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年 8 月28日付で出された中央教育審議会の答申では、

主体的に学び続ける学生を育成するためにアクティ

ブ・ラーニングが推奨され、その方法の一つにグルー

プワークが挙げられた（中央教育審議会，2012）［1］。

また、それを受けて2016年 8 月26日付で出された「次

期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のまとめ」

では、アクティブ・ラーニングの導入が必要であると

述べられ［2］、本稿がフィールドとする外国語科目では、

高等学校における具体的な活動例として「ペア・ワー

 1 ．はじめに
本稿の目的は、グループワークにおける参加してい

ないことについての従来の見方を問い直し、そこから

机間巡回している教師のふるまいについての教育的示

唆を得ることである。まず、本研究の背景とその意義

を述べる。

近年、「学習者中心」の教育－学習観のもと、授業

ではグループワークが重視されている。例えば、2012
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The main purpose of this paper was to explore what “non-participation” is in group work 
and to propose ways teachers could deal with it, based on detailed observation of students’ 
interactions.

In recent years, there has been a great deal of debate about active learning in the 
classroom, and group work has become a more popular choice as a way to make students learn 
autonomously and collaboratively. According to some of the latest research based on detailed 
observation of students’ interactions in group work, students interact verbally and nonverbally. 
If so, what is “non-participation” in group work? Judging from our experience, it is certain that 
sometimes non-participation exists in group work.

The subject of analysis is one of the groups in a French beginner class at a Japanese 
university. The theoretical background of this class is collaborative learning based on 
constructionism and interactionism. The group consists of 4 students who are studying French 
as a foreign language. The research was based on detailed observation of interactions among 
the students, which were recorded on video and analyzed through interaction analysis. In this 
group, we observed the situation in which a student asked a question to the other members 
about what they were discussing at that moment. This case was examined with the transcripts 
consisting of their utterances, eye motions, and behaviors.

The analysis revealed that non-participation is one of the situations constructed 
collaboratively and does not always impede progress in group work. The result indicates that 
teachers need to carefully determine who does not participate and that asking a question to 
students is a realistic way to do so.
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ションの開始時および途中に観察された長い沈黙に注

