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1. はじめに 

 グローバルな交流が増す現在、日本語教育におい

て、日本語学習者のコミュニケーション能力やイン

ターアクション能力の育成の重要性が高まっている

（ネウストプニー1995）。特に、会話によるコミュ

ニケーションは、学習者が日本語コミュニティに参

加する上で重要である。こうした学習者のコミュニ

ケーション能力やインターアクション能力を育成す

るためには、会話分析や談話分析などの会話データ

の分析が有効である。会話データによって、実際の

会話場面での言語行動を綿密に分析して実態を把握

し、その知見を教育現場に還元できるからである。

本研究では、談話レベルでの会話データの分析の総

称を「会話データ分析」（中井 2012a）とし、より

包括的に捉える。 

 そして、日本語教育専門家を育てる日本語教員養

成課程においても、こうした「会話データ分析」の

知見を会話教育に活かしていく「研究と実践の連携」

を主体的に行える教員の養成が重要である。そこで、

本研究では、会話データ分析と会話教育の理論と実

践について学ぶことを通して、「研究と実践の連携」

が行える日本語教員養成を目指した大学院での演習

の試みを例に取り上げる。そして、演習における様々

な活動を通して、受講者が如何に「研究と実践の連

携」を意識化していったか、またその困難点は何か、

および、各活動を実施する上での問題点は何かにつ

いて分析する。これにより、今後の大学院での日本

語教員養成のあり方について検討する。 

 

2. 先行研究 

 まず、本研究で分析する日本語教員養成課程の演

習において重視した「研究と実践の連携」の概念に

ついて述べる。次に、本演習において受講者の振り

返りを促進するために補助的に利用した学習オンラ

インシステムの Moodleについても、その特徴を説明

するとともに、先行研究を概観してこれまでの利用

例における利点と問題点をまとめる。 

2.1 「研究と実践の連携」の必要性 

 日本語教員の養成に関する調査研究協力者会議

（2000:8-9）では、「日本語教員として望まれる資

質・能力」には、主に、「①日本語教員自身が日本語

を正確に理解し的確に運用できる能力」、「②言語に

関する知識・能力」、「③授業や教材を分析する能力」、

「④学習者に応じた適切な教育が行える能力」があ

るとしている。こうした教師の能力は、特に、自身

や学習者の言語運用を客観的に分析・改善したり、

授業中のやり取りを分析したりして、言語知識を蓄

え、適切な調整やフィードバックが行える能力にも
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当てはまる。 

 このような言語や授業を分析してその知見を運用

する能力は、教員養成の段階で十分に育成されるべ

きであるが、その１つの方法として、会話データ分

析の手法を活用することが挙げられる。中井（2008, 

2012a）では、教師が母語話者と非母語話者の会話

データの分析を行い、その成果をもとに日本語の会

話教育実践を行い、会話指導学習項目の整理を行う

という「研究と実践の連携」の重要性を指摘してい

る。そして、中井（2009, 2012a）では、会話教育

のために必要な「会話を分析する視点」の育成を目

指した日本語教員養成コースについて分析している。

その結果、受講者の会話を分析する視点が育成され

たことにより、日常生活の中の会話の特徴を意識化

するようになり、受講者自身のコミュニケーション

能力にも変化が見られたという。だが、会話データ

分析で得られた知見を日本語教育実践に取り入れて

いけるような教育能力の育成までは及ばなかったと

している。 

 以上のような点から、受講者が会話データ分析を

行い（研究）、その知見を活かした日本語教育実践の

授業デザインができ（実践）、且つ、受講者自身のコ

ミュニケーション運用能力を自身で向上させていけ

るような「研究と実践の連携」を主体的に行える教

員養成の必要性が喚起される。 

2.2 Moodleの定義、利用の利点・問題点 

 Moodle とは、教師と生徒の両者が共に学習過程

を作り上げていく「社会構成主義」に基づいて、1988

年にマーチン・ドウギアマスによって開発されたオ

ンラインシステムのことである。 

 図１は、受講者が投稿した Moodle の画面の例で

ある。画面の左上にユーザー画像、投稿の題名、投

稿した日付、および、投稿者の名前が表示されてい

る。中央は投稿した内容であり、投稿を閲覧した者

が右下の返信ボタンを押せば返信できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ Moodleの投稿画面 

 

