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論文

ことばの学びを深化させるオンライン授業とは何か
フル・オンデマンド講座，その10年後の意味

福村 真紀子 *
（茨城大学）

概要

本稿は，2010年に開講されたフル・オンデマンド講座「書くこと・考えること」につ

いて，メンターとして参加した筆者がその実践のありようを観察・分析したものであ

る。本講座では，受講生自身がテーマを選びレポートを段階的に完成させる。担当教

師は直接的な指導をせず，受講生は他の受講生やメンターとオンライン上で意見交換

をした。本稿の調査協力者である受講生2名の成果物とインタビュー記録からは，メ

ンターのスキャフォールディングとフル・オンデマンドによる思考と表現の循環をも

とにして，学習者が自律的に思考と表現を更新していたことが観察された。このこと

から，ことばの学びを深化させるには，「正しさ」を目標にせず，他者との対話を通し

て思考と表現の循環を活性化していくことが，10年の時を経ても，またオンラインで

も対面でも，ことばの学びの意味を考える上で重要であることが指摘できる。
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1．問題意識と本稿の目的

2020年度以降，コロナ禍1の学校教育機関では対

面授業に代わりオンライン授業が取り入れられるよ

うになった。教師たちは，運営スキルの程度や設備

の充実度に関わらず，オンライン授業の準備を余儀

なくされた。オンライン授業が始まって以来，多く

の教師は，学生からの課題提出の管理，効率的な

*Eメール：makiko.fukumura.km65@vc.ibaraki.ac.jp

1　コロナ禍とは，新型コロナウィルス感染拡大が招い
た社会的な危機的状況を表す言葉で，2019年以降日本
国内のメディアにより使用が広まった。
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フィードバックの方法，テストで不正をさせない方

法など，技術的な運営に手をこまねいている。そし

て，遠隔で学生たちと対峙する不便さに悩まされ，

従来の対面授業そのものをオンライン授業に転換す

ることの限界を知った。教師たちは，遠隔ゆえに学

習者への支援が思うようにできず，いかにオンライ

ン授業で学習者の学びを深めるのかという大きな課

題に直面することになった。筆者も2021年8月現

在，大学において日本語科目のオンライン授業を行

う教師の一人であり，学習者の学びの深化について

手立てを講じる必要に迫られている。

過去に遡ると，筆者は，早稲田大学大学院日本語
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教育研究科に在籍していた2010年度，同研究科の教

員だった細川英雄が担当する日本語・日本語教育研

究科目のフル・オンデマンド講座「書くこと・考え

ること」にメンター 2として参加し，受講生の学習支

援にあたっていた。その学習支援のあり方を検討す

れば，今後のオンライン授業におけることば3の学び

の深化にヒントが得られるのではないだろうか。そ

こで，本稿では，「書くこと・考えること」における

メンターとしての学習支援を，筆者の実践として検

討し，ことばの学びの深化とは何かについて論じた

上で，ことばの学びをどのように深化させるのかを

考える。

ここで，オンライン授業をめぐってこれまでどの

ような議論がされてきたのかを検証しておく。構成

主義の立場に立つ久保田（2003）が ICT（Information 

and Communication Technology）における学習の内

容について述べた論考は存在するものの，コロナ禍

が世界に広がる10年ほど前に遡ってみると，技術

的な運営による成果報告が主流だった。たとえば，

中西ほか（2011）は，香港の日本語学習者と日本の

日本語教育実習生による感情を表す絵文字及び文字

のウェブ上での使用が「協働学習の活性化」につな

がったと述べている。望月，北澤（2010）は，大学

生たちが学期の途中に教育実習生として離れ離れに

なる期間に，ウェブ上で対話を行える場を設けた結

果，相互に情緒的なサポートを行い，情意的側面に

肯定的に働いたと論じている。舘野ほか（2011）は，

オンライン授業ではコメント交換が記録に残ること

が，レポートやドキュメントの改善につながると報

告している。舟生，加藤（2010）は，学生がまとめた

文献調査について ICTを利用して相互閲覧，質疑応

2　「メンター」の定義や役割については「2．1．講座の
コンセプトと特徴」にて述べる。

3　本稿で使用するひらがなの「ことば」は，細川（2016）
が述べる「身体の感覚，心の感情，論理の思考の表出過
程の総体」（p. 7）を援用し，広い意味で捉える。

答する実践を行ったところ，多くの学生が情報活用

能力とプレゼンテーション能力に対する効力感を得

たと論じた。以上，2010年ごろには，多くのオンラ

イン授業における学習の成果が，個人の外側に現れ

る表現形式によって評価されていたことがわかる。

一方で，コロナ禍に見舞われた2020年前後は，オ

ンライン授業に関して，技術的な運営による成果報

告に代わり，学習の内容に焦点をあてた論考が現れ

てきている。當作（2019）は，教育へのテクノロジー

の応用について利点を示しながらも，教育者はテク

ノロジーの前にペタゴジーについて考えるべきだと

説く。また，境（2021）は，言語教育の視点からオ

ンライン授業の可能性を論じた。境は，日本におけ

る従来の「外語教育」4は，「ほとんどの場合 「知識・

技能」 の養成に力点がおかれ，それを社会的なコン

テクストの中でどう使いより良く生きるかまではほ

とんど問題にしなかった」（p. 22）が，今日では学習

者を社会的存在と認め，「外語教育」に大きな変化が

起こっていることを指摘している。そして，「学習者

と学習者，学習者と教員が互いに社会的エージェン

トとして，活動の中で目標言語を用いて意味のある

やりとりをすることから学習を始めることが求めら

れるだろう」（p. 23）とし，コロナ禍で普及したオン

ライン学習環境が，「豊かな学習環境」（p. 23）の一つ

の形態をもたらすことを展望として述べている。学

習理論と実践を結びつけて捉えるオンライン授業に

ついての論考（近藤，2021）も現れてきており，當

作（2019）が述べるように，テクノロジーよりもペ

タゴジーを重視し，いかにオンライン授業における

ことばの学びを深化させるのかを検討していく必要

があるだろう。

2021年8月現在，本稿を執筆することによって10

年前の実践を検討する意義は，当時のオンライン授

4　一般的には「外国語教育」が使われるが，境（2021）
は，「言語は必ずしも国と対応するわけではない」（p. 

14）と述べ，「外語教育」という用語を使用している。
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業によってことばを学ぶ場で実際に何が起こったの

かを明確にすることにより，ことばの学びとして重

要なことを再確認することである。本稿では，こと

ばの学びとは，時を経ても，オンラインでも対面で

も変わらないものであることを示し，ことばの学び

の深化とは何かを再考したい。

2．フル・オンデマンド講座「書くこと・
考えること」の概要

2．1．講座のコンセプトと特徴

「eラーニング」という言葉は，アメリカでは1980

年代末から使われていたが，日本の大学でインター

ネットを利用した学習による単位認定が正式に認め

られたのは，21世紀になってからの2001年である

（松田，原田，2007，p. i）。コロナ禍により，ICTを

ツールとした大学におけるオンライン授業は2020

年に日常のものとなったが，2000年初頭の日本の大

学では，オンライン授業は広がりを見せていたもの

の，全国的に普及している状況ではなかった。その

ような状況の下，早稲田大学の細川は，早稲田大学

への入学予定者対象の入学前導入教育として2003

～ 2005年度にフル・オンデマンド講座「文章表現」

を開講した。本講座は，各受講生が興味関心のある

テーマを決定し，4週間で2,000字程度のレポート

を完成させる科目である。その過程で，電子掲示板

（Bulletin Board System，以下，BBS）に各々が執筆

した文章を提出し，受講生同士が読み合い，意見交

換を行った。本講座には，細川のほかにメンターと

呼ばれる早稲田大学の大学院生が参加し，受講生に

よる BBSへの書き込みや提出物に対してコメント

を返した（細川，森元，2005）。

細川は，「文章表現」を土台としてデザインし直

し，2006年，早稲田大学の在学生を対象にフル・オ

ンデマンド講座「書くこと・考えること」を開講し

た。本講座は，「文章表現」の活動内容とメンターの

システムを援用し，大学の1学期間（15週間）を通

した活動にデザインされ，受講生がオンライン上の

対話を繰り返し，対話から広がった議論を踏まえつ

つ各自がさらなる考察を加えてレポートを段階的に

仕上げていく構造である（早稲田大学メディアネッ

トワークセンター・遠隔教育センター・FD推進セ

ンター，20115）。本講座では，細川が「学習者主体」

の学びをめざしており，「教員はあくまで活動の枠

組みを伝えるのみ」「教員から知識を与えられるので

はなく，学生自らがテーマを見つけて作り上げてい

く」（p. 16）というコンセプトが紹介されている。コ

ンセプトの背景として，細川は「自分で自由に考え

てほしいのに，私の中から正解を探し出そうとして

しまう」（p. 16）と述べている。確かに，教員が主導

する教室活動に慣れている受講生たちは，細川が議

論へ参加すると，正解がもらえることを期待し，自

らの思考を阻止してしまう危険がある。細川は，学

期を通じて LMS（Learning Management System）に

組み込まれた VTR上で講義を行うほか，時折必要

事項を BBS上の「お知らせ」で示すにとどめ，議論

や対話に参加しなかった。ここから，細川は，学習

者の外側に現れる表現形式の洗練ではなく，思考と

表現の循環による思考と表現の更新を，ことばの学

びと捉えていることがうかがえる。このことばの学

びとは，他者とのやりとりを繰り返す過程で，たと

えば家族のあり方に対する自身のステレオタイプに

気づいてその観念を払拭し，柔軟に捉え直して言語

化したり，環境問題を追究していくうちに自身のふ

だんの消費生活に大きな課題が存在していることを

発見して，解決策を提言したりすることだと筆者は

5　筆者は細川とともに，本講座の内容や意味につい
てインタビューを受けた。早稲田大学メディアネット
ワークセンター・遠隔教育センター・FD推進センター
（2011）に，「事例集」の一例として，そのインタビュー
がまとめられている。
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考えている。

細川は，教員である自分よりも，受講生により近

い立場のメンターからのアドバイスの方がよりス

ムーズに受講生に受け入れられると考えていた（p. 

