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【論文】 

現職日本語教師研修の模擬授業から得られることは何か 

韓国人日本語教師研修の成果と課題より 

 

犬飼 康弘* 

（ひろしま国際センター） 

 

概要 

本稿では，継続的な授業改善に繋げることを目的とした韓国人現職日本語教師研修で行っ

た 2 回の模擬授業の変化を量・質両面から分析し，現職教師研修の意義について検討し

た。量的分析では，授業改善のための反省材料を得るために開発された S-T分析を行い，

質的分析では学習者の自己表現に焦点を当て検討した。その結果，第 1 回の模擬授業で

は，過去の実践に依存する傾向が見られる等の原因により，受講教師の潜在的な力量が十

分に発揮されていない状況であった。しかし，フィードバック時の模擬授業のビデオ視聴

の他，「理想」を追求させることにより，受講教師の省察を促すことができ，第 2 回の模

擬授業では大きく内容が変化した。実際の現場の状況が様々であることを考えると，単純

に変化した結果を普遍化して是とすることはできない。しかし，模擬授業を中心とした主

体的な授業改善の経験は，所属校での継続的な授業改善に貢献するものであると考える。 
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日本語教育に限らず，教員研修において模擬授業

が行われるケースは少なくない。しかし，教員養成

課程における模擬授業では，省察する能力が段階的

に向上することが示唆されている一方，いくら対象

を仮想小学生や中学生にしても，現場経験が少ない

実習生の場合，子どもの実態把握という観点は省察

の視点としてでてこない（日野，谷本，2009）こ

とが課題として指摘されている。 

                                                           

* E-Mail: hicc33@hiroshima-ic.or.jp 

これに対して，現職教師の場合，一定の経験があ

り，明確に対象者をイメージできる反面，学校に適

応的であるほど校務に忙殺され，中核としての自ら

の授業に十分取り組む時間が保障されず，マンネリ

ズムや硬直化等の停滞が見られる（秋田，1997）

ことが課題として挙げられている。このような状況

であることを考えると，学校現場を離れての研修

は，現職教師にとって，授業について振り返り，新

たな取り組みを試みる貴重な機会と言えるのではな

いだろうか。 
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日本語を母語としないノンネイティブ日本語教師

にも，教師として必要な知識や技能，日本語能力，

日本文化・事情等の背景知識の理解度に応じ，様々

な形で現職教師研修が実施されている。しかし，模

擬授業のような実践的な内容は，準備から実施まで

に時間がかかる等の理由により，現場で実際に使え

る教材や授業プランの作成を行い，最後に発表会を

開催する等，発表形式で行われる傾向が見られる

（生田，藤長，2011；木田，古川，2005；許，

2007）。このような形式は，いわば知識を先行さ

せ，それを確認するものである。しかし，一定の経

験を有する現職教師研修に必要なことは，知識の確

認のために与えられた課題としての模擬授業ではな

く，自らの実践を客観的に振り返り検討することに

より，主体的，継続的に授業改善をしていける能力

を身に付ける機会ではないだろうか。そして，管見

の限り，このような観点から模擬授業を捉え直し，

研修に組み込んだ実践事例の報告はない。 

表 1 研修概要 
 午前(9：30～12：20) 午後(13：30～16：20) 

１日目 月  来日 

２日目 火 
開講式 10：00～ 

生活オリエンテーション 

日本語能力判定試験 1 

(文字語彙/文法・読解) 

３日目 水 
日本語能力判定試験 2(聴解) 

東広島市・広島県内紹介 

日本語運用 1：日本のイメージ 

研修オリエンテーション 1 

４日目 木 
教授法 1：問題共有 

研修オリエンテーション 2 

日本文化事情 1 

広島市内および宮島見学事前学習 

５日目 金 
視察・見学 1 

広島市内見学 

６日目 土  

７日目 日  

８日目 月 祝日 

９日目 火 
教授法 2 

模擬授業準備 1-1 

教授法 3 

模擬授業準備 1-2 

10 日目 水 
教授法 4 

模擬授業 1 

日本文化事情 2 

大学見学および講義聴講 

11 日目 木 
視察・見学 2 

宮島見学(タスク活動) 

12 日目 金 
日本語運用 2 

質問の仕方/訪問のマナー 

日本文化事情 3 

ホームビジット・学校訪問事前学習 

13 日目 土 視察・見学 3  ホームビジット 

14 日目 日  

15 日目 月 
日本語運用 3 

発表準備 1 

教授法 5：模擬授業フィードバック 1 

ウォーミングアップ・導入について 

16 日目 火 
日本語運用 4 

発表準備 2 

教授法 6：模擬授業フィードバック 2 

タスク等について 

17 日目 水 

18 日目 木 

19 日目 金 

学校訪問 

20 日目 土 

21 日目 日 
県内視察旅行 

22 日目 月 
教授法 7 

模擬授業準備 2-1 

日本語運用 5 

口頭発表/質疑応答 

23 日目 火 
教授法 8 

模擬授業準備 2-2 

日本語運用 6 

口頭発表フィードバック 

24 日目 水 
教授法 9 

模擬授業準備 2-3/研修報告作成 

日本語運用 7 

質疑応答フィードバック 

25 日目 木 
教授法 10 

模擬授業 2 

研修まとめ

アンケート
研修報告作成 

26 日目 金 帰国  
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そこで，本稿では，自らの実践を客観視し，主体

的，継続的な授業改善に繋げることを目的として実

施した 2回の模擬授業の分析を通し，現職教師研修

の意義について検討していきたい。 

 

1．研修および模擬授業の概要 

本稿で分析する模擬授業は，2013 年 1 月 8 日か

ら 1 月 31 日の期間に韓国Ａ道により選抜された中

学校・高等学校所属の日本語教師（以下，受講者）

を対象とし，公益財団法人ひろしま国際センターが

委託を受け実施した研修中に行われたものである。 

以下では本研修の概要および受講者について述べ

る。 

 