 Moodle は現在様々な授業に導入され、その利用

の利点も様々な研究で確認されている。福島（2009）

は留学生を対象とした日本語の授業で Moodle を利

用することによって、学生達が異なった意見に触れ

る機会が増えたほか、深い考察へ導くきっかけとな

ったと述べている。渡辺・北川（2012）は、学部留

学生を対象とする上級レベルの聴解授業の実践を考

察した結果、Moodleを用いたBlended Learning 型

授業は対面授業よりも多種多様な教材を効率良く提

供することを可能にし、語彙学習の促進に繋げるこ

とができたとしている。 

 しかし、Moodle 上における学生同士での議論が

不十分であったり（糟谷 2014）、Moodle の使用が

学生に大きな負担をかけたりすること（家田・福島

2011）もあり、Moodle利用には問題点も見られる。 

 このように、Moodle を導入した言語教育の利点

が見えると同時に、いくつかの問題点も存在するこ

とが分かる。今後、日本語教員養成の演習でも

Moodleを有効に利用して、受講者の考察を深めて

いくことが可能であると言える。そこで、本研究で

は、大学院での日本語教員養成課程の演習を対象に、

授業におけるMoodleの役割を探る。その際、受講

者がどのようにMoodle を利用することで、「研究と

実践の連携」を意識化するようになったかという視

点から分析する（4-1節）。そして、受講者が演習の

活動をどのように振り返っていたかについても、

Moodleの書き込みをデータの１つとして分析する

（4-2 節）。 
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3. 授業概要 

本研究では、会話データ分析と会話教育の理論・

実践に関する演習の２学期分（2013年度の前期：４

月-７月、後期：10月-１月、週１コマ）を分析対象

とする。この演習は、大学院修士課程において日本

語教育専門家を育てる日本語教員養成課程の一環で

行った。前期は 22 名、後期は７名の日本人と留学

生の受講者が参加していた。 

 本演習では、前期で会話データ分析に関する活動

を行い、その後、後期でそれを活かした会話教育の

理論と実践を扱う活動を行った。こうした本演習で

の活動を行うことで、会話データ分析による「研究

と実践の連携」が行える日本語教員の育成を目指し

た。さらに、前期と後期の演習の各授業の後、授業

に関する感想・質問を Moodle に書き込んで議論す

る課題を課し、演習で学んだことを整理して深く考

察できることもねらった。 

 表１に前期と後期の演習の授業概要をまとめた。

 

表１ 前期と後期の演習の授業概要 

 前期（４月-７月）：会話データ分析 後期（10月-１月）：会話教育 

受講者 日本人と留学生の受講者（22数名） 日本人と留学生の受講者（７名） 

授業内容 １．会話データ分析の基礎的知識の導入  

２．会話データ分析の体験（データ収集・分析・

発表・レポート作成）  

３．Moodleへの授業の感想・質問の書き込み 

１．会話データ分析を活かした会話指導学習項

目、会話教育実践・教材の導入  

２．会話教育デザイン・教材のグループ発表・

レポート作成  

３．Moodleへの授業の感想・質問の書き込み 

参考文献 橋内（1999）、南（1972, 1993）、堀口（1997）、

中井（2012a）、ネウストプニー・宮崎（2002）、

ファン（2002）など 

尾崎他（2010）、伴・宮崎（2009）、中井（2012a, 

b）など 

 

3.1 前期の演習の授業概要 

 前期の演習では、主に、会話データ分析の基礎的

知識を導入した。例えば、隣接ペア、同時発話、話

者交代、あいづち、評価的発話、質問表現、非言語

行動、会話の構造（電話の終わり方など）、会話の単

位（話題区分方法など）、会話の機能、発話交換構造、

ストーリーテリングの構造、現場性などである。参

考文献としては、橋内（1999）、南（1972, 1993）、

堀口（1997）、中井（2012a）などである。その後、

ネウストプニー・宮崎（2002）、ファン（2002）、な

どで、言語データの収集方法やフォローアップ・イ

ンタビュー（FUI）の手法について検討した。 

 その後、学んだ会話データ分析の理論や研究手法

を用いて、実際に会話データ分析を体験してみる活

動（データ収集・分析・発表・レポート作成）を行

った。 

3.2 後期の演習の授業概要 

 後期の演習では、会話データ分析の手法や成果を

活かした会話指導学習項目、および、会話教育実践・

教材について、尾﨑他（2010）、伴・宮崎（2009）、

中井（2012a、b）などの参考文献をもとに議論した。 

 会話指導学習項目としては、聞き返し、あいづち、

評価的発話、質問表現、終助詞、非言語行動、声の

調子などの談話技能のほか、社会文化的な知識と運

用など、中井（2012a）でまとめられているものを

取り上げた。これにより、会話教育デザインや学習

者へのフィードバックの視点として、会話指導学習

項目が活用できるようになることをねらった。 

 また、こうした会話指導学習項目を扱った会話教

育実践としては、モデル会話、ロールプレイ、会話
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活動、口頭発表、コミュニケーションの機能、会話

のフロアー、談話技能、学習ストラテジーを用いる

タスク、会話分析活動、ストーリーテリング、ビデ

オ作品作成プロジェクト、アニメや実写の映画視聴、

演劇などの授業活動を紹介した。これらの会話教育

実践例は、どれも日本語学習者が自身や他者の会話

を分析する視点を得て自身のコミュニケーション能

力、インターアクション能力を向上させていくこと

を目指したものであった。 

 こうした会話指導学習項目や会話教育実践の例を

ふまえ、受講者がグループで独自の会話教育デザイ

ン・教材を検討して発表し、レポート作成を行う活

動を実施した。 

 

4. 授業分析 

 本演習における次の３つの活動に焦点を当てて、

多角的に分析を行う。そして、これらの３つの活動

を通して、特に、受講者が如何に「研究と実践の連

携」を意識化したか、またその困難点は何か、およ

び、各活動を実施する上での問題点は何かについて

考察する。 

 

⑴Moodle への授業感想・質問の書き込み活動 

（4-1 節） 

⑵会話データ分析を体験する活動（4-2 節） 

⑶会話教育デザイン・教材の作成活動（4-3節） 

 

