
会話授業における客観的な授業分析の試み

　　一授業改善の手がかりとして一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　猪狩美保　菊池民子

　　　　　　　　　　　　　　　　要旨

　日々、教師として日本語授業に携わっていく際に、自分の授業がどのよう

に進行しているのかを把握することは大切である。そうすることによって初

めて、よりよい授業を行うための方策を探ることもできる。授業分析方法の

ひとっであるFOCUSを用いて会話の授業を分析することによって、担当者の

授業の進め方のパターンをみつけだし、改善の方法を考えてみた。今回は、

会話の授業の中でとくに教師の発話が多くなる説明の部分に焦点を当てた。

パターンとしては、学習者の側からの自主的な問いかけや話題の切り出し、

学習者どうしのやり取りが少なく、教師からの問いかけに対して答えている

ものが多いことがわかった。ここに授業としての改善点があると考え、学習

者の積極的参加を促し、学習者どうしで答を見つけ出していけるような代替

案を考えてみた。このような授業分析方法を使った作業を日常的なものとす

ることが、教師の自己研鎖のためのひとっの手段になると考える。

［キーワード」　FOCUS　授業観察　自己観察

1　はじめに

　教師として日本語の授業を行う際、自分の授業をより良いものに変えてい

こうとする姿勢を常に持ち続けることが重要である。そのためには、

Fanselow（1988）も提唱しているように、自分の行った授業に対する「観察」

が必要であり、他者からの評価と並行して、自分自身でも、客観的な視点か

ら自分の行った授業を観察することによって、授業を改善するきっかけが得

られるのではないかと考える。
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2　先行研究

　Chaudron（1988：pp13－15）によると、クラスルームを対象とした研究の流れ

には、大きく4っの流れがある。すなわち①psychometric，②interaction

analysis③discourse　analysis，④ethnographicである。①のpsycho皿etric

は心理学から発し、教室のアクティビティと言語的に獲得されたものの量的

関係を研究するものである。②は1960年代の半ばから社会学の影響を受けて

教室内のインターアクションを社会的意味から観察・分析しようというもの

で、学習者の行為は教師によって生み出される教室の環境やインターアクシ

ョンに影響されることへの興味から起こったものである。本研究ではFLint

systemとFOCUSを用いて分析したが、このうちのFLint　systemはこの流れに

含まれる。Flanders（1960）が母語教育の研究で考案した相互作用分析法を

Wragg（1970），Moskowitz（1976）などが第二言語教育の研究に応用した分析シ

ステムである。③は②の流れを受けているが、教室内でのインターアクショ

ンを社会学的意味ではなく、言語の機能、構造的視点から談話の流れとして

分析しようとするものである。先にのべたFOCUSはこのdiscourse　analysis

のひとっであり、Fanselow（1977，1987）によって考案されたものである。こ

れは複数の視点を持っmulti－dimensional　systemとして知られている。特徴

としてそれぞれの分類項目が明確であり、さらにひとっひとっの行為に含ま

れる認知的なプロセスにも注目している方法であるといわれている。っまり、

例をあげれば、FOCUSは「コミュニケーションの手段」という視点だけでは

なく、　「その手段がどう使われるか」という視点を持っていることになる。

最後の④ethnographicは近年、母語教育の教室研究で広く使われてきている

もので、これまで客観的と考えられていた、観察者や分析家の分析ではなく

参加者の異なった理解の視点から教室内の行為を理解、解釈しようとするも

のである。これら4つの流れを概観すると①は質的に動機付けされていると

はいえ最も量的なアブm一チであり、②③④と進むにっれて質的なものによ

り比重がかかってきていると言える。

　日本語教育においても、近年このような教室研究の流れが提唱されてきて

いる。岡崎（1991）では、教室内で何をどのように教えるかではなく、学習者

そのものに注目し、教師からの一方通行ではない相互交流をめざし、又教師

の自己検証としても、一般化ではない教師個々の直面する状況を対象として

教師の実践が検証される研究の必要性を述べている。石井・谷ロ（1993）は教
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室で起こっていることを客観的に観察し、その過程を知ることで授業の改善