1．1．研修の概要 

この研修は，受講者に対し，実際に日本語を運用

したり，授業を振り返る機会を提供し，帰国後の授

業改善に資することを目的に開講され，韓国Ａ道と

の協議により以下の 4点が到達目標として設定され

た。 

 

（1）実践的シミュレーション（模擬授業）を通

し，自らの授業実践を振り返ると共に最新の

日本語教材等に触れ，日本語教授能力の向上

を図る機会とする 

（2）実践的運用練習を通して日本語の運用力の

向上を図ると共に，談話展開を自らの授業に

どのように応用できるかを検討する 

（3）（2）の日本語運用過程を振り返り，自らの

日本語能力について認識する機会とする 

（4）日本文化・事情等の体験を通して，日本お

よび日本人に関する理解を深めると共に，言

語と文化の関係性について考察する機会とす

る 

 

上記到達目標達成のため，研修内容を「教授法」

「日本語運用」「日本文化・事情」に大別し，表 1の

通りとした（表 1には記載されていないが，これ以

外に，夜間に茶道，華道，浴衣着付け等の伝統文化

体験も行われた）。さらに研修全体を，開始から 10

日目に行われる模擬授業 1 までの「診断期間」，模

擬授業 1のフィードバックを行うと共に，日本語運

用や日本文化・事情，学校訪問等を行う「実践・振

り返り期間」（11 日目～21 日目），まとめとして模

擬授業 2 等を行う「まとめ期間」の 3 期間に区分

して実施した。これは，自らの実践を振り返り，課

題を把握・共有し，改善を試みるという，授業改善

の流れを体験してもらうことで，主体的，継続的な

授業改善の具体的な手段の一端を知ってもらうこと

を意図したためでもある。 

 

1．2．受講者の概要 

受講者は中学校教師 5 名，高校教師 5 名の 10 名

で，全員女性であった。年齢は 20 代後半，40 代後

半の受講者が各 1 名いた以外は，30 代後半から 40

歳までの，いわゆる中堅と呼ばれる世代が中心で

あった。日本語能力については，研修 2日目および

3 日目に行われた能力判定試験により，全員が日本

語能力試験 N1相当以上と判定された。 

また，受講者がどのような問題を抱えているか

を，担当講師を含め全員で共有するために，研修 4

日目には，各受講者が問題点を書き出し，中学校・

高校別にまとめる「問題共有」を実施した。この

「問題共有」では，図 1 および 2 に見られるよう

に，縦軸上部に「制度・環境」，下部に「個人」，横

軸左側に「生徒」，右側に「教師・学校」と配置

し，自らが書き出した問題が，何に起因するものか

を検討した。図 1 が高校教師グループ，図 2 が中

学教師グループの結果である。 

高校教師グループで大きな問題として挙げられた

のは，歴史問題を含めた日韓関係や，日本に対する
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ネガティブなイメージが学習動機に悪影響を与えて

いるという点であった。また，韓国の「2009 改訂

教育課程」において，外国語科目は技術・家庭・漢

文・教養等と共に選択領域とされ（井出，2012），

日本語は受験科目から外されている。これにより，

さらに学習動機を高めることが困難な状況となって

おり，教師の力量を上げる必要があると感じている

ことがうかがえる。また，授業そのものに対して

は，「日本語だけで授業がしたい」といった目標を

掲げる受講者もいれば，「（学習者の）レベルが低い

ので自分が面白くない」といった意見も見られた。 

中学教師グループでも，同様に科目としての重要

性や受験の問題が学習意欲に影響していることが指

摘されている。また，その対応として雰囲気作りを

しようと試みるも，うるさくなってしまう等，教室

のコントロールに苦慮していることがうかがえる。

 

図 1 高校教師グループの抱える問題 

 

 

図 2 中学教師グループの抱える問題 
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これらの対策として教師の力量の向上が必要とされ

ている点も，高校教師グループと同様であった。 

以上の結果から，本研修受講者は，宮崎，二瓶

（2010）が指摘しているように，「生徒のモチベー

ションが低い」「興味を持たせる方法がわからな

い」等，学習者の動機付けに大きな問題を抱えてい

ることがうかがえる。また，その対応策として，

様々な創意工夫を試みているものの，必ずしも満足

いく結果が得られていないようであった。 

第 1回の模擬授業は，上記のような状況下にある

受講者の現在の試みを具体化し，受講者および担当

講師間で課題を共有することを狙いとして行った。 

 

1．3．模擬授業の概要 

模擬授業は，中学校・高校別に受講者 5 名を 1

グループとし，前述の通り，研修開始 10 日目に第

1 回を，25 日目に第 2 回を実施した。各模擬授業

の教師役は，グループ内で協議して選出することと

し（原則 1 名としたが，グループ内で協議した結

果，複数名が望ましいと判断された場合は複数名で

も可とした），それ以外の全受講者が学習者役をす

ることとした。模擬授業の実施時間は勤務校での 1

コマ分に相当する時間（45～50 分程度）を目処と

した。模擬授業の準備時間は，各回 6 時間程度設

け，授業に必要となる資機材・教材・教具等は，可

能な限り提供した。授業項目等については第 1回，

第 2回とも自由とし，各グループで協議し決定する

こととした。授業担当講師は，資機材についてや，

スケジュール的な質問への回答等，必要な対応は

行ったが，授業内容や教材の作成，選定等に口を挟

むことはしなかった。これらに加え，普段校務に忙

殺される環境から離れての研修である利点を活かす

ため，受講者には，自らが「理想」とする授業を考

え，試みるよう指示をした。また，各模擬授業はビ

デオ撮影し，第 1 回と第 2 回の間に，第 1 回の模

擬授業をビデオで振り返りながら，受講者と担当講

師がディスカッション等を行うフィードバックの時

間を設けた（研修 15・16日目）。 

 

