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はじめに 
 

 

  

「CEFR B1 言語活動・能力を考えるプロジェクト」(2010 年 3 月～2014年 3月) の 4 年目、

最終年の活動が終了した。 

 当初の 4 年計画では、B プロジェクトと命名し、1・2 年目で B1 産出活動・受容活動の分

析、指導項目選別、及び、言語活動調査を行い、3・4 年目には B2 産出活動・受容活動の分

析、指導項目選別、及び、カリキュラムの構築と考えていた。しかし、プロジェクトを始め

てすぐに、基礎研究・基礎調査の必要性を実感し、B1 レベルに焦点を当てて活動すること

とした。その結果、最終年の今年、1年目には曖昧だった「CEFR に準じた B1レベルの授業」

を客観的なデータ・分析結果から構築することができ、模擬授業までたどり着くことができ

た。これらは、全て、メンバー全員の熱意の賜物であったと感じている。 

 本年度の活動は、今までの活動の集大成である。また、4 年間の活動を通して、メンバー

全員が CEFR の提唱する理念のみならず、研究、調査の方法論や実践を学び、学習者を新た

な視点で見ることを知り、授業への取り組みが変わったということを特筆したい。このプロ

ジェクトは私たちを「考える教師」に成長させてくれた。 

 最後となったが、このプロジェクトは国際交流基金の助成なしではここまで到達できなか

った。心より感謝申し上げる。 

 

2014年 3月 

CEFR B1言語活動・能力を考えるプロジェクト 

代表 櫻井直子 

東 伴子 
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B1 プロジェクト 2012 年度 参加メンバー 
 

牛山和子 Kazuko USHIYAMA  

Université Stendhal-Grenoble 3  グルノーブル スタンダール 第三大学 

ヴェルプランク・インゲボルグ Ingeborg VERPLANCKE 

Katholieke Universiteit Leuven  ルーヴァン・カトリック大学 

櫻井直子 Naoko SAKURAI 

Katholieke Universiteit Leuven   ルーヴァン・カトリック大学 

竹内泰子 Yasuko TAKEUCHI 

Université Stendhal-Grenoble 3   グルノーブル スタンダール 第三大学 

永田道子 Michiko NAGATA 

Université Stendhal-Grenoble 3  グルノーブル スタンダール 第三大学 

東伴子 Tomoko HIGASHI 

Université Stendhal-Grenoble 3  グルノーブル スタンダール 第三大学  

ベルマンス・クララ Klara BELMANS 

Katholieke Universiteit Leuven  ルーヴァン・カトリック大学 

ルメトル真紀子 Makiko LE MAITRE 

Université Stendhal-Grenoble 3  グルノーブル スタンダール 第三大学 

（50音順） 

 

協力学生 

グルノーブル大学  

BADSSI Sara,   CARRETIE Sarah,  HUMPISCH Samuel,  JAWORSKI Samuel,  

MILLIAT Camille,    MORIN Roland, YAO Yao 

    

ルーヴァン・カトリック大学 

BAERT Kyra,   LOW Siau Nien,  SOMMEN Lieven, STANDAERT Nina,  

VAN ACKER Wim, VAN ISVELDT Jan, VAN DEN BRIL Thomas  

VAN DOORSSELAERE Kris  

 

協力者 

久常順子 Junko HISATSUNE     Katholieke Universiteit Leuven  ルーヴァン・カトリック大学 
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櫻井直子 

東 伴子 

1．4年間のプロジェクト活動 

 

 2013 年度は 4 年計画の本プロジェクトの最終年度にあたり、3 年間のプロジェクトの成

果をまとめ、模擬授業を実施した。表 1は今までの活動の一覧である。 

 

表１ プロジェクト活動一覧 

活動 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

共通知識の構築 
CEFR読み 

日仏英蘭    

B1言語能力分析 口頭産出 筆記産出 口頭・筆記 受容 
 

カリキュラム作成 文型表現リスト 言語活動調査 カリキュラム試案 シナリオ作成 

授業実践 
   

教案・教材 

模擬授業 

報告書出版 

+ Online化 
2011・3月 2012・3月 2013・3月 2014・3月 

 

 

2．本年度の活動の流れ 

 模擬授業までの過程を、本年度の活動の流れに沿って概説する。 

 

2.1 カリキュラム 

 模擬授業のベースとなるカリキュラムは 2011 年度作成のカリキュラム試案を活用するこ

ととした。カリキュラム作成の経緯、内容になどに関しては、B1プロジェクト 2011年度報

告書第二部 pp69-75 に述べている。また、カリキュラム試案は、同報告書 資料 2 pp82-

85 に掲載してある。図 1 は 表 1 の活動を模擬授業へ向けての流れに沿って図にしたもの

である。 

図１基礎研究・基礎調査から模擬授業へ 

 
 

 

2.2 シナリオ・課題作成 

 2013年 5月 3日にスカイプ会議にて、今後の方針を決定し、5月 24・26日にルーヴァン

にて合同会議を行った。同合同会議では、2.1 のカリキュラム試案にある 10 のモジュール

のシナリオ化について話し合われた。当プロジェクトにおけるシナリオとは、課題遂行を授

業の目的と据え、課題を行う場面をより具体的な文脈に落とし、流れのある課題を組み合わ

せたものを指す。シナリオ作成、及び、課題の決定に当たり、今までにプロジェクトで行っ

た言語能力の分析、レベルに関する考察、言語調査を参照し、下記の点に留意した。 
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 各モジュールが独立したもので必要に応じてモジュールを選択できるようにすること 

 各モジュールのシナリオの中の課題間の流れが現実的で自然であること 

 課題・場面が学習者が実生活で遭遇する可能性が高いものを考えること 

 ４技能を全て網羅し、B1レベルに相当する活動にすること 

 課題は Can-doで記述し、CEFRB1の記述との関連を明示すること 

 オンライン活動・仲介活動を含めること。したがって、場面は日本での場面・欧州での

場面の双方を組み入れること 

 

 この会議ではモジュール 1・2 のシナリオを作成。各活動ごとに can do 及び、関連する

CEFRの記述、指導項目を加筆した。 

 2013年 6月 13日にビデオ会議を行い、それぞれの機関で作成したシナリオを確認し（モ

ジュール 3、4、6）。残りのシナリオは 7月中に各機関で分担して作成することとした。 

 

2.3 CEFR B1下位レベルの設定 

 今までの活動から CRFR B1 レベルが非常に幅が広く、且つ、熟達レベルもいくつかの段

階があることがわかった。そこで、シナリオの課題を考えるにあたり、B1 レベルの下位レ

ベルを設定し、その記述の試みを行った。分析には、2010 年度から 2012 年度に収集した

「やり取り」「書く」「読む」「聞く」の学習者の活動データを使用し、活動ごとに分析方法

を決定し、データを観察分析した。その結果、帰納的に 3 つの下位レベルを導き出し、活

動ごとに B1 下位レベルの記述を行った。（この内容はヨーロッパ教師会第 17 回ヨーロッパ

日本語教育シンポジウムで発表 東・櫻井） 

 

図 2 CEFR B1下位レベル 

CEFR B1project 

B2 
 

B1+ 
B1.3       B1+レベル達成付近 B2へ移行中* 

B1.2     B1下位レベル達成    B1+習得中 

B1 
B1.1    A2レベル達成           B1下位レベル習得中 

A2 
 

 

*B1.3 に関しては、B2 レベルに入っていると思われる学習者もいたが、与えたタスクが B2

のものでないため、実際に B2 を習得中なのかどうか確定できない。そのため「B2 へ移行

中」と記述した。 

 

2.4 模擬授業の概要 

 2013年 9月 13日にビデオ会議を行い、模擬授業の概要が決定した。 

 

１）模擬授業で使用するモジュール：モジュール１とする。その理由は下記の通りである。

使用したモジュール 1のシナリオを下掲する。 

 活動にバリーションがある（読む活動は多いが媒体にバリエーションがあり、ロールプ

レイ、仲介活動などが含まれている）。 

 日本へ行く人が増え実際に法務省のサイトは学生が読まなくてはいけないサイトである。 

 最初に日本へ行くときにしなくてはいけないことで動機付けにもなる。 

 従来の教科書で取り扱われていない、今までの授業で行われていない。 

 

２）模擬授業の実施 

実施時期   ：11月～12月 2時間 ×3回 ＋ 宿題 
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参加者   ：B1レベルの学生の有志を募り、授業外に模擬授業を行う。  

     コンピュータ・辞書などを持って来てもらう。 

クラスサイズ  ：少人数 

フィードバック ：授業担当教官、参与教官、及び参加学生から毎回取る。3回終了 

    時に全体に関してのフィードバックを教官・学生双方でする。 

 

3）授業内容のアイディア 

 授業内容のアイディアを話し合い、10 月の合同会議に向けて、教材の作成担当者を決定

した。共通認識として、CEFR の理念・行動中心アプローチを視野に入れたものにすること

が確認された。 

 

表 2：Module 1:公的機関で 

場面： 登 場

人物 

活動内

容 

機能 

活動 

Can do CEFR can do 文 型 表

現・語彙 

1． 

入 国 手

続き 

 

男 性

留 学

生 

1.1 日

本への

入国・

滞在 

○ 

○ 

option 

どこの

ホテル

に泊ま

るか決

めて空

港から

どう行

くか決

める 

読む *法務省のサイトをみて自

分に必要な情報を探すこと

ができる（インターンシッ

プ・留学・ワーホリ・仕

事・家族滞在などのグルー

プに分けて） 

*税関のサイトを見て、何

を持っていっていいかわか

る 

ex 高級な楽器などを日本へ

持っていくときにどんな手

続きをとればいいかわかる 

4.4.2.2「世情を把握す

るために読むこと

reading for 

orientation」B1 + 

4.4.2.4方略 推測 

役所言葉 

漢字熟語

の意味の

推測 

読む *在留カード取得の取得方

法がわかる（昔、外国人登

録証明書） 

4.4.2.2「世情を把握す

るために読むこと

reading for 

orientation」B1 + 

4.4.2.4方略 推測 

役所言葉 

漢字熟語

の意味の

推測 

読む

書く 

聞く 

 

*入国審査カード、税関申

告書を記入することができ

る 

*空港案内ビデオ（成田、

羽田、関空）を見て、リム

ジンバス・乗り継ぎの情報

が取れ、メモできる 

4.4.1.2書く活動例 

4.4.3.5 記録メッセー

ジ書式 A2 

4.4.2.1音声メディア

と録音を聞くこと B1 

4.6.3テクストの処理

B1 

日本の住

所 

必要情報

を聞き取

る 

書き込み 

留 学

生 日

本 人

学生 

1.2 フ

ラ ン

ス・ベ

ルギー

への入

国・滞

在 

仲 介

活動 

*滞在許可書を取得するた

めのサイトから必要な情報

を説明してあげることがで

きる 

*市役所・県庁に行って、

滞在許可書取得を手伝う。

→ 教室活動 日本人の留

学生に来てもらって、ロー

ルプレイ 

4.4.2.2「世情を把握す

るために読むこと

reading for 

orientation」B1 + 

4.4.2.4方略 推測 

4.6.3 テクストの処理

B1 

4.4.4.1話し言葉の仲

介 4.4.4.3仲介方略 

役所言葉 

 

2． 

警察で 

盗難届 

留 学

生 

2.1 
日本の

警察官

と 

読

む・ 

聞く 

書

く・ 

*留学生の事故の自転車事

故などのテキストを読んで

わかる 

ニュースを聞き取れる 

*盗難届に書き込める 

4.4.2.2 情報や議論を

読むこと B1 

4.4.2.1 音声メディア

と録音を聞くこと B1 

5.2.3.1 ディスコース

必 要 語

彙・表現 

説明方略 

結束性・

一貫性の
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話す *交通事故の状況を説明で

きる 

自転車の事故 

能力 

4.4.1.1 長く一人で話

す B1 

5.2.3言語運用能力 

方略 

2.2 フ

ラ ン

ス・ベ

ルギー

への入

国・滞

在 

仲 介

活動 

*外務省からの、安全、治

安：領事館からのメール

（現地での事件、何に気を

付けたらいいか 

*日本人が財布を取られ

て、警察に届け出するのに

一緒に行って通訳できる。

(パスポート、保険のカー

ド、ビザ、銀行のカードな

どが盗まれたとき)カード会

社に電話して停止してあげ

ることができる など 

4.4.2.2「世情を把握す

る た め に 読 む こ と

reading for 

orientation」B1 + 

 

4.4.4.1 話し言葉の仲

介 

4.4.4.3仲介方略 

役所言葉 

漢字熟語

の意味の

推測 

3．ブロ

グ記事 

   *盗難談を旅行サイトから

読む 

*ブログに載せる 

4.4.2.2 通信文を読む

こと 

4.4.1.2 創作 

5.2.3言語運用能力 

説明方略 

読み手配

慮 

4．自己

紹 介 の

手紙 

  書く *ホストファミリーに自己

紹介の手紙・メールを書く

ことができる  

自分をよく見せるように 

4.4.3.4通信 B1 

5.2.3言語運用能力 

読み手配

慮 

4.読む    *各国の犯罪率や犯罪検挙

率に関するテキストを読ん

で意見交換できる 

4.4.2.2 情報や議論を

読むこと B1 

4.4.3.1 非公式の友人

との議論 

5.2.3言語運用能力 

漢字熟語 

柔軟性 

発話の順

番 

 

2.5 場面の設定、教案と教材の作成 

 2013 年 10 月 25・26 日に、教案と教材の作成のために合同会議を行った。それに先立ち、

「1 年間国際交流員として県庁に研修に行く」と場面を設定し、授業内容を詳細に打ち合わ

せ、シナリオの課題から 3 回、計 6 時間の授業で取り上げるものを選択した。それをベース

として合同会議では、教材・リソースを全員で考え、両大学で共有する教案・教材の作成を

進めた。その際、オーセンティックであることを重視し、上述のように現実的で流れが自然

になることを重視し、学生にとって実践的である課題に限定した。 

 

場面「1年間国際交流員として県庁に研修に行く」 

1回目授業場面：出発の準備 

2回目授業場面：日本到着 

3回目授業場面：研修先で 

 

2.6 模擬授業の実践 

 グルノーブル大学では 2013年 11月 8・22・29日、ルーヴァン大学では 2013年 11月 26

日、12 月 6・13 日に模擬授業が実施された。模擬授業では、基本的には上記の教案にそっ

て共通の課題を行い。両大学で共通の教材を用いた。ただし、授業を実際にデザインする段

階で必要に応じて若干個別の変更がある。 

 学生のフィードバックはすべて学生の母語で行い、日本語に訳し、結果をまとめた。 

 次章から、模擬授業の詳細、及び、フィーバックを記載する。 
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第二章 第一回模擬授業 

-教案・教材・教師内省/コメント・学生フィードバック-  
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教案 

グルノーブル大学 模擬授業 1 （2013年 11月 8日） 

            第一回目授業 Can-do メモ 

10 このプロジェクトの趣旨確認。行動サイン。

自己紹介 フランス語で 

 

＊承諾書 

プロジェクトの趣

旨がわかる、リラ

ックスする 

行動主義＝知識としての

言葉よりも言葉を使って

何かをすること。自分の

経験や既存知識をフル活

用すること。何を知るべ

きか、何を覚えるべきか

自分で考えること。 

10 タスクの設定の説明。日本語で。わからない

場合は質問してもらい、フランス語。「みなさ

んは１年間、日本の市役所でインターンシッ

プをすることになりました。その間はホーム

ステイをします。これから、日本へ行く前に

必要な準備をしましょう。」 

浦安市役所のビデオを見せてイメージをつけ

る。感想を言う。 

 

＊浦安市役所動画 

タスク設定が理解

できる。 

市役所の動画を見

て何についてかわ

かる。 

市役所の映像は PPT で見

せるか、各自で見るか。 

40 研修先から、ビザを取るのに必要な書類につ

いてのメールが来ました。添付書類を開けて

ください。 

特定活動３のファイルを開ける。この資料は

必要書類についての説明です。皆さんの場合

はインターンシップでいきますねといいなが

ら、特定活動３の１行目を一緒によむ。 

次に、どのような書類を提出しなければなら

ないか見ます。パラグラフを選んでくださ

い。スキャニングで選ばせる。「以下は」正し

く選べたかどうか確認。 

誰かに依頼しなければならない書類をピック

アップしてください。だれに依頼するんです

か。 

最初の説明、１行目だけ一緒に読む＋学生に

読ませる→２０分ぐらい 

ストラテジー共有。語学のポイント説明→２

０分ぐらい 

 

＊メール文書を作る。リンクとして研修先の

市役所のリンクとその地域の観光局のリンク

を入れる。「ではお目にかかれるのを楽しみに

しています。初日に簡単な自己紹介をしてく

ださい。」の記述。 

＊前もってどの学生がどの市役所か決めてお

ビザ取得のための

説明を読んで必要

な情報がわかる。 

ストラテジーを共

有できる。 

役所の書類の語

彙・文型の特徴を

知る。 

ビザ取得の説明のページ

をコピーして配る。 

 

「どんな書類が必要だと

思いますか」「どんなもの

から用意を始めますか」 

「一番時間がかかるの

は、誰かに頼まなければ

いけない書類ですね。な

ので、それをピックアッ

プしましょう」 

 

お役所言葉練習問題 
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宿題１ 依頼メール 

宿題２ フォーマットのメッセージ 

宿題３ 語学ポイントの練習問題 

宿題４ 今日やった中でどんな言葉や表現を覚えるべきか、メモを作ること 

 

 

 

 

  

き、リンクをつけて文書を準備。メールアド

レスを調べておき、送れる状態にしておく。 

10 休憩   

15 研修先への問題のある依頼メールを１例見せ

て学生に考えさせる。どこがいいかどこが変

か。理由を言わせる。メールを書くのは宿

題。研修先ということで先生あてに次の授業

までに送ってもらう。グルノーブルは１５日

までに。 

 

＊問題のある依頼メールを作る。学生分コピ

ー 

依頼メールが書け

る。 

メールの書き方の

フォーマット 

「ビザを取るために、研

修先に頼まなければいけ

ない書類があるので研修

先にメールで頼みましょ

う。どんなふうに頼みま

すか。」 

だめな依頼メールワーク

シート 

20 自己紹介をするのにサイトにあった観光局を

見る必要がある。自己紹介のよい例を見せて

どこがよかったかを言わせる。フランス語で

もよい。 

 

＊３０秒程度の自己紹介のよい例を作る 

印象的な自己紹介

はどんなものかが

理解できる 

「研修先に行ったら自己

紹介をしなくてはいけま

せんね。相手に好感をも

ってもらえて、自分を覚

えてもらえる自己紹介を

準備しましょう。」 

10 ホームステイ  

Homestay in Japan のような 会社の趣旨、決め

方、流れなど音声で簡単に説明。 

申し込みフォーマットにアンケート内容、ワ

ンポイント自己紹介（ホームステイ先へのメ

ッセージ）など書いて送ってもらう。できる

ところまで書きメッセージなどは宿題。 

 

 

ホームステイにつ

いて理解する。 

フォーマットに記

入できる。 

「日本でインターンシッ

プをする間、どこに住み

ますか。アパートで一人

暮らし？友達とシェア？

ホームステイ？」語学ポ

イント：お問い合わせ、

問い合わせる、無料、半

角、全角、もしくは＝ま

たは 

 

5  アンケートに答える 質問があれば書く 

 

＊アンケート用紙を作り人数分コピー 
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ルーヴァン大学 模擬授業 1（2013年 11月 29日） 

            第一回目授業 

 

Can-do 

０ 

5分 

 

 

 

 

 

 

承諾書 

このプロジェクトの趣旨説明 

De 3 proeflessen waarvoor jullie je hebben opgegeven kaderen in een project dat wij 

samen met de Université de Grenoble doen. In dit project onderzoeken we 

Taalactiviteiten en Competenties op B1 niveau van het ERK, dat is het Common 

European Framework of Reference for Languages.  

De voorbije jaren onderzochten we de verschillende vaardigheden (spreken, 

schrijven, lezen en luisteren) en stelden we een curriculum op. De thema’s uit dat 

curriculum baseerden we op een enquête waarin verschillende situaties werden 

voorgelegd aan studenten Japans in Europa en waarop 614 studenten antwoordden. 

Eén thema uit dat curriculum (公的機関 openbare instellingen) willen we nu heel 

concreet uittesten in deze pilootlessen.  

Zoals vermeld in de brief worden deze lessen opgenomen maar worden de gegevens 

hiervan enkel gebruikt in het kader van dit project. We willen jullie dan ook vragen 

dit document voor akkoord te ondertekenen. 

プロジェク

トの趣旨が

わかる 

 

 

リラックス

する 

10分 

 

 

① 

ビデオ 

(02 :06) 

 

 

 

① タスクの設定の説明（場面説明） 

みなさんは１年間、ギャップ・イヤーで日本に行きます。よかったです

ね。しかし、日本に行くのは、遊ぶためではなくて、日本の役所（県庁）

でインターンシップ(stage)をすることになりました。では、日本の役所って

どういうところか見てみましょう。 

浦安市役所動画（ビデオを見せて、感想を言う。） 

http://www.youtube.com/watch?v=PNaUEdDb3p8 

 

こういうところですよ。どうですか。（イメージがつきましたか？） こうい

う所で働きたいですか。（どうして？雰囲気は？） 

ベルギーの市役所とどう違いますか。 

タスク設定

が理解でき

る。 

 

 

 

 

市役所の動

画を見て何

についてか

わかる。 

20分 

② メ ー

ル精読 

 

③ 法 務

所 の サ

イト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② では、こういう所からメールが来ましたよ。 

確認してください。インターンシップ先（研修先、県庁）からメールがき

ましたか。 

それを読みましょう。 

メールを読

んで理解で

きる 

③ では、このメールを読んで、これからどうしたらいいですか。――＞ 

日本へ行く前に必要な準備をしましょう。 

先ず、しなければならないことは何でしょうか。 ――＞ ビザをとるこ

と 

では、ビザについて必要な情報（どの書類が必要か）はどこにあるのでし

ょうか。――＞ 法務省のサイト 

どの添付書類を開けたらいいですか。 ――＞ 法務省のサイトを開けま

しょう。 

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei1

0_21_03.html 

（特定活動３のファイルを開ける。） 

 

この資料は必要な書類についての説明ですね。先ず、特定活動３の１行目

を見ましょう。 

皆さんの場合はインターンシップで行きますね。だから、この場合です

ね。 

 

では、このサイトを見て、どの書類を提出しなければならないかを探しま

しょう。どこを見ればいいですか。 

 

ビザ取得の

ための説明

を読んで必

要な情報が

わかる。 

http://www.youtube.com/watch?v=PNaUEdDb3p8
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_21_03.html
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_21_03.html
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――＞ 「共通の書類（1-5）」＋「インターンシップの場合に必要な書類

（6-10）」 

 

次に、ビザに必要な書類で自分（本人）が用意するものと、他の誰かに頼

んで出すもの、２種類ありますね。 

誰かに依頼しなければならない書類をピックアップしてください。だれに

依頼するんですか。」 

- 本人（自分が用意するもの）：1、2、3、5、9 

- 他の誰かに頼む：- ベルギーの大学の事務室で依頼するもの：4、6、10 

          - 日本の機関で依頼するもの：7（先生）、⑧（市役

所） 

20分 

④ お 役

所 言 葉

練習 

④ さて、このうようなオフィシャルな書類には決まった熟語・漢字がた

くさんありますね。これを「お役所言葉」と言います。初めて見るとちょ

っと難しく見えますが、わかりやすくするためにストラテジーを練習しま

しょう。 

 

ストラテジ

ーを共有で

きる。 

役所の書類

の語彙・文

型の特徴を

知る。 

10分 休憩  

15分 

 

 

 

 

⑤ 問 題

の あ る

依 頼 メ

ール例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 先ほど、ビザに必要な書類の一つは研修先の県庁に頼まなければなら

ないものです。どれでしたか。―＞「８ 申請人の日本での活動内容，期

間，報酬等の待遇を記載した資料」―＞それを頼むためにメールの文書を

作らなければなりませんね。 

 

実は、一人の研修生（アメリアさん）は、その書類を依頼したことがあり

ます。この依頼メールの例を見ましょう。 

このメールは、県庁の人が読んで、どう思うでしょうか。どうしてです

か。 

メールは会話と違って「え、どういうことか」が聞けない。――＞ 初め

からわかりやすく書いておくこと！ 

だから、みなさんがメールを書くとき、ちゃんと考えなければならないこ

とがいろいろありますね。何でしょうか。 

1）目的（何？どうして？）何のために書くか。ここで？ ――＞ 書類を

送ってもらいたい。 

メールをもらった人がそれを読んで『何？？、これ？』じゃなくて、お願

いする内容をはっきりする（ここ：ビザ申請に必要な書類を送ってもらう

ようにお願いする） 

2）正確さ（日本語が正しいかどうか） 

3）相手（読み手 ＝ 頼まれた人）の気持ちを考えて丁寧に頼みましょ

う。相手（宛て先）があなたのことを知らないから全部はっきりに、丁寧

に書きましょう。 

 

今日は、宿題として、⑧の書類を依頼するために、いいメールを書いてく

ださい。 

研修先のだれに送ればいいでしょうか。――＞ 田中よしこさん（という

ことでＮＳ先生あてに）１２月３日までに送ってください。 

 

 

 

 

 

 

メールの書

き方のフォ

ーマット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

依頼メール

が書ける。 

20分 

⑥ 自 己

紹 介 の

例 

 

 

 

 

⑥ 市役所からきたメールをもう一度見ましょう。 

もう一つ準備しておいた方がいいことがありますね。 それは何でしょう

か。 

―＞最後の方に『ではお目にかかれるのを楽しみにしています。初日に簡

単な自己紹介をしてください。』と書いてあります。 

 

自己紹介の例を聞きましょう。２回同じ人の自己紹介をやります。だけ

印象的な自

己紹介はど

んなものか

が理解でき

る 
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ど、２回違います。その違いを考えてください。どちらがよかったか、な

ぜか考えましょう。 

「自己紹介 例 1」「自己紹介 例 2」 

 

再来週の授業は、日本での場面になります。そのとき、自己紹介が必要な

ので、再来週までに 

３０秒～１分程度の自己紹介のよい例を作っておいてください。 

そのため、自己紹介の準備としてやったほうがいいこと： 

- これから滞在するところのサイト・観光局の情報を見る 

- どのことに興味があるかを考える 

- 自分の国からのお土産は何がいいか 

10分 

⑦ 申 し

込 み フ

ォ ー マ

ット 

 

⑦ ホームステイ  

http://www.homestay-in-japan.com/program/homestay.html 

問い合わせ https://www.homestay-in-japan.com/contact/index.php 

 

では、日本にいる間に、ホームステイの体験もしましょう。 

先ほどのメールにホームステイについてもリンクありましたね。 

それはホームステイあっせん会社（あっせん＝bemiddeling, tussenkomst）のリン

クです。それを開けてみましょう。… 面白そうですか。 

では、申し込みましょう。（申し込みフォーマットはもう一つメールが来た

ので、それに書き込んで櫻井先生あてに送ってください。） 

ホームステ

イについて

理解する。 

フォーマッ

トに記入で

きる。 

簡単な自己

紹介ができ

る。 

5分 

⑧ ア ン

ケ ー ト

用紙 

 

⑧ では、今日の授業の最後に、皆さんにアンケートを配ります。今日の

授業についてです。オランダ語でいいですから、できるだけ詳しく答えて

ください。質問、意見などがあればそれも書いてください。    

 

きょう、ありがとうございました。来週もよろしくお願いします。 

 

http://www.homestay-in-japan.com/program/homestay.html
https://www.homestay-in-japan.com/contact/index.php
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スライド グルノーブル大学使用 
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研修に関する連絡メール（一例）  

