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【フォーラム】 

「新しい日本語学習者」の実態と学習コミュニティに対する評価 

Facebookグループ「The 日本語 Learning Community」での調査結果から 

 

末松 大貴* 

（名古屋大学大学院人文学研究科） 

 

概要 

近年日本語教育において，『日本語教育のための質的研究入門―学習・教師・教室をい

かに描くか』のなかで舘岡洋子が述べているように，教室や教育機関以外で学ぶ日本語学

習者に焦点を当てた研究の必要性が注目されている。しかし，そのような研究や実践はま

だ十分になされていない。本稿は，そのような教育機関以外で学ぶ日本語学習者の中で

も，2014 年以来高橋敦が提唱している「新しい日本語学習者」に焦点を当て，Facebook

上のあるコミュニティで日本語を使用・学習している「新しい日本語学習者」がどのよう

な背景を持ち，そしてコミュニティのメリットやデメリットに対して，どのように評価し

ているかを明らかにしようと試みたものである。調査の結果，回答者の多くがコミュニ

ティに対して肯定的な評価をしており，その理由の中にはオンラインコミュニティ特有の

利点も含まれていた。その一方で，学習者が現状のコミュニティに対してさらに求めてい

ることも明らかとなった。これらの結果から，「新しい日本語学習者」に関する研究を進

めていく意義について筆者の考えを述べる。 
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1．研究の背景 

1．1．「教室外・教育機関外で学ぶ日本語学習者」

への注目 

国際交流基金（2017）の 2015 年度海外日本語教

育機関調査では，世界 137 の国と地域において約
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365 万人の日本語学習者が存在していると報告され

ている。国際交流基金の前回の調査（国際交流基金，

2013）の 398万人という数字と比べると，日本語学

習者数自体は約 30 万人減少しているが，新たに日

本語教育が実施されていることが明らかになった

国・地域が 7 か国あったという報告（国際交流基金，

2017，p. 7）からも，日本語教育が今も世界の至る

所で行われていることが分かる。 
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しかし，これらの調査で対象となった日本語学習

者について，国際交流基金（2013，2017）ではそ

れぞれ以下のように記述されている。なお，引用文

中の強調は筆者によるものであり，これ以降の引用

箇所についても同様とする。 

本調査で対象となっているのは，「語学教育

として日本語を教えている学校やその他の機

関」であり，国際親善や異文化交流が主目的

で語学としては日本語を教えていない教室や

講座，テレビ・ラジオ・書籍・雑誌・イン

ターネットなどで日本語を独習している学習

者は総数には含まれていない。（国際交流基

金，2013，p. 7） 

日本語を語学として教育している機関に所属

する学習者のみを対象としているが，教育機

関に所属していない独学者がインターネット

の普及などの学習手段の多様化に伴い急増し

ていることにも留意する必要がある。（国際

交流基金，2017，p. 9） 

また日本語教育における研究に関しても，学習者

や学習環境，そして学習自体の多様化を考慮すべき

だという声がある。舘岡（2015）は，日本語教育

の研究において今後は学習観及び言語学習観の変容

に注目していく必要があるとし，「学習というもの

の時間的，空間的なとらえ方も変化しているようで

す。かつては「教室」という特定の場所，「授業」

という特定の時間における学習が注目されていまし

た。しかし，実際に学習はそれ以外のところでも起

きていると考えれば，教室外における学びや学校と

いう場に特定されない生活の中の学び，人生全般に

おける学びも関心の射程に入ってきます。」（舘岡，

2015，p. 11）と述べている。さらに栁田（2015）は，

日本語教育における研究の中では教育実践に関わる

ものが少ないことを示した上で，「いずれの実践も

やはり教室場面が多く，教室外の教育実践について

述べたものは本間（2013）に限られています。（中

略）今後はさまざまな場面での学習者の習得や学習

の実態を分析し，そのうえで学習をデザインしてい

くことが求められるでしょう。」（栁田，2015，p. 

70）と述べている。 

以上これらの主張から，日本語学習者や日本語学

習支援者，日本語学習環境の多様化を考慮した研究

が求められていることが分かる。そして特に，これ

まで多く行われてきた何らかの教室や教育機関に所

属する学習者や教師だけではなく，教室や教育機関

以外の場所やコミュニティで日本語を学ぶ学習者や

学習支援者にも焦点を当てて研究を進めていく必要

があると思われる。 

 

1．2．インターネット上で学ぶ日本語学習者 

本研究は教育機関以外の場での日本語学習として，

インターネット上で学ぶ日本語学習者，特に近年注

目を集めているソーシャルネットワーキングサービ

ス（以下，SNS とする）を利用して学習する日本

語学習者に焦点を当てたものである。SNS とは

「会員制のコミュニティサイトの一種」であり，「参

加者がそれぞれに固有のページを持ち，他の参加者

と相互にリンクすることで小規模のコミュニティを

形成する。コミュニケーションはその内部でのみ行

われるため不特定多数に情報が公開される BBS や

ブログとは異なる密接なコミュニケーションが可能

になる」（大向，2006，p. 993）とされている。 

日本語教育にSNSを取り入れた実践や研究は既に

いくつか行われている。そしてそれらは，高橋

（2014，2015）で述べられているように，SNS を教

室内の何らかの活動に応用したものと，教室外での

コミュニケーションに利用したものの 2つに分ける

ことができる。これらの先行研究については，高橋

（2014，pp. 140-141），高橋（2015，pp. 41-42）でも

詳しく述べられているので本稿では言及しないが，

本研究は 1．1．で述べた教室外・教育機関外の日

本語教育という観点と，高橋（2015）が日本語教育
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とSNSの関わりについて述べている以下の記述を，

研究の根幹とするものである。 

日本語教育関連の研究としてはまだ新しい分

野であり，報告の数は十分とはいえない。ま

た，これらの論文で報告されている実践の多

くは大学等の教育機関内で行われたものであ

り，特定の教育機関に属さない，国内外の日

本語学習者・使用者，すなわち「新しい学習

者」を対象とした実践の報告は極めて少な

い。（高橋，2015，p. 42） 

以上より，本研究は特定の教育機関の授業の一環

でSNSを活用しその効果を検証するといったもので

はなく，様々な国や地域から集まった者同士が交流

するSNS上で自律的に日本語を学ぼうとする学習者，

つまり，高橋（2014，2015）が述べている「新しい

日本語学習者」1に焦点を当てて，その実態を明ら

かにすることを試みるものである。 

 

2．先行研究と研究の方向性 

2．1．「新しい日本語学習者」の存在と学習コミュ

ニティの需要 

本研究が検討すべき先行研究として，1．でも言

及した高橋（2014，2015）があると思われる。こ

こでは，それぞれの背景と主張をまとめていく。 

高橋（2014）では，これまでに明らかにされて

こなかった「新しい日本語学習者」の存在とオンラ

インコミュニティへの需要を明らかにするために，

「にほんごではなそう！ nihongo de hanasou!」と

いうグループを Facebook 上に作成し調査をおこ

                                                           

