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概要

近年，日本語教育においても「学習の振り返り」が注目されている。しかし，振り返り

の内容と振り返りに対する意識との関連を詳細に分析した研究は見られない。本稿で

は，「実践研究」という立場から，学習の振り返りの実践の中で，振り返りに対して肯

定的に捉えていた2名の学習者に注目し，どのように振り返っていたのかという点に

ついて分析を試みた。その結果，実践の中で定められていた「1週間を振り返る」とい

う枠を超えて過去を振り返っていたということ，そしてその際，「自分にとってのキー

ワード」を基に振り返りをしていたという特徴が見られた。その結果と2名の学習者の

振り返りに対する意識から，「自分にとってのキーワード」を用いた重層的な振り返り

を支援していくことが必要である，ということが示唆された。
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「自分にとってのキーワード」を用いた重層的な振り返り

1．「学習の振り返り」への注目

近年，教育において「学習の振り返り」（以下，振

り返りとする）が注目されている。例えば日本の学

校教育では，太田（2018）が述べるように「教科等の

学習活動に，見通しを立てたり，振り返ったりする

場を計画的に設けること」（p. 179）が求められてい

る。振り返りへの注目の背景について，梶田（1994）

は以下のように述べている。

何か外的な目的のために役立つ力を身に付け
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ているという意味での有能さではなく，自分

自身の生きていく世界を広げ深め，それを自

分自身が生きていく拠り所として用いること

ができるという意味での有能さを身に付けて

いくということを考えるならば，そのための

重要かつ不可欠な手だてとして，振り返りが

クローズアップされてこざるを得ないのであ

る。（p. 6）

また和栗（2014）は，構成主義に基づく知識観や

学習観が広まっていることが振り返りへの注目が集

まっている理由の一つだとし，以下のように述べて

いる。
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この学習観・知識観においては，学習者自身

が学んでいる内容や方法を意識化し，それを

確認しながらさらに学び続けることが重要と

され，そのプロセスを促進するために欠かせ

ないのが「振り返り」である。（p. 93）

以上梶田（1994）や和栗（2014）の主張から分かる

ように，近年学習や教育では自分自身が生きていく

世界を広げ深めていくことを身につけること，そし

て学習のプロセスを自分自身で意識していくことな

ど，「学習を通した人間的な成長」が求められている

ことが分かる。このことは，細川（2012，p. 23）の「こ

れからのことばの教育は，一人一人の中にある能力

を可視化しようとする試みから決別し，より大きな

視点での人間の教育として考えられるべきではない

か」という主張とも共通しており，日本語教育にお

いても振り返りを取り入れる意義は大きいと思われ

る。しかし，日本語教育における振り返りの研究は

まだまだ明らかになっていないことが多い。本研究

は，市嶋（2009，p. 6）で提唱されている「実践研究」

という立場に立ち，ある日本語教育の場において行

われた振り返りの活動について，肯定的にとらえて

いた2名の学習者の振り返りの内容を分析し，振り

返りへの意識とその内容の関連性を分析していくこ

とを目的とする。

2． 振り返りに関する先行研究と本研究
の研究課題

2．1．学習の振り返りに関する先行研究

振り返りに対する関心の増加とともに，近年では

振り返りに関する実践や研究が数多く報告されてい

る。太田（2018，p. 192）は，幼児期（3，4，5歳児）に

対する「振り返り活動」を実施し，教師との対話によ

り幼児期の児童でも振り返りの広がりや深まりが見

られたと述べている。また飯塚（2017，p. 84）は，小

学校の授業実践において振り返りを実践し，授業の

めあてに即した振り返りをすることで児童の学習意

欲の向上に正の影響があったと述べている。 このほ

かにも，自律学習やメタ認知といったキーワードと

ともにさまざまな振り返りの実践が行われている。

日本語教育においても，授業実践の中に振り返

りを取り入れた報告が多く見られる。しかし末松

（2017，p. 1）でも述べられているように，それらの

報告では5段階評価のアンケート調査などによって

満足度を簡単に調査したものが多い。和栗（2010，p. 

93）が「学習者個々人の体験が重要となるふりかえ

りは，個別性が高い。効果的なふりかえり支援のた

めに，学習者個別の文脈（関心，傾向，活動）をよ

り知ろうとし，それに合わせた支援の検討が必要で

ある」と述べているように，今後の学習者の振り返

りの実践や研究はより詳細な視点で分析していく必

要があると思われる。その際考えられるのが，「学

習者は振り返りの活動をどのように意識していたの

か」という点と，「学習者は何をどのように振り返っ

ていたのか」という2点ではないだろうか。

2．2．学習の振り返りに対する意識について

2．1．で述べたように，日本語教育における振り返

りの先行研究では，簡単なアンケート調査や内容の

分析のみに焦点を当てたものが多い。学習者の振り

返りに対する意識について質的な分析を試みた研究

として，末松（2017）がある。末松（2017，pp. 14 - 15）

では，海外の高等教育機関の日本語学習者8名に対

して振り返りを実施し，そして振り返りをすること

についてどう思うのかという点を中心に学期の中間

と学期末の計2回インタビュー調査を実施して，そ

の意識の変化を分析している。そして4名の学習者

のインタビューを分析した結果，1．振り返りの方法

や項目についての捉え方，2．「今・ここでの日本語

学習」の背景にあるものの自己認識，3．「自分の日

本語学習」という意識と振り返りとの関連，という

3点が学習者の振り返りへの意識に影響することを

明らかにし，これら3つの要素を取り入れた「自分

のための振り返り」を実践することが必要であると
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述べている。「1つの教育機関の日本語学習者4名の