     授業中に初めて学生が開けられるタイミングで学生にメールを送付 

グルノーブル大学 

・・・・・・様 

熊本県庁観光経済交流局 国際課 山本と申します。 

 

この度は、国際交流員として当県庁でインターンシップをしていただくこととなりましたの

で、入国の手続きおよび滞在に関する情報をご連絡します。以下のホームページをよくご覧に

なって準備を進めてください。 

  

当県庁ホームページ http://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/169/ 

法務省 
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_21_03.html 

 ホームステイ関係 http://www.homestay-in-japan.com/program/homestay.html  

 県の観光関係 http://kumanago.jp/ 

 

ご質問等ありましたら返信でご連絡ください。 

職員一同お待ちしております。尚、初日に簡単な自己紹介をしていただく予定ですので、よろ

しくお願いいたします。 

 

観光経済交流局 国際課  

課長 山本由美子 

 

ルーヴァン大学 

…………（学生の氏名）………… 様 

 

宮城県庁・国際経済交流課 前島と申します。 

 

この度は、国際交流員として当県庁でインターンシップをしていただくこととなりましたの

で、入国の手続きおよび滞在に関する情報をご連絡します。以下のホームページをよくご覧に

なって準備を進めてください。 

 

当県庁ホームページ http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ftp-kokusai/ 

法務省  

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_21_03.html 

ホームステイ関係 http://www.homestay-in-japan.com/program/homestay.html  

県の観光関係 

http://www.tripadvisor.jp/Attractions-g298248-Activities-Miyagi_Prefecture_Tohoku.html 

http://www.miyagi-kankou.or.jp/ 

 

今後の手続きや、ご質問は、担当の田中よし子にお願いします。 

では、職員一同お待ちしております。尚、初日に簡単な自己紹介をしていただく予定ですの

で、よろしくお願いいたします。 

 

宮城県庁・国際経済交流課  

課長 前島ゆかり 

980-8570  仙台市青葉区本町 3-8-1  

    022-211-2972  022-268-4639 

http://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/169/
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_21_03.html
http://www.homestay-in-japan.com/program/homestay.html
http://kumanago.jp/
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ftp-kokusai/
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_21_03.html
http://www.homestay-in-japan.com/program/homestay.html
http://www.tripadvisor.jp/Attractions-g298248-Activities-Miyagi_Prefecture_Tohoku.html
http://www.miyagi-kankou.or.jp/
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法務省サイト グルノーブル、ルーヴァン使用 

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_21_03.html 

 

特定活動３ 
外国の大学生が，インターンシップ（学業等の一環として，我が国の企業等において実習を行う

活動）を希望する場合 

外国の大学生が，サマージョブ（学業の遂行及び将来の就業に資するものとして，夏季休暇等の

期間（３月を超えない期間）を利用して我が国の企業等の業務に従事する活動）を希望する場合 

外国の大学生が，国際文化交流（大学の授業が行われない３月を超えない期間，我が国の地方公

共団体が実施する国際文化交流事業に参加し，日本の小中学校等において国際文化交流に係る講

義を行う活動）を希望する場合 

※「インターンシップ」，「サマージョブ」又は「国際文化交流」としての活動を行う外国人の方

の要件及びその方を受け入れる機関については，こちらの法務省告示に定められておりますので，

ご参照願います。 

提出書類  

※ 申請人とは，日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。 

※ 日本で発行される証明書は全て，発行日から３か月以内のものを提出してください。 

共通の書類 

１ 在留資格認定証明書交付申請書 １通  

※地方入国管理官署において，用紙を用意してます。また，法務省のホームページから取得する

こともできます。  

２ 写真（縦４cm×横３cm） １葉  

※申請前３か月以内に正面から撮影された無帽，無背景で鮮明なもの。 

※写真の裏面に申請人の氏名を記載し，申請書の写真欄に貼付して下さい。  

３ 返信用封筒（定形封筒に宛先を明記の上，３８０円分の切手（簡易書留用）を貼付したもの） 

１通  

４ 申請人の在学証明書 １通  

５ 身分を証する文書（身分証明書等） 提示  

※上記５については，代理人，申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において，

申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。 

以下は，インターンシップの場合に必要な書類 

６ 申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わした 

インターンシップに係る契約書の写し １通  

７ 申請人が在籍する外国の大学からの承認書，推薦状及び単位取得等教育課程 

の一部として実施されることを証明する資料 適宜  

８ 申請人の日本での活動内容，期間，報酬等の待遇を記載した資料 １通  

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_21_03.html
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９ 申請人のインターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料 適宜  

※過去にインターンシップで日本に在留したことがない場合は，その旨を文書（書式自由）にし

て提出してください。  

10 申請人の在籍する大学の修業年限を明らかにする資料 適宜 

以下は，サマージョブの場合に必要な書類 

11 申請人の休暇の期間を証する資料 １通  

12 申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わした 

契約書の写し １通  

13 申請人の日本での活動内容，期間，報酬等の待遇を記載した資料 １通 

以下は，国際文化交流の場合に必要な書類 

14 申請人の休暇の期間を証する資料 １通  

15 申請人と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し １通  

16 地方公共団体が作成した外国の大学生を受け入れるための要件（法務省告示第１５号の別表

４に定める要件）を満たしていることを証明する資料（事業計画等） １通  

法務省告示  

※※※ このほか，申請いただいた後に，当局における審査の過程において，上記以外の資料を

求める場合もありますので，あらかじめ，ご承知おき願います。※※※ 

留意事項  

１ 在留資格認定証明書に関する手続等の案内については，入国管理局ホームページの「各種手

続案内」をご覧下さい。  

２ 提出資料が外国語で作成されている場合には，訳文（日本語）を添付して下さい。  

３ 原則として，提出された資料は返却できませんので，再度入手することが困難な資料の原本

等の返却を希望する場合は，申請時に申し出て下さい。 
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お役所言葉練習プリント 「お役所言葉」に強くなろう！ 

グルノーブル大学使用 

キーワード →  自分でキーワードだと思ったものをリストにしてみよう 

例）申請（しんせい） 申請する 申請人 申請書 

お役所言葉の特徴１：漢字ばかりで長い言葉が多い！ 

 

どこで切るか考えてみよう。 

在留資格認定証明書交付申請書 

地方入国管理署 

推薦状及び単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料 

お役所言葉の特徴２：「固い」表現を好む。 

 

例）実習を行う → 実習をする 申請書を提出する → 出す 

以下は文中に出てきた言葉。言い換えられる表現を線でつないでみよう。他にも見つかったら

書き足そう。 

取得する 一枚 

A及び B 日本 

…等 とる、もらう 

明記する Aか B 

交付する はる、はりつける 

一葉 …など 

A若しくは B Aと B 

行う Aか B 

Aまたは B はっきり書く 

我が国 出す、あげる 

貼付（ちょうふ）する …したい 

…を希望する する 
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お役所言葉の特徴３：名詞化と名詞修飾がわからないと苦労する 

 

名詞修飾の構造 →  訳してみよう 

申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わしたインターンシップに係る契

約書の写し 

名詞化 

例）日本のテリトリーに入りたい → 日本へ入国したい →日本への入国を希望する 

［ ］を適当な言葉で埋めてみよう 

 申請する人がインターンシップで過去に日本にいたことがあるということを証明する書類 

→［  ］のインターンシップ［   ］過去［  ］在留歴 

 申請する人が在籍する大学から推薦状をもらう→申請人が在籍する大学［    ］推薦状 

 申請する人が日本でどんな活動をするか → 申請人の日本［   ］活動内容 

 代理人が申請を提出する場合 → 代理人［    ］申請書［  ］提出［  ］場

合  

表現 →  以下の表現がどこに出てくるか探してみよう。また、意味を考えてみよう。 

例）…において  

 地方入国管理官署において、用紙を用意しています 

 代理人が申請を提出する場合において、それが可能な方かどうかを確認します。 

…について  

…に関して 

…に係る（係わる、関わる） 

造語力のある接頭辞、接尾辞 →  どんな意味か考えてみよう 

１）在 ⇒ 

・ 在留 在仏 在学 在籍 

２）先 ⇒ 

・ 受け入れ先 研修先 ホームステイ先 アルバイト先 提出先 

３）無 ⇒ 

・ 無帽 無背景 

４）用 ⇒ 

・ 返信用 書留用 

５）書 ⇒ 

・ 申請書 証明書 承認書 

cf.いろいろな書類 

状 ⇒ 

・ 推薦状 紹介状 表彰状 感謝状 

証 ⇒ 

・ 運転免許証 外国人登録証 学生証 
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ルーヴァン大学使用 

 

キーワード →  自分でキーワードだと思ったものをリストにしてみよう 

例）申請（しんせい） 申請する 申請人 申請書 

 

造語力のある接頭辞、接尾辞 →  どんな意味か考えてみよう 

１）在 ⇒ 

・ 在留 在学 在籍 

２）先 ⇒ 

・ 受け入れ先 研修先 ホームステイ先 アルバイト先 提出先 

３）無 ⇒ 

・ 無帽 無背景 

４）用 ⇒ 

・ 返信用 書留用 

５）書 ⇒ 

・ 申請書 証明書 承認書 

cf.いろいろな書類 

状 ⇒ 

・ 推薦状 紹介状 感謝状 

証 ⇒ 

・ 運転免許証 外国人登録証 学生証 

 

お役所言葉の特徴１：漢字ばかりで長い言葉が多い！ 

どこで切るか考えてみよう。 

在留資格認定証明書交付申請書 

地方入国管理署 

推薦状及び単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料 

 

お役所言葉の特徴２：「固い」表現を好む。 

例）実習を行う → 実習をする 申請書を提出する → 出す 

以下は文中に出てきた言葉。言い換えられる表現を線でつないでみよう。他にも見つかったら

書き足そう。 

取得する 一枚 

A及び B 日本 

…等 とる、もらう 
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明記する Aか B 

交付する はる、はりつける 

一葉 …など 

A若しくは B Aと B 

行う Aか B 

Aまたは B はっきり書く 

我が国 出す、あげる 

貼付（ちょうふ）する …したい 

…を希望する する 

お役所言葉の特徴３：名詞化と名詞修飾が多い。 

 

名詞修飾の構造 →  訳してみよう 

名詞化 

1） 日本への入国 → 

2） 日本在留歴 → 

表現 →  以下の表現がどこに出てくるか探してみよう。また、意味を考えてみよう。 

例）…において  

 地方入国管理官署において、用紙を用意しています 

 代理人が申請を提出する場合において、それが可能な方かどうかを確認します。 

…について  

…に関して 

…に係る（係わる、関わる） 
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依頼メール 「研修先への依頼メールを書こう」   

グルノーブル大学、ルーヴァン大学使用 

 

【場面】 

アメリアさんは、ビザ申請に必要な書類「申請人の日本での活動内容、期間、報酬などの待遇を

記載した資料」を送ってくれるように頼みます。 

 

【考えよう】そこで、次のメールを書きました、このメールを読んで考えてみましょう。 

From: ameria.v@hmail.com 

To: internship@chiba.org.jp 

Subject: 書類ください 

 

県庁の人へ 

 

お元気でいらっしゃいますか。  

私はアメリアです。 

私は来年の 9 月から千葉市役所でインターンシップをするものですから、ビザを申請し

たいんですから、次の書類が要ります。 

「申請人の日本での活動内容、期間、報酬などの待遇を記載した資料」 

早く送ってくれませんか。 

お返事、待っています。  

では、お元気で。 

 

アメリア 

 

 県庁の人はこのメールを読んで、どう思いますか。どうしてですか？ 

 

下の目的とその方法を考えながら、メールを書きましょう。 

【書く目的】 

 機能： ある目的のために何かをお願いする。 

 目標： その願いを相手が聞き入れてくれて、したいことができる。 

  ほしいものが手に入る。 

 

【目的を達成するために】 

 正確さ 

  お願いする内容 

  日本語 

 相手に与える好感度 
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自己紹介例 教師が学生に例を実践してみせた 

グルノーブル 

 

研修先での自己紹介 よい例 

【設定：グルノーブルでインターンシップをするために日本から来た。】 

 

 こんにちは。はじめまして。日本から参りました、竹内泰子と申します。 

私はおいしいものが大好きなのですが、グルノーブルはくるみが有名で、くるみのお菓子や

くるみのオイルがあるとインターネットで見ました。くるみのオイルはまだ食べたことがない

ので、ぜひ試してみたいです。ほかにもおいしいものがあればぜひ教えてください。 

私も、日本のくるみを使ったお菓子をご紹介させていただいて、みなさんに召し上がってい

ただきたいと思っています。 

これから一年間、お世話になります。いろいろと分からないことも多いと思いますが、がん

ばりますのでよろしくお願いいたします。 

 

 

 

ルーヴァン 二つ提示してどちらがいいか、意見交換をした。 

 

例 1 

「こんにちは。Marie Antoinette Van Dijckと申します。ベルギーから参りました。 

初めて沖縄に来ましたので、沖縄についていろいろ教えてください。 

１年間みなさんといっしょにがんばりたいと思います。よろしくお願いいたします。」 

 

例 2 

「こんにちは。はじめまして。ベルギーから参りました、マリー＝アントワネット・ヴァンダ

イク（はっきりした声で、日本語っぽく）と申します。少し長い名前ですから「マリー」と呼

んでくんださい。（わかりやすくする） 

ベルギーはビールで知られていますが、沖縄にもオリオンビールというビールメーカーがある

と聞きました。ビールが好きな私はそのオリオンビールをぜひ飲んでみたいと思います。（自分

の出身と研修先をリンクする） 

ベルギーはおいしいチョコレートでも有名です。私の好きなミニョネットを持ってまいりまし

たので、どうぞ、是非皆さんに召し上がっていただきたいと思います。（お土産） 

では、これから１年間お世話になります。わからないことが多いと思いますが、がんばります

のでよろしくお願いいたします。」（お辞儀） 
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ホームステイの問い合わせ グルノーブル、ルーヴァン使用 

 

 

 

こちらのフォームからお申込みができます。お気軽にご利用ください。（すべて無

料）  

  

■基本情報 
 

お

名

前 
 

メ

ー

ル

ア

ド

レ

ス 

 

ご

住

所 
 

国  

電

話

番

号 

 
※電話番号と携帯番号は両方、もしくはどちらか片方を必ず入力してくださ

い。 

携

帯

番

号 

 
※電話番号と携帯番号は両方、もしくはどちらか片方を必ず入力してくださ

い。 

性

別 男  女 

ご

質

問

等 
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授業担当教官 内省 

             グルノーブル・スタンダール大学：竹内泰子  

 第一回目の模擬授業では、モジュール全体の状況設定をした後、渡航前の準備の部分を扱

った。授業はすべて日本語で行われたため、各タスクの土台となる状況設定の理解をより確

実なものとするために、状況設定とタスクの指示は口頭で与えると同時にパワーポイントで

見せるようにした。これは一定の効果があったように思う。 

 以下、授業の大まかな流れと授業中の印象を記す。 

 

１）プロジェクトの趣旨紹介、行動主義について説明、リラックス 

 行動主義についての説明は、非常に簡単にしたため、的が外れていなかったか自信がない

が、学生がこの模擬授業の特徴を認識し、タスクに取り組みやすくなるよう留意した。この

段階では学生をリラックスさせるという目標はあまり達成できなかったと思う。 

２）タスク設定の説明＋浦安市役所動画 

 タスク設定の説明は上記の通り口頭とパワーポイントで行った。市役所の動画は、さっと

一回見て質問やコメントがあればする、分かったことを言う、という扱いで、さらっと通過

した。 

３）タスク：ビザ取得のための資料を読んで必要な情報を理解する＋ストラテジー共有＋役

所の書類の語彙・文型の特徴の学習 

タスクを始めるにあたって、研修先からメールが来たので自分のコンピュータでメールボ

ックスを開けて読んでください、という仕掛けだったが、メールが届いていない、ネットが

うまくつながらない、などのトラブルがあり少しロスタイムがあった。このような場合に備

えてやはりプリントなどの代用策を用意しておくべきだと思った。 

法務省のページは、インターネットで見るのと同時にプリントしたものを配り、語彙の意

味等をメモできるように配慮した。漢字が多く、表現も行政関係の文書特有の硬い表現が多

いテクストだったが、学生は予想したよりも反応がよく、積極的に取り組もうとしていた。

読む活動では中国語母語話者で漢字に強い学生がやはりリードしていたが、他の学生もつい

てきていた。また、読むストラテジー共有の活動が思ったより好評だった。 

しかし、学生からも指摘があったが、先を急ぐあまりノートを取るための時間等が十分与

えられなかったのは反省点である。 

この点は「お役所言葉」の練習に関しても同様で、実際の文書を読んでポイントを理解す

る、等のスキルとは別に、日本語の語彙や表現などを学習する時間をもう少し取るべきでは

なかったかと思う。 

４）タスク：依頼のメールを書くために不適切な部分のあるメールを読んでどこがおかしい

か口頭で指摘する（依頼のメールを実際に書くのは宿題） 
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このタスクで使用した悪い文例には二種類の間違いがある。言葉遣いやメールの書式など、

主にポライトネスに関するものと、理由の表現の使い方などの日本語としての間違いである。

学生は前者のほうに非常に素早く反応し、積極的におかしい点を指摘していた。その際、母

語での経験や知識、さらには他の授業で学習した表現などを最大限に活用していたのが観察

された。 

それに対して、語学上の間違いのほうはほとんど気づかなかったようで、宿題で書いてき

たメールにも悪い文例と全く同じ間違いが見られた。このような場合、学習者にとってはよ

り発見が難しい語学上の間違いに気づくよう教師が介入する必要があるだろう。 

５）印象的な自己紹介とはどんなものか理解するためによい例を見てどこがよいか口頭で指

摘する。 

上記４）とほぼ同様の反応が観察された。また、４）の活動あたりから、学習者の参加が

非常に活発になってきたことに気づいた。学習者が意見を言うことがこの授業では求められ

ているという点が理解され、授業の形態に関するコンセンサスが形成されたと考えられるの

ではないか。 

６）ホームステイについて斡旋業者のサイトを見て理解し、フォーマットに必要事項を記入

して問い合わせをする 

 この部分は時間が足りずほとんど割愛する形となった。ホームステイのサイトを見せて、

宿題の指示を出すに留まった。 

 

コメント 

第一回目の授業は、学習者の活動のタイプが受容活動にかなり偏っていたことは指摘すべ

きだろう。上記６項目中、産出活動が行われたのは、２）の市役所の動画のあとの理解確認、

３）の法務省のページを読んだあとの理解確認、およびストラテジー共有の話し合い、４）

の不適切なメールを読んだ後に気づいたことを言う場面、５）の自己紹介の例を見た後に気

づいたことを言う場面等で、いずれも教師が教材の内容について質問をし、それに学習者が

答える、という形の口頭での産出活動である。つまり、「これから日本に研修に行く学生」

という状況設定内での産出活動はこの授業中には行われなかったことになる（依頼のメール

を書く、などの活動は宿題として課した）。このため、全体的にやや単調で、二回目からの

ロールプレイのための準備段階という印象があったと思う。この点を少し改善できればより

よくなるのではないか。 

今回、特に読む活動では、行政関係の文書という、学生にとっては馴染みがなく、語彙や

漢字の多さ、表現等の面で難度の高いテクストを扱った。その際、「本物である」ことと

「読むためのストラテジー」（どこを読むか、どんな風に読むか）に注意を向けさせること

で、学習者の意識を「日本語そのもの」の難しさからそらして活動をすすめ、結果的には学

習へと結びつけることができると言えそうだ（何が定着したかは今回の模擬授業の範囲では

分からないが、参加者のコメントを読む限りでは満足感や達成感が確認できる）。これが行

動主義的な言語学習ということなのだろうか。 
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 ルーヴァン・カトリック大学：ヴェルプランク・インゲボルグ  

 

1．各項目の Can doを学生が達成できたか 

1.1  

‐プロジェクトの趣旨がわかる 

とてもよくできた・できた・できなかった・わからない 

* 有志募集の手紙、事前説明のおかげですぐ分かって承諾書のサインも問題なし 

‐リラックスする 

 とてもよくできた・できた・できなかった・わからない 

 * これからのことは新しいから、ちょっと緊張感もあった 

1.2  

‐タスク設定が理解できる。 

とてもよくできた・できた・できなかった・わからない 

* 楽しみにしているようだ。 

‐市役所の動画を見て何についてかわかる。 

 とてもよくできた・できた・できなかった・わからない 

* 学生は集中してビデオを見たし画像もあったから大丈夫だった（音だけだった 

らわかったか？） 

タスク設定があったから、現実的でとても具体的になった。（学生のコメント１：敬

語を使わなければならないから難しい。学生のコメント２：オフィシャルな所だから

面白そう。） 

1.3  

‐ビザ取得のための説明を読んで必要な情報がわかる。 

 とてもよくできた・できた・できなかった・わからない 

 * 質問しながら（指導しながら） 

‐ストラテジーを共有できる 

とてもよくできた・できた・できなかった・わからない 

* 質問に答えなかった学生はうなずくこともあるから「わかった」のサイン？ 

既習語彙とのリンクが早く分かる学生もいれば（例えば 連絡先）、わかったかどう

か不明な学生もいる。本当にできたかどうか（つまり将来のためにこれが役に立つか

どうか）はテストがあれば確認できる。とてもできたのは漢字を切る練習だった。 

名詞修飾節についてもう少し確認すればよかった。 

‐役所の書類の語彙・文型の特徴を知る。 

とてもよくできた・できた・できなかった・わからない 

* 長い漢字を切る練習はよくできた。それは上記のストラテジー（接頭辞、接尾辞、

キーワードで習った）のおかげで。だからこの順番で（逆より）よかったと思う。 

また次の練習（つなぐ練習）もよくできた。ここには既習の漢字・語彙もあるからだ。 
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1.4  

‐依頼のメールが書ける。 

‐メールの書き方のフォーマットを知る 

   できたと思った→できなかった 

* 宿題なので、ここで確認できませんが、間違いのあるメールを見て学生はヘンなと

ころ（ダイレクトすぎ、失礼な言い方など）を見つけたからわかったかなあと思った。

でも、実際に、次の週のメールを見ると「間違いのあるメール」にあった同じような

間違いはかなり残っていた。 

1.5  

‐印象的な自己紹介はどんなものか理解できる。 

  とてもよくできた・できた・できなかった・わからない 

   * わかったようだったが、本当にわかったどうか再来週確認 

1.6  

- ホームステイについて理解する。 

  とてもよくできた・できた・できなかった・わからない  

   * 興味がありそうにサイトを見た 

- フォーマットに記入できる 

  とてもよくできた・できた・できなかった・わからない 

* かなり簡単だと思っていたが、実際にいろいろ質問された。例「希望地」は観光す

るところ？「ご住所」はどこの住所？質問のところに「理由」も書いた方がいい？丁

寧体で書くか普通体で書くか。ここでは学生が記入しているうちに質問が出てきて、

自然的でいいと思うが、時間限定の場合、前もってもう少し説明しておけばいい？ 

でも、ここで不思議に思ったのは、学生が県庁からのメールが理解できたと思ったの

に、この課題で何回もそのメールにリファーする必要があった（例えば、インターン

シップの場所と期間）。それは理解できていなかったか、内容を忘れていたか、どち

らだろうか。ほとんどの学生はかなり時間（１５分ぐらい）をかけて記入していた。 

このホームページの用紙はあまり難しくないので、タスクとして、オリジナルを少し

工夫したほうがいいのではないか？例えば、「生年月日」など、次の授業で入国審査

のときにまた使える用語。そうすると復習的でもう少し残るのではないかと思う。 

2．文法事項や語彙の指導は充分か・過剰か 

充分  

* 文法より語彙・漢字。またお役所言葉のみ。 

でも、学生が文法的な間違いを言ったとき正しく言いなしたりしたこともあった。 

3. 学生が課題を達成できていなかった場合、原因は何か 

すぐに答えられなかった場合もあった。例えば、「ビザの情報はどこにありますか。」

「どの書類が必要ですか」と質問したら反応はなかった。でも「 メールの中に書い

てありませんか。」と指導したら大丈夫だった。 

自己紹介で観光局のサイトも見るとき、一人の学生は分からなかったようだった。指
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示が早すぎて、彼には難しぎたかなあ？ 

 

4．学生が生き生きと参加していたか。 

していた  

* 導入がわかりやすかったから。 

学生はちゃんとお互いの話を聞いて理解している。同レベルだからであろう。 

2時間の授業なのにずっと集中してやっていたのはテーマが興味深いからだろうか。 

また、ホームステイのサイトを見て、写真などのおかげでかなり興味深く見ていた。 

5. 生き生きと参加しなかった場合、その原因は何か 

指導なしでちょっと難しすぎた課題もあった？ 

 

6． 

- 教案の流れが自然だったか  

自然だった  

* 場面設定 → ビデオ → メール → 法務省 → お役所言葉の流れで、場面

からだから自然だった。 

- 流れに不自然なところがあったか 

なかった   

* 前もって研究グループといっしょに考えたり、一人で教案をもう少し具体的に考え

たりしたため流れは割りと自然だったと思う。 

- 課題の意味を学生が理解できていたか 

理解できた 

 * 場面をはっきり具体的説明したから、学生はモチベーションとやる気があって、理 

 解できたと思う。 

 

7．教えにくい項目があったか 

* 初めに少し技術的な問題点（インターネットに接続できない学生２人、ビデオのと

き音が出ない）があったけど、結局時間通りに終わった。 

* 一般的には教えやすかった。学生はずっと集中してモチベーション高くて、ついて

きたから、やりやすかった。それに、とてもリラックスな雰囲気だったので学生も心

配なく答えた。 

* 教えにくい点は少しだけあった： 

- 質問しながら答えを引き出さなかければならないとき。答えが出てこなかったと

き、例えば「～読んでください」と言って、あまり現実的じゃなかったと思う。従来

の授業っぽすぎる？ 

- お役所言葉の練習はもう少し違うフォーマットにすればよかった？例えば接頭辞、

接尾辞の例を一つだけ挙げて、他のを法務省のサイトで探してもらう。それから、小

さなテストを入れる？勿論そうするともっと時間がかかる。  
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参与教官コメント 

 

グルノーブル・スタンダール大学参与教官：牛山、永田、東、ルメトル  

 

1.各項目の Can doを学生が達成できたか 

1-1 プロジェクトの趣旨がわかる…とてもよくできた 1   できなかった 1   わからない 1   

*できた/反応がないのでよく分からないが、フランス語で説明したので出来たと思う。 

リラックスする・・・・とてもよくできた 1    できた 1 できなかった 1 わからな

い 1   

*雰囲気はいいので極度の緊張はないと思うが、初回なので完全にリラックスはでき

ないと思う 

*学生によっては緊張していた。 

1-2 タスク設定が理解できる…とてもよくできた 1    できた 3 

*静かに聴いていた。 

*概要は理解できたと思う。 

市役所の動画を見て何についてかわかる…とてもよくできた 1  できた 1 わからない

1 

*興味深く見ていた。 

*理解したとは思うが、はっきりはわからない。 

1-3 ビザ取得のための説明を読んで必要な情報がわかる…とてもよくできた 2 できた 1 わ

からない 1 

*学生による。 

ストラテジーを共有できる。・・・とてもよくできた 2  できた 2 

*ストラテジーの紹介をしたのでできたと思う。「分からない語彙は仕方がない。誰か

に聞く。」というストラテジーを教師が言った時、学生がとても肯定的な反応をして

いた。全てが分かる必要はないのでほっとした、使えると思ったと考えられる。 

役所の書類の語彙・文型の特徴を知る・・・とてもよくできた 2  わからない 2 

*言い方の表現をクラスで扱ったのでできると思う。 

1-4 依頼のメールが書ける・・・できた 1 わからない 2  宿題 

*モデルを見せて意見を言わせた。 

*メールの例を使って、言い方の表現をクラスで扱ったので宿題でちゃんとできると

思う。 

メールの書き方のフォーマット・・・=> 宿題     わからない 

1-5 印象的な自己紹介はどんなものか理解できる・・・・とてもよくできた 1 できた 3 

*自己紹介の例を具体的に聞いて、どこがいいかみんなで話したのでよく理解できて

いると思う。 

1-6 ホームステイについて理解する…できた 1 わからない 3（時間がなかったためフランス
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語で簡単に説明したのみ） 