1  高橋（2014）では「新しい日本語学習者」という表現
のみが用いられているが，高橋（2015）では「新しい
日本語学習者」だけでなく「新しい学習者」という表
現も用いられている（高橋，2015，p. 41 など）。しか
し，この 2 つの違いについては示されていない。本稿
では，以降引用部分以外は「新しい日本語学習者」に
統一して表記する。 

なった。そしてコミュニティに集まった学習者の

データを分析したところ，日本語教育機関のない地

域を含む 45の国・地域から 5000人を超える参加者

が集まり，集まった学習者のコメントなどの分析か

ら，日本語学習におけるオンラインコミュニティへ

の需要の一端を明らかにすることができたとしてい

る（高橋，2014，p. 154）。そして高橋（2015）で

は，「コミュニティでのやりとりが参加者にとって

どのようなメリットがあるのかという点が明らかに

されていない」（高橋，2014，p. 154）という意識

のもと，「にほんごではなそう！ nihongo de 

hanasou!」の中の学習者の発言を，Garrison（2011）

の社会的存在感（Social presence）という観点から

詳細に分析した。その結果，オンラインコミュニ

ティが日本語使用機会となり得ること，そして学習

者は発信するテキストを通じて自身の存在感を表出

し，それによってコミュニティ内のやりとりが活性

化される可能性があるとした（高橋，2015，p. 55）。

これらの結果から，日本語学習者を対象にした

Facebook 上のオンラインコミュニティの作成によ

り，「新しい日本語学習者」に対する学習支援とな

り得ることが示唆されている。 

 

2．2．「新しい日本語学習者」に関する研究の必要性 

一方で，こうした「新しい日本語学習者」に関す

る研究はまだまだ少なく課題とされていることも多

い。高橋（2015）は今後の研究の課題として 2点述

べており，ここではそれらを述べられている順に示

す。1 点目は，「コミュニティの参加者の個人の内

面」に注目した研究の必要性である。 

個人に注目した分析が少ない点が挙げられ

る。本研究の分析では，発話者ではなく，発

話の内容に注目し分析を行ったものであり，

参加者個々の多様なアイデンティティが参加

にどのような影響を与えるのかについては分

析できていない。どのような要因が，参加者
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の参加態度に影響を与えるのか，参加者個人

に注目した分析が必要になるだろう。（高

橋，2015，p. 56） 

国際交流基金（2017）でも，学習者の日本語学

習の目的がさまざまであることが報告されているが，

それと同様に，日本語学習者がオンライン上のコ

ミュニティに参加する目的や背景も多様であること

が予測される。そして，それらはコミュニティ内で

のやりとりを通して変化していく場合もあるだろう。

しかし，顔を合せずにコミュニケーションが進んで

いくオンライン上のコミュニティでは，書かれたテ

キストを分析するだけでは参加者の内面に迫る研究

は困難である。こういった観点から研究を進めてい

くためには，参加者に対して何らかの調査を実施し，

その結果を基に新たに調査項目を決め，インタ

ビューなどで直接学習者の声を集めることが必要に

なるであろう。 

高橋（2015）で述べられている課題の 2 点目は，

「参加している学習者のコミュニティに対する評

価」という観点である。 

参加者視点での評価の欠如が挙げられる。本

研究では管理者の立場から分析を行ったが，

参加者が何を求めてコミュニティに参加し，

何を得ることができたのか。またコミュニ

ティへの参加が，参加者の日本語学習やアイ

デンティティにどのような影響を与えたの

か，今後コミュニティを企画，運営する際に

は参加者視点からみたコミュニティの評価が

欠かせないだろう。（高橋，2015，p. 56） 

1 点目が「コミュニティへの参加を通して，学習者

の内面はどのように変化するのか」という点である

のに対し，2 点目は「学習者がコミュニティ全体に

ついてどのように評価しているか，参加者にとって

そのコミュニティはどのような存在なのか」という

観点である。オンライン上の学習コミュニティは，

様々な面においてこれまで一般的な学習環境とされ

てきた教室や教育機関とは大きく異なることが予測

されるため，学習者にとってどのような存在である

のかは，実際にコミュニティに所属する学習者から

の評価が必要不可欠となるだろう。 

 
図1．筆者が考案したオンライン上の日本語学習コミュニティに関する調査の流れ：調査の流れは，高橋敦の先行研究
と日本語コミュニティ内でのやりとりを参考にして考案した。出典：高橋敦（2014）．グローバルネットワーク時代に
おける「新しい日本語学習者」とオンラインコミュニティへの需要『桜美林言語教育論叢』10，139-156．高橋敦
（2015）．社会的視点から見た第二言語習得におけるオンラインコミュニティの可能性と管理者の役割―Facebook
を用いた実践から『言語教育研究』5，41-58． 
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2．3．「新しい日本語学習者」についての本研究の

視座 

以上「新しい日本語学習者」に関して，2．2．

で述べた 2点をどのように明らかにしていくかとい

う点について，筆者は図 1のような流れを考えた。 

まず，「学習者のコミュニティに対する評価」と

「学習者個人の内面」に関わる研究は，決して異な

るカテゴリーのものではなく，何らかの関連がある

はずである。また，「学習者個人の内面」に関して

深く探るためには，「内面を深く探る」ための観点

を決めなければならない。そこでまず，オンライン

コミュニティの参加者にコミュニティに対する評価

を聞き取り，参加者にとってのコミュニティの意味

づけをとらえる（図 1 中の①）。その結果と先行研

究や他のコミュニティでの取り組みを基に，「さら

に深く解明すべき点」「学習者個人への注目」のた

めの観点を決定し（②），「新しい日本語学習者」個

人の内面に迫るためにインタビューを実施する

（③），という流れである。①については，より広く

学習者の声を集めるために学習者に対してアンケー

ト調査を実施することにした。そしてその結果をも

とに，コミュニティを運営・管理しているメンバー

とともにさらに解明すべき点を決め，学習者へイン

タビューをしていくことにした2。これらのプロセ

スを通して，「新しい日本語学習者」に対する研究

を深めていくことが最終的な目的である。 

2．2．で述べた高橋（2015）が指摘した 2点と本

研究全体の関連を見ると，1 点目の「コミュニティ

の参加者の個人の内面」に注目するのは図 1中の③，

2 点目の「参加している学習者のコミュニティに対

する評価」は①に該当する。本調査は，②や③を進

めていくための要素を探る①に該当するのものであ

                                                           

2  将来的には，「新しい日本語学習者」を支援する「新
しい日本語学習支援者」にも焦点を当てていきたい。
そうすることで，「新しい日本語学習者」に関する研
究もさらに深まると思われる。 

り，「『新しい日本語学習者』はどのような属性をも

ち，どのような背景でコミュニティに参加している

のか」，そして，「日本語学習のためのオンラインコ

ミュニティのメリットやデメリットについて，どの

ように評価しているのか，そしてその評価の理由は

何なのか」の 2点を主な研究課題とする。 

 

3．研究対象と調査概要 

3．1．Facebook グループ「The 日本語 Learning 

Community」 

本研究では 2．で述べた考えに基づき，Facebook

上の日本語学習コミュニティを研究対象とする。

Facebook では，自身の趣味や関心に応じて「グ

ループ」に参加したり，自ら「グループ」を作成す

ることができる。Facebook 上には日本語学習に関

するコミュニティがいくつか存在するが，本研究で

はその中の 1 つである「The 日本語  Learning 

Community」（以下，日本語コミュニティとする）

を研究対象とする。 

日本語コミュニティは，2017 年 5 月 1 日現在

24,268人が参加しているFacebook上のグループであ

る3。参加者の 85％は日本語学習者（日本語非母語

話者）で，約 2万人以上の日本語学習者が在籍して

いる4。日本語コミュニティの創設者である Y 氏に

ついては，以下のような特徴がある。なお，以下の

内容については Y氏に記載の許可を得ている。 

・2010 年に日本語教育能力検定に合格している

が，広告会社勤務でデジタルマーケティング

を専門としており，日本語学校など公的な教

育機関で指導した経験はない。 

・ネットコミュニティを用いて，広告業界を志

                                                           

3  https://www.facebook.com/groups/The.Nihongo.Learning. 