2．模擬授業の分析方法と結果 

先に触れた通り，模擬授業の準備に際して，自ら

が「理想」とする授業を考えるよう指示したにもか

かわらず，第 1回の模擬授業では，特に高校教師グ

ループに，過去の実践に固執する姿勢が見られた。

この姿勢は，特に本研修のリーダー的存在と，最年

長受講者（共に高校教師）に顕著であり，第 1回の

模擬授業の内容は，この 2 名が過去の研究授業で

行ったものとされた。この授業内容についての詳細

は後述するが，学習者の興味を惹くためにゲーム性

の高い活動を取り入れる等の工夫が見られる一方，

学習者の発話が極めて限定される等の問題が準備段

階から見られた。これに対し，準備を主導する 2名

より若年の受講者は，何か言いたそうな表情を浮か

べるものの，特に反論することはなかった。このよ

うに，少なくとも第 1回の模擬授業の段階では，年

長者や自分より経験の長いと思われるリーダー的存

在に対して意見が言いにくい状況であったように見

受けられた。しかし，フィードバック後の第 2回の

模擬授業では，誰かが中心になってというより，全

員で活発に意見交換する様子が見られ，授業内容に

ついても，第 1回に比べ，学習者役の発話量が多く

なる等，大きな変化が感じられた。 

そこで本稿では，この高校教師グループの模擬授

業のビデオ（第 1 回および第 2 回の計 2 回分）を

分析対象とし，具体的にどのような変化があったの

かを分析していく。分析に際しては，全体的な変化

の傾向を知るための量的分析と，具体的内容の変化

を検討するための質的分析を行った。 

以下では，それぞれの分析方法および観点を記

す。 
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2．1．量的分析 

授業の全体的な傾向を知るためには，1 コマの授

業の中で教師・学習者それぞれが，どのような活動

を，どの程度の時間行っているかを知る必要があ

る。また，それらがどのタイミングで行われている

かを知ることにより，授業の特徴をより明確にでき

る。 

そこで，量的分析では，自らの授業のパターンや

癖を発見し，授業改善のための反省材料を得るため

に開発された（藤田，1985），S-T 表示法による分

析（以下，S-T 分析）を行った。この S-T 分析は，

学習者と教師の行動を記録し，グラフ化して示すこ

とにより，授業の全体像を把握するためのものであ

る。具体的な分析に際しては，大阪府教育センター

（2011）1の「観点別 S-T 分析ソフト」を用い，授業

時の学習者・教師の活動を表 2 の観点に従い，1 秒

ごとに記録した。記録された S1，T1 等の活動は，

10 秒を 1 セットとして，学習者が主導権を持って

いる時間帯か，教師が主導権を持っている時間帯か

を判断した。その後，学習者・教師別にそれぞれの

活動にどの程度の時間を費やしたかを集計，グラフ

化した。 

ただし，大阪府教育センター（前掲）の分析の観

点は，外国語学習に特化したものではないため，例

えば，学習者の活動にペアやグループでの活動やリ

ピートが含まれていなかったり，教師の活動の中に

視聴覚教材を用いたモデル提示が含まれていない等

の問題点が見られた。そこで，外国語学習により適

                                                           

1  大阪府教育センター 教育課程開発部 学力向上推進
室 「観点別 S-T 分析ソフト」（http://www.osaka-c.ed. 

jp/kate/gakusui/gakusui-folder/ST-analysis-contents/ST-

analysis-top-page.htm：最終アクセス：2013/07/09） 

表 2 S-T分析の観点 

S…主に学習者の活動 略称 

S1 
・一人・ペア・グループで考えている 

・一人・ペア・グループ内で練習を行っている 
思考・試行 

S2 
・自分の考えたことを発表・交流している 

・質問や，自由度の高い練習を行っている 

・意思表示をしている 

考えの発表・交流 

S3 
・一問一答で答えている 

（正答のある質問に対する回答） 
一問一答 

S4 
・音読・演技・リピート 

（シナリオ通りあるいは定型表現のみの練習） 

リピート 

定型練習等 

S5 
・その他 

（上記と判断できない場合…教室内での移動等） 
その他 

 

T…主に指導者の活動 略称 

T1 
・課題に沿い，思考を促す発問 

・課題に沿い，興味関心を引き出す発言 
思考を促す発問 

T2 
・子どもの考えをつなぐ発言・発問 

・感想・評価等のフィードバック 

※机間指導は S1（思考・試行）に含めることとする  

支援・助言等 

T3 
・解説・説明・指示・指名等 

・正答のある質問 

・理解の確認等 

解説・指示等 

T4 ・板書・範読・模範演技・視聴覚教材によるモデル提示等 板書・範読等 

T5 
・その他（上記と判断できない場合） 

※ウォーミングアップ・挨拶・授業規律に関する注意等はこれに含む  
その他 
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したものとなるよう，筆者により表 2のように変更

が加えられている。 

 

2．2．質的分析 

質的分析では，撮影されたビデオを文字化した資

料を基に，授業内で具体的にどのような活動が行わ

れたかを分析した。 

既述の通り，受講者の抱える大きな問題の一つと

して，学習動機をいかに高めるかが挙げられる。そ

して，そのために様々な創意工夫を受講者は試みて

いるが，模擬授業準備の様子を見る限り，その試み

は教室活動にゲーム性を取り入れたり，アニメ等を

利用し，「楽しさ」によって学習動機を高めようと

するものであった。 

しかし，細川（2012）が指摘しているように，

活動自体が目的化してしまう教室活動では，「その

活動によってどのような能力を育成するのか」「そ

の教室が何をめざしているのか」という方向性を見

失ってしまうことに繋がりかねない。そのような問

題を回避するためにも，授業の中では，学習者自身

の意思や価値観が常に焦点化されるべきであり，学

習者の考えや思考を取り上げ，中心的に扱っていく

「学習者主体」（牛窪，2003）を意識していく必要

があると考える。 

授業において学習者の主体（＝学習者の考えや思

考）を取り上げるためには，その前提として学習者

自身の自己表現が引き出されている必要があるだろ

う。そのため，本稿における質的分析では，学習者

自身の自己表現を引き出すことができる授業内容と

なっているかどうかに焦点を当て検討をした。 

具体的には，田中，田中（2003）および川口，

横溝（2005）を参考に，以下の観点から教師の発

問，授業時の活動等を分析することとした。 

 

