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今日のお話

•海外のこと、オーストラリアのこと、UNSWの
こと

•社会文化アプローチのこと

•仕掛けのこと

•参加する学習のこと



海外の日本語教育

国 人口 学習者 人口比

中国 13億8千万人 953,283 1/1446

インドネシア 2億6千万人 745,125 1/348

韓国 5.1千万人 556,237 1/91

オーストラリア 2.4千万人 357,348 1/67

台湾 2.4千万人 220,045 1/109

http://www.jpf.go.jp/j/about/press/2016/dl/2016-057-2.pdf

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_population
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海外の日本語学習者数（2015）3,651,715人

http://www.jpf.go.jp/j/about/press/2016/dl/2016-057-2.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_population


オーストラリアの
日本語教育

小学校 中等校 大学

59％ 39％ 3％

日本語はオーストラリアの第一学習言語
小中等校生の10人に1人が日本語を学習
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UNSW, Sydneyという
実践現場

1学期 2学期

1年生 450 180

2年生 120 80

3年生 80 70

4年生 40 30

専門科目 30 20

2017年度の日本語学習者数
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学生数53,000人；1/4が留学生（120カ国）；
1/2の家庭言語が英語以外



UNSWの日本語学習

専攻：日本研究

副専攻：歴史

複学位の場合：+商学部；工学部；医学部；法学部。。。

一般的な文学部の学生の場合

共通
多様
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日本語科目 日本研究科目 歴史科目 選択科目

1年目 1学期 1A 3A アジアの概念 世界の歴史 環境と社会

2学期 1B 3B 社会変革 アジアの中の
オーストラリア

プログラミング
入門

2年目 1学期 2A 4A 日本の近代史 東アジア 世界の宗教

2学期 2B 4B 日本と韓国 東南アジア 現代インド

3年目 1学期 3A 文学 日本史 アジアの都市 シルクロード

2学期 3B ビジネス 日本研究キャッ
プストーン

現代中国 日本・韓国・中
国



UNSW UNSWの実践コミュニティ・ネットワーク
Campus

世界の
日本語話者
コミュニティ

Global Japanese-
Speaking 

Community

シドニー日本人
コミュニティ

Sydney Japanese 
Community

2年生コース
コミュニティ

Intermediate  Course 
Community

3年生コース
コミュニティ

Advanced  Course 
Community

4年生コース
コミュニティ

Professional 
Course

Community

学生のクラブ
Nippon Student 

Association

専門コース
コミュニティ

Advanced 
Professional  

Course 
Community

大学院生
コミュニティ

Research Student  
Community

大学内日本語話者
コミュニティ

University 
Japanese-Speaking 

Community

1年生コースコミュニティ
Introductory Japanese Course Community

1年生教室
コミュニティ
Classroom 
Community

教師
コミュニティ
Teaching Team 

Community
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社会文化アプローチの
学習の考え方

•一人ひとり
個人の学び

•社会的な
他者といっしょ；
ある状況下の学び
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自転車に乗る



できないこと

ZPD: Zone of Proximal Development
最近接発達領域（ヴィゴツキー）

他者の助けを借りて
できること

自分一人でできること

スキャフォールディング



いい教室

スキャフォールディング

人／もの／こと

仕掛け



実践コミュニティ
Communities of Practice

•あるテーマに関する関心や問題、熱意などを共
有し、その分野の知識や技能を、持続的な相互
交流を通じて深めて行く人々の集団（ウェン
ガー他 2002）
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実践

コミュニティ

Communities of
Practice: CoP

コミュニティ

Community

実践

Practice

領域

Domain
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コミュニティ
•学習する社会構造を生み出す場

•相互交流が行われ、信頼に基づいた関係が育ま
れる

•帰属意識が生まれる
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領域

•メンバーの共通の基盤とアイデンティティを提
供する

•コミュニティの目的と価値の定義

•行動の意義付け

•メンバーの動機付け
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実践
•コミュニティのメンバーが共有する一連の枠組
みやアイデア、ツール、情報、様式、専門用語、
物語、文書など

•コミュニティが生み出し、共有し維持する特定
の知識
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実践コミュニティは
状況的学習が起こる場

• 肉屋の徒弟は隔離されてい
て、繰り返し単純作業をし
ていた

• 肉屋の徒弟は肉をさばく現
場にはいない

• 徒弟は徒弟のまま
• 新参者、周辺参加

• 仕立て屋の徒弟はオープンスペースで
仕立てる行程が全部見えた

• 仕立て屋の徒弟は簡単な縫い物から始
めて、徐々に裁断のような高度な技術
も身につけて行く

• 徒弟から熟練工へ
• 新参者から中心メンバーへ
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状況的学習：レイヴ•ウェンガー(1991)

