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�．リメディアル教育としての日本語リテラ
シー育成

近年，大学生の基礎学力低下に対する関心

の高まりは著しく，各大学はその対応を迫ら

れている。各大学はそれぞれの課題にあわせ

た取り組みを行っており，その中の１つとし

て，学生の日本語リテラシーの育成がある。

大学生の日本語リテラシー低下が問題視さ

れるようになったのは１９９０年代後半であり，

その流れについては伊藤（２００６）において概

観したとおりである１）。

また，２００５年４月には日本リメディアル教

育学会（JADE：The Japan Association for De-

velopment Education）が設立された。リメディ

アル教育に関する研究・開発及び普及の促進

と，その啓蒙・発展への貢献を目的としたこ

の学会が設立されたことそのものが，こうし

た問題の大きさを示しているといえる。

この学会では，学生の日本語力の実情への

対応に苦慮する各大学の様々な取り組みが報

告されている。ここで報告されている実践は，

リメディアル教育学会という性質上，アカデ

ミック・ジャパニーズの教育実践というよ

り，学生の学びの基礎となる日本語力を身に

つけさせることを目的としていると思われる

内容が多い。

例えば実践で用いられている教材の１つで

ある馬場他（２００５）『日本語表現ノート』は

ドリル形式で学習することを前提として開発

されている２）。ドリル形式の教材はここ数年

で急速に開発が進んでおり，この他にも名古

屋大学日本語表現研究会（２００７）『書き込み

式 日本語表現ノート』などがある３）。

�．考える手段としての日本語リテラシー

こうした取り組みの一方には，学生が自己

表現を可能にするための日本語リテラシー育

成の取り組みがある。その根底にあるのは，

他者や社会に対しての表現方法を身につける

前段階として，まず自分自身のことを見つめ，

自己について客観的に表現ができるようにな

る必要があるとの認識である。

こうした取り組みを学部単位で行っている

のが京都精華大学である４）。同大学では，「考

えるための日本語リテラシー」をテーマとし
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て，人文学部１年生４２０名に対し，講義と実

