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野々口　ちとせ：学び手の主体性を高める協働学習の意識化̶大学生を対象としたアカデミック・プレゼンテーションの場合̶

１．協働学習とは

近年注目されている学習活動に、学び手同士で協力

して学び合う「協働学習」があり、これは「ピア・ラー

ニング」（Peer Learning）とも呼ばれる（池田・館岡 

2007）。協働の定義は認知科学や学校教育等、各分野

によって様々であるが、池田は日本語教育における協

働の要素として「対等」「対話」「創造」「プロセス」「互

恵性」の５点を挙げている（池田・館岡 同上：７）。
池田によれば、「対等」は日本語力など個人が持つ力

の等しさを表すのではなく、相手の存在を尊重するこ

とを意味し、いわば協働の前提となる要素である。「対

話」は協働を展開する手段であり、対話を通して自分

が他者に受け入れられ必要とされることで欲求が満た

され、自己実現の達成につながっていく。「創造」は

協働による成果で、ひとりひとりの成果を足した以上

の相乗効果や新たな成果を表す。第４の要素「プロセ

ス」は対話による発展の過程を指し、「創造」は「プ

ロセス」を経て生み出されるものである。そして、「互

恵性」は協働によって得られた成果が協働するメン

バー全員にとって意義あるものであることを表し、協

働を通して構築された新たな人間関係でもあると考え

られる。

この池田の主張に基づくと、協働学習によって学び

手が得るものは、ひとりで得られるよりも多くの成果

という単純なものではなく、人を尊重する態度、他者

と関わる力、自己実現の達成、社会参画といった人間

の総合的な成長を指すことになる。

このような人としての総合的な成長は人間の主体性

に支えられており、協働学習は学び手を主体とする学

習方法である（池田・館岡 同上：46）。よって、教師
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が協働学習を支援することは、学び手の主体性を高め

ることでもあると考えられる。本稿で報告する実践で

は、協働学習の支援として、学び手による学習活動の

振り返りを導入した。本稿では、この学び手による振

り返りの記述から、当実践における協働を上記５点に

沿って検討し、協働学習で求められる教師の役割を考

察することによって、学び手の主体性を高める学習活

動への示唆を得ることを目的とする。

２．本報告の対象

　本稿は、日本のある大学における学部留学生対象の

日本語クラス「日本語演習」で行われたアカデミッ

ク・プレゼンテーションの協働学習と、それに対する

学び手の自己評価を報告する。このクラスの目標は、

大学のゼミなどで日本語で「レジュメを作って発表す

る力を伸ばす」ことで、「一人で自分の考えを述べる

だけでなく、仲間と意見を交換することで自分の考え

を明確にしたり深めたり振り返ったりしながら、自分

の考えをまとめ、発表すること」を目指した。教室で

は、「根拠をもって日本語で自分の意見を発信」する

ための準備として、小グループやペアで、あるテーマ

について調べたことを報告し自分の意見を述べ、それ

に対して仲間から質問や意見を受けて情報を交換しな

がら、さらに自分の発表内容を深めていく活動が中心

となった。

クラスを構成する学生は、学部に在籍中の学生だけ

でなく、交換留学生や将来大学院に進学希望の聴講生

や研究生も含めた計14名（全員女性）である。学生の

専門は生活科学、教育、日本文学、英文学、日本語教

育などで、国籍は中国、台湾、韓国、イギリス、アメ
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リカ、リトアニア、インドネシア、ロシアと、専門も