インタビューデータを分析したものであり，結果や

考察の一般化は難しい」（末松，2017，p. 15）という課

題はあるものの，学習者の振り返りに対する意識を

詳細に示したという点では末松（2017）は意義があ

ると思われる。しかし，末松（2017）では振り返り

に対する学習者の意識のみに焦点が当てられている

ため，実際の振り返りでは「何を」「どのように」振

り返っていたのか，という点は明らかにされていな

い。振り返りに対する意識は，その振り返りの実践

の中で何を，どのように振り返っていたのかという

点とも関連があると思われる。このため，振り返り

に対する意識をより深く理解するためにも，振り返

りに対する意識と実際に振り返っていた内容の関連

を分析する必要があるのではないだろうか。

2．3．学習の振り返りの内容について

学習の振り返りに関する研究として，学習者が振

り返りとして書いたり話したりした内容に注目した

ものもある。その際これまで注目されてきたのは，

振り返りの深さのレベル，つまり「どの程度深く振

り返ることができたか」という点であった。

例えば金（2006，p. 84）では，「同じ活動を体験し

ながらも，内省時の観点レベルの表れ方は学習者に

よって異なっていることが分かった。（中略）内省の

浅い人は，事実や気づきの再生のみで留まり，漠然

とした評価に留まっている傾向があるのに対して，

内省の深い人は，より多くの観点を複合的に捉え，

具体的な評価を行う傾向がある。」と述べられてい

る。また和栗（2010，p. 94）は，Moon（2004）の内容を

まとめ，振り返りの深さのレベルには，描写的な書

き方（ふりかえりをしていない。描写にとどまる。），

描写的なふりかえり（描写しつつふりかえるが，2つ

以上の視点からのふりかえりがない。），対話的ふり

かえり（多様な見方から俯瞰できており，分析的か

つ統合的。），クリティカルなふりかえり（多様な見

方，かつ批判理論［critical theory］的見方ができる，

つまり，視点というのは歴史的，政治社会的な文脈

によっても形成されることを認識していること。），

の4つがあるとしている。このように，学習者がど

のぐらい「深い」振り返りをしているのか，という点

については以前から注目されてきた。

しかし学習者の振り返りを見る際に，教師など

の支援者が持つべき観点は「どのぐらい深く内省で

きているか」という点のみなのであろうか。和栗

（2014，p. 92）は「今日，「振り返り」という言葉は日

常生活の中でも多用され，学校教育や企業の人材育

成で用いられる際にも様々な定義や実践が存在して

いる。しかし，振り返りの効果への期待とは裏腹に，

その概念や手法はいまだ十分に体系化されてはいな

い。」と述べているが，その原因の1つとして，前述

の金（2006）や和栗（2010）のように学習者の振り

返りを「どの程度深い振り返りができているか」と

いう観点でのみ評価・分析しているという点が関連

しているのではないだろうか。振り返りの内容を評

価・分析する際，「振り返りの深さ」以外の観点から

見ていく（見ようとする）必要があり，その1つが2．

2．でも述べた「振り返りに対する意識」と「振り返り

の内容」の関連という観点ではないだろうか。

2．4．本研究における研究課題

以上2．1．から2．3．で述べた問題意識より，本

稿では日本語学習者の振り返りの内容と振り返りに

対する意識の関連について分析を進めていく。栁田

（2015，p. 71）が「1つの教育実践について継続して

その可能性と限界を検証していくことで，教育実践

と教育実践に関する研究が理論や実践の枠組みの構

築，精緻化につながっていく」と述べているように，

1つの振り返りの実践について「振り返りの意識」と

「振り返りの内容」という2つの視点から分析を進め

ていくことで，振り返りの理論や実践の枠組みの構

築，精緻化にもつながると思われる。そこで本研究

では，2．2．で示したように「振り返りの意識」が示

されている末松（2017）の中で，振り返りを特に肯



129

『言語文化教育研究』17（2019）

定的にとらえていたとされる2名の学習者（学習者

N，学習者S）（p. 14）に焦点を絞り，末松（2017）と

同様の実践の中での「振り返りの内容」を明らかに

することを研究課題とする。肯定的に捉えていた学

習者に絞った理由として，その振り返りを分析する

ことで，2．3．でも述べたように振り返りを見る際

の「振り返りの深さ」以外の観点を得られるのでは

ないか，また，振り返りを否定的に捉えている学習

者に対する支援の観点（振り返りの項目，方法や形

式など）を得られるのではないかと考えたからであ

る。なお本研究では，先行研究と3．1．で述べる振

り返りの実践の背景を踏まえ，振り返りを「自分自

身で，そして第三者の補助を受けながら，自身の学

習方法を客観的に描写し，それに対する自己評価を

通して，次の学習の目標や方法を考える活動」と定

義する。

そしてその際，本稿では実践研究という立場をと

る。実践研究とは，「自身の教育観に基づいた授業

のデザインを示し，実際の授業で起こっていること

を具体的な教室データによって検討することによっ

て自己の実践を振り返り，次の実践へとつないでい

くプロセス」（市嶋，2009，p. 6）と定義されている。

そしてその特徴として「一つは，対象分析的な研究

としてではなく，自己評価的な研究としての性格

を，もう一つは，量的な研究としてではなく，質的

な研究としての性格を強く持つ」（細川，2005，p. 8），

「『実践研究』が重視するのは，個別的・具体的な実

践の記述と実践をデザインする教師の意図，問題意

識の明確化であり，実践の結果よりも，教室での相

互行為や実践のプロセスに関心が向けられる。」（広

瀬，2014，p. 63）という点が挙げられている。3．1．で

示すように本稿は筆者の実践をもとにしたものであ

ること，学習者の振り返りの内容を振り返りへの意

識と関連して分析するという目的が示すように「実

際の授業で起こっていること」「教室での相互行為や

実践のプロセス」を研究対象とすることから，実践

研究という立場を取ることが良いと考えた。このた

め，市嶋（2009）や細川（2005），広瀬（2014）で示さ

れている実践研究の定義や特徴に留意しながら，こ

れ以降の章を記述していく。具体的には，（1）実践の

意図と背景をできるだけ示すこと（3章），（2）データ

の分析の際は質的なアプローチをとること（4章），

（3）結果（振り返りがうまくできたかどうか，深い

振り返りができていたか）よりも相互行為やプロセ

ス（どのように振り返っていたのか，振り返りを繰

り返していく中で共通点などは見られたか）を重視

すること，（4）市嶋（2009，p. 5）が実践研究における

「理論」について「既定のもの，基礎科学としての理

論としてではなく，授業実践を通して創造される，

実践者一人ひとりの内側に生起するもの」と述べて

いるように，普遍的で一般化できる理論ではなく，

本実践における固有の理論を導くことを目指すこと

（4章，5章），（5）考察として，データや分析結果，先

行研究から批判的省察を記述すること（6章），の5

点に留意する。

3．振り返りの実践の背景と分析方法

3．1．振り返りの実践の背景と概要

分析対象とする振り返りの実践は，筆者がアメリ

カのある大学（以下，C大学とする）で実施したもの

である。筆者は2015年9月から2016年5月（以下，

2015年9月～12月を秋学期，2016年2月～5月を春

学期とする）まで，日本語クラスのTAとして勤務し

た。日本語クラスは，初級から順に①101（秋学期）・

102（春学期），②201・202，③301・302，④311・

312の4つのレベルに分けられており，それぞれの

クラスには，日本語主専攻，副専攻，聴講の学生が

混在していた。また，中国や韓国などからの留学生

も在籍していた。ほとんどの場合，学生は1年生の

時は①，2年生で②，3年生で③，4年生で④のクラス

を受講するが，入学以前に学習経験のある学生など

は2名の日本人教員（以下，教師Kと教師Tとする）

の判断で1年生でも②や③のクラスから受講を始め

る場合もあった。筆者が勤務した当時は，教師Kが
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①と②と④，教師Tが③のクラスの授業を担当して

おり，筆者はTAとしてそれぞれの授業の準備・活

動の補助や，週に1度全クラスの学習者を対象とし

た自由参加型の文化紹介のクラスを担当していた。

そしてもう一つ，秋と春の両学期，筆者が依頼さ

れていた業務に会話セッションという活動があっ

た。これは通常授業以外の時間で，通常授業と同じ

時間（約50分）学習者と日本語で会話や活動をする

というものであり，毎年日本人のTAが担当してい

た。①と②のクラスの学生は自由参加であったが，

③と④のクラスの学生は参加しなければならないも

のだった。またその内容については，①と②，④の

クラスは教師Kから指定されていたが，③のクラス

は教師Tから「内容はTAと学生で自由に決めてく

ださい」と指示を受けていた。そのため秋学期は，③

のクラスは学生2名と筆者で毎回自由なテーマで会

話をしていたが，春学期の会話セッションでは，毎

週1回筆者と1対1で1週間の自分の日本語学習や日

本語を使った体験を思い出してみるという振り返り

を行うことにした。その理由として，秋学期の会話

セッションや授業外の時間に学生と話す中で，（1）

学期を通して1つテーマを固定して話す，（2）「学生

2名と筆者」より「学生1名と筆者」で話す，（3）目標

や目的に合った学習を学生が自ら考える，TAはそ

れを支援する，（4）「ただ話す」だけではなく筆者の

経験や専門を生かして行なう，の4点が必要だと感

じたからである。特に（3）は，302クラスは日本語

学習の動機も目的も多様であり，かつ他の専攻や副

専攻の学習を抱えている学生も多くいたため，それ

ぞれの学生がそれぞれ自分の日本語学習の意味や方

法を考えていくことが必要だと考えた。教師Tに会

話セッションで振り返りを行うことの許可を得たの

ち，学生にも（1）～（4）の内容を伝えた。

振り返りの項目は小川，小村（2012）を参考にし，

（1）1週間で，あなたは日本語について「何を」「ど

のように」勉強しましたか。

（2）1週間で勉強したことについて，あなたはど

う思いますか。そして，そう思うのはどうして

ですか。

（3）来週の会話セッションまでに，あなたは日本

語の勉強について「何を」「どのように」がんば

りたいですか。そして，それはなぜですか。

の3点とした。振り返りで考える対象については特

に指定はせず，日本語のクラスや宿題で学習した内

容，アニメやドラマなど興味・関心がある内容など

それぞれの学習者が自由に決めた。（1）～（3）の3点

について，会話セッション前までに筆者が作成した

Facebookのページに書いてもらい，会話セッション

では書いた振り返りについて日本語で話しながら振

り返りを行った。このような振り返りを毎週の会話

セッションで1回，全部で12回（Week 1～Week 12）

行い，5回目と10回目の振り返りの後には，振り返

りをすることをどう思うかという点について半構造

化インタビューを行った。Facebookのページに書

く振り返りと筆者との会話セッションでの話す振り

返り，そして2回の半構造化インタビューは，会話

セッションということもあり学習者にはできるかぎ

り日本語を使用することを求めたが，説明が難しい

場合は英語も使用してよいと伝えた。以上が，筆者

が行った振り返りの実践の概要である。

3．2．分析対象者と分析対象データ

本稿における分析対象者および分析対象とする

データは，2．4．で述べたように，末松（2017）にお

いて学習の振り返りに対して比較的肯定的に捉えて

いたとされた2名の学習者（学習者N，学習者S）の，

全12回の会話セッションでの振り返りの内容であ

る。実践では，振り返りを行う際に「学習者が自身で

考えて書く」と「書いたものを基に筆者と話す」とい

う手段を用いたので，その両方を分析対象とする。

3．3．分析方法

本稿の目的は，実践研究という考えに基づき，学

習の振り返りに対して肯定的に捉えていた2名の学
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習者がどのように学習の振り返りを行っていたのか

