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１．背景

日本語教員養成課程においても、「文法嫌い」の学生が存在する。自らの外国語学習における文
法の退屈な説明、規則を覚えるだけの辛い記憶と「文法」という言葉が結びついている学生は少な
くない。さらに学生が日本語母語話者の場合、自らは、すでに幼い頃に身に付け、自由に使ってい
る日本語文法について、専門用語で説明される日本語文法の授業は、一見なぜ必要なのか分かりに
くい。それに加えて、近年の外国語教育の分野では文法離れが加速している。このような時流の中
で、日本語教員養成課程における「日本語文法」の授業は、指導者の十分な工夫が必要である。

近年、教育観は変化した。それまで、学習者は、教師の提供する知識を一つずつ身に付けて行く
受動的な存在だと考えられてきた。この教育観では、より多く、よりよく「おぼえる」ことを目指
した教育がされていた。しかし現在、学習者は新しい知識を得るたびに知識の体系を再構築してい
く、能動的な存在であると考えられるようになった。この教育観の変化によって、学習を支える教
師の役目は、体系立った知識を切り分けて「教える」者から、学習者の学びを観察し、学習者が育
ち続けることを助ける「学びの支援」者へと移った。この時期から、教育においては従来の、より
多くを「覚える」側面ではなく、使えることを見据えて「分かる」こと、「できる」ことを目指す
側面にも着目されるようになった。

その流れの一部に位置づけられるアクティブラーニングは、自ら学び続ける学習者を育てること
を目標とする。「分かる」こと、「できる」ことを目指す場合、「おぼえる」場合に比べて、一回の
授業で扱い、消化できる専門用語の数は限られる。しかし、受講者のもっと学びたいという意欲を
高めることで、授業外での主体的な学びにつなげることができるとも考えられる。

日本語教師にとっての日本語文法の授業は、まさに受講生に学び続けてもらうきっかけとなるべ
き存在である。なぜなら、日本語教育では、学習者から文法に関する質問を受ける機会が多いから
である。日々の日本語の授業では例えば、「『休むそうです』と『休むみたいです』の違いは何です
か。」、「『多い人が公園にいます』はどうして言えませんか。」というような質問が次々に飛び出す。
これらの質問には、書籍や論文、インターネットのサイトにも十分な答えが記載されていないもの
も多く、解決するには、教師自らが考える必要がある。つまり、日本語教育のための日本語文法の
授業の最終的なゴールは、文法用語を数多く覚えることではなく、学習者の突発的な質問に怖気づ
かず、教師自らがそれを解決できるように学び続けられる教師を育てることである。

そこで筆者は、受講生が日本語の文法を自らの頭で考える基礎的な方法を体得してもらうために、
タスク型の授業を行うことを試みた。本稿におけるタスク型授業とは、最終的な行動目標（ゴール）
を設定し、それに到達するために問題解決をする一連の活動からなる授業を指す。本報告には二つ
の目的がある。一つは、タスク型授業で専門科目の講義を行うことに対する受講者の反応を分析す
ること、もう一つは、タスク型授業の意義と課題を考察することである。
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２．授業の概要

2-1．実践の場と受講者
授業が開講された大学は、学部に日本語教員養成コースを持つ総合大学であった。その中で、筆

者は２年次の専門科目である「日本語の文法」を担当した。授業は2017年４月から６月に開講され
た。金曜日３、４限目の計180分間の授業であり、全15回を各日２回ずつのペースで進んだ。

受講者は57名であった。主な受講者は日本語教員養成コース39名（２年生30名、３年生・４年生
９名）であったが、その他にも国語教員養成コース３名、英語教員養成コース４名、数理教員養成
コース２名、音楽教員養成コース１名、教育学コース１名の学部生と、英語教員養成コースの大学
院生１名、留学生（教育学部または文学部の研究生）６名が参加する、背景や基礎知識の異なる受
講者群であった。

2-2．授業設計
シラバス設計の基本方針として、授業では、日本語を外国語あるいは第二言語として教授する際

に必要となる日本語文法の基本的な知識（初級前半の文法）を、受講者自身に考えさせながら身に
付けさせることを目指した。各回のテーマは表１のとおりである。

表１　各回のテーマ

１　ガイダンス ６　動詞の活用	⑵ 11　名詞述語文
２　コ・ソ・ア ７　動詞の活用	⑶ 12　「ハ」と「モ」
３　格と助詞	⑴ ８　「～テイル」の用法 13　「ハ」と「ガ」
４　格と助詞	⑵ ９　受給表現 14　連体修飾
５　動詞の活用	⑴ 10　形容詞述語文 15　まとめ

