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要　　旨
　多読は自ら読みたい本を選び、多くの本を読み続けることで外国語を学んでいく学
習法である。学習者が自ら学習を管理しながら行うため、そのプロセスは自律学習に
必要な学習オートノミーの育成に深く関係していると言える。本稿では多読と自律学
習の関係を意識して考案した、個別指導型、クラス内指導型、ブレンド型の三つの多
読授業の実践について報告し、それぞれの特徴を比較した上で、ビデオカンファレン
スによるブレンド型多読クラスが最も効率的かつ効果的に多くの学習者を支援するこ
とが可能であったことを報告する。学習者の意識調査からはビデオカンファレンスで
授業に参加できたことに利便性を感じている学習者が多かった一方、各校で対面式の
多読空間があった環境に価値を見出している学習者が多いこともわかった。さらに活
動内容が増えたクラス内指導型やブレンド型でも学習者は多読効果を強く意識してい
ることが明らかとなった。
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１．はじめに
１．１　実践背景と目的
　外国語・第二言語獲得において学習者は教師の教えから何を学ぶのか。1980年代
から「教える」から「教えない」教授法の発想が生まれ、教師が教えないことにより
効果的な学習が進む教育法が提示されてきた（青木 2001、Holec 1981）。この発想は
教師が何もしないことを意味するわけでなく、学習に必要な材料は提供するが（青木
2017）、教材提供、学習支援、評価を含めて、それらが教師から学習者への一方向で
終わってしまわないことを意味する。学習者は自ら学習を管理することで学習を促進
し、学習を管理する能力である「学習オートノミー」を獲得していくことで、さらに
自律学習、生涯学習へと繋げることができる。青木（2010）は学習オートノミーを、
「自分の学習に関する意思決定を自ら行う能力であり、その能力を使う権利である」と
定義し、その能力の育成には三つの要素が必要であると述べている。
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　 1）適切なリソース、学習教材の提供
　 2）学習を管理するための学習記録、またはポートフォリオ
　 3）適切なアドバイジング
これら三つの要素を自然な形で取り入れながら、学習オートノミーを育成できるのが
「多読」である。学習オートノミーはクラスの履修が終わっても、日本語学習を自律
して継続していくために必要な能力であり、高等教育機関における最終的な教育目的
はそこにあるべきであると筆者は考える。しかしながら、「教えない」教授法や「読
むだけ」の印象が強い多読は学習成果を明示しにくく、単位取得が可能な授業として
多読クラスを開講するには授業形態や授業構成などを慎重に考える必要がある。
　そこで本稿では多読がどのように自律学習と相性がよく、どのような形で既存の日
本語教育の現場に取り入れられるかについて検討するため、個別指導型、クラス内指
導型、ブレンド型の三つの授業形態における実践を通して、（1）どの授業形態で自律
学習に繋がる効率的な多読授業ができるか、（2）どの授業形態で学生が最も多読の効
果を感じているか、（3）どの授業形態が支援者かつ履修者にとって利便性が高いか、
の三点を考察することを目的とする。

１．２　日本語教育における多読
　多読は英語教育から始まり、2000年代からは日本語教育においても学習法の一つと
して様々な教育機関で取り入れられてきた。多読活動の形式は多読クラブのような学
位や単位とは無関係の自由参加型から、単位取得可能な多読授業まで様々な形がある
（Day & Bamford 1998、熊田 2011、Hitosugi & Day 2004、三上・原田 2011、原田 2015、
纐纈 2015a、2015b、松井・三上・金山 2012）。異なる環境の中でも、多読を行う際に
共通概念として存在するのが、Day & Bamford（1998、2002）の多読10原則である1）