フォーマットに記入できる・・・同上 

簡単な自己紹介ができる・・・わからない 

*宿題。授業で見せたし何度もやっているのでできると思う。 

 

2. 文法事項や語彙の指導は充分か・・・充分 4  

*時間が充分になかったが、要点のみ指導できた。文法事項はなかったが語彙の指導

がたくさんあった。 

 

3. 学生が課題を理解できていなかった場合、原因は次のどれか。 

*課題を達成できなかったとは思わない。できなかった場合は、難易度（学生のレベ

ルと課題のレベルの不合）の方に問題があると思う。 

 

4.学生が生き生きと参加してたか。 していた 4 

*時々戸惑っているような様子も見られた。 

*今回、発言が多かったか少なかったかは、学生の性格が難易度より関係していたと

思う。今回の場合、内容が影響しているとは思わない。 

*生き生きとではないが興味深そうに参加していた。 

 

5.学生が生き生きと参加しなかった場合、その原因は何か。 難しすぎた 1 

 

6. 教案の流れが自然だったか・・・自然 3 ほぼ自然１ 

*実際にあり得るシチュエーションでとても自然だった。 

課題の意味を学生が理解できたか・・・理解できた 4 

 

 

第一回目の授業全体に関する各参与教師のコメント 

 

 第一回模擬授業の Can-do  は 細分化すると 13項目あった（参与チェックシート大項目 1）。 

初回の授業は公的機関で使われる言葉の学習など、学生が普段の授業で出会うことのない課

題、「ビザ取得のための説明を読んで必要な情報がわかる」「役所の書類の語彙・文型の特徴

を知る」などが中心であったので、学習レベルの高さに学生がやや戸惑っている様子が見受

けられた。しかし、課題達成という点からは、どの学生も課題のポイントは理解できたと思

われる。 

時間の関係で「依頼のメールが書ける」「メールの書き方のフォーマット（がわかる）」「（ホ

ームステイの）フォーマットに記入できる」（1-4-1, 1-4-2および 1-6-2）の 3項目は宿題とな

った。宿題はメール添付で担当教師に送るように指示された。その他、これも時間が限られ

ていたためと考えられるが、「ホームステイ（のシステム）について理解できる」（チェック
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シート 1-6-1 ）など学生がドキュメントの内容を十分理解できたかどうかわからない活動も

あった。しかし、学生は新しいことを学んでいるという気持ちで授業に参加しいると感じた。

第一回目の授業ということもあり、課題学習中、学生は終始やや緊張しているようではあっ

たが、時折笑い声も起き、リラックスした表情も見られた。教案の流れも自然で、学生の課

題理解を助けていたと思う。（牛山） 

 

 授業の開始時、皆よく教師の説明を聞いていたが、少し緊張しているのか学習者の発話が

少なかった。ビザ取得のための読解タスクでは、 

―読み方がわからない時はインターネットの辞書を使って調べる 

―１度目は文章全体に目を通し、２度目は大事な所の意味を考えながら読む 

―わかる漢字から単語の意味を推測する 

―わからない言葉が多い時は意味を調べながら読む、わかる時は全体に目を通す 

等の発言があり、学生の読解の仕方がよく分かった。自身の読解ストラテジーを語れるよう

になるのは B1 レベルの特徴だろうか。 依頼メールのタスクでは、学習者が提示されたメ

ールの不適切な表現をよく言い当てていた。友達への依頼メールでは言えても、研修先のメ

ールでは失礼になるという指摘ができ、相手との社会的立場の違いに注意を向け丁寧な表現

を模索している。「お返事いただければ幸いです」「ご迷惑をおかけしますが」等、気遣いの

定型文の知識がある。（職場に）着任時の印象的な自己紹介とは何かを考えるタスクでは、

学習者の職場の自己紹介で自分の趣味を話す必要があるのかという疑問から、議論がおこり、

趣味を話すことで話のきっかけ作りになるのではないかという結論を見出していて興味深い。

他の学生と協働で学んでいくという教室活動の利点ではないだろうか。今回の模擬授業では、

印象的な自己紹介について語り合ったり、依頼のメールの分析をしたりというコミュニケー

ションスキル、ストラテジー強化のタスクが中心であったため、自分の考えを日本語で言え

ない、もしくは特に意見がない学生は、発言の機会があまりなかったという事が気になった。

また、参与のチェックシートの項目にある、「（ビザ取得の）必要な情報がわかる」かどうか、

一部の学生の反応だけでは、判別が難しい。また「依頼メールが書ける」かどうかも宿題と

なったので授業中には観察できなかった。このタスクを実際の授業に適用する際には、定期

テストなどで学生のパフォーマンスを評価することになると思うが、大学の授業ではカリキ

ュラム構築の際、評価をどうするのかという点も念頭に置いておかなければならないのでは

ないかと思った。 （永田） 

 

 学生の反応を後ろから見ている限り、聴いていることが多いので理解できたかは判断しに

くいが、興味を持って授業に臨んでいたのは伺えた。教師が PPTに沿って授業を進め、説明

し、学生に時々問いかける形で授業が進んだ。自主的に答える学生はどうしても決まってし

まう。あまり発言しない学生はメモを取ったり読んだりしていたが、授業にはついてきてい

るようだった。教案の流れについては、この授業の最終目的（タスク）がビザに必要な書類

を研修先に依頼するメールを書くということで、それ例外のことはその準備段階であるとし

たら、それをもっと強調させて作ったほうがよかったかもしれない。しかし各タスクは「日



35 

 

本に行くための事務的・法的な準備」という流れに沿っており、違和感はなく、学生は楽し

そうに参加していた。最初の設定では学生が市役所に勤めるということで、この回に市役所

のビデオを見せたが、その後学生は県庁に勤めるということになり、ここで市役所のビデオ

を見せた意味が希薄になってしまった。理想的には第二回目以降にこれを見せたあとで、実

際に窓口でなにか問い合わせるというようなやりとりの活動ができるとよかったかもしれな

い。ビザ取得の読解についてのストラテジーの共有は簡単だができていたと思う。役所で使

われる公的語彙は学生にも必要な語彙なので興味を持って取り組んでいた。時間が許せばこ

れらの言葉を使った活動ができればよかった（電話で話すなど）。どうしても語彙を理解し

て学ぶ活動が中心になってしまう。あとは宿題だがそのフィードバックはどうなったのか。

メール受信・ネットなどの問題もあり、課題はすべて終わらず、15分超過した。学生にゆっ

くり活動させるには、教案にもっと余裕を持たせたほうがよかった。（東） 

 

 1-1 趣旨説明、1-2 市役所動画のところ）うなずく動作や反応がほとんどないので、発言が

ない時、ない人は分かっているかどうかよく分からない。教師の問いかけでの反応で大丈夫

そうか分かる。（1-3 ビザ取得のタスク説明のところ）教師のタスク説明が分からなかったと

き、首を振って分からないことを示したので教師がもう一度説明した。→分からなく困った

時や知りたい時は反応するということだろうか。質問がない時は大丈夫と考えてしまってよ

いのかもしれない。（1-3 パソコンでメールチェック）友だちと少し話したりしながらやって

いる。紙のプリントを配って読む時よりも生き生きしている印象を受けた。本当のメールを

見ている時のようで微笑んだりして楽しそうな感じがした。(1-3 読むストラテジー）テキス

トから情報を探すタスクの時に、最初、紙のプリントを使っている学生とパソコンで見てい

る学生がいたが、その後、パソコンを使っている学生が多いように見られた。各自やりやす

さのスタイルがあるようだ。授業中の読む作業は、読み方のストラテジーなどを学生に気付

かせたり共有させたりするために大変効果があるということが観察された。早くタスクを終

えた人にどうやったか説明してもらうことで他の学習者も取り入れることができると思う。

「最初に全部読んで、2 回目は情報を探す。」「分かる漢字から見る」というストラテジーの

紹介が学生からあった。（ルメトル） 

 

  



36 

 

ルーヴァン・カトリック大学参与教官：櫻井、ベルマンス 

 

1．各項目の Can doを学生が達成できたか 

1.1  

‐プロジェクトの趣旨がわかる 

とてもよくできた 2名 

‐リラックスする 

 できた 1名   できた＋わからない 1名 

 *個人差がある。分からない語彙を見たときなど、 

1.2  

‐タスク設定が理解できる。 

 できた 1名 *わからない 1名 

*日本へ行って、インターシップをすることのイメージをもっと見せたほうがわかり  

   やすい。例：写真などを準備して話し合う時間を作る 

‐市役所の動画を見て何についてかわかる。 

  とてもよくできた 2名 

1.3  

‐ビザ取得のための説明を読んで必要な情報がわかる。 

  分からない 2名 

 * メールを読んだり、サイトを見たり、語彙の練習、他の学生の話、先生の説明な 

  どを通して、最終的に理解できた。 

 * 理解のスピードには個人差がある 

－ ストラテジーを共有できる 

分からない 2名 

*ストラテジーは一度でわからないのでイントロの練習としてとてもいいと思った。

また使えるまでにはもっと練習が必要になると思うが、その練習の始まりになったと

思う。 

－ 役所の書類の語彙・文型の特徴を知る。 

 できた 2名 

   *特徴を知って漢字や語彙の類推に役に立ったと思う。 

 *長い漢字の熟語をオランダ語に翻訳させた練習は、学生に漢字の造語力を意識させ、 

 よかったと思う。 

1.4  

‐依頼のメールが書ける。 

    わからない 2名 

   *問題点を指摘するタスクはできたが、書けるかどうかは宿題を確認する必要がある 

－ メールの書き方のフォーマットを知る 

    わからない 2名 
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   *フォーマットは分かったが、書けるのかは宿題を確認 

1.5  

－印象的な自己紹介はどんなものか理解できる。 

   とてもよくできた 2名 

   * 教師がいい例と悪い例を実演するのは効果的だった。コンテキストが明確でわか 

 りやすかった。 

1.6  

-ホームステイについて理解する。 

   とてもよくできた 1名 できた 1名 

   *じっくり自分たちでサイトを見させたのはとてもよかった。教師が説明しすぎない 

 ようにするのはとてもいいとおもった。 

- フォーマットに記入できる 

   とてもよくできた 2名 

   * 備考欄に書く内容に関しても理解できていた。名前の書き方など一部訂正をして 

 学生に返却予定 

 

2．文法事項や語彙の指導は充分か・過剰か 

充分 2名 

*ちょうどいいとおもった。オランダ語の翻訳なども入れて文法説明をしなくても文 

法的に理解していると思う。ただ、それは通常の授業で文法の説明があるからで、こ 

れだけの場合は、知識の授業を併用する必要があるだろう 

 

3. 学生が課題を達成できていなかった場合、原因は次のどれか 

達成できていた 1名 

到達度に差はあってもできていたとおもう 1名 

 

4．学生が生き生きと参加していたか。 

していた 2名 

*非常に楽しそうだった、8人という人数もよかったし、やる気もある学生だったの 

でクラスの雰囲気がとてもよかった 

*弱い学生は多少不安はあったと思う 

 

5. 生き生きと参加しなかった場合、その原因は何か   なし 

 

6．-教案の流れが自然だったか  

自然だった 2名 

*しかも現実的だった 

‐課題の意味を学生が理解できていたか 
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できていた 2名 

 

コメント： 

 今回の授業の教材の難易度、タスクの難易度、内容など、妥当だったと思う。 

 法務省のサイトは漢字・未習語彙が多く、通常、このレベルの学生には難しすぎると

考えてしまうが、目的がはっきりしていて、学生もそれを読むことの動機付けがあっ

たため抵抗がなかった。難しいが必要だと考えているようだった。 

 現実的、つまり、今後学生が実際に達成しなくてはならない課題だということが、と

てもポジティブにはたらいた。 

 行動中心主義におけるオーセンティックな教材の重要性を感じた。 

 生教材をどのように使うかはいろいろな可能性があると思う。例えば、ホームステイ

のサイトは学生の興味も高く、他の使い方もできそうだった。 

 課題を出す場合、活動の目的を何度も確認することが、学生の動機付けにもなり重要

だと感じた。例えば、ビデオを見せたとき、ビデオを見る目的をもっとはっきり明示

すれば、見た後の意見交換がもっと活発になったと思う。 

 母語を使用して漢字の翻訳をさせたが、非常に面白かった。学生の母語を使用するこ

と、翻訳活動の大切さを感じた。 

 行動中心主義に基づき、学生に課題をさせる場合、知識を得る活動と、実際に活動す

るものとのバランスをどうするか検討することは大切だと思った。 
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参加学生 フィードバック 

グルノーブル大学 

I. 模擬授業に関しての意見 

 

1) 授業の流れについ

て 

回答数 なぜか 

非常に良かった 3 ・活気のある授業で、自分の考えをよく頻繁に述べるこ

とができた。（少人数だったのもよかった） 

・授業がよく構成されていて、一貫していて、簡単につ

いていけた。 

良かった 4 ・説明が速くメモを取るのが難しかった。でも教師とク

ラスのやりとりができた。 

・宿題がかなりあり全部やる時間があるかまだ分からな

い。授業の展開についてはとてもよくインタラクディブ

で実際的だった（メール、インターネット検索…）。 

・とても興味深い内容だった、しかしもっと話し合う、

話し合いのワークショップと思っていた。 

よくなかった 0  

 

2) 授業の言語レベル

は 

回答数 なぜか 

ちょうどよかった 1 ・上のレベルでとても勉強になった。 

よかった 6 ・いくつかの語彙がまだよく分からない。漢字は難しか

った。 

・難しい単語がいくつかあったが、新しいことが学べる

のでよかった。ただ、時々少し速すぎた。 

・言葉が少し難しかったが、それも授業の目的だった。 

・…漢字が読めなかった（というかよく読めなかった

…）でも同時に、高いレベルだと上達できるとも思う。 

・上達できるが本当に高いレベル 

・漢字が多すぎた 

合っていなかった 0  

 

3) 授業のテーマ 回答数 なぜか 

非常に適切だった 5 ・遭遇しうる場面であり、もっともそうなったらいいと

思う。旅行で大切だ。 

・仕事の場面：もし日本で働きたい時にとても役に立

つ。 

・日本出発にとても役に立ち、自信が持てる。 

・4月に京都に行く予定。 

適切だった 2 ・少し分かるようになると、テーマは面白い。 

・面白いが複雑。 

適切ではなかった 0  
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II. 活動についてのあなたの意見。（今日何をしましたか。今日した活動についてどう思い

ましたか。…） 

- 持っていた知識をテストした。その過程で頭の中で探ったり考えたりしなくてはいけな

かった。コミュニケーションは大切で、話す訓練になる。 

- 他の人のストラテジー（他の人がどうやって日本語を読んだり学んだりしているか）を

知ったり、違う人たちと勉強するのはいい。 

- ビザ取得のために行う手続きについて調べた。発言するのは本当に自由で、よく自分の

考えを聞かれ、とてもインタラクティブだった。 

- 有意義、少し大変（言葉や漢字をインターネットで探す）。グループワークがとても気に

入った。 

- 具体的なことや日本で多分やらなければならないことに重点が置かれていて、とても面

白かった。練習の数や種類が豊富でうまく構成されていた。 

- 最初に理解しなくてはならないので、活動を始めるのが難しかった。 

- 行政的な語彙を学んだり、ビデオを見たり、意見交換をしたり…した。 

 

III. コメント、質問 

- メモをきちんと取れず情報をよく記憶しておかなくてはならない。間違えた時に直して

いただけますか。自分が言ったことが明解か知りたい。 

- できればもっと口頭/文法練習がしたい。でも授業でいただいた単語リストはなかなかい

い！ 

- 授業が少し速いことがありメモを取るのが難しい。個人的に、書いた後を残すのが好き

なのでその点少し難しかった。でも多くのことを学んだ。 

- ストラテジーに関する質問はいい考え。 
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ルーヴァン大学 

I. 模擬授業に関しての意見 

 

1) 授業の流れについ

て 

回答数 なぜか 

非常に良かった 7 ・インターネットの問題で、時間通りに始められなかっ

たが、そのあとはスムーズに進んだ。 

・全部スムーズに進んで、質問があったときにもすぐに

答えてもらった。 

・雰囲気がよかった。聞くこととやることのバランスが

よかった。でも、（法務所の）ページをあけて、たくさ

んの漢字を目にしたとき、ショックだったが、すぐ立ち

直った。 

・リラックスした雰囲気。難しいことに関して速すぎ

ず、必要に応じて説明があった。 

・速すぎずに全部スムーズに進んだ。 

良かった 1 ・ちょっと勉強になったけど、他の日本語の授業と比べ

て、習ったことが比較的少なかった。 

よくなかった 0  

 

2) 授業の言語レベル

は 

回答数 なぜか 

ちょうどよかった 4 ・よくついていけた。 

・私のレベルよりちょっと上で、難しかったので、短い

時間でよく勉強になった。 

・文法などは問題がなかった。でも、熟語で読めなかっ

た漢字が多かった。（＊） 

よかった 5 ・漢字は特に難しかったけど、前もって目を通したの

で、理解できた。 

・完全にはわからない単語がいくつかあったが、いつも

よくついていけたから、問題がなかった。 

ついていける 

・全部は読めなかったから、かなり難しかった。授業の

終わりではついていけるようになった。 

・知らない漢字が多くて、ときどきついていくのが難し

かった。 

合っていなかった 0  

（＊）一人の学生が「ちょうどよかった」と「よかった」にチェック入れており、その説明

として（＊）を挙げている。 

 

3) 授業のテーマ 回答数 なぜか 

非常に適切だった 8 ・日本語の授業で普通習わないことだけど、日本に行く

ときに知っておく必要がある。 

・３年生のあとで私たちも日本に行く。そのときにどん

なことがあるか今大体知っているのはいいと思う。 

・将来日本でインターンシップをしたいと思っているか



42 

 

ら、とてもいい準備だ。 

・これから役に立つと思う。インターンシップのためだ

けではなく、特に留学の申請の準備のために。 

・すべての日本語学習者ができなければならないこと

だ。 

・いつか日本へ行きたいと思っている。たぶんまず勉強

のために、でも、仕事のためかもしれない。だから関連

している。 

・授業の内容は将来かならず役に立つと思う。 

適切だった 0  

 

適切ではなかった 0  

 

II. 活動についてのあなたの意見。（今日何をしましたか。今日した活動についてどう思い

ましたか。…） 

- 最後の課題（申込書の記入）かなり簡単だった。目を通すだけで十分だったと思う。他

の活動はよくて、クラス活動と個人作業のバランスがよかった。 

- 漢字（接頭語など）の説明がとても役に立ったと思う。なぜなら、将来にも絶対目にす

ることがあると思うからだ。 

- 非常に良かった。ホームステーの用紙を送るのは難しいと思って、怖かったが、まず語

彙に目を通したから、スムーズにいった。たくさんの漢字を見てとてもよかったと思う。

現実的な場目に身を置いて、全部の能力を使わなくてはならなかったから楽しい。 

- まあよかった。雰囲気がよくて、読む課題以外にそんなに難しくなかった。私たちの通

常の授業とリンクがあって、楽しいと思った。自分のレベルを緊急にあげなければなら

ないと気づかされて、私は緊急により一生懸命勉強しなければならない。来週の授業を

楽しみにしていえる。私たちの申請ははたしてどうなるか。：） 

- 授業はすばらしくて、楽しかった。しかし、最後の申込書の記入はちょっと分かりにく

くて、やりにくかった。でも、いいスタートで、勉強になった。 

- 課題のバリエーションがあってよかった。学習者のインプットがちょっと少なすぎたか

もしれない。コンピューターで授業を受けるのもよかったけど、普通の授業での応用は

いつもできるとは言えないかもしれない。 

- とても楽しかった。それはリラックスした雰囲気と少人数のおかげでもあった。テーマ

はとても面白くて、ホームステーのサイトなどを日本語で読んでみるのは楽しい。 

- インターンシップやそのために特に知らなければならないことについて、日本語のサイ

トでも情報の検索の仕方を習ったのは面白かった。いつかある日私たちは実践しなけれ

ばならないだろう。そして、その時にすべて自分で調べなくてもいいことを知っている

のはうれしい。（訳者補足：検索の仕方をすでに習っているから） 

 

III. コメント、質問 

- 授業開始の１０分前より、２０分前に集まったほうがいいのでは？（訳者補足：インタ

ーネットの接続の不具合があった。）  
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第三章  第二回 模擬授業 
-教案・教材・教師内省/コメント・学生フィードバック- 
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教案 

グルノーブル大学 （2013 年 11 月 22 日） 

 

時間 授業の流れと Can do（※印） 教材・プリン

ト・ビデオなど 

1 時 間

目 

  

10’ 

15h45- 

  15h55 

PPT で今日の学習タイトルを画面に出す 

挨拶：皆さん、こんにちは。LEA とランサドで日本語を教えてい

る牛山和子です。 

今日初めて一緒に勉強する人もいますね。 

2 回目の授業も頑張りましょう。 

前回の授業の依頼メールのフィードバック 

※ 依頼メールの書き方がわかる 

※ 自分のメールのよい点と悪い点を知る 

*では、まず１回目の授業で勉強した依頼のメールについて、

ちょっと復習しましょう。アメリさんが市役所に書いたお願

いのメールでしたね。 

*ロランさんとサミュエル・ジョワルスキーさんには、まず宿

題を返しますね。 

*ホームステイと語彙表の宿題を出してくれた人には次の授業

で返します。 

ppt  第一回目の授業で見たアメリさんの 

メールを出す 

これでしたね。 

（宿題を出してくれた学生に聞く） 

ロランさん 、サミュエル・ジョワルスキーさん、何番を直しまし

たか。どうしてですか。（他の学生の意見も聞く） 

皆さんは何番を直そうと思いますか。 

ppt よいメールを書くポイントを見せる 

みんなで少し考える 

 モデルメール（解説付き）を一緒に読みながらポイントを確

認する 

はい、いいですね。 

*じゃあ、いよいよこれから日本へ行きましょう。皆さんは成田

空港に着きました。 

 入国手続きがありますね。どんな手続きですか。これからみん

なでビデオを見ますから、どんな順番で入国するかメモしてみて

ください。 

ビデオを見るポイントを提示する 

…さんと…さんの飛行機は第１ターミナル、…さんと…さん…の

飛行機は第２ターミナルに着きます。ビデオについて質問が３つ 

あります。 

Q1 入国手続きは全部でいくつありますか。 

Q2 日本に入国するとき必要なものが２つ 

あります。それは何ですか。 

最後の質問は皆さんの感想です。 

Q3 ビデオを見てどう思いましたか。 

びっくりすることがありましたか。 

宿 題を 返 却

（依頼メール） 

比較用プリン

トの配布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPT で模範メ

ールを提示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モデルメール

（解説付き）を 

配布 

 

10’ 千葉大のビデオを見る 千葉大作成の
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15h55- 

  16h05 
成田空港での活動①  

空港についてからの手続きを理解する 

※入国の流れを理解する 

※ビデオの内容についてコメントができる 

（自分の経験やびっくりしたことなど） 

*…さんと…さん第１ターミナルの手続きはいくつありましたか 

*…さんと…さん、第２も同じですか。 

ppt 画像を２枚見ながら話す 

まず最初は「検疫」(contrôle sanitaire) ですね。最後はなんです

か。/…/  

そう「税関検査」 (contrôle douanier) 、荷物のチェックですね。じ

ゃあ、最初の検疫の次にあるのは何でしょう。 

そう、「入国審査」ですね。 

入国審査のときは２つ、書類が必要ですね。何と何ですか。 

ppt パスポートと入国届け（のカード）の画像を映す 

そう、これとこれですね。これを持って 

入国審査官のところへ行きましょう。 

ppt 入国審査官の写真を映す 

どうですか。恐そうですか。入国審査官にはどんなことを聞かれ

るでしょうか。 

ppt 入国審査官との会話例を映す 

※入国審査で聞かれることがわかる 

じゃあ、皆さんこれから入国審査官のところへ行くんですが、そ

の前に自分の住所を確認しましょう。 

ppt 各学生の研修先を映す 

→入国審査官のところに行く前にもう一度住所などが言えるよう

に練習する 

*だいじょうぶですか。じゃあ、みなさん、頑張って審査を受け

てきてください。 

ビデオ 

（2 分半）：成

田到着～指紋、

顔写真をとるま

で 

 

各学生に住居

地が書かれた紙

を渡す 

15’ 

16h05- 

  16h20 

成田空港での活動② 【参与教員の参加】 

ロールプレイ：成田の入国審査 

※入国審査で聞かれる項目を理解する 

※審査官の質問に答えられる 

※自分の仕事、滞在目的、住居地（居住地）などが言える 

ロールプレイ後の質問（入国審査のポイントを確認する） 

*在留カードはもらえましたか。（よかったですね）カードには何

が書いてありますか。 

*難しい質問はありましたか 。（どんなふうに答えればよかったか

みんなで考える） 

参与教員が入国

審査官となって 

ロールプレイ 

質問カード ＋ 

在留カード 

25’ 

16h20- 

  16h45 

読解活動：在留カードに関するテキストを読む 

語彙表を見ながらの活動 

※在留カードに関する記事を読んで、カードの取得の仕方、内容

が集められる。 

質問（テキストを読む動機付けの質問） 

*皆さんは先ほど、成田で在留カードをもらいましたが、実はこ

れは新しい制度のカードなんです。このカードは誰がもらえるで

しょうか。前のカードと何が違いますか。 

読解テキスト

語彙表を配布 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

- 16h55 
休憩 10 分  

2 時 間

目 
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10’ 

16h55- 

  17h05 

読解活動の続き 

※外国人在留カードについて理解できる 

読んだ内容について答え合わせ 

理解を全員で共有する 

*「在留カード」は新しいシステムですが、その前は何という名

前でしたか。 

いつから導入されましたか。 

*在留カードはどこでもらえますか。 

すぐにもらえますか。 

＊フランス語で答えを確認してもよい 

 

10’ 

17h05- 

  17h15 

補足説明のための Q-A をする 

※質問の答えをテキストから探せる 

タスクシートの正誤問題を解きながら 

 

タスクシート

の配布 

10’ 

17h15- 

  17h25 

このテキストには公的機関で使われる言葉が出てきます。第１回

目の授業で竹内先生と「お役所ことば」というタイトルで勉強し

ましたね。覚えていますか。 

「お役所ことば２」のプリントを見ながら テキストに出てきた

｢お役所言葉｣について確認 

※公的機関の文書に出てくる語彙・表現を学ぶ 

タスクシートにあるマッチング問題などを使いながら 

 

 

 

 

「お役所こと

ば２」 

プリント配布 

15’ 

17h25- 

  17h40 

浦安市役所の動画を再び見る（第１回目に見たもの） 

※市役所で受付の人に用件を説明して、 

必要な情報を聞くことができる 

*みなさんは在留カードを持って市役所に行きますが、受付で何

をどのように聞いたらいいでしょうか。ビデオを見ながら答えを

見つけてください。（答え：市民課で提出届け、住居地の届け＝

住民登録） 

聞き方をグループで考えさせ、発表してもらう。 

浦安市役所の動

画 （ 1 分 48

秒） 

5’ 