授業の目標は、日本語に対する客観的な視点を持ち、日本語学習者からの日本語文法に関する問
いについて解決の仕方を体感すること、日本語文法のごく基本的なしくみが分かること、その基盤
となる最低限の専門用語を知り、その概念を必要な場面で応用できるようになることとした。

2-3．クラスの展開
各日の流れは、先週の課題の返却と解説（20分）、前半テーマの講義と演習（70分）、後半テーマ

の講義と演習（70分）、今週の課題への解答（20分）とした。ハンドアウトは、各回ごとに分けて
配布した。よって、授業に出ると受講生は前半、後半で合わせて２回分のハンドアウトを受け取る
ことになる。
「今週の課題」の内容は、日本語学習者から想定される質問に答える、日本語学習者の誤用を訂

正し、理由を学習者に分かるように説明するというように、日本語教師が教室で遭遇する問題を想
定したものであった。前者の例としては、「『明日、私の家で遊びに来てください。』はどうしてだ
めですか。先生は、『で』はaction動詞（動作動詞）と一緒に使うと言いました。「遊びます」は
action動詞です。」というようなものである。後者の例は、「日本には５月にツバメが来ます。ツバ
メはジョンさんは住んでいるアパートに巣を作りました。」という誤用を訂正し、説明をするよう
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なものである。「今週の課題」は、後半の授業冒頭に配られるハンドアウトの末尾に示されていた。
前節で述べたように、本稿におけるタスク型授業は、最終的な行動目標（ゴール）を設定し、そ

れに到達するために問題解決をする一連の活動からなる授業を指す。つまり、今回の授業設計にお
いては、受講生は「今週の課題」で、授業時に想定される質問や誤用に対応するというタスクを解
決することを目指し、毎回の授業を受けることになる。課題は毎回、Ａ４一枚程度の分量で解答を
書いて、提出してもらった。提出された課題は授業後に教師がすべてを読み、コメントを記入する
とともに、特に良い解答には星印をマークして、次週の冒頭で返却した。返却時には、課題に対す
る評価のポイントや解答の良かった点、改善点を講評した。

講義と演習での活動では、自分で、あるいはペアで教師の設定した課題を謎解きしながら、一歩
ずつ進めるようなプリント教材を作成し、毎回の授業でハンドアウトとして配布した。この様々な
問いについて、まず受講生同士が議論し、それをクラスで発表してもらった上で、最後に教師の解
説を書き込んでもらった。ハンドアウトの終わりの部分には、各回で取り上げた専門用語をまとめ
て提示した。

ここでは、問いの例として、第３回「格と助詞	⑴」の内容の一部を取り上げる。この回は、「格」、
「助詞」、「動詞の格支配」、「格助詞の役割」の概念を理解することを目的とした。そのための講義
と演習での活動の一部を以下に挙げる。

（問１）（　　）に適切な助詞を入れてください。
　　食堂（　　）スーザン（　　）ジョン

問１では、動詞が存在しないため、「食堂にスーザンとジョン」、「食堂へスーザンとジョン」、「食
堂からスーザンとジョン」、「食堂にスーザンにジョン」というように様々な助詞を挿入することが
でき、受講者は戸惑う。この状態で、問２に進んでもらう。

（問２）
　　食堂（　　）スーザン（　　）ジョン（　　）会った。
　　食堂（　　）スーザン（　　）ジョン（　　）なぐった。
　　食堂（　　）スーザン（　　）ジョン（　　）いる。

問２では、動詞が文中に存在することで、格助詞が決まる。ここから、動詞が共起する名詞句の
組み合わせを決める「動詞の格支配」を理解してもらう。次いで、問３で格助詞の役割を扱う。

（問３）次の文の語順を入れ替えるとどうなりますか。
　　猫が　ネズミを　追いかけた。
　　The	cat	chased	the	mouse.

