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取 組 の 概 要 

ＷＥＢダイアリーを活用して、本学がこれまで取り組んできた日本語教員

養成の体験活動での問題点を解消し、ＳＮＳによるコミュニティの構成メ

ンバーが協働による支援ネットワークを創出し、多文化共生時代に対応で

きる日本語教師を育成する。学生がダイアリーを書くことによる気づきと

情報共有によるロールモデルの獲得を図り、また、自己評価シートや実践

能力診断テストにより学生自身に内省を促して知見を再構築するなど、教

育効果を高めるものである。 

 
①取組の実施状況 【１ページ以内】 

(1)実施体制 

海外における日本語教育の普及と地域の多文化共生の必要性という共通認識のもと、学内に日本語教

員養成推進室を設けている。実施にあたっては、①地域での日本語教育支援活動、②海外での教壇実習、

③国内での教壇実習の３つの体験活動においてコーディネート教員を配置し、嘱託研究員、教務・国際

交流とマルチメディア教育研究センターの担当教職員が支援し、大学院生も参画して全学的な支援体制

を確立している。また、地域での日本語教育支援については、京都市からボランティアの派遣元団体と

して指定を受けて活動している。 

(2)取組の実施計画に揚げた内容 

平成 20 年度は、グループウエアを統合したコミュニティ(SNS)を構築し、上記の３つの体験活動での

教育効果を高めるため、「WEB ダイアリー」オリジナルシートの作成及び試用を行い、推進室の機器備

品を充実させてサポート体制を強化した。また、これまでの体験活動記録をデジタル化し、コミュニテ

ィのデータベースへ蓄積した。 

平成 21 年度は、学生が作成したダイアリーの情報を、目的を同じくする学生や教員間で共有を開始

し、構成メンバーが体験活動の全容を把握し、教員による効果的な指導や学生間での対話を促進した。

また、日本語教育支援活動においては、グループ活動での結びつきをサポートし、学生相互に支援でき

る工夫を創出した。日本語学習者の国や地域、教育段階別に適した教材の一つとして「みんなの日本語

（中級）１～12 課」に対応した絵カード・写真教材を作成し、カテゴリーごとに検索機能を持たせて

コミュニティで活用できるようにした。 

平成 22 年度は、前年度の活動を継続させるとともに、ダイアリーをポートフォリオ化し、構成メン

バーが経験知を共有できるようにした。また、学生が授業マネジメント力を自ら診断し、独力で指導の

問題点を発見し解決方法を知ることを可能にする「実践能力診断テスト」を開発し実施した。コミュニ

ティの活用状況は次の通りである。 

  

