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1. はじめに  
筆者は海外の大学の日本語教育において学生の卒業論文作成をサポートし、日本語学習と卒業論

文の両方において相乗効果が出るような方法を模索している。本稿では、それを自律学習支援の観

点から提案する。まず初めに、自律学習支援のあるべき姿について論じ、次に、筆者が卒業論文作

成の支援を日本語の授業に取り入れるべきだと考える理由を説明する。その中で、具体的な方法の

一つとして、「学習者オートノミー、自己主導型学習、日本語ポートフォリオ、アドバイジング、

セルフ・アクセス」（青木 2010）を大学の日本語教育において応用する方法を提案する。 
 
2. 自律学習支援のあるべき姿 
まず、自律学習支援そのものについて管見の及ぶ範囲で検証し、支援はどのような形で行われる

べきなのか考えたい。 
 

2.1. リソースの有効活用、学習者の多様化への対応、生涯学習のサポート 
自律学習が重要であると考える背景として、今回の研修の案内文を一部引用する。1「近年、日本

語学習の分野でも無料でアクセスできるリソース（Open Educational Resources, OER）が普及しつつ

あり、また学習者の多様化により学習者全員が同じコンテンツで学ぶのにも限界が見えてきました。

また急速な知識社会化により、市民一人ひとりが常に自分で学び続けることが求められています。

このような状況で、学習者の自律的に学ぶ力を育てるに、私たち教員はどうすればいいのでしょう

か。」 
これに沿えば、自律学習のあるべき姿には、「リソースの有効活用」「学習者の多様化への対応」

「生涯学習のサポート」ということがあげられると考えられる。  
 
2.2. 教師の積極的かつ適切な支援 
筆者は正直に言うと、もともと「自律学習」と呼ばれるものに対してやや懐疑的であった。 
例えば、「学習者たちを教室に閉じ込め、自律学習させている」という話を聞いたことがある。「た

とえ学習者たちに『ちゃんと教えてください』と言われても、そこは教師の権限で、こちらの決め

た方針に従ってもらう」という話であった。筆者にとっては、それは自己を律する学習と呼べるの

かどうかが疑問であった。 
自律学習というテーマによく登場するものの一つに、ポートフォリオがある。2013 年ヨーロッパ

日本語教師会のシンポジウムでは、国際交流基金欧州 4 拠点の JFS 日本語講座についての発表があ

った。その中では、学習者のコースに対するアンケートで、ポートフォリオについて、否定的な声

があったと述べられていた（羽太、三矢、熊野、蜂須賀 2014：50‐51）。（実際、筆者が非常勤講師

を勤める国際交流基金ブダペスト日本文化センター日本語講座でも 2011 年からポートフォリオが

導入されているが、学習者たちの反応は全体的に良いとは言いがたい。）当時はポートフォリオは

日本語教師らの間で大変注目されており、多くの機関が導入を試みていたように思う。その反面、



発表の後、200 人ほどの聴衆に対し、筆者が「このシンポジウムではヨーロッパ在住の方が多いの

で、きっと何らかの言語を勉強中だという方もたくさんいらっしゃると思うのですが、ご自分でも

ポートフォリオを使っているという方はいらっしゃいますか？」と質問したところ、答えはゼロで

あった。筆者は、教員らも授業では使うが自分自身で使いたいとは思っていないと感じた。 
以上のことから、筆者は、「学習者の多くは教師に言われたから仕方なく自律学習をさせられ、