習各週Ⅰコマからなる「日本語リテラシー」

という科目を設置している。この科目のテー

マは，学生が自分自身を振り返って文章での

自己表現を可能にし，さらには他者や社会と

向きあるための「構え」を身につけさせてい

くところにある。

この取り組みを支えているのは教員と

チューターによる綿密な作文添削である。日

本語のレベル別にクラス分けされた学生各ク

ラス約１００名に対し，教員とチューター計３

名が，実習の時間や授業外の個別指導での対

話を通して，自己理解を深めさせ，文章とし

て表現するための支援を行っている。ここで

の添削は誤字脱字の訂正といったレベルにと

どまるものではなく，自分の考えをより分か

りやすい形で表現させるためのものとなって

いる。

この取り組みは初年次の学生が大学に適応

し，学習意欲を高めていくことを支援するも

のとしても極めて興味深い。実際に受講した

学生からも，その意義に関する評価は非常に

高い。ただし，この取り組みはあくまで人文

学部の学生を対象としたものであり，他の専

門分野の学生に対しても同様の取り組みが成

果を上げるかどうかについては別途検証する

必要がある。

�．専門分野と関連した日本語リテラシー教
育実践

また他方には，専門分野の学習と深く関連

付けて行われている日本語リテラシー教育の

実践も存在している。専門分野の教育内容と

関連付けた実践には固有の難しさがある。

現在までに多くの大学によって行われてい

る日本語リテラシー育成の取り組みは，人文

科学系の教員や外国人留学生への日本語教育

を担当している日本語教員によって行われて

いる場合がほとんどである。しかし，大学の

専門分野は広範囲に及んでおり，人文科学系

以外の専門分野も数多く存在している。つま

り，日本語リテラシー教育の担当教員は，学

生の専攻する分野に関する知識を持ち合わせ

ていないため，専門的なレポートや論文の添

削は非常に困難なのである。

この問題は学生の学年次によるものではな

い。たとえ初年次の学生のレポートであって

も，専門分野の基礎となるような内容の場合，

専門外の教員の添削には限界がある。このた

め，たとえば金沢工業大学ライティングセン

ターでは，考え方や書き方の指導はするが，

特定科目のレポート添削はしないという方針

をとっている５）。

こうした問題に対して１つの解決方法を示

しているのが，東京海洋大学の取り組みであ

る。同大学の取り組みの特徴は，日本語リテ

ラシー教育の担当教員（以下，日本語教員と

する）と専門分野の担当教員（以下，専門教

員とする）によるティーム・ティーチングで

ある。日本語教員は専門教員から専門分野の

学習に際して必要な知識について援助を受け

ることにより，より広範囲の日本語リテラ

シー育成が可能になる。また専門教員にとっ

ても，その後の専門分野に学習において必要

となる知識をあらかじめ導入しておくことが

できるため，そのメリットは大きい６）。

専門分野に関する日本語リテラシー育成の

難しさは，単なる知識量の問題ではなく，日

本語教員と専門教員との連携の難しさも背景

に存在している。これに対して東京海洋大学

の取り組みは，両者の連携によって学習効果

が高まることを示す１つの例であり，こうし

た手法が今後拡大していく可能性も十分考え

られる。

専門分野と関連付けた日本語リテラシー育

成は，専門分野に関する学びを円滑にする効
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果を果たすとともに，大学卒業後を見越し，