16）。筆者は，細川によることばの学びの捉え方とメ

ンターの役割についての考え方に共感し，メンター

として受講生に学習を生起させる任務を遂行した。

メンターの任務とは，講座に関する事務的な伝達や

受講生からの質問への応答に加え，常に BBSに受

講生が書き込んだコメントをチェックし，対話を活

性化していくことである6。「書くこと・考えること」

は学内の LMSを利用し，受講生が書き込みをする

BBSは，この LMSに組み込まれていた。早稲田大

学の LMSを利用した他の多くのフル・オンデマン

ド講座が，教師による一方的な講義（VTR）に対する

感想や意見を述べるレポートが課されるのみである

のに対し，「書くこと・考えること」にはメンターが

存在し，受講生は，そのメンターからオンライン上

で能動的な意見交換が促され，講座への参加の実感

が味わえることが大きな特徴だった。2009年度秋学

期のメンターは筆者が，2010年度秋学期のメンター

は，当時早稲田大学大学院に在籍していた鈴木蘭と

筆者の2名が務めた。図1に，「書くこと・考えるこ

と」の担当者である細川，2名のメンター，受講生

との関係を示す。

また，講座のもう一つの大きな特徴は，教員の主

観による成績づけを行わないことである。レポート

の価値観は何にフォーカスするかによっても変化

し，担当者がレポートに対して意見することはでき

るが，その意見を成績に反映することに，細川は疑

6　松田，原田（2007，p. 20）は，「eメンタは，学習者か
らの質問や意見に受動的に答えるばかりでなく，eラー
ニングコースの目的を達成するため積極的に学習活動
に参与する」と述べている。筆者も，上記の eメンタの
ように，受講生からの問い合わせに応答するのみなら
ず，受講生に寄り添い，かれらの学習に積極的に参与す
る立場にあった。

問を持っているからである（p. 17）。そこで，成績

は，参加度50％，相互評価50％の割合でつけられ

た。参加度には，課題の提出回数と相互評価以外の

BBSへの書き込み回数が反映された。また，相互評

価には，講座の最終的な課題である「完成レポート」

に対する受講生同士の相互評価の積極度（評価を行

なった相手の数とBBSへの書き込み回数）が反映さ

れた。

2．2．ことばの学びの深化とは何か

2．1．で，細川が捉えることばの学びとは，思考

と表現の更新であり，筆者もその捉え方に共感しメ

ンターを務めたと述べた。思考と表現の更新につい

てさらに説明を加えれば，自身のものの見方，考え

方，意見，主張を客観的かつ批判的に省みることに

よって，それらを変えていく動きを意味する。つま

り，ことばの学びが生起されたのかは，学習者の内

側が変容したかどうかで決まる。では，ことばの学

びを深化させるとは，何を意味するのか。本節では，

「書くこと・考えること」における学習観について説

明した上で，「ことばの学びの深化」について論じ

る。

教育心理学の分野では，学習という行為をどのよ

相談

意
見
交
換

相
談

受講生

メンター

担当者

質
疑
応
答

意見交換

図1．担当者・メンター・受講生の関係
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うに捉えるかという議論を繰り返している。従来，

学習とは，個人の中に知識を積み上げていく行為で

あるとする考え方が主流であり，学習が起こったか

どうかは，筆記テストや実技テストによって，積み

上がった知識を問う形で判断されてきた。その判断

は，個人の内側にある知識を外側に形式として表現

させ，目に見える部分だけを評価するという方法に

よる。これに対し，レイヴ，ウェンガー（1991/1993）

は，学習とは，実践共同体に正統的に参加する者

が，はじめは周辺的な役割を担いながら徐々に周囲

の人や人工物と協調関係を築き，やがて十全的な参

加をするように変わっていくことだと主張した。こ

の主張にしたがえば，学習とは，知識構築の行為で

はなく，個人が自らかかわる周辺世界への認識を更

新していく全過程であり，周囲とのやりとりを通し

た継続的な思考の行為であると言えよう。この時の

学習，つまり継続的な思考の行為を支えるものは何

か。それは，ヴィゴツキー（1934/2001）が指摘する

ように，言語である。ヴィゴツキー（1934/2001）は，

言語は思考でもあるとし（p. 20），概念は言語なしに

はあり得ず，概念的思考は言語的思考の外では不可

能であると主張した（p. 163）。人は，ことばによっ

て思考を成立させ，ことばによって思考を表現する

ことで周囲とのやりとりを成立させている。よっ

て，やりとりをしながら自らの考えを更新していく

ということばの活動からことばの学びは起こるので

ある。つまり，ことばによる思考と表現の循環とそ

れらの絶え間ない更新が段階的にことばの学びを深

めていく。

よって，本稿では，上記のレイヴ，ウェンガー

（1991/1993）とヴィゴツキー（1934/2001）に依拠し，

ことばの学びが生起されたかどうかは学習者の内側

が変容したかによって決まると考えるのである。本

稿が追求することばの学びの深化とは，学習者の内

側が，発展的に変容することを意味する。ことばの

学びが深化したかどうかは，ある特定の言語を正し

く使えるようになることではなく，他者とのやりと

りの中でまだ形にならない状態の，自分にある知識

（暗黙知）を他者に伝達できる形の知識（形式知）へ

変換（池上，2009，p. 177）できる力が伸びることを

意味する。本稿では，ことばの学びをいかに深化さ

せるのかを論じるため，以上に述べた学習観をもと

に，「書くこと・考えること」の受講生の内側はどの

ように変容したのか，また，受講生の内側はなぜ変

容したのかという二つの問いについて考察する。

2．3．2010年度秋学期の「書くこと・考えること」

本稿で検討する実践は，早稲田大学の2010年度秋

学期（2010年9月27日～ 2011年1月23日）に開講さ

れた「書くこと・考えること」における筆者のメン

ターとしての学習支援である。「書くこと・考える

こと」は，早稲田大学オープン教育センターが提供

し，早稲田大学の全学部，全研究科に開放され，日

本人学生も留学生も受講可能であった。当該学期に

本講座に履修登録した受講生者数は83名であった

が，学期末まで受講を継続したのは半数以下の41名

であった。多くの受講生が途中で脱落する原因の一

端は，フル・オンデマンドという講座形態に対する

「楽に単位が取れる授業」という期待が，実際には予

想以上に積極性や能動性が求められる講座であった

ことにより，裏切られたためだと想像できる。

2．1．で述べたとおり，本講座は細川によってデ

ザインされ，実践の理論と方法論は，細川，「言語

文化教育研究所」スタッフ（2004）に依拠している。

細川，「言語文化教育研究所」スタッフ（2004）で

は，日本語教育を含む言語教育は，「ことばを新し

い知識として教える」ことではなく，受講生が「自

分の「考えていること」をどのように「ことば」に

していくのかを支えることである」（p. 9）と主張し

ている。本講座の活動目的は，「書くこと」を通した

「考えること」であり，到達目標は，受講生自身の
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ための「考える立場を書くことを通して形成するこ

と」である。「考えること」は思考であり，「書くこ

と」は表現である。つまり，本講座の活動では，受

講生が各々の思考を表現し合うことがめざされてい

る。本講座の活動内容をスケジュールとともに表1

に示す。表中の「ステージ」とは，15週間にわたる

レポート執筆と BBS上の対話の活動の流れを，受講

生の活動内容の局面によって段階的に表したもので

ある。ステージⅠは，自分のテーマを決定するまで

のレポート執筆の助走段階，ステージⅡは，BBS上

の対話を通して思考を活性化し，レポート執筆のエ

ンジンの回転率を上げていく段階，ステージⅢは，

エンジンを全開にし，レポート完成というゴールに

至るまでの段階である。

本講座の LMS上では，講義2回，2週間分を1枠と

して，1枠ごとに細川が活動内容について説明する

15分程度の講義（VTR）を配信した。最後の15回目

のみ1枠を1週間とした。受講生は，講義（VTR）を

視聴してからBBSにコメントを書き込み，意見交換

をする。この意見交換を本講座では「対話」と呼ん

だ。BBS上の対話の機会は，合計8回設けた（表1の

「BBS上の対話」の列中に示した対話①～⑧7）。まず

最初に課題図書を読み，課題感想文を「BOX
8」に提

出する（表1の1・2回）。BOXの中にある提出物は

細川，メンター，全受講生が閲覧できる。次に，各

受講生が興味・関心のあるテーマを選んで発表し，

テーマを選んだ理由について紹介し合う（表1の3・

4回）。そして，各自がテーマに基づき問題意識を執

筆する。これは，レポートの冒頭（「動機部分」）に

あたる。この「動機部分」を各々が提出する。各受

講生は興味をもった「動機部分」を読み，それに対

してコメントを書き込む。以上の手続きで受講生同

士が意見を交換する（表1の5・6回）。さらに，自分

のテーマを話題とした対話をするために，相手を探

して対話をする。対話相手は本講座の受講生，メン

ター，本講座の参加者以外の知人など誰でもよい。

対話相手探しは，BBS上で行うことができる（表1

7　対話①以降，講義2回（2週間）分を1枠とし，BBS上
の対話のテーマが更新された。本文に述べたように，最
終回のみ1枠1週間である。表1には各枠ごとに，BBS