文化背景も多様であった。対象クラスで最初の話し合

い活動を行う前に、今までの日本語クラスで学生同士

が議論する学習活動を経験したことがあると答えた学

生は１名だけであった。また、（日本語学習に限らず

他教科も含めて）授業での話し合い活動が好きかどう

かを尋ねたところ、２名が「あまり好きではない」と

答え、残りの学生はみな「どちらでもない」と答え、

「好きだ」と答えた学生はいなかった。

全13回の活動内容は表１のとおりである。本稿で

は、このうちクラスの中心的な活動として、発表の内

容と構成を練り上げる協働学習を行った回から、「振

り返りシート」（後述）を用いて学生が話し合い活動

の内省をした第６回から第８回までの計３回の活動を

取り上げる。

３．話し合いへの参加をどう促すか

　　　：「振り返りシート」の導入

　このクラスでは個人による口頭発表の準備をひとり

で進めるのではなく、ペアや小グループで話し合うこ

とで、小規模の報告と質疑応答や意見交換をしなが

ら、協働で発表準備をプロセスに沿って進め、内容を

深めていくことが目指された。しかし、日本語クラス

である内容について議論する学習活動を初めて経験す

る学生が大半で、しかも、一般に授業で学生同士が話

し合う活動に対して、対象クラスの学生はあまり肯定

的な態度を持っていないことが判明したため、この活

動の意義を意識化するために、第６回のグループワー

ク（話し合い活動としては２回目）から、「話し合い

の振り返りシート」（資料１参照）を導入した。活動

後に、毎回「振り返りシート」の質問に答えることで、

学生が話し合い活動によって得た気づきや次への課題

を明確にすることをねらった。

４．話し合い活動に対する学生の振り返り

４．１．第６回：「問い」と「答え」の構成

この回の話し合いでは、各自が選んできたテーマに

ついて設定した「問い」と「予想される答え」「その

根拠となるデータ」を示し（大島他 2005: 36-38）、そ
の後グループ内で質疑応答や意見交換を行った。学生

にとっては、これが発表内容についての２回目の話し

合いである。

振り返りシートの回答によると、話し合いへの参加

度は２から５とばらつきがあった。参加度を２または

３と答えた学生はその理由として、自分の準備不足を

挙げていた。一方、参加度を４または５と回答した学

生は、その理由に「テーマはすごく面白かったので、

参加の希望は強かった」「みんなで話し合って楽しかっ

た」などと記入し、関心の持てるテーマで話し合いが

活発に進められたことを示していた。自分の準備は不

十分だった学生が、前もってデータ収集等の準備をし

た他者の発表を聞き、その話し合いに参加すること

で、当人が責任を持って十分な準備をしておけば、グ

ループでの話し合いが充実したものになり、助言も得

られやすいことが、対照的に把握できたと推測され

る。

４．２．第７回：全体的な組み立ての検討

続く第７回で学生は、自分の発表で何について論じ

表１　「日本語演習」全13回の概要

第１・２回 クラスメートを紹介しよう／セルフチェックをしよう

第３・４回 考えよう：「問い」を考えるための読解

第５回 関心のあるテーマ選び：構想メモの作成

｝小グループまたはペアで

発表準備を進める

第６回 「問い」と「答え」の構成

第７回 全体的な組み立ての検討

第８回 アウトラインの検討

第９回 発表のリハーサル：発表原稿とレジュメの検討

第10～13回 発表しよう：自分の意見と根拠をもって述べる／質疑応答

資料１：話し合いの振り返りシート

〈話し合いの振り返り〉

１．今日の話し合いへの参加度

　参加不足←　１　２　３　４　５　→よく参加した

　　　理由：

２．仲間からのアドバイス・質問がありましたか？

　それについてどう考えましたか？

３．今日の話し合いであなたは何を学びましたか？

４．次の課題は何ですか？
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るために、何を調査して、どのような主張を導くかを