を明らかにすることである。このため，以下の手順

で分析を進めていった。

まず，和栗（2010，p. 93）が「学習者個々人の体験

が重要となるふりかえりは，個別性が高い。効果的

なふりかえり支援のために，学習者個別の文脈（関

心，傾向，活動）をより知ろうとし，それに合わせ

た支援の検討が必要である。」と述べているように，

分析対象とする2名の学習者の振り返りへの意識及

び振り返りの内容にはそれぞれの学習者の個別的背

景も関係していると考えられる。そのため，まずは

じめに会話セッション全体の中からそれぞれの学習

者の背景に関わる部分を抜き出しまとめた。その

後，振り返りの内容と振り返りへの意識の関連を考

えるために，2名の学習者の5回目（Week 5）と10回

目（Week 10）の会話セッションで行った振り返り

に対する意識に関するインタビューデータを読み直

した。そして，それぞれの学習者のデータの中から

振り返りに対する意識とその理由が最も端的に述べ

られている部分を抜き出し，学習者の振り返りを見

ていく上でのキーワードを決めた。そしてそのキー

ワードを中心に，1回目から10回目（Week 1～Week 

10）のそれぞれの学習者の実際の振り返りのインタ

ビューデータを読み，振り返りの特徴をまとめて

いった。3．1．でも述べたように，会話セッションで

の振り返りは学習者が書いた振り返りをもとに筆者

と学習者が1対1で会話をしながら行った。そのた

め，4章以降ではそのやりとりを断片化，コーディン

グなどはせずそのまま示し，その上でそのやりとり

から考えられる筆者の解釈を示していった。

4．結果

以上1章から3章までで述べた背景と課題意識を

基に，学習者Nと学習者Sの学習の振り返りを分析

した結果を示す。4．1．から4．3．では学習者Nにつ

いて，4．4．から4．6．では学習者Sについてそれぞ

れ振り返りの内容をまとめ，4．7．で2名の学習者の

特徴の共通点を述べることとする。

4．1．学習者Nの背景と振り返りに対する意識の

キーワード

まず学習者N（以下，N）の学習背景などを簡単に

述べていく。Nは調査時C大学の3年生で，日本語

専攻の学生であった。大学入学以前は，12歳ごろに

日本語に興味を持ち始め高校時代は自分で勉強する

こともあったが，クラスとして勉強できる環境はな

く，本格的に日本語を勉強し始めたのは大学入学後

であった。Nが3年生当時のクラスメートと大きく

異なっていた点は，Nは日本語と並行して映画製作

のクラスも専攻していた，つまり複数の専攻があっ

たということ，そして，クラスで唯一日本に留学し

た経験がある（2年生の時に3か月ほど）ということ

である。将来については，映画製作や英日の翻訳の

仕事に関わりたいと話していた。以上がNの背景で

ある。

次に，振り返りに対する意識についてのインタ

ビューの中でNの特徴が表れていると思われる部分

から，振り返りの内容を見ていく上でのキーワード

を示していく。なおこれ以降示すやり取りでは，実

際のやりとりでの相づちやフィラー，言い直しの表

現などは，やり取りの流れや内容を理解する上で必

要な部分以外は省略している。また，日本語の誤用

などで訂正や説明が必要な部分は（＝）として筆者

による説明・解釈を示している。まず，Week 5の1

回目のインタビューでは以下のように述べていた。

〈Week 5（3月7日～3月11日）　振り返りに対する

意識のインタビュー（1回目）〉

N： えっと，多分自分の考え方，えっと考えする

（＝考える）のが，面白いと思います。

筆者：あー。自分のこう，考え方を。

N： そして reflectionとか，はい。はい。この前にあ

まりしませんでしたから。

 【中略】
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筆者：あの，reflectionをすることの，まあ良いとこ

ろとマイナスなポイント。今何か思うものはあ

りますか。

N： んー良いポイントは，多分えっと，まあ自分の

勉強の，勉強の方法とか習ったことを考えるこ

とです。はい。

 【中略】

N： reflectionは，自分の reflectionはえっと，いい

と思います。ちょっと，少しずつ上手になって，

ことを見えます。

筆者：あーなるほどね。自分がだんだん日本語上手

になっていることが見えます。

N： はい。そしてえっと，それでちょっと

motivationを，はい，もらえます。

Week 5の時点では，振り返りで自分のことを考

えるのが「面白いと思います。」と述べていることか

ら，比較的肯定的に捉えていたことが分かる。その

後筆者がその理由をたずねたところ，「まあ自分の

勉強の，勉強の方法とか習ったことを考えることで

す。」と「ちょっと，少しずつ上手になって，ことを

見えます。」という2点を述べた。「まあ自分の勉強

の，勉強の方法とか習ったことを考えることです。」

は，日々の授業や宿題で学習した内容（【授業や宿題

で学習したこと】）や，それらをどのように学習す

るかというNの学習の方法（【N自身の学習の方法】）

であると思われる。そして「ちょっと，少しずつ上

手になって，ことを見えます。」は，その直後に筆者

が「自分がだんだん日本語上手になっていることが

見えます。」と確認したところ「はい」。と答えている

ことから，Nの日本語能力（【日本語能力】）のことを

述べていると思われる。したがって，Nの第1回目か

ら第5回目の振り返りを見ていく上では，【授業や宿

題で学習したこと】【N自身の学習の方法】【日本語

能力】がキーワードであると判断した。一方，Week 

10の2回目のインタビューでは，以下のように述べ

ていた。

〈Week 10（4月18日～4月22日）　振り返りに対

する意識のインタビュー（2回目）〉

N： 私は良かったと思います。えっと，自分の考え

方とか勉強することも，えっと考えなければい

けないから，えっとはい，いいと思います。

筆者：うん。今回はその，reflectionをしてもらって，

日本語の勉強にとってどんなところがいいと思

いますか。reflectionをすることは。

N： あー。勉強について，えっと，自分の方法を考

えたから，えっと，自分のいい方法とか，えっ

とよくない方法も，きづ，きづついて（＝気づ

いて）。

まずWeek 5と共通するキーワードとして，「自分

の方法を考えたから」という言葉から，【N自身の学

習の方法】があると考えられる。3．1．で示したよう

に，本実践の目的として「（3）自分の目標や目的に

合った学習を，学習者が自ら考える」を学習者にも

示したが，NはWeek 1からWeek 12を通してこのこ

とを意識していたと思われる。その前の発言にある

「自分の考え方とか」という言葉も，振り返りでは主

に自分の学習の方法について振り返っていたことか

ら，「自分の学習についての考え方」と解釈できる。

次にWeek 5と少し異なる部分を見ていく。【N自

身の学習の方法】について意識していたのは同じだ

が，Week 10では「自分の方法を考えたから，えっ

と，自分のいい方法とか，えっとよくない方法も，

きづ，きづついて（＝気づいて）」のように，振り返

りによって【学習方法への気づき】があったと述べ

ている。また，振り返りについて「自分の考え方と

か勉強することも，えっと考えなければいけないか

ら」と述べているが，これは3．1．で示した本実践

の振り返りの3つの項目の「（2）1週間で勉強した

ことについて，あなたはどう思いますか。そして，

そう思うのはどうしてですか。（3）来週の会話セッ

ションまでに，あなたは日本語の勉強について「何

を」「どのように」がんばりたいですか。そして，そ

れはなぜですか。」と関連している。「自分の考え方
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を考えなければいけない」は振り返りの項目（2）と