（以下、日本語訳）。
　 1）簡単なレベルから読むこと
　 2）幅広いトピックに渡る様々な読み物が用意されていること
　 3）学習者は読みたいものを読むこと
　 4）学習者はできるだけ多く読むこと
　 5）読む目的は楽しみや内容理解のためであること
　 6）読みは自分自身のためであること
　 7）読みの速度はどちらかと言うと速めであること
　 8）読みは個々に静かに行われること
　 9）教師は読み活動に適切なアドバイスを与えること
　10）教師は読書の手本となるべきであること
これらの中でも日本語教育で特に重視されているのが、10原則の中の 1）と 3）で、
日本語教育における多読 4つのルールは、a）簡単なレベルから読む、b）辞書を引か
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ずに読む、c）わからないところは飛ばして読む、d）進まなくなったら他の本を読
む、の 4つである（粟野・川本・松田 2012）。
　これら多読10原則や日本語多読 4つのルールからは、多読が単独でできる活動であ
るような印象をもたらすことがあるが、Day & Bamfordの 9）にあるように、実は教
師のアドバイスや支援は多読を成功させるために欠かせない。Day & Bamfordらの 1）
と粟野らのルール a）の両方にある「簡単なレベルから読む」ことは学習者にとって
決して容易ではない。多読は皆が同じ教科書や読み物を読むわけではなく、学習者一
人一人が読みたいものを選んで読書を進めていく。学習者は日本語クラスで習った文
法や語彙を使って書かれた読み物には慣れているかもしれないが、日本人向けに書か
れた多くの未学習項目を含む絵本や小・中学生向けに書かれた読み物には馴染みがな
い。漢字圏の学習者は、漢字から語彙の意味を推測できるため、日本語クラスで使わ
れる読み物よりも難易度の高い本を読めることがある。多読は読むことのみに焦点が
置かれることが多いが、実は学習者一人一人が自分に合った本を見つけ、楽しく読み
進めていくための教師のアドバイスや支援は、多読の重要なプロセスなのである。
　多読が自律学習に深く関係する理由は、学習者が自ら学習のために読む本を選び、
自己管理の元に読み進めていくからである。選書はもちろん、選んだ本をいつ、ど
れぐらい読むか、読み続けたいかなどを決めることは、青木（2010）の学習オートノ
ミーでいう「自分の学習に関して意思決定をする能力」に繋がる。多読クラスの構成
そのものも学習オートノミーと関係が深い。先に述べたように学習オートノミーを育
成するためには「リソースの提供」、「学習記録」、「適切なアドバイジング」が必要だ。
この 3要素を多読に当てはめると、リソースの提供は多読用書籍の提供、学習記録は
学習者自身の読書記録、適切なアドバイジングは選書やスムーズな多読進行のための
教師のアドバイジング、と解釈できる。多読のような自律型学習法における教師の役
割は学習の支援者になることが重要だ（纐纈 2015a、 2015b、吉村・高橋 2016）。これ
ら 3要素を効率的に機能させ、学習者も効果を感じることができ、かつより多くの学
習者が履修できる多読クラスを運営するためにはどのような授業形態があるだろうか。
　以下、学年や大学の枠を超えた複合環境下で実践した三つの多読授業形態と授業構
成を報告し、最後に先に述べた実践目的の（1）から（3）についてアンケートによる
意識調査の結果を踏まえて考察を述べる。

２．実践の調査時期及び調査対象者
　多読の実践及び調査の時期は、2013年から2017年までの 4年間、計 8学期間である。
対象者は、米国の大学で日本語を学習し多読クラスを履修している大学生で、多読ク
ラス以外に日本語 1年生から 4年生までいずれかのレベルで日本語クラスを履修して
いる学生と、非日本語専攻または留学帰りなど様々な理由で通常の日本語クラスの履
修継続が困難な学生を含む。対象者は 8学期間に実践した個別指導型、クラス内指導
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型、ブレンド型のいずれかの授業形態で多読を履修した学生で、多読クラスが行われ
る本部校である州立U大学の学生の他、その近隣大学サテライト校のM校とS校の学
生を含む。対象者数は、継続して授業を履修した学生を含めて延べ134名である。

３．個別指導型多読
３．１　授業構成
　個別指導型の多読クラスとは、週に 2回、午後 4時半から 9時まで教師やティーチ
ングアシスタント（以下、TA）である支援者が図書館の多読用書籍が排架されている
部屋に待機し、学習者が都合の良い時間に図書館に来て、決まった時間数（週に 1時
間から 2時間）好きな本を読む授業形態である。本学では、2013年秋学期（履修者：
5名）、2014年春学期（9名）、2014年秋学期（11名）、2015年春学期（15名）の2年4
学期間に渡り個別指導型を実践した。学生は図書館にいる時間を利用して、選書と読
書を行い、支援者である教師やTAはそれに対してアドバイジングを行う。アドバイ
ジングでは、辞書に頼らず読めているか、クラス外でどれくらい読んでいるか、本の
好みが合っているか、次は何を読みたいかなどについて確認し助言する。単位数は 1
単位で、学習活動の一環として、読み活動以外にgoodreads.comというウェブサイトを
使用して印象に残った本をレビューする宿題と、学期末にお勧めの本についてクラス
で発表するブックトークを取り入れた。ブックトークでは、個別指導型多読クラスを
履修している学習者全員が同じ時間に図書館に集まりお勧めの本について発表する形
式をとり、全員が集まるのはこのブックトークの日のみで、単位は読み活動、本のレ
ビュー、学期末ブックトークの 3本柱で出した。