(1) 必然性が高められているか 

どのような場面・状況で，誰に対して，何の

目的で伝えるかをはっきりさせているか 

学習者が自然に表現したいと思うような場面

や状況を作り出そうとしているか 

(2) 具体性が高められているか 

学習者に活動場面を具体的にイメージさせて

活動に取り組ませられているか 

背景知識等，既有の知識を活性化させること

ができているか 

(3) 自己関連性が高められているか 

学習者自身のことや身近で関連のある事柄を

扱っているか 

(4) 自由度が高められているか 

学習者自身の意思や判断によって自由に表現

させているか 

創造的で個性的な自己表現活動に変えること

ができているか 

 

これらの観点は，それぞれが独立して存在するわ

けではなく，相互に関連しているものであると考え

られる。そのため，分析に際しては，上記の項目を

総合的に判断し，「自己表現」できる授業内容と

なっているかどうかを検討した。 

 

3．分析結果とフィードバック 

3．1．第 1回模擬授業の分析結果 

第 1回の模擬授業は，主に以下のような流れで行

われた。 

 

・学習項目・到達目標等：道案内表現の学習 

道案内を聞き取って，道を探すことができる 

・主な流れ： (1) 授業目標の提示 

  (2) 表現確認 

  (3)「すごろく」と「ユンノリ（韓

国のすごろくのようなゲーム）」に

ついて 
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  (4) ゲーム形式の表現練習 

  (5) 確認問題 

 

3．1．1．量的分析結果（第 1回 模擬授業） 

まず，S-T 分析の結果から分かった学習者・教師

それぞれの活動の時間数を，図 3 および 4 に示

す。図 3に見られるように，学習者の活動で最も多

いのは，「リピート・定型練習等」で 13 分となっ

ている。一方，教師の活動では，図 4で示した通り

「解説・指示等」が 17 分となっており，全体を通

しても最長の活動となっている。 

次に，授業の中で，学習者・教師それぞれの活動

が，どのように推移したかを，図 5 に示す。図 5

の縦軸は学習者の活動の累積時間数，横軸は教師の

活動の累積時間数を，それぞれ表している。図 5を

見ると，授業開始から約 8分間教師が一方的に話す

時間が続き，その後，この時間に学習する表現の確

認等が行われたため，やや学習者の活動時間が増え

たものの，再び教師が一方的に話す時間（この間に

は，この時間に行うゲームのルール説明が行われて

いる）が約 6 分間続いている。このルール説明の

後，学習者同志の活動が約 10 分間続いている。こ

のような授業が行われた結果，開始直後からグラフ

は横に伸び（教師の活動の累積時間が増加），その

後，縦に伸びる（学習者の活動の累積時間の増加）

形の図となっている。これは，藤田（1985）が

「指導型」と呼ぶ形に類似している。 

このように，量的に見ると，教師が解説・指示を

行い，それに従い学習者が定型的な練習を行うとい

う授業形態が浮かび上がってくる。しかし，例えば

 

図 3 第 1回模擬授業 学習者の活動時間 

 

 

図 4 第 1回模擬授業 教師の活動時間 



『言語文化教育研究』12（2014）pp. 167-186 

 175 

「思考を促す発問」等は，特に学習項目の導入部に

おいて行われることが多く，単純に時間数だけで評

価することは難しい。そこで，図 5における，学習

場面 1～4 のそれぞれの段階で，どのような活動が

行われたかを，学習者の自己表現に注目し，質的に

検討していく。 

3．1．2．質的分析結果（第 1回 模擬授業） 

ここでは，第 1 回の模擬授業の内容を，図 5 に

示した学習場面に沿って検討していく。 

まず，学習場面 1 および 2 で，授業全体の導入

が行われると共に，学習目標が提示されている。具

体的には，「すごろく」「ユンノリ」が，それぞれど

のような物かを尋ねる発問がされている。これは，

いわゆるＱ＆Ａ型の導入に相当するが，学習者の既

有知識を問う一問一答形式でもある。そのため，学

習者側の反応も，その回答に限られ，自己関連性，

自由度共に制限されてしまい，発展性も無い。その

後，「すごろく」「ユンノリ」についての説明が続

き，最後に学習目標が述べられ（学習場面 1），道

案内に必要となる基本練習を行う活動へと続いてい

る（学習場面 2）。しかし，ここでも「すごろく」

「ユンノリ」が「道案内」に結びつく合理的な説明

は見られない。 

さらに，基本練習の後，本時に行うゲームの基本

的なルール（ペアで行い，一方がサイコロを振り，

もう一方がサイコロの出た数字に従って道案内をす

る。サイコロを振った者は，道案内の指示に従い駒

を動かす。最終的に先に設定された目的地に到着し

たペアが勝ちとなる）の説明がされ，その練習（学

習場面 3），ゲームの実施（学習場面 4）へと続い

ている。上記学習場面では，図 6のような碁盤の目

 

図 5 第 1回模擬授業の S-T線図 

 

図 6 第 1回模擬授業教材例 
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状の図をプロジェクターで投影し実施されたが，い

ずれも定型表現の使用に限られ，学習者の自由な発

想に基づく発話は，導入部に当たる学習場面 1同様

に見られなかった。 

 

学習場面 1 

教師 ：〈プロジェクターですごろくの絵を投影

して〉これは，（笑い），なん，何か，何なのか

知ってますか？ 

〈中略〉 

学習者 1 ：すごろく 

学習者 2 ：すごろく 

教師 ：〈プロジェクターでユンノリの絵を投影

して〉じゃ，これはなんでしょう？ 

学習者 3 ：ユンノリ 

学習者 4 ：韓国のユンノリですよ。 

教師 ：韓国のユンノリ，ユンノリ知ってます

ね。 

 〈中略〉 

  今日は，授業を通して，日本のすごろくと，

韓国のユンノリを組み合わせたゲームを通し

て，道案内表現，を，習うつもりです。 

 