上の書き込み件数を括弧内に示した。この「書き込み件
数」には，メンターによる書き込みも含む。

8　BOXとは，オンライン上に設けられた課題の提出場
所である。本講座のレポートにかかわる課題提出は，基
本的に全て BOXで受け付けた。

表1．「書くこと・考えること」の活動内容（2010年度秋学期）

ステージ 講義の回 期間 講義（VTR）内容 課題
BBS上の対話
（書き込み件数）

Ⅰ 1・2 9/27～10/10 ガイダンス 課題❶課題感想文 * 対話①（57）

3・4 10/11～10/24 自分のテーマを決める 課題❷「テーマ」 対話②（47）

Ⅱ 5・6 10/25～11/7 コメントを書く・もらう 課題❸「動機部分」 対話③（77）

7・8 11/8～11/21 対話とは何か なし 対話④（76）

9・10 11/22～12/5 対話内容を報告する 課題❹「対話部分」 対話⑤（47）

Ⅲ 11・12 12/6～12/19 結論を出す 課題❺「完成レポート」 対話⑥（15）

13・14 1/3～1/16 相互評価の試み なし 対話⑦（112）

15 1/17-1/23 最後のインターアクション 課題❻「完成レポート」に
「終わりに」を加筆

対話⑧（44）

*  本講座には，課題図書が設定されており，受講生は講座開始後2週間以内に「課題感想文」の提出が課せられる。課
題図書は，細川英雄のことばの教育実践の実際を著したもの，研究計画書の書き方を論じたものの2つから選択でき
る。
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の7・8回）。対話は，BOX内でのやりとり，メール

交換，対面など，方法は問わない。その対話内容は，

まとめて報告する（表1の9・10回）。最終的に結論

を出し，「動機部分」から結論までのレポートをまと

めて「完成レポート」を仕上げて提出する（表1の

11・12回）。受講生は提出されたレポートの中で興味

のあるレポートを選び，それぞれに対して評価を行

う。これが相互評価である（表1の13・14回）。最後

に「完成レポート」に受講についての全体的な感想

を加筆し，提出する（表1の15回）。本講座に設定さ

れた6つの課題の内容について以下にまとめる。

課題❶課題図書の読後感想および受講に対する抱

負等について述べる。（「課題感想文」）

課題❷自分のテーマについて述べる。（完成レ

ポートの「タイトル」にあたる）

課題❸テーマにもとづき，問題意識を述べる。（完

成レポートの「動機部分」にあたる）

課題❹自分のテーマをめぐって他の受講生や周

囲の人とした対話について述べる。（完成レ

ポートの「対話部分」にあたる）

課題❺自分のテーマをめぐる他者との対話をふま

えて結論を述べ，全体をまとめる。（完成レ

ポート）

課題❻自分のテーマと自分の立場の表明および

活動に対する感想について述べる。（「終わり

に」を加筆した完成レポート）

細川ほか（2011）は，複数のレポートの書き手が複

数回にわたって話し合いとレポートの書き直しを行

うプロセスを「「ソロ→インターアクション→ソロ」

の流れ」（p. 124）として説明している。この「イン

ターアクション」は，「他者から知識，情報，あるい

は別の視点などが 「もらえる」」（p. 124）営みであり，

「他者との対話」(p. 124)にあたる。本活動では，受

講生が課題レポートの完成に向かうプロセスにおい

て BBS上で「他者との対話」を行い，その内容を受

けて自身で思考を深め，視野を広げていくという自

分対自分の対話，つまり，上述した「ソロ」にあた

る「自己との対話」（p. 129）を繰り返している。そし

て，この対話のプロセスによって思考を活発に働か

せると同時に BBSへの書き込みや課題レポートの

執筆といった表現を活発に行っているのである。本

講座は，区分上は日本語・日本語教育研究科目の授

業であるが，BBS上の対話やレポートにおいて，日

本語の形式的な正しさや文章構成の適切さなどの指

導はなかった。思考が他者と共有できているかどう

か，議論したいことについて議論できているかどう

かが重視され，全てのレポートは，受講生全員に公

開され，共有された。

3．調査の手続き

本稿ではまず，2010年度秋学期「書くこと・考え

ること」に参加した受講生の変容の様子を示し，次

にその変容の原因を明らかにする。本講座のBBS上

の書き込みの内容と BOX内の提出課題の内容をも

とに，受講生の中から調査協力者を選定し，小野坂

と菊池（いずれも仮名）に協力を依頼した。小野坂

を選んだ理由は，全8回設定された BBS上の対話に

7回参加し，コース全体を通して参加度が高かった

こと，1回目の課題である「課題感想文」に書かれ

た自身の到達目標と最終的に提出した「完成レポー

ト」に書かれた講座に対する意味づけが明らかに異

なり，その変容の要因は他者との対話であると，小

野坂自身が認識していたことである。菊池を選んだ

理由は，BBS上の対話に参加した回数は8回中1回

のみで，参加度の低さでは小野坂と対照的だが，「人

生の価値」について書いたレポートで，「人生は客観

的観点から判断するものと考えていたが，対話を通

して自分の人生に目を向けて自分本位で人生をはか

ることも重要だと感じた」という，思考の変容を表
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す記述があり，その変容の要因を探る価値を見出し

たからである。そこで，2名の協力者の変容の様子

を明らかにするための調査を行った。表2は，調査

の概要である。

筆者は，小野坂と菊池にインタビュー調査時に初

めて会ったが，開講期間中 BBS上で対話をしてお

り，調査依頼が2名から即座に快諾されたことから

も，調査時にはラポールは築かれていたと言える。

本稿における検討の対象としたデータは，BBSに書

き込まれた文章，BOXに提出された課題，インタ

ビューの文字化データの3点である。調査は本稿執

筆時から約10年前に行なったが，インタビューの

録音と文字化，研究成果発表までのデータの保管と

利用については協力者の承諾を得ている。また，調

査実施については細川ともう一人のメンターである

鈴木に確認を取った上で早稲田大学日本語教育研究

科・日本語教育研究センターの研究調査倫理審査に

申請し承認を受けている。

4．受講生の変容

本章では，受講生の内側はどのように変容したの

かを明らかにするため，小野坂と菊池の内側の変容

の過程を表1に示した段階的な活動の流れ，すなわ

ちステージⅠ～Ⅲに沿って述べる。

4．1．ステージⅠ（講座1回目～4回目）

講座の1回目～ 4回目，すなわち講座開始から課

題❶「課題感想文」・❷「完成レポートのタイトル」

およびBBS上の対話①・②終了までがステージⅠで

ある。

1回目の講義（VTR）の中で，細川は，本講座の授

業方針について，「考えることによって書くことが

できる。書くことによって考えることができる。そ

して，それは一般論としてではなく，自分の問題と

して捉えることが重要である」と述べ，対話（イン

ターアクション）が，本講座に参加する受講生たち

に最も求められることだと説明した。

受講生が1回目の講義（VTR）の視聴直後に求め

られたことは，BBS上の対話①で自己紹介ととも

に本講座の履修理由を述べることだった。小野坂

は，履修の理由として，「副専攻に選択した日本語

教育学のコースに必要な単位が取れる科目であるこ

と」，「論理的な文章を書くための文章力を高めたい

こと」，「フル・オンデマンド型の授業に興味がある

こと」の3点をあげ，BBSに書き込んでいた。特に，

国語国文学科の学生にもかかわらず書くことが得意

ではないので文章力を高めたいという二つ目の理由

を強調した。

小野坂が述べた履修理由から，ステージⅠでは，

本講座における彼女自身の到達目標が，個人の外側

に現れる表現形式の洗練であったことがわかる。小

野坂は，本講座で論理的な文章の書き方の指導が受

けられると期待していた。「書くこと」は，大学生と

して論理的な文章を紡ぎ出すことだと理解していた

のだろう。

また，小野坂は，提出した課題❷においてレポー

トのタイトルを「教師という職業について」に決定

し，BBS上の対話②でレポートのテーマの選定理由

として以下の4点をあげていた。

表2．調査の概要

調査協力者 受講時学年 性別 実施日 時間 場所

小野坂 4年生 女性 2011/6/9 63分 早稲田大学

菊池 3年生 男性 2011/6/17 35分 早稲田大学
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（1） 教職課程を履修しており，教師についてもっ