３．２　個別指導型多読の長所と短所
　個別指導型多読の長所は、学習者一人一人と話す十分な時間を確保できる点である。
多読活動におけるアドバイジングは、学習者を定期的かつ継続的に支援することで学
習者を放置しない目的がある。Day & Bamford（1998、2002）の多読原則10）にあるよ
うに、支援者の役割は多読のモデルとして学習者と一緒に読書をし、本の内容を共有
したり話し相手になることも含む。多読原則 5）や 6）にもあるように、学習者が自
分のために楽しみながら多読をするためには、読むことを一緒に楽しんだり共感して
くれる自律学習を支える人が欠かせない（青木 2001、2017）。個別指導型は支援者と
学習者との距離が最も近く丁寧なアドバイジングが可能な方法であると言える。
　一方、短所は支援者側にかかる時間的負担が大きいことである。本学の個別指導は、
学習者が都合の良い時間に多読ができるよう支援者が長時間特定の場所で待機し、学
習者がその既定時間に来られない場合は各自アポを取る形で行った。このやり方は学
習者が自分で読む時間を管理するという意味では自律学習の育成を促す良い側面も
あったが、本学では 4学期間で 5名から15名へと履修者が増加したため、4学期目は

－ 8 －



個別指導型の限界が浮き彫りとなった。二つ目の短所は、学生の情報が把握しにくい
点である。支援者が複数いる場合、学習者の多読進度、書籍の好みやニーズなど口頭
で行われるアドバイジングの情報を支援者間で正確に共有することは難しい。
　次項ではこれら二つの問題点を解決するために、多読クラスを個別指導型からクラ
ス内指導型へと発展させた実践について報告する。

４．クラス内指導型多読
４．１　授業構成
　2015年秋学期には履修者全員が同じ時間に所定の場所に集まるクラス内指導型多読
クラスを実践した。場所は図書館内の多読用書籍が排架されている部屋で、一単位の
授業として週に一度50分の授業を開講した。履修者は16名で、支援者は日本語教師、
東アジア専門図書館司書、大学院生のTA、の計 3名で担当した。多読用書籍は2017
年のデータで多読用グレーディッド・リーダー（GR）の他、一般書籍である絵本や漫
画を含め、タイトル数で約920冊が所蔵されており、2年間で増えた書籍数を差し引
いても2015年の段階で、16名の学生が同時に多読をするには十分にリソースを提供で
きる環境であった。すでに出版されている日本語多読用書籍GRが150冊弱しか存在し
ないことを考慮すると、一般書籍を含めて900冊以上の多読用書籍を揃えていること
は全米における図書館でも珍しく、5章以下で取り上げるM校の270冊やS校の560冊
に比べても十分なリソースが提供できる環境であると言える2）。
　表 1にあるクラス内多読の項目は、個別指導型で行った内容と同じだが、読み活動
は履修者全員が集まる形で行った。アドバイジング内容も個別指導型と同じく、辞書
に頼らず読めているか、本の好みが合っているかなどを確認したが、読書記録を導入
したため、クラス外での読み活動の確認は行わず、代わりに内容理解の確認を行った。
読み活動の他、学期に 2回発表形式で行うブックトーク、読み聞かせをクラス内の活

