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⾃律的な学習態度形成を⽬指す
学⽣による⾔語学習⽀援活動の成果と課題
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発表の概要
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1. ⾔語学習⽀援：学習サポーター制度と活動

2. 学⽣の声（成果と満⾜度）
• ⽀援を受ける側と⽀援をする側

3. 学習⽀援のニーズやリソースの活⽤の相違

4. 成果と課題

5. おわりに



⾔語学習サポーター制度
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⾔語学習サポーター
• ⼤学が学⽣をSAとして雇⽤する制度（H25開始)
• 学⽣間の学習コミュニティの形成・活性化すること
• ⾃主学習のサポートすること

【募集と選考】
• 学期ごとに実施
• 学部２〜４年⽣、⼤学院⽣、留学⽣
• 留学経験者（または内定者）
• 担当外国語の⾼い能⼒
• 強い意欲を保持していること



⾔語学習サポーター制度
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サポーター制度のための３つの理論

1. 学習者にとっての「⾝近なロールモデル」
2. 学習者の⾔語不安を軽減させること
3. 「⾃⼰決定理論」にアプローチ



⾔語学習サポーター制度
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1.「⾝近なロールモデル」

＝⾝近なところにいる憧れの存在
• 教員は年齢的、社会的地位において差がありすぎる→理

想的なお⼿本としては△ (Murphey,1998)

• 「⾝近な⼩型神」のような様々な望ましい態度や実践を
活⽤することが効果的である （Dőrnyei,  2001)

「⾝近な⼩型神」→ SA（学⽣）



⾔語学習サポーター制度
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2. ⾔語不安を軽減させること

• ⾔語不安の軽減させることが重要である（MacIntyre, 1999)
• 社会的⽐較:「評点」、「学習の進みの差」

• 過度な競争は逆効果になる
• 間違いを恐れずに発⾔できる環境づくり
• 評価を「透明な」ものにし、⽣徒との交渉もできるように

するべき (Covington & Teel,1996)

「評点」「成績」がない課外活動 → 学習会



⾔語学習サポーター制度
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3.「⾃⼰決定理論」
Self-Determination Theory （Deci & Ryan,1985; 2002)

• 動機づけを⾼めるための３つの「⼼理的欲求」
１）⾃律性の欲求(the need for autonomy)
２）有能性の欲求(the need for competence)
３）関係性の欲求(the need for relatedness)

• ⼈間の動機づけの根源 (⽥中・廣森, 2007）

動機付け→ ⾃律学習を促進 ※重点的に取⼊れ



⾔語学習サポーターの内訳
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⾔語学習会
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• 4⾔語：英語、韓国語、中国語、スペイン語
• 週1コマ（90分）で実施



⾔語学習会
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【内容】
• SAによる運営（事前打ち合わせ：助教）
• 外部検定対策（中・韓国語）
• 海外語学⽂化研修に向けた学習
• 授業の課題（プレゼン等）準備サポート



⾔語学習サポーターの学び
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• 事前打ち合わせ（助教）
• 学期はじめのオリエンテーション、⽉１ミーティン

グ、学期末の振返りとヒアリング
• 活動報告
• サポーター同⼠のピアレビュー
• 学びのPDCAサイクルの構築・運⽤

Plan

Do

Check

Action



⾔語学習会の参加者（述べ⼈数）
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参加者（学年別）
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学⽣の声（成果と満⾜度）
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参加者（⽀援を受ける側）

※平成28年度前期



学⽣の声（成果と満⾜度）
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参加者（⽀援を受ける側）

※平成28年度前期



学⽣の声（成果と満⾜度）
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参加者（⽀援を受ける側）
• 丁寧に１つ１つ発⾳と意味を教えてくれたので、理解し

やすかった
• 検定に対するやる気が少しでた
• 検定の対策がすごくできる環境だから
• 先輩⽅の留学経験をききたいと思った
• 英語での会話能⼒を向上させたいと思ったので、そのよ

うな学習ができるので満⾜している
• 海外の映画などを⾒たり留学⽣とお話できたりするので、

コミュニケーション能⼒を向上させることができると思
う

• ロールプレイなどで実践的に学べたから



学⽣の声（成果と満⾜度）
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学習サポーター（⽀援をする側）

※平成28年度前期



学⽣の声（成果と満⾜度）
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学習サポーター（⽀援をする側）