ポートフォリオを書かされている。それは『自己を律する』と呼べるのだろうか」という印象を抱

いていた。 
しかし、今回の研修にあたって自律学習関連の論文を複数読んでみて、筆者には次のような気づ

きがあった。以前は自律学習支援に対し「教師が学習にできるだけ介入せず、学習者に勝手に勉強

させたりポートフォリオを書かせたりするもの」というイメージを持っていた。しかし、実際は「今

まで学習者が一人で無意識にやってきたことを意識的にさせるために、教師が適切な形でアドバイ

スをしたり、他者とのインターアクションの機会を作ったりすること」なのではないか、と考える

ようになったのである。2  
よって、教師の積極的かつ適切な支援を、自律学習支援に必要なことの一つと考えたい。その支

援方法に関してはおそらく多様な考え方が存在し、今後も模索と熟考と試行錯誤の必要が大いにあ

るが、「教師が極力何もしないこと」＝「自律学習支援」ではないと考える。 
 
2.3. 「生きること」と関わる学習 

2.2.において、筆者自身が以前感じていた自律学習に対する疑問について述べたが、調べていく

うちに、ほかにもいくつか批判的な意見があることがわかった。（どれも、提唱者らによる自律学

習の理念そのものに対する批判というよりは、現場におけるやり方や考え方などに対する批判であ

ると言える。） 
まず、古屋（2013）は自身のブログで、自己主導型学習の「目標設定→計画→実行→評価→…」

というサイクルは一般に PDCA（Plan・Do・Check・Action）と呼ばれるものとほぼ同じだが、それ

は資本主義的な効率第一主義に基づいたもので、非効率の極みである教育あるいは学習とは相容れ

ないのではないか、と述べている（同様のことが細川（2017）でも述べられている）。この投稿に

対し、一人の読者が「自律学習を、（…）方法論としてのみ議論するのは違和感ありますね。（…）

何を目指しての自律学習促進サポートなのか、気になります。」とコメントしている。それに対し、

古屋は「何がいいのかって言うと、その時その時を刹那的に生きるのではなく、自身の過去を振り

返り、未来を見据えながら、今を生きられるようになるっていうことでしょうか。（…）そうした

願いを離れ、自己主導型学習が効率良く学習を進めるための手段のようになってしまいがちな点に

違和感を覚えるのかもしれないと、今思いました。気づきが得られました。ありがとうございます。」

と答えている。 
また、大西（2006）は、自律学習は「学習過程におけるストラテジーとしての自律性」から「社

会において自分の考えを把握し表現するコミュニケーション主体としての自律性」への質的転換を

目指すべきであると述べている。 
舘岡（2002:3）は、「（…）言語とスキルだけで閉じられてしまうことなく、どのようにしたら自

律的な学習をしていくことができるのだろうか。スキル養成としての日本語教育に留まらない、生

きることと関わるような真の学びへと導かれるような教育場面はどのようにして生まれるのかと

いうことについて考えてみたい。」と述べている。 



以上を踏まえると、自律学習というのは単なる学習ストラテジーではなく、より深い段階におけ

る、「生きる」ということに関わる学習であるべきだと考えられる。 
 

3. 卒業論文を日本語教育に取り入れる理由と方法 
2.において、筆者は自律学習のあるべき姿として「リソースの有効活用」、「学習者の多様化への

対応」、「生涯学習のサポート」「教師の積極的かつ適切な支援」「『生きること』と関わる学習」と

いう五点を提案した。次に、筆者が卒業論文を日本語の授業に取り入れるべきだと考える理由とそ

の方法例を、これら五点から説明する。 
卒業論文作成というのはもともと基本的に自律して行われる活動だと言えるだろう。なぜなら、

人によってそれぞれテーマが違うため、しめきりに向けて自分で計画を立て、資料を集め、研究を

進めなければならないからである。一方で、ヨーロッパの多くの国ではボローニャ・プロセス導入

により学士課程と修士課程が分かれ、例えば弊学では 2006 年入学の学生を境に卒業論文を書く期

間は 5 年から 3 年になった。それにより、学生らは少ない時間の中で卒業論文を執筆し、なんとか

締め切りに間に合わせるのが精一杯というのが現状である。学生生活の集大成としての意義が十分

に生かしきれていないという印象を受ける。 
筆者が目指しているのは、日本語教師の適切なサポートにより、日本語の勉強と卒業論文の執筆

がつながりを持ち、相互に効果が出るような方法である。筆者はこれまで自律学習という視点から

卒業論文作成の支援を考えたことがなかったが、実は大いに関係があることは間違いないであろう。 
このような観点から、上記の五つの点を一つずつ見ていきたい。 

 