学生が自分の就職について考えを固めていく

ことにも寄与する可能性もある。直接的に就

職活動に影響を及ぼすものではないとして

も，専門分野に関する理解を深めることに

よって，己の進路を見出す手がかりとなるこ

とも考えられるのである。

�．岐阜女子大学における日本語リテラシー
育成の実践

以上のように，現在高等教育レベルで行わ

れている日本語リテラシー育成の実践は，大

きく２つに分けられる。主として初年次教育

の範囲において行われる「大学での学びの基

礎の構築」を目的とするものと，「大学での

学びの完成及びその後の進路形成」を視野に

入れて行われるものである。

大半の大学が行っているのは前者であり，

後者は，ゼミ単位や大学に設置されたライ

ティングセンターを通して指導が行われてい

る例は見られるものの，個別の授業単位を超

えて行われている取り組みは極めて少ない。

これは，先述したとおり，専門分野に関する

日本語リテラシー育成が困難であることが影

響を及ぼしている。

また，前者が初年次教育に特化して実施す

ることが可能であるのに対し，後者は４年間

の大学生活の間継続して行うことが必要とな

り，時間的にも人員の確保やカリキュラム構

築の問題を考えても多大な困難を伴う。近年

急速に進展しているキャリア教育などを考え

ても，後者の取り組みの重要性が高まってい

ることは間違いない。しかし，多くの現実的

課題を前に，後者のような日本語リテラシー

育成が拡大・進展するには，まだ時間が必要

である。

それでは，現状において岐阜女子大学が行

うべき日本語リテラシー教育とはどのような

ものか。

２００７年度のカリキュラムにおいては，文化

創造学部には学部共通科目として「日本語表

現」が１年次前期に開講されている。「日本

語表現」は「情報表現」「英語表現」と並ん

で配置されており，この３科目の中から最低

２科目の履修が必須となっている。

特に筆者が所属する初等教育学専攻におい

ては，教員を目指す学生が学びの基盤となる

３種類の力を身につける必要性を考慮し，３

科目すべてを履修するよう指導している。実

際に今年度，初等教育学専攻１年の学生はす

べてこれら３科目を履修している。

この３科目は「日本語表現Ａ」「日本語表

現Ｂ」「日本語表現Ｃ」といったように別々

の教員によって３種類開講されており，学生

は自ら選択して履修する。ただし，初等教育

学専攻の学生に対しては，「教員となるため

に必要な能力の育成」を目的として３科目と

も「～表現Ｃ」を指定して履修させている。

授業の内容に関しては学部内で定められた

規定などはなく，各教員の判断に任せられて

いる。筆者が担当する「日本語表現Ｃ」に関

しても，その内容は担当者である筆者ともう

一人の教員との間で相談して組み立てた。

「日本語表現Ｃ」はまさしく学生の日本語

リテラシー育成を目的として開講される科目

であるが，育成すべき日本語リテラシーの内

容は，文章力・プレゼンテーション能力・語

彙力など非常に広範囲に及ぶ。そこで今年度

は試みとして１回の授業を半分ずつに分け，

前半で漢字検定２級レベルの語彙力育成を，

後半で文章力の育成を行うこととした。文章

の質に関しては，大学での学びに際して今後

必要となる論証型のレポート作成とした。筆

者が担当したのはこの後半部分に当たる。筆

者の担当部分に関するシラバスは以下のとお

りである。
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テキストは，大島弥生他（２００５）『ピアで

学ぶ大学生の日本語表現―プロセス重視のレ

ポート作成―』を採用した。同書は先述した

東京海洋大学の取り組みを基にして編集され

たテキストである。その特徴は，論証型のレ

ポート作成を目的としている点と，ピア活動

をレポート作成に積極的に取り入れている点

にある７）。

論証型のレポートとは，何らかの情報に基

づいて意見を述べる形式のレポートである。

大抵の学生は高校までに自分の気持ちを表現

する作文を書いた経験を持っている。しかし，

大学で課題として課されるレポートはこれと

異なり，客観的な事実や信頼できる情報に基

づいて主張を行うことが求められる。論証型

のレポートとはそうした要求にこたえる形式

のものである。

ピア活動については，同書の中で以下のよ

うに述べられている。

ピアとは，仲間（peer）の意味です。「ピ

ア活動」とは，仲間同士が，話しあいを

通じて，協力的に学習を行う方法です。

ある個人が持つ知識は，その人の学習や

これまでの体験を通して得られたもので

す。ピア活動ではそうしたひとりひとり

の知識を出しあって，問題を検討しあい

ます。では，知識を多く出しあえばそれ

でよいのかということになりますが，話

しあうのはそれだけが目的ではありませ

ん。議論をするということは，ある問題

についてどんな知識があるか，その知識

をどんな場合にどう使うべきか，もっと

よい使い方はないか，探究を進めていく

ことなのです。その中で，ひとりでは不

可能だった問題の解決策が見つかった

り，さらに新しい考えが生まれてきたり

します。ピア活動には，このような大き

な意義があると，筆者である私たちは考

えています。（p．３）

筆者はテキスト編著者らのこの考えに同意

する。特に初年次の学生にとって，自分ひと

りで探究を進めてレポートを作成すること

は，慣れないことでもあり非常に難しい。そ

の過程にピア活動を入れることにより，他者

の存在を意識し，分かりやすい文章を書くこ

との重要性に気づきやすくなる効果がある。

ひとりよがりの文章ではなく，常に読み手の

存在を視野に入れて文章を書き進めていくこ

とにより，より分かりやすい内容，分かりや

すい表現のレポートが生み出しやすくなる。

こうした認識が，同書をテキストとして採用

した背景にある。このため，授業設計に際し

ては，できるだけピア活動を取り入れること

を企図した。

�．実践を通じた教材分析と学生の問題点

実践は２００７年度の前期に行ったものであ

り，対象は初等教育学専攻１年の学生３３名で

あった。結論からいえば，主として時間の問

表１ 「日本語表現Ｃ」シラバス
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題から，シラバスの内容を大幅に変更せざる