Community/ 

4  コミュニティの参加者の数字は，管理人である Y 氏の
公式な認識によるものである。 
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望する新卒学生へのサポート活動をおこなっ

ていた経験があり，コミュニティ運営に造詣

が深い。 

・日英の言語交換グループを運営している中で，

「日本語教育に関する有資格者による日本語学

習者支援に特化したコミュニティの作成」と

いうアイデアを得た。2014 年に数名の日本語

教師有資格者と共に始めたのが日本語コミュ

ニティの原型である。 

・現在は日本語教師のN氏とともに日本語コミュ

ニティの「管理人」として，コミュニティへの

参加者の承認，コミュニティ全体のコメント

の管理などをおこなっている。 

そして日本語コミュニティ全体については，以下

のような特徴がある。なお，以下の内容については

管理人である Y 氏と N 氏に確認し，記載の許可を

得ている。 

・日本語学習者のための日本語学習支援グルー

プであり，グループの説明として「ここは「日

本語学習者支援グループ」です。決して「外

国人と友達になりたい日本人のための交流グ

ループ」ではありません。」と明記されている。 

・日本語コミュニティは Facebook 上の「非公開

グループ」であり，参加者以外は書き込みや

閲覧をすることができない。参加するために

は管理人の承認が必要である。 

・コミュニティ内で使用できる言語は日本語も

しくは英語である。日本語学習者は，日本語

や日本文化に関する質問，写真や記事の投稿

などを自由に行うことができる。 

・日本語母語話者は，「教師チーム」と「一般支

援者（サポーター）」に分けられている。「教

師チーム」に参加できるのは日本語教師有資

格者のみであり5，管理人による承認が必要で

ある。そして，コミュニティ内で学習者から

の日本語に関する質問への回答や，JLPT や文

法に関する問題を出題できるのは「教師チー

ム」のメンバーのみであり，「一般支援者（サ

ポーター）」は学習者との会話相手としての役

割がある。 

・教師チームだけが参加できる「職員室」とい

う別グループが用意されており，日本語コ

ミュニティでの活動に関する意見交換や，日

本語教育に関する情報交換などに利用されて

いる。日本語コミュニティは，職員室に対し

て「教室」と呼ばれている6。 

図 2に日本語コミュニティ内での参加者の投稿の

一部を示す7。図 2．a は日本語母語話者（管理人で

ある N 氏）の投稿，図 2．b は日本語学習者の投稿

の例である。日本語学習者の投稿ではこのほかに，

歌詞や文章の翻訳を求めるもの（ただし日本語と英

語のみ対応），類義語の意味の違いの説明を求める

もの，日本語教材の情報を求めるものなどがある。 

なお図 2では省略しているが，それぞれの投稿に

ついて学習者や「教師チーム」からコメントや日本

語に関する指導があり，そのようなやりとりが毎日

頻繁に見られる。 

 

                                                           

5  ここでの日本語教師有資格者とは，一般的に知られて
いる（1）日本語教師養成講座において 420時間以上の
教育を受けている者（2）日本語教育能力検定試験に合
格している者（3）大学または大学院で日本語教育を主
専攻・副専攻した者 のいずれかに該当する者のこと
を指す。 

6  「教室」「職員室」には，ここで紹介したもの以外に
もコミュニティ運営のためのルールがいくつか存在す
るが，紙幅の都合上そのすべては紹介できないため省
略する。ただし，それらのルールはすべてコミュニ
ティの説明欄に詳しく示されており，参加者はそれら
を閲覧できる。 

7  図 2，図 3 の投稿をした管理人 N 氏と学習者には，そ
れぞれ本誌への掲載の許可を得ている。 
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3．2．調査概要 

以上，3．1．で述べた日本語コミュニティにお

いて，2．で示した研究課題を基に調査をおこなっ

た。調査期間は 2017年 4月 14日（金）～4月 21日

（金）の一週間で，調査表は Google Formsを用いて

準備し，日本語コミュニティの教室で協力を呼びか

けた。図3に実際に募集をした際のFacebookのペー

ジを示す8。なお，日本語コミュニティ内での調査

への協力の最初の呼びかけは「管理人」であるY 氏

に依頼し，調査期間中筆者からも何度かコミュニ

ティ内で協力を呼びかけた。 

質問項目は，2．3．で示した研究課題を明らか

とするため，回答者の背景，コミュニティに対する

評価，コミュニティに対する評価の理由の 3点を重

視して作成した。その際，国際交流基金（2013，
                                                           

8  図3のように，「本調査の結果は何らかの論文に使用す
る」ということは学習者に見える形で示している。ま
た日本語コミュニティ内にも，「Please be noted that 

your posts and the statistics might be cited in papers by 

the teacher team members. みなさんの書き込みや統計
は，教師チームの論文に引用されることがありますの
で宜しくお願いします。」という記述をY氏がしている
ことから，本調査の結果を公表することは問題ないと
判断した。 

 
図 3．日本語コミュニティの「教室」での調査協力依頼
のページ（依頼文は Y 氏が記載）：個人情報の保護のた
め，管理人 Y 氏の Facebook 上の名前やプロフィール写
真は見えないように加工させていただいている。 

a．管理人 N 氏によるグループ内での投稿（JLPTの言葉に関す
る選択式のクイズ）：日本語コミュニティでは，「教師チーム」
のみがこのような日本語に関するクイズを出題することができ
る。そして，このような出題や学習者へのコメントに関して
「教師チーム」の間で意見が分かれるときには，「職員室」で議
論が行われることもある。 
 

b．学習者の投稿の例（自身が書いた日本語文章の間違いの修
正を求めている）：このような学習者からの日本語に関する質
問に対してコメントができるのも，「教師チーム」のメンバー
に限られている。学習者からの質問に対して「職員室」で意見
交換が行われることもある。 

図 2．Facebook グループにおける日本語コミュニティ
内での参加者の投稿例：個人情報の保護のため，
Facebook 上の名前やプロフィール写真は見えないよう
に加工させていただいている。 
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2017）や高橋（2014）も参考にしたが，研究目的と