学習場面 2 

教師 ：で，今日の，学習目標は，道案内に，必

要な，基本表現を習って，話すことができる。 

 で，道，あんな，道案内表現を，聞き取って，

道を探すことができるという，2つの目標です。 

  じゃあ，そのために，基本表現を，覚えま

しょう。 

  〈絵カードを提示して〉これは，まっすぐ

いってください。 

  じゃ，私の後について言ってください。 

  まっすぐいってください。 

学習者全員：まっすぐいってください。 

教師 ：まっすぐ直進のことです。 

 〈絵カードを提示して〉じゃ，右に曲がってく

ださい。 

学習者全員：右に曲がってください。 

 

学習場面 3 

教師 ：分かりますか？ 

学習者全員：はーい。 

教師 ：私が，1 に言ったら，まっすぐ行ってくだ

さい，数字を，出す，せ，あー，生徒たちは，

言ってください。 

 あの，5 

学習者全員：まっすぐいって，左に曲がってください。 

教師  ：4 

学習者全員：まっすぐいって，右に曲がってください。 

 

学習場面 4 

学習者 1 ：えー，全く〈不明〉なかったのにー 

学習者 2 ：じゃ，ま，まっすぐ行って―，み，左？ 

左に，曲がってください。 

学習者 3 ：左？ 

学習者 2 ：うん，左じゃない？ 

 〈不明〉，左… 

学習者 4 ：うちでしょ。 

学習者 5 ：うんうん。 

学習者 4 ：まっすぐ行って左に曲がってください。 

 

以上のような学習場面 1～4 で共通するのは，学

習者に求められる発話が「まっすぐいってくださ

い」「右に曲がってください」等，極めて限定的で

自由度が低いという点である。サイコロを振り，駒

を動かし，1 番になったペアが勝ちという活動は，

ゲーム性も高く，一見，楽しく活動的に見える。し

かし，実際には定型的な表現を繰り返すだけで，学

習者自身の意思や判断による自由な表現とは言い難

い。また，この活動で用いられたのは，図 6で示し

たような，碁盤の目状の地図であり，「病院」や
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「学校」といった学習者に身近な目的地が配置され

てはいるものの，どこの町とも想像しにくく，具体

性や自己関連性を感じることが難しいものとなって

いる。このような導入部を含めた一連の問題は，ま

さに細川（前掲）が示すように，活動が目的化して

しまった結果であろう。また，このような学習内容

であったため，図 3で示したように，学習者の「リ

ピート・定型練習等」が増加したものと思われる。 

このような第 1回の模擬授業に対し，授業実施グ

ループ内でも「基本的な表現を何度も言うにはい

い」と肯定的な者もいれば，「自然な発話ではな

い」と否定的な者もいる等，統一見解が示されてお

らず，やはり十分に議論した結果とは言えない状況

であった。 

 

3．2．フィードバック 

上述の通り，第 1回の模擬授業では，学習活動に

対してグループ内でも意見が分かれる等，受講者間

での議論が十分に深まったとは言い難い状況であっ

た。ショーン（2007）は，教師が教室において，

同僚である他の教師たちと隔てられていることが省

察の妨げになっているとし，教師が個人的な戸惑い

や，授業の中での洞察を同僚に伝え，それに対する

反応や見方に接してその妥当性を検証することが必

要であると述べている。また，教師同士の衝突が固

定化・硬直化解消の契機となった事例から，問題を

共有しつつも異質な実践を行っている同僚の存在が

重要である（高井良，1994）ことも指摘されてお

り，授業改善のためには，同僚日本語教師間での議

論の深まりが不可欠である。 

しかし，本研修の受講者の話を聞く限りでは，校

務の多忙さに加え，多くの学校で日本語教師は少数

（場合によっては 1 人）であり，同僚の反応や見方

に接する機会は限定的である。その不慣れさや遠慮

のせいもあり，「理想」を考えるよう指示したにも

関わらず，第 1回の模擬授業では議論を深めるより

も，特に年長者の過去の実践に基づいた授業内容が

採用されてしまったように思われる。そこで，

フィードバックではビデオの視聴と，過去の実践を

一つ一つ問い直していく形式で進めた。 

まず，導入部については，日常生活の中で道案内

を「する」あるいは「される」場面を検討した。そ

の結果，「観光地で道に迷ったとき」「タクシーに

乗ったとき」「家が分からなくて電話するとき」等

が，日常生活の中で具体的かつ必然性のある「道案

内」場面として受講者より出された。その際，受講

者にとって身近である韓国Ａ道の観光地図等を用い

て「道案内」を実践してみたところ，模擬授業で練

習させたような「まっすぐ行って右に…」のような

発言にならず，「ここをこう行って…」といった話

し方が頻繁に見られることも確認した。 

以上のように，自己表現のためには，実際の言語

生活での自然さや必然性が参考となることを改めて

確認し，その上で，練習部分については，図 7のよ

うな教材を例示した。 

図 7の地図は，本研修が実施された広島県Ｈ市の

図 7 教材例（地図） 
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実際の地図を，授業で使えるよう加筆・修正したも