の方途を探る試みをしている。又、才田（1992）はFOCUSを授業観察の手段と

して検討し、文野（1991）、元永（1992）は実際の授業をFOCUSで分析し、授業

の改善を試みた報告をしている。

3　研究目的と対象

　今回の試みでは、自分の授業を観察する手段として、まず授業を客観的に

記述し、次にそれを一定の分析方法を用いて分析することによって、改善す

べき特徴的パターンを見っけだし、代替案を考える。更には、同じ教案を使

って異なった教師が行った2つの授業の違いを観察することを目的とした。

　分析の対象とした授業は以下の通りである。

●担当したクラス：メルボルン大学　Japanese　2Aの会話授業（50分）

　　　　　　　　　2クラス

　　　　　＊Japanese　2Aは日本語をゼロから始めた学生の2年目のコース

●学習目標：①レストランでの注文ができるようになること。②会計ができ

　　　　　　るようになること（レジと支払い）、さらに可能であれば、

　　　　　　③なんらかの苦情が言えるようになること。

●学生数：授業例1　15名（日本滞在経験者）　授業例2　17名

●教案二学習目標の①②には、2クラスとも同じものを用い、③に対しては

　　　　4種類のスクリプトを用意して、適宜使用することとした。

4　分析方法とその採用経過

　今回の試みでは、まず教師と学習者の発話の量を比較するために、inter－

action　analysisのひとつであるFLint　systemを用いて分析した（注1）。

次に、コミュニケーションがどのように行われているのか、そのコミュニケ

ーションがどんな意味を持っているのかについて調べるために、discourse

analysisのひとっである、　Fanselowの考案したFOCUSを用いて分析を行った。

　その採用経過であるが、まず初めに、授業例1、2ともに、最初の10分

間をFLint　systemを用いて分析した。この最初の10分間には、学習目標の

①の導入から学習者によるペア練習までが含まれている。まず、ビデオテー

プにとった授業を3秒置きに区切り、それを教師の行動、学習者の行動、沈
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黙・混乱の3っに分類し記録した。この3っの範疇は非常に複雑なため、今

回はそれを簡素化したWragg（1970）の表に縫部（1991）がさらに修正を加えた

ものを使用した。分類し、定められた表を完成することにより、教師と学習

者の発話量にっいて、次のような結果が得られた。授業例1では、教師の発

話量67．9％に対し、学習者32．1％、授業例2では教師68．4％に対し、学習者

3L　6％という結果である。縫部（1991）によると、　FLint　syste皿が考える良い

授業の特性は10点挙げることができ、そのうちのひとっとして、　「教師の発

話量が少ない」ということが言われている。このことから考えても、2っの

授業における数値には改善の余地があるといえる（注2）。次に、具体的な

改善策を考えるために、授業の一部を取り出して、客観的に記述・文字化す

ることを行った。今回取り出した場面は、授業の導入の部分にあたる、レス

トランでの注文のスクリプトの説明をしている場面である。

　会話授業のとらえかたとして、その日の学習目標の意味説明は、学習者が

理解できれば良いとして、学習者の母語を使ってでもできるだけ簡単に済ま

せ、その分ドリルに時間をより多く使うという進め方も考えられる。しかし

今回は、説明という作業であっても、実際の会話場面に近い練習の場となり

得ると考えた。そして学習者の発話を増やすなどの改善にっなげるため、あ

えて教師の発話が多くなる説明の部分を分析の対象とすることにした。

　次に、授業を文字化したものを上記のFOCUSを用いて分類・記号化した。

　FOCUSは、教師または学習者の一回の発話や行為に対して、5っの視点か

ら観察することができる。特に、自分では気付きにくい動作や絵、OHPなど

の視覚的手段をカバーし、さらにそれがどのように使われるのか、という視

点から分類していく。この分類をさらに下位分類し、記号化したものから、

まず、繰り返し現れるコミュニケーションのパターンを見っけだし、次に、

その中から改善すべきものを取り出す。そしてそのパターンを構成する分類

項目を検討し、それらの分類項目を変化させることによって、その授業の代

替案を考えるという方法を採る。

このFOCUSの視点であるが、次の5つとなっている。

1）Source／Target　（コミュニケーションの方向）

2）Move（コミュニケーションの目的）

3）Medium（コミュニケーションの手段）

4）Use　（コミュニケーションの手段がどう使われるか）
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5）Content　（何を伝えるか）