を得なかった。大きな変更点は以下の３点で

あった。

（１）内容の多さとシラバスの変更

最も大きな変更は口頭発表を断念したこと

である。当初の予定では第１２週～第１４週に３

回にわたって口頭発表としていた。これはテ

キストの流れに沿ったものでもある。口頭発

表をすることにより，発表者は分かりやすい

発表のしかたやレジュメの作り方について学

ぶことができ，質疑応答を経ることで，レポー

トの内容を一層深めることができる。発表を

聞く側に立って考えた場合は，内容を深める

ために有効な質問を考えることを通して，聞

く力を高めることができる。

しかし，効果的な口頭発表を行おうとする

場合，特にレポートの内容について発表する

のであれば，文章を読むだけでは効果的なプ

レゼンテーションとはならないため，最低で

もレジュメの作成は必要である。つまり，実

際の口頭発表の時間以前に，レジュメ作成の

方法についても学ぶ必要があるのである。テ

キストでもその点は考慮されており，「第１１

課 発表を準備する」においてレジュメ作成

が扱われ，「第１２課 口頭発表をする」へと

つながっている。

このような学習効果があるにもかかわら

ず，今回の実践において口頭発表を断念した

背景にあるのは時間の問題である。口頭発表

は基本的に多くの時間を必要とし，しかも宿

題にして各自が自宅で行うことも難しい。そ

のため，シラバスの段階から３回に分けて実

施する予定にしていた。１回１０人程度であれ

ば，時間を制限することによって発表が可能

であると考えたためである。

しかし実際には，それ以前の段階で筆者の

想像以上に時間が必要となった課題があっ

た。このため，後半に配置された口頭発表の

予定に影響が及び，内容をレポート作成に限

定せざるを得なかったのである。

テキストは学習の流れを重視して編集され

ており，内容も，学生の学びを支援するため

に非常に丁寧に記されている。しかし，それ

と同時に，内容が丁寧に編集されているがた

めに，記されているすべての内容を実践する

にはかなりの時間が必要となるともいえる。

特に前半部分は文章の量も多く，１回の授業

で１課をやりきるのは困難ではないか。今回

の実践では限られた時間内でテキストを扱っ

たために断定はできないが，本テキストの使

用に際しては，内容を精査して活用する必要

があると思われる。

（２）テーマ設定の難しさ

―第３課の実践より―

第３課のテーマは「構想を練り，情報を調

べる」である。直前の第２課の最後で，学生

は自分の書いてみたい仮テーマを設定してい

る。仮テーマは漠然としたもので構わないが，

教育にかかわる内容とすることのみ指示し

た。学生の専門分野を考慮したことによる。

その上で第３課の学習に入ったが，学生に

とって自分でレポートのテーマを設定すると

いうことは，筆者の想像以上に難しかったよ

うである。授業後の感想からもそのことを表

すコメントが多く見られた。学生の多くは高

校までの学習において，与えられたテーマに

ついて作文を書いた経験はあるものの，自分

でテーマを設定してレポートを作成した経験

を持っていない。このため，どのように考え

ていけばテーマが設定できるかという流れの

理解が不十分だった。

また，自分で書いてみたいと思う内容を理

解するためには，自分自身が教育の中でも特

にどのような話題に関心があるかを探る必要
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がある。１年当初の段階で自分の関心の所在