のズレや学習者の回答に要する時間の負担も考慮し

た結果，本調査では省略したものもあった。はじめ

に筆者が質問項目を用意した後，管理人の両氏と調

整を重ね，その結果質問項目は，選択式のものが 7

項目（質問 1～7），記述式のものが 4 項目（質問 8

～11），計 11 項目となった。質問 1～6 は主に回答

者の背景に関するもの，質問 7～11 はコミュニ

ティに対する評価とその理由，その他，自由なコメ

ントを集めるためのものである。質問文と選択肢は

すべて日本語と英語で表記し，記述式の回答も日本

語もしくは英語で書いてもらった。以下に実際の調

査で用いた質問項目を以下に示す。ただし英語表記

のものは本稿では省略し，選択式の質問の選択肢に

ついては 4．以降で結果とともに示すこととする。 

1． あなたの出身はどこですか？ 

2． あなたは，今までどのくらい日本語をべん

きょうしていますか。 

3． あなたは，今（2017 年 4 月），日本語をどう

やってべんきょうしていますか。 

4． ど う や っ て 「 The 日 本 語  Learning 

Community」を知りましたか。 

5． The 日本語 Learning Communityに入ったの

は，どうしてですか。こたえは 1 つじゃなく

てもいいです。 

6． 「The 日本語 Learning Community」では，

コメントや記事を書きますか。 

7． 「The 日本語 Learning Community」は，日

本語のべんきょうに役に立っていると思いま

すか。0~100％で考えてみてください。そして，

1～4で答えてください。 

8．7 のしつもんで，えらんだ理由はなんですか。

英語か，日本語で書いてください。 

9．「The 日本語 Learning Community」について，

あなたにとって一番役に立っていること，べ

んきょうになっていることは何ですか。たと

えば，「漢字をたくさんおぼえた」「ことばの

意味が分かった」「いつでも質問できる」…。 

10．「The 日本語 Learning Community」につい

て，変えてほしいところ，もっとしてほしい

こと，しないでほしいことはありますか。た

とえば，「JLPT の問題をもっとたくさんやり

たい」「日本語と英語だけではなく，ほかのこ

とばも使いたい」…。 

11．ほかに，「The 日本語 Learning Community」

について，何か言いたいことや気がついたこ

とがあれば，書いてください。日本語か英語

で書いてください。ない人は，書かなくても

いいです。 

 

4．調査結果と考察 

4．1．選択式の調査項目（質問 1～質問 7）の結果

より 

4．1．1．日本語コミュニティに参加している

「新しい日本語学習者」の属性 

3．で述べた方法に基づいて調査をおこなった結

果，1 週間の調査期間中に合計 120 名の学習者から

回答を得ることができた。コミュニティの参加者が

20,000人以上ということを考えると 120名という回

答者数は決して十分だとは言えないが，自由参加型

のコミュニティでおこなった義務ではない調査に回

答した参加者は，コミュニティに対して何らかの考

えや思いを持っていると考え，本調査では 120名の

結果を用いて分析をすることは妥当だと判断した。

図 4に，それぞれの調査項目について結果を示す。

まず，質問 1 と質問 2 の結果を基に日本語学習年

数別，地域別の回答者の割合を示す。 

図 4から分かるように，本調査の回答者は学習年

数が 0～1 年という日本語の学習を始めたばかりの

学習者から，5 年以上という長期間学習している学

習者までほぼ同様の割合であった。このことから，
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日本語コミュニティ内には様々な学習年数の学習者

が存在していると思われる。なお本稿では，これ以

降学習年数と他の質問項目の結果の関連を見る場合

は，図 4．bで示した「0～2年」「2～4年」「4年以

上」という枠組みを用いることとする。 

また図 5 より，日本語コミュニティには世界の

様々な地域から学習者が参加していることが分かる。

国際交流基金（2017，p. 10）では，教育機関に所

属する学習者の 78.2％が東アジアや東南アジアに集

中していると報告されているが，日本語コミュニ

ティではそれらの地域以外の出身の参加者の割合も

高い。このことから，東アジアや東南アジア以外の

地域では，教室や教育機関以外で自律的に学ぶ日本

語学習者がまだまだ存在していることを示している

のではないだろうか。 

次に，コミュニティの参加者が普段どのような環

境で日本語を学習しているかを答えてもらった結果

が図 6 である。質問 3 は複数選択の形式にしたが，

注目すべきことは「自分ひとりで・独学で Only by 

yourself」を選んだ学習者が最も多かったこと，そ

して「自分ひとりで・独学で Only by yourself」を

選んだ 67 人の回答を見てみると，55 人が「自分ひ

とりで・独学で Only by yourself」のみを選んでい

たことである。つまり，1．でも紹介した高橋

（2015）の「新しい日本語学習者」が日本語コミュ

ニティ内には多数存在していることが分かる。また，

何らかの教育機関に所属していると回答している学

習者も多数いたことから，現在学んでいる教室や教

育機関以外の場でも日本語学習や学んだ日本語の使

用の場を求めている学習者が存在しているというこ

とが言えるだろう。 

4．1．2．「新しい日本語学習者」が日本語コ

ミュニティに参加した背景 

次に，日本語コミュニティに参加している学習者

がどのような目的をもち，そしてどのような経緯で

参加したかを見ていく。 

 
a. 1 年ごと 

 

 
b. 2 年ごと 

図 4．日本語学習年数別の回答者の割合：（ ）内の数字
は回答者数（n =120）。 

 
図5．本調査の回答者の地域別の割合：（ ）内の数字は
回答者数（n =120）。地域の区分は，国際交流基金の調
査を参考にして筆者と管理人のY 氏で決定した。出典：
国際交流基金（2013）．『海外の日本語教育の現状―
2012 年度日本語教育機関調査より』くろしお出版．国際
交流基金（2017）．『海外の日本語教育の現状―2015
年度日本語教育機関調査より』くろしお出版． 
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質問 4では，日本語コミュニティを知った経緯に

ついて回答してもらった。図 7 で示すように，

「Facebook で検索」「Facebook による推奨」を約 6

割の学習者が選んでいることが分かる。Facebook

上で何らかのグループを探すためには，自分が参加

したい内容についてキーワード（「日本語学習」な

ど）を入力することが必要である。また Facebook

上では，自分が現在参加しているグループや，過去

にグループについて検索した内容によってグループ

が推奨される仕組みとなっている。このことと今回

の結果を合せて考えると，Facebook という媒体を

通して日本語学習の場を探している学習者が多数存

在すること，そして日本語コミュニティがそのよう

な学習者たちの受け皿の一つとなっていることが分

 
図6．本調査の回答者の日本語学習環境（複数選択式）：（ ）内の数字は回答者数（n =120，総回答数 143）。項目の表
記は，紙幅の都合上実際のものを一部省略している。図で示した割合は回答者数（n =120）ではなく，総回答数
（143）を基にしたものである。 

 
図7．本調査の回答者が日本語コミュニティを知った経緯：（ ）内の数字は回答
者数（n =120）。経緯についての項目は，筆者と管理人のＮ氏とY氏の3名で決
定した。 
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かる。また，教師から日本語コミュニティの存在を