書き込み件

数 ※１ 

書き込み

人数 

ログイン回

数※２ 

実際にログイン 

した人数※２ 

コ ミ ュ ニ テ ィ 所

属人数 

海外教壇実習 1061 20 4230 26 29 

日本語教育支援 848 12 2527 14 15 

国内教壇実習 3496 114 7776 145 161 

※１ ブログ・ダイアリ・話し合いの広場の本文及びコメントを対象。教員等を含んだ値 

※２ ログインデータは 2010/4/1～2011/3/31 までの１年分 

(3)社会への情報提供活動 

 平成 20 年度は、本取組の内容をホームページ上で公開するとともに、合同フォーラムに参加して積

極的に普及に努めた。 

平成 21 年度は、教育工学・日本語教育関連の学会（国内５、海外２）で本取組の内容を発表し、ま

た合同フォーラムに参加して積極的に普及に努めた。 

平成 22 年度は、国内外の日本語教育学会や教育工学学会（国内４、海外１）での発表や公開フォー

ラムを実施することにより、本取組を国内外の大学等の関係者に情報発信し、本補助事業の公表・普及

につなげることができた。 

また本取組の概要と今までの成果・外部評価を含めて報告書を作成し、関係教育機関と関係者に配布し

て公表・普及に努めた。 



②．取組の成果 【１ページ以内】 

(1)日本語教育に必要な基本的な知識・実践方法の修得 

早期に現場での体験ができるよう、日本語・日本語教育、そして日本の文化・社会

事情に関する知識を身に付け、汎用性の高い日本語教育の方法について模擬授業を通

して学習する。１年半で教案の立て方・授業の組み立て方、文型導入の仕方、練習方

法を学び、異なるレベルの模擬授業を通して日本語教育に必要な基本的な知識とその

実践方法を身につける。 

また、日本の文化・習慣との異同を明らかにし、日本語学習者の国や地域の言語能

力及び文化・社会事情についての知識も身につける。 

(2)模擬授業を踏まえた体験活動 

体験活動を行う準備作業として、模擬授業を行う。「教案の作成⇒模擬授業⇒指導教

官からのアドバイス⇒教案の手直し⇒模擬授業」を繰り返すプロセスを経験させたう

えで体験活動に参加させる。 

(3)「WEB ダイアリー」の作成 

参加学生には「WEB ダイアリー」の作成を義務付ける。このダイアリー作成は、これ

から教育活動に携わっていこうとする学生に自己の教育活動への内省及び内省的教授

能力の発達を促すものであり、学びと体験活動を有機的に統合するものである。ダイ

アリーで示された問題点や課題を授業で再検討し、「自分らしい授業･指導方法」を確

立させる。ダイアリーはポートフォリオ化し、卒業研究の資料として活用できるよう

にするとともに、後輩の道しるベとする。 

(4)コミュニティ（SNS）での相互支援 

学生が作成したダイアリーの情報を、目的を同じくする学生や教員間で共有し、双

方向でのコミュニケーションを可能とする環境を構築する。これは、本取組に関わる

者全員が体験活動の全容を把握できるうえに、教員による効果的な指導や学生間での

対話を促進する。また、教材の紹介や日本語教育支援活動においては、グループ活動

での結びつきをサポートし、学生相互に支援できる工夫を創出する。  
 上記(1)～(4)のプロセスを経て、国内教壇実習を行った 66 名にアンケートを実施し

し、その結果は次の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業の後ダイアリを書きましたか？

88%

12%

書いた

書かなかった

コメントを書きましたか？

29%

30%

38%

3%
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ほとんどの
週書いた

時々書いた

１回も書か
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ダイアリ・コメントを書く前後に他の

人がどんな意見を書いているか参

考にしましたか？
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時々見た

見たことは
ない

他の人の授業を見るとき、後でダイ
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ダイアリを書いたことは授業の準

備・実践に役立ちましたか？

30%

52%

15%
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強くそう思う

まあそう思う

あまりそう思
わない

全くそう思わ
ない

ダイアリ・コメントを読んだことは授

業の準備・実践に役立ちましたか？

30%

50%

17%
3% 強くそう思う

まあそう思う

あまりそう思
わない

全くそう思わ
ない



③．評価及び改善・充実への取組 【１ページ以内】 

本取組の改善・評価については、 

右図のＰＤＣＡサイクルにより行 

っている。教務委員会及び国際交 

流委員会、学生指導委員会におい 

て、取組自体の「目標の設定」と 

「想定される課題」について検討 

し、取組の実施は日本語学科と関 

連部署が連携して行い、FD、SD に 

より評価を行う。提示された改善 

項目が単独の委員会で評価・検討 

できない場合は、適宜合同委員会により対応できる体制である。 

日本語教育支援及び教壇実習に参加する学生は、「日本国内」「海外」「国や地域別」

「教育段階別」といったカテゴリーにより、日本語教員に必要とされる基本資質は共

通としても、知識、技能などは異なっている。そのため、実習者の「自己点検シート」

による評価と、実施教育機関の担当教官の点検シートによる評価とを比較検討し、学

生に自己の知識・技能の不足を認識させ、学生の「学び直し」の動機づけとした。ま

た、学生自身が授業マネジメント力を自己診断し、指導の問題点を発見して解決方法

を知ることができる「実践能力診断テスト」を開発し、2010 年 1 月 24 日～28 日に試

験を実施した。 

外部評価は、大学日本語教員養成課程研究協議会理事で東京外国語大学大学院教授

と香港中文大学の先生に依頼し、公開フォーラムで評価できる点・改善すべき点の指

摘と総括をしていただき、報告書にも記載した。 

■実践能力診断テストの実施概要と結果  

実施形態：選択式 20 問×5 点＝100 点 記述式 5 問×20 点＝100 点 

採点方法：選択式はプログラムによる自動計算。 

     記述式は１問につき、２名の採点者が採点し、平均点を得点とした。 

     ２名の評価が一致しているかを見るクロンバックのα信頼性係数は４問で

0.8 を越えた。記述式の得点全体に対するα信頼性係数は 0.727 

採点基準：６０％以上＝３級 ７０％以上＝２級 ８０％以上＝１級 

ただし、実際には記述式の得点が悪く、１級が誰もいなかったため、記述式の得点に 1.7

をかける補正を行った。（点数は補正後で算出） 
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全体  

受験者数  23 24 26 35    4    3    6 121 

１級    0    0    2 10    0    1    5 18 
２級     0    2    1    5    1    1    1 12 
３級     7    6    9 10    2    0    0 34 

平均点  109.7 112.3 114.9 140.0 130.1 142.3 175.1 124.8 
標準偏差  19.2 20.0 23.1 26.4 12.8 21.6 15.8 28.3 
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④．財政支援期間終了後の取組 【１ページ以内】 