表1　クラス内指導型多読授業の授業構成
内容 頻度

クラス内多読 読む活動、選書、アドバイジングを含める。 週に 1回50分
クラス内発表：
ブックトーク

読んだ本の中でクラスメートに勧めたい本を紹介
する。発表言語は問わない。

中間に一度、学期
末に一度の計 2回

クラス内読み聞
かせ

ゲストを招いて、新しい本やオススメ本の読み聞
かせをする。読み聞かせの後、内容についてグルー
プで自由に話したり、質問の時間を設ける。

学期に 2回

読む宿題と
読書記録

クラス外で50分からそれ以上好きな本を読み、
読書記録をつける。（4．2参照）

毎週

ブックレビュー レビューサイトに印象に残った本のレビューを書
く。

学期に 2回
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動とし、宿題として読書記録の提出と印象に残った本のレビューを課した。いずれの
活動、課題においてもDay & Bamford（1998、2002）の多読原則に沿う形で、発表の
際には日本語の正確さや流暢さは評価基準に入れず、かつ発表言語は日本語、英語を
問わず、両方使っても良いこととした。読む活動においても本の難易度や読む速度は
評価基準に入れず、内容理解の正当性についても同じく評価に入れず、楽しく読めて
いるか、順調に読み進められているかに焦点を絞った。最終成績は合否のいずれかと
し、段階的評価とならないように配慮した。授業構成の詳細は表 1の通りである。

４．２　読書記録の内容
　読書記録は紙による書き込み型を使用し、クラス内外で読んだ時に即記録をつけら
れるよう各学生に保管させた。記録内容は 1）本のタイトル、2）読んだ日付けと時
間、3）読んだページ数、4）好きな表現や文、5）本から学んだ日本語、6）一言で
コメント又はイラストでコメント、7）読んでいる途中か、読み終えたか、途中で諦
めたか、8）誰にその本を勧めたいか、の計 8項目とした。
　読書記録は、先述のように学習オートノミーの育成に必要な学習記録に相当するよ
う、学生が自ら学習を管理する習慣をつける目的と、宿題であるクラス外の読み活動
を支援者側が確認する目的で、詳細な記録を取らせた。多読が楽しく継続されるよう、
ここでも読む速度や量は評価の対象に入らないことを伝え、逆に読めなかった週が学
期に 1、2回あっても通常の倍以上読めた週があれば減点しないこととし、自律学習を
意識して学習が単位や評価によって受動的に管理されてしまわないよう配慮した。
　また紙の読書記録は、手書きで記入させたことにより読みにくいという難点はあっ
たものの、一人一人の個性が顕著となり、静かに読み進めることを期待される多読活
動から、読書記録を通して学生の能動的側面を見ることができる良い機会となった
（図 1参照）。

４．３　クラス内指導型の長所と短所
　個別指導型と比べてクラス内指導型の第一の長所は、同じ時間帯に同じ場所で多読

図1　読書記録からの例3）
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ができることで支援者側の時間的負担が減ったことである。この点を改善できたのは
大きい。また皆が一同に図書館に集まって多読をする空間は学習者にとって大切な物
理的空間であることもわかり、これもクラス内指導型の長所と言える（吉村・高橋
2016、本稿 6参照）。学生の多読進度や本の好みを把握する方法については、時系列
的に読書の詳細が記録された読書記録が大変役に立った。しかし紙の読書記録は記録
用に学生が保管しているため、読書記録を頻繁に回収しコピーを取らない限り、支援
者間で情報を同時共有することが難しく、やはり改善点が残った。
　短所は限られたクラスの時間でアドバイジングをするため、個別指導型に比べて学
生一人当たりにかけられる時間が減ったことである。次項では読書記録のオンライン
化により、授業前に支援者が読書記録を確認することで授業時間を効率的に利用し、
短い時間で質の高いアドバイジングを可能にした実践例を報告する。

５．ブレンド型多読授業
５．１　ブレンド型多読への発展
　2016年春学期（履修者28名）、2016年秋学期（履修者31名）、2017年春学期（履修
者19名）の 3学期間はビデオカンファレンスを通して授業に参加できるブレンド型多
読授業を展開した。これは本学と近隣大学で単位互換性のあるプログラムが存在し、
他校へ通学せずに外国語学習を継続したり、本学と近隣大学を含めた大学間で外国語
学習者の絶対数を増やすことを目的として、Five College Innovative Language Teaching 
Grantから助成を受ける機会があったことで実現した。近隣大学2校とビデオカンファ
レンスでクラスを繋ぎ、読書記録やクラス内発表など全てをブレンド型で行えるよう
に授業形態を変更した。
　初回の2016年春学期はビデオカンファレンスのみ実行し、読書記録は従来の紙のも
のを使用した。ブレンド型実践 2回目の2016年秋学期と 3回目の2017年春学期には、
読書記録を含む多くの活動をオンライン化し、本学の学生も近隣大学の学生もできる
だけ同じ環境で授業に参加できるよう変更を加えた。