【学習コミュニティーの形成】
• 先輩や後輩とのつながりができた。先輩を⾒てもっとが

んばろうと思えたし、後輩にもそう思われるように⾃覚
を持って取り組んだ

• 学年や国籍を超えて⼀緒に活動できたこと
• 多学年と関われる機会が多く、交流の幅が広がった
• 学習会を通して多学年の学⽣と顔⾒知りになり、学習会

以外の場所でも留学などについて情報が提供できるよう
になった



学⽣の声（成果と満⾜度）
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学習サポーター（⽀援をする側）

• ⾃分が分からない点をより深めることができた
• 参加してくれた学⽣が「楽しかった」「役に⽴った」と

⾔ってくれたときに達成感、充実感を得た
• ⽇本語を勉強したり新しい友達もできた
• ⾃分の国や⽂化を話す場があって嬉しかった



⽀援ニーズと活⽤リソース
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⾃律学習を促す「学習⽀援」とは？

学習⽀援のニーズや活⽤するリソース
・学習者の⾔語レベルによって差があるのか

• プレゼン準備サポート
• 1年⽣と上級⽣（2〜4年⽣）
• 英語と韓国語
• リソース：①サポーター②プレゼンテキスト



⽀援ニーズと活⽤リソース
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1年生 上級生（2～4年生）

韓国語 英語 韓国語 英語

内容 自己紹介 指定図書 なぜ韓/英語を学ぶのか

時間 1分～2分 2分 2分～3分

PPTスライ
ド

4～6枚 3枚 あり（枚数指定なし）

発表時期 7月末（前期末） 10月末（後期始）

準備時間 3週間 1週間 2週間

プレゼン課題の概要

リソース：①サポーター②プレゼンテキスト



⽀援ニーズと活⽤リソース

22

外国語でのプレゼン経験



⽀援ニーズと活⽤リソース
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サポーター⽀援の活⽤



⽀援ニーズと活⽤リソース
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サポーター活⽤の抵抗感

4点満点：点数が⾼いほど「難しい」と感じていることを⽰す



⽀援ニーズと活⽤リソース
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プレゼンテキストの活⽤



サポーター⽀援活⽤について（学⽣の声）
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【韓国語】
• 原稿作成でいっぱいいっぱいで、もっと発⾳練習までしたかった
• 学習し始めたばかりで、プレゼンするための⽂法や単語が全く⾜りな

かったので、サポートがあってよかった
• 間違ったものを覚えてしまう前に、正しい発⾳が学ぶことができてよ

かった
【英語】
• ⾃分の予定とあわなく、サポートを受けることができなかった
• 時間があえば参加したかった
• 原稿作成中に内容や構成に関するアドバイスをもらいたい
• 発表練習は⾃分でもできるから、構成は他の⼈の意⾒がほしい
• ⾃分があっていると思っていても、他の⼈からすると違うニュアンス

の場合があるから、アドバイスをもらって、改善していきたい。



⽀援ニーズと活⽤リソース
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学習⽀援のニーズや活⽤するリソース
・学習者の⾔語レベルによって差があるのか
※プレゼン準備に関すること

初修学習者
（韓国語 /  2年未満）

中級学習者
（英語 / 2年以上）

支援ニーズ 言語面
（発音、文法、単語等）

内容について
（内容の構成、言葉の選択）

活用リソース サポーター＞テキスト サポーター＜ テキスト

（学生の声） 「知らないことを学べた」 新単語や言回し ×



⽀援ニーズと活⽤リソース
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【考察】
学習歴が短い
• 「分からないから」と開きなおる（良い意味で）
• プレゼン終了後の達成感が多い

学習歴が⻑い
• サポーター⽀援を受けることに抵抗を感じる

→スピーキング（やりとり）に不安がある？
• ⾃⼰完結してしまいがち



成果
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• 参加者数の増加、学内周知の⾼まり
• 学習コミュニティの形成（縦横のつながり、

ロールモデル）

• ⾃律的な学習：「⾃⼰決定的な⾏動」
• ⾃⼰決定的な⾏動の１要素

→ 学習会への参加 →学習動機づけ
• ⽀援を受ける側・する側：満⾜度が⾼い



課題
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１）学習会の内容や⽬的を明確にすること
・海外研修等の⾔語準備セミナー

２）⼤学のスケジュールと連携させること
・コーディネータ―的な存在

３）経済的な⽀援をうけること
・⼤学側の理解・協⼒
・中級以上のニーズへの対応



「⾃律的な学習態度」形成のためには・・・
• ⾃分⾃⾝で課題や問題点を発⾒し、⾃律的に学習を進めて

いくことができるようになること
• 今から⾃分の学習スタイルを知り、学習⽅法を選ぶことが

できるようになっておくこと

→ 初級学習者：環境
→ 中級学習者：リソース

おわりに
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⾃律的な
学習態度・⾏動
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