「目標規定文」として書き、それをもとに発表全体の

構成メモを作成した。その後、そのメモを見ながら、

ペアワークでお互いに自分の発表の構成を相手に説明

する活動を行った。教師は、ペアワークを進める手

順を示した資料（大島他 2005：46）を学生に配布し、
話し合いのガイドラインを提示した。

この回の振り返りシートでは、出席した全員が参

加度を４または５と回答し、学生は自分が話し合い

に「よく参加した」と認識している。そして、仲間

や話し合いから得たものとして、「自分の発表の順序

をもっとはっきりすればいい」「結論をはっきり決め

たほうがいい」といった構成の意識化に関するもの、

「もっと広い目線からものごとを見なければならない

と思いました」「逆（の視）点から考えたほうがいい」

といった異なる視点による内容の検討に関するもの、

「面白いテーマが聞きやすい」という聞き手の意識化

に関するものが挙げられた。ペアワークで得られたも

のとして、自分の発表についての改善点を挙げるもの

が圧倒的に多く、聞き手の意識化のように他者の発表

から聞き手として得たものを明示的に挙げたものは1

名だけだった。

４．３．第８回：アウトラインの検討

学生は前回までの活動を踏まえて事前にアウトライ

ン原稿を作成し、第８回の授業に参加した。授業では、

まずペアワークでお互いのアウトラインを読み合う。

そして、アウトラインに沿って書き手が説明し、聞き

手は説明のあとで相手のアウトラインを再生する。そ

の後、聞き手が、展開のうまくできているところと改

善点を書き手に伝え、役割を交替して、もう一人のア

ウトラインを同様の手順で検討した（大島他 2005：

50）。

第８回の振り返りシートの回答では、参加度が３と

答えた学生が２名、４と答えた学生が１名で、残り７

名が５と答えた。参加度が３と答えた学生は「相手が

テーマを変更」したことを理由に挙げ、さらに「私が

整理できないと相手も理解できない」と述べて、お互

いに発表内容が未整理のまま活動に臨んだことを参加

度が低い原因として捉えていた。一方、同じく参加度

が３と答えた別の学生は、「相手のテーマはとても面

白い」「それに、私のテーマにとても興味を持ってい

るので、私の発表について相談する事と準備はとても

楽しんでいます」と記入し、活動に主体的に取り組む

肯定的なコメントのみが見られた。参加度を４と答え

た学生の回答には「相手の話をちゃんと聞いて不足な

部分を一緒に考えた」という記述があり、自分の発表

内容への効果だけでなく、相手への貢献度について述

べられていた。また、参加度を５と答えた学生の中に

は、「世界が広くて、みんなの知識が違くて、あまり

理解してくれなかったかもしれません」「相手はなに

を話しているのは分からない。相手の意見を認められ

ない」と話し合いで理解し合えない様子を捉えたもの

もあり、話し合いへの参加度と、話し合いによる相互

理解の程度が一致しないケースも見られた。

５．考察

以上、話し合い活動という協働学習についての学生

の振り返りを、池田の提起する協働の要素「対等」「対

話」「創造」「プロセス」「互恵性」の５点から考察し、

教師の果たすべき役割を検討する。計３回の話し合い

活動に関する学生の振り返りでは、特に３回目（第８

回）に自分とは異なる相手の存在を意識する記述が見

られた。これは相手を尊重する「対等」につながる態

度と考えられるが、一方で相互理解の難しさも３回目

の記述に見られ、自己が相手に受け入れられ自分が相

手を理解する「対話」が容易でないことがうかがえる。

これと対比すると１回目の記述にある「みんなで話し

合って楽しかった」という感想は肯定的ではあるが、

話し合いが大雑把なゆえに対立も起こらなかったとも

考えられる。対話が緻密になるにつれ、対立点が明ら

かになるとすれば、この対立を対話によって乗り越え

るために活動デザインの改善が必要と考えられるが、

改善の詳細を考えるには「プロセス」の分析を待たな

ければならない。

また、２回目の記述に見られた異なる視点の導入や

自己の対象化は、他者の存在によってはじめて可能に

なるものであり、これは学生が「協働に参加する以前

にはもち得なかった」（池田・舘岡　2007：６）「創造」

と捉えられる。このような他者から得られた成果は振

り返りシートに明記されることが多かったが、他方、

自分が聞き手として得られた成果については記述が少

なかった。これは、活動に「互恵性」がなかったとい

うよりも、振り返りシートに、相手への貢献を通して

自らが学んだことを明示的に問う質問がなかったこと

に原因があるのかもしれない。協働学習によって得ら

れた成果が自分にも相手にも意義がある「互恵性」の

意識化は、振り返りを促す質問の改善によってある程

度可能になると考えられる。

学生の振り返りをもとに今回の実践を検討すること

によって、改善に向けて次の２点が確認された。①活

動中の教師には「対話」を促す役割があり、「対話」
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活動のデザインによって、学び手が対立を乗り越え相

互理解が進む経験を通して「対等」や「創造」、「互恵

性」を達成することが期待される。②協働学習を振り

返ることによって「協働で学ぶ力」を伸ばす場合、振

り返りを促す教師の発問が重要である。

６．まとめ

　本稿は、大学のゼミなどで行われる口頭発表のしか

たを学び手同士（ペアまたは小グループ）で学び合う

という協働学習として、特に発表の内容と構成を学び

手同士で練り上げる話し合い活動を取り上げ、学び手

による活動の振り返りをもとに本実践における協働を

検討した。その結果、学び手による振り返りの記述に

は協働の要素がある程度確認されたが、「互恵性」の

意識化に関する記述は少なかった。協働学習への意識

化には、振り返りを促す問いの設定が重要であること

がうかがわれた。また、振り返りの記述には学び手が

「対話」に困難を示すケースが複数見られ、教師に「対

話」を促進する役割が求められていることも確認され

た。協働学習の核となる「対話」のより詳細な検討に

は、「プロセス」を分析することが欠かせないが、こ

れは今後の課題である。

さらに、本稿で対象としたクラスでは学生のほとん

どが話し合い活動の未経験者であったが、協働学習に

関する学生の熟達度が異なる場合は協働の様相も異な

ることが予想される。
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