５．２　ビデオカンファレンス
　各校は、それぞれの大学で多読用書籍へのアクセスが良い図書館やランゲージリ
ソースセンター（以下、LRC）に集まりクラスに出席した。本部校以外に他2校のサ
テライト校にも支援者を配置し、対面式の多読空間を確保した上で、そこからグルー
プで本部校の授業へビデオカンファレンスを通して参加する形態とした（図 2参照）。
　各大学で一つのスクリーンを用いてビデオカンファレンス画像を映し出し、サテラ
イト校の学生はスクリーンを通して授業に参加した。授業の最初に教師が宿題や発表
について指示する際や、ブックトーク、ビブリオバトル（5．3参照）など学生の発表
の際にはビデオカンファレンス機器の一部である高性能マイクとカメラを用いて情報
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を発信し、学生はスクリーンを通して教師の指示を聞いたりクラスメートの発表を聞
いたりした。クラス内活動の 1つである読み聞かせの際、ビデオカンファレンスを通
して本の詳細を見せる必要がある場合には、ドキュメントカメラも併用し、スクリー
ン上ではビデオカンファレンスの傍らに本のイメージを表示することもあった。

５．３　授業構成
　ブレンド型の授業構成はクラス内指導型とほぼ同様であるが、オンライン上ででき
る要素を増やした。これは 3．2で述べたように、支援者間で学生の情報を同時共有で
きるようにすることと、本部校およびサテライト校のどこから授業に参加しても、で
きる限り同じ環境でクラス内外の活動ができることの二点に注意して実践した。表 2
で示すようにアドバイジング以外は全てオンライン上または電子形式で多読活動を行
うことを可能とした。
　ブレンド型の授業構成で新しく取り入れた部分は、学生の発表の 1つであるブック

図2　3大学間ビデオカンファレンスの構造

表2　ブレンド型多読授業におけるオンライン・オフラインの比較
多読活動 対面式／オフライン ブレンド／オンライン

クラス参加 ◯　各校内にて ◯　大学間において
学生の発表 ◯　各校内にて ◯　大学間において
アドバイジング ◯　各校内にて ×
読む活動 ◯　紙の本 ◯　電子ブック
読書記録 × ◯　Google Forms使用
プレースメント・アセスメント × ◯　コースウェブMoodle使用
ブックレビュー × ◯　レビューサイト又はMoodle使用
自作本作成ブックプロジェクト ◯　紙の本作成 ◯　電子本作成
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トークをビブリオバトルへと変更したこと、プレースメント兼アセスメントを導入し
たこと、さらに学期末の自作本作成プロジェクトを実施したことの 3点で、新しく導
入した部分を追加した授業構成は表 3に示した。
　ビブリオバトルは学生がお勧めしたい本について発表を行った後、学生が読んでみ
たいと思った本に投票し、その結果を基にチャンプ本を決める発表形態である（ビブ
リオバトル公式サイト）。決まった教科書や各課のテストもない多読授業では、毎週提
出する読書記録以外に、このような発表の場も多読進度を確認する機会となる。自分
が読んだ本を他者に勧める際、内容の詳細や結論を言わずに本の面白さを伝えるため
には、本を通して自分自身を表現する要素が多分に含まれる。外国語多読では、それ
が学習オートノミーでいう自身による学習の管理、つまりどのような本が自分に合っ
ていて楽しく学習を継続できるかを知る能力の育成に繋がっている。
　プレースメント兼アセスメントは、多読用として一般に用いられる「レベル別日本
語多読ライブラリー」や「にほんご多読ブックス」でレベル分けされている本を読ん
で、どのレベルが自分に合っているかを学期最初に確認するものである。この確認作
業を行うことで多読がスムーズに開始できるように導入した。また学期末には同じよ
うに多読用書籍を読んで 1学期間でどれくらい日本語レベルが伸びたかを自己評価す
る際にも使用し、自己評価という形で学習の伸びを確認する機会を設けた。
　自作本作成ブックプロジェクトは、2016年秋学期と2017年春学期の 2学期間で実施
し、インプットを中核とする多読の学習方法に（Krashen 1989、 2009）アウトプットの
機会を設けることで（Swain 1995）、多読をアウトプットに繋げていく経験をしてもら
う目的で導入した。多読の原則にある、読みたい本を読む、楽しく自分のために読む、
という概念に相反することなく、書く活動となるブックプロジェクトでも、自律学習