を明確に意識している学生はほとんどおら

ず，多くは漠然と，「教師になりたい」「教員

免許を取得したい」と考えている段階にとど

まっている。

このような学生にとって，自己理解を深め

て関心の所在を明らかにし，レポートのテー

マを設定することは非常に難しい作業であっ

た。テーマ設定のために行った「思考マップ」

の作成に際しても，初めは中心に置くキー

ワードさえ浮かばない学生もいた。

このようなことから，第３課に関しては予

定を変更して第４週～第６週までの３回を費

やすこととした。テーマを設定するための思

考の流れの説明を受け，思考マップの作成方

法を理解する時間，自分の関心を呼び起こし，

レポート作成のための思考マップを作成する

時間，ピア活動として互いに質問しあうこと

で考えを深める時間という３回である。

テーマを設定する段階であいまいなままに

してしまうと，レポート作成そのものが進み

にくくなることから，この部分の学習は非常

に重要である。結果的に後半の学習に影響が

及んでしまったため，時間の使い方について

は改めて検討しなくてはならない。しかし，

ここで十分な時間をとったことで，学生は

テーマ設定の重要性と難しさについて理解す

ることができたのではないかと思われる。

（３）レポートの構造と情報の信頼性

―第７課の学習から―

第７課は「パラグラフを書く」をテーマと

している。その中で特に強調されているのは，

論証型のレポートのパラグラフにおいて必須

の「主張＋根拠」という論理構造である。

ここでいう根拠は以下の２点を含むものと

規定されている。何故主張が成立するかを説

明する「理由」と，理由の正当性を証明し，

さらにはそれによって主張を支持するために

外部から引用したデータであるところの「証

拠」である。

テキストでも指摘されているとおり，他者

を説得するときに「主張」「理由」「証拠」が

そろっていれば，非常に強力である。根拠を

示すことなく主張のみを展開する話し方には

あまり説得力がない。「何故そうすべき／す

べきでないか」を明確に説明し，さらにその

証拠となるデータを示さなくては，読み手を

説得することはできない。この構造が意味す

るところはそれほど重要である。

こうした点を学生に説明した上で，第７課

の学習を行ったが，その際特に問題となった

のが，証拠として挙げられた情報の信頼性で

ある。情報の信頼性を検証する姿勢に不十分

な面が見られた。

学生がインターネット上の情報を自分のレ

ポートにそのままコピーするという剽窃の問

題については，インターネットの普及に伴い

以前から指摘されてきた。今回の実践に際し

ても剽窃の問題性については十分に説明し，

必要な文章・データについては出典を明記

し，ルールに基づいて引用するよう繰り返し

指導した。

しかし，適切なルールに則った引用であっ

ても，問題が含まれている場合も存在する。

それは，明らかにされた情報の信頼性に問題

がある場合である。適切に引用された場合で

あっても，情報そのものに誤りが含まれてい

ては証拠として採用すべきではない。たとえ

ば，調査結果といっても，公的機関が適切に

実施した場合と，個人が自分の友人数人に対

して行った場合とでは，結果の適用範囲が全

く異なる。調査対象の人数や属性，質問様式

などが明らかにされていない場合もあり，示

されているデータが信頼に値するものかどう

かについては十分に吟味しなくてはならな
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図１ 提出用シート（第４課①）

い。

こうした問題性に目を向けさせるため，授

業の中では繰り返し，インターネット上の情

報を参考にする場合には，その信頼性を検証

したうえで，適切なもののみ用いるよう指導

した。同時に，インターネット上の情報だけ

を参考とすることは認めず，必ず文献も用い

ることとした。

しかし，情報の信頼性の検証に関しては，

注意を促すだけでは不十分であった。どのよ

うな機関が作成している HPのデータなの

か，その機関は信頼するに値するかどうか，

といったことを，学生が個々に判断すること

はきわめて困難である。検証するための

チェックポイントが示されているわけではな

いため，適切に検証できたかどうかの判断は

あいまいにならざるを得ない。

例えばある学生が参考資料として挙げた

Wikipediaは百科事典的に広く利用されてい

る。その情報量は多く，また新語が掲載され

るまでの時間も短いため，便利であることは

間違いない。しかし，Wikipediaは読者参加

型事典であることを最も大きな特徴としてい

る。つまり，ある用語について，書き込みた

いという意思を持った個人が書き込むという

ものである。その個人は専門家に限定される

わけではない。誤解を生む表現が見られた場

合には他者がそれを指摘することも可能だ

が，掲載以前の段階で専門家が内容をチェッ

クするわけではない。このため，書き手によっ

て，また内容によって，情報の信頼性にはば

らつきが出ざるを得ない。

この点を考慮すると，Wikipediaを参考資

料としてあげることには問題が大きいと思わ

れる。Wikipediaに限らず，学生が多く活用

しているものに関しては，その性質について

教員も学生も正しく理解し，適切な利用の仕

方をすることが肝要である。

�．学生理解のための日本語リテラシー育成

実践を行う中で，このように様々な問題点

が明らかになった。来年度以降も同様の実践

を行う場合には，ここで指摘した点を十分に

検討したうえで実施する必要がある。

しかしその一方で，予想以上に効果的だっ

た点もこのテキストにはあった。それは，テ

キストに集録されている「提出用シート」の

「つぶやき欄」である。

「つぶやき欄」はまさしく学生が教員に対

してのつぶやきを書き込む欄であり，学習に

直接関係しない。学生が書き込むのは前日の

晩御飯や地元との気候の違いに関するとまど

いなど，まさしく日常的なつぶやきがほとん

どである。しかし，こうした欄を用いたやり

取りをすることによって，筆者は学生とのつ

ながりを強め，学生の様子を把握する助けと

なった。一方学生にとっては教員をより身近

に感じることができるという効果があると考

えられる。特に今回の実践は１年次前期に行

われたため，学生はそれまでとは大きく異な
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る新しい生活を始めたばかりで，不安も大き

いものと考えられる。そうした点でも「つぶ

やき欄」の意味が大きかったのではないか。

本学のような小規模大学にとっては特に，

学生の様子を把握することには極めて大きな

意味がある。他の授業内容の場合であっても，

テキスト内容の学習だけでなく，授業を通し

ての学生支援という視点を導入する意義は大

きいと考える。
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