　この5つの視点は、それぞれいくっかのサブカテゴリーを持っており、授

業を文字化した資料は、この記号化したサブカテゴリーにしたがって分類す

ることになる。サブカテゴリーについては、次の分析結果のところで順を追

って説明する。

5　分析結果

　表1は、授業例1、2を授業の進行にそって55秒間記述したものの一部で

あり、それを5っの視点から分析している。各視点はそれぞれのサブカテゴ

リーをもち、それにしたがって授業例1と2の55秒間を比較したものが表2

である。

　表2－1のSource／Targetでは、授業例1と2の合計がそれぞれ23と30のよ

うにかなりの差があるが、これは一人の一回の発話の中で、視点のひとっに

でも変化が起これば、これを2回と数えて分析するためである。したがって、

授業例2のほうが1よりも一回の発話内での視点に変化するものが多いとい

える。これがFOCUSという分析方法で間違って解釈されやすい点で、視点1、

Source／Targetでの発話の数イコール発話量とはならないということである。

0のOther（その他）はOHPや絵カードを見ていることを示す。又、　S1は同じ

学習者の意味ではなく、学習者個人による発話を意味する。教師に比べて学

習者の発話には授業例1、2ともCから0が多く、積極的なコミュニケーシ

ョンをしていない事を示しており、ここに改善の余地があると考えられる。

　表2－2のMove、目的では授業例2で教師のSolicit　5が学習者のResponse

5に対応しており、質問が答えを引き出していることが分かる。しかし、教

師のReactionはその3倍近くになり、学習者の反応を要求しないものが多く

なっている。それに対して授業例1は教師の傾向は授業例2と同じであって

も、学習者のほうからの自発的質問を引き出していることが分かる。しかし、

授業例1、2とも教師のReactionをもっと学習者からの発話を引き出す

SolicitやStructureに変えていくことが目指されるべきだといえる。

　表2－3のMedium、手段では授業例1、2とも、3っの手段がそれぞれ使わ

れており、授業例1の教師は動作をまじえた発話が多く授業例2の教師には

絵を使った発話と言葉のみの発話が多いことが分かる。

　表2－4のUse，すなわちコミュニケーションの手段がどのように使われたか

という点では授業例1、2ともに学習者からのCharacterizeやRelateが少な
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い事が分かる。学習者のAttendの代わりにCharacterizeやRelateを増やすこ