表3　ブレンド型多読授業の授業構成
内容 頻度

クラス内多読 読む活動、選書、アドバイジングを含める。 週に 1回50分
クラス内発表：
ビブリオバトル

読んだ本の中でクラスメートに勧めたい本を紹介し、
学生同士の投票によりチャンプ本を決める。

学期の中間に 1回

読み聞かせ 新しい本やオススメ本を読み聞かせる。 不定期
読む宿題と
読書記録

クラス外で50分からそれ以上好きな本を読み、読書記
録をつける。（3．3参照）

毎週

ブックレビュー レビューサイト又はMoodle上で印象に残った本につ
いてレビューし、クラスメートからコメントをもらう。

学期に 1回

プレースメント
兼アセスメント

レベル別多読ライブラリーを読んで、自分に合ったレ
ベルを確認する。

学期の最初と最後
に 1回ずつ計 2回

自作本作成ブッ
クプロジェクト

オリジナルのストーリー又は既存のストーリーの書き
直しから自作本を作成し、作品について発表する。

学期末に 1回
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を意識して、書きたいものを自分のために、楽しく自由に書けるよう指示を出した。
規定したものは本の形になるように表紙や裏表紙を作ることの他、大体の本の長さや
作者情報を書き入れる程度で、文の量や長さ、挿絵の有無、手書きか電子入力かは提
案に留め自由度を高めた。

５．４　読書記録のオンライン化
　3．2で既述したように、複数の支援者が学生の多読進度を確認するためには、支援
者間で同時に読書記録を共有することが必要となる。特にブレンド型では他大学の学
生がビデオカンファレンスを通して参加することが可能となり、本部校とは別にサテ
ライト校にも一人ずつTAを配置したため、本学の例を挙げると、1つのクラスに、支
援者として日本語教師 1名、図書館司書 1名、TA3 名の計 5名がクラス運営に関わる
こととなった。これは学生一人当たりにかけられる時間を考えると大変恵まれた環境
であるが、一方で 3名のTAとクラス責任者である教師との間において、紙による読
書記録では情報共有が困難で複雑化し、単位取得可能なクラスとして運営するには読
書記録のオンライン化が不可欠であった。そのためブレンド型への発展で、最も大き
な影響をもたらしたものは読書記録のオンライン化と言える。
　内容は手書きによる読書記録の内容に付け加えて、本のジャンル、本の主観的難易
度、選書理由などを追加し、Google Formsを使用して選択肢項目と書き込み項目の両
方を用いたアンケート式の読書記録へと変更した。これによりパソコンからは勿論、
インターネットに繋がる環境であればスマホやタブレットなど媒体を選ばずに読書記
録の入力を可能とした。同様に支援者間の情報共有も格段に容易になった。
　さらにオンライン化された読書記録を使えば、支援者が予めクラスの前に読書記録
に目を通しておくことが可能で、本の難易度や読みの進度に不安のある学生に絞って
アドバイジングをすることが可能となった。そのためクラス内で一人一人の読書記録
を確認する時間を取る必要がなくなり、時間配分の効率化へと繋がった。この効率化
によりクラス内指導型、ブレンド型でも限られた時間内に効果的にアドバイジングを
することが可能となり、代わりにクラス内での読書時間を増やすことができた。
　Google Formsは学生個人と読書記録を共有することができるため、学生本人も時系
列的に自分の読書記録を確認することができる。その意味では紙の読書記録と同じ機
能を果たす。さらに 4．2で触れたように手書きの読書記録は学生の個性を把握する
ことのできる貴重なコミュニケーションの場ではあったが、個人面談でのアドバイジ
ング時や学期末に読書記録を提出させるまでは、全体を把握することができなかった
ため紙の短所が目立った。一方Google Formsを使用した読書記録では手書きやイラス
トによる個性を垣間見ることはできなくなったものの、長所として情報共有かつ情報
管理の効率が飛躍的に向上した点で、その短所を上回ったと言える。
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６．実践結果：学生の意識調査結果と考察
　個別指導型、クラス内指導型、ブレンド型多読授業の実践後、各学期末に学生の意
識を調査するためアンケートを行った。次項では 1．1の最後で述べた本稿の三つの
目的に照らし合わせて、調査結果を元に支援者側、学習者側の視点から実践結果と考
察を述べる。