 日本語教員養成プログラムは、平成 12 年度から外国語学部全体に拡げて実施してい

るもので、約 600 名の学生が参加している。本取組は、学生が海外での教壇実習、国

内での教壇実習、日本語教育支援活動を行う際の指導のあり方、評価方法を検討する

中で考案したものである。 

WEB ダイアリーは派遣・実習先の活動記録だけでなく、学生の体験活動の実態を本学

で把握することができ、評価についても、事後の報告書やレポート以外に、現地の担

当教官と継続的な連携のもとに現地での指導内容や指導メッセージを加味し、成績評

価における客観性と厳格性を確保することができる。これは、体験活動における厳格

な評価制度と適切な指導体制の一つの実施モデルとなる。 

また、学生の研究成果や、海外の交流協定大学の協力を得て日本語学習者の国や地

域、教育段階別に適した教材を開発し、カテゴリーごとに検索機能を持たせてデータ

ベース化し公開することにより、本学が交流協定を結ぶ 20 ヵ国 47 大学の中で、日本

語教育機関のある海外の大学をはじめとして、国内外に日本語教育のネットワークを

拡げるとともに、多様化する日本語教育に対応する人材の供与に寄与することを目指

している。 

本取組は、国内にある本学キャンパスを拠点とするものではあるが、海外の日本語

教育の拠点を整備し日本語教育の拡大という国策（「留学生 30 万人計画」の目標達成

のため、海外の日本語教育拠点を今後２、３年で 100 ヵ所以上増やす計画が進められ

ている）にも合致し、本学の社会的役割と特徴を明確に示すものである。 

以上のことから、財政支援期間終了後も取組を継続するとの学内的なコンセンサス

を取り、嘱託研究員と TA の人件費、SNS のシステム保守及び運営支援経費、ハード機

器の保守費、プリンタートナー等の消耗品費を本学の経常経費から捻出して実施して

いる。 

現状では、取組を維持していくための運営費を捻出するだけでよいが、今後の問題

点として、SNS のシステム大幅な改修やハード機器や PC 端末を入れ替えが必要になっ

た場合、多額の経費が必要となり本取組単独での存続が難しい。 

現在、本取組で使用するシステムを他の取組でも有効的に活用する方法を検討し、

今年度から教育職員免許状を取得するために必要な教育実習において、WEB ダイアリー

による指導を試用的に活用している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．取組の全体像 【１ページ以内】 

本取組は、平成 12 年度から外国語学部全体に拡げている日本語教員養成プログラム

において、多文化共生時代に対応できる「協働と内省により得た知見を再構築する能

力」を備えた日本語教師の育成を目指すものである。本取組では、学生が体験する①

地域での日本語教育支援活動 (ボランティア )、②海外での教壇実習、③国内での教壇実

習 (短期研修 )の３つの活動において、「学び」と「実践」を有機的に統合する教育を展

開している。  
学生は模擬授業の実践を通して、日本語教育に必要な基本的な知識とその実践方法

を 1 年半で身につけ、そのうえで上記①～③の活動に参加する。そして、その日の活

動の目標や計画のほか、体験後の意識の変化や自己反省、前日からの成長などを「WEB
ダイアリー」に記録させる。ダイアリーは、授業での学びや授業見学などによるイン

プットと、実習授業や支援活動などのアウトプットを順序だてて整理できるように作

成したオリジナルシートによって、インプットとアウトプットを有機的に統合する仕

組みである。この仕組みを支援する効果的な手法として、グループウエアを統合した

リアルタイムでの情報交換が常時可能なコミュニティ（SNS）を構築して、構成する

メンバーの支援ネットワークを創出する。ダイアリーを WEB で共有することによっ

て、本学教員からタイムリーに直接指導を受けることができ、学生間の対話も促進す

ることができる。また「自己点検シート」・「実践能力診断テスト」を開発し、体験活

動終了後に学生自身が問題点や課題を洗い出し、自ら解決できるよう支援を行う。  
 ダイアリーに記録された学生の成長過程をポートフォリオ化し、研究成果としてデ

ータベースに蓄積するシステムを構築し、さらに、「学習者の実態に応じた教材」を作

成し、国内外に日本語教育のネットワークを拡げる。  

 

【振り返り・再構築】

授業での問題点等の総括
自分らしい授業の確立へ

【現場での実践的体験】
地域での教育支援活動

海外の大学での教育実践
国内外での教育実習

【模擬授業の実践】

基礎知識の習得
教育方法の擬似体験

現場での実践的体験 『自分らしい授業』の確立へ

実習授業･支援活動

受講･授業見学
事後指導

京都外国語大学

教員からの指導
学生相互支援

データ公開による
教材・教育法の情報発信

学び

相談体験

●問題点・課題の洗い出し

●解決のための支援

●自分らしい授業の確立へ

●学習者にあった授業法

●ポートフォリオとして蓄積

●卒業研究として成果報告

●後輩への手引書

●学習者にあった授業法

教材 授業動画

ポートフォリオ

日本語教員養成
コミュニティ（SNS)

多文化共生時代に対応した日本語教員養成

1年半 実践･実習終了プログラムスタート

日々の記録

WEBダイアリー

 
 