問３では、語順を入れかえ、語順による意味の違いを考えてもらう。日本語では、「猫がネズミ
を追いかけた」でも、「ネズミを猫が追いかけた」でも、どちらが追いかけ、どちらが追いかけら
れるのかという意味上の関係は変わらない。一方、英語では、	“The	cat	chased	the	mouse.”	と	“The	
mouse	chased	the	cat.”	のように語順が変わると、その関係が変わってしまう。この活動から、日
本語では格助詞があるため、語順の入れ替えが英語に比べ自由になっていることに気づいてもらう
ようにした。
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このような授業設計で、受講者はどのように感じただろうか。そこで、最終日の授業終了時に、
受講者全員に対して、無記名による授業評価アンケートを実施した。

３．終了時アンケートの結果

アンケートは５段階評定（１：全くそう思わない～３：どちらでもない～５：強くそう思う）の
５問と自由記述欄から成る。有効回答数は49名（86.0％）であった。回答者の出席回数は13回以上
が41名、10回から12回が８名で、平均の出席回数は12.7回／ 15回（出席率84.5％）であった。

５段階評定であったが、数字と数字の間に丸を付けている回答が一部あったため、例えば１と２
の間に丸がある場合は1.5とするというように、中間値を設定して集計した。

表２　修了時アンケートの集計値

全くそう
思わない

どちらで
もない

強くそう
思う

1 （1.5） 2 （2.5） 3 （3.5） 4 （4.5） 5

Ｑ１．授業で行った活動（プリントの問題への解答・授業後の課題）は役に立った。

0 0 0 0 1 1 14 3 30

Ｑ２．授業で行った協働活動（ディスカッション・ペアワーク等）は役に立った。

1 0 1 1 4 0 17 1 24

Ｑ３.	この授業の内容に関して、さらに学びたい。

0 1 0 0 5 0 13 3 27

Ｑ４．この授業は分かりやすかった。

0 0 2 0 2 0 22 1 22

Ｑ５．総合的に判断して、この授業に満足している。

0 0 2 0 2 0 16 1 28

Ｑ１では、評定値3.5以上の肯定的な評価が49人中48名（98.0％）であった。このことから、今回
の授業でおこなった活動、プリント教材に関する受講生の評価は高かったと言えよう。Ｑ２では、
評定値４以上の肯定的な評価が42名（85.7％）であった。Ｑ１の授業内での活動そのものに対する
評価に比べると、協働活動の評価が低かったことが分かる。Ｑ３では、評定値４以上の肯定的な評
価が43名（87.8％）であり、８割を超える学習者が授業の内容について継続した学びを希望してい
ることが分かる。この授業は、実際に受講生が日本語教師として教壇に立つための基礎的な文法知
識と学習者の目から見た日本語の感覚を身に付けてもらう授業である。２年次生の第一四半期に開
講される専門科目であり、次学期から続く文法に関する授業、さらには文法の知識を土台とする日
本語教育の各領域の科目に向けて、受講生の関心を保つべき位置づけにある授業である。このこと
から、この質問への回答は極めて重要な意味を持つ。Ｑ４では、評定値４以上の肯定的な評価が45
名（91.8％）であった。授業内の議論や授業後の課題で良いパフォーマンスができず、苦手意識を持っ
たと思われる受講生もいたが、授業自体の分かりやすさに関しては、９割の学生が肯定している。
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Ｑ５の満足度に関する問いでは、評定値４以上の肯定的評価が45名（91.8％）であった。
以上の結果から、180分という長丁場の授業であったが、日本語文法について解説を聞くだけで

はなく、教員が設定した問いに対して、自分の頭で考える楽しさを味わってもらうという経験を重
視した今回の授業設計は、８割から９割の受講生から好評であったことが分かった。一歩ずつ進め
るプリント、自分で（ペアで）問いに答えていくこと、授業後に課題に回答をすることは、好意的
に受け取られていたと言ってよいだろう。

次に自由記述欄のコメントを見る。筆者が設定した授業設計の目標を達成したことが分かるコメ
ントがあった。例えば、「考えたこともない視点から日本語を考えることができた。」、「母語を文法
的に学び直すことは面白い。」、「文法が好きになった。」、「国語ではなく、一つの言語として日本語
を学ぶことができ、面白かった。」というものである。中には、「日本語母語話者だからこそ難しかっ
た。例題をもう少し出してほしい。」という、日本語を客観的に捉えることの難しさに、つまずい
てしまった受講生がいたことを示すコメントもあった。