17h40- 

  17h45 

宿題があれば伝える 

アンケートを配布し記入してもらう 

アンケート用

紙配布 

 

 

  



 

47 

 

ルーヴァン大学（2013 年 12 月 6 日） 
 

 第２回目 ２０１３年１２月６日 Can do 

２０分 前回のフィードバック  

①ホームステイの申し込み用紙に関するフィードバック 

ホームステイ先の住所を確認する。（漢字が読めるかどう

か）  

②学生が書いた依頼メールのフィードバック（ＰＰＴを使

って、学生の書いたものについての全体的なコメント、注

意事項。） 

→ 自分のメールを書き直して、もう一回送る。 

 

＊依頼メールの模範解答    

依頼メールの書き方が

わかる 自分の書いた

もののよいところ、悪

いところを知る。 

４５分 「新しい外国人在留管理制度がスタート」タイトルを読ん

で、何についての記事を考える。 

語彙表を見ながらの活動。タスクシートを記入。 

目標は「在留カードに関する情報を集める」 

 

① 第一段落を読む。「在留カードは何ですか。」 

この段落には受身形が多い → 主語がはっきりしない 

コロケーション カード／証明書を交付する 

        新システム／制度を導入する 

② 在留カードはどうやって受け取りますか。 

第２と３段落を読む。 

漢字の長い言葉の練習（タスクシート） 

③ 次のページを読む。タスクシート記入。 

接続詞に印をつける。どんな接続詞？ 

名詞修飾 

〇×問題 

④ 硬い表現を言い換える練習（タスクシート） 

＊外国人在留カードに関するテキスト人数分コピー 

＊語彙リスト人数分コピー 

＊タスクシード人数分コピー  

外国人在留カードに関

する記事を読んで、情

報カードに関する情報

（取得の仕方、内容）

が集められる。 

外国人在留カードにつ

いて理解できる。 

聞かれた内容をテキス

トから探す。 

公的機関の文書に出て

くる語彙・表現を習

得。 

    休憩 １０分 

１０分 成田の活動①  

空港についてからの手続きに関するビデオ（千葉大）を見

せる。到着～指紋･顔写真（２分３０秒まで） 

経験・びっくりしたことを言い合う。 

 

＊千葉大のビデオ 

入国の流れを理解す

る。コメントが言え

る。 

１５分 成田の活動②  

成田空港入国審査のロールプレイ  

＝入国審査官（参与教師）＋入国者（学習者） 

滞在先は？学生ですか。何を勉強していましたか、など 

（ビデオを移動する） 

 

＊在留カード 

＊入国審査質問準備 

入国審査官の質問に答

えられる 

１０分 空港で何と言われましたか。どこに行けばいいですか。     

  → 住民登録 → 市役所  

浦安市役所の動画（１分４８秒）を再び見る。在留カー

市役所で受付の人に用

件を説明して必要な情

報を聞く 
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ドを持って市役所に行くが受付で何をどのように聞いた

らいいか。（市民課で提出届け、住居地の届け＝住民登

録）聞き方をペアで考えさせる。発表させる。 

（事情説明：空港で市役所に行くように言われました

が、どの課に行けばいいでしょうか。） 

＊浦安市役所動画 

５分 自己紹介の宿題のリマインダー（自分の行くところ／県

のサイトを見てくださいね。） 

アンケート記入・質問 

＊アンケート用紙人数分コピー 
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スライド   

グルノーブル大学使用 
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依頼メールのフィードバック 

プリント グルノーブル大学 ルーヴァン大学使用 
  

From: amélia.m@hmail.com 

To: internship@chibatown.org.jp 

Subject: ビザ申請用書類のお願い「フランス国際交流委員 Martin」 

 

千葉市役所 

国際交流課 課長○○様 

 

はじめまして。  

フランスから国際交流委員としてそちらに参りますアメリア・マルタン（Amélia Martin）と

申します。 

 

私は来年の 9 月から千葉市役所でインターンシップをすることになりました。そして、先

日、県庁の○○様から、ビザを申請するようにメールをいただきました。そのためには以下

の書類が必要です。 

「申請人の日本での活動内容、期間、報酬などの待遇を記載した資料」 

 

お忙しいところ申し訳ありませんが、この書類を送っていただけませんか。 

できましたら、12 月 15 日までにメールでお願いします。  

 

 

 

 

大変お手数をおかけいたしますが、どうぞ宜しくお願いいたします。 

ご返事 をお待ちしております。 

アメリア・マルタン 

Amélia Martin 

5, Place Victor Hugo  

38000 

Grenoble, FRANCE 

 

仕事での挨拶 

・既に知っている人：お世話になっております。 

・初めてメールする人：はじめまして、（自分の名前）と申します。 

 初めてメールさせて頂きました。 

 

この場面では、下ですね。前のメールは県庁からでしたね。 

  

メールの目的と、誰からのメールかはっきり

分かるように書きましょう。 

そのほうが早く、対応してもらえます。 

最初にメールを送ってくれた人の「部署」

「肩書き」「氏名」を書きましょう。 

下の説明を見てください。 

メールの目的を説明しましょう。 

頼まれた人の気持ちを考えて丁寧にたのんでみましょう。「いつまでに必要か」

「送り方」をはっきりと書きます。 

仕事のメールの最後の挨拶を書きます。 

最後には署名を入れましょう。 
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スライド ルーヴァン大学使用 
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ホームステイ先からのメール 例 
ルーヴァン大学使用 
 

全員にそれぞれ住所を入れて送付し、各自住所を読む 

 

・・・・・様 

 

 この度はお申し込みを頂きましてありがとうございました。 

お客様のホームステイは下記のお宅になりましたのでご連絡いたします。 

 

 吉田たかし様 

熊本県熊本市中央区二の丸 2 

  

何かご質問などがありましたら、ご遠慮なくご連絡ください。 

宜しくお願いいたします。 

  

鈴木ようこ 

++++++++ 

ホームステイ イン ジャパン 

東 京 都 千 代 田 区 神 田 佐 久 間 町 ４ － ６  東 邦 セ ン タ ー ビ ル ５ 階 

TEL:03-3866-0139 FAX:03-3866-0138 

 

 

 
* 住所を記載した紙を準備し学生に配布（住所を言う練習のため） 

 グルノーブル大学・ルーヴァン大学 

  



 

55 

 

成田空港入国審査のロールプレイ：入国審査官質問リスト  

グルノーブル大学使用  

質問 わからないときのバリエーシ

ョン 

チェックポイント 

① お名前は？  氏名がはっきり聞き取れるか

どうか 

② 国籍は？ 国籍はどちらですか。どこの

国から来ましたか。 

「国籍」が理解できるか 

③ 出身地は？ フランスのどこの地方出身で

すか。どの地方から来ました

か。どこの町に住んでいまし

たか。実際は入国審査で聞か

ないだろうがそれはフランス

のどこにあるんですか。とか

聞いてもよいかも入れない。

フランスの南東、スイス・イ

タリアの国境近くなど。。。の

答え。 

地方がわからなかったら町の

名前（グルノーブル）でもよ

い 

④ 生年月日は？ 生まれた年と日にちを教えて

ください。何年の何月何日に

生まれましたか。 

 

〔関連質問〕本国での職業は

何ですか 

フランスでの職業は。学生で

すか。専攻はなんですか。専

門は何ですか。何を勉強して

いましたか。 

 

⑤在留地はどこですか。 日本でどこに住みますか・住

所を言ってください。 

 

⑥在留の目的は？ 滞在の目的は何ですか。日本

に来た目的は何ですか。 何

のために日本に来ましたか。

日本で何をしますか。 

 

⑦在留資格は（？） 日本ではどんな資格で滞在し

ますか。 

「出入港で資格外活動許可申

請ができるようになった」と

いうことから、資格外活動は

ありませんね、と念を押して

もいいかもしれない。国際交

流員としての仕事以外のアル

バイトはできませんがいいで

すね。 

国際交流員として  

上の質問ですでに答えている

かもしれない 

⑧在留期間は？ 日本の滞在期間は？日本には

どのぐらい滞在する予定です

か。いつまで日本に住む予定

ですか。 
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成田空港入国審査のロールプレイ：チェックシート 

ルーヴァン大学使用 * ルーヴァンでは読解の後にロールプレイを実施した。 

 
  学生 1 学生 2 学生 3 学生 4 

1 お名前は？ 

（氏名がはっきり聞き取れるか） 

    

2 国籍は？ 

国籍はどちらですか。 

どこの国から来ましたか。 

    

3 出身地は？ 

ベルギー・オランダのどこの地方出身ですか。 

どの地方から来ましたか。 

どこの町に住んでいましたか。 

それはベルギー・オランダのどこにあるんですか。 

    

4 生年月日は？ 

生まれた年と日にちを教えてください。 

何年の何月何日に生まれましたか。 

    

5 本国での職業は何ですか 

ベルギー・オランダでの職業は。 

学生ですか。 

専攻は何ですか。専門は何ですか。 

何を勉強していましたか。 

    

6 在留地はどこですか。 

日本でどこに住みますか。 

住所を言ってください。 

    

7 在留の目的は？ 

滞在の目的は何ですか。 

日本に来た目的は何ですか。  

何のために日本に来ましたか。 

日本で何をしますか。 

    

8 在留資格は？ 

日本ではどんな資格で滞在しますか。 

資格外活動はありませんね。 

インターンシップ以外の活動はありませんね。 

インターンシップ以外の仕事がありませんね。 

（はい、ありません） 

じゃ、国際交流員以外の仕事かアルバイトはできま

せん。 

    

9 在留期間は？ 

日本の滞在期間は？ 

日本にはどのぐらい滞在する予定ですか。 

いつまで日本に住む予定ですか。 

    

10 これを持って市役所に行って、住民登録してくださ

い。 
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読解テキスト 

グルノーブル大学 ルーヴァン大学 使用 

 

   新しい外国人在留管理制度がスタート 
 

従来の外国人登録制度が、新しい管理制度に変わりました。現在は外国人登録 

証明書のかわりに外国人住民に在留カードが交付されます。カードには本人の写真、

名前、在留資格、在留期間など基本個人情報が記されます。この新システムは 

2012 年 7 月 9 日に導入されました。 

 

成田空港、羽田空港、中部空港及び関西空港においては、旅券に上陸許可の認印

をするとともに、上陸許可によって中長期在留者になった方には在留カードが交付 

されます。 

          

                                  在留カードの見本 

 

その他の出入国港においては、旅券に上陸許可の認印が押され、横に「在留カー

ド後日交付」と記載されます。この場合には中長期在留者の方が市区町村の窓口に

住居地の届出をした後に、在留カードが交付されることとなります（原則として、

地方入国管理官署から当該住居地に郵送されます）。 
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この新しいシステムについて、入国管理局は、中長期の在留資格で正規に日本に

住む外国人にはより便利になったと言っています。それは、これまで３年だった最

長在留期間が５年になり、さらに、日本を出国し、出発の日から 1 年以内に再入国

する有効なビザを持つ外国人には再入国手続きがなくなったからです。 

 

この新制度は｢日本人の配偶者およびその子ども等｣や｢長期在留者｣の在留資格を

持つ日系人および日本人と結婚した人、それに、｢技術者｣、｢人文知識・国際業務｣

などの資格で日本で働く人、および技能実習生、学生、永住者にも適用されます。 

 

 ただし、観光客として短期間日本を訪れる人には適用されません。また、従来の

外国人登録制度のもとでは不法住民も登録できましたが、新管理制度では登録でき

ないようになりました。そこで、入国管理局は、現在、日本に不法に滞在している

外国人は、 ただちに最寄りの入国管理局に行き、必要な手続きをするよう、すすめ

ています。 

 

参考文献： 

『ひらがなタイムス』2012 年 3 月号 pp.18‐21 

｢出入国港での手続き｣ http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/port-city.html 

 

* 両大学で学生の母語の語彙表を配布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/port-city.html
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読解タスクシート  

配布プリント グルノーブル大学使用 

 テキストタイプと接続詞
せつぞくし

 

このテキストは｢説明文
せつめいぶん

｣
」

ですが、どんな構成
こうせい

になっているでしょうか。 

｢接続詞｣を結
むす

んで行くと、テキストの流
なが

れが見えてきます。 

 このテキストでは第
だい

４
よん

段落
だんらく

から｢説明｣の接続詞がたくさん出てきます。 

説明の接続詞を見つけて  □（四角）で囲んでみましょう。次にどんなタイプの説明か、a ～

d の中から選
えら

んでみてください。 

¶４  それは （  ） 

     ↓ 

    さらに （  ） 
…………………………………………………………… 

¶５  それに （  ） 
…………………………………………………………… 

¶６  ただし （  ） 

     ↓  

    また  （  ） 

     ↓ 

    そこで （  ） 
…………………………………………………………… 

a)   追加
ついか

 (ajout) の説明     b )   例外
れいがい

(exception) の説明 c )   解決
かいけつ

 (solution) のため説明 

d )   具体的
ぐたいてき

 (concrete) な説明 

Vrais / Faux questions :  

日本に来た研修生は、空港で在留カードがもらえます。  

在留カードがもらえる日本の空港は 3 つあります。 

旅行者も在留カードがもらえます。 

日系人や日本人と結婚した人は在留カードがもらえます。 

不法滞在者はすぐに自分の国に帰らなければなりません。 

技術者や国際関係の仕事をしている中長期滞在者は在留カードをもらうことができます。 
 

Q/  在留カードがもらえる人はどんな人ですか。 
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公的機関で使用する語彙・表現のプリント（「お役所言葉２」） 
 

「お役所言葉」に強くなろう！その２ グルノーブル大学使用 

 
キーワード →  自分でキーワードだと思ったものをリストにしてみよう。 

例）手続 手続きをする、 届出 届出をする 届け出る  

お役所言葉の特 徴
とくちょう

3：受
う

け身形
みけい

がよく使われる。  

 テキストの中で受け身形はどんなふうに使われているだろうか？受け身形の動詞
どうし

に   

下線
かせん

を引
ひ

いてみよう。 

漢字ばかりの長い言葉 2 →どういう意味？漢字から類推
るいすい

してみよう。 

成田空港 羽田空港 → 出入国港 

上陸許可 

市区町村 

中長期在留者 

 

硬
かた

い表 現
ひょうげん

をやさしい言葉に 

 

 以下は文中に出てきた言葉。言い換えられる表現を線でつないでみよう。他にも見つか

ったら書き足そう。 

従来    書く、記す 

現在    一番近い 

・・・するとともに 郵便で送る 

本人の   今 

記載する   ・・・し、また・・・ 

郵送する   すぐに 

ただちに   これまで、今まで 

最寄りの   その人の 

 

下線の部分を言
い

い換
か

えてみよう。 

日本人の配偶者およびその子供等 (vers l’expression « normale »)  

 

成田空港や関西空港では、中長期滞在が認められた人には在留カードが交付されます。

(vers l’oyakusho-kotoba) 

 

この新制度は「技術者」などの資格で日本で働く人や技能実習生、学生などにも適用されま

す。(vers l’oyakusho-kotoba) 

 

コロケーション → 一緒に使える動詞を◯で囲
かこ

もう。 

【システム、制度を】   交付する 導入する 登録する 適用する 
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【在留カード、公的な証明書を】   申請する 取得する 交付する 登録する 

 

名詞修飾
めいししゅうしょく

 → □で囲まれた名詞を修飾している部分に下線を引こう。そのあと訳して

みよう。 

例）観光客として短期間日本を訪れる人には適用されません。 

 (Ce système) ne sera pas appliqué à la personne visitant le Japon en tant 

que touriste pour une courte durée. 

これまで３年だった最長在留期間が５年になります。 

さらに、日本を出国し、出発の日から 1年以内に再入国する有効なビザを持つ外国人には

再入国手続きがなくなります。 

おまけ：本当に分からない名詞修飾 

この新制度は「日本人の配偶者およびその子供等」や「長期在留者」の在留資格を持つ日

系人および日本人と結婚した人に適用されます。 

…この新制度は一体誰に適用されるのでしょう？ 
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読解
どっかい

タスクシート 
ルーヴァン大学 使用 
 

① 在留カードは何ですか。 

 

② 在留カードはどうやって受け取りますか。 

 

 漢字ばかりの長い言葉 →どういう意味？漢字から類推
るいすい

してみましょう。 

成田空港 羽田空港 → 出入国港 

上陸許可 

市区町村 

中長期在留者 

 

③  

 読みながら、接続詞に印をつけてください。その接続詞はどの役割がありますか。 

 

 名詞修飾 → □で囲まれた名詞を修飾している部分に下線を引いてください。 

 

さらに、日本を出国し、出発の日から１年以内に再入国する有効なビザを持つ外国人には再

入国手続きがなくなります。 

 

 〇×問題 

次の人は在留カードがもらえますか。 

1. （  ）旅行者 

2. （  ）日本人と結婚したベルギー人女性 

3. （  ）日本の会社でロボットを作る技術を習うフランス人 

4. （  ）日本の会社で働くブラジルの日系人 

 

④ 硬い表現をやさしい言葉に 

 以下は文中に出てきた言葉。言い換えられる表現を線でつないでみよう。他にも見つか

ったら書き足そう。 

従来    書く、記す 

現在    一番近い 

・・・するとともに 郵便で送る 

本人の   今 

記載する   ・・・し、また・・・ 

郵送する   では 
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成田空港入国審査のロールプレイ：在留カード例 
 

グルノーブル大学・ルーヴァン大学使用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本国政府       在留カード     番号 AB12345678CD 

氏名 X 
 

生年月日      1994 年 4 月 30 日       性別 男 M.        国籍・地域   ベルギー   

 

住居地 宮城県仙台市青葉区川内 34-1 

 

在留資格 特定活動 就労制限の有無 有・国際交流員 
 

在留期間（満了日）1 年（2015 年 8 月 31 日） 
 

許可の種類 在留期間更新許可（東京入国管理局長） 

 

許可年月日2014年9月1日 交付年月日 2014年9月1日 

 

このカードは 2015 年 8 月 31 日まで有効  です。        法務大臣○,印 

 

写 真

 

日本国政府       在留カード     番号 EF12345678CD 

氏名 X 
 

生年月日     1994 年 4 月 18 日       性別 男 M.        国籍・地域 ベルギー   

 

住居地   高知県高知市丸ノ内 1-2-20  

 

在留資格 特定活動 就労制限の有無 有・国際交流員 
 

在留期間（満了日）1 年（2015 年 8 月 31 日） 
 

許可の種類 在留期間更新許可（東京入国管理局長） 

 

許可年月日2014年9月1日 交付年月日 2014年9月1日 

 

このカードは 2015 年 8 月 31 日まで有効  です。        法務大臣○,印 

 

写 真
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授業担当教官 内省 

グルノーブル・スタンダール大学：牛山和子  
 

第一回目の模擬授業を受け、第二回目の授業は依頼メールの書き方についての情報 、

「依頼メールの書き方がわかる」及び宿題のフィードバック「自分の書いたもの（メール）

の良い所、悪い所を知る」（チェックリスト 1-1-1, 1-1-2）からスタートした。宿題となって

いた依頼メールを提出した学生には添削したものを返却し、その後、全員で依頼メールの書

き方のポイントを確認した。10 分という短い時間であったため、宿題をしていなかった学生

には授業のテンポが速く感じられたかもしれない。第二回目の授業ではこの 2 項目の他 8 つ

の Can-do があり、以下の 4 つの活動に分けて行われた。 

1.  入国に関する知識を学ぶ：「日本の空港での入国の流れを理解する」（1-2-1）「コ

メントが言える」（1-2-2） 

2.  ロールプレイ：「入国審査官の質問に答えられる」（参与教師との会話 1-3） 

3.  読解活動：「外国人在留カードに関する記事を読んで情報カードに関する情報が

集められる」（1-4） 

   「外国人在留カードについて理解できる」（1-5） 

   「（教師に）聞かれた内容をテキストから探す」（1-6） 

「公的機関の文書に出てくる語彙・表現を習得」（1-7）  

4.      市役所に行って情報を得る活動：「市役所で受付の人に用件を説明して必要な情 

          報を聞く」（1-8） 

    この中で学生が普段以上の力を求められた活動は 2 の「入国審査官の質問に答えられる」

（参与教師とのロールプレイ）と 3 の在留カードに関する一連のテキスト読解活動であった

かと思う。どちらの活動も語彙・表現ともに学生にとって難度の高いものだったからである。

しかし、参与教師とのロールプレイでは、学生は戸惑ったり顔を赤くしたりしながらも懸命

に入国審査官の質問に答え、この「本当のコミニュケーション活動｣を生き生きと楽しんで

いたように思う。これはロールプレイ後の学生とのやり取りの中でも感じられた。 

続く 3 の読解活動は、学生にとってテーマ、内容、語彙・表現ともに難しいテキストを途

中 10 分の休憩を挟んで約 30 分（＋10 分の語彙･表現のための練習問題）で理解するという

もので、具体的な教案を立てるのが最も難しい箇所であった。「授業シュミレーション」の

段階で学生の負担がかなり大きいことが予想されたため、負担をできるだけ軽くするような

流れやリズムを作りたいと考え、キーワードやテキストのポイントが掴めるような質問を心

掛けた。また、読解ストラテジー（スキャニングなど）を随時織り込み、語彙・表現を学ぶ

練習問題もマッチング形式などを使い、学生が挫折せずにすむ流れになるよう教案の一部を

シナリオ化して備えた。学生は時折不安そうな困ったような表情を浮かべることもあったが、

真剣な面持ちで読解作業に取り組み、テキストの大枠は理解してくれたかと思う。 

模擬授業から時間をおいて行われた最終アンケートの回答で、この読解活動に対して、進

行は早かったものの有益な活動だったというコメントがいくつか寄せられたことには大いに

励まされた。難しさ＝辛い活動ではないこと、読解という、それ自体は受身の活動であって

もテーマや教材の選択、学習コンセプト（社会や生活の中での課題解決学習）、授業の展開

の仕方によっては CEFR が提唱する行動主義に基づいた活動に発展させていける可能性があ

ると感じた。授業の流れ（特に 3 から 4 への流れ）など反省すべき点も多々あるが、全体と

しては 120 分という時間的制約の中、学生の意欲と同僚である参与教師の協力に支えられ、

学生の力の一部を引き上げる授業ができたのではないかと思う。「公的機関」をテーマとし

た B1（B2）レベルの授業の具体的な構成を考える貴重な経験を得たことに感謝し、B1 プロ

ジェクトにおける今後のカリキュラム作りに役立てていきたいと願っている。  



 

65 

 

ルーヴァン・カトリック大学：ベルマンス・クララ   
 

1．各項目の Can do を学生が達成できたか 

1-0 

-  ホームステイの申し込み用紙の間違いがわかる 

とてもよくできた・できた・できなかった・わからない 

  *あまり難しくない課題なので、フィードバックすることは少ない。 

‐ホームステイ先の住所が読める 

とてもよくできた・できた・できなかった・わからない 

   *読めない漢字が多いから、教師からの説明が要る。 

「2-12」を読むときに「の」を入れるという説明が必要だ。 

1.1  

‐依頼メールの書き方がわかる。 

とてもよくできた・できた・できなかった・わからない 

*自分が書いたものを書き直すのはとてもいい練習だが、PPT を見る前に、その課題

をはっきりする必要がある。学習者は PPT を見ながら、わかったようだったが、書

き直しをするときに、どう書けば良いか分からない人が多かった。PPT のまとめや適

切な表現のリストを渡した方がよかったと思う。 

‐自分の書いたものの良い所、悪い所を知る。 

とてもよくできた・できた・できなかった・わからない 

 *学生によって差がある。 

 *時間があれば、個人指導をすればいい。 

1.2  

‐入国の流れを理解する。 

とてもよくできた・できた・できなかった・わからない 

 *時間があれば、ビデオの内容がわかったかどうか、聴解活動を入れたらいい。 

‐コメントが言える。 

とてもよくできた・できた・できなかった・わからない 

*全員のコメントを聞く時間がなかった。１人の学習者が長く語った。  

1.3  

‐入国審査官の質問に答えられる。＜入国審査官は参与教師だったので、私は観察した。＞ 

   *非常に現実的で、学生が緊張していた。 

*学習者は在留カードをもらったときにとても喜んでいた。 

ロールプレイが終わった人は友だちにカードを見せたり、自分が言った間違えや分か

 らなかった質問について話したりしていた。 

1.4  

‐外国人在留カードに関する記事を読んで、情報カードに関する情報（取得の仕方、内容）

が集められる。 

とてもよくできた・できた・できなかった・わからない 

    *学生によって差がある。 

 *この活動には教案で４５分がとってあったが、前の活動が少し長くなって、時間が

 足りなくなった。学習者にもうちょっと読む時間を与えれば良いと思う。 

1.5  

‐外国人在留カードについて理解できる。 

とてもよくできた・できた・できなかった・わからない 

1.6  

- 聞かれた内容をテキストから探す。 

とてもよくできた・できた・できなかった・わからない 

*学生によって差がある。 
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*もうちょっと時間があれば、できなかった学生もできたかもしれない。 

1.7 

‐公的機関の文書に出てくる語彙・表現を習得 

とてもよくできた・できた・できなかった・わからない 

*一回目の模擬授業の復習にもなって、とても良い練習だ。 

1.8  

‐市役所で受付の人に用件を説明して必要な情報を聞く 

とてもよくできた・できた・できなかった・わからない 

*受付の人に話をするときに、前置きの表現を使わなかった学生はほとんどだ。 

そのポイントについて教師の指導が必要。 

 

2．文法事項や語彙の指導は充分か・過剰か 

充分  

 *名詞修飾以外に、文法事項の指導がなかった。 

 

3. 学生が課題を達成できていなかった場合、原因は次のどれか 

達成できていた できていない 

*読解活動：質問に答えられなかった学習者もいた。それは時間が足りなかったから

 かもしれない。または、教師の指導が足りなかったから。 

*メールの書き直し：PPT を見る前に、書き直すタスクをもっと説明すればよかった。

 そして、PPT を見てから、まとめを渡せば、書き直す作業ももっとできると思う。 

 

4．学生が生き生きと参加していたか。 

していた  

 *小さいグループ（８人）での授業はとても楽しい。学習者は普段の授業よりリラッ

 クスしたようだった。  

 

5. 生き生きと参加しなかった場合、その原因は何か 

なし 

 

6. 流れに不自然なところがあったか。 

・流れは自然だった。非常に現実的で、学習者の動機付けになったと思う。 

 

7. 教えにくい項目があったか。 

・読解活動 

読解を教える経験がなくて、指導が難しかった。例えば、読む時間をどれぐらい与えた

らいいかよくわからなかった。学習者は語彙表があっても、質問の答えを探すのは思っ

たより時間がかかった。 

教案では４５分の活動になった。前の活動が予定より長くなったので、焦った。学習者にも

っとじっくり読む時間を与えてよかったと思う。 
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参与教官コメント 

グルーブル・スタンダール大学参与教官：竹内、永田、東、ルメトル 

 

