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日本人と外国人が共に学ぶ教室
　　　　　一大学院教育実習の場合一

池田広子・金孝卿・古市由美子・平野美恵子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　本発表は多言語共生を目指した大学院教育実習を対象に4つの観点から研究を行ったものを報告した。第一研究

では，多文化混成の実習生による話し合いを分析し，協働的対話構築の可能性を示唆した。第二研究では，教師の

意思決定に着目し，実習プログラムのあり方が授業中の教師の意思決定に影響を及ぼすことを明らかにした。第三

研究では，授業評価活動（アドバイス　セッション）における実習生の内省過程に着目し，内省モデルにおける知

識の再構成プロセスを明らかにした。第四研究では，第四研究では，報告書を比較分析することにより，内省モデ

ルに基づく共生日本語教育実習における実習生の学びの実態を示唆した。

【キーワード】多言語共生，教育実習，内省モデル，教師の成長

　本研究は，多言語共生を目指した大学院教育実

習を対象とし，実習生に焦点を置いて①実習準備

段階の話し合い②教壇実習中の意思決定③教壇実

習直後の内省④教育実習終了数ヵ月後の意味づけ

という4っの観点から研究を行った。以下に4つ

の研究を紹介する。

【研究1】多文化混成の実習生による協働的対話

構築の可能性一多文化共生を目指す日本語教育実

習における準備段階のやりとりから一

　　　　　　　　　　　　　　　　平野　美恵子

1．はじめに

　多文化混成の実習生達は，実習準備段階から実

習生とのやりとりを通じて共生のあり方にっいて

考え，多文化クラスを運営する教師として学びを

得ていたのではないか。その学びのプロセスとも

言える実習準備段階での話し合いを考察し，実習

生による対話構築の過程を明らかにしたいと考え，

次の研究課題（RQ）を設定した。

RQ　1：実習生による話し合い過程の特徴は何か。

RQ2：NS・NNS実習生の役割に違いがあるか。

2．研究方法

2．1分析方法

　対象者はお茶の水女子大学大学院日本語教育コ

ースの教育実習に臨んだ院生9名（日本5・韓国1・

台湾2・中国1）である。実習準備般階に持たれた

約3ヶ月の話し合いのうち，5月（初期），6月（中

期），及び7月（後期）の各90分程度の音声記録を

分析した。研究課題を明らかにするため，話し合

いにおける発話内容を発話ごとにラベリングし，

分析枠組みは佐藤（1996）によるものを本研究のデ

ータに合うよう一部修正・追加して使用した（表1）。

　　　表1発話内容カテゴリーとその説明

①議題提示 話し合いのテーマを提示

②意見 議論の中で自己の考えや解釈の提示

③情報提供 他の会話参加者の知らない情報を提

ｦ・報告

④要求 ある行為を他の会話参加者に要求

⑤提案 ある行為を自分が行うことを提案

⑥事実指摘 事実を指摘する

⑦反対 他の会話参加者の発言に反対の意を

qべる

⑧確認 前に出た発言や過去に出た話題につ

｢て確認する

⑨質問 分からない部分，不明内容について

ｽずねる

⑩返答 質問に対して反応・応答する

⑪説明 ある事柄や前に出た自分や他の会話

Q加者の発言について具体的に説明

⑫理由 自分や他の会話参加者の発言の根拠

�qべる

⑬承認 要求を承諾したり他の会話参加者の

ﾓ見に反応を示す

⑭支持 他の会話参加者の発言に賛成の反応
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⑮精緻化 自分や他の会話参加者の発言を精緻