とで学習者に機械的なやりとりではない、考えたり、判断したりするチャン

スを与えることができる。

　表2－5のContentは、今回、学習項目のやりとりに終始しているため、　S

（学習）がほとんどを占めている。しかし、とくに会話の授業では直接、学

習に関係すること以外の一般的知識や個人的情報であるLifeの内容を入れる

ことにより、現実に近い場面練習ができると考えられる。

表1

授業例1

8T：（絵を出して）あのえびや（絵を指す）

　　　あの、野菜を揚げてある（手を動かす）

　　　フライしてあるもので、日本でとても

　　　ポピュラーな食べ物です。で、あの一、

9c：（絵を見る）

10s：（手を挙げて）あの一、（OHPを指して）

　　「食（しょく）」は分かりますが、

11T：（S1を見て）はい。　（OHPを見る）

12s：（OHPを指して）ダブルの漢宇の

　　　「定（てい）」は何ですか。

13T：定食っていうのは（S1を見る）

14s：1まし、o

　15T；あの、こういうふうに（Cに絵を示しながら

　　　机の前に出る）set皿ealで、　（絵全体を指差

　　　す）例えば日本ではよく食堂にあるんですが

　　　（絵の中のてんぷらを指して）ここにてんぷ

　　　らがあって、ちょっと小さいんですけど（C

　　　に見えるように絵を示す）てんぷらがあって

　　　（ごはんを指して）これは、ごはん、　（Cを

　　　見て）ですね。

授業例2

Source／

Target

t／c

c／o

s1／t

t／sl

s1／t

t／sl

s1／t

t／c

14T：（ごはんを指して）これは何ですか。　　　　t／c

15s：こめ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　s1／t

16T；（うなずいて）そうですね。　　　　　　　　t／c

17　　こめ。これは食べるとき（食べる動作）のこt／c

　　　めは何と言いますか。　（絵を示す）

18S：ごはん。　　　　　　　　　　　　　　　　　s1／t

19T：そうですね。ごはんですね。　　　　　　　　t／s1

Yove　　Medium　　Use　　Content

rea

rea

rea

rea

res

rea

rea

rea

sol

res

rea

sol

res

rea

1十n

P十n

l＋P

1十P

l＋P

r

a

P

PP

S

S

S

PS

1＋p　　　p　　s

l　　　　p　　s
　　　　＼
1十n十p　　r　　　s

1十n

　l

l十P

l十n十P

ll

P

D「C

S

S

S

S

S

S
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Source／

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Target　　Move　　慧edium

20　　ごはんと言います。cooked　riceはごはんとt／c　　rea　l＋n＋p

　　　言います。（ごはんを指して）ごはん。

21　　（味噌汁を指して）これは何ですか。

22S：みそしる。

23T：はい、そうですね。

24　　みそしるです。みそしる。

25　（っけものを指して）これはわかりますか。

26S：（絵を見る）

27T：（っけものを指して）この小さいもの。

28S二pickles

29　T：Year，　yes．

t／c

s1／t

t／sl

t／c

t／c

c／o

t／c

s1／t

t／s1

SO1

res

rea

rea

sol

rea

rea

res

rea

1十n＋P

　l

　l

　l

l＋n

P十n

1＋n

　1

　1

Use　　Content

C

D’DrC

r

D°C

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

表2

1．　Source／Target

発話者 T S 計

S／T T／C T／s1 C／T s1／T C／O

授業例1 9 3 1 7 3 23

授業例2 14 5 6 5 30

注：T＝teacher（晒）　S＝student（学習者）　C＝class（クラス）　O＝other（その歯）

＊授業例1と2を比べると2のほうがTの発話の数が多くなっているが、FOCUSの分折

では発話の数＝発話の量とはならない。っまり同時間内の発話でも、2～5の視点のサブカ

テゴリーの種類が多ければ発話の数が増えることになる。

＊SではTに比べてC／0が多く、コミュニケーションのためのパフォーマンスが少ないこ

とが分かる。

2．Move

発話者 T S 計

目的 sol rea res sol rea res

授業例1 3 9 2 7 2 23

授業例2 5 14 6 5 30

注：so1＝SoliCit（質閏、命合、妻求）　rea＝reactiOn（すべてのコメント）　res＝respOnse（返苔）　str＝StrllctUre（枠づけ）

＊授業例2では、Tのso1に対し、　Sのresを引き出し得ているが、それ以外のインターア

クションはSの反応を要求しないreaとなっている。一方授業例1では、　Sの自発的なso1

を引き出している。
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3．　Y，　ediu皿

発話者 T S 計

手段 1÷n＋P 1十P 1＋n 1 1＋P P十n 1 P

授業例1 3 7 2 4 2 4 1 23

授業例2 3 2 7 7 1 4 5 1 30

注：1＝linguiStic（ロ頭・箆覧言蓋）　n＝non一蓋ingUiStic（絵、実物教厨など）　P＝para－linguistiC（勤作など）

4．Use

発話者 T S 計

Use P C r a rp P C r a rp

授業例1 6 2 4 4 3 3 1 23

授業例2 8 7 4 5 1 5 30

il、P。prese。t（質職などの擬出）・・ch・・act・・ize㈱づll・A9）・・rel・t・（an・NI51t）・・attend（脚あること

をコミュニケートしない）　rp＝reproduce（罎り返し）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

＊授業例1、2ともにSのc、rが少ない。　aのかわりにp、　c、　rを増やせば、　Sに考え

たり判断したりするチャンスを与えることになる。

5．　Content

発話者 T S 計

Content S 1 P S 1 P

授業例1 10 2 11 23

授業例2 19 11 30

注；s＝study　（学習）1＝life（一般的短ヨ）P＝procedure（手徒き）

＊分析した場面ではその日の学習項目についてのみ触れており、Sの一般的知識や個人的情

報には言及していない。
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6　考察

　これらの結果を見て、例えば視点の1、Source／Targetで、授業例1と2

の合計に差があったということは、授業例2ではサブカテゴリーをより頻繁

に変えているという事になる。しかし、それをもう少し詳しく見るために、

表1の授業例2で授業の流れを追っていくと、同じことを繰り返している所

がある。例えば19，20に見られるようにコミュニケーションの方向を変えて

いるだけであったり、はじめは言葉だけ、次に絵を見せながら、繰り返して

いる事が分かる。FLint　systemが提唱する、教師の発話量を減らし学習者の

主体的な発話を増やす授業という視点から考えれば、ここにポイントを置く

ことができる。

　以上のように、表1の授業の流れを追って分析したものと、それを数値化

した表2の両方を使うことにより、その教師に特有の改善すべきパターンが

見つけやすくなる。

　今回そのパターンとして次の3点を取り出した。

　1。Move、すなわち目的の視点から見ると、学習者の発話はほとんどが教

　　　師からのSolicitに対するもので、その後、学習者のResponseがあり、

　　　教師のReactionが数回続く。授業例2では教師のReactionの中での繰

　　　り返しが多い。

　2。学習者のResponseに対して、教師はそれにっいての判断、すなわち

　　　Characterizeを行うだけで、その後それにっいての発展が見られない。

　3。Useの視点からみると、学習者のReactionは積極的なコミュニケーシ

　　　ョンを必要としないAttendが多い。

　以上のような自己観察から授業例1と2それぞれに以下のような代替案を

考えてみた。

授業例1代替案

12S1：ダブルの漢字の「定（てい）」は何ですか。

13T：　そうですねエ。それではまず、

　　①名前に定食と付くメニューは他になにがありますか。聞いたことがあ

　　　りますか。

　　②（絵を使って）さしみ定食とてんぷら定食の違いは何ですか。

　　③（てんぷら定食の絵を見せて）さしみ定食とてんぷら定食はどこが違

　　　いますか。
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④そうすると、定食というのはいっも何が同じですか。