参与チェックシート 

1.各項目の Can do を学生が達成できたか   

1-1 依頼メールの書き方がわかる。・・・できた 1 わからない 3 

*教師の説明を聞いてはいた。 

*模擬解答と教師の説明があったので理解できたと思う。 

自分の書いたもの良い所、悪いところがわかる。・・・できた 1 わからない 3 

*依頼メールの模範解答は、学生に見せたがあまり時間が割かれなかったため学生の

理解の有無や度合いは分からなかった。 

*宿題をやってきた学生はできた。 

*やらなかった 

1-2 入国の流れを理解する。・・・・・・・とてもよくできた 1 できた 3 

*教師の説明でもっとよく分かったと思う。 

コメントが言える・・・できた 1 できなかった 1 わからない 2 

*空港に着いてからの手続きに関する動画は、見ている時に学生の反応があり、興味

をもって見ることができ、また比較的よく理解していたように感じた。コメントは言

う時間がなかった。 

*やっていない 

*言えるかもしれないが特にコメントは出なかった。 

1-3  入国審査官の質問に答えられる・・・できた 4 

1-4 外国人在留カードに関する記事を読んで、情報カードに関する情報（取得の仕方、内容）

が集められる。・・・・・・・・・・・できた 3  わからない 1 

*教師の説明でできたと思う 

1-5 外国人在留カードについて理解できる。・・・できた 2  わからない 1 

 *学生による 

*教師の説明でできたと思う。 

1-6 聞かれた内容をテキストから探す・・・・・できた 2 わからない 1 

*学生による 

*「全部わからなくていい、質問の答えを探す」と教師が学生に伝え、スキャニング

のストラテジーを伝えたことで、学生の不安を取り除くこともできたと思う。 

1-7 公的機関の文書に出てくる語彙・表現を習得・・・できた 1 わからない 2 

  *理解はしたが習得できたかわからない。 

1-8 市役所で受付の人に用件を説明して必要な情報を聞く・・できた 2 わからない 1 

 *教師の補助でできた。 

 

2 文法事項や語彙の指導は十分か・過剰か・・・充分 2 

*はやかったが説明あり 

*ビデオの語彙もリストにいれたらよいかもしれない。  

 

3 学生が課題を達成できていなかった場合、原因は次のどれか。 

 

4 学生が生き生きと参加していたか。・・・していた 3 

* 特に入国審査員との会話。 

5 生き生きと参加しなかった場合その原因は何か 

 

6 教案の流れが自然だったか・・・自然だった 2 

課題の意味を学生が理解できていたか・・・できた 2 わからない 1 
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コメント 

 

 外国人在留カードに関する記事を読む活動は教師がかなり補助する形で行われた。最終的

には求める情報は理解できたのではないかと思うが、学習者の自立性を尊重するためにはも

っとタスク達成のための時間を与えるべきだと思った。また、全体の状況設定の中で、なぜ、

どのような理由でこのテキストを読むことになったのかという意味付けが薄く、このタスク

の部分は「語学の授業」として機能していたように感じた。 学生は全体に生き生きと参加

していたと感じた。また、学生からの感想でも何度も指摘されていたが、ロールプレイが楽

しかったようだ。私がロールプレーの際に担当した学生については、おおまかタスクをこな

していたが、生年月日でつっかえていた。住所などは言えてうれしそうだった。外国人在留

カードに関するテキストは、習者の語彙力と比較してやはり難しかったようである。こうい

った場合、ふりがなをふるなどの補助があったほうがよかったのではないかと思った。また、

実際の場面での読む活動とは離れるが、読解活動のどこかの段階で教師がテキストを音読す

る等も学習効果という点では有効かもしれない。学習者のレベルに比して難度の高いタスク

を行う際に、状況設定や教材のリアルさ、および学習者の自主性を損なわずに教師がどのよ

うに介入するか、という問題は、今回の模擬授業を構築する中で何度も遭遇した。非常に重

要なポイントであると思う。（竹内） 

 

 依頼メールの書き方のタスクでは、学生は皆説明をよく聞いていたが、反応が少なく、依

頼メールのポイントを理解できたかどうかよくわからなかった。ある学習者はモデル文を見

てより丁寧であると述べている。素早く丁寧さのマーカーを読み取ったようだ。 ビデオを

見て入国審査の流れを理解するタスクでは、スキーマがあるからだろうか、複数の学生が教

師の質問に答えられた。入国の手続きの手順がよく理解できたようだ。入国審査のロールプ

レイでは生年月日や在留地という語彙がわからず、質問をし直す必要があったが、答える事

ができた。在留資格を留学生だと勘違いしている学生もいた。教室での入国審査のロールプ

レイという活動は、現実を模倣するシミュレーションなので、学習者がシナリオ設定をよく

理解していないと遂行は難しいだろう。在留カードに関する読解のタスクでは、皆真剣に読

んでいた。１回目の授業でビザ取得に関する情報を読んだが、実際の法務省のサイトを読む

のは「難しい」という心理的な抵抗が大きいように感じられたが、今回の読解テキストは授

業用にリライトしたもので、さらに語彙表があったせいか積極的に読解タスクに取り組んで

いるように見えた。ビザや在留カードという同じ領域の読解テキストを読むことで、関連語

彙に慣れてきたということも考えられる。また、入国手続きについてのタスク、在留カード

取得のロールプレイに続いて、新しい在留カードのシステムについての読解、とタスクの流

れが自然だった。 次の市役所の動画を見るタスクでは、ビデオを見て何をしなければいけ

ないのか少しわかりにくかった。今回の授業では、フランス（学習者の居住地）から依頼メ

ールを書く、次に日本で入国審査を受ける、そして日本の滞在地の市役所で住民登録をする、

とタスクごとに場面が変わり、状況の設定の切りかえについていくのが難しかったかもしれ

ない。学習者のモチベーションを上げるためにも、タスクの状況設定を明らかにし、学習者

が遂行すべき行動を明確にすることが大事ではないかと思った。（永田） 

 

  学生たちは空港のビデオを興味深く見ていた。そのあとで学生に発言させる活動を入れ

るとよかったかもれしれない。入国審査官とのインタビューのロールプレイは学生は緊張し

ながらも楽しそうに参加していた。審査官の質問には自分の国際交流員としての滞在目的、

県庁の名前などを言わなくてはならないのだがひとり、「グルノーブル大学の学生です」「柔

道をしにいきます」のように実生活のことを答えてしまった学生がいた。タスクの意味がわ

かっていなかったのか、ロールプレイで緊張して架空の設定を忘れてしまったのか。この授

業では学生はすべて日本に研修に行く架空のミッションを持つ人物として行動しているとい

うメタレベルのルールを明示する必要があると感じた。外国人在留カードに関する記事の読

解は、学習者が『読解』活動に集中できるためには、ある程度の時間をこの活動のために割
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き、ワード版を学生がオンライン辞書などを活用して読むようにすればよかったのではない

かとあとから思った。学習者は熱心に取り組んでいたが、教師先導型で学習者は受身になっ

てしまいがちなので、学習者にタスクを明示し、例えば、わかったことをあとから再話させ

るなどの活動を組み入れることも可能ではないかと感じた。（東） 

 

  2 時間の授業では少し詰まった感じがしたが、色々な活動があってとても充実した内容だっ

た。全体的に読んだり質問に答える活動が多かった感じもした。（ルメトル） 
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ルーヴァン・カトリック大学参与教官：ヴェルプランク・櫻井 

 

1．各項目の Can do を学生が達成できたか 

とてもよくできた・できた・できなかった・わからない 

1-0 

-  ホームステイの申し込み用紙の間違いがわかる 

 できた 2 回 

‐ホームステイ先の住所が読める 

    わからない 2名 

  *入国審査のとき確認 

1.1  

‐依頼メールの書き方がわかる。 

できた 2 名 

* 学生がうなづいたり質問に答えているので本当にできたかどうかは書き直しを見な 

いと分からない。 

*PPT がわかりやすく、視覚的な教材はわかりやすいし、全員で同じものが見えるの 

はいいと思う。 

‐自分の書いたものの良い所、悪い所を知る。 

 できた 1 名   わからない 1 名 

 *学生が自分のものをゆっくり内省する時間を設けた方がよかった。 

 *パワポと説明のおかげでわかったようだが、例えば、先週使わないほうがいいと言 

 っていた「お元気ですか」を使った学生がいた。学生が内省している時に先生が回っ 

 て、学 生は質問できたが、教材として作ったパワポのポイントをリストアップして 

 渡したほうがもっと意識化ができたのではないか。（例：場面に合わせた決まり文句、 

 「できるだけ早く」の代わりに何日までに必要か日にちを入れることなど） 

1.2  

‐入国の流れを理解する。 

 とてもよくできた 1 名 できた 1 名 

‐コメントが言える。 

 わからない 2 名 

* ビデオを見せたらそのあと意見交換をして、ビデオの目的、内容などを内省する時 

間を作る方が有効だ。学生一人一人異なる印象を持つはずでそれを共有する時間が必 

要。 

*経験のある学生は生き生きと経験談を話した。 

1.3  

‐入国審査官の質問に答えられる。 

＜後掲 *成田空港入国審査のロールプレイ評価表 参照＞ 

  できた＋できなかった 2 名 

   *入国審査のときの確認では、「－」を「の」と言える学生は半分だった。また住所 

 がいえない学生もいた。日本の住所の言い方は学生にとって思ったより難しいようだ。 

 「生年月日」「在留期間」「国籍」「出身地」など見たら分かるが、聞いてわかるのは 

 難しいようなので、指導が必要だと思う。 

* Leuven では 1.4 の読解活動の後に実施した。答えられたかどうかは個人差があ 

 った。しかし、現実的で非常にいいタスクだったと思う。 

* インターンシップで在留する場合にアルバイトができるかどうかなど、知識として 

教えておいた方がいいようだ。 

1.4  

‐外国人在留カードに関する記事を読んで、情報カードに関する情報（取得の仕方、内容）

が集められる。 
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    できた 1 名  できた＋できなかった 1 名 

   *学生によって差がある。しかし、現実的で動機付け強く、学生が集中して授業を受 

 けていた。 

 *語彙表がないと、調べる語彙が多く非常に時間がかかる。しかし、現実に学生がこ 

 のテキストを読んで課題を遂行する際には語彙表はないので、授業の運営と現実的な 

 活動のバランスは検討するべきだろう。 

 *自律的に活動させる場合には時間の余裕が必要だ 

1.5  

‐外国人在留カードについて理解できる。 

   とてもよくできた 2 名  

   * 学生は読む前にカードのイラストを見て、イラストに書いてある情報（漢字）を 

 得た。また教師が、実物を持ってきて経験談を話したのは具体的でよく理解した。読 

 解練習のいい前作業だった。 

1.6  

- 聞かれた内容をテキストから探す。 

   できた＋できなかった 

*個人差があるが、いい練習だと思う。 

*語彙表があってもそんなに簡単ではない。どの段落を見ればいいかを言わないとわ 

かりにくい場合もあった。読む時間はかなり短かかったから？ 

1.7 

‐公的機関の文書に出てくる語彙・表現を習得 

できた 2 名 

*自立した言語使用者を目指す B1 レベルの学習者にとって漢字語彙・語彙習得のス 

トラテジーの習得は大切だと考える。そのためのいい課題だったと思う。 

*漢字から類推：先生の質問に答えながらできた 

接続詞：間違いはあったができた。 

名詞修飾：難しいからもっと練習が必要だ。オランダ語に翻訳させる練習をすると日 

本語の特徴にもっと気づくのではないかと思う。（オランダ語では非常に長くなる） 

硬い表現：第１回目と同じ語彙もあったがかえってよかった。馴染みのない語彙は何 

度も繰り返すことによってもっと定着でできる。 

1.8  

‐市役所で受付の人に用件を説明して必要な情報を聞く 

できた 1 名  できた＋できなかった 1 名 

*全員に確認できなかったが、発言した学生は説明ができ B1 レベルの発話ができた。 

*入国審査の最後で「これを持って市役所に行って、住民登録してください。」をはっ 

きり言って、学生が皆分かったと言っていたのに、ここではほとんどの学生が「住民 

登録」が答えられなかった。それは多分、「市役所」だけがわかっていて、住民登録 

というキーワードが分からなかったためではないか。 

 

 

2．文法事項や語彙の指導は充分か・過剰か 

充分 2 名 

 *「住民登録」がわかっていなかったが、それ以外はわかっていた。 

 *読解活動で、教師が接続詞の目的を説明すると学生はうなづいていた。特に、読解 

 では、教師の指導が必要だ。質問しながら答えを引き出すため。 

 

3. 学生が課題を達成できていなかった場合、原因は次のどれか 

達成できていた 1 名 達成できていた できていない 1 名 

*読解は教師の指導が必要だった。 
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4．学生が生き生きと参加していたか。 

していた 2 名 

 *前回同様、非常に楽しそうに熱心に参加していた 

 *読解作業のとき一人の学生は「わかりません」とあきらめそうになり、教師が「じ 

 ゃ、どうする、ベルギーに帰る」と言って、動機付けする必要があった。 

 

5. 生き生きと参加しなかった場合、その原因は何か 

なし 

6． 

-教案の流れが自然だったか  

自然だった 2 名 

*始めの教案とは変更して、読解の後で、入国審査官とのロールプレイをしたのはよ 

かった 

‐課題の意味を学生が理解できていたか 

できていた 2 名 

*日本に行く可能性が高いため、現実的な場面で関心が高かった。 
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*成田空港入国審査のロールプレイ 評価表 2013 年 3 月 6 日 ルーヴァン 

 

 

  

  人数 

1 お名前は？ 

（氏名がはっきり聞き取れるかどうか） 

８ 

2 国籍は？ 

国籍はどちらですか。 

どこの国から来ましたか。 

３ 

３ 

２ 

3 出身地は？ 

ベルギー・オランダのどこの地方出身ですか。 

どの地方から来ましたか。 

どこの町に住んでいましたか。 

 

それはベルギー・オランダのどこにあるんですか。 

２ 

４ 

 

２ 

― 

８ 

4 生年月日は？ 

生まれた年と日にちを教えてください。 

何年の何月何日に生まれましたか。 

１ 

７ 

― 

5 本国での職業は何ですか 

ベルギー・オランダでの職業は。 

学生ですか。 

 

専攻は何ですか。専門は何ですか。 

何を勉強していましたか。 

２ 

２ 

４ 

 

７ 

１ 

6 在留地はどこですか。 

日本でどこに住みますか。 

住所を言ってください。 

― 

８ 

８ 

7 在留の目的は？ 

滞在の目的は何ですか。 

日本に来た目的は何ですか。  

何のために日本に来ましたか。 

日本で何をしますか。 

４ 

１ 

― 

３ 

― 

8 在留資格は？ 

日本ではどんな資格で滞在しますか。 

資格外活動はありませんね。 

インターンシップ以外の活動はありませんね。 

インターンシップ以外の仕事がありませんね。 

（はい、ありません） 

じゃ、国際交流員以外の仕事かアルバイトはできません。 

１ 

１ 

― 

１ 

２ 

 

７ 

9 在留期間は？ 

日本の滞在期間は？ 

日本にはどのぐらい滞在する予定ですか。 

いつまで日本に住む予定ですか。 

２ 

１ 

２ 

２ 

10 これを持って市役所に行って、住民登録してください。 ８ 
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参加学生フィードバック 
グルノーブル大学 
I. 模擬授業に関しての意見 

1) 授業の流れについて 回答数 なぜか 

非常に良かった 3 ・また、よく構成された授業だった。 

・十分分かりやすく、速すぎなかった。 

・いくつもの活動で授業が分かれていて、違う能力を

伸ばせた。 

良かった 2 ・参加しなくてはいけない活動の方が多かった。 

・リズムはとても速かった。口頭と読みの活動が交互

にあって、学んだことを実践したり使ったりできた。 

よくなかった 0  

 

2) 授業の言語レベルは 回答数 なぜか 

ちょうどよかった 1 ・漢字や言葉を復習したり新しく学んだりするのに役

立った。 

よかった 4 ・難しかったが日本で生活をやり繰りするには必要。 

・語彙リストが便利だが目を通すのに時間がかかる。 

・難しい言葉が多くリストの中で探すのに時間がかか

ったが、生のテキストを読むのはいい。 

・語彙がまだ足りない。 

合っていなかった 0  

 

3) 授業のテーマ 回答数 なぜか 

非常に適切だった 5 ・日本に行くのにとても役立つ情報が得られた。 

・日本の滞在許可証の条件を知るのはとてもよい！とて

も役立ち実用的だ。 

・便利な情報なので内容もまた興味深かった。 

・役に立つ情報をたくさん勉強したので有意義だった。 

・私たちの場合、日本に行って役立つことがたくさん学

べたテーマだった。 

適切だった 0  

適切ではなかった 0  

II. 活動についてのあなたの意見。（今日何をしましたか。今日した活動についてどう思いま

したか。…） 

- 勉強しなくてはいけない漢字がまだたくさんあります！！（でも頑張ります !）活動に

バラエティーを持たせる努力がとてもあるとまた感じ素晴らしいと思った。役立つ語彙

シートがすぐにもらえたのが今回よかった。 

- 分かりやすかった！入国審査の面接はとても役立つと思った。教師と日本語を話して実

践できた！ 

- カードを取得する短いロールプレーが面白かった。模擬体験できた。 

- 日本到着で必要な手続きについての授業だった：将来、遭遇する状況なので面白かった。

日本でどんなタイプの質問をされるかがわかり、面接のシミュレーションは役立つと思

った。 

- 速読は難しかったが、明確な答えを探しながらなので、テキストがもっと分かりやすか

った。話す活動がとても面白かった。 

III. コメント、質問 

- もっと授業がないのが残念。リズムを落とし、もっとたくさん学べるかと思う。 
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ルーヴァン大学 
 

I. 模擬授業に関しての意見 

1) 授業の流れについ

て 

回答数 なぜか 

非常に良かった 8 ・スムーズに進んだ。 

・たくさんのインターアクションとバリエーションがあ

った。 

・一つのテキストの活動が長かったが、それ以外はとて

もいい流れだった。 

・すべてよく説明された。 

・先週と同じように全部スムーズでとても楽しかった。 

・面白いテーマ。そして先生がた（学生たち）すごいや

る気だった。 

・全部スムーズでインターアクションが多かった。 

良かった 0  

よくなかった 0  

 

2) 授業の言語レベル

は 

回答数 なぜか 

ちょうどよかった 4 ・今日は話されたことのほとんどが分かって、（先週よ

り）もっとよくついていけた。 

・テキストの語彙の説明が授業についていくために役に

立った。 

・大変なことがある。櫻井先生が速く話したとき（訳者

補足：入国審査官とのロールプレイ）は大変だった。で

もそれが自分の今の私たちのレベルより上だったからち

ょうどよかった。 

・たくさんの新しい語彙とまだ知らない漢字があった。

（＊） 

よかった 5 ・空港での語彙が難しすぎた。与えられたテキストもか

なり難しかったが語彙表でうまくいった。 

・一般的に言うと問題なかった。見たこと・聞いたこと

がない漢字や語彙があちこちあった。 

・読むテキストはちょっと難しかった。 

・難しい単語が多かったけど語彙表と説明があったから

問題がなかった。 

合っていなかった 0  

（＊）一人の学生が「ちょうどよかった」と「よかった」にチェック入れており、その説明

として（＊）を挙げている。 

 

3) 授業のテーマ 回答数 なぜか 

非常に適切だった 8 ・いつかこの場面に出会うことはきっとあるだろう。将

来へのいい準備だと思う。 

・日本に入りたければまず最初にしなければならないこ

とだからちょっと準備したほういいと思う。 

・いつか日本に行きたい人が知っておくと非常に便利な

ことだ。 
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・今日本に着いたら（カード申請、登録…）何をしなけ

ればならないか今私たちは知っている。 

・先週の続きで、実生活で使える。 

・前回と一緒 

・日本に行ったときにどうなるか知ったのはよかった。 

適切だった 0  

適切ではなかった 0  
 

II. 活動についてのあなたの意見。（今日何をしましたか。今日した活動についてどう思い

ましたか。…） 

- 空港のシュミレーションは将来にとても便利だ。 

- たくさん日本語が話せて、たくさんの新しい単語も習った。でも来週まで覚えていられ

るかどうかわからない。私たちはたくさんのいろいろな異なったことをやったのにとて

もリラックスした授業だった。今度日本に飛び込んだときに入国審査でずっと緊張が少

なくなるだろうと今期待している。 

- 空港のチェックイン（訳者補足：入国検査）はかなり気づきになった。でも日本への旅

行での困難のためにすごく勉強になった。だから満足している。 

- どのように知らない人に手紙を書かなければならないかを習った（何が適当で、何が適

当じゃないか…）。それはすごく役に立った。さらに日本に行くとき前もって何を準備し

なければならないか今分かっている（滞在地…）。 

- 空港ロールプレイはすごく役に立った！いつもとても緊張している、そして今日は日本

語でしなければならなくてもっとひどかった。でも、「the real deal」の準備になった。自

分の書いたメールの添削もすごく役に立った。自分で犯した間違いにもっと注意したし、

どうしてそれが間違いかももっとよくわかった。 

- 授業の構成はすごくよかったから、普段と違って私は授業に集中できた。つまり授業の

リズムはとてもよかった：遅すぎず退屈すぎない。でも、ついていけなくなるほど速す

ぎなかった。 

- 空港のロールプレイはすごく楽しくて、将来こういうことがどんな風に行われるかを知

ったことも便利だった。語彙とテキストもとても役に立った。それは将来よくその語彙

が必要になると思うからだ。 

- メールの添削はとても役に立った。テキストの読解と分析のとき、個人作業かクラス作

業の替わりに、多分まずお互いに（隣の人と）話し合ってもよかっただろう；もし時間

があれば。空港シナリオのスケッチは楽しくて勉強にもなった。完璧なアナロジーじゃ

なかったにしても。 

 

 

III. コメント、質問 

なし 
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第四章 第三回模擬授業 

-教案・教材・教師内省/コメント・学生フィードバック- 
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教案 

グルノーブル大学 （2013年 11月 29日） 

 

11月 29日（金）15:30-

17:30  

学習者：  5～7

名 

F110 プロジェクター、オーディオ、ビデ

オ確認 

CEFR B1のポイントとは？ 

やりとり方略：説明を求めること 

「B1：誰かが今言ったことの意味を明らかにするよう、または詳しく説明するよう人に求める

ことができる」 

語彙能力：使用語彙領域 

「B1：家族、趣味や関心、仕事、旅行、時事問題など、本人の日常生活に関わる大部分の話題

について、多少間接的な表現を使ってでも、自分の述べたいことを述べられるだけの語彙を持

っている。」 

ディスコース能力：場面に応じた柔軟性 

「B1：簡単な言語を幅広く柔軟に使って、述べたいことを多く表現できる。」 

シナリオテーマ：日本で生活する 

タスク：１インターシップで自己紹介 

        ２問題発生、交番に相談 

        ３インターシップで初仕事 

文法：単文⇒複文、「たら」 

語彙表現：自転車の描写、素材の表現、聞

き返し方 

反省の表現 

項目 時

間 

教材 内容 注意・備考 

復習 

Intro 

5分 PPT1-4 

 

１～２回目の授業内容の復習、 

今回のテーマ、タスク発表 

 

シナリオの確認 

Task1 

 

 

 

 

 

まとめ 

15

分 

 

 

 

 

 

PPT5 

評価シー

ト 

 

 

PPT6 

＜仕事場で自己紹介をする＞発表の後話し合

い 

発表を聞くポイント： 

-他の人の自己紹介を聞いて、よいところを見

つける。 

考える： 

-だれの自己紹介がいいか？なぜ？ 

-モデル自己紹介の提示 

初日の自己紹介で大切な要素は何？ 

 

仕事の初日に適

した自己紹介と

挨 拶 が で き る

（相手の気持ち

と場を考える、

や る 気 を み せ

る、話題のきっ

かけ作り） 

Task2-

1 

Intro 

 PPT7 

PPT8 

＜問題に対処する＞タスク２の流れ説明 

2-1：緊急時の対応 

こういう時フランスではどうする？ 

①警察②救急③消防の電話番号は？日本は？ 

緊急時の電話番

号について話せ

る、理解できる 

Task2-

2 

10

分 

PPT9 

#9110 

ビデオ 

2-2:ビデオ「こういう時どうする？」 

ビデオ１回目何の話？どんな時に利用？ 

ビデオ２回目テロップで止めて確認しながら 

 

 

Task2-

3 

Intro 

30

分 

PPT10 交番のイメージ作り 

交番ってどんなところ？ 

どういう時交番へ行く？ 

交番について理

解し、話ができ

る 
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  PPT11 

PPT12 

ロール 

カード 

 

2-3:交番に相談に行く 

大変だ！問題がおこりました。 

どんな問題？ロールカード配布 

「駅前に自転車を止めて旅行にでかける。 

戻ると自転車がない、警察に相談しよう。」 

適度な表現で事

情が説明できる 

⇒B1 のポイント

とは？ 

  PPT13 

 

ロールプレイの説明 

①交番での説明を考える 

 

 

  モデル文 ロールプレイ（グループで） 

②交番へ行って事情の説明 

③警察官が言うことを理解する（メモ） 

 

モデル文を 

警官役に配布 

フィー

ドバッ

ク 

 PPT14 

語彙表現 

プリント 

PPT15 

ロールプレイ内容理解 

警官の説明が理解できたか確認⇒プリント４

番 

語彙の確認⇒プリント５番 

 

 

  PPT16 自転車がなくなった状況の説明⇒プリント１

番 

文法：単文⇒複文、たら 

 

Cf. た ら

PJ2.PP167 

  PPT17 

 

PPT18 

なくなった自転車の説明 

語彙:自転車の種類 

語彙：いろ、模様、材質 

 

 

  PPT19 聞き返し方⇒プリント２番 

 

 

  PPT20 反省の表現⇒プリント３番 

 

 

まとめ  PPT21 内容理解＋語彙表現の定着 

 

 

休憩 10

分 

   

Task3 

Intro 

35

分 

PPT22 

撤去ビデ

オ 

どうして自転車を撤去するのか考える  

Task3-

1 

 PPT23 

ポスター 

紙 

ペン 

タスク 3説明:インターシップで仕事する 

自転車放置防止の標語を日仏語で作る 

５－７－５のリズムで標語を作る（ペアで） 

発表 

 

 

フィー

ドバッ

ク 

15

分 

アンケー

ト 

 

 

１～３回の授業の振り返り 

アンケート 
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ルーヴァン大学 （2013年 12月 13日） 

 

       活動 Can do 教材など 

11:00 

 
出勤１日目に簡単な自己紹介をする。 

相手の興味を考慮しながら話す。仕事場における自己紹介のノ

ウハウを学ぶ。 

 ブリーフィング‐ここに来てうれしいという気持ちを伝え

る相手に興味を持ってすでに調べているということも見せ

る, etc. 