関連して「自分の学習に対する考え方を考えなけれ

ばいけない」，「勉強することを考えなければいけな

い」は振り返りの項目（3）と関連して「これから次の

セッションまでに勉強することやその方法を考えな

ければいけない」であると考えられる。Week 5では

キーワードでもあったように【授業や宿題で学習し

たこと】に焦点が当てられていたのに対して，Week 

10では振り返りの項目（3）と関連する【今後学習す

ること】に焦点が当てられていることがわかる。

よってNの振り返りの内容を見ていく際には，1

回目～5回目では【授業や宿題で学習したこと】【日

本語能力】を，6回目～10回目では【学習方法への気

づき】【今後学習すること】を，そして【N自身の学

習の方法】を1回目～10回目の全体を通してのキー

ワードとすることにした。

4．2．学習者Nの1回目～5回目の振り返りの特徴

Nの1回目～5回目の振り返りの内容について，4．

1．で示した【授業や宿題で学習したこと】【日本語能

力】，そして【N自身の学習の方法】というキーワー

ドに基づいて読んでいくと，Nが本実践の振り返り

の「1週間の自身の学習を振り返る」の「1週間」とい

う時間を超えて，振り返りをしている個所が目立っ

た。例えば，以下は1回目の振り返りでのやりとり

である。

〈Week 1（2月8日～2月12日）　学習の振り返り

（1回目）〉

筆者：日本語の目標ですね，上手くなりたいことと

かできるようになりたいこととか，improveし

たいことはありますか。自分で。

N： うーん今は，えっと多分話す時，話すとか，

うーん翻訳とか，えっと上手になりたいと思い

ます。

筆者：あー，なるほどね。

N： 今はえっと，クリスマスの休みと，interim（＝

冬休み）にあまり日本語が。（（笑い））　練習，

練習できませんでしたから。ちょっと。

筆者：まあ，そうだよね。（（笑い））普通は。

N： ちょっと下手になったと思います。（（笑い））

1回目の振り返りということもあり，春学期に目

標としたいことについて尋ねたところ，「えっと多

分話す時，話すとか，うーん翻訳とか，えっと上手

になりたい」と述べた。そしてその後すぐ，【日本

語能力】について1か月以上ある冬休みとその前の

先学期を振り返って「あまり練習できなかった」た

め「ちょっと下手になったと思います」と述べてい

る。この時は1回目の振り返りであり，かつ目標を

決めてもらうという目的のため，過去を振り返るよ

うに筆者からは述べていないが，Nが自主的に，先

学期と現在という観点で【日本語能力】について振

り返っていた。また，2回目の振り返りでは，漢字を

覚えるための方法を聞いた際に以下のように述べて

いた。

〈Week 2（2月15日～2月19日）　学習の振り返り

（2回目）〉

N： （漢字を覚えるためには）何回も，えっと書きま

す。

筆者：うん。書きましたか。先週。

N： はい。えっと，ちょっと時間があれば，はい。

漢字を練習します。しました。

筆者：うん。それはどう思いますか，自分で。

N： うーん，私にとって，えっといい方法と思いま

す。

筆者：うん。

N： えっと，小さいから（＝小さい時から），えっ

と，その方法は。

筆者：小さい，というのは。

N： えっと子どもの時に，ちょっと中国語を勉強し

ましたから，その時にも何回でも。

Nは，漢字を学習する際に【N自身の学習の方法】
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としてよく行っている「何回も書く」という方法に

ついて，子どもの時からしている方法だと述べてい

る。上記のやり取りから分かるように，筆者が「い

つからその方法をしているのか」と問いかけたわけ

ではない。つまり【N自身の学習の方法】について過

去の経験を意識していること，そしてその際には，

筆者が振り返りの実践で定めた「1週間」という時間

に捉われず振り返っていることが分かる。

同様のことが3回目，4回目の振り返りでも見られ

る。3回目の振り返りでは，「先週自分はもっと勉強

するべきだった」と述べたNに対して，筆者が「具体

的にどんなことを勉強すればよかったと思うか」と

問いかけたところ，以下のように述べた。

〈Week 3（2月22日～2月26日）　学習の振り返り

（3回目）〉

N： うーん多分，えっとチャプターを始まった，始

めた，始めたときに，ちょっともっと漢字を勉

強すればよかったと思います。

筆者：あー。始めた時って何曜日だったか覚えてま

すか。火曜日，木曜日だっけ。

N： はい，火曜日だと思います。学期が始まったと

き。

筆者：あ，学期が始まったときですね。はいはい。

そうですね前の週は。

N： はい。そして，最初にあまり漢字は勉強しな

かったですから，えっと前の日に（＝前の日に

勉強するだけでは），ちょっと，うーん覚えにく

い。

このように【授業や宿題で学習したこと】につい

ても，振り返りの1週間という枠を超えて「チャプ

ターが始まった」時にまで遡って振り返り，「最初に

あまり漢字は勉強しなかったですから，えっと前の

日に，ちょっと，うーん覚えにくい」と述べている。

また，4回目の振り返りでは，2回目の振り返りでも

述べていた「何回も繰り返し書く」という方法に対

して，事前に書いていた振り返りを書き直しながら

以下のように述べていた。

〈Week 4（2月29日～3月4日）　学習の振り返り

（4回目）〉

N： （振り返り②を書きながら）あー，多分，今は

ちょっと覚えました（＝思い出しました）。えっ

と高校の時に，えっと韓国人の友達がいまし

た。えっとその彼女は，同じ方法（＝できるまで

何度も繰り返す）をえっと教えてあげました。

筆者：ん？ Nさんが教えてあげたの？それとも，そ

の人が教えてくれたの？

N： はい。あ，教えてくれました。

筆者：あ，くれた。はいはい。

N： えっとでも，その彼女は，英語の発音を，えっ

と練習しました。そして多分，その方法は，多

分その時に多分私は始めた。

このように，「何回も書く」という【N自身の学習

の方法】が自身の高校時代の経験に由来すること，

さらにそれを振り返りを書きながら「あー，多分，

今はちょっと覚えました（＝思い出しました）。」と

述べている。これは，1週間の自身の学習の方法を振

り返る経験を繰り返すことで，自身の学習について

より長い時間の視点から捉えるようになったことを

示しているのではないだろうか。このようにNの1

回目から5回目の振り返りの中には，1週間という筆

者が定めた振り返りの時間を超えて，Nが自身の過

去をより広い時間軸で捉えているという特徴が見ら

れた。

4．3．学習者Nの6回目～10回目の振り返りの特徴

次に，Nの6回目～10回目の振り返りの内容につ

いて，4．1．で示した【今後学習すること】【学習方

法への気づき】【N自身の学習の方法】というキー

ワードに基づいて読んでいくと，1回目から5回目と

同様，1週間という時間の幅を超えた振り返りと，新

たに「私にとっての理解・感覚」という特徴が見られ
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た。具体的には，ある出来事について自分の感情や

