


最大の目的

対話を楽しんでもらうこと
ワクワクしてもらうこと

「知識や知恵は、機能的な会議室の中で生まれるのではなく、

人々がオープンに会話を行い、自由にネットワークを築くことのできる

『カフェ』のような空間でこそ創発される」という考えに基づいた話し合いの手法

http://world-cafe.net/about/

ワールド・カフェワールド・カフェ@ZOOM寺子屋
はじまります！

http://world-cafe.net/about/


ラウンド 1 10分 ３人のグループで問いについて対話

ラウンド２ 15分 メンバーを入れ替えて対話

ラウンド３ 15分 メンバーを入れ替えて対話

ハーベスト： 13分 集合的な発見を収穫し、共有する

トーク 1 10分

はじめに

おわりに

トーク２ 10分

トーク３ 10分

ワールド・カフェ@ZOOM寺子屋



自己紹介

ニュージーランド
国
教育

日本語教育

トーク １



• 世界で最も豊かで幸せで健康的な国 １位

• 自由に生きられる国 １位

• フレンドリーな国 １位

• 世界平和 ２位

• 女性の上級職・管理職の割合 ３位

• 子育てが母に優しい国 ４位

Source: 

ニュージーランド

http://worldhappiness.report/wp-content/uploads/sites/2/2016/03/HR-V1_web.pdf
https://www.facebook.com/notes/duke-yamamoto/世界ランキングで見る知られざるニュージーランドの魅力/4940183615240/



ニュージーランドの教育の特徴 ない編
年齢 学年 教育機関

高等教育（大学院）

3
高等教育
（文系学士号は３
年で取得可）

2

1

18 Year 13

後期中等教育17 Year 12
16 Year 11
15 Year 10
14 Year 9
13 Year 8

前期中等教育
12 Year 7
11 Year 6

初等教育

10 Year 5
9 Year 4
8 Year 3

7 Year 2
6 Year 1
5 Year 0-1

• 高校・大学への入学試験 （大学入学資格は必要）

• 受験のための猛烈な勉強

• 学習塾

• 大学１年まで授業料

• 大学間のレベルの格差

• 大学間の転学が難しくない （単位互換制度あり）

• 検定教科書制度
– 教科書は自由発行、自由採択

– 教科書は学校からの貸与。書き込めない。学年末に返却。

• 教育委員会（学校理事会が運営）

• 教員採用試験

• 転勤（公募性のため転勤は自由意志）

• 定年（定年制度が禁じられている）



中等教育

• 到達度評価で単位を取得
– ルーブリックによる４段階評価

• 飛び級
• 外国語

– スピーキング・アスセスメント
– ポートフォリオスタイル・アセスメント

• BYOD (Bring Your Own Device)

• 公立教員ストライキ権

高等教育

• 25才以上の大学入学者の割合
– 世界で３番目に高い（32.6%)

• OECD教育データベース (2009年)
– 日本は1.6% 

• 文部科学省学校基本調査 (2014)

• パートタイムで学ぶ学生も多い

ニュージーランドの教育の特徴 ある編
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ニュージーランドの日本語教育の現状



順位 国・地域 学習者数

1 中国 1,004,625

2 インドネシア 709,479

3 韓国 531,511

4 オーストラリア 405,175 

5 タイ 184,962 

6 ベトナム 174,521
7 台湾 170,159
8 米国 166,905
9 フィリピン 51,530
10 マレーシア 39,247
11 インド 38,100
12 ミャンマー 35,600
13 ニュージーランド 32,764

『海外の日本語教育の現状 2018年度日本語教育機関調査』（2020）国際交流基金

各国・地域の学習者数(2018)



中等教育の日本語学習者数（9−13年生）

日本語学習者減少の先進国



問い１(10分）

トークを聞いて
どんなことを感じましたか。

• かんたんな自己紹介
• 対話
• 自分にとってのキーワードを中心に



トーク ２

越境でつながる学びの仕掛け



Vision Value Visibility

アドボカシー

• Be visionary teachers
• Add value to Japanese language teaching
• Constantly raise our visibility in the community

(Tohsaku, 2013)

学習者減少へのアプローチ



アドボカシーのはじめの一歩

つながること

. . . レベルを超えて教師が集まり、連携して活動し
ていくことにより、地域で日本語教育を普及、推進し

ていく力が強まり、プログラム廃縮小、廃止の動き

に対応する力が付いていくことがわかった。（當作 2013)



「つながり」がコミュニティを育て、

コミュニティが更なる「つながり」を生む。

学習は「つながり」とコミュニティに

埋め込まれている。 (Thomson, 2014)

