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1. はじめに 
本稿では、学習者の日本語力の差が大きいクラスの授業について考える。筆者が担当する

ブカレスト大学での授業では、入学までの日本語学習経験が様々な 1 年生と、留学経験者と

未経験者が混在する 3 年生で、特に顕著な日本語力の差が見られる。このようなクラスの場

合、真ん中あたりを対象に授業を行うというのは一般的に言われていることであるが、カリ

キュラム上、1 年生のクラスではゼロ初級を対象にした授業が中心となり、クラスサイズも

大きく、既習者への対応が難しい。3 年生のクラスでは、留学経験者と未経験者の日本語力

の差が大きいため、一斉授業で真ん中あたりを目指すと、経験者にはつまらなく、未経験者

には難しすぎるという、どちらにも不満足な形に終わってしまう可能性が高い。このような

学習環境で、個々の学習者の力を伸ばしていくためには、学習者のオートノミーを、教師が

どのようにサポートしていけるかがキーになるのではと考えた。 
本稿は、国際交流基金ブダペスト日本文化センター日本語上級専門家の村上吉文氏がブロ

グで提案されている自律学習の方法の教室での実践報告である。 
 
2. 背景ときっかけ 
 ブカレスト大学外国語・外国文化学部日本語学科では、1 学年 50 名前後の学生数で、2 つ

のグループに分けて授業を行う時間もあるものの、クラスサイズの大きさが問題となってい

る。 
1 年生のクラスでは、基本的にはゼロ初級からスタートする学習者を対象に授業を行うこ

とになっているが、50 名を超える学習者の中には、日本での数年の滞在経験があり日本語能

力試験 N1 を持っている学習者、高校や他の教育機関での学習歴がある学習者など、大学に

入学する前に日本語学習歴のある学習者も相当数いて、クラス内での日本語力の差が大きい。

3 年生のクラスでも、全体で 50 名弱の中に、日本への留学経験者が 10 名程度いて、日本語

力の差は大きく、留学から帰ってきた学生の学習意欲の維持というのも課題となっている。

どちらも、クラスサイズが大きく一人ひとりの活動に目が届かない、クラス内の日本語レベ

ルに差があることで学習者それぞれのレベルに合わせた活動が難しいといった問題が生じて

いる。 
 筆者の一人が、ある研修の際に、この問題について村上吉文上級専門家に相談したところ、

教室での自律学習のアドバイスをいただいた。村上 (2014) には、以下のようにある。 
 

「『教室には来い。でも、授業には参加しないで別のことをしていてもいいし、

今までどおり参加してもいい。自分で決めろ』とするのはどうでしょうか。 
教室に来るのは、教室にはコミュニティ機能という非常に重要な役割があるし、

学習時間を確保するためにも必要だからです。また、教師というリソースに対面

でアクセスすることもできます。ただし、学習内容は日本語に関するものなら何

でもよく、たとえば自分の好きなアニメのスクリプトを自分の母語に翻訳すると

か、あるいはそのスクリプトから知らなかった語彙のリストをつくるとか、やり

方は学習者に任せるのです。 
(中略) 

言い換えると、クラス内に進度の差が大きくて悩んでいる教員の方にも、こう

した方法は役に立つのではないかと思います。」 
 
まとめると、 



・学習者は、教室に来て、自らが決めた自分の学習したいことをする。 
・学習内容は、日本語学習に関するものなら何でもよい。 
・授業が終わってから、自分の学習したことを教師に報告する。 
という方法である。 
 今回は、この方法をブカレスト大学日本語学科 1 年生、3 年生のクラス全体で実践し、主

に 
① 学習者は何をするのか 
② 学習者と教師はどう感じるのか 
の 2 点を見てみることにした。 
 
3. 実践報告 
3.1. 1 年生のクラスでの実践 
3.1.1. 事前準備 
 1 年生の授業では、1 コマ 2 時間の授業のうち、1 時間は一斉授業で試験前の復習を行い、