 

「さあ、成田から研修先の県庁に来ました」 

☆学生一人一人に場所と特徴・名物を言ってもらう 

☆自己紹介の全体的確認 

☆自分の自己紹介文の再確認 

☆事務所に出勤した初日という設定で、一人ずつドアから入

り、教師が所長や苦になって紹介して言わせる 

 

仕事の初日に適した自

己紹介と挨拶ができる 

 

 

 

スライド 

日本地図で学生の派遣

先の県を共有 

 

11:20 皆さんの国ではこういうときに何番に電話しますか。 

   警察、消防署、救急車 

「ところで、生活をしていると困ることが出てきますが、ベル

ギーでの緊急のときの電話番号は何番ですか」 

 

☆１０１ か１１２ですね。 

☆日本は？ １１０ １１９ 

☆じゃあ、ちょっと聞く練習をしましょう。ビデオを見てくだ

さい。 

 

♯９１１０のビデオ紹介 ５１秒  

１回目；見せて 何の話でしたか １１０番以外にどんな番号

があってどんなときに使うか 新しい電話番号  

２回目；テロップで止めて確認しながら 

緊急時の電話番号につ

いて話せる、理解でき

る。 

＊欧州緊急番号 112、

日本の 110 番について

話す 

 

＊♯９１１０の動画 

http://nettv.gov-

online.go.jp/prg/prg8410.

html 

 

 

11:30-

40 
◎交番の写真を見せてイメージをつけさせる 交番に行くのは

どういうときか。落としものなくし物、道案内、拾いも

の・・・説明する→教材（写真と役割と簡単にまとめたもの） 

 

下に学生のロールカードが書いてある・ロールカードには学生

の自転車の写真も入れる  

「ちょっとこの写真を見てください。これはどこですか」 

「交番ですね。交番というのは、・・・」 

「何をするところでしょうか」 

「ベルギーでは同じような場所がありますか」 

 

オランダ語の場面を見せて。 

「あれ？ちょっと困ったことがおきました」 

「何が起きたんでしょう」これからどうしますか」 

「そうね、交番に行ってみましょう。」 

 

◎交番に行くロールプレイ 自転車を止めておいたらなくなっ

ていた。警察役は教師かビジター  学生の自転車がいっぺん

になくなった。状況は３人とも同じ。自転車のタイプは違う。

駅前に自転車を止めておいて外泊した。帰ってきたら自転車が

事情が説明できる 

説明を理解し適度な表

現でできる。 

 

 

スライド 

ロールカード 

 

会話例（教師用） 

 

 

http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg8410.html
http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg8410.html
http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg8410.html
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なかった。盗まれたのではないか。自転車の描写をする。警官

は事情を聞いて、在留カードを見せてもらう。自転車の防犯登

録はしてありますか。登録していないと探せない。（学生のロ

ールカードには防犯登録番号も書いてある）警官は調べてから

撤去されたことを伝える。 

 

◎フィードバック 使うと便利な表現、語彙など 

描写の仕方、最後のことば「すみませんでした、これから気を

つけます」など。 

＊交番の写真、役割がわかる簡単な説明 

＊ロールカード（母語で指示、自転車の写真入れる） 

ロールカードは交番の写真の下に入れる 

 

＊使うと便利な表現、語彙の教材準備（学生に言わせるが） 

 

☆ロールプレイの後、キーワードを板書して、次のビデオの準

備とする。 

 放置自転車・撤去・駐輪場・保管所・返還手続き 
12:00 休憩 

 

 

12:10 撤去ビデオを見せる。どうして困るかを話し合う。研修先の交

流課で放置自転車防止キャンペーンの標語を２ヶ国語で作る。

５‐７‐５で。 

 

日本語とフランス語 ／ 日本語とオランダ語（ペア）で 

＊撤去動画 

＊キャンペーンポスター プロジェクター、コピー？ 

 

撤去作業のビデオ 

http://www.youtube.com/

watch?v=BzMvepe_m5k 

 

12:45 フィードバック 

 

＊学生へのアンケート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=BzMvepe_m5k
http://www.youtube.com/watch?v=BzMvepe_m5k
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スライド  グルノーブル大学使用 
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ルーヴァン大学使用スライド 

 

1

B1 project pilot lesson 3 

Leuven

2013 12 13 N.Sakurai

2  

 

福島県庁

3  4

あいさ
つ

• 何を言いますか？

• どんなふうに言いますか？

名前

• 言ってみましょう

• どんなふうに言いますか？

印象的
に

• どうして印象的に言いますか？

• どんな印象がいいですか？

結び
• 何と言いますか？

自己紹介をしよう

自分の自己紹介
はどうですか？

誰の自己紹介が
よかったですか。
どうしてですか。

 

 

さあ、大変！どこに電話しますか。

5

ベルギー：101  112

日本：1１０ １１９

♯９１１０

どうして、１１２？
どうして１１１じゃない？

「ひゃくとおばん（百十番）」
ひゃくとおばんする＝警察に電話する

警察に行く時は
どこに行きますか

 6

交番
24時間/日
7日/週
平均303/県
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交番のロールプレイをしてみよう

Jij hebt jouw fiets aan het station geplaatst omdat je op 

reis was voor 3 dagen (van zaterdag 1 nov tot maandag

3 nov). Toen je terugkwam, stond jouw fiets er niet 

meer. Wat is er gebeurd? Gestolen? Jij gaat naar de 

Koban om raad te vragen.

7

わかりやすく説明する ～たら、～に気がつきました。

どんな自転車ですか詳しく説明する シティーサイクル
花柄 ピンク 女性用
木製のかご

何を言わなくてはいけませんか。

 

ロールプレイのあとで

1. あなたの自転車はどこにありましたか

2. どうしてですか

3. 自転車を返してもらうためにこれからどうしますか。

8

1. 撤去されて、保管所にあります。

2. 駐輪場にとめませんでしたから。

3. 用紙、在留カード、印鑑、手数料２０００円を
持って保管所に自転車を取りに行きます

いんかん

 

 

ロールプレイのあとで

9

警察官の言っていることがわかりましたか。
分からないときにどう言いますか？
例：「あなたの自転車は撤去しました」

＜わからないことをはっきり伝える＞
①すみません、ちょっと意味がわかりません。
② もう一度言っていただけますか。
③撤去ってどういう意味ですか
④撤去？（くりかえし）
⑤ えっ？
⑥ それは、～ということですか。（いいかえ）
⑦ええ、ええ、ええ・・・

 

ロールプレイのあとで

10

「今度から自転車は必ず駐輪場に止めてくださいね」
なんとこたえましたか。

はい、今度から気をつけます。すみませんでした。

 

 

11

何をしていますか。

どうしてだと思いますか。

誰に迷惑をかけますか。

 12

放置自転車防止キャンペーンのポスターを作ろう
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ロールカード 

グルノーブル大学 ロールカード例： 

 

自転車の車種が 4種類で、あとは共通の４つのロールカード 

 

大変！自転車がなくなりました。交 番

こうばん

へ相 談

そうだん

に行きましょう。                                               

１）ロールカード 

 

 

 

 

２）自転車を止めた場所             あなたの自転車と防犯
ぼうはん

登録
とうろく

番号 

      

森川○,D-８４６９７  

３）交番でどう説 明
せつめい

しますか。考えましょう。                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez garé vos vélos près de la gare (voir le plan) et vous êtes partis en voyage pour 

3 jours (entre vendredi 22 et dimanche 25 novembre). Au retour du voyage, vous ne 

retrouvez plus vos vélos. Vous vous demandez s’ils ont été volés. Vous allez vous 

présenter au Koban pour discuter de cette affaire. 

自転車がなくなった状況
じょうきょう

:                                                                                      

                                                        

自転車がなくなった場所:                                                         

                                                                                                                                       

なくなった自転車について（自転車の種類
しゅるい

、色
いろ

など）:                                                                                                                       
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ルーヴァン大学 ロールカード例 

 

自転車の車種・場面・駐輪場所を全て変えた 3種類のロールカードを準備 

 

大変！自転車がなくなりました。交番へ相談に行きましょう。   

 

Yoshiko Tanaka (van je werk) heeft je gezegd voor een medisch onderzoek （健康診断）naar het 

ziekenhuis te gaan. Je hebt je fiets voor het ziekenhuis geplaatst. Als je na een uur buiten komt is 

hij weg. Wat is er gebeurd? Je gaat naar de koban om raad te vragen. 

                                             

 

自転車を止めた場所                    あなたの自転車と防犯登録番号 

          

                              森川○,C-８４７１９                     

 ３）交番でどう説明しますか。考えましょう。                      

 

 

 

 

 

 

 

  

自転車がなくなった状況:                                                                                                    

                                                                   

                                                                  

自転車がなくなった場所:                                                         

                                                                     

                                                                                                                               

                                                                  

なくなった自転車について（自転車の種類、色など）:                                                       
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ロールプレイ 表現・語彙 

グルノーブル大学配布資料 ルーヴァン大学スライド・板書で説明 

交番での説明を考えよう  

自転車がなくなりました！交番に相談
そうだん

にいきましょう  

         

１．警察官の質問に答えましょう  

A.「どうしましたか？」  

                                                           

「駅に自転車を止めました。旅行に行きました。帰ってきました。自転車がありません。」                                                          

                                                           

                            

                              

                                                           

     B.「どんな自転車ですか？」   

                   ＜自転車の種類
しゅるい

＞ 

  シティーサイクル（ママチャリ）です。 

  ＜色や模様
も よ う

、材質
ざいしつ

＞ 

  色はピンクで、花の絵がかいてあります。 

  （☆ピンクの花柄の自転車です） 

  木製のかごがついています 

                 Cf.金属製、ステンレス製、プラスチック製                                                                                                                                                                      

２．警察官の言っていることがよくわかりません。どうしますか。 

     C.「――――撤去されましたよ」  

                 ＜わからないことをはっきり伝える＞  

① すみません、ちょっと意味がわかりません。 

② もう一度言っていただけますか。 

③ 撤去ってどういう意味ですか 

④ 撤去？（くりかえし） 

⑤ えっ？ 

⑥ それは、～ということですか。（いいかえ） 

⑦ ええ、ええ、ええ・・・ 

   

＜わからないことを伝えない＞  

わかりやすく一つの文にまとめましょう 

a.後で意味がわかるまで聞きつづける 

b.必要なわかる情報だけ聞き取る 

c.だいたいの情報だけわかる 
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３．自転車を駅に止めてはいけませんと警察官に注意
ちゅうい

されました。どう答
こた

えますか。      

  D.「今度から自転車は必ず
かならず

駐輪場
ちゅうりんじょう

に止めてくださいね」 

                                                         

                                                          

                                                    

                                                   

4. 自転車はどうなりましたか。 

Q1 : あなたの自転車はどこにありますか  （               ) 

Q2 : どうしてですか （                        ） 

Q3 : 自転車を取り戻す
もどす

ためにどうしたらいいですか。何が必要
ひつよう

ですか。 

（                                   ） 

５．交番で聞いた内容です。       から適当
てきとう

なことばを選
えら

んでください。 

 ①あなたの（     ）を教えてください。  

 ②返還
へんかん

（     ）の書類を作ります。 

 ③この書類に（      ）を記入
きにゅう

してください。 

 ④返還の（      ）は２０００円です。 

                                                         

       a. 手数料
てすうりょう

   b.手続
て つ づ

き c 連絡先
れんらくさき

  d.必要
ひつよう

事項
じ こ う

                                                

                                                          

６．語彙リスト 

防犯登録
ぼうはんとうろく

（enregistrement antivol） 駐 輪 場
ちゅうりんじょう

 (parking à vélo) 撤去
てっきょ

 ( enlèvement)放置
ほ う ち

( laisser, 

abandonner)手数料
てすうりょう

(frais de dossier) 返還
へんかん

 (rétrocession)  手続
て つ づ

き（formalité, procédure）

連絡先
れんらくさき

(coordonnées) 必要事項
ひつようじこう

(données nécessaires) 記入
きにゅう

する(remplir un formulaire) 
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ロールプレイ モデル文 警官役のロールカード グルノーブル・ルーヴァン共通 

 

学生には配布しない。教師用 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ロールプレイーモデル文― 
 

学生：あのーすみません。 

警官：はい、どうしましたか。 

学生：駅に止めていた自転車がないんです。 

警官： 状 況
じょうきょう

をもっと詳
くわ

しく説明してください。いつ、どこで、どんな状況で？ 

学生：１１月１日に森川駅前に自転車を止めて、旅行に行ったんですが、３日に旅行からも

どると、自転車がなくなっていたんです。 

警官：どんな自転車ですか。 

学生：色はピンクで、白や赤の花の絵が描いてあります。それから木の（木製の）かごがつ

いています。 

警官：防犯
ぼうはん

登録
とうろく

をしていますか。 

学生：はい。 

警官：それじゃあ、防犯登録番号とあなたの名前、生年月日を教えてください。 

学生 :  防犯登録番号は、――――で、（名前、生年月日。） 

警官：はい、じゃぁちょっと調
しら

べてみましょう。あー、あなたの自転車は撤去
てっきょ

されて、

保管所
ほかんじょ

にありますよ。自転車は駐 輪 場
ちゅうりんじょう

に止めなければならないんですよ、それ以外の場

所に止めると通行
つうこう

の邪魔
じゃま

になるから撤去されるんです。 

警官：じゃー自転車返還
へんかん

手続
てつづ

きの書類
しょるい

を作ります。出身はどちらですか？ 

学生：ベルギーです 

警官：連絡先
れんらくさき

をおしえてください（住所は？仕事は？） 

学生：（住所、仕事等） 

警官：在留カードはありますか。 

学生：はい 

警官：この書類に必要
ひつよう

事項
じこう

を記入
きにゅう

して、在留カード、印鑑
いんかん

、そして返還
へんかん

手数料
てすうりょう

２０００円

を持って自転車保管所に自転車を取りに行ってください。今度から自転車は必ず駐輪場に止

めてくださいね。 

学生 :はい、今度から気をつけます。すみませんでした。 
 

  

１．自転車がなくなった状況を聞く（いつ、どこで、どんな状況で） 

２．どんな自転車か描写させる（自転車の種類や色など） 

３．防犯登録番号と名前、生年月日を聞いて、照会の後、自転車が撤去さ

れたことを伝える 

４．在留カードの提示を求め、連絡先（名前、住所、仕事等）質問し返還

手続き資料を作成する 

５．作成した書類に必要事項を記入した上、在留カード、印鑑、手数料２

０００円を持って自転車保管所へ自転車を取りに行くよう伝える 

６．今後、必ず駐輪場に止めるよう注意する 
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放置自転車ポスター作成 

 
グルノーブル大学 ポスター配布 その後、標語作成 

 
*時間の関係で、ポスター作成は割愛し、「国際交流員」として日本語とフランス語での両言

語での標語をグループで自由に作成する活動を行った。その際、日本語はできるだけ 5・

7・5の形で、フランス語は韻を踏むように注意させた。 

 

 

 
 
 

グルノーブル学生作成標語  5・7・5 
 

とりあえず、自転車並べて、気をつけて 

Notre priorité, des vélos bien rangé, pour un chemain dégagé 

 

邪魔ですよ、自転車をどいて、今でしょ 

Tu gênes!  Pour dégager ton vélo , c'est maintenant. 
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ルーヴァン大学 

ポスターを学生が作成、その後、参考までにスライドで既存のポスター例を提示  

 

*時間の関係で、標語ではなく、ポスター作成のタスクを行った。この活動は、モデルとな

ったポスター（ｐ９2提示）を前もって見ずに行った。「既成のポスターを見てしまうとイメ

ージがついてしまい自由にポスターが作成できないから見ないでやりたい」という学生の要

望に従った。 

 

学生が作ったポスター 
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授業担当教官 内省 
グルノーブル・スタンダール大学 永田道子 

1．各項目の Can doを学生が達成できたか 

1.1 

‐仕事の初日に適した自己紹介と挨拶ができる（相手の気持ちと場を考える。相手の土地に

ついて調べておいて一言盛り込み自分の興味と結びつける）。 

とてもよくできた・できた・できなかった・わからない 

‐よい自己紹介が分かる 

とてもよくできた・できた・できなかった・わからない 

1.2 

‐緊急時の電話番号について話せる。 

とてもよくできた・できた・できなかった・わからない 

‐緊急時の電話番号について理解できる。 

 とてもよくできた・できた・できなかった・わからない 

-♯９１１０ビデオを再度見て教師の説明が理解できる 

とてもよくできた・できた・できなかった・わからない 

1.3  

交番について理解し、話ができる 

とてもよくできた・できた・できなかった・わからない 

自転車がなくなって交番に行くロールプレイができる 

            とてもよくできた・できた・できなかった・わからない 

(フィードバック：警官の説明・指示が理解できた) 

  とてもよくできた・できた・できなかった・わからない 

1.4 

 自転車撤去ビデオを理解し話し合いができる 

とてもよくできた・できた・できなかった・わからない 

自転車放置防止のポスターがわかる 

              とてもよくできた・できた・できなかった・わからない 

自転車放置防止キャンペーンの標語を作る* 

とてもよくできた・できた・できなかった・わからない 

*時間の関係でポスターではなく標語の作成を行った。 

 

2文法事項や語彙の指導は充分か・過剰か   充分 

 

3学生が課題を達成できていなかった場合、原因は次のどれか 

 

4学生が生き生きと参加していたか。 生き生きしていた 

 

6教案の流れが自然だったか  自然だった 

 課題の意味を学生が理解していたか 理解できた 

 

コメント： 

 交番のロールプレイを予定されていた２０分で行うのは難しかった。時間超過の原因はロ

ールカードに、自転車がなくなった状況や場所、また自転車について交番でどう説明するか

準備するためにメモするスペースを設け、ロールプレイに入る前に準備する時間をとったこ

とではないかと考えられる。この準備の時間を加えたので３０分程度を見込んでいたが、実

際には４０分近くかかってしまった。 

 ロールプレイを準備している時間に、学生から「se garér は日本語で何ですか。」という質
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問を受けた。「自転車を」といいながらジェスチャーで示すと、隣の学生が「置く」と答え

る。その後とっさに「先生は日本にいませんよ、どうしますか」と言ってしまう。その時の

心境を思い返すと、ロールカードを配り、状況を説明して、いざ交番へ行くというシミュレ

ーションの流れに導きながら、準備という教室環境に戻る、状況の「転換」について何か焦

りのような違和感を感じていたような気がする。とめていた自転車がなくなったという「困

った」状況を学習者に認知させ、交番に相談に行くというタスクを担う行為者に仕向けるこ

とに注意がいっていたのではないだろうか。またこの準備段階を設けたことで、行動中心主

義から乖離してしまったのではないかというような焦りを感じた。行動中心主義タスクとい

うと何かオーセンティックな（リアルな）状況で遂行するものという印象を持っているのか

もしれない。 

一方の学習者は、正確さへの欲求か「語」単位に注意を払っている。教室から離れて交番へ

相談へ行くというシーンを自然に演出したい教師の意図をよそに、教室にいる学習者は正し

い「語彙」の選択や「言語形式」に注意を向けているようだ。自己紹介のタスクでは、「流

暢さ」を評価する学習者が多くいた。学習者は「正確さ」や「流暢さ」という質的側面の習

得を求めているようだ。こういった要素は、行動中心主義タスクにおいてどうやって習得、

また指導するのだろうか。 

時間超過の原因となった状況説明の準備であるが、警察でどう説明するかを考えながら、苦

心する学習者を見ていて、言いたい事と言える事のギャップへの気づき、タスク遂行に必要

な語彙や表現の不足への気づきを促すきっかけになったのではないかと感じた。他の学習者

と助け合うという教室学習の利点もみられる。制限時間のある教室活動の中で、コミュニケ

ーション言語能力を習得するにはどうしたらいいのだろうか。さらに学習者の「正確さ」や

「流暢さ」の希求をどうタスクに組み込んでいったらいいのだろうか。今回の模擬授業で考

えさせられた点である。 
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ルーヴァン・カトリック大学 櫻井直子 
 

1．各項目の Can doを学生が達成できたか 

1.1 

‐仕事の初日に適した自己紹介と挨拶ができる（相手の気持ちと場を考える。相手の土地に

ついて調べておいて一言盛り込み自分の興味と結びつける）。 

 とてもよくできた・できた・できなかった・わからない 

 

*自己紹介をする目的・聞き手・場所など、コンテキストが明確にしたこと、内容も

事前にいい例と悪い例を見させ、準備をしておいたことなどから、内容の濃いいい自

己紹介ができた。お互いに興味を持ち、いい雰囲気でできた。 

*活動の際には、漠然と課題をさせるのではなく、かなり具体的に文脈を設定するこ 

とは大切であると感じた。（自分/他の学生の派遣先の県庁の位置を知ること。実際の 

職場を想定して部屋に入るところからしたことなど） 

1.2 

‐緊急時の電話番号について話せる。 

  とてもよくできた・できた・できなかった・わからない 

*知識のある学生が話したが全員では、話せなかった。ただ、学生によっては、「112」

という番号が設定された理由などをよく知っており、「緊急時」という文脈の導入と

なった。自国/西欧のことから日本のことへの導入はスムーズであることが改めて感

じられた。 

‐緊急時の電話番号について理解できる。 

   とてもよくできた・できた・できなかった・わからない 

*日本の緊急時の電話番号に関して、思ったより学生が興味を持っていた。2011 年度

のアンケート結果からも（2011 年度 B1 プロジェクト報告書）緊急時の情報への関心

は高いことが確認できた。学生の動機付けが高かった。 

*♯9110のビデオの「幼児虐待」「不審者」などの熟語も類推ができていた。 

1.3  

‐交番での自転車紛失のロールプレイにて事情が説明できる。 

 とてもよくできた・できた・できなかった・わからない 

*予め ppt で提示した文型が使える学生と使えない学生がいた。文型提示の後、プリ

ントなどで配ったほうがよかったかもしれない。ただし、後から復習として確認した。 

*3人でいたため、各学生の発話が充分できなかった。 

*時間に追われた感じがあった 

*実際の授業では難しいが、警官役を教師がするのは現実的でよかった。 

‐交番での自転車紛失のロールプレイにて説明を理解し適切な対応ができた。 

 とてもよくできた・できた・できなかった・わからない  

*その場では難しい言葉の意味は、言いかえをして説明した。 

*ロールプレイの後で語彙を板書し（撤去・駐輪場・放置自転車など）意味確認をし

た。 

*次の聴解の前準備にした。 

1.4 

- 撤去ビデオの内容を理解できる。 

  とてもよくできた・できた・できなかった・わからない 

*「どろぼうとどう区別するのか」という質問が出た。 

*ベルギーでは自転車で駅に行くのは車で行くよりずっと環境にいいため奨励される

のに、日本では何故違うのかという質問があった。 

*各国事情を話し合う時間があると、いい話し合いができるように思う。 

  どうして困るかを話し合うことができる。 
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  とてもよくできた・できた・できなかった・わからない 

*答が出ないところはジェスチャーやオノマトペで示した。 

*体の不自由な人や、乳母車、救急車の通行などに迷惑がかかることが分かったとき

の学生の反応が興味深かった。新たな視点に気づいた様子であった。 

‐放置自転車防止キャンペーンの標語（5・7・5）を 2か国語で作れる。 

 とてもよくできた・できた・できなかった・わからない 

*学生からポスターを予めみたくないという要望があったこと、時間が充分でなかっ

たことから、5/7/5 の指導を割愛して、ポスター作りに専念した。しかし、ポスター

を作る際、日本語で話していたグループとオランダ語で話していたグループがあり、

日本語の学習にならないグループがでてしまった。 

 

2. 文法事項や語彙の指導は充分か・過剰か   

充分だった 

 

3．学生が課題を達成できていなかった場合、原因は次のどれか。  

達成できていた 

 

4．学生が生き生きと参加していたか       

していた 

 *動機付けが高く、前向きな雰囲気で参加していた。 

 

5．生き生きと参加しなかった場合、その原因は何か   

なし 

 

6．流れに不自然なところがあったか 

「あった」場合の理由 

*自己紹介から緊急電話への移動が不自然に感じたが、「いつも楽しいことじゃないで

すね」ということでつなげ、結果的に特に問題がなかった。 

 

7．教えにくい項目があったか（例：時間配分・うまく行かなかった・学生の反応を引き出

せなかった など） 

 

時間配分に関してのコメント 

*自己紹介は、共有の教案より時間より長くした。まず、事前に各学生が派遣される

県を地図を見ながら確認し、また、県庁の写真を見て、場面を実感してから行った。

行うときも、教室を出て教師が上司の役になり、新人を紹介するように部屋に入って、

自己紹介を始めた。また、終わってから、一番よかった自己紹介は誰のものだったか、

なぜかなど振り返りの時間を取り、意見交換を行った。 

 

*ポスター作成では、もう少し時間を作って、5/7/5の説明をし、日本語の標語作も行

いたかった。 

 

*課題にバリエーションがあったのは、よかったが、同時に、時間に追われる感じが

あった。そのため、自主的に言ってもらう場面で、学生の発言量に偏りがでてしまっ

たと思う。 
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参与教官コメント 
グルノーブル・スタンダール大学：竹内、ルメトル、牛山、東 

 

参与チェックリスト： 

1.各項目の Can doを学生が達成できたか 

1-1 仕事の初日の自己紹介ができる。・・・とてもよくできた 3 できた 1 

*宿題でしっかり調べて準備してきた。 

よい自己紹介がわかる。・・・とてもよくできた 3 できた 

*他の人の自己紹介を聞いた後、良い点を話し合ったので各自取り入れることができ

ると思う。 

*この部分は全員がきちんと自己紹介を用意してきており、よくできたと思う。また、

学生同士でお互いの自己紹介を聞き合い、誰のものが一番いいか、どこがいいかなど

も話し合えていた。 

1- 2 緊急連絡先についての話に参加できる。・・・できた 2  わからない 2 

*学生による 

*自分の身に関わる話題なので学生が話にひきつけられている印象 

♯９１１０についての話に参加できる。・・・できた 3  わからない 1  

♯９１１０ビデオを見て理解できる。・・とてもよくできた 1 できた 2  わからない 1  

*理解できているようだった。 

*学生の発言より、少し理解できていると思うがコメントが少ないので確かなことは

分からない。 

♯９１１０ビデオを再度見て教師の説明が理解できる。・・・とてもよくできた 2 できた 1 

わからない 1 

*ビデオと止めて教師が聞くと意外と答えられない。 

*ビデオを止め、説明をしながらなので分かると思う。 

*新しい話題に移ったためか、緊急連絡先について話したときは少々とまどう学生も

見られた。しかし、次の動画を見て何のことか分かった学生もいたのではないか。動

画の主旨は１回目でもだいたい理解していたようだ。何のことか分かって電話番号を

メモしていた学生もいた。２回目に見て教師の解説があった後は学生の反応もよく、

十分理解していたように見受けられた。 

1-3 交番について理解し、話ができる。・・・とてもよくできた 1 できた 2 わからない 1  

理解はできたが学生からの発言はあまりない。教師の質問に短く答える程度。 

*話はあまりしていない。 

自転車がなくなって交番に行くロールプレイができる。・・・とてもよくできた 3   で

きた 1  

*教師が警官役になったので 

（フィードバック：警察の説明・支持が理解できた）できた 2  わからない、人によ

る 2  

*ロールプレー後の確認で理解できたと思う。 

1-4 自転車撤去ビデオを理解し話し合いができる。・・・よくできた 1  できた 2  

*話し合いはしていないが教師の質問には答えられた。 

自転車放置のポスターがわかる。・・・とてもよくできた 1 できた 3 

自転車放置防止キャンペーンの標語を作る。・・・とてもよくできた 1 できた 3 

*やる気があった。 

*よく考え話、とても楽しそうにやっていた 

 

2文法事項や語彙の指導は充分か・・・充分 4 

 

3学生が課題を理解できていなかった場合、原因は次のどれか。 
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4学生が生き生きと参加してたか・・・・していた 4 

*特に標語作りの所 

 

5生き生きと参加しなかった場合、その原因は何か。 なし 

6教案の流れが自然だったか・・・自然 4 

*ビデオを見せ興味を持たせ、具体的にロールプレーや標語で学生主体の活動もあり、

自然でうまく練った構成だったと思う。 

課題の意味を学生が理解できたか・・・理解できた 4 

 

コメント： 

  最終模擬授業の課題は「（研修先の）職場で初日の自己紹介ができる」（チェックリスト 

1-1-1）などの他、「緊急連絡先（どんなとき、どこに電話をすればいいか）についての話

に参加できる」（1-2-1）、駅前に放置したためなくなってしまった自転車を探すなど、日本

での生活で直面しうる場面に基づいた活動が中心であった。  Can-do は細分化すると 11

項目（チェックリスト 大項目１）あったが、学生はすべての活動を達成できたと思われ

る。交番での参与教師とのロールプレイ（1-3-2）や「自転車放置防止キャンペーンのポス

ターを作る」（1-4-3）という活動では、初めやや戸惑っていたものの、授業で学んだ知識

や自分の中の言語知識を総動員して楽しそうに活動に取り組んでいた。実践的な課題、学

習内容のレベル（学生のレベルにほぼ対応）、カラー写真入りの教材、自然な教案の流れ

などが揃い、3 回の模擬授業中、学生がもっともリラックスして参加していたと思う。

（牛山） 

 