目し、学習者たちが話し手になる、または話し手にな

ろうとしないことによって、ディスカッションという

場を構築していることを明らかにしている。また、大

山（印刷中）は、ほとんど発語していなかった学習者

の行った質問がグループ全体にリフレクションを引き

起こす場面に注目し、他の学習者たちのやりとりに第

三者として関わることが、グループ全体のリフレク

ションの生成に効果的に機能していることを明らかに

している。即ち、これらの研究に基づくならば、発語

していないことだけを根拠に学習者を参加していない

と捉えることはできない。

しかしながら、我々の経験から言って、参加して

いないと思われる学習者がいることも確かである。で

は、発語していないことだけを根拠に参加していない

と言えないとすると、何をもって「参加していない」

と言えるのだろうか。加えて、参加していない学習者

は、杉江（2011）やバークレイ他（2009）では、参加

の平等を目指すという観点から否定的に捉えられてい

たが、実際に学び合っている学習者たちにとってはや

りとりを阻害する存在なのだろうか。この点を問うの

は、もし参加していない学習者が問題になっているな

ら、何らかの対策が必要だが、その実態については管

見の限り詳細な分析が行われておらず、曖昧なままだ

からである。

以上の問題意識のもと、本稿ではグループワークに

おける参加していないことについて検討を行う。具体

的には、大学のフランス語クラスのグループワークを

フィールドとし、その録画記録の中から参加していな

い学習者が観察された場面を取り上げ、①何をもって

「参加していない」と言えるのか、②参加していない

ことはグループのやりとりを阻害しているのかについ

て分析と考察を行う。そして、その分析結果に基づき、

参加していないことに対する教師のふるまいについて

考察する。

以下では、まず本稿の理論的枠組みを示し（ 2 章）、

次に分析する授業とデータの概要、および分析方法を

示す（ 3 章）。そして、分析と考察を行う（ 4 章）。

クやグループ・ワークを学習形態の基本とする」（中

央教育審議会，2016a：270）と記されている。

このように導入が進むグループワークに関して、こ

れまでは学習者たちの発語に分析の焦点がおかれ（五十

嵐他，2008；津田，2013など）、そして発語することが

参加することであると捉えられてきた。例えば、協同

学習の主要な研究者である杉江修治は、協同学習［3］の

理論と実践の工夫を示した著書の中の、「グループで

の話し合いに先立って、個人で考える時間を適切にと

る」という工夫に関する説明の中で、「個人思考をグ

ループの取り組みに先行させることで、グループの話

し合いの過程でのメンバー個々の発言量は比較的等し

くなっていきます。一方、当初からグループで話し合っ

た場合、個人の発言の量に大きな偏りが生じることが

多いのです」（杉江，2011：94）と述べている。この

言及から明らかなように、杉江は学習者たちが等しく

発語することを望ましいと考えている。そして、その

理由は、発言力の強い学習者ばかりが意見を述べると、

他の学習者がそれに同調してしまうので、グループの

メンバー全員の力が合わされなくなるからである（杉

江，2011：93）。また、グループワークの様々な技法

を紹介しているバークレイ他（2009）は、協同学習［4］

の問題として参加の不平等を挙げ、その一例として、

「ほとんどまったく発言しない学生」を挙げている

（バークレイ他，2009：59）。加えて、参加の不平等を

解決する手段として、発言する順番を決める「ラウンド・

ロビン」や、発言する回数を統制する「トーキング・チッ

プス」を挙げている（バークレイ他，2009：59）［5］。こ

れらの言及から明らかなように、バークレイ他は発語

していないことを参加していないことと捉えている。

このように、これまでの研究では、発語することに重

きがおかれ、発語していない学習者は発語するように

働きかけられる対象として捉えられてきた。

その一方、近年、グループワークの相互行為を、発

語だけではなく視線の向きや身体の動きも含めて詳細

に分析した研究が僅かに行われており、それらの研

究は、分析の焦点こそ違うものの、発語していない

学習者も主体的に参加していることを示している（森

本，2010；大山，2015，2016a，2016b，印刷中；福島，

2015，2016b）［6］。例えば、森本（2010）は、ディスカッ
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は［8］、言語能力として、「聞くこと」「読むこと」「話

し言葉でやりとりすること」「話し言葉で表現するこ

と」「書くこと」という 5 項目が設定されている（図 1 ）。

即ち、学習者たちは、学習言語で何ができるようにな

りたいのかを決め、それに向けてどの能力をどこまで

伸ばしたいのかを明確にし、自ら評価することによっ

て、学び続けることが求められている。
 

 

 

図1 言語パスポートの自己評価記入例（Council of Europe, 2010: 5） 

 

  