と知りたいと思ったから。

（2）アルバイトで塾の講師をしており，教えるこ

と，生徒たちの世話をすることの楽しさと大

変さを知り，教師という仕事への尊敬の念や

憧れが芽生え，その思いが強まってきたから。

（3） 将来の仕事として教育に関わっていきたいと

思うから。

（4） 両親が公立小学校の教師であるため，教師と

いう職業に興味があるから。

「教師という職業について」というレポートのタ

イトルのみからその目的を推察すると，職業の一つ

として教師に注目し，教師の仕事とは何かを論じる

かのように見える。小野坂があげたテーマ設定の理

由（1）は，教職課程を履修していることが前提と

なっており，なぜ自分が教職課程を履修しているの

かを考える姿勢は見られない。（2）は，自身の体験か

らわき出した動機であり，テーマを自分自身にひき

つけている点で本講座の目的である思考と表現の深

化や更新が起こりそうな予感はするが，憧れの職業

の長所を羅列するのみで終わる可能性も否めない。

（3）は，単純な志望であってなぜ教育に関わりたい

のかを考えようとする姿勢が見られない。一方，最

後の（4）は，両親を尊敬していること，両親のよう

な親，教師になりたいという感情も述べており，小

野坂による BBSへの書き込みを読む者は，（4）が

テーマ設定の大きな理由であると想像できる。それ

に，小野坂は，以上の4点のテーマの選定理由のう

ち，（4）についてはさらに説明を加えており，「自分

自身が尊敬し愛している両親が教師だから」「両親の

ような親になりたい」「両親のような素晴らしい教師

になりたい」と述べていた。

しかし，（1）～（3）と並列的に（4）が位置づけら

れていることと，「教師という職業について」という

タイトルによって，小野坂がレポートで述べたいこ

とは，一般的な教師論に見えた。第1ステージでは，

レポートのテーマ選定の直接的な理由に，小野坂自

身も気づいていないのである。

また，上述した小野坂の履修理由に戻って考える

と，第1ステージの小野坂は，個人の外側に現れる

表現形式に興味関心を奪われているように見受けら

れた。この時点では，自分という個人に向き合い，

テーマを掘り下げて考える準備はできていない。細

川が講義で論じた「考えることによって書くことが

でき，書くことによって考えることができる，そし

てそのテーマは一般論で片付けられるものではな

く，自分の問題として捉えることが重要である」と

いう授業方針については，把握できていないのであ

る。第1ステージは，2．3．で述べた話し合いとレ

ポートの書き直しを行うプロセスの「ソロ→イン

ターアクション→ソロ」の最初の「ソロ」がデザイ

ンされており，個人の中で思考が活性化することが

期待された。しかし，小野坂には「ソロ」の思考が

活性化されているとは言い難かった。

一方，菊池は，ステージⅠでは BBSへ書き込みを

せず，テーマを設定し，タイトルを決める課題❷も

提出しなかった。このステージでは，菊池はまだ活

動を開始していない。

4．2．ステージⅡ（5回目～10回目）

ステージⅡは，講座の5回目～ 10回目，すなわち

課題❸「動機部分」を提出して BBS上の対話③を

行った時から課題❹「対話部分」を提出し，BBS上

の対話④・⑤終了までである。このステージで，小

野坂は，BBS上で複数の受講生とコメント交換を行

うと同時に，筆者を対話相手に選び，BOXに提出し

たレポートに付随するスレッドで，筆者とやりとり

を行った。

課題❸では，完成レポートの「動機部分」を執筆

することになっており，小野坂は，ステージⅠの課
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題❷をほぼ踏襲して，テーマ設定の理由を述べなが

ら教師である両親に対する尊敬の念について執筆し

た。すると，小野坂の「動機部分」を読んだ1名の受

講生が，「教師という職業は，産休や育休が問題なく

取れるし，夏休みや春休みも取れるので，一般的な

企業で働くよりも家事や育児にあてる時間が取りや

すく，女性に向いている職業ではないか」というコ

メントを BBSに書き込んだ。小野坂は，この受講生

に対し，女性に向いている職業だということは認め

ながら，「母は土日も関係なく仕事をする，生徒が行

方不明という連絡が学校から入れば夜でも学校に駆

けつけ，母が家で料理をしている姿をほとんど見た

ことがない」と，母親の教師としての姿勢について

返信した。小野坂のこの返信は，筆者には，小野坂

にコメントを送った受講生に対する反論のように見

えた。そこで，筆者は，この時のやりとりについて，

小野坂がどのように感じたのかを，インタビュー時

に尋ねた。すると，小野坂は，「教師という職業の人

が身近にいない人にはわかってもらえないジレンマ

があり，感情がコメントに出てしまった」と語った。

小野坂の抗うような感情が「書くこと」として現れ

たのは，教師である母親を肯定しようとする思考が

働いたためである。そして，その思考と表現は，他

者とのやりとりから生じている。

では，小野坂が筆者を対話相手に選んだ理由は何

だろうか。筆者は，小野坂が提出した課題❸「動機

部分」を読み，彼女が教師をめざすのは，「教師」と

いう職業に純粋に憧れていることが第一の理由では

なく，教師である両親に感謝し，両親のことを誰よ

りも尊敬しているからだと感じた。そこで，筆者は

小野坂に「もし両親が教師以外の職業であったらそ

の職業をめざすのか」と質問した。すると，小野坂

にはこの質問が刺激となり，レポートに書こうとし

ていた内容を再考し，「動機部分」で以下のように述

べた。

小野坂の「動機部分」のレポートから

「教師になりたい」と思うようになったのは，

上記のような理由だけでなく，両親の影響も

とても大きかったからであると思う。寧ろ，

両親が教師であることが，私が「教師になり

たい」と思うようになった一番大きな理由で

あると思う。

ここでは，小野坂のものの見方が更新され，教師

になりたい理由についての新しい表現が生まれてい

る。つまり，小野坂の内側が発展的に変容し，ことば

の学びが深化していると言えるだろう。小野坂は，

この時の筆者とのやりとりについて，インタビュー

で以下のように語っている。

小野坂：メンターの福村さんとの対話とかをしてる

うちに，自分で今まで考えてなかったところ，例

えば親子のところもそうですよね。（中略）指摘

していただくまで全然気づいていないっていう

か，それをテーマのうちのひとつだと考えてい

なかったんですよね。それはただの理由であっ

て，それが大きな柱を占めてるなんて，自分で

は考えてなかったんです。（略）だから指摘して

いただいたことによって，最終的なレポートを

書いた気がしてるんですけども，今まで考えて

いなかったことがこう，見えるようになってき

た。

小野坂は，さらに，自身のテーマや主張について

BBS上でメンターから批判的なコメントを受けた

り疑問を投げかけられたりしたことにより自身がど

のように変化したのかを述べている。以下は，筆者

が，「受講生にBBSへの書き込みを促すことよりも，

いじわるなつっこみを入れて刺激を与える方が受講

生の参加意欲につながったのではないか」と小野坂

に問いかけた際の反応である。
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小野坂：（いじわるなつっこみは）絶対必要だと思い