 分析対象とするデータは、各学期終了後に受講者

に行った演習の授業に関するアンケート調査、聞き

取り調査、および、授業観察、Moodle への書き込

み、受講者の発表やレポートなどの成果物である１。

本演習に関するこれらのデータを詳細に見ていくこ

とにより、受講者らによる「研究と実践の連携」の

意識化のプロセスを質的に検証していくことができ

ると考える。 

4.1 Moodle への授業感想・質問の書き込み活動の

分析 

 本節では、前期と後期にわたる受講者による

Moodle への授業の感想・質問の書き込み活動にお

いて、どのようなトピックについて書き込みが多く

行われていたのか分析する。これにより、受講者が

Moodle によって授業内容を振り返り、内省を行っ

た際に、どのようなことが中心に意識されていたか

を把握し、前期と後期を通した受講者の意識の変化

を探る。そして、本演習における Moodle の役割に

ついても検討する。 

 トピックの抽出作業は、Moodle 画面に受講者が

書き込んだ内容（前期 14 回分と後期 11 回分２）を

データとして次のような手順で行った。 

 まず、Moodle に書き込まれた内容のまとまりご

とに、一つずつその「内容」を１文に記述していっ

た。その際、受講者が書き込みの中に記している見

出し、および、箇条書きの区分の仕方などを参考に

した。 

 次に、１文に記述した「内容」について、Moodle

の書き込みが行われた回ごとに１つずつ比較し、内

容的に近いものを一つの「カテゴリー」にまとめた。 

 最後に、概念的に共通する複数の「カテゴリー」

を集め、それらを上位概念で括る簡潔なタイトルを

一つ付けて、それを一つの「トピック」とした。こ

の結果、書き込みの「トピック」の総数は、前期で

221件、後期で 94件であった。 

 こうして抽出したトピックから、演習の授業後の

各回に５回以上書き込みがあったものを「出現頻度

の高いトピック」として認定した。表２は、前期の

演習の授業において、Moodleの書き込みの中で「出

現頻度の高いトピック」として認定されたもの、お

よび、その内容の詳細である「カテゴリー」である。

例えば、「あいづち（全 10 件）」とは１つの「ト

ピック」であり、「あいづちにおける自己分析（３

件）」とは「カテゴリー」の１つである。 

表２から、授業内容と強く関連するトピックの出

現頻度が高いことが分かった。そして、受講者は演

習で学んだ会話データ分析の理論に関するトピック

について具体的に様々な言語表現と関連させながら

述べる場合が多かった。例えば、「電話の始め方・ 
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表２ 出現頻度の高いトピック（前期） 

「あいづち（全 10件）」： 

・あいづちにおける自己分析（３件） 

・あいづちの指導（３件） 

・あいづちの頻度とタイミング（２件） 

・あいづちと話題転換（１件） 

・あいづちと文化の違い（１件） 

「電話の始め方・終わり方（全９件）」： 

・人間関係の確認（３件） 

・電話がなかなか終わらない時（２件） 

・終結部の表現（２件） 

・会話を終了させるテクニックの指導（１件） 

・日中比較（１件） 

「非言語行動（全９件）」： 

・自分の経験で感じたもの（３件） 

・男女差（２件） 

・ジェスチャー（２件） 

・目線（２件） 

「データ収集（全８件）」： 

・データ収集協力者としての体験談（３件） 

・データ収集者としての体験談（３件） 

・データ収集に関する悩み（２件） 

「研究方法（全６件）」： 

・悩み（３件）・感想（２件）・質問（１件） 

「FUI（全６件）」： 

・注意すべきこと（２件） 

・勉強になったこと（２件） 

・気づき（１件）・質問（１件） 

「ストーリーテリング（全５件）」： 

・ストーリーテリングにおけるあいづち（１件） 

・日中比較（１件） 

・構造（１件）・授業（１件）・能力（１件） 

「話題区分作業（全５件）」 

・話題区分の作業をした感想（５件） 

 

終わり方」というトピックでは、受講者自身の経験

を取り上げ、電話を始める際どのようにお互いに確

認するのか、また普段電話で話がなかなか終わらな

い時にどうしているかといった書き込みが見られた。

それと同様に、「あいづち」に関しても、受講者は自

分のあいづち使用を分析したり、それぞれの文化に

おけるあいづちの使い方を挙げたりしていた。 

 例⑴では、ある受講者（中国人受講者）が電話を

かける際における人間関係の確認について、自分の

経験を述べている。 

 

例⑴ 電話の始め方・終わり方（人間関係の確認） 

前期第２回授業の感想 投稿日 2013年 4月 26日 

自分が中国での習慣と日本の電話マナーが混ぜて

いることに気づきました。特に、友達にかけると

きは、電波がつながって、相手が電話に出たと思

ったら、相手と同時に、「もしもし」といい、受け

手の名前を呼びかけ、相手も私であることに気づ

いたら、「今大丈夫？」と相手が不便じゃないかを

確認します。中国語で電話するときも同じパター

ンですが、「お元気」よりは「今大丈夫」とか「今

どこ？」というときが多いです（後略）。 

 

 また、体験談、研究上の悩みのような内容も見ら

れ、受講者が学習者として言語を学んだ経験、およ

び、教師として日本語教育現場で教えた経験を振り

返る場としてMoodleが用いられていた。 

 次に、表３は、後期の演習の授業において、Moodle

の書き込みの中で「出現頻度の高いトピック」とし

て認定されたもの、および、その内容の詳細である。 

 後期に入って、実際の日本語教育現場における可

能性、また教師として教授法をどう日本語授業に取

り入れたら良いかに関する内容が前期に比べ増えて

きた。例えば、「ロールプレイ」というトピックにつ

いて、受講者は、ロールプレイを体験した感想のほ

か、大人数クラスにおける実施上の疑問、上級者を

対象としたロールプレイのあり方、および、その準

備に関して自分の意見を述べていた。それと同様に、

「モデル会話」というトピックも数多く議論されて

おり、その中では、モデル会話の使い方、モデル会 



大学日本語教員養成課程研究協議会論集 11: 1-14 (2015)   ISSN 2186-5825 

6 

 

表３ 出現頻度の高いトピック（後期） 

「ロールプレイ（全 10件）」： 

・ロールプレイを体験した感想（３件） 

・ロールプレイの実施（２件） 

・大人数クラスにおけるロールプレイ（２件） 

・上級者を対象としたロールプレイ（１件） 

・モデル会話とロールプレイ（１件） 

・ロールプレイの準備（１件） 

「モデル会話（全８件）」： 

・モデル会話の使い方（３件） 

・モデル会話を暗記させる意義（2 件） 

・モデル会話の討論（１件） 

・モデル会話を作成する際の注意点（１件） 

・学習者に合わせたモデル会話の練習方法に対

する疑問（１件） 

「『身近な漢字に注目』タスク（全５件）」： 

・「身近な漢字に注目」タスクの感想（２件） 

・「身近な漢字に注目」タスクに興味を持った

理由（２件） 

・「身近な漢字に注目」タスク発展の可能性（１

件） 

「Moodle使用の感想（全５件）」： 

・Moodle 使用の感想（４件）  

・Moodle などの SNS を授業の一環で用いる

こと（１件） 

 