考え方を積極的に言葉にしようとする姿勢である。

たとえば6回目の振り返りでは，約2週間の春休み

明けということもあって残りの学期で頑張りたいこ

とを改めて聞いてみた際に，以下のようなやり取り

が見られた。

〈Week 6（3月21日～3月25日）　振り返り（6回

目）〉

N： 多分話すことを improveをしたいと思います。

筆者：あ，そうですか。

N： はい。えっとOPIを受けました。1

筆者：あ，はいはいはい。

N： そして，えっと悔しかったと思います。

筆者：あー。OPIはいつ受けましたか。ランギーラ

の前？後？ 2

N： いいえ。えっと春休みの前。はい。えっと3月

の11日。はい。

筆者：あー。で，悔しかったの？

N： はい。えっとちょっと，もっと，あまり自由で

話すことができませんでした。

「話すことを improveしたい」というのは4．2．で

示した1回目の振り返りでも述べていたことだが，

この6回目の振り返りでは，その動機として，春休

み前（約3週間前）のOPIの模擬試験の際の自分の経

験を述べている。ここでも，1週間という時間よりも

広い時間軸で自分の経験や考えを捉えていることが

分かる。そしてその時のNの感覚として，「あまり自

由で話すことができませんでした」と。述べられて

いる。これは，点数が低かったから上手になりたい

などといった客観的情報に基づくものではなく，日

1　学習者Nの所属するクラスの学生は，教師Kによる
ACTFL-OPIの模擬練習を受けていた。

2　C大学で行われている学生主体の文化紹介のイベン
トの名称。学習者Nも日本チームとして参加し，衣装の
作成やパフォーマンスの練習をしていた。筆者も，練習
の手伝いをしていた。

本語で自由に話すことができなかったことが悔しい

というNにとっての感覚に基づくものである。

また7回目の振り返りでは，授業で学習した「む

しろ～」という項目の英語訳について話した。その

際Nは，教科書に掲載されており授業でも担当教師

が示した英語訳 ratherについて疑問を示し，以下の

ように述べていた。

〈Week 7（3月28日～4月1日）　振り返り（7回

目）〉

筆者：やっぱり日本語と英語はどうしても文法が全

然違うので，翻訳，translateしようとすると，

時々やっぱりおかしい。特に文の時は。うん，な

のであまり英語のセンテンスを見ないように。

まあ見てもいいんですけど，もちろん。

N： はい。

筆者：それを，そればかりを見ないようした方が良

いかなと思います。うん。かな。

N： はい，えっと多分，まあ ratherじゃなくて，多

分，unexpectedlyとか。うーん。

 【中略】

N： はい。まあえっと，多分もちろん正しいの翻訳

は，多分 rather，の方が。でもはい。Unexpect-

edlyを。

筆者：の方が多分ニュアンスは。

N： えっと考えなら，えっとその翻訳をえっと使い

なら，ちょっと私にとって分かりやすいになり

ます。はい。

このように授業で学習した「むしろ～」という項

目について「正しいの翻訳は，多分 rather」だと理

解はしつつも，それをそのまま受け入れるのではな

く「その翻訳（=Unexpectedly）をえっと使いなら，

ちょっと私にとって分かりやすいになります。」の

ように，「私の感覚として理解しやすいのは何か」を

考えようとしていることが分かる。そして書く振り

返りの③（来週までの目標）を一度修正し，以下のよ

うにまとめている。
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I think I will have to spend more time on gram-

mer this time, since compared to the previ-

ous chapters, we have more new and difficult 

grammer points in Chapter 6. I want to try and 

fully understand the grammer points and think 

about where I can integrate them into speaking 

so that they become natural to use.（原文ママ）

（筆者訳：今のチャプター6は，これまでの

チャプターに比べてもっと難しい文法項目が

あるので，文法の勉強にもっと多くの時間を

かけないといけないと思う。文法のポイント

について完璧に理解して，それらの項目が会

話の中でどのように使えるかを考えること

で，自然に使えるようになりたい。）

この中の「今のチャプター6は，これまでのチャ

プターに比べてもっと難しい文法項目があるので，

文法の勉強にもっと多くの時間をかけないといけな

い」という部分からも，「難しいからもっと多くの時

間をかけないといけないと思う」という「私にとっ

ての理解・感覚」が読み取れる。そして，「今のチャ

プター6は，これまでのチャプターに比べて」のよ

うに1週間という枠を超えた長期的な時間軸で振り

返っていることが分かる。これらのことを考えた上

で【今後学習すること】を考え直していた。

さらに9回目の振り返りでは，普段の教室での授

業について以下のように話していた。

〈Week 9（4月11日～4月15日）　振り返り（9回

目）〉

N： クラスは，うーん，まあ，えっと，先学期に比

べて，えっと，まあいろいろな，できないと思

います。

筆者：あ，そうなんですか。

N： はい。えっと，えっと1週間に2回だけ，ですか

ら。

筆者：あー，はいはいはいはい。うん。そういうこ

とね。いろいろできないというのは，自分がい

ろいろ準備ができないということですか。

N： はい。えっと，習え，習えたと思いますけど，

えっと今学期は，えっとほとんどは自分で勉強

しなければいけない。

Nは，日本語クラスのスケジュールについて「ク

ラスは，うーん，まあ，えっと，先学期に比べて，

えっと，まあいろいろな，できないと思います。」

のように先学期との比較を行っている。秋学期（振

り返りを実施する前の学期）は日本語の授業は毎週

月曜日から木曜日に1時間ずつあったのだが，春学

期はスケジュールの都合で火曜日と木曜日に2時間

ずつとなっていた。そのことについて，「今学期は，

えっとほとんどは自分で勉強しなければいけない。」

と述べている。つまり，この学期は毎日授業で日本

語に触れられるわけではないため，継続的に日本語

の勉強をするためには授業だけではなく自分で自主

的に勉強しなければならないという，「私にとって

の理解・感覚」に基づいた【学習方法への気づき】を

述べているのである。スケジュールの件は，Nと同

じ302クラスの学生全員に当てはまることであった

が，このことを述べていたのはNだけだった。もち

ろん，他の学生もスケジュールの変更により学習方

法を変更しなければならないと意識していた（しか

し，インタビューでは言えなかった）可能性も考え

られるが，だからこそインタビューで言語化して具

体的に述べていたNは，その必要性をより強く感じ

ていたと思われる。このように6回目から10回目の

Nの振り返りでは，1回目から5回目と同様，「1週間

よりも広い時間軸での振り返り」と，「私にとっての

理解・感覚」という特徴が見られた。

4．4．学習者Sの背景と振り返りに対する意識の

キーワード

次に，学習者Sの振り返りの内容の分析に移る。

学習者Nの分析と同様，まず学習者Sの簡単な背景

と振り返りへの意識を示す。

調査時，SはNと同じく3年生の学生で，日本語
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は副専攻として学んでいた。専攻はコンピュータ・

サイエンスであった。もともとテレビゲームが好き

だったSは，日本のテレビゲームを通じて日本語に

興味を持つようになり，高校時代には同じような趣

味の友人の影響もあって，日本のアニメや文化など

も自分でインターネットなどで調べるようになっ

た。しかしNと同じく，C大学に入るまでは日本語

をクラスなどで勉強した経験はなかった。Sが他の

クラスメートと異なっていた点は，「将来ぜひ日本

に行きたい」と話していた点であった。具体的にこ

の仕事をしたいというものはなかったものの，「本

当に，えっと，何か日本に，あー，できます（＝何か

を日本ですること）。あー，できるか（＝できるかど

うか分かりませんが），それは私の夢です。」（1回目

の振り返りより）のように，日本で何かをすること

を強く意識していた。以上がSの背景である。Week 

5の1回目のインタビューでは，振り返りについてS

は次のように述べていた。

〈Week 5（3月7日～3月11日）　振り返りに対する

意識のインタビュー（1回目）〉

S： まあはい，もちろん reflectionのことは大切だ

と思います。えっと，よく失敗しますが，えっ

と，あの失敗を，えっと気につきない時，

筆者：あー，「気がつかない時」かな。

S： はい。気がつかない時，えっと，全然習いませ

ん。

筆者：あー，そうだね。失敗に気がつかないと全然

習えません。

S： はい，はい。なので，この reflectionで，自分の

失敗することを覚えて（＝思い出して），今週か

らえっと，もっとあのこと（＝失敗）を直す，直

せます。

Nと違い「reflectionのことは大切だと思います。」

と述べていることから，SはWeek 5の時点から振り

返りに対して肯定的な意識を強くもっていたと考え

られる。そしてその理由として，「よく失敗します

が，えっと，あの失敗を，えっと気につきない時」

「自分の失敗することを覚えて（＝思い出して），今

週からえっと，もっとあのこと（＝失敗）を直す，直

せます。」のように，「失敗」に関する内容を繰り返

し口にしている。このことから，第1回目から第5

回目の振り返りでは【自分の失敗】がキーワードで

あると考えられる。一方Week 10の2回目のインタ

ビューでは以下のように述べていた。

〈Week 10（4月18日～4月22日）　振り返りに対

する意識のインタビュー（2回目）〉

S： 毎週のしたら，その，そのこと reflectionのこと

をしたら，えっと，自分の，自分のgrowthのた

めに，本当に必要だと思います。毎週。

筆者：毎週？

S： はい。まあ時々したら，本当の意味がわかれな

い，分かりませんと思います。

筆者：本当の意味ね。

S： はい。はい。えっと毎週をしたら，えっと，先

週の違う，何か違うか分かりますが，もっと深

くに。えっと，何のパターンと何の癖，えっと，

が出ています。出てる，出てるとのを（＝出て

いるのかということに），えっと気が付けます。

学習者Sは振り返りを「自分のgrowthのために，

本当に必要だと思います。」と述べており，Week 5

と同様振り返りについて肯定的に捉えていることが

分かる。そしてその理由として，振り返りによって

「何のパターンと何の癖」が分かると述べている。ま

たその前に「毎週をしたら，えっと，先週の違う，何

か違うか分かりますが，もっと深くに。」と述べてい

るが，これはつまり，「1回の振り返りでは「先週と

何が違うか」が分かるが，それを毎週繰り返すこと

で「もっと深くに」理解することができ，その結果と

して自分についての「何のパターンと何の癖」が分

かる」ということであると思われる。以上より，学

習者Sの振り返りの内容を見ていく際には，1回目
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～5回目では【自分の失敗】，6回目～10回目では【自