残り 1 時間を自律学習の時間にあてた。また、当日の授業のために、活動の趣旨を説明した

上で、事前に勉強したいものを持ってくるよう指示した。 
 
3.1.2. 学習者の取り組みと感想 
 1 時間の自律学習の時間を設けた後、授業の最後に 
① 何を勉強しましたか。 
② どうでしたか。 
③ 次は何がしたいですか。 
の 3 つの質問に答えて、メールを送るよう指示した。以下が学習者の回答である。 
 
①何を勉強しましたか。 
・本を読んで語彙リストを作成 
・漫画を読む 
・ドラマを見る 
・本を読む 
・漢字を練習する 
 
 多くの学習者が漢字の練習をしていたが、中には、日本語の本や漫画を持ってきて読んで

いる学習者もいた。また、スマートフォンを使用して、日本のドラマを見ている学習者もい

た。事前準備の際、自律学習の活動例として数例しか紹介しなかったため、何をしたら良い

かわからなかった学習者もいたように思う。その結果、多くの学習者が普段から家でも行な

っている漢字を練習するという活動を選んだのではないかと考える。今後は教師の側から、

様々な活動例や具体的なプランを提示する必要があると感じた。 
 
②どうでしたか。 
・とても助かりました。 
・楽しかったです。 
・面白かったです。 
・面白くて簡単でした。 
・今まで自習はいつも家でしましたので、学校では自分で好きなことを選んで勉強するのは

はじめてでした。先生が持ってきてくれた小説を読んで、とても面白かったのでいい勉強に

なりました。 
・自習するのが面白かったですが、最初は何しようかよく分かりませんでした。私は自習が

家のほうで上手だと思います。家でもっと集中できて、竹内先生とクラスメイトと一緒に日

本語を勉強するのがもっと楽しいと思いますから。 



・ルーマニアの教師は日本の教師より自習のことにあまり考えません。実は、試験の前だけ

に先生が時々生徒に自分で何でも習ってさせますが、学生はうるさくなります。 
 
 感想の部分では、面白い、楽しかったなどの肯定的な意見が多かった。その一方で、クラ

スでの自律学習の意味がわからないといった意見や、ルーマニアの現状についてのコメント

も見られた。今回は 1 回限りの実践だったため、珍しいということもあって肯定的な意見が

多かったが、今後続けていくためには、学習者の自律学習への理解や、長期的なプランが必

要であると感じた。 
 
③次は何をしたいですか。 

ゲーム、音楽、漢字、読解、作文、会話の練習、面白いこと、日本語能力試験の勉強、新

しい文法、アニメの翻訳、日本の映画など 
 
 今回、活動として選んだものに加え、読解や作文、会話の練習、文法など、普段の授業で

行なっている内容をしたいという意見が多かった。しかしながら、具体的にどのような活動

を通して、どのような能力を伸ばしたいかというところまで考えている学習者は見られなか

った。今後は学習者も教師も、それらの点について「いつまでにどのような能力をどのよう

な活動で伸ばしていくのか」ということを具体的に考えていかなければならないと感じた。

同時に、学習者に提示できるような具体的な活動の例についても知る必要があると感じた。 
 
3.2. 3 年生のクラスでの実践 
3.2.1. 学習ツール 
筆者はブカレスト大学に赴任して最初の年ということもあり、新学期の最初に、学習者を

知るために、学習者の日本語学習への関心や、使用している学習ツール、学習歴などを問う

アンケートを実施した。表 1 では、3 年生がよく使用している学習ツールを紹介する。 
 

ウェブサイト スマートフォンのアプリケーション 
Youtube 
Weblio 
Jisho.org 
楽しい Japanese 
青空文庫 など 
 

JED 
Memrise 
Kanji Recognizer 
NHK Easy News 
Takoboto 
Imiwa 
Obenkyo 
Kanji Senpai  
JLPT Prepare 
Line など 

表 1「日本語学習のために、どんな道具、サイトやアプリを使っていますか」 
 
 今回のアンケートを行った際に、この質問は、サイトやアプリに限定した質問ではない旨、

説明済みであるが、やはりほとんどの回答はサイトやアプリケーションであり、様々な種類

が使われている。特に、JED や Imiwa, Jisho.org, Weblio などの辞書や、Memrise, Kanji 
Recognizer などの学習支援ツールがよく使われている。また JLPT Prepare 以外にも、日本語