ｻして述べる

⑯追加 前に出た発言を補強する言葉を追加

ｵたり，直前の発言の述部を述べ，

ｭ話を共に完成させる

⑰総括 自分や他の会話参加者の発言をまと

ﾟて議論を総括する

⑱感情 自分の感想や気持ちを述べる

3．結果

3．1話し合い過程の特徴

　話し合いを各期に渡って分析した結果，実習生

の対話プロセスの全体的傾向としては，ある結論

を見出すために初めに出された意見が反対，質問

などを受け，また追加などで補強されることで精

緻化が起こり，複数の実習生が結論生成に関与し

ていたことが分かった。

3．2NS・NNS実習生の役割

　話し合い過程において，自己のアイデアを提示

する②「意見」，そして②「意見」の発展・統合をも

たらす⑦「反対」⑨「質問」⑯「追加」に着目すると，

話し合い後期に向けてNS実習生は②「意見」を提

供し，一方NNS実習生は⑦「反対」⑨「質問」⑯「追

加」を行うことで，それぞれ異なる役割を果たし

て相互に補完し合っていたことが明らかになった。

参考文献

佐藤公治（1996）『認知心理学からみた読みの世界一対話

　と協同的学習を目指して一』北大路書房

【研究2】教育実習における教師の意思決定

　一実習プログラムとの関係から一

　　　　　　　　　　　　　　　　池田　広子

1．はじめに

　日本語教員養成において実習指導担当者が実習

設計をしようとする時，これまでの自身の経験や

教育観に基づいて行うのが一般的な方法である。

それは，実習設計に関する科学的情報が少ない場

合，設計者の自らの経験知や教育観に頼ることが

不可避な方略となるからであろう。しかし，指導

者の経験や主観に頼った設計には限界があるので

はないだろうか。このような実習設計上の問題点

を解決する方法として，本研究は，授業中の教師

の意思決定に焦点を当て，実習プログラムのあり

方が教師の意思決定にどう影響を及ぼすのかにつ

いて明らかにする。意思決定は教師の認知活動の

要であり，これを可視化することで学びの実態が

分かると考えた。具体的には，2つの異なる実習

プログラムを取り上げ，意思決定プロセスを比較

するかたちで明らかにする。そのために，次の2

点を研究課題として設定した。

（1）各実習における意思決定プロセスのパター

　　ンにはどのような特徴が見られるか。

（2）キューの解釈から決定までの段階でどのよう

　　な差異が見られるのか。

2．研究方法

2．1．調査対象

　①お茶の水女子大学大学院の実習（以下A実

習　多言語多文化共生をコンセプトとし，プログ

ラム全過程を実習生全員が約3ヶ月間，対話を

通して協働で創り上げていく実習。協働型実

習）と②民間日本語学校の日本語教師養成講座

の実習（以下B実習　初級後半の文法習得を目

指し，約1ヶ月で指導者から与えられた内容を

分業で実施する。分業型実習）である。

22，データの収集方法

　吉崎（1991）を参考に，両実習とも再生刺激法に

より，授業中の教師の内省を語ったものを録音し

た。さらに，録音データ，教案，実習授業のビデ

オ録画を基に「意思決定場面分析表」を作成した。

3．結果と考察

3．1．授業中の意思決定のパターンにはどのよう

な差異が見られるのか。　　　　一研究課題1

「意思決定場面分析表」を基に，内田・白石

（2000）の枠組み（一部修正）を用いて意思決定の

パターン分析を行なった。分析の結果，A実習で

は，教案には明示的な計画が記されていないが，

教師は授業中にキューを捉え，その場で意思決定

を繰り返していることが量的に多いことが分かっ

た。一方，B実習では，教師は授業中にキューを

捉えたにもかかわらず，教案で計画していたこと

を変更することなく計画をそのまま遂行している

多いことが分かった。

32．キューの解釈から決定までの段階でどのよ

うな差異が見られるのか　　　　　一研究課題2

　B実習で最も多く見られたパターンの意思決定

を質的に分析すると，　「他の実習生の担当箇所に

影響を及ぼすことを懸念し，適切な意思決定がで

きない」というものが見られた。この結果から，
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キューを捉えても計画の変更を行わないのは，固