ます。むしろ，ただ自分の内容を肯定されるだ

けだと，それで合ってるとか私には直すところ

ないんだわとかこれでいいんだとか思ってしま

う可能性があると思うんですよね。（略）刺激を

促すようなとか，なんかちょっとこう，例えば

相手の内容を肯定しつつも，すごくいい内容だ

と思うけど，でもこの件に関してはとか，私と

福村さんの対話もそうでしたけど，私が気づい

てないところを気づかせてくれたりだとか，そ

ういう質問とか発案とか，刺激的だった。

以上の語りから，他者からの肯定ではなく，疑問

を持たれることがレポートを書き直す意欲につな

がっていることがわかる。ゆえに，小野坂は，疑問を

投げかけた筆者との対話を望んだのだろう。ステー

ジⅡでは，小野坂が，「教師は女性に向いている職

業」とコメントした受講生に反論したり，「両親の職

業が教師以外だったらどうするのか」という筆者の

質問を刺激と捉えたり，複数の他者との対話の中で

揺さぶられていたことが見えた。

ここでは，「ソロ→インターアクション→ソロ」の

流れが起こり，「インターアクション」では「他者

から知識，情報，あるいは別の視点などが 「もらえ

る」」（細川ほか，2011，p. 124）という体験をしてい

る。ステージⅡで小野坂は，他者から肯定されて安

心したり満足するのではなく，他者とのやりとりを

通して自分を疑い，自分と向き合っていく変容を見

せた。このステージで，小野坂は，自身のものの見

方や考え方を客観的かつ批判的に省みて，更新して

いる。つまり，自身の内側の発展的な変容を表して

おり，ことばの学びが深化したと言える。

一方，菊池は，ようやく2010年10月31日に対話

③に参加し，BBSに初の書き込みをした。菊池はそ

の書き込みで，自分のテーマを発表する課題❷の提

出を忘れていたことを告げ，「諦めようとも思った

が，考えていることを人と共有し深めることができ

るというのは素敵なことなので，最後まで学習した

い」と述べ，自身のテーマについて発表した。

菊池のテーマは，「人生の価値とは何か」であっ

た。テーマの説明として，「人生の価値はいかにその

人が生産性のある行動をし，そしてそれがどのよう

にして人に影響を与えたか」であると書き込んだ。

この菊池の主張に対し，筆者は，「私にとっての 「人

生の価値」 は，いかに周りに影響されず自分らしく

楽しく生きられるか，です」という反論めいた内容

を返した。そして，「他のみなさんはどうお考えに

なりますか？」と他の受講生にも問いかけた。する

と，2名の受講生からコメントが書き込まれた。その

うちの1名は，「自分がやりたいことをやり切って，

悔いを残さない人生が価値のある人生であり，周り

に影響を与えられたか，ということは結果論ではな

いか」と意見を述べた。筆者のコメントもこの受講

生のコメントも，菊池の思考を活性化する可能性が

あったが，菊池は誰にも返信をしなかった。一方で，

菊池は，自分のテーマを BBSに発表した同日に，1

名の受講生が「悩むことと私」というテーマで提出

したレポートに対してコメントを書き込んでいる。

菊池のコメントは，自身がダンスサークルに所属し

ていた経験を語るものだった。「ダンスがうまくな

らないことに悩んでいたが，自分が一番正しいと思

う練習をすることによってダンスは改善された。悩

むことは，人間にしかできない人間らしい行為であ

り，その行為を楽しむのも付き合い方の一つではな

いか」と私見を述べている。この菊池の書き込みに

対し，その受講生は，共感を示す返信をした。しか

し，菊池はやはりそれには反応しなかった。菊池の

BBS上の対話への参加度は十分とは言えない。

対話③は，表1に見るように，BBSには77もの

書き込みがあり，受講生同士のやりとりが活発な回

だった。菊池は，インタビューにおいて，対話①②

に参加せず，対話③の段階から活動に参加したこと
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について，「滅茶苦茶取り組んでる人は，滅茶苦茶

取り組んでるなって。ほんと，置いてかれるなって

思いました。やる気を出さなきゃなって思った面は

あります」と述べた。菊池は，他の受講生に遅れを

とっていると自覚し，書き込みを始めたのだった。

また，菊池は，BBSにおける筆者による反論を振り

返り，「それは今議論したいことではなくて，「そう

じゃなくて」っていうふうには思いました。（略）自

分から発してどういうふうに価値を与えて，それが

どういうふうに広まっていくかって，そっちのほう

をもっと深めたかったんで，ちょっとやりづらいっ

ていうか…」と述べた。筆者の反論が刺激となり，

筆者の視点を的外れだと感じることによって菊池自

身が他者と議論したい論点を明確化したと言えるだ

ろう。しかし，ステージⅡでは，菊池が筆者や他の

受講生のコメントに応じて対話を活性化することは

なく，小野坂のように「ソロ→インターアクション

→ソロ」の流れが起こり，やりとりを通して自分を

疑うことで変容したか否かは，本稿の調査の限りで

は明らかにできない。

4．3．ステージⅢ（11回目～15回目）

ステージⅢは，授業の11回目から15回目の最終

回，すなわち自分なりの結論を出して課題❺「完成

レポート」を提出するとともに BBS上の対話⑥が

課された期間から，「完成レポート」に授業の感想

（「終わりに」）を加筆する課題❻を提出し，BBS上の

対話⑦・⑧が終了するまでである。

小野坂は，課題❺は提出したが，BBS上の対話⑥

には参加していない。この回の書き込みの数は総数

的にも15件と少なく，小野坂を含む受講生たちは

「完成レポート」の山場となる結論の執筆に注力し

ていたと思われる。本講座設計者の細川と運営を務

めるメンターとしては，結論の執筆中にコメント交

換を経て「完成レポート」提出へと移行してほしい

という思惑があったため，BBS上の書き込みの数が

少なかったことは予想外のことだった。その後2週

間の冬休みに入ったため，本講座の動きは一旦休止

となった。

年明け直後の2011年1月3日からの2週間，受講

生は BBS上の対話⑦で「完成レポート」の相互評価

を行うことになった。この相互評価では，受講生は

自身が興味を持った他の受講生の「完成レポート」

を選び，⑴問題意識が明確か，⑵論理に一貫性があ

るか，⑶インターアクション（対話）を十分に活用

しているか，の3点を評価ポイントとして BBS上に

評価コメントを書き込んだ。小野坂は，BBS上の対

話⑦で，「辛口でもいいのでアドバイスや感想がほ

しい。レポートを書き直したいが，一人ではできな

い」と，他の受講生からのコメントを強く請う書き

込みをした。結局，小野坂は，他の受講生2名から

評価を受け，自身が選んだ3名に対し評価を送った。

小野坂による他の受講生への評価コメントには，

レポートのテーマと結論にあたる主張の齟齬を指摘

し，適切なテーマを提案するものがあった。また，

他の受講生の主張に共感するのみでなく，その受講

生が設定したテーマについて「自分ならどう考える

か」という問いを立て，今後自分はどのように生き

ていきたいのかを綴ったコメントもあった。ここで

は，小野坂が他者のテーマを自分ごととして捉え，

議論につなげている様子が見られた。「インターア

クション」の最中に「ソロ」の思考が起こっていた

のである。

小野坂は，レポートを書き始めた際に設定した

「教師という職業について」というタイトルを，「完

成レポート」では「教師と両親」に変更していた。

以下，小野坂が提出した課題❻「終わりに」を加筆

した「完成レポート」の一部を引用する。
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小野坂の「完成レポート」から（下線〈波線〉は小野