能力試験の受験勉強のためのサイトやアプリなどもよく使われているようである。 
 学習者たちが、お互いに学習ツールや学習のアイディアを共有し、自分に合ったものを探

すことができるように、この質問の回答は筆者の方でまとめたうえで、3 年生たちと共有し

ている。 
 
3.2.2. 事前準備 
当初の計画では、3 年生の自律学習の実践の前週に、「学習をデザインしよう！」という



時間を設け、自律学習について説明をしたうえで、学生たちに「自分の日本語で伸ばしたい

ことは何ですか」次に、「そのためには何をしたら、いいでしょうか」という 2 つの質問を

投げかけて、授業の中で学生たちと話し合いの時間を持ち、自律学習について考え、事前準

備を行う予定でいた。ところが、天候不順のため、準備を行う予定であった授業を含めて 3
日間全学休講となり、結局口頭で自律学習に関する説明と趣旨を簡単に伝える程度にとどま

った。 
実践した授業では、一コマ 2 時間の授業のうち 1 時間を一斉授業に、次の 1 時間を自律学

習に充てることにした。 
 
3.2.3. 学習者の取り組み 
 今回の実践で、3 年生たちは以下の活動に取り組んだ。 
・本を読む 
 『坊っちゃん』『あいまいな日本の私』『アルゼンチンババア』『茶の本』『象工場のハ