筆者の設定した目標を超えたコメントとして、「日常生活の日本語にも注意するようになった。」、
「日本語のボランティアクラスで知識を使いたい。」、「学習者に分かりやすく理解させる方法を学ぶ
ことができた。」というように、クラス外での知識の活用を期待させるコメントがあった。

授業の内容については、「課題に答えるのが面白かった。」、「課題が難しかったが、その分、やり
がいがあった。」、「課題は役に立つので、解く回数をもっと増やしてほしい。」、「返却された課題に、
先生の星印がついているのがうれしくて、がんばった。」というタスク型授業への肯定的評価があっ
た。一方、「課題の意味が分からないときがあった。」という否定的評価が示すように、課題の問い
の意味を誤解したまま回答してしまい、良い評価を得られなかった学生がいたことも分かった。

また、「自分だけではわからなかったことを友達から学ぶことができた。」、「ペアワークが楽しかっ
た。」という協同活動への肯定的評価があった。その一方で、「友達がいなかったので、さみしかっ
た。」というように、ペアワークで学習者が孤立してしまった様子や、「授業がうるさかった。」と
いうように、ペアワークを終わらせた後、受講生の一部が授業に関係ないおしゃべりを続けてしま
う場合があったことも分かった。さらに、授業運営に関する否定的なコメントとしては、「学生に
解答を言わせ、まごつかせる時間がもったいない。」という、受講生の知識差をうかがわせるコメ
ントがあった。

４．考察と今後の課題

今回の授業設計は、概ね８割から９割の受講生から好評であったが、残りの１割から２割の受講
生にとっては不満であったということである。そこで、その理由を受講者の持つ学習スタイルと授
業スタイルの不一致という面から考えたい。まず、一つ目の学習スタイルとして、体系的に整理さ
れた知識を学びたいか、それとも、自らが問いにぶつかりながら一つずつ先に進んで学びたいかと
いう、知識を得る際の志向の違いが指摘できる。今回の授業の配布プリントは、問いのみを載せて
おり、それに受講生自身の答えを記入してもらい、それを発表してもらうことで、考えをクラス全
体で共有し、最後に教師の解説を書き込むスタイルであった。このことから、文章で体系的に知識
を得る学習スタイルを好む学生にとっては、不満があったのではないかと考える。授業中に観察し
てみると、議論の後、教師が解説をした際のメモが十分に取れていない受講生が見られることがあっ
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た。今後は、授業の内容を再認するための参考文献を準備して、希望者には授業後に配布するなど、
彼らへの対応を行うことが必要であるかもしれない。

もう一つの学習スタイルは、個人での作業を好むか、グループでの作業を好むかという点である。
今回の授業では、近くの席に座った学生と偶発的にペアになり、議論してもらった。活動の際、「ペ
アになって議論してもいいし、個人で考えてもいい。」という指示を出したが、その時、すぐにペ
ア活動を始める人と、ペアを見つけることをせずに、個人でハンドアウトの問題に取り組む人がい
た。また、ペアを組んだ場合にも、親しい学生同士がペアになることになり、議論が盛り上がるペ
アと、すぐに議論を終えてしまうペアが生じた。また、同じ専門の学生がペアになったり、留学生
同士がペアになったりという状況が見られた。特に留学生同士のペアの場合、文法性判断が必要な
課題では困難が生じていた。そのような課題の場合には、指導者が留学生のペアのもとに行き、解
答の内容を確認していたが、ペアの組み方を工夫することで解消できた可能性がある。そのため、
毎回新しいマッチングをして、新鮮なペアと議論することも有効であったかもしれない。それは、
教室の緊張感を持たせるために、教室全体にとっても効果が望めるだろう。

今回の授業では、最終回でもっと学びたい人のために参考書の紹介をした。しかし、毎回の授業
でリソースを示す方が望ましい。その方が受講者の意欲が高いうちに情報を提供し、それを利用す
ることで受講者が自ら学んだ喜びを得て、それを原動力として、さらに先の学修へ進んでいくとい
う、好循環へつなげることができると考えるからである。そのリソースへのアクセスによって、受
講者が学びを効果的に継続できているかを教師が把握する方法を考えることが今後の課題である。
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