3.1. リソースの有効活用 
そもそも卒業論文というのは、リソースを有効活用した成果物そのものである。筆者がアンケー

ト調査（未発表）をした限り、ヨーロッパでは基本的にどの日本（語）学科でも卒業論文執筆自体

は学習者の母語で行われている。しかし、日本語で資料を探したり、日本人に対して調査を行った

り、日本語の文献を読んだり、日本語で結果をまとめたりする活動は、内容重視かつ学習者主体の

日本語学習になる。また、学んだ日本語を少しでも生かした成果物が数十ページの大作として母校

に残されることは、日本語授業内で課されるレポート等に比べ、学習者の動機付けという面でもよ

り有効だと考えられる。 
 
3.2. 学習者の多様化への対応 
卒業論文は人によって違うテーマを選択するものであるため、多様化にも対応できると言える。

日本語学習の面から言えば、各自が自らの選んだテーマについて日本語で理解でき、かつ語れるよ

うになる、というのは非常に重要なことであると言えよう。 
 
3.3. 生涯学習のサポート 
卒業論文はその内容を進学や就職に生かす人も多い。また、時間をかけて熱心に書いた論文であ

ればあるほど、執筆者の生涯にわたるものの見方や考え方に影響を与える可能性が高いだろう。こ

うして卒業論文が生涯のテーマの一つになりうることを考えると、卒業論文執筆のために日本語を

使用した体験が生涯の日本語学習につながるということも想像に難くない。 
 



3.4. 「生きること」と関わる学習 
 学習者ひとりひとりの生き方に関わるような学習のためには、筆者は次の三点が大切なのではな

いかと考えた。一つ目は「主体的に学習すること」、二つ目は「一つのテーマにできるだけ長い時

間を費やし、できるだけ深く研究すること」、三つ目は「学習に多くの人が関わり、やりとりをす

ること」である。 
一つ目については、筆者は卒業論文を通して日本語を勉強すれば、その活動は自動的に主体的に

ならざるを得ないと考える。なぜなら、たいていの授業では教師が課題を考え、また答えを握って

いるのも教師である場合が多いのに比べ、卒業論文は、課題を考えるのは学習者らで、答えは学習

者にも教師にも簡単には見つからないことが多いからである。逆に卒業論文の観点から見れば、「締

め切りに合わせてとにかく担当教官の言うことを聞きながら文字数を埋める」という状態ではあま

り主体的な学習とは言えないが、じっくり取り組む環境があれば、それは主体的な学習となる。 
二つ目については、日本語教師が卒業論文作成活動を自分の授業に取り入れると、学生にとって

は自動的に卒業論文のために割く時間が増え、より深く研究するきっかけとなると言える。大学で

は各教員がそれぞれ自分の専門分野を教えており、それが完全に学生個人の卒業論文と一致すると

いうことはほぼない。そのため、学生らは履修している授業以外の時間に卒業論文の作成を進めて

いる。日本語教師の授業における協力は、単純に卒業論文に関わる時間を増やすことになる。 
また、卒業論文のことを考え始める時間を前倒しするきっかけを作ることもできる。例えば筆者

の勤める大学では、筆者がこういった授業を始めるまでは、学生らは卒業論文提出の半年ほど前、

つまり教務課に卒業論文のタイトルを提出する締め切りの直前になってようやく自らの卒業論文

のテーマについて考え始める場合が多かった。筆者が 2 年生の後期からこういった授業をやりはじ

めるようになり、テーマを考え始める時期は半年ほど前倒しされたことになる。 
三つ目については、卒業論文作成のサポートを日本語教育にも取り入れることで、それまでの主

に担当教官のみが学生の卒業論文作成に関わってきたという状況から、日本語教師からの視点が新

たに加わるようになる。（逆に言えば、独立した日本語授業に担当教官の視点が新たに加わるよう

になる。）また、ほかの学習者らとのインターアクションを授業に取り入れると、学習者同士が互

いの卒業論文のテーマを知り、情報や意見の交換をするようになる。このように、多くの人が自分

のテーマに関わり、やりとりをすることにより、多角的視点が得られる。 
おそらく、日本学の専門知識がない日本語教師が卒業論文を日本語教育で扱ってもいいのか、と

いう疑問が出てくるだろう。学習者の卒業論文のテーマを日本語授業内で扱ったという論文は、管

見の限り、ないに等しい。３ それには様々な理由があると思われるが、一つには、日本語教師が日

本学に口を出すということが（両方に専門知識を持つ教員の話でない限り）タブー視されていると

いう背景があるのではないだろうか。 
しかし、現在では、CBL（Content Based Learning）やCLIL（Content and Language Integrated Learning）