話を暗記させる意義、学習者に合わせたモデル会話

の練習方法に対する疑問などの書き込みも見られた。 

 例⑵は、ある受講者（日本人受講者）が日本語授

業で教師としてロールプレイを実施する際の不安に

ついて述べている例である。 

さらに、日本語教育実践に対する疑問・不安・問

題点・提案などの内容も現れ、徐々に教育実践に対

して批判的に考えていけるようになった受講者の姿

も窺えた。 

例⑶は、受講者（中国人受講者）がモデル会話の

応用方法について批判的に捉え、自身の見解を述べ 

例⑵ ロールプレイ 

（大人数クラスにおけるロールプレイ） 

後期第３回授業の感想 投稿日 2013年 10月 23日 

大人数のクラスでの対応（特に feedback）が、ロー

ルプレイを知れば知るほど、私には出来る気がしな

い。活動中は教室内を回って様子を観察すると思う

が、ロールプレイの一部しか聞くことができず、誤

用を見逃してしまうのではないかと思うと怖い。（中

略）しかし、大人数であればあるほど、発話機会を

増やすために学習者同士のロールプレイ活動は有効

であると思う。このような不安は場数を踏めば解消

されるものなのか、気になっている。 

 

例⑶ モデル会話（モデル会話の使い方） 

後期第２回授業の感想 投稿日 2013年 10月 16日 

モデル会話だからといって、必ずしもまるごと学習

者に暗記させる必要がないということです。そして、

会話分析の視点をいれ、会話の流れ・構造を分析し、

学習者に各部分に現れる定型表現や進み方を理解さ

せた上で、必要な部分をちゃんと覚えて応用練習活

動を行う方が効果的であることがとても勉強になり

ます。 

 

例⑷ モデル会話（学習者に合わせたモデル会話の練

習方法に対する疑問） 

後期第２回授業の感想 投稿日 2013年 10月 18日 

モデル会話内の語彙や文を入れ替えて会話を作るパ

ターンプラクティスはできるが、会話の内容や状況

を自分で考える練習になると止まってしまう学習者

も少なくない。原因としては、モデル会話の内容が

理解できていない、文型が理解できていない、既習

項目（特に語彙）が定着していない、母国で経験し

た言語学習方法が異なるなどが考えられる。そのよ

うな学習者へどのように対応するべきだろうか。 

 

ている例である。 

例⑷は、ある受講者（日本人受講者）がモデル会
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話の代入練習に慣れない学習者に配慮し、どのよう