坂）

新たな発見や気づきの例としては，例えば，

「もし，両親が教師でなく，他の職業に就い

ていたとしたら，それでも教師になりたいと

思ったのかどうか」という質問は，「そんなこ

と考えたこともなかった！」と思わされ，そ

のような視点から考えることも出来るのかと

思った。そして，対話を終えて，改めてしっ

かりと自分自身と向き合ってみた。なぜ「教

師」という職業に興味があるのか。「両親がも

し教師でなかったならば」といったことにつ

いてなど。まだ向き合っている途中，考えて

いる途中ではあるが，対話の前よりも，対話

を終えてからの今の方がさらに「教師」とい

う仕事に対する興味・関心は強くなったと思

うし，やはり「教師」という職業に就きたいと

思った。

上記引用部では，小野坂自身が波線で強調してい

るように，筆者との対話から新たな視点を得て，視

野を広めていったことがわかる。同時に，「なぜ教師

という職業に興味があるのか」という問いに向き合

い，自らの思考を更新し，自分の内側に変容が生起

されていることが見える。さらに，「完成レポート」

の「終わりに」にあたる部分には「この科目を受講

して」という節が設けられ，筆者との対話について

次のように述べている。

小野坂の「完成レポート」から（下線〈実線〉は筆者）

「対話」はとても勉強になるものであった。自

分一人で何かについて考えて結論を出すこと

も大切なことではあるが，やはり他人の意見

を聞くことによって，刺激が与えられ，より

深く真剣に考え結論を出すことが出来ると

思った。自分が見ていた視点とはまた異なっ

た視点から捉えてくれるため，新たな気付き

や発見が多かった。特に，今回のテーマは，

私自身の将来にも大きく関わってくるもので

あるため，そして，自分の両親や自分自身の

原点などについても深く考えることの出来る

ものであるため，他人の意見を聞く（対話を

する）ということは非常に大切なこと且つ必

要であったと思う。

下線部のように，小野坂は「他人」である筆者と

の対話により「深く真剣に考え」，「自分の両親や自

分自身の原点などについても深く考える」機会を得

たのである。「ソロ→インターアクション→ソロ」の

流れの中にメンターによる刺激があり，その刺激に

よって気づきや戸惑いが起こり，思考が揺さぶられ

て BBSへ自身の意見や思いを書き込み，参加の度

合いが増した。このプロセスは，思考と表現の循環

と言える。上記の「完成レポート」上に波線で示し

た「そのような視点から考えることもできるのか」

という気づき，実線で示した「自分の両親や自分自

身の原点などについても深く考えることの出来るも

の」という表現から，彼女の中で思考と表現の循環

が活性化されていたことがわかる。ステージⅢにお

いても，小野坂は自身の考えを客観的かつ批判的に

省みることをしており，タイトルを変えたことから

も，彼女の内側が発展的に変容し，ことばの学びが

深化したことがうかがえる。

一方，菊池は，ステージⅡで2件書き込みをして

以来，BBSに再び書き込むことや他の受講生の「完

成レポート」を評価することをしなかった。しかし，

課題は❷以外は全て提出していた。そして，最後の

課題❻「『終わりに』を含む最終レポート」の中で，

メンターである筆者との BBS上での対話について

述べていた。以下に菊池のレポートの一部を抜粋す

る。
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菊池の「完成レポート」から（下線〈実線〉は筆者）

ここで，このテーマに対する重要な質問，観

点を2ついただきました．（略）「私にとっての

「人生の価値」は，「いかに周りに影響されず，

自分らしく楽しく生きられるか」と定義づけ

ました」という意見にはとても考えさせられ

ました。（略）福村さんの「自分らしく生きら

れるか」というのは現代を生きて行く上で非

常に重要な能力であると思います。人に影響

をされないというのはおそらく不可能です

が，その中で及んでくる情報や影響を「自分」

が判断し取捨選択していく。福村さんの意見

を私の立場に置き換えてみると，そのように

自分で取捨選択し自分のスタイルを確立し生

きていくということで，その確立された生き

方は魅力の一つであり，周囲の人間に影響を

与えることになると考えます。取捨選択する

ことも，つまり受け手になることも人に影響

を与えることになることもわかりました。

下線部に注目すると，菊池は，筆者による反論が

引き金となって自身の考えの不足を認識するもの

の，簡単に従うのではなく，筆者の言葉を自分に引

きつけて考えている。他人から受け取ったものの中

から「取捨選択する」，つまり一度受け身になって他

者の意見を受け入れた後で自分で選びとることは，

「自分のスタイルを確立し生きていく」ことだと明

確に主張している。菊池がこのように表現したこと

から，彼自身の思考の更新が見られる。また，菊池

は，インタビューで，「メンターとの対話がもしな

かったら，どんなレポートになっていたか」という

質問に対して，「意地悪な，噛みついてくる意見がな

ければ，視野が狭かった気はします」と答えた。筆

者の意見を「私の立場に置き換えてみる」という試

みから，自身の視野を広げていたこともわかる。菊

池は，レポートを完成させていく過程で，思考の更

新と同時に視野の広がりを体験していた。菊池は他

者の意見を拠り所としてものの見方を変えており，

彼の内側には緩やかな変容が生じている。

さらに菊池は，「書くこと・考えること」の一連

の活動を振り返り，「いろんな人から意見をいっぱ

いもらえて考え直す，自分の意見を変えるというよ

うに影響されたところが重要だった」と述べた。実

際には BBSでは活発に対話を行うことはなかった

が，菊池にとっては，筆者や他の受講生からのコメ

ント一つひとつが変容のきっかけとなっていたと考

えられる。インタビューの最後には，「議論を深め

たり考えを深めたり，本気でやろうと思えばできる

場であることに気づけたのは，感動だった」と語っ

た。小野坂に比べれば菊池の講座への参加度は非常

に低く，小野坂のようにレポートのタイトルを更新

することもなく，思考の深化の度合いも十分ではな

い。しかし，ステージⅢで提出された課題❻やイン

タビュー調査から，メンターから一度刺激を受けた

だけでも，気づきを得て視野を広げ，菊池なりに「本

気で」参加し，本講座への関心を高めていたことが

わかった。学習者の内側の変容の度合いは，対話の

相手の数や頻度に比例するとも考えられるが，必ず

しもやりとりの相手や回数の量が多くなければ変容

できないとは限らないのである。本講座で，菊池は

勢いよく思考と表現を循環させたとは言えない。し

かし，思考と表現の循環の価値には気づき，ことば

の学びを深化させる兆しはあったと見られる。

5．受講生の変容の要因

本章では，4.で明らかにした受講生の変容をふま

え，受講生の内側はなぜ変容したのかを明らかにす

る。
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5．1．メンターの働きかけ

Salmon（2011）は，イギリスの The Open Univer-

sityで行われたオンライン授業の実践研究を行っ

た。この研究では，オンライン授業の担当者を“e-

moderators”と呼び，e-moderatorsによるオンライン

上の学習指導を“e-moderating”と称している。その

中で，オンライン授業の過程における e-moderating

の役割の推移を五つの段階に分け，モデルを形成し

た（図2）。

図2から，e-moderatorsは，学習者がオンライン

授業に滞りなく参加できるようにテクニカルサポー

トを行いつつ，学習の五つの段階に応じて，働きか

け方を変えていることがわかる（Salmon, 2011, pp. 

32-99）。第1ステージでは学習へのモチベーション

の向上，第2ステージでは学習者同士の関係構築 , 

第3ステージでは課題遂行のサポート，第4ステー

ジでは学習者同士のやりとりの活性化，第5ステー

ジは学習全体の批判的な振り返りのサポートへと働

きかけが更新していく。最終の第5ステージでは，学

習者の省察を目的とした意見交換の場を設定する。

ここで，e-moderatorsの働きかけの度合いに注目す

ると，オンライン授業の入り口では学習者に強く働

きかけず，学習者が学習したいと感じるような雰囲

気づくりを行い，続く第2ステージから第3ステー

ジまでは積極的に働きかけ，やりとりの活性化を促

し，学習者が授業の流れに乗ってくれば，第4ステー

ジから第5ステージにかけて働きかけを弱めていく

という推移が確認できる。

「書くこと・考えること」においては，Salmon

（2011）の実践研究における e-moderatorsの役割を

メンターが担っていたと言える。オンライン授業で

は，そこに参加する学習者もメンターも空間を同期

的に共有することはできない。よって，Salmonがモ

図2．Salmonによるオンライン授業の五つの段階：Salmon（2011, p.32，Figure 2.1 Model 
of teaching and learning online）より抜粋　Salmon, G. (2011). E-Moderating: The key to 
teaching and learning online (3rd ed.). Routledge.
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デルを提示したように，本講座でメンターは，テク

ニカルサポートはもちろん，オンライン上のやりと

りを微細な面に至るまで観察し，学習者のモチベー

ションや学習の段階を把握しながら各段階に合わ

せて働きかけの調整をする必要があった。以下に，

Salmon（2011）の理論を参考にしながら，小野坂と

菊池の変容がなぜ起こったのかを，表1で示した本

講座のステージの流れに即して論じる。

ステージⅠは，講座のスタートラインであり，受

講生が本講座に興味をもち，遠隔でもモチベーショ

ンを保ち，15回を通して参加できるような働きかけ

が必要だった。そこで，BBS上の対話①で，2名のメ

ンターが自己紹介を行うと同時に，受講生に対し，

積極的に BBSに書き込むよう呼びかけた。すると，

1名の受講生が，BBS上に質問を投げた。その質問

は，細川が講義（VTR）で述べた「考えることによっ

て書くことができる。書くことによって考えること

ができる。そして，それは一般論としてではなく，

自分の問題として捉えることが重要である」という

授業方針についての質問で，「自分の問題として捉

える」とはどのような意味か，という疑問だった。

これに対し，筆者は，「自分で選択したテーマを自分

ごととして認識すると同時に，他の受講生が選択し

たテーマも自分ごととして考え，反応することが重

要です」と答えた。再び，同じ受講生から「BBSに

期待していたほどのインターアクションがなかった

場合，対話レポートをどのように執筆すればいいの

でしょうか」という不安も書き込まれた。これに対

しては，「インターアクション，つまり「対話」とは

BBS上のやりとりのみではありません。自分が選択

したテーマをめぐり，講座の外にいる人と話すこと

も「対話」です。インターアクションがないという

状況が起こらないように，自分からどんどん発信し

てほしいです」と返した。

また，他の受講生からは，「レポートは，何段落に

わけるのが適切ですか」という質問が投げられた。

この質問に対し，筆者は，「本講座は学術的文章のテ

クニックを学習することが目的ではなく，自分の考

えていることを書いて他者に伝え，対話を通して考

えを深めてまた書くことを重視しているため，内容

重視で取り組んでください」と回答した。筆者の回

答に対してその受講生は，「完璧に書き上げなけれ

ばならないという意識が先行してしまったけれど，

文章の構造にはあまり神経質にならないように気を

つけます」と答えた。このように，初回の BBS上の

対話では，本講座への参加の仕方について受講生が

戸惑う様子が見られた。そこで，メンターは，形式

ではなく内容重視のレポート執筆を心がけることを

繰り返し呼びかけた。

続く BBS上の対話②は，各受講生がレポートの

テーマを提出し，そのテーマをめぐってコメント交

換をする機会であり，本講座における本格的な対話

活動の「キックオフ」に相当する回であった。この

期間にメンターは，受講生に先駆けて，受講生が選

んだテーマとその選択理由が書かれたレポートに対

してコメントを書き込んだ。それらのコメントの内

容は，レポートの内容を深く掘り下げるものではな

かったが，受講生が選んだテーマについて関心を表

すものや，テーマ選択の理由に共感するものなどで

あった。筆者は，しばしば，コメントの最後に「他

のみなさんはいかがですか？」と意図的に書き加え

た。この投げかけに応じて，受講生がコメントを加

えることもあった。ステージⅠで受講生に先駆けた

メンターによるコメントは，受講生に対して対話の

モデルを示していたのである。

以上のように，ステージⅠで受講生が十全な参加

のスタートを切れるように，メンターは，参加の度

合いを高める働きかけをしていた。前節で述べたよ

うに，ステージⅠでは菊池にはメンターの働きかけ

が届かず，菊池の対話活動は始動しなかったが，小

野坂は積極的に BBSに書き込むことになった。ス

テージⅠでは，メンターが事務的な伝達のほかに，
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受講生の対話への能動的な参加の促進とその参加の