 交番での活動は全体的によくできたと思う。文化的な面でも学生の興味をひいたようだし、

自転車がなくなって交番に行くという設定もおもしろかったようだ。ロールプレイの際には、

「（自転車の）撤去」という語彙が分からないのではと思っていたが、実際は私が担当した

学生は「止めてはいけない場所だった」と理解しただけで会話を続けることができた。自転

車撤去の動画はあまり位置づけが明確ではなかったが、もしかしたら前項でスルーしていた

「撤去」という語彙を思い出させ定着させるには役立ったかもしれない。自転車放置防止の

ポスター作りは学生はみな楽しそうに取り組んでいた。授業の形態にも慣れ、グループとし

ての仲間意識も出てきたのか、学生の反応は回を重ねるごとに良くなるようだ。また、今回

の授業は初回の宿題だった自己紹介や前回までに出てきた語彙をもう一度使うロールプレイ

の場面など、覚えたことを使う機会があり達成感があったのではないかと思う。（竹内） 

 

 最初の自己紹介は個人差はあるが、よく準備してきた。いい点をほめるのは大切だが、直

すところも指摘する必要があるだろう。テキストに関しては提出させて直して返すというの

がいいかもしれない。テーマも一新し、学生たちもだいぶ慣れてきたのか、明るい雰囲気で

いいテンポで授業が進んだように感じられた。ロールプレイは楽しそうにやっていた。その

後の自転車放置防止キャンペーンの標語もグループで熱心に作っていた。一つのグループは、

自転車をきちんと並べておくべきだというような意味の標語を作っていたが、これは駐輪禁

止のところへ放置するなというテーマとは少しずれる。果たして自転車放置の意味を正しく

理解していたのだろうか。このような『理解不確実』なケースはどきどき見られるが、あと

から、母語でもいいので理解を確かめる必要があると感じた。どの活動にも学者は熱心に取

り組んでいた。ただ教師がみんなの前で問いかけると、みんなの前できちんと声に出して答

えるほどわかっていないのか自信がないのか、自主的な応答は少ない。しかし全体的に２回

目よりは積極的に答えるようになったように感じた。（東） 

 

標語作りのように、グループで学生主体の作業が特に生き生きしている様子が見られたので、

グループで考え作り出す活動を取り入れるとより活発な授業になると思った。（ルメトル） 
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ルーヴァン・カトリック大学：ヴェルプランク、ベルマンス 
 

1．各項目の Can doを学生が達成できたか 

1.1  

‐仕事の初日に適した自己紹介と挨拶ができる。（相手の気持ちと場を考える。相手の土地

について調べておいて一度盛り込み自分の興味と結びつける。） 

できた 2名 

*教室に入ってきて、教師の紹介があってから、自己紹介になったので、とても現実

的だった。それで、緊張していた学生も多かった。 

*学生が一生懸命お互いの自己紹介を興味深く聞いて、笑ったりして、雰囲気はよか

った。 

*挨拶、目的地方について前もっていろいろ調べておいたことはよかった。しかし、

文法、敬語、発音などにいろいろミスもあったので、その指導として学習者に課題が

終わってからコメントしたら意味があると思う。 

1.2  

‐緊急時の電話番号について話せる。 

 できた 2名  

*学生はそんなにたくさん話せなかった。あまり興味のないトピックだったから？ 

‐緊急時の電話番号について理解できる 

 とてもよくできた 2名 

1.3  

‐交番について理解し、話ができる。 

 とてもよくできた 1名     できた 1名 

 *交番のいろいろな写真があって、分かりやすかった。特に、日本に行った 

ことがない学生には写真がなければ、イメージしにくいだろう。 

‐自転車がなくなって交番に行き、事情が説明できる。説明を理解し適度な表現ができる 

 できた 2名 

*ある語彙（在留カード、生年月日など）は各模擬授業に出てきても、まだピンと来

ない学生もいる。こういう語彙が実践的な場面に出てくる復習が大事。 

*分からない語彙（防犯登録、撤去される、自転車返還手続き、返還手数料）がでて

きたときに、学生はあまり聞かなかったけど、コンテキストから意味を類推したよう

だった。ロールプレイの後で、プレゼン（スライド 8）でわからないときに使える表

現の復習があって、とてもよかった。 

.4  

‐自転車撤去ビデオの内容を理解し話し合いができる。 

   とてもよくできた 1名      できた 1名 

   *ルーヴァン・グルノーブルで話し合ったときと同じように、撤去者は泥棒じゃない 

   かと最初勘違いもあった。 

－どうして困るかを話し合うことができる。 

   とてもよくできた＋できた 1名   できた 1名 

   *納得できなかった場合もある（止めるところについて）  

－放置自転車防止キャンペーンのポスターが作れる。 

   とてもよくできた 1名      できた 1名 

   *楽しいけど、時間限定のときはどうする？ 

 

 

2．文法事項や語彙の指導は充分か・過剰か 

充分 2名 

*文法はあまりなかったが、ロールプレイの後で教師がキーワードを黒板に書いたの 
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はよかった（例 おまわりさん・撤去など） 

 

3. 学生が課題を達成できていなかった場合、原因は次のどれか 

課題を理解できていなかった：1 回目の説明で、ポスターの課題がちゃんと分からな

かったが、もう少し説明したら大丈夫だった。 

 

4．学生が生き生きと参加していたか。 

していた 2名 

*非常に楽しそうだった。 

 

5. 生き生きと参加しなかった場合、その原因は何か 

*非常に楽しそうだったが、ポスターの標語が少し難しかった場合もあった。 

 

6． 

‐教案の流れが自然だったか  

自然だった 2名 

‐課題の意味を学生が理解できていたか 

できていた 2名 

 

コメント： 

知識として分かっていることと、実際にできることにはまだ隔たりがある。例えば、書類依

頼メールの課題では、第 1 回目で悪い例からいい依頼メールを考え、第 2 回目でいい例を提

示したにもかかわらず、提出されたものの中にはまだ重要な誤りが残っていた。そこで、今

回の自己紹介に関しても、一度やったあと、個人的なフィードバックをしたほうがいいので

はないだろうか。産出活動の場合、口頭でも作文でも提出してからフィードバックをもらい、

再度提出することが重要であることを感じた。 
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参加学生 フィードバック 

 
グルノーブル大学 

I. 模擬授業に関しての意見 

 

1) 授業の流れについ

て 

回答数 なぜか 

非常に良かった 5 ・授業のテーマがとても役立つ。 

・もっとついていけるようになった。速さに慣れた。 

・インタラクティブな場面がもっと多かった。 

・活発でダイナミックな場面だった。 

・実際のやり取りの場面（交番でも）がとてもよかっ

た。問題が起こった時に遭遇しうる状況に備えることが

できた。 

良かった 0  

よくなかった 0  

 

2) 授業の言語レベル

は 

回答数 なぜか 

ちょうどよかった 1 ・生活に必要なことばをたくさん勉強しました。 

よかった 4 ・まだ少し語彙が足りない。 

・前 2 回の授業に関する語彙だったのでもう少し簡単だ

った。 

・でも 3 回の授業でもっと良くなった。全部の語彙が分

からなくても大体の意味はもっと分かった。 

・言葉が分からない時でも、同義語がうまく役立った。

前の授業で語彙をもう見ていたので、前よりもっと簡単

だった。 

合っていなかった 0  

 

3) 授業のテーマ 回答数 なぜか 

非常に適切だった 5 ・（日本での生活について）実用的で役立つ。 

・とても面白かった。実践し模擬体験できた。 

・引き続き面白く役立つ内容。 

・またとても日常的でいつでも起こりうるテーマだっ

た。 

・役立つ情報をたくさん学んだ。日本に行っても不意を

つかれないと思う。 

適切だった 0  

 

適切ではなかった 0  

 

II. 活動についてのあなたの意見。（今日何をしましたか。今日した活動についてどう思い

ましたか。…） 

- 会話の練習が本当によかった。 

- 教師とのやりとりがとても面白かった。たくさん学べてすぐに直してもらえるので、よ

く考えて正しい文を作ろうと努力した。ありがとうございました！ 
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- →ロールプレーが難しかったがとても役立った。→ポスター：面白い活動→：ビデオ：

ビデオのコメントをするのもとても役立った。：新しい単語を学んだ。 

- 問題が起こった時、どの緊急番号に電話しなくてはいけないかというのを学んだのは本

当にとても面白かった。危険な状況に遭遇した時もっとうまく対処できる。標語を作る

活動がとても面白かった。 

 

 

III. コメント、質問 

- 知識を補完しもっと練習するために、この様な授業を受講することができますか（授業

外で？） 

- この授業が私たちの課程で選択科目になるようになりますか。この授業を受講するのが

とても楽しかった！どうもありがとうございました！ 

- ありがとうございました！ 

- この授業によんでくれてどうもありがとうございました！多くの人に役立つはずなので、

学士課程の授業にこの授業の内容を取り入れたらとても面白いと思う！ 
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ルーヴァン大学 
 

I. 模擬授業に関しての意見 

 

1) 授業の流れについ

て 

回答数 なぜか 

非常に良かった 8 ・授業の教え方が楽しかった。ロールプレイやポスター

など。とても楽しかった。 

・ずっと授業に集中できて、全部流れがスムーズだっ

た。 

・スムーズで、いろいろなバリエーションがあった。で

も、時々ちょっと曖昧なところもあった。 

・楽しかった。たくさんインターアクションがあること

をして、すごくテンポがよかった。 

・前回同様流れがよかった。 

・面白い授業だったと思う。自分自身でやらなければな

らないことが多くて、私にはそれがもっと勉強になっ

た。 

・冗談も言える雰囲気で、授業のリズムが学生に合わせ

られていた。速く課題を済ませたり、急いでやらなけれ

ばならないという気持ちがなかった。これは大切だ。 

良かった 0  

よくなかった 0  

 

2) 授業の言語レベル

は 

回答数 なぜか 

ちょうどよかった 7 ・よくついていけた。 

・今回全部わかって、ほとんど全部の漢字が読めた。 

・いくつかの新しい言葉以外、全部理解できた。または

コンテキストのおかげでわかった。 

・ずっとついていけて、新しい言葉も習った。だからパ

ーフェクトだった。 

・前回の授業と比べて、今回は漢字は問題にならなかっ

た。（口頭練習が中心だったから） 

・私は日本語でわからない言葉につまづいたとき、いつ

も大変だけど、先生が授業中日本語だけ使うのはとても

いいことだと思う。 

・速く話しすぎなくて、先生は未習語彙が何か分かって

いて、はっきりとわかりやすく説明した。 

よかった 1 ・時々難しい言葉があったけど、説明されたから、大丈

夫だ。 

合っていなかった 0  

 

3) 授業のテーマ 回答数 なぜか 

非常に適切だった 6 ・このテーマ（自転車と警察）のおかげで夢中になっ

て、たくさんの楽しい課題ができた。 

・私たちがおそらく日本で出会う場面だろう。だから、

すごく役に立つ。 
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・楽しかった。 

・前の授業と同じように、この授業は日常的な話題だっ

た。ある場面でどうすればいいかわかっているのがとて

も役に立つ。 

・前回と同様 

・日本語での授業は言葉を上達するためだけじゃなく、

授業の内容にも大切で、すごく教育的で、情報が多かっ

た。（例、日本緊急電話番号）多くの授業ではしばしば

日本語は上達するけれども、授業の内容が充実していな

いと感じることがある。 

適切だった 2 ・一回目の自己紹介はとても大切だ。第一印象がつねに

ほかの人に残るからだ。自転車のことは楽しくて、知っ

ていると役に立つが、日本は自転車の国じゃないと思

う。それは自転車専用道路がないから。 

・日本で使える実用的なことを習った。旅行の時でも使

える。ちょっと自転車について多すぎたように思う。 

適切ではなかった 0  

 

4） 活動についてのあなたの意見。（今日何をしましたか。今日した活動についてどう思い

ましたか。…） 

 自己紹介はカメラがあったからちょっと怖かったけど、すごく楽しかった。盗まれた

（なくなった）自転車の届け：間違えた場所に自転車を止めたら、どうなるか分かる。

その上に、たぶん将来必要になる語彙を習った。緊急電話番号はとても適切だ。ポスタ

ー制作：リラックス 

 授業はすごかった！ロールプレイはすごく楽しく役にたった。それはたとえば自転車が

盗まれたときにどうなるか分かったからだ。最初の自己紹介もすごく楽しく、将来ぜっ

たいに使えるだろう。 

 一週間の楽しい終わりとして、すごくリラックスした授業だった。自己紹介のときにと

ても緊張していたから、文法の大きな間違えをしてしまった。 

 自己紹介のとき、すごく緊張したけど、とても勉強になった。そして、ほかの二つ（交

番とポスター）は本当にとても楽しかった。 

 自己紹介！とてもいい練習。滞在するところに合わせて作らなければならなかった。そ

れは自分で今まで考えたことがなかった。警察に行くのはとても役になった。なぜなら、

私たちはいずれにしてもしなきゃいけないだろう。バカンスで日本に行ったときでも起

こりうる。 

 作らなければならなかったポスターはすごく楽しかったけど、あまり勉強にならなかっ

た。緊急時にどこに電話しなければならないかわかったのがとてもよかった。今、とに

かく、私たちは、自分の自転車をどこにでも置けないということが分かっている。 

 自己紹介はすでに何度もしたことがあるけど、何を言うか考えるのはまだ大変だ。自己

紹介の表現はもう知っていると思うからまあまあ大丈夫だった。リラックスした雰囲気

だったのに思ったより緊張した。紛失自転車の届けは将来役に立つ実際的な練習の例だ。

この授業だけじゃなくて、前の授業を思い出すと全部分かって、どういう風にもっと説

明を頼むかということの大事さに強調されていた。このことは多分前もって言っておい

たほうがいいかもしれない。なぜならダイアログで私たちはそれを十分しなかったと思

う。緊急電話番号を習ったことはある意味では役に立つが、そこで先生たちはそれを使

って具体的な何かをしなかった。ポスター制作もそれ自体楽しかったが学習価値として

多分大きくなかった。 
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第五章 模擬授業を終えて 

‐参加学生・教師のフィードバック‐  
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3回の模擬授業を振り返って 

 

プロジェクトメンバー 

 

牛山和子（グルノーブル・スタンダール大学） 

 

B1 プロジェクトが企画した「公的機関での活動」をテーマとした模擬授業に第一回目、

第三回目は参与教師として、第二回目は授業担当教師として参加した。全三回を振り返って

の所感を「授業内容・授業形態」「教材」「学生の反応」「教師側の意識」「行動主義学習」の

5点から述べたいと思う。 

授業内容に関して言えば、どの回も通常の授業の 2 倍以上の密度があったと思う。教案に

ある学習課題（can-do）及び時間設定はプロジェクトチーム内で設定されたものであるが、

時間内にすべての活動を行なうためにはかなり効率的に授業を行なう必要があったと思う。

グルノーブルにおいては授業内容のいくつかが学生のレベルをときに大きく超えていたため、

そうした学生を取りこぼさないように授業を進めるには事前に十分な授業シュミレーション

が必要だと感じた。 

授業形態の特徴としては参与教師の授業見学・参加があるだろう。第二回、第三回模擬授

業には参与教員とのロールプレイが組み込まれており、これは学生にとって大きなイベント

であったようだ。また、学習したことをその場で日本語母語話者である教師を相手に試せた

ことは学生の学習意欲を大いに高めたと思う。通常の授業では日本人留学生に参加してもら

うなどの方法で同じような形態の授業が可能かもれない。 

教材に関してはルーヴァン、グルノーブル共通のものと模擬授業担当教師が独自に作成し

たものとがあるが、教材、特にパワーポイントなどはできるだけ簡潔でポイントがはっきり

わかるものがいいと感じた。特に今回のように限られた時間で多くのことを学ぶ授業では、

学生の集中力を助け、疲労を軽減するためにも重要な点だと思う。 

次に学生に反応についてであるが、回を追うごとに積極性が増してきたように思われる。

とくに「難しいけれどなんとかやってみよう」という姿勢がロールプレイを初め、各種の活

動において感じられた。教師への質問も増え、意欲的に学習に取り組むようになり、B1 が

目指す「自立した学習者」への成長が見られた。 

教師側の意識も通常の授業より更に can-do を意識したものになっていたと思われる。各

教師とも学習ポイントを絶えず意識しつつ授業を行なったり、参与教師として活動に参加し

たりしていたと思う。 

全三回の模擬授業は CEFR の提唱する行動主義学習を理念として企画・構成されたもので

あるが、学生はそれを無意識のうちに理解し、それぞれが持っている力を超えて各活動に参

加してくれたようにと思う。現実的に考えると B1 プロジェクトが行なった授業をそのまま

大学のカリキュラムに組み入れるには、何人かの学生からも指摘があったように、いくつか

の問題点（クラス人数、学生間の言語・表現レベルの差など）があると思う。しかし、カリ

キュラムをモジュール式にする、活動（can-do）の数を絞ることなどで、通常の授業にも取

り入れていけるのではないかと思っている。 

 

 

ヴェルプランク・インゲボルグ（ルーヴァン・カトリック大学） 

 

 今まで大学で担当している授業は、4 つの技能より知識（文法・語彙）だったので、この

プロジェクトに参加して模擬授業も実験もできてよかった。経験がなかったので最初はとて

も不安だったが、実際にやりながら活動の大切さなどが分かってきた。 

 しかし、結局二つの点についてまだ不明なところが残る。 

1. 学生はとても興味深く参加して、授業中は生き生きしていた。その原因はテーマの面白

さ、活動のバリエーション・自然さなどのためであろう。でももう一つ関係がある理由は
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「自由さ」ではないかと思う。つまり、普通の授業と違って後の到達度試験がないことだ。

到達度試験がなければ、授業中にメモなどに集中しなくても、活動に自然に参加できてスト

レス度が低くなったのではいだろうかと思う。もしこのような活動などを大学のカリキュラ

ムに入れるとしたら、追加の教材が必要になっていくかもしれない。 

2. この模擬授業の焦点は活動である。自然な場面での活動で、とても意味があると思う。

しかしそのために必要な語彙、表現、文法はどこで習うかという心配もある。今度は B1 だ

から参加者はもうかなりの知識をもって、知識が多い学生ほど産出が多かったと思ったとき

もあった。だから実際の大学のカリキュラムに入れるとしたら、それについても考えなけれ

ばならない。また、B1 レベルだから文法より語彙・表現が大事になってくるのではないか

とも感じている。 

以上、模擬授業について二つの観点であるが、模擬授業とその準備はとても勉強になった。 

 

 

櫻井直子（ルーヴァン・カトリック大学） 

 

 今回の模擬授業は、行動中心アプローチによる日本語授業の実践の試みであった。そして、

その内容は「実生活で遭遇するであろう課題を学生に与え、その課題をどのように遂行して

いくのか、言語知識・方略を含め指導していく」ものと考えた。3 回の模擬授業を通して、

キーワードともいえる点がいくつか見えてきた。 

 まず、教材のオーセンティシティーの重要性である。実際に学生が課題を遂行する際に目

にするものは学生用に加工されたものではない。そのように考えると、特に自立した言語使

用者を目指す B1 レベルではオーセンティシティーが高い教材がさらに大切になるのではな

いだろうか。読解指導では、教師は文章を書き改めたりルビを振るという作業より、生のテ

キストを読むための様々なストラテジー（漢語の意味の類推、文章の構成を考えて読むなど）

を、自己紹介であれば聞き手の期待などを配慮する態度、また、会話では意思疎通がうまく

行かない際のやり取りのストラテジーなどを指導することが大切であると感じた。 

 また、同時に、課題を遂行するための場面設定の重要性も学生の動機付けに大きな影響を

与えることが実感できた。今回のモジュール 1 では、具体的な設定を「文化交流員として 1

年間県庁で研修する」という本当に望めば学生が実現できるものとした（当初、ワーキング

ホリデーを考えたがベルギーからは日本へ行くシステムがなくこの設定に変更している）。

そして、フランス・ベルギーで準備として行うことから始めて、空港での入国審査、市役所

の住民登録、職場の初日、緊急時のやりとり、文化交流委員としての仕事 というように、

できるだけ自然な流れを意識した。かなり、学生に負担が大きいであろうと予想された生教

材（法務省のサイトなど）に学生が、前向きに取り組んでいけたのは、現実性と実践性の高

さのためであろうと考えられる。 

 さらに、重要と思える点は、教師と学習者とのインターアクションである。今回の模擬授

業では、まず学生一人一人に異なる県庁からのメールを事前に送った。学習者はそのメール

の中の情報を用いて書類依頼の課題、自己紹介の課題を行った。また、ホームステイの申込

書を送付するという課題の後には、教師からまたそれぞれに勤務先である県庁に近い住所を

ホームステイ先からの返信として送っている。その住所は入国審査のときに用い、市役所で

の住民登録でも必要ということを説明した。入国審査官、警官とのロールプレイも参与も含

め複数の教師が行政側の役を行い、学生とのやり取りをした。初日の自己紹介の場面では教

室を県庁の職場とし、教師が上司役になって新人を紹介する入室の場面から行った。このよ

うに教師が「課題遂行の外にいる訂正する人」という役割ではなく、「学生の課題に実際に

登場する人」という役を演じ、指導をしていくのは非常に臨場感があった。そして、学習者

も教師も真剣に課題に取り組んている姿勢から出るエネルギーは学習者と教師だけでなく学

習者同士、教師間にも肯定的に働き、双方の意欲を高めたように思われる。 

 今後、ルーヴァン大学 2 年生の授業に取り込んでいくことに関しては、現在、検討中であ

るが、その際に重要になるのは、質的な面を向上させるためには知識（文法・語彙など）を
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増やす授業、方略を高めるためのトレーニングなどをどのように課題遂行のシナリオの中に

組み込んでいくのか、またそのバランスをどうするかということである。また、その際には

評価も考える必要もある。今回の模擬授業での学生からのフィードバックが高かったことも

あり、実際の授業にいかに取り入れていくか、今後の課題としたい。 

 

 

 

竹内 泰子（グルノーブル・スタンダール大学） 

 

参加者アンケートでも何度も指摘されているように、教材のおもしろさやオリジナリティー、

あるいは実際に遭遇するかもしれない場面を扱うリアリティーは確かに学習者の意欲を高め

るようだ。しかし、同時に学習者のレベルに応じた時間配分が重要であると感じた。読む活

動に関して言えば、難度の高いテキストは、B1 レベルの学習者にとっては、理解できない

わけではないが理解するのにある程度時間がかかることが観察された。限られた授業時間内

でタスクを達成するためには教師の助けがかなり必要となり、そうすると学習者の自主性が

損なわれてしまう可能性がある。このような要素は、素材を教材化したり教案を作ったりす

る段階でも十分に考慮する必要があるだろう。また、ノートを取ったりポイントをまとめた

りする時間も同様だろう。 

 

 

永田道子（グルノーブル・スタンダール大学） 

 

 ３回の模擬授業を通して学生が大変熱心に授業に参加していたことが印象に残っている。

インターシップで日本へ行くという、学生が近い将来体験するだろう（もしくは体験したい

と願っている）シチュエーションに即したシナリオの設定であったことが、学生のモチベー

ションを高めたのではないだろうか。ビザ取得のために法務省のホームページを参照したり、

問題に対処するために警察庁のビデオを視聴したりと本物の素材を使用し、難易度が高いの

ではないかと思ったが、学生のすべきタスクが明確であれば B1 の学習者にも対処できるの

だとわかった。その逆の例として、３回目の授業の日仏語でのスローガン作りでは、学生に

求めるアクションがはっきりしていても、その学習目標は何か、どう指導、評価したらよい

のかよくわからなかったという反省もある。また学生にとって関心のあるシナリオだといっ

ても、職場での着任の自己紹介や、交番でのロールプレイなど教室にいる学習者にとっては

仮想の世界である。ここでも役になりきり日本語でコミュニケーションするという学習者の

モチベーションが問われるだろう。教師は学習者のやる気を高めるためにも、シナリオの設

定を明示し学生の遂行すべきアクションを的確に伝える努力が必要だと思った。最後に、こ

の模擬授業を通して教師の熱意は学習者の共鳴を呼び学びの場に活力を与えるのだというこ

とを身をもって体験した。学習者の生き生きとした表情が強く印象に残っている。B1 プロ

ジェクトに関わった先生方、模擬授業に参加した学生たちに感謝したい。 

 

 

東伴子（グルノーブル・スタンダール大学） 

 

 『日本での公的機関に関する活動』を教室に持ち込み、教材化し、タスクを考えるのは決

して楽な作業ではなかった。なぜなら、教師である私たち自身が、学習者の入国に関する法

令や一連の手続きを理解し、彼らが日本で遭遇するであろう場面でのオーセンティックなや

り取りを想定し、教材として提供し、教室にいながらにして学習者に日本での架空の体験を

活動として行わせなければならないからだ。「テキストを読んで意見を言う」という通常の

大学の授業風活動ではなく、日本で暮らしていくために必要な情報を取り出し、理解し、行

動を起こさせるというのが目的であった。このテーマのシナリオ化、素材探し、教材化をプ
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ロジェクトのメンバーみんなで話し合い、分担して行ったが、この作業は、非常に楽しいよ

い経験であった。また、学生からのフィードバックも比較的ポジティブで、結論から言えば、

今回の目標はおおむね達成できたと思う。 

 ただ、このような授業のカリキュラムに取り入れるにはさらなる工夫が必要であると感じ

た。 

 多くの学生が指摘しているように今回は少人数（7 人以下）であった。また、今回はかな

り『お膳立て』をした。メールを準備して学生に送る、滞在カードを各自の分を作り渡す、

ロールプレイには参与の教師が数人で相手をするなど、特別な準備を行った。通常の大人数

のクラスでは同じやり方ではできないだろう。 

 また、今回はパイロット授業だったため、ひとつの授業にタスクを詰め込みすぎたという

感がある。せっかく準備した数多くのプリントや動画を十分活用しないで次の活動に移るこ

とが多かったように感じた。学習者中心といっても実際は、教師が説明をし、学生は聞いて

いることが多い。ときどき学生に返答を促すが、学生の発話も、一文、一単語で済むタイプ

のものが多い。活動の時間も少ししか取れなかった。タスクを半分に減らし、学習者が自分

であるいはグループで活動する時間を増やさないと『行動主義的アプローチ』とは言えない

のではないかと感じている。もちろん授業時間は限られているし、学習者に自由に活動させ

ていたのでは、教師からの指導やフィードバックができない。また、教室外の課題をどのぐ

らい行わせるのかなど、現実の授業敵対に照らし合わせてバランスを考える必要があるだろ

う。以上の点は、私もいつも悩んでいることだが、教師として常に意識しないといけないと

再認識した。 

 今回は、さまざまな活動でオーセンティックな素材を用いたため、『難しい』という印象

を教師側が持ってしまったかもしれないが、実はテキストとしての難易度は、文学作品や論

説文よりは高くないと思う。このようなタスクでは専門用語と社会文化的知識は避けては通

れず、その習得がまさに活動の目的ではないかと思う。今回は時間が十分に取れなかったが、

例えば読解に関してはデジタル版のテキストを与え、学習者がオンライン辞書などを駆使し

て自立的に読めようにデザインするとよいと思った。時間さえ十分にあれば、今回の学習者

でも十分自力で読めるテキストだったと思う。教師が難しがると学生も難しいと思い込んで

しまうかもしれない。『難しさ』を恐れず、通常の授業でもある程度オーセンティックな要

素を導入することにより、学生も慣れるのではないだろうか。 

 最後に、今回は『何をするか』に焦点を当て、『どのぐらいできたか』にはあまり重きを

置かなかった。実際、参与していてもどのぐらい習得できているのかわかりにくかった。こ

のようなタイプの授業の評価法の開発はこれからの課題だと思う。 

 