⑤そうすると定はどんな意味だと思いますか。

授業例2代替案

23T：はい、そうですね。

24T：①みそしるはどんなものですか。

　　②飲んだことがありますか。

　　③おいしかったですか。

　　④どこで飲みましたか。

　　⑤どんな材料を使いますか。説明できますか。

　授業例1代替案の12S1と13Tは表1の授業例に対応している。12S1の学習

者からの漢字の意味を問う質問に対して、日本滞在経験を考慮しながら「定」

の意味を探って行く過程をたどるようにする。①のように経験を問う質問を

発し、更に②、③のように特徴や違いを聞き、説明や推測が必要となる④、

⑤の質問にっなげて行く形を取る。これは教師の説明が連続する箇所を、学

習者が考え説明することによって、ゴール、っまり「定」の意味の理解に到

達するように変える事になる。この過程で、学習者どうし、自分たちの経験

からの自発的会話が起こる可能性も広がると考えられる。これによって、学

習者は、教師に対する関係が受け身的で、聞かれた質問にだけ答え、教師は

説明を続けると言うパターン1で取り出した形を避けることができると考え

る。

　又、授業例2では、22Sの「みそしる」と言う答えに対して、23Tの「は

い、そうですね」という判断、Characterizeを与えたものを取り出してみる。

先程述べたパターン2で、教師の判断のあと発展がないということの例であ

る。これに説明を求めたり、経験を問うことで、教師の「そうですね」とい

う判断のあと、会話を発展していけると考える。このようにパターン1とパ

ターン2を改善することにより、パターン3の学習者のAttendが多いと言う

問題も改善されていくと思われる。

7　まとめと今後の課題

今回、ふたっの会話授業をまずFLint　systemを使って分析し、教師の発話
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量を計った。その結果からよりよい授業のためには教師の発話量を減らすこ

とが必要不可欠と考えた。このことから、授業の記述を正確に行い、それに

客観的な授業分析方法の一つであるFOCUSを使うことによって、授業例1と

2の比較とその授業に特有のパターンの抽出を行った。これにより、改善点

のいくっかがあきらかとなった。さらに学習者の日本滞在経験の有無という

差を考慮した代替案をっくることによって、取り出したパターンの改善を試

みた。これは今後授業をする際の教案作成に生かすことができると考える。

このような分析は授業の全体的な評価をするというよりも、教師がひとりで

自分の授業の改善すべき点をさぐっていくための手段と考えられる。それに

よって教師自身さらにはそのクラスの学習者の参加の仕方の傾向をもみっけ

ることで、教師と学習者が相互に作り上げていく教室活動を変えていくきっ

かけをっかむことができる。それをどのように変化させていくかはさまざま

な可能性がある。例えば、Medium（手段）に注目するなら、口頭のみによる

やりとりではなく、non－1inguisticなもの（絵や実物）を増やすか、　para－

linguisticなもの（動作など）を増やすかを検討したり、Content　（内容）

に注目するなら，study（学習項目）だけではない、1ife（一般的知識など）

が必要となるやりとりをどの程度取り入れるかなど、教師はそこから最善の

ものを取り出して試みていくことができる。自分でビデオをセットし、授業

終了後には分析したい点を取り出して数値化するということを日常的な作業

の一っにできれば、授業を進めていく中では、なかなか気付きにくい点が客

観的な数値として把握できることになる。教師が自分の授業の改善を試みる

ための一っの手段として、日常的に利用することで、自己研鎭を助けるもの

になると考える。

（注1）この分析を日本語教育に応用したものに縫部（1991）がある。

（注2）水谷（1988）には、直接法の会話授業での教師の発話量は約50％が普

　　　通といわれているが、実際に現場からえた経験と比べるとかなり控

　　　えめな数字ではないかとの記述がある。

「付記」本稿は1995年12月9日に行われた第11回日本言語文化学研究会にお

いて発表した内容に加筆修正したものである。
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