ッピーエンド』など 
・日本語の歌詞をルーマニア語に翻訳する 
・文章を読んで、語彙リストを作る 
・漢字を勉強する 
 
 参加学生のうち、二人の学生はペアになって、日本語の歌の歌詞をルーマニア語に翻訳す

るという活動を共同で行った。それ以外の学生は、個人での活動で、本を読む、本を読んで、

わからない言葉を調べるといった活動に取り組んだ学生が多かった。学生たちには、自分の

関心や目的に合わせて、自身の学習内容を決めてもらうようにしたが、筆者の方でも、卒業

論文のテーマや留学先などといった学生たちの背景に合わせて 10 冊ほどの書籍を持って行

った。試験前の期間でもあったため、漢字など試験勉強をしていた学生もいた。 
 
3.2.4. 学習者の感想 
 3 年生のクラスでも、授業の最後に、実際にどのような活動を行ったかという自律学習の

内容報告をしてもらうとともに、今回の取り組みへの感想を聞いてみた。以下にいくつかの

感想を挙げる。 
 

A「いいことだと思います。自分のために勉強することにフォーカスできるからで

す。」 
B「自分の技術を使いますから、とても便利な授業だと思います。」 
C「最近、卒業論文の意識して、いろいろなものを読まないといけないですので、

クラスでもこういう時間あると良いと思います。私はもうその日ある本持ってき

ましたが先生の本、気になってたので、それに変わりました。二学期もこういう

授業はあると良いと思います。」 
D「大江健三郎の本が好きで、『あいまいな日本の私』という本を読むことは、私

にとって、もちろん、面白いアクティビティでした。それに、自律学習の時間に、

みんなは自分のペースで勉強することができて、良いと思っています。しかし、

その前クラスでやった他のアクティビティと比べると、そんなに役立たないと思

っています。日本語で本を読むことはすばらしいですが、それは家でもできます。

日本語の授業で会話、聴解、意見交換などをしたらもっと役立つと思っていま

す。」 
E「私はアジアの音楽は大好きなので、歌詞を翻訳したときは本当に楽しくていい

勉強になったと思います。私にとっては何かを勉強するときにストレスを持って

試験を考えて難しく学習することはダメだと思って、最高の仕方はそのことを勉

強することが大好きだと忘れないで熱心にすることだと思います。そうしたら、

勉強は勉強らしくなくなって、寧ろ趣味みたいになると思います。それで、一番



いい勉強になる可能性だと思います。」 
 

 1 年生と同様、3 年生の感想も概ね肯定的であった。「自分のために」「自分の技術（ツ

ール)を使って」といった A や B の感想にあるように、一斉授業ではなしえない、自分のた

めに、自分のやり方で勉強できたことが良かったようである。また、C の回答にあるように、

現在 3 年生が取り組んでいる卒業論文に関連付けることができたことも肯定的な感想につな

がっている。 
 その一方で、D の感想に見られるように、「面白い」が、それまでの授業でした活動と比

べるとそれほど役に立たないという声もあった。授業の中では「会話、聴解、意見交換など」

をした方が良いという意見である。 
 E の感想からは、自らの学習に関する内省が見られる。試験のために勉強するといったス

トレスが多い学習ではだめで、最高の学習法は、大好きなことを勉強することで、勉強が趣

味のように感じられるようなやり方であると言っている。自律学習を行ったことで、このよ

うな自らの学習について考える機会を持ち、そしてそれを言語化することができたことは良

い機会となったのではと考えられる。 
 
4. 今後の課題 
 今回、上述した教室での自律学習の実践を行って、筆者が感じた課題を以下にあげる。 
 
① 教師の役割 
 青木 (2009) には、学習者オートノミーを育てるための教師の役割として、「専門家として

情報を提供する」「選択肢を提供する」「話を聞く」「一人一人の学習のプロセスに関心を

持つ」などの役割が挙げられている。実際に学習者が自律学習を行っている間の教師の行動

はどうあるべきなのだろうか。 
 村上 (2014) は、一斉授業の中でトップだけを自律学習の時間とする提案であるが、筆者ら

の今回の実践はクラス全体での自律学習の取組みであったこともあり、今回、学生たちが自

らの選んだ学習を行っている間、どちらの筆者も自分たちは何をしていたら良いのかという

迷いがあった。もちろん学生から質問が出た場合は対応するが、それ以外の時間では、自律

学習の時間とした以上、学習者の中に入っていって、あまり介入するのも良くないのではと

いう考えも働き、迷っていたのも事実である。 
 
② 学習者のビリーフや学習スタイル 
 今回の取り組みを通して、自律学習があまり得意でない学習者や、自律学習にあまり重要

性を感じていない学習者もいる中で、学習者それぞれの自律学習への意欲を高めるには、教

師は何をすべきであるかを考える必要があると感じた。 
 また学生の感想からも、授業というものは、教師が主体的に教えて、学習者は学ぶもので

ある、授業の目標や学習内容は教師が決めるものであるといった学習者のビリーフが見られ

る。また、そういったやり方を好む学習者もいる。そのような学習者に、どのように学習者

オートノミーの考え方を伝えていったらよいのか、また、そもそも学習者のビリーフに教師

が影響を及ぼすべきなのか、というのは、今後も考えていかなくはいけない課題である。 
 
③ 目標設定と長期的なプランの設計、学習成果の共有 
 今回は 1 回きりの試みであったため、具体的な目標設定や長期的なプランを考慮せずに自

律学習の時間を設けた。そのため、学習者たちが具体的にどのような活動をすれば良いか、

何を目指した活動を行なったら良いか等に関しては、あまり考える機会を設けることができ

なかった。今回、学習者の多くは自律学習＝自習と考えており、その場で静かに自分の勉強

をすることが良いと考えている人が多いように感じた。今後は、自律学習の成果を出すため

にも、学習者それぞれの目標設定やプランを設定していかなければならない。具体的には、

ただ座って静かに自分のしたい勉強をするだけでなく、学習者自身がこれまでの言語学習や



自分自身の能力、興味などを内省し、今自分にとって伸ばしたい能力を、どのような活動を

通して伸ばしていくのかについて深く考えていく必要がある。上記の教師の役割とも関連す

るが、教師は学習者の内省のきっかけとなる質問やツールを用意して、それぞれの学習者が

どのような活動をすればよいかをサポートしなければならないと考えている。 
 また、学習した成果に関しても、例えば語彙リストの作成や翻訳などのように、学習者が

何か作成したのであれば、それを共有したり公開したりする場があっても良いのではないか

と感じた。具体的には、学期の最後に成果を発表したり、インターネット上のツールを使用

して学習者同士で共有したりといったことも可能であると考えている。 
  
 今後引き続き、教師も学習者も、自律学習とは何か、自律学習の目的は何なのか、また自

律学習をすることでどのような意味があるのか、などについて考えを深め、具体的なプラン

などを考えていく必要がある。 
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