定された役割，すなわち分業で役割が固定されて

いるという実習プログラムのあり方が教師の意思

決定を規制していることを示唆した。

　今後はA実習の観点から意思決定パターンの違

いをどう解釈できるかについて追究していきたい。

参考文献

内田安伊子・白石知代（2000）「日本語教育実習を通して

　観察された教師の意思決定プロセス」『お茶の水女

　子大学人文科学紀要』第53巻　227－254．

吉崎静夫（1991）『教師の意思決定と授業研究』ぎょう・せい

【研究3】授業評価活動（アドバイスセッショ

　　ン）における実習生の内省過程

　　　　　　　　　　　　　　　　　　金　孝卿

1．はじめに

　教師の成長を目指す「内省モデル」　（岡崎・岡

崎1997）による教育実習は，複雑な授業実践の

中で起きる様々な問題や内的葛藤を実習生自らが

内省することで対象化し，そこから得られたもの

を再び授業実践に還元していくという学習のサイ

クルを体験するものである。本研究の目的は，実

習生同士の対話による授業評価活動（アドバイス

セッション，以下AS）を取り上げ，実習生が授

業実践から何を感じ取り，それをきっかけにどの

ように自らの知識の再構城を行っているかという

点から，内省過程を明らかにすることである。

2，研究方法

2．1．分析方法

　毎日の実習授業が終わった後実施された8日間

のASにおける発話データを研究の対象とした。

本研究では，韓国出身の実習生Tの発話内容に

注目し，ASにおける実習生Tの発話を対象に，

何を問題として捉え，その問題をどのように解決

したかという観点から内容分析を行った。抽出さ

れたトピックを中心に，9ヶ月後にフォローアッ

プインタビューを実施し，その内容も分析した。

3．結果

　　Tの発話を分析した結果，①「実践での出来

事をきっかけに，矛盾を意識化する（問題の発

見）」，②「先行知識との間に葛藤が起きる」，

③「独自の新たな視点（具体的知識）を見出す」，

この3つの知識の再構成プロセスが見えた問題解

決の事例があった。2つの事例を取り上げる。

3．1．知識の再構成プロセスが見えた問題解決事例

【事例1】：「理論的知識」⇔「現実とのギャッ

プ」→「具体的な知識」

　実習生Tは，実習開始時に「多文化共生を志向

する授業での教師の介入方法」ついて，　「教師側

の一方的な意向を参加者に押し付けてはいけな

い」という意識を持っていた。しかしその考えを

基に実施した授業で，MTの授業プランと学習者

の反応にギャップが生じてしまう出来事があった。

この出来事をきっかけに実習生Tは，　「押し付け

てはいけない」という教師の介入方法について再

考する。この点についてTはASで「参加者一人

ひとりの体験と理解のレベルは違う。結論を急が

ない構えが必要だ。」と述べており，異なる文化

や視点を持った参加者一人ひとりを配慮したファ

シリテーターとしての具体的な知識を導出してい

る様子が窺えた。インタビューでは，　「文法項目

を教えるような授業とは異なる。授業のコンセプ

トによってゴール設定の仕方も変わってくる。」

と述べており，授業のコンセプトとゴール設定に

関する柔軟な視点が生まれていることが分かった。

【事例2】：「経験的知識」⇔「現実とのギャッ

プ」→「具体的な知識」

　ATとして参加したときの実習生Tは，主にグル

ープ活動における参加者の言語行動を観察してい

たことが分かった。ASで実習生Tは，授業実践で

同じ韓国出身の参加者2名が，グループ活動内で

行っているコミュニケーションスタイルの違いに

気づき，その違いが参加者間の相互理解を阻む要

因になっていると言及していた。この気づきをき

っかけにTは，それまで「コミュニケーションは

言葉ができればよい」と考えていたが，「相互理

解のためには，他者への共感的な態度や意識の有

無，表現の仕方も重要な要素だ」という新たな気

づきがあったことを明確にしている。

4．まとめ

　　「内省モデル」における知識の再構成プロセス

の特徴は次の2点にまとめることができる。第一

に，実習生の学びには，様々な領域の知識におい

て「抽象的知識」から「具体的な知識」へと変わ

っていくプロセスがある。第二に，この変化は

　「現実（授業実践）」をリソースにして起きる。

最後に，ASが実習生の内省的学びを意識化し促

進するツールとして有効に働く可能性が示唆され
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る。ASの役割については，今後，　ASでの協働