モデル提示をしていたのである。

ステージⅡで，受講生は課題❸「動機部分」を提

出した。菊池は締切を過ぎてから BBSに書き込む

形で提出することになったが，小野坂は提出期限内

に所定の BOXへ提出した。筆者は，複数名の受講

生の「動機部分」に興味を持ち，コメントを送っ

た。その中の一つが小野坂の「動機部分」だった。

4．2．で述べたように，筆者は，小野坂が教師をめ

ざすのは，その職業自体への憧れが主な原因ではな

く，教師である両親に対する感謝と尊敬の念からで

はないかと指摘し，さらに，「両親が教師以外の職業

であったら，やはりその職業をめざすのですか」と

質問した。その結果，小野坂は，「そんなこと考えた

こともなかった！」と気づき，自分自身と向き合う

ことになったのである。また，筆者は，菊池が提出

したレポートのテーマに対し，主張は理解できると

しながらも菊池の心を揺さぶるべく，敢えて反対の

意見をぶつけた。他の受講生より少し遅れて活動を

始めた，スタートライン上の菊池の考えを一度解体

して再構築させる必要性を感じたからである。他の

受講生はすでにテーマについての意見交換の対話活

動を終えて，レポート執筆の次の段階に入っていた

ため，メンターが菊池のペースに合わせて対話の舵

取りをする必要があった。また，筆者には，菊池の

「人生の価値」の定義が最初から答えが決まってい

るかのように整理され過ぎて見えた。テーマを決め

る段階では，菊池はまだ誰とも対話をしておらず，

自己との対話のみ，つまり「ソロ」の状態のうちに

主張を生み出していた。スタートラインでの主張が

多くの他者に受け入れられるだけでは，自分の思考

は理解を得られたものとして，固定されたままにな

る。そうなると，受講生は変容するチャンスを逃す。

したがって，筆者は，「私の定義，納得できますか？　

菊池さんの定義との異なりはなんでしょう？」と，

菊池がより深く考察し，主張を明確化するよう働き

かけたのである。この意図的な刺激が，菊池に思考

を促し，表現することを惹き起こしていた。 ステー

ジⅡは，メンターも受講生も活発にBBS上でコメン

トを書き込み，対話を活性化することでレポート執

筆を前に進める段階であった。受講生が表現したこ

とを，そのまま受け入れて肯定するのではなく，受

講生に新たな気づきを起こし，自分を疑うチャンス

を与えるには，共感や納得よりも反論や疑問が功を

奏す。この働きかけは，受講生の思考を停止させな

いための揺さぶりである。前節で示したように，小

野坂は，筆者による揺さぶりによってステージⅡに

おいて思考と表現を更新し，内側の変容に至った。

続くステージⅢでは，受講生は課題❺として，そ

れまでに提出した課題の「動機部分」，「対話部分」

と連結させた上で結論を書き加え，「完成レポート」

として提出した。次の課題❻では，講座全体に対す

る感想を課題❺に加えて提出した。

筆者は，課題❺提出のリマインドとして，対話⑥

の BBS上に以下の書き込みをした。

この授業の大きな特徴は「公開性」でしたね。

普通の講義と違うのは，自分の書いたものが

他の多くの受講生の目に触れるということで

す。「読ませる相手」が，ただ一人の指導者の

みではないということです。私は，この特徴

がみなさんにもたらすものは，とても大きい

と思います。なぜなら，特定の指導者に向け

て書くときは，少なくとも私は「成績につな

がる評価」を気にします。もちろん，伝えた

い内容がちゃんと伝わるように書くことが第

一ですが，どうしても自分に与えられる成績

が気になります。ですが，指導者ではない，

同じスタンスの複数の人たちに向けて書くと

き，共感を求めたり，あるいは「個性」を強調

して反応を楽しみにしたりします。そして，

フィードバックを待ちます。（略）この授業に



214

ことばの学びを深化させるオンライン授業とは何か　福村真紀子

は，ありがたいことに自己表現に対して，た

くさんの人からフィードバックがもらえると

いうメリットがありますね。フィードバック

は，自分を振り返るきっかけを与えてくれま

す。自分を振り返りながら，最後のレポート

を書きあげてください。

筆者は，レポートの相互評価の活動である対話⑦

での受講生同士のやりとりを活性化するため，上記

のように本講座の「公開性」を強調した。受講生が評

価を公開することを躊躇しない工夫として，他者か

らの評価が低かったとしても，相互評価の内容自体

は個人の成績に関わるものではないことを伝えた。

また，相互評価は他者が執筆した「完成レポート」

を読むことから始まるため，受講生同士のレポート

の読み合いを促進するべく，その読み合いがもたら

すメリットとして「共感」，「フィードバック」を強

調した。ステージⅢでは，「完成レポート」提出に加

え，他の受講生の「完成レポート」を読み，コメン

トの書き込みの促進を，メンターが行っていた。そ

の他，メンターがこのステージの BBS上の対話⑥，

⑦，⑧で書き込んだ内容は，課題の提出方法に関す

る事務的なものに過ぎなかった。筆者は，ステージ

Ⅲで小野坂と菊池にコンタクトをすることはなく，

全受講生に対して事務的なアナウンスをしたり，質

問が書き込まれればそれに答えたりするという消極

的な働きかけにとどまっていた。ステージⅢでは，

メンターは，課題の内容に対する意見出しや指摘は

せず，受講生同士に対話の活性化を任せる形になっ

た。実際，相互評価の BBS上の対話⑦では，117件

もの書き込みがあり，全8回の BBS上の対話の中で

最も活発なやりとりが行われた。

以上，述べてきたように，受講生の変容の要因の

一つとして，メンターの働きかけが考えられる。こ

のメンターの働きかけは，Salmon（2011）が提示し

たモデルのように，オンライン上のやりとりを微細

な面に至るまで観察して学習者のモチベーションや

学習の段階を把握し，各段階に合わせて調整した働

きかけと言えるだろう。

5．2．フル・オンデマンドによる思考と表現の循環

本節では，4．で述べた受講生の変容と5．1．で

述べたメンターの働きかけの相関関係を端的にまと

めながら，受講生の変容に関わるもう一つの要因に

ついて述べる。

ステージⅠでは，メンターは事務的な伝達以外に

も能動的な書き込みを行い，受講生にBBS上の対話

への参加の仕方のモデルを示していた。このような

対話のモデル提示により，受講生の対話への参加意

欲を煽っていたのである。ただし，「感想を書いて

おしまい」では許さない空気を醸し出しながらも，

受講生のレポートの内容にまでは深く踏み入らず，

テーマ選択に対し共感を示すにとどめた。受講生か

ら書くことの意欲を削がないためでもある。ステー

ジⅠでは，メンターが受講生個人にコンタクトは取

らず，そっと見守る立場に踏みとどまった。このス

テージは，受講生それぞれが「ソロ」で考える段階

であった。では，受講生が「ソロ」で考えられる環

境を十分に確保できたのはなぜか。それは，本講座

の形態によるものである。同期型のオンライン授業

が，限られた時間，空間，構成メンバーの中で，即

座に自身の考えを表現することを迫りがちなのに対

して，非同期型のフル・オンデマンドの実践は，す

ぐに受講生の意見出しを求めることはない。受講生

は，考えたい，書きたい時に行動ができる。よって，

「ソロ」の思考と表現に適した学習環境に受講生が

おかれる可能性が高いのである。

ステージⅡは，メンターが受講生の背中を強く押

す段階だった。筆者が小野坂のレポートのテーマに

ついて疑いを表したり，菊池に反論を投げたりして

受講生を揺さぶったように，BBS上の書き込みに意
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図的に疑問を差し挟み，受講生の考えを解体，再構