教えてもらったという学習者も比較的多いが，これ

は授業の一環として日本語コミュニティを紹介した

教師がいたことによるものと思われる。このことか

ら，「教師チーム」の中には「学習者に教室で学ん

だ日本語を教室外で使用する機会を与えたい」と考

える教師が存在し，日本語コミュニティが「新しい

日本語学習者」だけでなくそのような教師にとって

も有意義な場となっている，と言えるのではないだ

ろうか。 

では，日本語コミュニティに参加している学習者

たちはどのような目的をもってコミュニティに参加

しているのだろうか。図 8 に質問 5 の結果を示す。 

質問 5では，日本語コミュニティに参加している

理由を複数選択で回答してもらった。その結果，

「日本人とのコミュニケーション」が最も多く，次

に多かったのが「日本語の文法，漢字などについて

質問したかった」であった。つまり，これらが日本

語コミュニティの「教師チーム」に求められている

2 つの大きな要素であるということが言えるだろう。

これは，質問 3で「自分ひとりで・独学で Only by 

yourself」を選んだ学習者が最も多かったこととも

関係していると思われる。自分自身で日本語を学習

している学習者（特に現在日本以外の国で学んでい

る学習者）にとっては，学習した日本語を使ってコ

ミュニケーションをする機会を得ることや，分から

ない表現などについて質問することは困難であるこ

とは想像に難くない。また現在何らかの教育機関で

学んでいる学習者にとっても，普段とは違う他者

（特に日本語母語話者）と日本語でコミュニケー

ションをとってみたいという思いをもつことは，ご

く自然なことと言えるだろう。このような背景から，

上述の 2つの要素を目的と考える参加者が多いと思

われる。そして 4 番目に多い「JLPT の勉強をした

 
図 8．本調査の回答者の日本語コミュニティへの参加理由（複数選択式）：（ ）内の数字は回答者数（n =120，総回答
数 344）。図で示した割合は総回答数（344）ではなく，回答者数（n =120）を基にしたものである。 
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かったから」という理由については，4．2．2．で

述べる「コミュニティへの要望」としても最も多

かったものである。これについては 4．2．2．で詳

しく述べる。 

4．1．3．コミュニティ内でのコメントとコミュ

ニティに対する評価 

3．1．で述べたように，コミュニティ内では参

加者全員が日本語もしくは英語を使用することと

なっている。では，学習者は普段日本語と英語のど

ちらを使用しているのだろうか。質問 6ではコミュ

ニティ内で使用する言語について回答してもらった。 

その結果を示したものが図 9 及び図 10 である。

図 9 より，6 割以上の学習者が日本語で何らかのコ

メントを書いていると回答した。もちろん学習者に

よって頻度に対する解釈は異なるだろうが，少なく

とも英語を使用している学習者より日本語を使用し

ている学習者が多いということは言えるだろう。ま

た本調査でその詳細は明らかにすることができな

かったが，図 10 が示すように「ほとんど書かな

い」と答えたのが 0～2 年という比較的学習歴の浅

い学習者に多いことは，のちに示す「学習者が考え

る日本語コミュニティのメリット」の一つである

「他の参加者の質問・書き込みからの学び」と関係

がある可能性もある。つまり，「日本語学習を始め

たばかりであるため，コミュニティ内で自分から日

本語を使って何かを発信することはできないが，他

の参加者の書き込みを見ることで日本語に触れたり

学んだりすることができる。」と感じている学習者

の可能性である。この点については，今後さらに詳

細を明らかにしていく必要があると思われる。以上，

ここまでは日本語コミュニティに参加している学習

者の属性や，コミュニティに参加するに至った経緯

について述べてきた。 

 
図 10．日本語学習年数別のコミュニティ内での使用言語（n =120）：（ ）内の数字はそれぞれの回答者数。 

図 9．日本語コミュニティ内で自分が記事やコメントを
書く際に使用する言語：（ ）内の数字は回答者数
（ n=120）。 
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では，学習者は日本語コミュニティに対してどの

ように評価しているのだろうか。 

質問 7では，日本語コミュニティについて「自分

の日本語の勉強に役に立っていると思うか」という

観点から 4 段階で評価をしてもらった。図 11 はそ

の結果であり図 12 はそれをさらに日本語学習年数

別にまとめたものである。まず図 11 より，約 7 割

近い学習者が日本語コミュニティに対して肯定的な

評価をしていること，そして図 12 より，日本語学

習年数が長い学習者ほど，コミュニティに対して肯

定的評価をしている学習者の割合が高いことが分か

る。4．1．1．で述べたように，今回の回答者では

「自分ひとりで・独学で」日本語を学習していると

いう学習者が多かった。そのような状況の中で，7

割近くの学習者がコミュニティに対して肯定的評価

をしているということは，日本語コミュニティが

「新しい日本語学習者」に何らかの貢献をしている

といえるのではないだろうか。では，学習者は具体

的にどのような点を良い点だと捉えているのだろう

か。また，3 割近い学習者は自身の日本語学習に

とってあまり役に立っていないと考えているという

ことも事実であるが，どのような理由でそのように

感じているのだろうか。4．2．では，質問 8～11

の結果を基にそれらの点について考察する。 

 

4．2．記述式の調査項目（質問 8～11）の結果より 

次に質問 8～11に関する結果を示す。それぞれの

質問項目は 3．2．の調査概要で示した通りである。

調査の際には質問1～7は必須の質問としたが，質問

8～11 は自由記述の形式にした。そのため，回答者

によってはいくつかの項目に回答していない場合も

あった。質問 8～11の回答は記述の内容によって筆

者が分類した。例えば，質問 10で「I want to study 

about JLPT（JLPT について勉強したいです。）」や

「もっと日本語の能力試験のことを勉強したいで

す」という回答が見られたが，これらはコミュニ

ティに対して日本語能力試験の問題を多く出してほ

 
図 11．日本語コミュニティに対する段階評価（n
=120）：選択肢に含まれている「0％～25％」などの数
字は，筆者と管理人の Y 氏の判断で，4 段階の評価を分
かりやすくするために示したものである。 

 
図 12．日本語学習年数別の日本語コミュニティに対する 4段階評価（n =120）：（ ）内の数字はそれぞれの回答者。
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しいという考えだと解釈し，【JLPT 対策へのニー