的対話の実態や実際の授業を分析の対象に加えて

いくことが必要であると考える。

参考文献

岡崎敏雄・岡崎眸（1997）　　『日本語教育の実習　理

　論と実践』　アルク
Bartlett，　L．　（1990）　Tcacher　developmcnt　through　ref

　lective　teaching．　In　Richards，　J．　and　Nunnan，　D．（eds）

　Second　Language　Teacher　Education．　Cambridge　Univ

　ersity　Press．　．202－214．

【研究4】多言語多文化共生日本語教育実習の意

味づけ一実習報告書の比較分析にもとついて一

　　　　　　　　　　　　　　　　古市　由美子

1．はじめに

　日本語教育の現場は，90年代に始まった定住

外国人の増加により，多様化し複雑化している。

こうした状況は，日本語教師に求められる資質，

日本語教員養成の考え方に変化をもたらしている。

　その変化の一つとして，第2言語教育における

教員養成のパラダイムが，これまでのトレーニン

グ型から教師の内省モデルに基づく自己成長型ヘ

シフトしつつある。二つ目に，日本語母語話者の

言語行動を規範とする日本語教育から，多言語多

文化共生を目指す共生日本語教育への広がりを見

せている（岡崎　2003）。

　本研究では，教員養成の根幹をなす実習に焦点

を当て，実習生が新たな方向性を持つ実習を体験

した場合，それをどのように意味つげているの

か，彼らの学びの実態の解明を目指す。研究課題

は以下の2つである。1．実習生は何を対象に意味

づけを行っているか。2．実習生の意味づけは実習

のタイプによって差異があるか。

2。研究方法

　本研究は，同一大学院において前後して実施さ

れた教育実習を取り上げ，実習生による意味づけ

を比較調査する。分析資料として，両実習で実習

生自身が報告書に寄稿した内省文を使用する。

　A実習は，内省モデルに基づく自己成長型・共

生日本語教育実習で，参加者2は日本語母語話者

（NS）と日本語非母語話者（NNS）の多様な言語文

化背景を持った地域住民である。一方，B実習は，

トレーニング型目本語教育実習で，参加者は英語

圏出身の語学教師である。

　本研究は，グラウンデッドセオリーを基盤とし

た質的分析を援用する。66人分のテクストから

259のコードが得られた。これらのコードは内容

の類似性に従って5つのカテゴリー分類された。

3．結果・考察

3．1．意味づけの対象

　実習生は両実習において，　「実習理念」，　「授

業実践」，　「リソース」，　「自己認知」，　「研

究」を意味づけたことが明らかになった。

3．2両実習における実習生の意味づけの違い

表2つの実習の意味づけ

A実習 B実習

実習 理念と葛藤するが， 経験者と未経験者の

理念 日本語教育を問い返 実習の位置づけが異

し実践と理念を統合 なる

授業 教師の役割の学びが 教案作成など教授技

実践 中心鵬：コーディネー 術・知識の学びが中

タなどNNS：母｝吾・母 心

文化を活かした役割）

リソ NSとNNSが多言語 未経験者が経験者を教

一ス 多文化共生のリソー 授法のリソース，NNS

ス がNSを日本語の言語

行動のリソース

4．まとめ

　上記のことから，両実習では学びの対象は同じ

だが，内省モデルに基づく共生日本語教育実習で

は，実習生が新たな理念をNNSとNSの実習生の

対話および内省によって，新たな日本語教育の方

向性や教師の役割を探っていたと言える。

注

L本稿で意味づけとはこれまでの経験的知識と新たな知

　識を統合し実践によって再構築することと定義する。

2．実習では，学習者のことを参加者と呼んだ。
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