に対応すれば良いかという疑問を投稿している例で

ある。 

 このように、前期の投稿と比べて後期の投稿では、

一人の学習者、および、教育者として歩んできた経

験を書き込んだ内容のほか、ある会話の特徴が会話

授業において如何に応用可能かを議論した内容が増

加した。この変化は、前期の時点では「言語に深い

興味を持つ研究者の視点」であった受講者が、２学

期間のMoodleへの投稿を通じて、後期では、実際

の日本語教育現場でこれらの言語項目をどう教えて

いくのか、学習者が学ぶ際にどのような問題が実際

に起こり、どこに注意すれば良いかについて考えら

れる「教師の視点」になっていくプロセスを示して

いる。これは、演習担当者が前期と後期で扱う内容

をデザインした際にねらっていた変化ではあるが、

実際に演習を実施してみて、受講者の意識の変化が

Moodleにより現れた結果であると言える。 

 以上の分析結果から、Moodle への書き込みが研

究内容を日本語教育実践と連携させる「研究と実践

の連携」のプロセスを意識化する足がかりの役割を

果たしていたのではないかと言え、受講者をより深

い考察に導いた点で福島（2009）の研究結果と一致

している。 

 一方、Moodle 使用の問題点としては、家田・福

島（2011）、糟谷（2014）でも指摘された通り、投

稿者間のインターアクションが活発ではなかったり、

受講者が Moodle の使用に負担を感じていたりした

点が挙げられる。前期では、受講者同士でコメント

し合うことがあったが、それは１つの書き込みに対

して一人の投稿者が感想を返信した後、その書き込

みを最初に投稿した人によって感想や謝辞が追加さ

れた場合に限られており、受講者全体にわたる意見

交換は見られなかった。後期では、Moodle に書き

込んだ内容について次の演習の授業で教師と受講者

の全員で議論したため、教室内の意見交換が活発で

あったが、一方で Moodle の投稿に対するコメント

は前期よりも減ってしまった。授業アンケートで「授

業内容のほとんどが授業中に討論されたため

Moodleが書きづらい」、「Moodleへのアクセスは面

倒」という意見もあり、書き込む内容を考える工夫

や操作上の問題で、受講者の Moodle への書き込み

に対する動機が下がってしまった恐れがある。しか

し、Moodle が授業での議論のきっかけ作りとなっ

た点では、Moodle が重要な役割を果たしていたと

言え、今後、授業と Moodle への書き込みを如何に

連携させていくかが鍵であると考えられる。 

 今後は、Moodle 投稿者間におけるインターアク

ションを如何に活発にできるか、また教室内での活

動と連携させ、Moodle への書き込みに対する投稿

者の動機を如何に上げられるかが重要な課題である。 

4.2 会話データ分析を体験する活動の分析 

 本節では、前期での会話データ分析を体験する活

動において、受講者にどのような学びが生じていた

かについて、受講者への授業アンケート調査、聞き

取り調査、および、授業観察、Moodle への書き込

み、受講者の発表やレポートなどの成果物をもとに

分析する。 

 本活動では、まず、会話データ収集・分析を目的

として演習の授業中にロールプレイ（料理のレシピ

を説明する）を行い、これを撮影した。それから１

週間後に、ロールプレイ参加者を対象者として、ロ

ールプレイ会話の録画データを見ながら、会話時の

意識を聞くための１度目のフォローアップ・インタ

ビューⅠ（FUIⅠ）を実施した。このFUIⅠは、演

習の授業中に行ったため、FUI 実施者と FUI 対象

者以外の受講者も周りで観察している公開データ収

集となった。この後、受講者が４つのグループに分

かれ、テーマを決めて分析を行い、グループ発表、

および、レポート作成を行った。グループ分析のテ

ーマは、ロールプレイデータを対象とした「料理説

明場面における質問表現の分析」、「あいづちの使用

の分析」などであった。この他に、FUIⅠ自体をデ

ータにして、再度それについて問うFUIⅡを行って

分析する「FUI の FUI 分析」を行うグループもあ

った。 
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 ここでは特に、「FUIのFUI分析」を行ったグル

ープA（現職教員の受講者３名からなる）を例とし

て取り上げ、現職教員受講者の「会話データ分析の

体験プロセス」について分析する。 

 グループAの受講者の中には、FUIⅠで質問を行

うFUI実施者として参加した者がいた。だが、その

質問の仕方により、FUI対象者からうまく応答を引

き出せなかった。そこで、グループAでは、質問発

話の仕方でうまくいかなかった要因を明らかにする

という研究課題を設定した。そして、まず、本演習

で紹介したファン（2002）のほか、村岡（2004）な

どのFUI に関する先行研究を参考にして、FUIⅠで

の質問発話の仕方と内容に対する印象度についての

評定尺度を作成した。これをもとに、グループA の

メンバー３人で FUIⅠの録画データを見ながらそ

れぞれ印象度を測り、その結果を統計処理して分析

した。 

 さらに、FUIⅠの実施者と対象者に対して、１度

目の FUIⅠ時の意識を問う２度目の FUIⅡを 30〜

40 分程度行い、FUI 対象者にとって答えやすい質

問発話であったかどうかを確認し、効果的な質問発

話を特定した３。 

 以上のグループAの会話データ分析の体験プロセ

スをまとめると、図２のようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 会話データ分析の体験プロセス 

 

 こうした会話データ分析の体験プロセスの活動に

おいて、グループAの受講者にどのような学びが生

じていたかに関する受講者自身の記述を、Moodle

への書き込み、および、授業アンケートから抽出し

た。その結果、表４のように、「受講者の学び」の記

述は、⑴FUIでの学び、⑵グループ活動での学び、

⑶発表での学び、⑷レポート作成での学び、⑸会話

データ分析の体験プロセス全体での学びに分類する

ことができた。 

まず、⑴FUIでの学びでは、グループA の現職教

員受講者は、いつもは教員の立場であるが、FUIⅡ

を受ける対象者の立場の体験をすることによって、

その視点に立って考えることができたとしている。

この回答より、現職教員受講者がFUIを受ける日本

語学習者の立場を自ら体験し、学習者の視点から考

えることが可能となったことが分かる。よって、FUI

という「研究」の体験を受講者自身の日本語教育現

場での「実践」に繋げる意識化に結び付いたのでは

ないかと言える。さらに、FUIが公開で行われたこ

とによって、受講者全員がFUIでの質問発話のあり

方についての問題意識を同時に共有することができ

たと述べている。また、グループAの現職教員受講

者の一人は、OPI（Oral Proficiency Interview）テ

スター資格を持ち、FUIⅠ実施時に、OPI で使用さ

れる質問方法を用いてしまった４。そのため、FUIⅠ

対象者から、適切な応答発話が抽出できなかった。

そこで、自身の FUIⅠの仕方の分析を行うことで、

どのような質問発話をすれば適切な応答発話を引き

出すことができるかという改善策を得て、今後の自

身のインタビュー手法といった日本語教育の方法を

見つめ直すきっかけとなっていたようである。 

 次に、⑵グループ活動での学びに関する感想では、

他者の分析方法について聞けたことが、自分の会話

データ分析を見直すためのヒントになったことが指

摘されている。さらに、データ収集、分析、発表を

グループで行うことで、受講者相互で学び合い、研

究と実践をどのように連携させていくのかイメージ

が持てたようである。これは、グループAの受講者

同士が日本語教育現場でも用いるFUIのより良い手

法について分析・検討することで、日本語教育現場

に還元しようとする機会となっていたことを示して

いる。 

尺度評定

グループAが実施

演習内で公開実施

ロールプレイ

ＦＵＩⅠ

グループ分析・発表・レポート作成

ＦＵＩⅡ
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表４ 会話データ分析の体験プロセスに関するグループＡ受講者の学び 

⑴FUIでの学び ・FUIを受けることでFUI対象者の気持ちが理解できた。 

・実際のFUI を経験し、また公開FUIを見学することで、メンバー全員が課題を共有で

きた。 

・「OPIとFUIの仕方の違い」に気付き、FUIのより良い質問発話を特定できた。 

⑵グループ活動

での学び 

・会話データ分析について他の人の分析を聞くことができて、とても良かった。 

・チームメンバーとともにデータ収集、分析、発表をすることで「研究と実践の連携」

がどのようなものかイメージが湧いた。 

⑶発表での学び ・実際の会話データ分析をし、発表形式にする経験ができ、どのようにしたらデータを

分かりやすく発表できるのか分かった。 

⑷レポート作成

での学び 

・一連のグループ分析をレポートにまとめることで、これまでの自己の教育実践での改

善策を模索できた。 

・レポート作成の際、FUI の問題点を明確にするための研究課題を立てたことで、何を

調べたら良いのか道筋が分かった。 

⑸全体での学び ・実際の会話データ分析の経験ができ、データをどのように扱うか経験できたのが良か

った。 

・修論で使用した尺度評定の統計手法をFUIの分析にも応用できた。 

・この授業で得た分析の視点を修論に取り入れることができた。 

 