ズ】として分類した。また，一人の回答に複数の要

素が含まれているものもあったが，その際はそれぞ

れ別のものとして数えることにした。例えば，質問

8 で「質問を聞くと先生たちはいつも返事してくれ

ますが，自分から聞かないとほとんど習うことがで

きない」という回答があった。この場合，「質問を

聞くと先生たちはいつも返事してくれますが，」の

部分は【質問・疑問への回答】，「自分から聞かない

とほとんど習うことができない」の部分は【「自分

から学ぶ姿勢」の重要性】として分類した。そして，

分類したものをまとめていった結果，「コミュニ

ティの良さ・日本語学習へのメリット」，「今後改善

していくべき点・不足していると感じている点」，

そして「その他コミュニティへの評価に関わってい

る要素」の 3つのタイプに分けられた。例えば先述

の【JLPT対策へのニーズ】という要素は，「今後改

善していくべき点・不足していると感じている点」

の 1つである。以下それぞれのタイプについて詳細

に述べていく。なお本稿では，以降「I want to 

study about JLPT（JLPT について勉強したいで

す。）」「もっと日本語の能力試験のことを勉強した

いです」を具体例，【JLPT対策へのニーズ】をカテ

ゴリーと呼ぶ。 

4．2．1．「コミュニティの良さ・日本語学習へ

のメリット」について 

質問 8～11 では，「コミュニティの良さ・日本語

学習へのメリット」は全部で 170 の具体例があっ

た。そしてそれらは，【「日本語」に関する知識の獲

得】（具体例 56），【質問・疑問への回答】（37），【時

間・場所に縛られない学習が可能】（28），【他の参

加者の質問・書き込みからの学び】（21），【「日本語

学習」「日本語使用」の機会の獲得】（8），【「日本」

に関する知識の獲得】（8），【日本語でのコミュニ

ケーション】（6），【JLPT 対策が可能】（4），【日本

語学習タスクの充実】（2）という 9つのカテゴリー

に分けられた。なお【質問・疑問への回答】（37）

は，【複数の考え方の獲得】（3），【丁寧・親切な対

応】（7），【即自的な対応】（8），【分かりやすく詳細

な回答】（12）に分けられた（図 13）。 

【「日本語」に関する知識の獲得】や【質問・疑問

への回答】が高い割合を示すのは，日本語コミュニ

ティがもともと日本語学習者のためのコミュニティ

であること，そして日本語教師有資格者のみが日本

語を教えることができること，という特徴が影響し

ていると思われる。4．1．2．で示したように，学

習者のコミュニティへの参加理由の中でも「日本語

の文法，漢字などについて質問したかった」は 120

人中 64 人（53.3％）が答えており 2 番目に高かっ

た。このような学習者にとって，日本語学習コミュ

ニティは非常に有益な学習コミュニティとなってい

ることが分かる。一方で，コミュニティへの参加理

由で最も高い割合を占めていた「日本人とコミュニ

ケーションがしたかったから」（120 人中 74 人，

61.7％）に該当すると思われる【日本語でのコミュ

ニケーションの機会】や【「日本語学習」「日本語使

用」の機会の獲得】は少なかった。 

また，コミュニティの良さとして挙げられていた

点として，【時間・場所に縛られない学習が可能】

や【他の参加者の質問・書き込みからの学び】とい

う，SNS上での学習コミュニティ特有の点も多かっ

たカテゴリーも比較的高かった。【時間・場所に縛

られない学習が可能】は，「いつでも，どこでも，

スマホで日本語の勉強がてきます。」「We can ask 

about Japanese language whenever we hope.（勉強し

たいときにいつでも日本語について勉強することが

できます。）」といった具体例が見られ，スマホなど

特定の媒体に言及する回答が見られた。これは，

「インターネット環境さえあればアクセスできる日

本語学習の場」という利点を学習者も感じていると

いうことが言える。また【他の参加者の質問・書き

込みからの学び】では，「Also you can learn from 
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others questions.（そして，他の人の質問からも学

習することができます。）」「たまに自分がわからな

いことを他のメンバーも投稿して，本当に助かった

と思います。」など，自分以外の学習者や教師チー

ムの書き込みを見て，何らかの学びを得ていると可

能性が示唆された。日本語コミュニティでは，3．

1．で示したような学習者や教師チームからの書き

込みが毎日のように見られ，たとえ自分から何かを

書き込むことはなくても，そのような他者の書き込

みに触れることで日本語学習となっていると感じて

いる学習者がいることが明らかとなった。 

以上これらのカテゴリーは，教育機関ではなく

SNS 上のコミュニティ特有のものであり，これら

の要素が参加者には高く評価されているということ

が言えるだろう。 

4．2．2．「今後改善していくべき点・不足して

いると感じている点」について 

一方，日本語コミュニティについて学習者が「今

後改善していくべき点・不足していると感じている

点」も数多く見られた（図 14）。具体例としては

111 の記述があり，それらを分類するカテゴリーと

しては，【JLPT 対策の充実】（具体例 30），【特定の

トピック・技能についての学習】（19），【内容によ

る細分化の必要性】（14），【「自然な日本語」「正し

い日本語」への意識】（11），【初級学習者への配

慮】（8），【コミュニケーションの機会の増加】（6），

【「日本」に関する知識の紹介】（6），【「日本語以外

の言語」の使用・学習】（6），【口頭コミュニケー

ションの不足】（5），【日本語学習タスクの増加】

（4），【英語表記の充実】（2）といったものがあった。 

最も多かったのが【JLPT 対策の充実】であり，

「JLPT の問題がたくさんやりたい」など，JLPT

（日本語能力試験）のための問題や解説の量の増加

を求める声が多かった。教師チームからも，3．1．

で示した N氏の投稿例のように JLPTの語彙や文法

に関する出題がされている。さらに日本国内で

JLPT の試験が実施される7月と12月の前には，「職

員室」で管理人のN 氏，Y 氏が教師チームに対して，

JLPT に関する投稿を集中的に行うように呼びかけ

るなど JLPTを意識した取り組みは以前から行われ

ていた。しかし今回の調査から，日本語コミュニ

ティ内の JLPTに向けた取り組みはまだまだ不十分

 
図 13．「コミュニティの良さ・日本語学習へのメリット」の分類：左側の項目はカテゴリーの名称，（ ）内の数字はそ
れぞれのカテゴリーに含まれる具体例の数である（ n=120，具体例数 170）。図に示す割合は具体例数（170）を基に
したものである。 
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でありもっと取り組みたいと認識している学習者が

多数存在するということが明らかになった。 

また，2 番目に高い【特定のトピック・技能につ

いての学習】と 3番目に高い【内容による細分化の

必要性】は比較的関連が強いと思われる。【特定の

トピック・技能についての学習】とは，「毎日の

レッスンがあればもっと役に立つと思います。特に

漢字のレッスンが増えてほしいです。」「聞き取りに

ついて勉強したいと思います」（強調は筆者によ

る）など，細かい技能別の書き込みやクイズの出題

を求めるものであったが，一方で「何か違うと思い

ます，もうちょっと整理した方が良いと思う，もっ

と分かりやすくレベルを区別した方がよいなか？人

数が多すぎる，クエスチョンを載せて正解不正解，

教えるだけではなく，質問する，答えるより教える

習うの方が良い」「This group is the best in the 

facebook but it's necessary an order to lessons and 

topics because there a lot of people. For example 

(Basic: Kana, DESU, Fundamentals phrases) 

(Intermediate: More advanced topics but step by step) 

(Advanced: More complex cases)（このグループは

Facebook の中では一番だと思いますが，たくさん

の人がいるのでレッスンやトピックについて整理す

ることが必要だと思います。例えば，「基本コー

ス：ひらがな，「～です」，基本的なフレーズ」「発

展クラス：より複雑な事例」などです。）」といった，

【内容による細分化の必要性】を求める割合も高

かった。つまり，学習者のニーズは多様であり用意

すべきコンテンツやクイズの種類は多いが，教師

チームがそれに対応するためにクイズなどを増やせ

ば増やすほど学習者にとっては学習しにくい環境に

なっていく，ということである。最も高かった

【JLPT 対策の充実】や，少数ではあったが指摘が

あった【「自然な日本語」「正しい日本語」への意

識】，【「日本」に関する知識の紹介】も含めて，コ

ミュニティの教室内の環境整備をどのようにしてい

くべきかを考え実践していくことが，今後の課題で

あると言えるのではないだろうか。 

 
図 14．「今後改善していくべき点・不足していると感じている点」の分類：左側の項目はカテゴリーの名称，（ ）内の
数字はそれぞれのカテゴリーに含まれる具体例の数である（n =120，具体例数 111）。図に示す割合は具体例数
（111）を基にしたものである。 
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4．2．3．「その他コミュニティへの評価に関