図 1 　言語パスポートの自己評価記入例
（Council of Europe, 2010: 5）

次に、大阪市立大学のフランス語のカリキュラムは、

初級以降は自分で学びの道筋を考えるように設計され

ている。具体的に述べよう。学習者たちは、まず初習

者を対象とし、フランス語の基礎を体系的に身に付け

る授業を受ける。そして、それが終わると、初級以上

を対象とし、内容別に分かれた授業の中から自分の学

びたい授業を選択する。選択肢としては、例えば、実

用フランス語技能検定試験対策の授業や、フランス語

の雑誌を読む授業などがある。また、所属する学部や

学科で履修が必要な科目との関係から、希望する授業

を受講できないこともある。即ち、学習者たちは、初

級以降は自分で学びの道筋を考え、授業を選択したり、

大学外で学びの場を見つけたりすることが求められて

いる。

このような背景のもと、本稿では、学習者一人ひと

りが自分の目標をもち、それに向かって自律的に学び

続けられるようになることが最も重要であると考え、

そのために各々が自分の目標に対して達成したことを

評価する「協働学習」を学習観として採用する［9］。

2.2．相互行為論と構築主義

学習者たちが目標を持ち、それに向けて自律的に学

ぶことが求められていると言っても、それは独りきり

で学ぶことを意味しない。そもそも、我々は独りきり

で言語能力を身に付けられない。なぜなら、仮に自分

の言語能力を独りで決められるのであれば、その判定

 2 ．理論的枠組み
2.1．協働学習

分析に先立って、本稿の学習観である「協働学習」

の定義と、その背景を確認しておきたい。なぜなら、

グループワークとは学習の形式にすぎず、目指される

実践は学習観によって異なるからである。

「きょうどう」学習の用語は、「協働」「協同」「共

同」と表記されることがあるが、それぞれの定義は定

まっていない（関田・安永，2005；杉江，2011など）。

このことをふまえ、大学のフランス語科目においてグ

ループワークを中心に協働学習を実践している福島祥

行は、何を評価するべきかという観点から定義し分け

ている。具体的には、「協働学習」を、「ひとつのコミュ

ニケーション空間において、参加者それぞれの達成

したことを評価するもの」、「協同学習」を「ひとつの

コミュニケーション空間において、参加者が共通で達

成したことを評価するもの」、「共同学習」を「ひとつ

の共通の空間において、参加者がともに学ぶことその

ものを評価するもの」と定義している（福島，2015：

155）［7］。

福島がこのように定義し分けたうえで協働学習を実

施し、そして本稿がこれを学習観とする理由は、学習

者一人ひとりが自分の目標を持ち、それに向かって自

律的に学び続けられるようになることが授業の最優先

事項であり、そのためには、各々が目標に対して達成

したことを評価するべきだと考えるからである。そし

て、この考えは、現場が外国語科目であることと、大

阪市立大学のフランス語のカリキュラムの特徴に起因

している。

まず、外国語学習では、学習者は自分の目標を持

ち、その達成に向けて自律的に学び続けることが求め

られている。欧州評議会が複言語・複文化主義に基づ

いて作成したヨーロッパ言語共通参照枠（Common 

European Framework of Reference for Languages: 

CEFR / Cadre européen commun de référence pour 

les langues: CECR）が示すように、「教わることが

終われば、その後は自律的に学ばなければならない」

（Council of Europe, 2001: 141 / Conseil d’Europe, 

2001: 110）からである。また、その手助けとなる言

語ポートフォリオの中の一つである言語パスポートに
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　　　　3A　なんとかなるかな。