 

ベルマンス・クララ（ルーヴァン・カトリック大学） 

 

 ４年前に B1プロジェクトに参加し、課題遂行や実践的なアプローチなどのキーワードは

よく耳にしたが、今年の３回の模擬授業を通して実際にどういうものが分かってきた感じが

する。模擬授業でいろいろ気づいたり、勉強になったりしたことがあり、下記に簡単に述べ

る。 

 生教材が大切だと以前から分かっていたが、難しすぎるではないかという心配がいつもあ

った。しかし、どうしてそのテキストを読むのか、ビデオやサイトを見るのかとその活動の

目的をはっきり理解できたら、学習者が難しすぎるとあまり感じないことに気づいた。生教

材を選ぶときに、難易度の判定が難しいが、難易度より、実生活での必要さのほうが大切な

ポイントだと思うようになった。 

 現実的な課題は学習者の動機付けになると学習者のアンケートからも分かった。そこで自

分が担当している会話の授業をこれから少し変えたいと思っている。普段の授業では、「誘

う」、「助言する」「文句を言う」など毎回違う「機能」を扱い、学習者が実際に出会う場面

を選び、ロールプレイで練習させている。しかし、一回の授業ではいろいろな場面が出て、
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模擬授業のように現実的な流れがない。そこで、これからの授業でしてみたいのは、自然な

流れ・ストーリ性を持たせることだ。そうすると、様々な「機能」を一つの授業で扱い、ロ

ールプレイをストーリーの順番で練習する。今まで、留学生の場面が多かったが、旅行者が

出会うシチュエーションももっと入れたいと思う。 

 普段の授業では学習者同士がロールプレイを練習する。模擬授業では教師が入国審査官や

警官になったりして、非常に現実的なロールプレイになった。模擬授業は少人数で行なわれ

て、学習者はリラックスしたようだったが、空港や交番のロールプレイでは学習者同士のロ

ールプレイより緊張していた。学習者の数が多ければ、１人の教師が対応するのは難しいし、

毎回ゲストを呼ぶこともできないが、ロールプレイを現実的にする工夫が必要だと思う。 

 今回の模擬授業には語彙の指導があり、名詞修飾や接続詞などの文法項目も扱ったが、新

しい文法の導入がなかった。課題遂行を授業の主な目標として設定すると、どういうふうに

新しい文法項目の導入を入れれるか、それはこれからの課題になると思う。 

 

 

 

ルメトル真紀子（グルノーブル・スタンダール大学） 

 

 B1 プロジェクトの「カリキュラム試案」自体がそうだが、今回 3 回の模擬授業でも実際

に学生が日本に行った時に遭遇しそうな場面扱った。身近な話題のうち、グループで考え作

り出すタスクや問題が起こった時の対処で特に学生が生き生きしている感じがした。全ての

技能を取り入れ、練りに練った教案+授業だということを学生も感じ取っていたことがアン

ケートからわかった。 

 クラスの規模、メンバーのレベル、授業準備（の労力）など様々な要因が関係するが、普

段の授業でも十分扱えることが今回の模擬授業でわかった。アンケートより、学生も充実感

が得られ、普段の授業でも取り入れて欲しいと思っていることもわかった。 
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参加学生 

 

グルノーブル大学 

 

1．あなたにとってこれらの模擬授業は何か特色がありましたか。通常の大学での日本語の

授業との最大の違いは何ですか。 

 私にとってのこれらの授業の特色は:―毎回先生が変わる事（先生方はそれぞれ話し方

が異なるので興味深い）。大変具体的な数多くの状況設定（シナリオ）がある事（これ

らの状況に関連した演習と語彙と共に）。日本での日常生活に実際に役に立つ情報を得

られること。演習の多様さ（セッションの終わりのワークシート、口答表現、ポスター

を作る創造性）そして、教材（＜公式の＞ビデオ、スライド）。私にとって大学の授業

との一番の大きな違いは、授業に求められる日本語のレベルだった。 

 私にとっての一番大きな違いは、先生と他の学生とのインターアクションである。活動

は多様で、解決策を一人で見つけるため、そして対処するための具体的な状況設定であ

った。授業は毎回より早くて、語彙や使用言語のレベルともにより複雑だった。 

 模擬授業の日本語のレベルは、大学の授業よりかなり高度だった。そしてダイアローグ

を通して先生達とよく練習をした。大変助かるし、レベルを上達させるために勉強しな

ければいけないことについて考えさせられる。 

 模擬授業を通して様々な特色を見つけた。まず、学生数が限られていた（記憶が確かな

ら約６名程度）。このことによって、学生と先生とのやりとりが多くあった、そのため

に学生は＜典型的な＞大学での授業よりも、授業に参加し頻繁に発言する機会があった。

私にとっての最大の違いは、＜実地演習＞だ。 

 先生と学生はほぼ全て日本語でしか話さない。私たちが通常受けている授業では、先生

がフランス語でなるべく話さないようにしても、学生たちは簡単に放棄する、そしてす

ぐに学生たち同士母語で話すようになる。ほぼ日本語だけのやりとりは学習グループが

かなり人数制限されていたからこそ可能だったと思う。学生が少なかった、だからより

集中（する）。 

 

2. このようなタイプの授業を大学の教育過程に組み込むことが可能だと思いますか。 

 はい、何も問題があるとは思えないし、素晴らしいことだ。 

 可能だろう、私たちはそれを実行する事ができた、でも少人数で授業をする場合におい

てだろう。１０人以上の学習グループでは運営することが難しいだろう。しかしこれは

素晴らしいトレーニングだ、たくさんの事を学んだ。 

 このようなタイプの授業をもう一度、もしくはカリキュラム内で受けたい、しかし学士

課程の学生にはレベル（難易度）がちょっと高いという印象がある。おそらく学部３年

生の希望者への追加授業として、そして修士課程に組み込む？ 

 可能だと思う、でもいくつかの順応が必要だろう。典型的な大学の授業では学生数は２

５～３０名であるのに対して、模擬授業の時少人数だったので、頻繁に参加しやりとり

ができた。もっと人数制限のある学習グループ（学生１０～１５名）だと、可能だろう

と思う。考慮すべき他の要素は学生の語学レベルだ：１１月の授業の語学レベルは通常

の授業についていくために必要とされるレベルよりかなり高度だった、個人的にはつい

ていくことができるものの（努力が必要ながら）同級生みんながついていくことができ

るかはわからない。最後に、授業は多くの内容があり、すべてを２時間でより多くの学

生とすることは難しいだろう。しかしもう少し多くのセッションにおいて、内容を分散

しつつ、このタイプの授業は組み込み可能だろう。内容や情報は大変興味深く、豊かだ

った、日本語科の学生は多くの人が中長期間日本へ行く計画があることを考慮すると、

このタイプの授業を組み込むことは未来の学生に有力で重要な援助となるだろう。 

 レベルを調整しつつ（学部の２年生にはちょっと難しかった）、また日本語科の学生を

複数の少人数クラスに分けつつ、このタイプの授業を組み込むことは可能だと思う。 
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3. 模擬授業に参加してみて、外国語の学び方について何か新しい発見がありましたか。 

 はい。特にすべて日本語で書かれているテキストを読むためのストラテジーをいくつか

学びました。今それを読解作業のたびに活用している。 

 一番の収穫は、最初 〔模擬授業のテーマに関して〕何もわからなかった自分が、頑張

ってなんとか自分の考えを述べられるようになったことだと思う。また、コミニュケー

ション場面がまさに現実に即したものだったことも「待ったなし」というスタンスで学

習を進めていける要因だったと思う。例えば、わからない言葉があってもコミニュケー

ション上の必要に迫られることで、より早く覚えることができた。現実のコミニュケー

ションの中で使ったからだと思う。コンテキストなしの語彙リストでは覚えられなかっ

たと思う。 

 これまでの授業と特に大きな違いは感じなかった。（語彙表を使っての勉強など） 

 はい。各回の模擬授業は「外国語は会話のコンテキストがはっきりしている場面で使っ

てみることによってよりスムーズに習得できる」というかねてから私が持っていた考え

を肯定してくれるものだった。教科書を通して学ぶ言語に関する知識はもちろん大切な

基本だが、それにも増して今回の模擬授業で行われたような具体的な言語活動を行うこ

とが非常に大切だと思う（例 インターネットで情報を探してメールを書くなど）。そ

の他、日本語能力を高めるためには学習後にフィードバックを受けることもとても大切

だと思う。また、大学で〔日本語の〕基本を学ぶことはできるが、それと同時に授業に

積極的に取り組めるように語彙やいろいろなコミニュケーション場面などの情報を自分

で探す姿勢が非常に大切だということを今感じている。 

 知らない漢字が数多く含まれるテキストを読みこなすためのストラテジーを学べたこと

がとても役に立った。 

 

4．3回の模擬授業の活動の中で、どの活動（例 活動のテーマ、練習など）が一番印象に

残っていますか。 

 「公的機関」というテーマ（外国人が〔日本の〕空港に着いたとき、どうすればいいか、

誰から情報をもらえるか、など）がとてもよかった。フランスとはシステムが全く違う

し、〔入国審査などに関する〕最低限の知識を持つことが必要だとわかった。 

 一番印象に残っているのは空港での活動だと言える。実際のコンテキストを考えると、

日本〔の空港〕に初めて着いたときは、授業とは全く違い、フランス語は使えず、日本

語で自分が伝えたいことをわかってもらわなければならないから。これはこれまでに経

験したことのない状況で緊張も伴うが、その中で瞬時に考えをまとめ、自分の言いたい

ことをわかってもらわなければならない。この授業は本当によかったと思う。 

 なくなった自転車を探すという現実の場面に即した会話。情報を求めたり、物を描写し

たりするときに必要な語彙をたくさん覚えたし、授業で学んだことをコミニュケーショ

ン活動中に実際に使ってみることもできた。 

 個人的に特によかったと思うのは、防犯と問題があった場合にどうすればいいかという

テーマだ。旅行の準備はたいていの場合、いろいろなことをかなり楽観的に考え、実際

に起こり得るトラブルについてはあまり考えないものだ。模擬授業のひとつで、トラブ

ルに対処するため、緊急時にかけるいろいろな電話番号や何かをなくした場合どうする

かという活動があったが、これはとても役に立ち、こうしたことを教えてもらうのは大

切だと思った。日本で実際にトラブルに遭ったときにより適切に対処できると思うから

だ。また、ビザ取得のための手続きや日本の空港に到着した際の手続きなどに関する知

識･情報も非常に役に立った。 

 インターンシップなどに関する一連のテーマが特によかった。将来必ず必要になると思

われるコミニュケーション場面を通して、〔活動に必要な〕すべてのことを学べたと思

うからだ。 
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5．その他コメントなど 

 特になし。とてもダイナミックで役に立つ授業だった。先生方、本当にありがとうござ

いました！ 

 もしこのような授業を日本語運用力を高めるためのひとつの活動としてカリキュラムに

組み込むことができたらとてもいいのではないかと思う。すべての学生に適した学習レ

ベルを設定するのは難しいと思いうが。〔でも〕模擬授業を通して現実に役に立ついろ

いろなコミニュケーション場面に接することができた。（これは、授業のカリキュラム

にあるからそれを勉強するということとは違う。） 

 模擬授業に参加する機会を与えてくれた日本語科の先生方に心からお礼を言いたいと思

う。言語に関する知識（語彙や役に立つ漢字をたくさん覚えた）と同時にビザ申請のた

めの手続きなど、とても興味深く有意義な授業だった。小グループでの活動は学習意欲

を高めてくれるもので、本当に楽しみながら授業に参加できた。授業でもらったプリン

トと語彙表は、将来とても役に立つと思うので全部大切に取っておく。本当にありがと

うございました！ 
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ルーヴァン大学 

（1・2・5の質問は 3回目の模擬授業が終わった直後、模擬授業終了後、2ヵ月後に調査） 

 

1．あなたが毎週受けている日本語の授業と違うと思いましたか。もしそうなら、どこが違

いますか。 

 違うやりかただ。雰囲気も違っていて、それは人数がいつもより少なかったからかもし

れない。 

 この授業は違っていた。先生自身との練習がとても多かった。その上、インタラクティ

ブで実践的なことも本当にとても多い。 

 追加の情報だからストレスがずっと少なかった。それで私たちはもっとリラックスして

学ぶことができた。内容もとても実践的だったからなぜこのことが大切なのかイメージ

することができる。 

 基本的にはまだ普段の授業だったが、メディアを使ったりいろいろな種類の練習（話す、

漢字、聞くなど）のテンポがよく、いつもの授業よりずっと刺激的だった。 

 はい。とても目標達成があった。インターンシップのためにどうしよう！将来に出会う

ことだから非常に役に立つ。 

 はい、もっとインターアクションがあってそしてだからもっと楽しかった。それでもっ

と集中した（全部もっとよく覚えられたと思う）。日常生活にもっと焦点を当てていたか

ら将来に役に立つだろう。（*） 

 はい。雰囲気はもっとリラックスしていた。例えばコンピューターの使用で個人的に授

業を受けやすくて、同時にグループでも授業を受けた。テーマは理論的な練習よりずっ

と実際的だ。（普段の会話の授業でやっていることに近い） 

 この授業はもっとインターアクションがあってもっと難しいレベルだった。上達できる

からそれはいい。すべて授業がこうだったらすごく疲れるだろうけど、よりたくさんの

授業をこの方法で教えられてもいい。 

 

2．こういう授業を日本学科の授業に取り入れることをどう思いますか。 

 是非。多分２年生の後期のいつかはいかがですか。 

 悪い考えではない。普段の授業で、ときどき私たちはもっと、例えば紛失自転車の届け

などのような実践的なことに焦点を当てることができるのではないかという印象を私は

持っている。先生とのインターアクションがもっとあったのも悪くないだろうが、もっ

と大きいグループでは、もちろん学生ひとりひとりと会話するのが難しい。 

 エキストラとしてすごく楽しいだろう。今タスクがとても多いが、特に一年留学するこ

とに向けてまたはその後、このような授業、そして特に内容は実を結ぶだろう。卒業し

たら何をするのか今具体的にイメージすることができるようになったとも思う。 

 授業はもっと楽しかったけど、あるフォーカスも大事だ。できるところでのメディアの

活用に賛成だが全部の授業がそんなに multidisciplinary だったら多分各分野で早く上

達するのが難しくなるかもしれない。このレッスンは私たちは既にすごく焦点を当てた

授業を受けているから上手くいった。逆だったら難しいだろうと思う。だからバランス

を見つけることがベストだと思える。 

 こういう目標達成のような授業がエキストラの授業として役に立つだろうと思う。例え

ば、警察に行かなければならないとき、インターンシップをしたいとき、ホームステイ

をしたいときに何をすればいいか。でも大きいクラスでは多分難しすぎるだろうし、そ

んなに課題達成じゃなくなる可能性がある。 

 1）で答えたように（*）役に立つだだろう。授業中であまり文化的で実際的な事柄に焦

点を当てない。私は日本について習ったことのほとんどは日本人の友だちを通してだ。

私たちが授業でこのことをもっと習ったら面白いだろう。 

 この授業は私に授業を楽しくする価値を見せてくれた。その上、よりダイナミックなイ

ンプットは本当にいい。でも、同じ時間の授業より習ったことが少なかった。私は心配
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しているのはもっとの学生がいたら、実践的な可能性が少なくなるのではないかという

ことである。だから、あるバランスを見つけられなければならないだろう。それ以外に

私たちは読む、話す、語彙、聞く（それからビデオ）…の練習をした。でも、オールラ

ウンドにするためには、文法が抜けているんじゃないか？同時に１人以上の先生がいる

のも面白いコンセプトだが、一人の先生しか活動的じゃなかった。多分実践的ではない。

でもこれは私が考えたことだけだ。 

 

3．模擬授業に参加してみて、外国語の学び方について何か新しい発見がありましたか。 

 個人的には特に新出語彙を学んで覚えることに大きな努力をしている。そして、各授業

で繰り返して、習った言葉を使うことがもっと簡単になる。それから、実生活の場面で

繰り返しその語彙が紹介されるのも役に立つ。なぜなら、せっかく覚えてもどの場面で

その言葉を使ったらいいか分からないことがしばしばあるからだ。それは、たくさんの

言葉の意味は幅が広いから。だから、この授業でわたしは、特に、繰り返して、そして、

具体的な場面で提示されることは言葉を学びやすくするということを発見した。 

 実は、ありません。私自身が外国語の中で育っているので、勉強の仕方が大体分かって

いる。例えば、たくさん読んで、書いて、やり取りをして・・・ 

  特に新しい発見がなかった。もちろん初めての日本語の授業ではなくて、そして日本語は

初めて勉強しようとする外国語でもない。ただ、大学で勉強したいと思った最初の言語だ。

日本語学習法に関して新しい気づきがなかったが、すばらしい経験だった。速く言語を取得

するコツは、先生の活動的な指導による授業を受けることと、学習者自身がさまざまなメデ

ィアを通して習おうとすることのバランスを取ることだと思う。個人的には私たちの日本学

科ではこのバランスがかなりよく取れていると思う。日本語はオランダ語の母語話者には習

いにくい言語だと私には思えるが、私はだんだん上達していると思う。なぜなら、できるだ

け授業に出るようにしているし、自分自身でもその言語を使ったり触れたりするようにして

いるからだ。 

 この授業で気づいたことは、２時間の授業の中にいろいろな活動が織り込まれているのは

学習者の興味を持続しやすくするし、もっと楽しくなるが、もしかしたらより効果的とは言

えないかもしれない。例えば、１時間で漢字と読解を勉強したことを思い出す。それぞれの

活動が短いから、学習者が厭きることがなかったが、それぞれの活動がそんなに深くなかっ

たとも言えるだろう。現在の日本学科で行われている授業のやり方は、つまり言語活動ごと

に（会話・文法・聴解など）２時間の授業が行われる、もっと効果的じゃないかと思う。そ

うすると、もっと内容が深まるが、重すぎる授業ではないと感じている。 

 視聴覚教材もとても楽しかった。短いビデオ、例えば、私たちがこれから研修をする市役

所についてのものは授業を生き生きさせて、さらに短い聴解練習としてもよかった。入国審

査の練習も先生が入国審査官のように腕章をつけていて、楽しかった。そのおかげでもっと

現実的で、習ったことが将来実際に対処するだろうから、役に立つ。学習者が動機を持続さ

せるためにもちろん大切だ。 

 場面を生き生きさせるために先生の準備作業が多かったと思う。例えば、返信しなければ

ならないメール、コンピューターで記入しなければならない現実的な用紙、ロールプレイ、

上に述べたようなビデオ。それらはもちろん授業を楽しくするけれども、いい授業の目標と

して、上のような練習の提示の仕方がどのぐらい必要かが疑問だ。各授業でメールを送って、

用紙を作って、小道具を探さなければならないなら、先生たちは寝る時間がなくなるではな

いかと想像できる。でも、学習者にはもちろん非常に意味がある。 

最後に、漢字と読解の教え方はよかったと言いたい。漢字熟語の意味を推測することによっ

て、私たちはある漢字の機能とそれぞれの漢字の基本的な意味の理解が広がった。読解テキ

ストも同じようによかった。テキストを分析して、文の意味を見つけることを習うのは言語

取得の中で重要な能力だ。それは今の櫻井先生の読解の授業で１００％行われている。 

  学習過程が楽しく、実践的であることは、言語を習うのに役に立つと思う。何が「楽

しい」かは、もちろん人にって違うけど、一般的にいうと、みんなはなんとなくどうい

うことか分かっていると思う。一方、「実践的」とは、習ったことを適切なコンテキス
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トで実践的に応用することだ。例えばメールを書く、警官とのまたは空港での会話練習

など。また、いろいろな練習を通して授業中に学生自身が、自分でインプットができる

ことだ。 

 多分実際には難しいが、大きいグループより少人数のグループの方が私には役に立つ。

特に、そのグループのメンバーに授業参加への動機付けが高い場合。普通の授業では、

別にモチベーションがないわけではないけど、かなり受身で授業に出席している学生か

ら返事を聞き出すのにたくさん時間が失われている。また、クラスに学生がいればいる

ほど、レベルや速さの違いが大きくなる。この模擬授業は私に授業の理想像を見せてく

れた。 

 いつでもコンピューター が使えるのも授業中には便利であろう。学生として自分で

いくつかのことが調べられるから［訳注：必要に応じて、調べたいことが調べられる］。

でも、もちろんそのために教師への注目がときどきくなくなる危険もある。たとえそれ

が、いい目的のためであったとしても。例えば私たちは、Rikaichan/ Rikaikun 翻訳プ

ラグリンを使ってテキストが読めるとき、知らない語彙を調べるのにそんなに時間を無

駄にしなくてもいい。でもその代わりに、日本語の語彙じゃなくて翻訳にだけ注目した

り、または漢字を理解してみるのにもう分析をしないとかなど、それは怠け者になる可

能性も出てくる。テクノロジーはどのように使うかによって便利なツールにも差し障り

にもなりうる。 

 授業のコンテキストでも、授業の外でも他の学生との共同作業はとても役に立った。

それは私に普段、充分じゃないだろう。この模擬授業は特別な場面として私に普段の授

業より学習過程の中における一体感を作り出してくれた。 

 バリエーションがあるいろいろな活動は模擬授業をわりと気楽な、面白い感じを与え

た。普段の授業では 2 時間文法だけ、話すだけの授業は重くて、くどいと感じることも

ある。でも、これを結果にどう反映するか、私にはいいアイディアがない。一つのテー

マにより長い時間焦点をおくのは一番いいかもしれない。 

 とにかく、これらすべての活動はたくさん聞くよりたくさんするほうがずっと面白い

ことを示している。 私にとって理想的なのは自主学習、及び、学習者間の学びが学習

過程の多くの部分を占め、授業中、先生は学習者が何が分かっていないかを確認して、

修正する存在となることだ。しかし、レベルと学習テンポの違い、さらに大きなグルー

プで質問をすることにいつもつきまとう恐れと恥ずかしさで、多分これは現実的じゃな

いかもしれない。 

 異なる授業（書く、話す、読む、聞く）の設定が同じテーマ（県庁で働きに行き、そ

れに関連すること）で進められたことも私にはとても興味深いコンセプトに思う。これ

は、私たちが習う全ての能力が、どのように言語の熟達を進めていくために一つになる

のかを示している。でも、それは本当に必要であるというより心理的な感じだと思う。 

 この模擬授業の中で一番たくさん学んだのは、そんなに集中して勉強したわけではない

ロールプレイからだった。だから、実践を念頭に置いたアプローチでは、私に、ある事

柄（言葉、文型・・・）をずっと速く覚えさせてくれた。さらに、私はいくつかの場面

での自立についても学んだ。なぜなら、私は英語やオランダ語に切り替えず、いつも日

本語で表現しようとしていたからだ。これは、多分、先生とロールプレイしたからで、

学生の中でロールプレイをしていたらうまく言えないときにすぐに他の言語に切り替え

てしまうだろう。 

 

4．3 回の模擬授業の活動の中で、どの活動（例 活動のテーマ、練習など）が一番印象に

残っていますか。 

 例えば、入国審査や自転車紛失の申し出。私たちは、入国審査はいつもだめで、日本語

で挑戦するのはいつもとてもストレスになってしまう。でも、いつか実生活でもそれを

しなくてはいけなくなるはずだから、練習したことを嬉しく思った。警察の場面も同じ

だ。これは本当に怖いから、実は、先生と話していると分かっていても、実生活のいい
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準備になって、本当に感謝している。自己紹介の練習もよく覚えている。なぜなら、授

業で何度練習してもまだ怖い経験だからだ。でも、日本ではよく自己紹介をしなくては

ならなく、職場でもそうだから、授業で会社の新人の役をしたことはいい練習だと思っ

た。 

 自己紹介。去年、私たちは年の初めに（その後も何度も）自己紹介をしなくてはいけな

かった。ちがうやり方でもう一回やってみたことのはいいと思った。なぜなら、参加し

た学生の日本語は去年よりずっとよくなっていたから。 

 入国審査のロールプレイがいちばん印象的だった。なぜなら、私は実際にそのような

場面で感じるだろうストレスを授業で感じたからだ。それは特に櫻井先生の演技が上手

だったからだ。鉄腕アトムが自分の顔写真になっている在留カードをもらって、本当に

ホッとした。それから、自転車紛失のロールプレイと自己紹介もよく覚えている。話す

練習のほうをよく覚えているのは他の練習は普段の授業の練習と基本的にそんなに変わ

らなかったからだ。例えば、漢字の授業での漢字の読み方など。結論として、授業を組

み立てるのに、（日本へ行く）というようなストーリーを授業に組み込んで、そのスト

ーリーにそっていろいろな異なる練習をするのは非常に楽しいやり方だ。とても楽しん

だ。いつもと違ったからだ。先生はそのようなストーリーを作るのにどれぐらい時間が

あるかどうか疑問だ。また、学習者のやる気が高まるに対して、授業の効率が下がるか

もしれない。従って、理想的なコースは両方の観点がうまくミックスしているものでは

ないかと思う。 

  働きに行く役所の連絡先へメールを書くこと。この活動は記憶に残ったのは私にとて

も有意義だったからだ。それは、前もって助言をもらって、そしてそれを自分で家でど

のようにするか発展できたからだと思う。それは私には、手助けをもらうことと自分で

「実験する」とのいいバランスであるが、それは私たちは特に普段の授業と特に違わな

い。その後、何が間違いか従来のように訂正されて、もしくは、どうしたらよくなるか

指摘された。ここで大事だと思うのは、私は自分の間違いの訂正だけではなく他の学習

者の訂正も見たことだ。なぜなら自分でしてない間違いからも私はたくさん習える。そ

れは当然に見えるが、今までこれに注意していなかった気がする。 

またメールを書くことについて参加学生の何人かとどういう風に彼らがメールを書いた

かを話し合った。なぜなら他の学生の判断や意見を聞くのはいつもありがたいことだか

らだ。それを知っていても、普段の宿題のほとんどではそれをしていない。以上の観点

から見るととても成果があった練習だったと思う。 

 紛失自転車の情報を集めるために質問に行った会話練習、そして空港での質問に答え

ること。この練習は言語学習に現実性と与え、前に述べたように楽しかった。さらにこ

の練習は日本語を話すことが必要である場面を作り出した。なぜならわれわれの話し相

手もその言語しか話さないからだ。それは普段の話す練習とそんなに違わないが、時々

他の学生とだけでなく教師を相手にするのはより効果的だ。特別な言語の学習者として

しばしば欠けていることは、その言語に長けている、最もいいのは母語話者を話し相手

に持つことだ。もちろん授業外で自分で探すことができるが、実際にはいつもそんなに

簡単ではない。 

 情報ポスターの作成。でも文化の情報を載せる以外に、本当の目標が何だったかもう

覚えていないからという理由でだけだ。私たちは作成中にオランダ語でも話し合えたか

ら、多分一番いい時間の使い方ではなかったかもしれない。 

 自己紹介の練習。以前もう何回もしたのに、知っている人の小さいグループの前でそ

れをするのにも、まだストレスが多い活動であるようだった。 

 空港のロールプレイと交番での紛失自転車の届けのロールプレイが一番強く印象に残っ

ている。これは主に、この練習が実践的な練習で、そして、現実の生活でどういうふう

になっていくかを示していたからだと思う。将来、現実にこのロールプレイがもう一回

起こる可能性が高い。私は、特にこの点がこの練習が強い印象を残している理由だと思

う。 
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5．コメント、質問 

 この研究に参加できて、うれしい。私はもう一回やりたい。 

 楽しい授業をありがとう！大変勉強になりました！ 

 この経験をありがとう！実際の生活で絶対にこういう場面に出会うだろうし、今もう準

備できている。 
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