わっている要素」について 

質問 8～11 の記述の中では，直接「コミュニ

ティの良さ・日本語学習へのメリット」や「今後改

善していくべき点・不足していると感じている点」

に言及するのではなく，それら 2つを考える際の要

素について記述しているものもあった（図 15）。そ

のような具体例の数は 29 で，それらは【自身の日

本語レベルとの相違（簡単すぎる・難しすぎる）】

（10），【「自身の参加目的・学習目的」との関連】

（6），【コミュニティに参加できる時間の少なさ】

（5），【心理的負担・精神的負担】（4），【「自分から

学ぶ姿勢」の必要性】（4）というカテゴリーに分け

られた。これらの要素に対する意識の程度の違いが，

「コミュニティの良さ・日本語学習へのメリット」

や「今後改善していくべき点・不足していると感じ

ている点」という意識へとつながっていると思われ

る。全体の数が少ないので要素間の比較をすること

は難しいが，最も多かったのは【自身の日本語レベ

ルとの相違（簡単すぎる・難しすぎる）】であり，

コミュニティに対する低い評価に関わっていること

が多かった。例えば，「自分のレベルは日本語のグ

ループのコメントより上手なので，そのコメントは

あまり役立つではありません。」「I founded people 

barely typed in English or hiragana. I’ve just start to 

learned Japanese a few months ago, so it’s hard for me 

to understand completly any topics here.（このグルー

プで英語やひらがなで書く人をほとんど見ません。

私は日本語を数か月前から勉強し始めたばかりなの

で，ここでのトピックについて完全に理解するのは

難しいです。）」といった具体例がある。コミュニ

ティ内には，4．1．1．で示したように様々な学習

年数や参加目的の学習者が存在している。また，毎

日継続的にコミュニティに参加できる学習者ばかり

でないことも考えると，コミュニティを訪れた際に

触れる日本語のレベルが自分のものとあまりにも違

えば，参加意欲が落ちてしまうのは当然のことであ

ろう。そしてそれが結果的に，コミュニティへの低

い評価へとつながったものと思われる。 

 

 

 
図 15．「その他コミュニティへの評価に関わっている要素」の分類：左側の項目はカテゴリーの名称，（ ）内の数字は
それぞれのカテゴリーに含まれる具体例の数である（n =120，具体例数 29）。図に示す割合は具体例数（29）を基に
したものである。 
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4．3．調査結果のまとめ 

以上 4．1．と 4．2．で示した結果を基に，学習

者のコミュニティに対する評価の中で多かった点を

まとめると以下のようになる。 

日本語コミュニティには，国籍や日本語学習年数，

学習目的など多様な背景とニーズを持つ学習者が所

属している。その中には，特定の教育機関に所属せ

ず独学で日本語を学習している「新しい日本語学習

者」も多く存在する。そして日本語学習に関する疑

問を「教師チーム」に聞くことで，日本語に関する

知識の獲得などの学びの機会を得ている。あるいは，

他者の投稿やそれに対する回答などを見ることに

よって，間接的に学習をおこなっている学習者も存

在する。そして，これらにインターネット上のコ

ミュニティという特性が加わることで，学習者に

とっては時間と場所に縛られない日本語学習環境と

なっている。多様なニーズや背景の学習者がいるこ

とも，他の学習者の書き込みからの学びを可能にし

ている要素の一つであろう。これらはオンライン上

のコミュニティ特有の利点であると言え，学習者か

らも肯定的に評価する声が多い。一方，コミュニ

ティという環境については内容による細分化を求め

る声が多い。詳細はフォローアップインタビューな

どをしなければ分からないが，これには多様な学習

者がそれぞれの目的に応じて日本語コミュニティを

利用していることが関わっており，日々さまざまな

書き込みがされる日本語コミュニティでは，自身の

学習目的に応じた内容を見つけることが時折困難に

なっていると思われる。つまり，多様なニーズやレ

ベルの学習者が存在するという日本語コミュニティ

の特性が，学習者が考えている日本語コミュニティ

のメリットと今後修正していくべき点の両方に影響

しているといえるだろう。 

5．本調査の意義 

では，このようなオンライン上の学習コミュニ

ティやそこで日本語を学ぶ学習者について研究を進

めていくことは，どのような意義があるだろうか。

筆者は先行研究との比較から，以下の 2 つの観点

（ⅰ，ⅱ）から意義があるのではないかと考えた。 

寅丸（2014）は，教室という文脈において授業

自体に客観的な意味や価値があるのではなく，それ

ぞれの学習者が自分なりの意味を創造することがで

きるかどうかが重要である（p. 1）と述べている。

また浜田，林，福永，文野，宮崎（2006）は，「実

際に学習者がどのような学習行動を行うかは環境や

学習認知との関係の中で決定される。」（p. 73）と

して，学習者を取り巻く環境によって学習者が学習

のために起こす行動も変わってくると主張している。

これらの先行研究から，（ⅰ）学習者の「日本語を

学習する意味」はそれぞれの学習者によって構成さ

れ，さらにその意味やそれに基づく学習行動は，教

室など学習者が学習する環境に影響を受けるという

ことが分かる。 

また，教師などコミュニティの運営者側の観点か

ら見てみると，寅丸（2015）は，理念を具現した

実践のためには，具体的な教室観（＝日本語教育と

は何かという教育理念に基づいた，教室の設計運営

に関わる実質的な問い）の確立が必要である（p. 

41）と述べている。このことから，「どのような教

室を作るべきなのか」という点について考察するこ

とは，「どのような日本語教育を目指すべきなの

か」といった，日本語教育観（理念）や教育実践を

振り返ることにつながるということが分かる。この

「教室」について，牛窪（2005）が「現在，日本語

教育では，教室をコミュニティーと捉え，その場で

の学習者の参加に重点を置いた言語学習が注目を浴

びるようになっている。」（p. 41）と述べているよ

うに，教室は学習コミュニティの 1つであると考え

るべきであるということが分かる。両者の主張をま

とめると，（ⅱ）「どのような学習コミュニティを作

るべきなのか」という問いを考えることで，「どの
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ような日本語教育を目指すべきなのか」という教育