築させた。ステージⅡでは，受講生の思考と表現の

活動形態が，「ソロ」から「インターアクション」へ

と移っていた。ここで，「インターアクション」，つ

まり BBS上での対話が活性化したのも，フル・オ

ンデマンドの恩恵が大きい。BBS上の文章は，いつ

でも再読できるため，一度考え，表現したことが確

認できる。つまり，思考と表現を熟成させる猶予が

得られ，より有意義な意見交換が可能となる。もち

ろん，同期型のオンライン授業でも，他者とのやり

とりの録画やチャット機能の利用で対話の過程を可

視的に残すこともできる。しかし，残されたやりと

りを改めて再生する作業が必要となる。受講生全員

が再生をし，対話の過程を再確認する確証はない。

他方，フル・オンデマンドはオンタイムのやりとり

がなく，やりとりをログに残すことが前提となるた

め，受講生が表現の更新を再確認することも前提と

なり，思考の変化を確認することが頻繁に起こると

いう利点もある。もっとも，やりとりを頻繁に起こ

すには，これまで述べてきたように，メンターによ

る積極的な BBSへの書き込みが必要となる。

ステージⅢは，再び「ソロ」に戻っていく段階で

ある。メンターは，受講生の表現に対して感想を述

べたり，事実関係の質問を投げたりするのみにとど

め，受講生が自立して考えられるように働きかけの

度合いを緩めていった。ステージⅠと同様に，本講

座がフル・オンデマンドであることで，再び受講生

は「ソロ」の思考と表現に適した学習環境に置かれ

たのである。

5．1．で述べた，メンターが思考を「ソロ→イン

ターアクション→ソロ」へと段階的に変化させなが

らレポートが完成するように働きかけることに加え，

フル・オンデマンドによって持たされる学習環境が，

受講生の思考と表現の循環を後押ししていたと言え

る。つまり，フル・オンデマンドによる思考と表現の

循環が，受講生の変容の一因となっていたのである。

6．結論

6．1．ことばの学びを深化させるものは何か

以上，「書くこと・考えること」のメンターとして

学習支援を行った実践を検討した。結論では，こと

ばの学びを深化させるものは何かについて論じる。

本稿では，他者とのやりとりを通して自身のもの

の見方，考え方，意見，主張を客観的かつ批判的に

省みて，それらを更新すること，つまり思考と表現

の循環によるそれらの更新を，ことばの学びと捉え

た。そして，このことばの学びは，個人の内側の変容

に現れると考えた。さらに，学習者の内側が発展的

に変容することを，ことばの学びの深化と捉えた。

ことばの学びは，思考と表現の循環が活性化すれば

するほど，より深まり，より鮮明に学習者の内側の

変容として現れるのである。ことばの学びを深化さ

せるなら，思考と表現の循環を活性化することが肝

要となる。「書くこと・考えること」は，メンターの

働きかけとフル・オンデマンドという形態によって

受講生の思考と表現の循環を活性化できていたと言

える。

蓄積された知識を外側に現した表現形式に注目す

れば，結果的に形式が整然としており，バランスが

優れていることが重要になるだろう。しかし，こと

ばの学びは思考の変容過程だと捉える立場からすれ

ば，形式は不格好でも，個人がどの程度周囲とのや

りとりを通して思考し，認識を変えていったかが重

要となる。外側に現れる表現形式を重要視しないと

いう立場は，たとえば「正しい日本語」の存在を否

定することになるだろう。また，難解な日本語を意

識的に避け，コミュニケーションの潤滑さを目的と

する「やさしい日本語」（庵，2016）を推奨する立場

でもない。小野坂がメンターのコメントに刺激を受

けて両親や自分自身の原点などについて深く考えた

上でレポートのタイトルを変更したり，菊池がメン
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ターの反論を受けて「自分の意見を変えるというよ

うに影響された」と考え，意見交換のプロセスをレ

ポートに記述したりするなど，思考と表現の循環が

あってこそ学習者の内側が変容し，この変容にこと

ばの学びが現れていることを，本稿では提示でき

た。

5．で述べたが，小野坂と菊池の思考と表現の循

環による変容の要因は，メンターによる学習者の支

援の力加減の調整および表現活動に対するモチベー

ションの鼓舞といった段階的な働きかけとフル・オ

ンデマンドであることの2点である。この2点は，

「書くこと・考えること」の大きな特徴であるが，こ

れらの特徴から，ことばの学びを深化させるための

理念が浮き上がってくる。その理念とは，個人の外

側に現れる表現形式について正しい答え，すなわち

「正しさ」を求めもせず示しもしない活動であると

いうことである。メンターの働きかけは，受講生の

内側の変容を促すスキャフォールディング（足場掛

け）9であり，学習者に正しい答えを明示的もしくは

暗示的に与えるという営為ではない。スキャフォー

ルディングは，「他者が寄り添い援助する中で，学

習者が主体的に行動し，その結果学習につながるも

の」（永見，2005，p. 88）である。永見（2005）は，こ

のスキャフォールディングについて，「学習主体に

対するスキャフォールディングとそれが取り外され

る過程（fading）の両面を見る必要がある」（p. 88）と

述べる。メンターは，「正しさ」を示さない代わりに，

受講生が主体的に行動するまで足場を掛けて寄り添

い，頃合いを見て足場を外して離れていったのであ

る。また，正解を持っている存在に映る教師と直接

対峙することのない，非同期型のオンライン授業で

あることから，学習者は安易に到達点に近づくこと

9　スキャフォールディングとは，建築現場の「足場」
を意味する。Wood et al.（1976）が学習の文脈でスキャ
フォールディングという用語を使うようになった（永
見，2005，p. 85）。

ができず，自分自身で思考する必要に迫られる。ま

た，対面授業のように同期的に面と向かって意見交

換ができないので，自分の考えを他の受講生に示す

ために，レポートを提出したり，自身の考えを言語

化してBBSに書き込んだりしなければならない。本

講座は，自律的に考えて表現しなければ，前に進め

ない仕組みになっている。この仕組みは，受講生に

負担をかけているようにも見えるが，大いなる利点

がある。自身のペースで思考を深められること，対

話のプロセスの可視化により自身の思考の変化が観

察しやすく，新たな気づきを得ながら表現を更新で

きることである。

本稿では，10年前の2010年に行われたオンライン

授業について，今再び検討することによって，こと

ばの学びの意味が，時を経ても，オンラインでも対

面でも変わらないものであることを示した。そのこ

とばの学びの意味とは，「正しさ」の追求により個

人の外側に表れる表現形式が磨かれていくことでは

ない。対話を繰り返して思考と表現の循環を活性化

する中で，自律的に個人の内側を変容していくこと

で，ことばの学びは深化する。このことを，「書くこ

と・考えること」のメンターとしての実践を終えた

10年後に再確認できたことは，今後も日本語教育に

携わっていく筆者にとって大いなる益である。

6．2．今後の課題

最後に，「書くこと・考えること」のメンターの経

験から見えた課題を述べる。

「正しさ」を示すことなく，思考と表現の循環を

促した「書くこと・考えること」は，ことばの学び

の深化に貢献していたと言える。しかし，課題も残

されている。菊池のように「ソロ」による思考と表

現の営みがあっても，他者との「インターアクショ

ン」が充実できなかった受講生は，思考と表現の循

環の勢いも十分だとは言えない。いくら内側の変容
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が確認できたとしても，評価にかかわる課題提出を

乗り切っただけで，学びは深まらないのではないか

という疑問も否めない。では，このような問題をい

かに解決すればよいか。本講座では公開性を担保

し，受講生は自身の興味にしたがってやりとりの相

手を自由に選ぶスタイルを一貫させた。しかし，そ

のような状況下では，誰からも興味をもたれない受

講生や，積極的にやりとりの相手を探す必要性を感

じない受講生も実際には見受けられた。菊池のよう

に，やりとりを活発に行っている他の受講生の様子

に焦りを覚え，取り残される感覚を持つ受講生もい

た。受講生の「インターアクション」をかれら自身

に任せることも重要であることは間違いない。しか

し，講座のデザインとして，思考と表現の循環を勢

いづけるための手立てを講じる必要もある。2021年

現在は，10年前にはなかった多様な機能がオンライ

ン授業のツールに存在する。例えば，Zoomのブレ

イクアウトルームや LMSや LINEなどに設定され

たグループトークの機能である。受講生のテーマが

出揃った時点で，類似するテーマまたは全く異なる

テーマを持つ受講生を組み合わせて少人数グループ

を作成し，期間中1，2回程度同期型の時間を作って

オンラインで顔合わせをさせたり，LMSや LINEに

グループを構築して非同期型でコメント交換をさせ

るなどの工夫が考えられる。このような緩やかなピ

ア・ラーニングの枠組みを準備し，受講生同士が互

いに興味を持ち合う場づくりが，今後のオンライン

授業の課題となるのではないだろうか。

また，評価の方法についても再考が必要である。

ことばの学びを学習者の内側の変容と捉えるのな

ら，課題の提出回数とBBSへの書き込みの回数とい

う授業への参加度を測るだけではなく，自分のテー

マ設定と問題意識について記述する課題❷および❸

と最終の課題❻を比較し，いかにものの見方，考え

方，意見，主張が更新されたのかを評価することも

必要だったのではないか。コロナ禍でオンライン授

業が発展し，LMSも発達した現在，提出された課題

は受講生ごとにポートフォリオ化でき，容易に閲覧

可能である。個人の内側の変容は誰の目にもはっき

りと可視化できるというものではないが，評価の対

象として十分に考えられるのではないだろうか。

今後も「書くこと・考えること」のメンターの経

験を活かし，様々な課題を発見しながら，学習者の

思考と表現の循環の活性化に尽力していきたい。
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What are online classes which make language learning deepen:

The full on-demand course of lectures ̶ its meaning in ten years
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Abstract

This study is an observation and analysis of the actual practices of the full on-demand 

lectures “Writing and Thinking” that were held in 2010 in which the author participated 

as a mentor. In the lectures, the students themselves chose themes and completed re-

ports step by step. The lecturer in charge did not give direct guidance, and the students 

exchanged opinions online with other students and mentors. The reports and interview 

records of the two students who collaborated with this survey revealed that the learners 

autonomously updated their thoughts and expressions through scaffoldings by mentors 

and the exchanges of thoughts and expressions in the full on-demand lectures. This study 

suggests that for deepening language learning it is necessary to activate the circulation 

of thoughts and expressions through dialogue with others rather than simply aiming for 

“correctness.” And this suggestion is still important when considering the meaning of 

language learning today, ten years later, and also regardless of the lecture is face-to-face 

or online.
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