６．１　自律学習と学習オートノミー
　自律学習に繋がる効率的な多読授業の形態について、1）リソースの提供、2）学
習記録、3）アドバイジング、の 3点から教師・支援者側の視点から考察する。まず
リソースの提供については、個別指導型、クラス内型、ブレンド型のいずれにおいて
も多読用書籍が排架されている場所で行ったため、大きな差異はないと言える。電子
書籍へのアクセスについても同じ環境である。ただ個別指導型から始まりブレンド型
にいたる過程で紙の書籍数が増えたため、ブレンド型では必然的により豊富なリソー
スの提供が可能となった。
　学生の意識調査では、自ら責任をもって関わる項目である 2）の学習記録に焦点を
絞って調査を行った。学習オートノミーとは「自分にあった教材や好きな学習方法を
知り自律的に学習できる能力のこと」と説明した上で、「学習記録をつけることが学
習オートノミーの育成に役に立ったか」という質問では、2016年春学期からの 3学期
間で、ブレンド型多読授業を履修したことのある学生計70名 3）の回答のうち、各学期
で約半数から半数強は「役に立った」という回答があった。残りの 3 ～ 4割は「どち
らでもない」、残り 1 ～ 1割弱は「役に立たなかった」という回答であった。2016年
春学期のみ、2割以上の26％が「役に立たなかった」と回答しているが、これはブレ
ンド型の初回学期であったため、学習オートノミーとオンライン読書記録との関係に
ついての支援者による説明が不足していたことに起因している可能性が高い。また読
書記録については、「記録をつけなくてはならないと思うことで読書から気が逸れる」
という意見もあった。
　学習オートノミーの育成については読書記録にある選書傾向からも伺える。読んで
いる本の難易度と自分の日本語レベルを比較する項目で、「本の難しさは丁度よい」、
「次回はもっと易しい本」、「次回は難しい本を選びたい」の選択肢において、2017年
春学期の最初（計70記録数）と最後の 2週間（計51記録数）を比較すると、学期最
初に「難易度が丁度よい」と回答した学生が65.7％であるのに対し、学期最後には
78.8％まで増加していることがわかった。一方「難易度の変更が必要である」と自覚
した学生は34.3％から21.1％へと減少している。この選書能力の向上を示す結果は、
一学期間を通して行ってきた様々な活動や支援者によるアドバイジングが、選書能力、
つまり適切な意思決定をするための学習オートノミーに深く関係していることを示唆
する。
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　本稿ではリソースの提供やアドバイジングについては教師側が自律学習を意識して
構成し、その構成全体が次項で述べる多読効果に繋がっていると考えられるが、学習
者の視点からも、それぞれをどのように自律学習との関連で捉えているかについて追
行し調査する必要がある。

６．２　多読効果の主観評価
　学習効果については、元々多読は試験で学習効果を測るような従来の方法は向かな
いため、学生の意識調査から結果を考察した。調査で「多読を通して日本語力が伸び
たと感じるか」という質問項目において、2015年春の個別指導型（16名回答）で「効
果があった」と回答4）した学生は43.8％、2015年秋のクラス内指導型（11名回答）
では90.9%、2016年以降のブレンド型では 3学期間（71名回答）を合計した平均が
85.9％であり、クラス内指導型とブレンド型でより高い効果が意識されていることが
明らかとなった。三つの授業形態を比較するとブレンド型はビブリオバトルや自作本
作成プロジェクトなどを含めて課題や活動内容が最も多い授業構成となったが、学習
者にとっては高い効果を感じられる構成であることがわかった。クラス内指導型およ
びブレンド型が個別指導型と異なる点は、決まった時間や場所に一同集まるか否かで
あり、前者二つの授業形態で学習効果が強く意識されたのは、対面式で集まる空間が
学習全般に刺激をもたらし、学習効果の意識を高める要因となった可能性がある。