のである。また，これに付属させる形で，図 8で示

したようなロールカードの提示をし，ディスカッ

ションを行った。これらの例示教材は，前述の受講

者が想定した「家が分からなくて電話するとき」に

対応したものである（ロールカードについては，こ

の他，複数のバリエーションを用意した）。 

加えて，発問についても，「これは何か知ってい

ますか？」という知識を問う形式では，「正答を言

わなければならない」あるいは「間違えたくない」

という意識を持たせることに繋がり，結果的に学習

者を消極的にしてしまうのではないかという問題提

起を行った。その上で，「昨日は何をしましたか？」

「夏休みにどこか行きましたか？」といった，個人

の経験を訊ねる発問であれば「正答」はなくなり，

具体的かつ自己関連性の高い発話を引き出す可能性

が高められること等を検討した。 

これらのフィードバックに対し，この模擬授業内

容を提案した，前述のリーダー的存在の受講者から

は，「高校生相手の授業では自由度を高めると収拾

がつかなくなり，授業を円滑に進めることができな

い」といった発言が見られる等，「授業を変える」

ことに抵抗があるように思われた。一方で，他の受

講者の発言からは，帰国後，所属校の学習者にどの

ように興味を持たせるかが重要であり，授業に積極

的に参加させるにはどうしたらいいかを重視してい

ることがうかがえた。このような考え方の相違があ

る中で行われた第 2回の模擬授業準備時には，母語

で議論されている部分もあり，どのようなやり取り

が行われたのか正確に把握できなかったが，「若干

ピリピリとした雰囲気になることもあった」と授業

担当講師より報告されている。 

 

3．3．第 2回模擬授業の分析結果 

以上のようなフィードバックおよびディスカッ

ションを経た後，第 2回の模擬授業を行った。同グ

ループの第 2回の模擬授業は，主に以下のような流

れであった。 

 

・学習項目・到達目標等：「～たい」を用い,旅行

の予定を考え，発表する 

・主な流れ： (1) 導入 

  (2) 授業目標の提示 

  (3) 基本練習 

  (4) マインドマップ作成  

  (5) マインドマップの共有 

  (6) 課題説明 

  (7) 課題（予定表）作成 

  (8) 発表 

  (9) まとめ 

 

3．3．1．量的分析結果 

第 2 回の模擬授業も，第 1 回同様，量・質両側

面からの分析を行った。 

S-T 分析の結果から分かった学習者・教師それぞ

れの活動の時間数を，図 9および 10に示す。 

「A1」が 1 回目の模擬授業の結果，「A2」が 2 回

目の模擬授業の結果である。 

第 1回と比べ，学習者が思考あるいは試行する時

間が大幅に増加し，さらに考えの発表・交流の時間

が増加している。それに伴い，リピート・定型練習

 A-1  

まず，自分の家を地図のＡ～J の中から決めてくださ

い。 

友達が，あなたの家に遊びに来ます。 

しかし，道が分からないようです。 

どこにいるか聞いて，家まで案内してください。 

B-1  

あなたは，友達の家に遊びに行く途中です。 

しかし，道が分からなくなってしまいました。 

電話をして，友達の家の場所を聞いてください。 
 

図 8 ロールカード例 
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や教師の解説・指示の時間が減少している。さら

に，授業全体の流れを見ても，図 11 に示した通

り，第 1回と異なり，授業開始直後から学習者の活

動が多くなり始め，教師と学習者の細かなやり取り

が続いた後，学習者中心の活動時間が約 19 分続い

ている（この時間には，グループワークと，その結

果の発表が行われている）。その後，約 3 分間教師

が指示を出した後，再び学習者の活動時間となって

いる（この時間にもグループワークと発表が行われ

ている）。このような教師が中心の活動時間が短

く，学習者の活動時間が長い，やや縦長の図を，藤

田（1985）は「演習型」と呼んでいる。このよう

に，図 11 から，模擬授業の実施形式が第 1 回では

「指導型」であったのが，第 2 回では「演習型」に

変化していることが分かる。この変化は，「道案

内」と「～たい」という学習項目の違いによる影響

も考えられるが，それ以上に授業手法や発問の仕方

に大きな変化が見られた。そこで次に，質的にどの

ように変化したのかを分析していく。 

3．3．2．質的分析結果 

まず，導入部分についてであるが，第 1 回では

「これは何か分かりますか？」のような一般的な知

識を問う形式だったものが，「こっちのグループは

どっか行きましたか？」のような，個人的な経験を

聞き，自己関連性を高める発問となっている。その

結果，教室内で笑いが起こったり，「マフラーを買

いました」という回答で話が終わってしまう一問一

答式ではなく，それに引き続いて「6 つ」と補足

し，さらに教師の「マフラー好きですね」という対

応に対して，「顔が見えません」という冗談を交え

ることができる雰囲気が醸成されている（学習場面

5）。そして，そのような雰囲気のまま「今日は教室

 
図 9 第 2回模擬授業 学習者の活動時間 

 

 
図 10 第 2回模擬授業 教師の活動時間 
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の中で旅に出てみましょう」と，本時の学習目標へ

と繋げている。 

 

学習場面 5 

教師 ：こっちのグループはどっか行きました？ 

学習者 1 ：あー，私は，あの，ユニクロで， 

教師 ：あー，ユニクロ，行きました。 

学習者 1 ：マフラーを買いました。 

教師 ：あー，よかったですね。 

学習者 1 ：6つ。 

   （笑い） 

教師 ：そんなにたくさん買ったの？ 

学習者 1 ：色別 

   （笑い） 

教師 ：マフラー好きですね。 

  〈中略〉 

教師 ：いいですね，みなさん 

学習者 1 ：顔が見えません。 

教師 ：じゃあと，どんな姿してるか，ちょっと

楽しみにしてます。 

  はい，じゃみなさん，何かいろいろ買い物し

たりとか行ったりとかしたんですけど，今日も

すごく，いいお天気ですよね。 

  お天気でどっか出かけたい，気分になる日な

んですか，けど，今日は，えーと，この，教室

の中で，教室で，教室の中で旅に出たいと思い

ます。 

 

その後，基本練習として，表現（主に「～た

い」）や語彙の確認をし，具体的な旅行の予定を作

成する前に，マインドマップを利用し，学習者の背

景知識等を活性化させる活動を取り入れている（学

習者を 2 グループに分けグループ活動として実

施）。マインドマップとは思考を視覚化する方法の

 

図 11 第 2回模擬授業の S-T線図 
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一つであり，図 12 のように，中心にキーワードを