 さらに、⑶発表での学びについては、分析内容を

発表形式にすることで、分かりやすい順番、表記、

図表などの工夫の仕方が掴めたと述べている。 

 続いて、⑷レポート作成による学びについては、

分析の体験で得たことを受講者自身の日本語教育実

践と照らし合わせ、個人でレポート化することによ

り、日本語教育実践の改善策が模索できたようであ

る。さらに、FUIの仕方について研究課題を立てる

ことで、FUI の問題点を明らかにするために何を調

べたら良いのか道筋が分かったとも述べている。 

 最後に、⑸会話データ分析の体験プロセス全体で

の学びについては、分析の体験を通して、データの

扱い方を学ぶことができたとしている。さらに、修

士論文で使用した尺度評定の統計手法を FUI の分

析にも応用できたとする者がいた。また、反対に分

析で得た視点を修士論文にも取り入れることができ

たとする者もいた。 

 このように、研究方法や分析視点などについて、

本活動と修士論文執筆の経験が相互に活かされてい

ることが明らかとなった。 

 一方、会話データ分析の体験の活動における問題

点としては、グループA以外の受講者の中から、「発

表の準備を３人で行うことはメンバーの所属などが

異なるため難しかった」といった点が指摘された。

しかし、これは、受講者同士が時間調整をするなど

して、協力し合ってグループ発表を行うにはどうす

べきかを自分達で考える機会となったとも言える。

こうした他者と協力して作業を行う能力は、研究だ

けでなく、日本語教育実践にも求められることであ

ろう。また、本演習の受講者が全員女性であったた

め、「分析対象者も分析者も女性であるため少し偏

りがあるように感じた」といった問題点を指摘した

コメントもあった。これは、演習内でデータ収集・

分析を行う限界であると言える。演習外でデータを

収集するなど、より偏りのない良質なデータが収集

できるようにする必要があろう。また、演習外の研
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究者とも接触を持ち、新たな分析の視点が得られる

ような工夫も検討すべきであろう。 

 このような問題点があるものの、FUIのFUI 分

析といった会話データ分析の体験プロセスにより、

グループAの現職教員受講者は、日頃、日本語学習

者に効果的に教授できているかといった自己評価や

内省の機会を得ていたとも言える。 

金田（2006:31-32）は、「教師の行動や思考がパ

ターン化してしまい、成長が滞ってしまう状態も一

種の化石化と呼ぶことができる」と述べている。そ

して、化石化の壁を乗り越えるためには、「他の教

師に自分の教育実践や問題意識を説明しようとする

ことによって、自分の考えや教育活動を内省し、再

検討を余儀なくされる」（金田 2006:39）状態を作

り出すことが必要であるとしている。 

 そして、金田（2006）が指摘する、教師自身の教

育活動に対する内省や再検討は、本活動における会

話データ分析の体験プロセスの学びと同様のもので

あると言える。そして、それは、現職教員が大学院

で学ぶことの意義であると言えよう。表 4の⑴〜⑸

の受講者の５つの学びは、それぞれ単独で機能して

いるのではなく、一連の「研究と実践の連携」（中井

2012a）のプロセスを行うことにより達成されてい

ると言える。つまり、大学院における会話データの

収集や分析の体験をもとに、自身の日本語教育実践

の問題点を再考することで、研究と実践を関連付け

て考えることが可能となるのである。さらに、現職

教員受講者がFUIを受けることで、FUI対象者の

立場に身を置くことになり、FUI を受ける日本語学

習者の視点からより現実的に教育実践の改善策を練

ることに繋がると言える。また、具体的な問題解決

方法を考えるために、分析グループの現職教員受講

者同士で対話を行うことにより、問題を捉え直すこ

とが可能となる。例えば、本活動のグループAでは、

他の現職教員受講者に自分の問題を整理して話し、

質問してもらうことで、問題が捉えやすくなるとい

う利点が見られた。また、データを共有し分析する

といった取組みにより受講者間での透明性が保たれ、

連帯感が高まり、協働作業が一層深まる様子も見ら

れた。 

 このように、現職教員受講者が自律的に問題発見

して解決していく能力は、現職教員の「教師オート

ノミー」（青木2006）５であると言える。つまり、「教

師オートノミー」では、教師としての成長のために、

現職教員自らが自分の学習（学び）についての内容

や方法を自分で決めることが重要なのである。現職

教員受講者が自身の日本語教育実践の技能向上を目

指し、会話データ分析の体験プロセスのような「研

究と実践の連携」を行っていくことが教師オートノ

ミーに繋がると言えよう。 

4.3 会話教育デザイン・教材の作成活動の分析 

 本節では、後期に行った会話教育デザイン・教材

に関する発表とレポート作成の活動において、前期

に得た会話データ分析の知見が如何に活かされてい

たかについて、受講者の発表やレポートの成果物か

ら見る。そして、受講者が「研究と実践の連携」を

どのように意識化できたか、また、その意識化の困

難点について、授業アンケートをもとに検討する。 

 本活動では、前期の会話データ分析と後期の会話

教育実践に関する議論を参考に、学期末に受講者が

グループに分かれて、表５のような独自の会話教育

デザイン・教材を考案して、グループ発表、および、

レポート作成を行っていた。 

 表５のような会話教育デザイン・教材を独自で検

討することにより、受講者が自分なりに会話データ

分析の知見（研究）を日本語教育実践（実践）に活

かす方策を思案する機会となっていたと考えられる。

そして、どのグループも、学習者自身が会話を分析

する視点を育成して自律的に会話能力を向上させて

いくための活動として、談話技能、会話ビデオ分析、

自己分析、フィードバックなどを取り入れていた。

これらの教育理念と活動は、本演習で演習担当者が

会話指導学習項目と会話教育実践の例の中で紹介し

たものであり、どのグループもそれを参考にしつつ

も、グループ独自で検討し、新たな活動のアイデア

を生み出そうとしていた。グループ１では、雑談の
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会話を取り上げ、そこで必要となる聞き手の談話技 