のような内容重視の外国語学習、複数教員の同時登壇、教科横断型授業、総合型学習など、特定の

教科・科目の枠を超えた柔軟な授業が注目されている。「互いの専門領域に口を挟んではいけない」

というのはもはやナンセンスとも言えるだろう。ちなみに筆者は、自分の専門ではない内容に関し

ては、訂正やアドバイスを試みるのではなく、質問（教師として答えを知っている質問ではなく、

本当に答えを知りたい質問）をすることで、学習者の気づきを促すよう心掛けている。 
 
3.5. 教師の積極的かつ適切な支援 



 筆者は教師が学習者の自律学習をサポートすることに関して、青木（2010）から以下の三点を参

考にすることを考えた。それは、学習の計画・実行をサポートするツール、学習者が学び方を学ぶ

ためのサポートをするアドバイジング、そして学習に必要なリソースに自由にアクセスできる場で

ある。 
まず、学習の計画・実行をサポートするツールに関して、青木は日本語ポートフォリオ（青木 2006）

を作成している。それは学習に割ける時間が限られている人たちが対象で、自分で自分の学習のイ

ニシアティブを取れるようになることが目的とされている。そこで筆者は、この日本語ポートフォ

リオを参考にして、卒業論文執筆に割ける時間が限られているボローニャ・プロセス導入以降の学

生たちのために、「卒業論文ポートフォリオ」を作成した。自分で自分の研究のイニシアティブを

取り、時間に余裕を持っていい論文が書けるようにすることを目指したものである。 
次に、アドバイジングに関しては、アドバイザーの役割として plan-do-see のサイクルを作るのを

助けること、学習のノウハウに関する専門知識を提供すること、動機の維持を助けることが挙げら

れている。アドバイザーは様々な質問をすることで、学習者の思考のプロセスの道標を作る（青木

2001, 2010）。青木は、重要なのは、質問をした後アドバイザーは学習者が答えるまで黙って待つこ

と、質問の答えは傾聴すること、答えを承認すること、そして、どうしたらいいか分からない人に

は自分の考えを押し付けず選択肢を提示することだという。また、言語学習のノウハウに関する専

門知識を提供したり、動機の維持を助けたりする必要もある。日本語授業の中でも、卒業論文作成

のために教員として、場合によっては学習者同士で、以上のようなサポートをすることが可能だと

考えられる。 
最後に、学習に必要なリソースに自由にアクセスできる場に関しては、学生らの卒業論文のテー

マはあまりに幅が広く、また、海外の学習機関では日本で発行された資料をそろえることが難しい

という事情もあり、充実したセルフ・アクセス・センターを作ることは物理的に難しいと考えられ

る。一方、冒頭の研修案内文にもあるように、近年は無料でアクセスできるリソースが普及しつつ

ある。質さえ問わなければ、完全に情報過多の時代であると言えるだろう。学生が卒業論文を作成

する際にも、特に卒業論文の提出までまだ時間があり、テーマも確定していないような学生の場合、

多すぎる情報の中からどれを必要とみなせばいいのかわからない、という声をよく聞く。もし、教

師が各学習者の興味の範囲を把握していれば、よいリソースを個別に伝えることができる。特に外

国語のリソースは自分に必要なものかどうかをすぐに判断するのが難しいため、その言語に精通し

ている教師がよさそうなものを送れば、研究の手助けになるだろう。また、日本語学習の観点から

言えば、自分の研究テーマに関係のある文章は一般的な文章よりもモチベーションを持って読むこ

とができるという利点がある。 
 
4. まとめ 
 青木（2010）に沿った自律的な卒論執筆支援方法はまだ実験段階である。今年度後期から卒業論

文ポートフォリオ等の使用を始めてみたが、2017 年 4 月 30 日現在、学習者たちの意見や効果など

はまだ正確にはわかっていない。しかし、筆者がこのような活動をやり始めて以来、学習者の意識

は年々次第に卒業論文に向いてきており、今年度後期から始めた方法も確実にその大きな一助とな

っていると感じる。あまり結果を急ぎすぎず、試行錯誤していきたい。 
 

 



注 1 国際交流基金ブダペスト日本文化センター日本語教育アドバイザー(日本語上級専門家）村上吉文

氏による私信（2016/11/17）。 
注 2 例えばDavid Little は次のように述べている。「(…) although they may be novices in language learning, 
learners of all ages usually exhibit a high degree of expertise and autonomy in their life outside the classroom. 
According to this view, the teacher’s role is to engage learners’ pre-existing capacity for autonomous behaviour 
(their agency) and harness it to the business of language learning.」（Little 発行年不詳:1） 
注 3  例えば楊（2015）は中国の大学日本語専攻教育における卒業論文支援に関する実践研究を報告し

ているが、該当大学では卒業論文自体が日本語で書かれているということなので、日本語教師の役割は

もともとかなり大きい。舘岡（2002）は、学習者の知的好奇心やメタ認知能力を高めるような方法で研

究を進めさせた授業について書かれているが、卒業論文の研究というわけではない。 
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