配置し，そこから放射状にキーワードやイメージを

広げていくものである（ブザン，2003）。 

作成されたマインドマップ（図 13）は，教室に

掲示され，グループ間での共有が行われた。当然の

ことではあるが，それぞれのグループが作成したマ

インドマップは同じではない。そのため，必然的に

インフォメーション・ギャップが生じ，結果的に，

さらに具体性や背景知識の活性化が図られると共

に，コミュニケーションの必然性が高められたよう

に思われる。 

これらの活動の後，ペアで「旅行の予定を考え

る」活動に移っていくが，ここでもペアで相談しな

がら「牡蠣料理が食べたい」「DVD でアニメが見た

い」等の自主的な発話が多く見られた（学習場面

7-1）。さらに，作成した予定を発表する場面におい

ても，「～たい」を使った定型的な内容に終始する

のではなく，「食べてばかり」「今度は動きます」

等，学習者自身の意思や判断によって自由に表現さ

れていることがうかがえる（学習場面 7-2）。 

 

学習場面 7-1 

学習者 1 ：付き出しの，料理のお鍋，鍋？ 鍋？ 

 鍋料理が，食べたい 

 牡蠣鍋，牡蠣，鍋料理が，食べたい。 

 〈中略〉 

 センターへ，センター，で，センターで，

あー，DVD で，じゃ，DVD で，アニメ，アニ

メが，見たい。 

 

学習場面 7-2 

学習者 2 ：12 時に，んー，食べてばっかりです

が，つけ麺が食べたいです。 

 ま，いっぱい食べたので，今度は動きます。 

 1，えーと，1 時に，現代美術館で，美術品が見

たいです。 

 

以上，第 1 回および第 2 回の模擬授業の結果を

分析してきた。その結果，多くの受講者が学習者の

「動機付け」に課題があると感じ，その解消のため

に「楽しく活発にしたい」と，日々創意工夫を凝ら

していることがうかがえた。その一方で，いかに

「動機を高めるか」＝「面白くするか」を重視する

あまり，必然性や具体性，自己関連性の低い活動と

なってしまい，ゲームのルールに縛られるという側

面から自由度も低くなってしまっていた。このよう

に，「面白くしたい」という思いとは裏腹に，結果

的に活動が単調になってしまったり，学習者・教師

双方共に学習の意義を見いだせない状況に陥ってし

まっているのではないかと考えられる。そして，第

1 回の模擬授業でこのような状況が打開できなかっ

 
図 12 マインドマップ例 

 

 
図 13 模擬授業で作成されたマインドマップ 
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た要因の一つとして，リーダー的な存在や年長者の

過去の実績への固執と，それに対して若年の受講者

がある種の遠慮から，疑問を感じながらも意見しに

くい雰囲気があったことが挙げられる。しかし，前

述のようなフィードバックを経て，良い意味で過去

の実績に対して批判的な姿勢を持つことができ，結

果的に若干対立的な雰囲気となりながらも，第 1回

の模擬授業に比べ，議論が深められたのではないか

と考える。 

このように，模擬授業とそのフィードバックおよ

びディスカッションという本研修の一連の流れを通

して，高井良（前掲）で指摘されている個々の異質

性が顕在化し，衝突しながらも議論が深まり，全体

として様々な変化が確認された。 

具体的には，「指導型」から「演習型」への変化

が見られ，発問についても一般的知識の確認から個

人的経験を問う形式へと変わっている。さらに，活

動についても，定型的な表現を繰り返させるものか

ら，マインドマップ等を用い背景知識を活性化さ

せ，学習者自身の意思や判断により表現できる活動

へと，短期間で，より「学習者の考えや思考」を引

き出す活動に切り替えられたのではないかと考え

る。三代（2009）は，韓国の高校での教授経験か

ら，「外国語教育の現場では，単なる日本語の運用

力を超えた，思考や他者との関係構築を支える表現

力としての『ことばの力』が目指されるべき」と述

べているが，第 2回の模擬授業は，まさにそのよう

な流れに沿ったものであると言える。 

もちろん，S-T 分析により得られるものは，授業

の良し悪しといった価値判断ではなく，自分の授業

の軌跡や構造の一側面であり，授業改善のための資

料であること（藤田，1985）や，本稿で示した実

践が模擬授業であることを考慮すれば，S-T 分析の

結果はあくまで目安に過ぎない。また，実際の現場

の状況が様々であることを考えても，単純に変化し

た結果を普遍化して是とすることはできない。しか

し，模擬とはいえ短期間で大きく授業に変化をもた

らすことができたという事実は注目に値するのでは

ないだろうか。 

以下では，この変化をもたらした要因，そして本

研修，とりわけ模擬授業から受講者が得られたもの

が何だったかについて考察を加えていく。 

 

4．考察 

上記までで述べたような模擬授業の変化を促した

要因としては，図 7・8 で示したような教材の例示

が挙げられる。また，図 12 で示したマインドマッ

プも，研修初期に問題共有の方法として，研修担当

講師により紹介されたものである。実際，研修終了

時のアンケートでは，「いろいろアイディアを受け

ました」「マインドマップなどを使ったかつどうが

たのしかったです」といったコメントが受講者より

得られている。この他「発問のしかたや，大切さが

わかってよかったです」「生徒の頭の流れを作ると

かリアリティーのある場面を設定するって少し分

かってきました」「じっさいにどういう場で日本語

を使うのか考えてみるきかいになりました」等のコ

メントからも，研修内容，とりわけ担当講師の授業

観が受講者に影響を与えていることがうかがえる。 

しかし，例示された教材が直接使用されたわけで

はなく，第 1 回と第 2 回では，学習テーマ，表現

とも大きく異なっている。また，マインドマップの

利用も，模擬授業で利用されることを想定していた

わけではなく，担当講師にとっても意外なことで

あった。加えて「指導型」「演習型」といった授業

形態についてはフィードバック時には触れられてい

ない。以上のことから，本研修で担当講師により伝

達された内容のみが模擬授業の変化をもたらしたと

することはできない。 

そこで注目したいのが，同じく研修終了時のアン

ケートで得られた「模擬授業の後のフィードバック
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がひじょうによかったとおもいます」「ふりかえす