表５ 各グループの会話教育デザイン・教材 

グループ 1： 

雑談での聞き手の談話技

能・会話を盛り上げる談話

技能を扱う授業デザイン 

接触場面において聞き手として積極的に会話のフロアーに参加して会話

を展開・維持していくための談話技能（質問表現の機能・表現＋評価的発

話、聞き返しなど）の導入、会話ビデオ分析活動・話題選択・会話練習・

自己分析・発表・フィードバックを取り入れた会話授業の考案 

グループ２： 

アニメ・漫画を用いた口頭

説明の会話授業デザイン 

アニメや漫画を日本語教育に取り入れる重要性を指摘し、アニメと漫画に

おけるキャラクター演出の特徴（役割語・終助詞・呼称・丁寧体・あいづ

ち・評価的発話・婉曲表現・声の調子・間など）の分析活動、および、分

析したアニメ・漫画の内容に関連するテーマについての口頭説明・自己評

価・フィードバックを行う会話授業の考案 

グループ 3： 

小学校訪問で自国の紹介を

魅力的に行う活動デザイン 

日本語母語話者と非母語話者の異文化理解教育の必要性を指摘し、留学生

が日本の小学校訪問で自国紹介を行うため、日本の小学校に関する社会文

化的知識の導入を行い、自国紹介のサンプル動画の特徴（内容・構成・言

葉遣い・表情・身振り・媒体・やり取りの度合い・相手や場に応じた話題

選択・情報量など）の分析活動を行い、発表の開始部・終了部の表現の練

習を行う活動の考案 

 

能の知識導入・運用練習と自己分析を中心に授業デ

ザインを行っていた。また、グループ２では、学習

者がアニメ・漫画の分析活動を行い、そのストーリ

ーについての口頭説明（ストーリーテリング）をし

た後、それを自己評価して教師からのフィードバッ

クを受けるという活動をデザインしていた。グルー

プ３では、学習者が小学校訪問に備え、その社会文

化的知識を得つつ、自国紹介のサンプル動画の分析

活動を行い、それをもとに表現練習を行うという活

動をデザインしていた。 

 このような会話データ分析（研究）と会話教育（実

践）の連携について受講者が記入した授業アンケー

トでは、「前期で分析した会話の特徴を活かした教育

実践例を体験することでより談話の構造を意識化で

きるようになった」と述べる受講者がいた。一方、

日本語教育経験の少ない受講者の中には、「自身が会

話データ分析の知見を十分に会話教育実践に活かせ

るかまだ自信がない」と述べる者もいた。また、「紹

介してもらった会話教育実践が所属の日本語学校で

も同様に行えるのかという溝を感じた」とする者も

いた。さらに、「教育経験がないため、『研究と実践

の連携』は頭の中だけで想像することが多かったが、

グループ発表で授業案を共に考える中でイメージが

持ちやすくなった」とする者もいた。 

 以上の授業アンケート結果から、受講者は、「研究

と実践の連携」の意識化がある程度はできたものの、

各自がそれを自身の教育現場でどのように実践でき

るのかを具体的にイメージするのがまだ困難であっ

たようである。特に、教育経験のない受講者は、実

践から研究の種を見つけ、それを研究してまた実践

に還元するという「研究と実践の連携」のプロセス

を経験したことがないため、そのイメージがわきに

くかったようである。しかし、グループ３では、グ

ループメンバーの留学生の受講者が以前に小学校訪

問をした経験を語り、日本語教育経験が少ない日本

人受講者がそれに興味を持って、小学校訪問のため

の独自の授業デザインを二人で考えていた。 

 このように、演習担当者から具体的な会話指導学
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習項目と会話教育実践を示すだけでなく、日本人受

講者、留学生受講者、現職教員受講者など、背景が

異なる様々な受講者がグループ活動を行うことで、

互いの経験やアイデアを共有して刺激が与え合える

環境を作ることが重要であると考えられる。特に、

グループ３のように、日本語教育経験の少ない日本

人受講者にとって、日本語学習者としての長年の経

験を豊富に持つ留学生受講者は、「研究と実践の連携」

のアイデアを具体的に得られる有効なリソースとな

ると考えられる。 

 