分のパターンや癖】がキーワードであると考えられ

る。しかし，【自分の失敗】と【自分のパターンや癖】

は意味が非常に近い場合も多く，実際Sの振り返り

の中では，「失敗」「癖」「パターン」ということばが1

回目～10回目の中で混在して使用されていた。よっ

て，Sの場合は1回目～10回目の全体を通して【自分

の失敗】【自分のパターンや癖】をキーワードとして

振り返りの内容を見ていくこととする。

4．5．学習者Sの1回目～5回目の振り返りの特徴

学習者Sの1回目～5回目の振り返りについて【自

分の失敗】【自分のパターンや癖】という観点で見て

いくと，Nのように1週間という枠を超えた振り返

りという観点と，日本語学習の方法以外にもさまざ

まな種類の【自分の失敗】に対して継続的に振り返

る姿勢が見られた。例えば，2回目の振り返りでは以

下のようなやりとりが見られた。

〈Week 2（2月15日～2月19日）　振り返り（2回

目）〉

S： はい。えっと火曜日に，えっとまあ授業に行き

ませんでした。

筆者：あー，そうでしたね，あれはどうしたんです

か，そういえば。

S： えっと，まあそれは，えっとね，大学の時に，

えっとちょっと悪い癖があります。

筆者：大学の時？はい。

S： はい，はい。えっと，

筆者：あ，これ書いてましたね。そういえば。（＝

「月曜日と火曜日に僕の悪いくせがもどったな

ので，授業に行きませんでした。」　Sの書く振

り返りより）

S： はい。はい。あのことについて。まあそれは

ちょっと大変ですが，もっと勉強，あーすれば，

勉強すればするほど，えっともっと簡単に，ま

あその単語を忘れてしまったが，えっと倒しま

す。えっと to defeat，beat，あの，あの悪い癖

を，えっと倒します。

 【中略】

筆者：あー。その「悪い癖」というのはどんな癖です

か。

S： まあたくさんしなければいけないことがあると

き，まあよく，よく，まあ全部の，全部をでき

ますが，えっとあの時本当にちょっと休みたい

から，まあちょっと休みます。でもあとで，ま

あ，you know，もっとしなければいけないこと

があるから，ちょっと，あー怖くなります。

筆者：あー，なるほどね。まあ分かりますよ。うん。

S： その時，えっと，あーちょっと怖い，もっと休

みたい，ちょっとその，まあ，（その癖を）repeat

をします。

この場面では，前の週にSが日本語の授業を欠席

していたことについて話している。「火曜日に，えっ

とまあ授業に行きませんでした。」は，キーワードで

ある【自分の失敗】である。Sはその直後，「大学の

時に，えっとちょっと悪い癖があります。」と述べて

いるが，これは春学期だけではなくこれまでの大学

生活全体の中で，時々授業に行かないことがあると

いう【自分のパターンや癖】があるとSが考えてい

ると思われる。これは，4．2．で述べたNのように，

「1週間よりも広い時間軸での振り返り」であると考

えられる。

さらにSは3回目の振り返りで，その週の振り返

りに上述の2回目の振り返りの内容を関連させ，以

下のように述べていた。

〈Week 3（2月22日～2月26日）　振り返り（3回

目）〉

筆者：どうですか，最近は。

S： 先週（＝ここではWeek 1の1週間）に，えっと

私の悪い癖が戻ったが，先週（ここではWeek 2

の1週間）は，まあ木曜日と金曜日，良い日だっ

たから，まあ今週はえっと本当にいい週と思い
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ます。

 【中略】

S： はい。全部の，まあえっと，そのしなければい

けないことを，は，えっと前に，「あー，それは

多分長いかもしれない」と思ったが，早くでき

たから，えっともっと，うーん，たんど，たん

どが，えっとよくしました。

筆者：たんど？

S： たんど。あっと，attitude？

筆者：あ，態度？

S： 態度，はい，ありがとう。態度が良くなりまし

た。

筆者：あー，何の態度がですか。

S： はいはい。えっと，まあ，生活の。

Sはこの振り返りで，【自分のパターンや癖】とい

うキーワードに基づいて自身の生活についてWeek 

1とWeek 2の自分を比較している。Week 1には「悪

い癖」によって生活が悪くなってしまったが，Week 

2にはその失敗を生かしできるようになったと述べ

ている。このように，Sの振り返りでは1週間より広

い時間軸で考えている部分が見られる。

さらに，3回目の振り返りでは学習の振り返りそ

のものについても述べていた。

〈Week 3（2月22日～2月26日）　振り返り（3回

目）〉

S： はい。まあ，（振り返りで）勉強し方について考

えるのを，まあ難しいと思います。

筆者：うん。

S： はい。えっとまあ最初には，まあはい，それは

悪いと，それはいいこと。you know，えっと調

べますが，えっともっともっとdeep。

筆者：うん。深いというか。

S： はい。深い，（学習について）深いのことは，

えっと，考えにくい。

筆者：あー，まあそうですね。いいか悪いかはすぐ

わかるけど，もっと深い，深く理解する。例え

ばどういうことですか。

S： えっとねえ，例えば日本語の勉強の癖につい

て，まあそれは，えっと，それは前に始めたか

ら，えっと今で普通だと思いますね。はい。えっ

と，それを変わり，あー変わりたければ，えっ

となぜ前に，えっと始めたか考えなければいけ

ない。

Sは日本語学習について，「日本語の勉強の癖」が

ありそれが習慣化し「今で（は）普通だと」いう感覚

になっているので，振り返りで自身の学習について

「もっとdeep」な視点で理解することは難しいと述

べている。そして自身の「日本語の勉強の癖」を「変

わりたければ（＝変えるためには）」，日本語の勉強

の方法や目的について「なぜ前に，えっと始めたか」

を考える必要があると述べている。このように振り

返りの活動そのものについて述べる際にも，学習を

始めたきっかけや起源（「なぜ前に，えっと始めた

か」）を考える必要性について触れるなど，より長期

的な時間軸で考えていることが分かる。

さらに4回目の振り返りでは，Sが会話セッショ

ンの前に書いた「書く振り返り」について，以下のよ

うなやり取りが見られた。

〈Week 4（2月29日～3月4日）　振り返り（4回

目）〉

筆者：この「自分の勉強することがもっとまじめに

なっていくかもしれない」（Sの書いた振り返り

より）ということは，Sさんが勉強する日本語

は，もっとこう，アカデミックな，大学の，と

いうこと？

S： はい，はい。まあそれは，私のせい，あーせい

かつ，（筆者：character？）性格ね，（筆者：あ，

性格ね。）性格。すみません。（（笑い））　性格。

性格から。えっとそれを始めます。えっと最近

あの，2週間前，3週間前，ちょっと，ちょっと悪

い癖あるから。今もっと，その悪い，悪い時の

後で，もっと強くなり，になった。えっとまあ，
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多分時間が，えっとかかればちょっと，えっと

