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年少者日本語教育における Technology Enhanced Language Leaning (TELL) の取り組み
―オーストラリア、ビクトリア州を事例として―
奥村
1.

真司（武庫川女子大学）

（Access policy）
２）教授スタッフに関するポリシー

研究の目的
本研究は、オーストラリア、ビクトリア州

の言語教育政策に焦点をあてながら、最新の

（Personnel policy）

テクノロジーを活用した小学校日本語教育の

３）カリキュラムに関するポリシー
（Curriculum policy）

実践について考察することを目的とする。
2.

４）教授方法と教材に関するポリシー
（Methods and material policy） 

研究の背景と意義

５）予算に関するポリシー

オーストラリアでは初等日本語教育が盛ん
である。しかしながら教材や日本語母語話者

（Resourcing policy）

との交流等リソースの不足は否めず、日本語

６）地域とのかかわりに関するポリシー

教師はさまざまな工夫をしている。最近は、

（Community policy）

このリソース不足を解消し、日本語を学ぶ子

７）評価に関するポリシー

どもたちの意欲を高めたり日本語母語話者と

（Evaluation policy）

の交流を促進したりするために Information

本研究では、この理論的枠組みの中で ICT

Communication Technology (ICT)（例 iPad）

活用に直接関係する、教授方法と教材に関す

が、ビクトリア州での日本語教育に積極的に

るポリシー（Methods and material policy）

活用されている。このような最新のテクノロ

に焦点をあてる。

ジーを取り入れた言語教育の活性化は、政府
の言語教育政策での ICT を活用した言語教

4.

育の推進と大きく関連している。

(TELL) に関する先行研究

本研究では、初等段階の日本語教育におけ
る ICT の活用を、最近の言語教育政策

Technology Enhanced Language Learning

１）

言語教育における ICT の活用は、

と日

Computer Assisted Language Learning

本語教育実践の両面から考察する。本研究の

(CALL) (Levy, 1997) として広く知られてい

結果は、今後の年少者日本語教育における、

るが、最近では、コンピューターのみななら

リソースの充実の一環としての ICT 活用の

ずタブレットやスマートフォンを活用した言

ための示唆を提供できるものであると考える。

語教育が盛んに行われるようなってきた。こ
のような最新技術を使用した言語教育は、

3.

言語教育政策に関する理論的枠組み

Technology Enhanced Language Learning

言語教育政策に関する理論的枠組みとして、

(TELL)と呼ばれている。Walker & White

Kaplan and Baldauf (2005)の枠組みを用い

(2013 )は、CALL は TELL へと移行されると

る。彼らの枠組みは、言語教育政策の内容を

主張している。また、彼らは CALL と TELL

以下の 7 つの枠組みから分析するためのもの

の違いを、
「 テクノロジーを言語教育の補助機

である。

能とするのではなく、言語が存在し、使用さ
れる環境なのである。」と述べている(Walker

１）言語の選択、配当に関するポリシー
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& White, 2013: 9 )。

用は、児童の意欲の向上と積極的な取り組み

TELL の先行研究としては、Yang & Chen

につながることを認識していた。また教育省

(2007) が 台 湾 の 高 等 学 校 の 英語 教 育 に お い

の日本語教育アドバイザーは、ビクトリア州

て行ったケーススタディなどがある。彼らの

の言語政策の成功事項として ICT の活用を

研究では、生徒が英語ホームページの作成や

挙げていた。しかしながら、TELL の積極的

ビデオ会議、電子メールやチャットを取り入

導入には、政府による特別補助金が大きな要

れた TELL プロジェクトによって、多くの生

素であることも同時に認められた。したがっ

徒は新しいテクノロジーを通して楽しみなが

て、TELL の推進には教授方法と教材に関す

ら英語を学習できた。Yang & Chen (2007)

るポリシー（Methods and material policy）

は、TELL は革新的かつ創造的に生徒の言語

だけでなく、予算に関するポリシー

学習の機会拡大に貢献するものであると述べ

（Resourcing policy）も大きく関連するもの

ている。

であり、言語教育政策において複合的要素を
持つと言える。

5.



研究方法
本研究は、上述の言語教育政策に関する理

注）

論的枠組みをもとに研究構造を決定し、ビク

１）The Victorian Government’s Vision for

トリア州を事例として、言語教育政策と公立

Language Education（2011）と

小学校の日本語教育実践を、質的研究の一方

Languages-expanding your world: Plan to

法であるケーススタディを用いて分析した。

implement The Victorian Government’s Vision

具体的には、言語政策文書は最近のものと教

for Languages Education 2013-2025（2013）で

育省ホームページの内容を取り上げ、内容分

ある。

析の手法で、理論的枠踏みの 7 つの項目ごと
に考察した。また、教育省担当者へのインタ
ビューを行い、その内容も同様に考察した。
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