後多言語多文化共生社

会に向けての日本語教育や地域のクラスづくりにも

求められているのではないかと考える。
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参考資料1：発話機能のカテゴリー

発話機能 例

1 話題提示 ・塾、塾は…、この文全部、見てください。

2 不明点を指摘する ・見えますってどういうこと？

E知識を身につける、この文の主語は何ですか。

3 質問に答える

4 確認・同意を求める ・わかる？だいじようぶ？

5 確認応答・同意する ・この意味、そうです。いいよ。そうですよね。

E納得しました。

6 否定する ・ううん。そうじゃない。違いますよ。

7 意見を提供する ・知識のほうが範囲が広いと思います。

8 アドバイスを提供する ・句読点の使い方、注意してください。

9 反論する ・意見が違いますから、納得できない。

10 自分の方略や立場を説明する ・私にはわかりにくいと思うので何回も何回も読んで。

11 アドバイス・意見を求める ・できるだけ教えてください。

E新たな、わからないから、ちょっと書いて。

12 理由や例を挙げて説明する ・あとは、これも、たぶん、これも、これも。

Eなれたら、もしの意味。

13 補足・言い換え 不完全な他者（自分）の文を完成させる。

14 自己評価・感想 ・だいじょうぶです。あ、わかった、わかった。

Eああ、むずかしい、直すのが。ぜんぜんわからない。

15 他者評価・感想 ・いい意見だから。ああ、なるほどね。

Eきみのが正しい。いい文、書けてる。

16 進行 ・わからないところがありますか。ちょっと待って。

E始めます。続けてください。終わりました。

17 関係作り（和らげ、冗談、感

ﾓ、謝罪）

・ありがとうございました。よくまんが、見てね。

E中国語、わかる？先生は中国人じゃない。

18 教師に助言を求める ・じゃ、あと、先生に聞いて。
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