それはちょっと，えっと変われますが，えっと

本当に毎日，学校，大学のこと以外に勉強した

い。

ここでも，「最近まああの，2週間前，3週間前，

ちょっと，ちょっと悪い癖あるから。」ということば

が表すように，【自分のパターンや癖】について1週

間という時間に捉われず，それ以前の過去の自分も

含めて振り返っていることが分かる。そして振り返

りによって，今学期も【自分のパターンや癖】が出て

きたが（2回目の振り返り），それを意識することで

うまく対処することができ（3回目の振り返り），そ

の後「勉強することがもっとまじめになっていくか

もしれない」と前向きに感じている（4回目の振り返

り）。このようにSの振り返りでは，Nと同様に振り

返りの期間である1週間という時間より大きな時間

軸で過去の自身を振り返っていた。さらに，Sにとっ

てのキーワードとも言うべき「癖」「失敗」について1

週だけではなく継続的に意識していた。

4．6．学習者Sの6回目～10回目の振り返りの特徴

7回目の振り返りでは，Sは普段は授業が終わった

後，図書館や大学内にある交流スペースで勉強をし

ていると述べた。その理由について聞くと，以下の

ように述べた。

〈Week 7（3月28日～4月1日）　振り返り（7回

目）〉

S： はい，はい。でもえっと，大学の1年生と2年

生とき，ちょっと悪い癖が，えっと悪い癖が，

えっと，きた。きた。でた。

筆者：始まったの？

S： 始まった。はい。始まった。えっとそれは僕の

部屋で勉強したから，その癖が始めた。よく

ちょっと勉強したいとき，もう自分のパソコン

があるから，時々，えっと全部の宿題，全部の

宿題と全部の勉強したいことをしなかったで

す。

筆者：あー，なるほどね。

S： はい。なので，今で，えっとちょっと，えっと

分かれたい（＝勉強の空間と自分の部屋を分け

たい）。

Sは「悪い癖」ということばを用いて大学1，2年生

の自分を振り返っている。その「悪い癖」とは2回目

の振り返りでも述べていたように，時々授業や宿題

についてそのまま放置してしまうということであっ

た。そしてそれを改善するために，自分のパソコン

がありFacebookの閲覧やオンラインゲームが自由

にできる自分の部屋ではなく，大学の図書館などで

勉強するようになったと述べている。このように，

【自分のパターンや癖】についてかなり長期的な視

点で意識していることが分かる。そして9回目の振

り返りでは，4．5．で示した2回目と3回目の振り返

りと関連した内容について述べている。

〈Week 9（4月11日～4月15日）　振り返り（9回

目）〉

S： 先週は，えっと先週前に，えっと僕の考えこと

は，えっと忙しいと思ったけど，実はちょっと，

うーん，ちょっと僕のプロジェクトの仕方は，

えっと思ったより早くできた。

筆者：あー。その他の，他の授業のプロジェクトは

早くできましたか。

S： はい，はい。なのでえっと，まあちょっと忙し

かったけど，えっと本当の僕の気持ちは，まあ

それは，これは本当にちょっと，ちょっといい

週だと思った。

 【中略】

S： はい。まあ，あっと，考えたことは，えっとよ

く，たくさんプロジェクトの宿題があるから，

えっと本当に，えっとすぐに，えっとすればい

いと思ったから，すぐにして，すぐに終わって，

「あー！」（（笑い））　終わったから。はい。
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筆者：じゃあけっこうたくさんプロジェクトがあっ

たから，まあ早く終わらせようと。

S： はい，はい。

筆者：そしたらもう早く終わったかなと。

S： はい。えっと早くしなければ，えっと多分全部

を，えっとできませんと思った。

4．5．で示したように，2回目の振り返りでは「た

くさんしなければいけないことがあるとき」につい

て振り返り，「大学の時に，えっとちょっと悪い癖

があります。」（＝大学生になって，悪い癖が出始め

ました）と述べた。そして翌週の3回目の振り返り

では，Sは自らそのことについて言及し，「先週（＝

ここではWeek 1の1週間）に，えっと私の悪い癖が

戻ったが，先週（ここではWeek 2の1週間）は，ま

あ木曜日と金曜日，良い日だったから，まあ今週は

えっと本当にいい週と思います。」と述べていた。そ

してこの9回目の振り返りでも，日本語以外の授業

のプロジェクトなどが重なり「忙しいと思った」状

況で，3回目と同様に「早くしなければ，えっと多分

全部を，えっとできません」という意識で取り組ん

だ結果上手くこなすことができたと述べている。

以上7回目と9回目の振り返りの例からも分かる

ように，Sは学習環境や日本語学習以外の課題につ

いても，【自分の失敗】【自分の癖やパターン】とい

う観点で自分の行動を考え対処しようとしていた。

そして振り返りでは1週間という時間軸だけではな

く，これまでの大学時代のすべての中から思い当た

る経験を振り返っていた。

4．7．学習者Nと学習者Sの振り返りのまとめ

以上，2名の学習者N，Sの振り返りの内容につい

て，それぞれの学習者のキーワードに基づいて見て

きた。2名の振り返りの特徴をまとめると，NとSに

共通していたのは，実践の中で設定していた「1週間

の学習を振り返る」という時間の幅を超えて過去を

振り返っていたという点であった。そしてNは，授

業や会話の模擬試験の得点といった客観的事実だけ

ではなく「私の理解・感覚」という観点をもってい

た，Sは，「自分の失敗」について数週にわたって継

続的に意識して振り返っていた，という特徴が見ら

れた。

5． 「自分にとってのキーワード」を用い
た重層的な過去の振り返り

本稿では，末松（2017）において振り返りを特に

肯定的に捉えていた2名の学習者の振り返りの内容

を分析することを試みた。そしてその結果，肯定

的に捉えていた2名の学習者の振り返りの特徴とし

て，実践者によって定められていた振り返りの時間

を超えて過去を遡り考えていたこと，自分にとって

のキーワードや自分の感覚を用いて振り返っていた

ことの2点が明らかになった。

3．1．で示したように，対象となった実践では1週

間に1度，合計12回の振り返りを行った。そして実

践者の指示により，毎回の振り返りでは1週間の自

分の日本語学習を振り返ることになっていた。つま

り，図1のような流れである。

しかし4．1．～4．6．で示したNやSの振り返りの

特徴からも分かるように，学習者の学習や考え方は

図1のように独立しているのではなく，それぞれの

学習者のそれまでのすべての経験（大学に入る前，

大学1年生の時の経験など）も含めて，次々と重な

り続けていた。Nの場合，4．2．で示したように「何

回も書いて覚える」という現在の自身の学習の方法

について，高校時代に影響を受けた友人のことを考

えていた。Sの場合，4．5．で示したように2回目か

ら4回目の振り返りにおいて，「学習をサボってし

まった」というSにとっての失敗について，これま

での経験を踏まえつつ継続的に振り返っていた。2

名の学習者は，「1週間という時間に関係なく昔の

経験も踏まえて考えるように」という指示がなくて

も，自主的にそのように振り返っていた。

では，NやSはなぜ「1週間よりも広い時間軸で



142

「学習の振り返り」を肯定的に捉えていた日本語学習者の振り返りの分析　末松大貴

の振り返り」をしていたのだろうか。考えられる可

能性として，Sが繰り返し口にしていた「自分の失

敗」「自分のパターンや癖」のような自分にとっての

キーワードとも言うべき存在がある。4．4．で示した

ように，Sは振り返りに対する意識のインタビュー

の中でも「自分の失敗」「自分のパターンや癖」とい

う言葉を口にし，実際の振り返りの中でも何度もそ

れらの言葉が表れた。そしてそれらのキーワード

は，日本語学習だけではなく，生活や他のクラスの

プロジェクトなど，Sの生活に関わるさまざまなも

のに影響していた。Nの場合は，4．3．で示したよう

に6回目以降の振り返りの特徴として見られた「私

にとっての理解・感覚」がこれに該当する。「教科書

ではこのように書かれていた」「授業で教師はこのよ

う教えていた」という客観的事実を振り返るだけで

はなく，「私はこのように感じるがどうだろうか」と

いう疑問や感覚を本実践での振り返りによって確認

していた。

以上より日本語教育における振り返りでは，図2

のように本稿におけるSの「失敗」「パターン・癖」の

ような自分にとってのキーワードを基に過去を重層

的に振り返ることが必要である，ということが示唆

された。

6．考察：「「振り返り」は何のために行う
のか」という振り返り

以上，振り返りについて肯定的に捉えていた2名

の学習者の実際の振り返りの内容に注目し，分析を

試みた。2．4．で述べたように，4章及び5章で導き出

した結論は，「既定のもの，基礎科学としての理論と

してではなく，授業実践を通して創造される，実践

者一人ひとりの内側に生起するもの」（市嶋，2009，

p. 5）として捉えるべきであり，本分析結果の普遍

化・一般化は不可能である。しかし，「教育実践者

が，実践に対する批判的な省察によって，自身がよ

りよいと考える実践を探究するプロセスが提示され

る研究」（広瀬，2014，p. 62）という実践研究の定義を

改めて考えてみれば，重要なのは5章で示したよう

な「理論」3を基に，振り返りの実践を批判的に省察

すること，そして今後へつなげていくことである。

よって本章では，5章で示した「自分にとってのキー

ワードを用いた重層的な振り返り」という「理論」を

3　以降，実践研究における理論の考えに基づいて，本
稿における実践および分析によって導かれた理論を，普
遍的・一般的な理論と区別するため「」を用いて「理論」
と表記する。