つながりと学び



日本語
中・上級

日本語
初級

日本語
中級

Facebookを使ったインターアクションタスク

カンタベリー大学

付属英語学校で学ぶ日本人

Facebookを使った
インターアクション

タスク

日本の大学との

リサーチプロジェクト

先輩・後輩セッション

Facebookを使った
インターアクション

タスク

カンタベリー大学日本語学科

日本人移住者への

インタビュープロジェクト
（協力 国際文化フォーラム）

カンタベリー地方の

高校



2013年より年一回開催

毎年約15高校から400人が参加

これまでに2500人の高校生が参加

高校と大学のつながり

カンタベリー大学・高校共催
日本語ワークショップ



高校と大学のつながり：波及効果

UC フランス語
イマージョンデイ

UC スペイン語
ワークショップ

18

ベイラー大学（米国）
ダンスビデオプロジェクト

UC スペイン語
ダンスビデオプロジェクト

第15章『高大連携イベントが
生み出す実践コミュニティ』



バイリンガル・ワールド・カフェ

• 日本語学習者と日本人留学生
• カンタベリー大学生と日本の英語教員

ハイブリッド・ワールド・カフェ

• NZの日本語教師（高校・大学）
オンライン・ワールド・カフェ

• ４カ国 大学生 オンライン・ワールド・カフェ

日本語教育とワールド・カフェ
対話 つながり コミュニティ 学び



16カ国・地域から60人が参加
Japan
China
Korea
UK

USA
India
Canada
Indonesia

Costa Rica
Singapore
Germany
New Zealand

Bangladesh
Malaysia
Mexico
Brazil

日本語教育・オンライン・ワールド・カフェ
2017, 2018



世界の日本語学習者、日本語教師、日本語使用者を

日本語でつなぐ

つながり

つないでどうする？



つながりから生まれるものは何でしょうか

問い２ (15分）

• 短く自己紹介

• Round 1のグループの対話のシェア
（自分の考えよりも、グループの対話のシェア）

• 問い２

他花受粉



トーク ３
日本語教育 x  Well-being



「わかる」、「できる」

人、モノ、社会、情報と「つながる」

社会活動に「かかわる」

自分が「かわる」

他人、社会を「かえる」

つながりから生まれるもの

當作 2018



つながりから生まれるものは何でしょうか

問い２’

つながりから何を生み出したいですか

日本語教育 x Well-being



応用言語学／第二言語習得とポジティブ心理学

構造主義理論→ポスト構造主義理論→認知主義→社会文化的アプローチ

2012-2015 周辺における新たな展開
MacIntyre and Gregersen (2012)
Dewaele & MacIntyre (2014)

2014 社会的転回から個人的転回へ (MacIntyre, 2014)

2016-現在 応用言語学におけるポジティブ心理学研究の開花
EMPATHICS (Oxford 2016), developed upon PERMA (positive emotion, 
engagement, relationships, meaning, and accomplishments) by Seligman (2011)

2016 2016 2020

時代は もっともっとWell-being へ



• 幸せな人は創造力、生産性、学力が高い
• 幸せは移る（幸せな人の友達は幸せ）
• 幸せと健康の相関は高い
–幸せな人は長寿（幸せは予防医学）

• 人を幸せにする人は自分も幸せな人
• 多様な友人を持つ人は幸せ
• 成長し強みを見つけた人は幸せ
• 幸せの四つの因子を満たす人は幸せ

ポジティブ心理学



問い ３ （15分）

幸せの４因子を満たす日本語教育とは？

• 幸せの心的要因に関連するアンケート (日本人1500人）
• 結果を因子分析



ハーベスト
集合的な発見を収穫し、共有する

• ラウンド３でのあなた自身の気づきを一つか二つ、
紙に大きく書いてください。（あとで写真を取ります）

• シェアしたいことがあれば紙をみせながら番号の順
序でお願いします。



• 當作靖彦 (2013) 「日本語教育は生き残れるのか：「なぜ」教えるのかを考える」『日本語教育におけるアーティキュレーション（連

続性）ー国際的な取り組みと日本における課題ー』 日本語教育学会 国際交流基金 公開シンポジウム 基調講演

<h3p://www.nkg.or.jp/oshirase/2013/130323symposium_yoko.pdf#search=%27當作靖彦+%282013%29+「日本語教育は生き残れ

るのかー「なぜ」教えるのかを考える」『日本語教育におけるアーティキュレーション（連続性）ー国際的な取り組みと日本における

課題ー%27>

• 當作靖彦 (2018) 『つながる、かかわる、かわる：ソーシャルメディアと日本語教育』（日本語教育のための連続ワークショップ・講演

会 要旨） <h3p://jhlee.sakura.ne.jp/workshop/>

• 前野隆司(2017) 『実践ポジティブ心理学 幸せのサイエンス』 PHP研究所

• Gabryś-Barker, D., & Gałajda, D. (2016). Posi%ve psychology perspec%ves on foreign language learning and teaching. Switzerland: 

Springer.
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