６．３　利便性の高さ
　支援者かつ履修者にとっての利便性についても、両者の立場から結果を考察する。
支援者側の立場からは授業時間全体の効率化や、オンライン読書記録による情報共有
の効率化などブレンド型の長所が浮き彫りとなった。特に学習記録については読書記
録をオンラインに変えたことで、場所を選ばず短時間で多くの項目について回答を求
めることが可能となり、効率性、利便性の両側面で飛躍的に向上した。アドバイジン
グについても、授業前に前もって読書記録に目を通すことが可能となり、クラス内で
は焦点を絞ったアドバイジングのみをすることで授業時間の効率化に繋がった。この
効率化により自作本作成など能動的活動を盛り込めたことも利点となり、さらに他大
学の学生の履修を可能にした点も大きい。
　学習者側の視点についてはビデオカンファレンス使用の利便性に焦点を絞って調査
を行った。2016年秋学期と2017年春学期にブレンド型多読クラスを履修した学生のう
ち30名から回答があり、表 4のような結果となった。
　回答があったうちの約半分が時々良く聞こえなかったり見づらかったりする問題が
あったと報告しているものの、3割はそのような問題はほとんどなかったと感じてい
ることがわかった。さらにこの 2グループを合わせると、8割以上がビデオカンファ
レンスの質に関わらず、他大学へ移動せずに授業に参加できたことに対して利便性を
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感じていることも明らかとなった。
　ビデオカンファレンスは 3校共に各大学で特定の場所に集合してからグループとし
て参加する形態をとり、3校それぞれに支援者を配置し対面式多読空間を設けた。技
術的にはビデオカンファレンスは個人のデバイスから個人で授業に参加することも可
能であったため、「図書館やLRCなど物理的空間で他のクラスメートと集まって本を
読むことが良かったのかどうか」についても調査を行った。2016年春学期からの 3学
期間で、ブレンド型多読授業を履修したことのある学生計70名の回答から、82.9％は
「図書館やLRC内での多読は良かった」、8.6%は「場所は関係ない」、残りの8.6%は
「良くなかった」と感じていることがわかった。8割以上が特定の場所で支援者やクラ
スメートと共に多読をすることに価値を見出している回答は、教師側も学習者側もビ
デオカンファレンスに対して強く利便性を感じていると同時に、支援者との距離を感
じさせない物理的空間の重要性を示唆するものでもあり、ブレンド型のあり方につい
て対面式学習空間をどの程度確保すべきかについて考えさせられる結果となった。

７．まとめと今後の課題
　個別指導型、クラス内指導型、ブレンド型の実践を経て、ブレンド型ではクラス外
でできることが多くなったため、授業時間を最も効率良く使うことができる授業形態
であることがわかった。個別指導型からクラス内指導型、さらにブレンド型に発展す
る過程で、学習者が能動的に関わることができるように、自律学習を意識して考案し
た活動を導入したことで、全体としての学習活動量は増える傾向となった。しかし意
識調査の結果から、ブレンド型の利便性と効率性の高さから、教師のみならず学習者
も学習効果を強く意識していることが明らかとなった。自律学習を支える個別アドバ
イジングは三つの授業形態のいずれにおいても対面式を取り、支援者との物理的空間
を確保した上でビデオカンファレンスを行った。この対面式空間は、様々な教育現場
でブレンド化、または100％のオンライン化が進む中、逆に学習者に安心感や満足感
を与えた可能性があり、その相乗効果からも高い学習効果を意識する結果が得られた
と考えられる。

表4　ビデオカンファレンスを通しての多読授業参加について
選択肢 回答率

時々視聴覚的問題はあったが、他大学へ移動せずにクラスに参加できたのは良い。 53.3%
視聴覚的問題はほとんどなく、ビデオカンファレンスで参加できたのは大変便利。 30.0%
視聴覚的問題はほとんどなかったが、対面式クラスに参加するため他大学へ移動
しても良い。 16.7%

時々視聴覚的問題があったため、対面式クラスへ参加するために他大学へ移動し
ても良い。    0%
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　本実践報告ではブレンド型の総括的な効果や効率性について言及するに留まった
が、今後の課題としてブレンド型における多読クラスの学習活動の一つ一つがどのよ
うに学習オートノミーの促進に繋がり学習へと結びついていくのかを教師側が明示化
することで学習者の意識を高め、それらが実際どのように学習効果へと結びついてい
くのかについて、より詳細な調査をしていくべきであると考える。

注
1 ） Day & Bamfordの参考文献1998と2002では、多読原則の順番が異なって記載され
ているが内容は概ね同じである。

2） 3 校間でデリバリーを含め無料で書籍の貸し出しができるため、書籍数の少ない
M校ではTAが代表で複数の書籍を本部校から借り出し、クラス内へ持ち込んだ。

3） 調査の実施に際しては、大学の研究倫理委員会から承認を受けた同意書を用い、
本人からデータ使用の許可を得ている。

4） 2015年秋学期は「はい」「いいえ」「どちらでもない」の選択肢でなく、5が最大
の 5段階評価を使用したため、4と 5の選択を「はい」の回答として分析した。
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