図1．本実践における学習者の振り返りの時間的な流
れ：学習者は実践者（筆者）の指示により，毎週「1週
間の自分の学習を振り返る」という振り返りを行ってい
た。

図2．「自分にとってのキーワード」を用いた重層的な振
り返り：学習者Nと学習者Sの振り返りの分析から，そ
れぞれの学習者が自分自身にとって重要なキーワード
を用いて，「1週間ごと」のような特定の時間枠にとらわ
れず重層的な視点から振り返りをすることが重要なの
ではないか，ということが示唆された。
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基に，筆者自身の振り返りの実践について批判的に

省察することを試みる。その際，具体的な振り返り

の方法だけではなく，金（2006，p. 32）でも述べられ

ている「なぜ言語学習の場面で内省活動を取り入れ

る必要があるのだろうか」という観点からも考えて

みたい。

まず，振り返りの方法という面から考えると，検

討すべき点として「1週間という時間の設定」「「自分

の学習の方法を振り返る」というテーマの設定」の2

点が挙げられる。3．1．で示したようにこれらはい

ずれも筆者が定めたものであるが，本稿における学

習者N，Sの振り返りおよびその分析から考えると，

「振り返る期間の柔軟性」，そして「自分にとっての

キーワードを設定できるような枠組み」という観点

は，実践の中では見られなかった。また本実戦での

振り返りは，3．1．で示したように会話や読解など特

定の授業の内容を振り返るというものではなく，「1

週間の自分の日本語学習」を振り返るという比較的

大きなテーマであったため，「自分にとってのキー

ワード」を見つけることが難しかったということも

考えられる。今後は，上記2点を考慮して振り返り

をデザインすることも考慮する必要がある。

しかし，筆者は振り返りの方法面だけではなく，

振り返りを行う目的自体の見直しが重要ではないか

と考える。例えば，筆者はこれまで「振り返りで日

本語能力が上がるのか」「振り返りを肯定的に捉えて

いた学習者とそうでない学習者，或いは，真剣に取

り組んでいた学習者とそうでない学習者では，クラ

スの成績に差はあったのか」という質問を何度か受

けたことがある。確かに，教育機関に勤める日本語

教師，日本語学習支援に関わる者として教育活動と

して振り返りを行う以上，学習者の日本語能力の向

上という点は考慮すべき点かもしれない。しかし，

そのような質問を受ける度に，筆者は違和感があっ

た。

まず第1章で示したように近年振り返りが注目さ

れている背景は「学習能力の向上」ではない。また，

振り返りについて肯定的に捉えていたNとSへの振

り返りに対するインタビューからも，「日本語が上

手になった」「試験の点数が良くなった」など日本語

能力や成績の向上に関するコメントは見られなかっ

た。第1章で示したように，学習や教育に対する考

え方が変わり，学習のプロセスの意識化や，自分自

身で学習を計画・構築すること，学習を通した人間

的な成長が求められている。本研究における実践で

は，3．1．で示したように学習者が自分自身で学習を

計画・構築することが必要ではないかという筆者の

考えから，振り返りを実践することにした。学習者

N，Sの振り返りを見てみると，学習のプロセスや方

法を意識していたと思われる個所は多く見られた。

しかし，前述のように学習を通した人間的な成長が

求められそのために振り返りが注目されているとい

う背景を考えれば，Sのように日本語学習以外にも，

自分のそれまでの生活や自身の性格など内面的な部

分に目を向けて振り返るような姿勢を養うことが他

の学生にも必要だったのではないか，という思いが

残る。

細川（2012）は，日本語という言語を学習者に効率

的・効果的に教えることが日本語教育の目的だと考

えられてきたことを批判的に捉え，以下のように述

べている。

ここで育成されるのは，個人の「能力」では

なく，ことばの活動のプロセスを通じて育ま

れる，一個の「人材」の総体である。その育

成される個人とは，自分のテーマの発見・形

成を通して，自らが帰属する社会とは何かを

考える人材である。自分のテーマの発見とは

まず自分の過去・現在・未来を結ぶテーマの

発見であり，このテーマは自らの生活・仕

事・人生を貫くモデルとなるものであり，そ

れは必然的に生涯を通じて学び続ける人生の

構築，すなわち生涯学習へとつながるもので

ある。重要なことは，個人の持つ，さまざま

な特性を自らデザインできるような道筋を教

育研究組織として創ることであろう。このこ

とこそ，人間のアイデンティティ形成に立ち
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会う教育の，本来的なあり方である。（pp. 24 

- 25）

本稿において，振り返りについて肯定的に捉えて

いたN，Sの振り返りの分析から導いた「自分にとっ

てのキーワード」を用いて重層的に過去を振り返る

という「理論」は，上述の細川（2012）の「自分のテー

マの発見・形成」や「自らの生活・仕事・人生を貫く

モデル」と共通するものであると考える。Nの後半

の振り返りで見られたような，客観的事実だけでな

く「私の理解・感覚」を大切にする姿勢，そしてSの

振り返り全体の中で見られた「失敗」「癖」に対して

継続的に意識していく姿勢は，決して「日本語能力

の向上」「日本語学習の成功」だけではなく，「自分の

テーマの発見・形成」「自らの生活・仕事・人生を貫

くモデル」へとつながっていくものであった。

さらに「振り返り」について言えば，末松（2017）

の「自分のための振り返り」という概念との関連も

考えられる。2．2．で示したように，末松（2017，pp. 

14 - 15）は1．振り返りの方法や項目についての捉え

方，2．「今・ここでの日本語学習」の背景にあるもの

の自己認識，3．「自分の日本語学習」という意識と振

り返りとの関連，という3点が学習者の振り返りへ

の意識に影響することを明らかにし，これら3つの

要素を考慮した「自分のための振り返り」を実践す

ることが必要であると述べている。このうち「1．振

り返りの方法・項目の柔軟性」は，「自分にとっての

キーワード」を用いて重層的に振り返ることと関連

している。通常，振り返りの項目や振り返りを行う

間隔は教師などが決めることが多いだろう。その中

で，学習者が自分のキーワードや振り返る期間（ど

のぐらい過去を振り返るか）を柔軟に考え振り返る

ことができるように支援することで，本当の意味で

の「自分のための振り返り」へとつながるのではな

いかと筆者は考える。

7．本研究の限界と今後の課題

最後に，本研究の限界と今後の課題を述べる。ま

ず実践及び研究の方法として，本研究では3．1．で

述べたように学習者には振り返りやインタビューで

は基本的に日本語を使用することを求めた。しか

し，4章で示した学習者とのやり取りからも分かる

ように，振り返りやその意識という複雑な内容を日

本語で表現することには限界があったことが予測さ

れる。また，今回は振り返りを肯定的に捉えていた

2名の振り返りのみを分析したが，否定的に捉えて

いた学習者の振り返りにも同様の要素が含まれてい

た可能性もある。

今後は，振り返りを肯定的，否定的に捉えている

学習者の振り返りの内容，そして振り返りに対する

学習者の意識の分析をさらに詳細に進めていきた

い。そして実践研究という考えに立ち，振り返りの

実践とそこで生まれる「理論」の構築を進めていき

たい。
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Abstract

Recently, “Learning reflection” in Japanese language education, has come to draw at-

tention. However, there are no studies that have analyzed the relationship between the 

content of reflection and awareness of reflection in detail. In this paper, from the point of 

view of “action research,” we analyzed how Japanese language learners reflected their 

studying, focusing on two learners who viewed “Learning Reflections” as positive. As a 

result, it was found that two learners reflected their past beyond the teachers’ instruction 

of “reflecting their study for a week.” It was also found that they reflected their studying 

based on “ their own keywords.” The results and the consciousness of the two learners’ 

reflections suggest that it is necessary to support multi-layered reflections using “my 

own keywords.”
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