観や自身の実践を振り返ることになる，と言えるだ

ろう。 

しかし，（ⅰ），（ⅱ）のような学習コミュニティ

と学習の関係に関する議論の中で，本稿で対象とし

たようなオンライン上の学習コミュニティが取り扱

われることは，ほとんどなかったのではないだろう

か。インターネットや SNS をはじめとするオンラ

イン上のコミュニティは，日本語教育の中でもしば

しば取り扱われてきたが，その多くは，高橋

（2014，2015）でまとめられているように，教室活

動に付随するもの，教室活動の応用の場として位置

づけられてきた。しかし，高橋（2014，2015）や

本調査が示すように，何らかの教室活動の応用の場

という枠組みを越えた側面をもつオンライン上のコ

ミュニティも存在しており，そしてその 1つである

日本語コミュニティには，4．1．で示したように，

日本語学習学習歴や国籍，コミュニティへの参加の

目的など様々な面で異なる背景を持つ日本語学習者

が，それぞれの目的に応じて日本語学習をおこなっ

ている。また，4．2．1～4．2．3．そして 4．3．

で述べたように，オンライン上のコミュニティ特有

の意義や問題点も，学習者は感じていている。 

以上のことから考えると，（ⅰ），（ⅱ）のような

学習コミュニティに関する議論の中に，従来の「教

室」とは様々な面で異なる特徴を持つオンライン上

の学習コミュニティを加えることで，日本語教育に

おける様々な議論もより深まっていくのではないだ

ろうか。例えば（ⅰ）の観点では，オンライン上の

コミュニティで学ぶ学習者は「日本語を学習する意

味」をどのように創造していくのか，それにはどの

ような要素が関わっているのか，などの観点が，ま

た（ⅱ）では，そのような学習者の支援に関わる者

の教育観にはどのような変化が見られるか，などが

考えられる。そして，そのような観点からの調査や

分析を，これまで行われてきた「教室」やそれ以外

のコミュニティを対象にした研究と比較することで，

新たな教育観や学習観，学習コミュニティの生成に

つながるのではないだろうか。このように，「新し

い日本語学習者」に関する研究は日本語教育に関す

る研究に新たな視座を生み出す可能性をもっており，

このことこそ，日本語教育における「新しい日本語

学習者」について研究を進めていく意義であると筆

者は考える。 

 

6．本調査の限界と今後の課題 

一方で，本調査及びその結果には限界もある。ま

ず，任意のアンケートという本調査の特性から，回

答者はコミュニティに参加する頻度が高く積極的に

取り組んでいる学習者，あるいは，コミュニティの

取り組みに対して肯定的に捉えている学習者に偏っ

ているという可能性がある。加えて，本稿では 3．

3．で示した調査項目についてそれぞれの結果は示

したものの，項目間の相関関係について細かく見る

ことはしなかった。これは，「新しい日本語学習

者」の実態を示すためには，まずそれぞれの項目に

ついての結果を示す方が良いと判断したためである

が，例えば学習期間と評価の関係などさまざまな相

関関係を見ていくことで，「新しい日本語学習者」

について深く探っていくための観点も見えてくるの

ではないかと思われる。 

また，本調査では日本語学習者のみに焦点を当て

て調査をおこなったが，「日本語学習者がそのコ

ミュニティをどのように捉えているか」という点に

は，その学習者と関わっている学習支援者や，コ

ミュニティを日々運営している管理者の理念や実際

の指導も関わっていると思われる。例えば，本調査

の結果を受けて日本語コミュニティ管理人のN氏，

Y氏は以下のように述べている。 

顔が見えない学習者もおもしろい！それし

か考えず日々の運営をしているが，この調査
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結果を元にこのコミュニティでの活動を改め

て振り返ってみると，「スマホ片手にいつで

どこでも日本語の学習ができる」という学習

スタイルは，今までの「学校で教師主導で勉

強する」という常識を大きく打ち破ったと考

えられる。学習者のニーズの変化，学習スタ

イルの進化に合わせて，私たち教師もファシ

リテーター化しなければならないと感じた。

（N氏） 

日本語教師で，学習者に教育関係者以外と

の接触を促したいと思う人は相当数いると思

われるが，実際取り組んでみると，教育以外

の管理面や費用面に悩まされることになる。

このコミュニティは，日本語教育関係者が教

育に集中できる環境を作るために，管理を一

手に請け負うつもりで運営してきた。調査の

結果，学習者から専門家のサポートが受けら

れる日常的に活性化したコミュニティという

評価は得られている点に加え，日本語教育関

係者からも教室外活動として実践する事例が

増えてきたのはありがたい限りである。今後

も学習者規模の拡大と管理に努め，日本語教

育関係者が安心して様々な活用ができる場を

提供したい。（Y氏） 

両氏のコメントを見ても分かるように，同じ「管

理人」という立場でも，両氏がどのような姿勢で参

加しているかは微妙に異なるようである。このよう

な，「どのような姿勢で，コミュニティ内で学習者

と関わっているか」，そして「その理念に基づいて

どのような支援をおこなっているのか」という点に

ついて，本調査では明らかにできなかった。 

以上の点を踏まえ，今後の課題を述べていきたい。

まず今回明らかになった結果を基に，2．2．及び 2．

3．で示した図 1 の流れに沿って，学習者が日本語

コミュニティでの学習をどのように捉えているかを

より詳細に探っていきたい。その際，単純に「学習

者がコミュニティをどう捉えているか」（評価）と

いう点だけでなく，学習観やアイデンティティはど

のように変化するのか，など様々な観点を先行研究

と比較する必要があるだろう。例えば，2．1．で

述べたように高橋（2015）では Garrison（2011）を

参考にして学習者の実際の書き込みを分析している

が，日本語コミュニティにおいても同様の観点から

調査を行い比較することは可能である。そして

Lam（2000）のように，オンラインで学ぶ学習者の

アイデンティティの変化に注目していくことも，

「新しい日本語学習者」に対する理解を深めていく

上では必要になってくるかと思われる。 

また上述したように，学習支援者や運営者に焦点

を当てた研究も必要になるだろう。学習支援者や運

営者側が，日本語コミュニティについてどのような

教育理念を持ち，そしてどのように学習者に関わっ

ているかという点は，学習者のコミュニティに対す

る評価に大きく関わっていると思われる。そういっ

た点にも焦点を当てて調査を行うことで，「新しい

日本語学習者」に対する理解が深まりより良い支援

につながるのではないだろうか。以上を，「新しい

日本語学習者」に関する研究の今後の課題としたい。 
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Forum 

An examination of a ‘new type of Japanese language learners’ and their 

assessment of learning community: The case of the facebook group 

‘The Nihongo Learning Community’ 

 

SUEMATSU, Daiki * 

Graduate School of Humanities, 

Nagoya University, Aichi, Japan 

 

Abstract 

Recently, in the area of Japanese language education, it is said that there is a need for research 

focusing on learners who learn outside the classroom and educational institutions, as Yoko 

Tateoka mention in her book Nihongokyouiku no tameno Shitsuteki Kenkyu Nyumon: Gakusyu, 

Kyoushi, Kyoushitsu wo ikani Egakuka. However, there is an insufficient amount of research on 

this subject. Therefore, in this paper, we will research focusing on “new Japanese learners” 

who use and learn Japanese through social networking communities, proposed by Atushi 

Takahashi since 2014. To begin, I examined the background of the learners and how they 

evaluate the merits and demerits of their community, focusing on one community on Facebook 

“The Nihongo Learning Community.” As a result, it was found that many learners held a 

positive view of their communities. One of the reasons for this was due to the specific benefits 

of having an online community. On the other hand, it was also found that there were some areas 

learners desired to see changed or focused upon in their current communities. Based on these, 

this paper will show significance for research about “new Japanese learners.” 
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