5. まとめ 

 以上、日本語教員養成の一環で、会話データ分析

と会話教育の理論と実践を学ぶ大学院での演習につ

いて、⑴Moodle への授業感想・質問の書き込み活

動、⑵会話データ分析を体験する活動、⑶会話教育

デザイン・教材の作成活動に焦点を当てて、「研究と

実践の連携」の意識化のプロセスとその困難点につ

いて、多角的に分析した。 

 その結果、演習で学んだことの感想・質問を

Moodle に書き込むことによって、会話データ分析

の理論や会話教育実践例を自身の言語学習や日本語

教育実践と結び付けて考察する機会を与えていたこ

とが分かった。つまり、Moodle の利用が「研究と

実践の連携」を意識化する足がかりの役割を果たし

ていたと言える。 

 さらに、以下のように、受講者の背景の違いによ

って、「研究と実践の連携」の意識化、および、その

困難点の違いがあることが明らかになった。 

 まず、現職教員受講者の場合は、会話データ分析

のプロセスをグループで体験することで、研究の観

点から自身の日本語教育実践を振り返り、「研究と実

践の連携」を実現するための教師オートノミーを促

進する機会となっていた。 

 一方、日本語教育経験の少ない日本人と留学生の

受講者の場合は、会話データ分析の知見を活かして

会話教育デザイン・教材をグループにより独自に検

討することで、「研究と実践の連携」の意識化がある

程度はできていた。しかし、今後自身の研究が実際

に日本語教育現場に如何に活かせるか、まだ具体的

なイメージが持てないようであった。今後は、自身

のこれまでの言語学習経験を振り返ると共に、教育

実習や授業ボランティア、教師経験などの教育現場

の体験を通して、「研究と実践の連携」の方法が具体

的にイメージできるように工夫する必要があろう。 

 そして、こうした様々な背景を持つ受講者同士が

討論することで、各々の立場から「研究と実践の連

携」について考え、刺激を与え合う様子も見られた。

そうした点からも、グループ活動を通して、異なる

様々な視点から意見交換を行い、コミュニケーショ

ンを図っていくことが重要であると言える。また、

グループ内で集まる時間調整を行い、お互いの意見

を尊重して活発に刺激し合い、より有益な成果に繋

がるようなコミュニケーション能力の育成にも配慮

すべきであろう。 

 また、前期の会話データ分析の知識や体験といっ

た「研究」の部分では、１つ１つの知識と体験が自

身の日本語教育実践にどう繋がるか、具体例を意識

的に考えつつ討論していく必要があろう。さらに、

日本語教育実践について分析・討論したことを自身

の研究と実践に具体的に結び付けられるようにする

ことも重要である。そして、各活動での討論は、授

業内に限らず、授業外でも Moodle などを利用して

行い、受講者の内省を深め、意見交換が活発にでき

るようにする工夫も必要であろう。そして、後期に

行った会話教育デザイン・教材作成の活動では、会

話データ分析の知見を日本語教育実践に活かした授

業デザインを行った後、それを実際に使って教えて

みるという実習を行うようにしても良いと考えられ

る。これにより、大学院の演習で得た研究と実践の

知識を自身の日本語教育の中で活かせる日本語教育

実践の能力も育てられ、「研究と実践の連携」がより

強固なものになるであろう。 

 さらに、実際の会話データを分析する視点を活か

して、既成のモデル会話の自然さを分析する活動も

行い、それをもとに、より自然で教育効果の高いモ
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デル会話や教材が作成できるような教員養成を行う

ことも必要であると言える。 

 なお、今回は、主に、「研究」の知見を日本語教育

の「実践」に如何に活かすかという「研究→実践」

の観点から「研究と実践の連携」を意識化する演習

の授業を組んでいた。だが、今後は、既に実践を持

っている現職教員受講者の場合、日本語教育の「実

践」から如何に「研究」の種を見つけるかという「実

践→研究」の観点からも「研究と実践の連携」が意

識化できる演習の授業を組む必要もある。つまり、

今後は、実践から生まれた疑問点・課題を研究に活

かすようにし、また、その研究を実践に還元し、実

践を行いつつ、またそこから研究を発展させるとい

った「研究と実践の連携」の良い循環が行えるよう

な日本語教員の養成が重要であろう。それにより、

教師の化石化を防ぎ、自律的に学び続けて自己成長

していける教師オートノミーも育つと考えられる。 

 そして、本演習の受講者がその後如何に「研究と

実践の連携」を実際に行っているのかを追跡調査す

ることも今後の課題である。本演習は、週１回１年

間行われた教員養成であったため、あくまで「研究

と実践の連携」の意識化とその体験に留まっていた

ことは否めない。ここで得た意識を活かして、受講

者一人一人の研究と実践の文脈に合わせつつ、独自

の「研究と実践の連携」を主体的に行い、自己成長

を図っていけるようになることが重要であると考え

る。 

 

 

注 

１ 本稿で掲載するデータは、全て受講者本人の承

諾を得たものである。 

２ 演習は前期と後期とも 14 回行われたが、授業

に関する感想・質問を Moodle に投稿する課題

は、前期に 14 回、後期に 11 回課されていた。 

３ 分析の詳細は、赤木他（2014）参照。 

４ OPI（ACTFL－Oral Proficiency Interview）

とは、全米外国語教育協会で作られた汎言語的

な口頭運用能力を測定する試験であり、「プロフ

ィシェンシー（到達度）」の考え方に基づいて客

観的に測定するためのインタビューテストが行

われる （日本語OPI 研究会HP）。一方、FUI

は、発話時の対象者の発話の表面に現れない意

図や意思を確認するためのインタビューである

（ファン 2002）。 

５ 青木（2005:773-775）では、「学習者オートノ

ミーとは、学習者が自分で自分の学習の理由あ

るいは目的と内容、方法に関して選択を行い、

その選択に基づいた計画を実行し、結果を評価

できる能力である」と定義している。さらに、

Holec（1985）、Little（1995）をもとにして、

青木（2006:139）では、「教師オートノミーを

育てるためには、教師教育の中で学習者オート

ノミーの実践を体験することが必要だ」と述べ

ている。 

 

付記 

 本研究は、2013 年度～2015 年度科学研究費助成

事業（基盤研究（C））「会話データ分析の活用法の研

究－「研究と実践の連携」のための教員養成用の教

材開発－」（課題番号：25370581，研究代表：中井

陽子）の研究成果の一部である。本稿執筆にあたっ

て、貴重なコメントをくださった皆様にお礼を申し

上げます。 
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