時間がよかったです」「研修生たちとの問題公有で

きたのがよかったです」「いろいろ工夫してみれば

アイディアは出るーということを悟りました」（い

ずれも原文ママ）というコメントである。 

もちろん，これらのコメントのうち「フィード

バックがひじょうによかった」「ふりかえす時間が

よかった」はフィードバックを担当した講師の説

明，指導に対する評価とも取れる。しかし，「研修

生たち（この場合は受講者のことを指す）との問題

公有できた」「いろいろ工夫してみればアイディア

は出る」という気付きは，ビデオ視聴を含めた

フィードバックによる模擬授業の客観視や，課題の

共有，それに続くディスカッションが，過去の実績

に対して批判的な姿勢を作ると共に，受講者の内省

を深めることに貢献した結果であると考えられる。

実際に，第 1回の模擬授業のフィードバック時に授

業を変えることに対して抵抗を見せたリーダー的存

在の受講者を含め，最終的に全員が本研修の過程を

通し，「授業を振り返ることができた」「授業を改善

するヒントが得られた」と終了時アンケートで回答

している。 

そもそも，本研修の受講者は，所属校のある韓国

Ａ道で既に 2段階の選抜を経ており，日本語能力は

もちろん，教師としても一定以上の力量を有してい

ることが確認されている。にもかかわらず，第 1回

の模擬授業からも分かる通り，過去の実践への依存

や，年長者に対するある種の気遣い等により，潜在

的な力量が十分に発揮されていない状況であった。

Vélez-Rendón（2002）は，内省的アプローチが教師

の継続的自己発展の基礎となると述べているが，本

稿で示した，第 1回の模擬授業→フィードバック→

第 2回の模擬授業という展開は，内省を促し，継続

的自己発展を促す可能性を示したと言える。 

模擬授業を含めた実践的な研修内容については，

各国の教育事情や環境，特殊性により，その意義が

疑問視される可能性が指摘されている（横山，

2005）。実際，本稿で取り上げた研修中にも，特に

研修 4 日目の問題共有の際や，第 1 回目の模擬授

業の準備過程において「高校生相手の授業では，自

由度を高めると収拾がつかなくなり円滑に進まな

い」といった意見の他，「外国語高校だから」「実業

系の高校だから」，あるいは「日々の仕事が忙しく

て…」といった発言が度々聞かれた。しかし，一

旦，そういった問題を棚上げし，通常よりも多くの

時間と十分な資機材を提供し「理想」を追求させた

ことが，結果的に受講者間でのディスカッションを

促し，個々の省察を深める要因の一つになったので

はないかと考える。 

細川（前掲）は，学習の主体は学習者自身であ

り，問題を発見し解決するのは，学習者自身以外に

ないという考えを示しているが，これは現職教師研

修においても当てはめることができる。教師が直面

する問題は多様だが，その解決方法を探ることがで

きるのも，また教師自身であろう。このように考え

ると，本研修を通して受講者が得たものは，主体的

で継続的な授業改善のための具体的手段の一端であ

り，その実践的経験と言うことができるのではない

だろうか。また，そのための模擬授業は，単なる事

例報告やパフォーマンスではなく，同僚教師との衝

突を含めた省察の機会であり，新たな試みの場でな

ければならない。このような経験こそが実情の異な

る所属校に戻ってからの日々の授業改善に貢献する

ものであると考える。 

 

5．まとめと今後の課題 

以上，本稿では帰国後の授業改善に資することを

目的に開講された現職日本語教師研修の模擬授業の

変化から，現職教師研修の意義について検討してき

た。 

その結果，一定以上の力量がある教師であって
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も，校務の忙しさや所属校特有の事情等に加え，過

去の実践への依存や年長者に対するある種の気遣い

等，様々な理由で潜在的な力量が十分に発揮されて

いない状況にあることが推察された。しかし，「省

察の促し」や「理想」の追求という要因を加味した

模擬授業を行うことにより，受講者の教師としての

力量が活性化され，継続的な授業改善の契機となり

得ることが示唆された。 

しかし，授業を構成する要素は，本稿で扱った内

容に限らず幅広いものであり，教師としての背景も

様々である。本研修の成果がそれぞれの受講者にど

のように内在化され，どのように実際の現場で活用

されていくのかは，今後慎重に検討していく必要が

あるだろう。また，今回の実践では，フィードバッ

クの際の受講者と担当講師のやり取りに関する詳細

な記録が不足していたため，フィードバックが受講

者にどのような影響を与えたかを厳密に検討するこ

とができなかった。今後，このような点も踏まえ，

どのような研修が現職教師研修として効果的なの

か，引き続き検証していきたい。 
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What are the benefits of trial lessons held during a training program for 

Japanese teachers? : Learning from the results and assignments  

of the training program for South Korean Japanese teachers 

  

INUKAI, Yasuhiro* 

Hiroshima International Center, Japan 

 

Abstract 

In this paper, I will quantitatively and qualitatively investigate the significance of the change in 

two different trial lessons, held during the training program for South Korean Japanese teachers 

and conducted with the goal of continued improvement of classes. In my quantitative analysis, I 

conducted an S-T analysis in order to develop introspective materials to assist in improving 

classes; the qualitative analysis focused on investigating expressions used by learners. The 

results of the first trial lesson indicate that due to a high reliance on their previous teaching 

practices, participants were unable to fully demonstrate their teaching skills. However, by: 

receiving feedback, while analyzing video footage of the trial lesson; having participants pursue 

an “ideal” method; and encouraging trainees to reflect on this information led to a great change 

in the contents of the second trial lesson. When one considers the many circumstances 

involved in teaching in the actual practice of teaching it is difficult to simply make 

generalizations based the change in results. Nonetheless, it is evident that there is a connection 

between educators who experienced proactive endeavors centered on trial lessons and a 

continuous class improvement at the schools the educators are employed by. 
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