•肉屋と仕立て屋の徒弟の話



状況的学習

•学習は個人が何かを獲得すること

•学習は実践や社会に参加すること、コミュニ
ティのメンバーや人工物の関係を恒常的に再構
築すること
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正統的周辺参加
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•仕立て屋の徒弟は最初は周辺的に参加していた

•仕立て屋の徒弟は最初から正統的に参加してい

た

•様々な活動やリソースへの正式なアクセス

•周辺的参加は中心的参加へ移行する

•実践コミュニティは正統的周辺参加を促す場



仕掛け

•クラスの名前
はなびぐみ、トトロぐみ、さくらぐみ

生麦生米生卵組

•名札

•教室の机の配置
正
面



ジュニア先生プロジェクト

•上級生が１年生のクラスにジュニア先生として

常駐

•ペアワークやグループワークのお手伝い

•先生とモデル会話を示す

•１年生の質問に答える



1年生コース

1年生クラス

1年目
学習者

ジュニア先生

教師



ジュニア先生が１年生に
もたらすもの

•もう一人の先生

•練習の相手

•評価の目のない安心して聞ける先輩

•日本語のバラエティー(例、教師とジュニア先

生間の日本語）

•ロールモデル



ジュニア先生が入ることで
生まれるスキャフォール
ディング

• 意味交渉の繰り返し

• 複数のスキャフォールディング

• 学習者のレベルにあったスキャフォールディング

• 学習ストラテジーの提示

• 自分の学習経験の共有

• 学習者に近いロールモデル



ジュニア先生が得るもの

•教師との本物の日本語の対話

•教えるための学び

•初級の復習

•自分の上達の確認

•先輩としての自覚とプライド

•自分のコースの成績に加点



キャップストーン
コース
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•日本研究専攻の最終コース（1学期、13週間）

•様々な分野の学生の集まり
• 工学部（メカトロニクス）x 文学部（日本研究）
• 商学部（金融学）x 文学部（日本研究）
• 理学部（細胞分子生物学）x 文学部（日本研究）

•日本語のレベルの多様な学生の集まり
• 中等校から始めて、交換留学経験もある
• 大学で初めて、2年半学んだところ、渡日経験なし

•グループで研究をし、日本語で研究発表をする

•研究発表会を主催する



キャップ

ストーン

コミュニティCommunity

日本に興味を持ち日本研究

を専攻する学生達

教室内外で、ネット上で活

発に相互交流

グループに、コースに帰属

実践 Practice

共有された毎週の授業、教

師チームとサポートチーム、

Moodle（コンピュータ上

のコース用のサイト）、発

表のモデル、発表の原稿、

リハーサル、など

領域 Domain

日本研究のあるテーマで研

究を行い、日本語で発表し、

その発表会を運営するとい

う共通の目的

質の高い発表、発表会運営

をするという価値観
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実践コミュニティとし
てのキャップストーン
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• 積極的な学生がリーダーシップを発揮する

• 学生それぞれが、できることをする

• 日本語が上手な学生が言語的にリードする

• 先生とサポートメンバーが支援する

• 全部がオープンアクセスである

状況の中にスキャフォールディングが山のようにある

• 全員が正式な役割を持つ

正統的参加である

• 日本研究というテーマのもと、自分たちの共有する関心事に熱心に取り
組み、研究発表会を目指して多種多様な相互交流を行い、自分達の関係
を、そして日本理解を深め、日本語力を向上させて行った

キャップストーンは実践コミュニティーとして機能した



キャップストーンの
仕掛け

•発表会という場

•グループでの発表
• 共通項発見ゲーム
• 晩ごはんを食べに行く
• グループ内の係

•グループとは別の発表会運営のための係
• 写真係
• お客様係
• 広報係
• プログラム係
• 名刺係
• あいさつ係
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UNSW実践コミュニ
ティーのネットワーク

学内ネットワーク
• 1年生：会場係
• 3年生：受付
•上級生：司会進行
•他の学生：聴衆

学外ネットワーク
•シドニー日本語話者コミュニティ
•世界の日本語話者コミュニティ
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学習のメタファ

獲得メタファ 参加メタファ

学習の目標 個人の知識の豊かさ 共同体の構築

学習 あることを獲得すること 共同体の参加者になること

学習者 同じ知識を与えられる受領
者

共同体の周辺参加者

教師 知識の提供者 熟練した参加者（先輩）

知識、概念 所有物（私物、公的） 共同体における実践、語り、
活動

知ること 所有しようとすること 共同体に属し、参加し、相互
交流すること

教育の目標 教育の効率化 学習の支援

参照：茂呂・他（2012：61）
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