　　　　　　（プリントに何かを書く）

　　　　4B　うん、まぁなんとかなるよ。

Aがプリントに何かを書くふるまいは、例 1 の 1 行

目では、 2 行目の応答からして「答えがわかった」こ

とを意味していると解釈されるが、同じふるまいで

も例 2 の 1 行目では、AがBのプリントを「盗み見た」

と解釈される。一方、例 3 の 1 行目と 3 行目では、や

りとりを進めるうえで、この時点では意味があるとは

言えない。このように、何かを書くふるまいが常に「書

く」として価値を持つわけではなく、またその意味も

そのつど相互行為の中で作り出される。

本稿は、以上の立場に基づき、学習者たちの相互行

為を分析する。次章では、協働学習に基づく授業にお

いて記録した分析データの概要と分析方法について述

べる。

 3 ．分析データと研究方法
3.1．授業と分析データの概要

授業の基本的な流れは「グループワーク → 解説（講

義形式）→ ふりかえり」である。グループワークの

前に学習項目に関する教師の説明は無く、学習者たち

は教科書などを頼りに、まずは自力で課題を達成する

ことが求められる。そして、授業の最後には、毎回ポー

トフォリオによるふりかえりが行われる［11］。なお、

教師 1 人と、筆者を含めた学生のティーチング・アシ

スタント（以下、TA）が数名授業に参加しており［12］、

グループワーク中は机間巡回しながら随時介入する。

グループの人数は 4 人前後であり、55人がこの授

業を履修しているので、教室に約14のグループが併存

することになる。教室の机は固定式の二人掛けであり

（ 5 列× 6 行）、グループワークの時は奇数行の学習者

が後ろを向く。グループのメンバーは、座席が決まっ

ていないため毎回変わる。グループワークの進め方は、

教師が役割を決めたり手順を細かく指示したりするな

どの厳密な構造化は行われていない。これは、積極的

に学び合うことを強要することが学習者たちに心理的

負荷をかけ、学び合うことそのものに嫌悪感を抱かせ

てしまうことを回避するためである［13］。

は自由に調整できてしまうので、もはや何の意味も持

たないからである。即ち、我々は他者との相互行為の

中で初めて言語能力を身に付けられる。この考えは、

本稿が立脚する相互行為論（interactionism）と構築

主義（constructionism）から必然的に導かれる帰結

であり、2.1.で示した福島（2015）の「協働学習」の

理論的拠りどころでもある。そこで、分析を始める前

に、その要点を確認しておく。

相互行為論は、アメリカの社会学者ハーバート・ブ

ルーマー Herbert Blumer がまとめた「シンボリック

相互行為論」（symbolic interactionism）によって深

められたものである。ブルーマーは、その性質を論じ

る中で、「人間は、みずからにとって物事が有するさ

まざまな意味にもとづき、物事にたいして行為する」

「そのような物事の意味は、ひとが仲間とおこなう社

会的相互行為をつうじてひきだされたり、それによっ

て生じたりする」「それらの意味は、ひとが遭遇した

物事に対処するさいに用いる解釈プロセスにおいてと

りあつかわれ、それをつうじて修正される」という三

つの前提を示している（Blumer, 1969： 2 ）［10］。この

前提に基づくならば、グループワークで誰が参加して

いないのかは、研究者が決めた外的な基準からではな

く、当事者である学習者たちの視点から検討されるこ

とになる。外的な基準から検討することは、学習者た

ちの学びの実態を歪めてしまう可能性があるからであ

る。

そして、相互行為論は、その前提から明らかなよう

に、構築主義に基づいている。構築主義は、「知識」や「意

味」を我々の相互行為に先立って本質的に存在すると

は考えず、我々の相互行為の中で、そのつど社会的に

作り出されると考える（ガーゲン，2004）。例えば、

次の相互行為を見てみよう。

　例 1 　1A（プリントに何かを書く）

　　　　2B　あ、その問題の答えわかった？

　例 2 　1A（プリントに何かを書く）

　　　　2B　ちょっと、私の見ないでくれる？

　例 3 　1A　明日の試験の勉強した？

　　　　　　（プリントに何かを書く）

　　　　2B　ううん、してない。
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西阪（1997）によって深められたものである。発話は

もちろん、些細な言い淀みや僅かな間隙、視線の動き

や顔の向きなども含めて、相互行為が如何に組織され

ているのかを明らかにすることができる。また、相互

行為分析では、動画データのトランスクリプションを

作成する。今回は、 4 人のグループワークなので、 1 行

ごとに 4 人全ての発話状態を記す。Aなどの大文字の

アルファベットは学習者を示し、それぞれに上から「発

語」「視線」「ジェスチャー」を記述する。トランスク

リプションの改行は、話し手が交代する時か、発語

が長いために一行では収まらない時に行う。また、そ

の行数は、他の番号と区別するために、例えば「001」

のように表し、本文で言及する時は「001行目」のよ

うに記す。トランスクリプションの記号は、西阪（1997）

と福島（2015）を参考にした（表 1 ）。

分析するデータは、2011年 6 月 8 日に「フランス

語基礎」のクラスで記録したものである。記録は、筆

者がTAとして授業に参加しながら、ビデオを設置し

て行った。研究協力者のA、B、Cは大学 1 年生、Dは

大学 2 年生である。学年は違うものの、彼らは2011

年 4 月から初めてフランス語を学び始めた。CとDが

前列に座っており、グループワークの時はCとDが後

ろを向く。なお、ポートフォリオにメンバーの名前を

書く時、彼らは名前を尋ね合っていた。このことから、

彼らは顔見知り以上ではないと思われる。なお、こ

の 4 人がグループになったのは偶然であり、初めての

ことであった。

3.2．相互行為分析

分析方法は、相互行為分析を用いる。これは、エス

ノメソドロジー（ethnomethodology）に端を発し［14］、

表 1 　トランスクリプションの記号
記号 説明
（.） 括弧内のドットの数（1ドットあたり、約0.1秒前後）の僅かな間隙があることを示す。
（数字）括弧内の数字の秒数の間隙があることを示す。基本的に0.2秒ごとに示す。
： 直前の音が引き延ばされていることを示す。コロンの数は、その相対的な長さを示す。
［ オーヴァーラップの開始位置。
］ オーヴァーラップの終了位置。
？ 直前の音が上昇調のイントネーションを持つことを示す。疑問表現。
＿ 下線が引かれた部分は、通常の発話と比べて、相対的に音が大きいことを示す。
> < 記号に囲まれた部分が他に比べて速く発話されていることを示す。
→ 矢印の前の文言は、2段目は視線が向けられている対象を、3段目はジェスチャーの内容を示し、矢印の

終点は視線やジェスチャーがそこまで継続していることを示す。「p」は「プリント」、「f」は「顔」を示し、
その前に置かれた大文字のアルファベットは、「Ap」なら「Aのプリント」のようにその所有者を示す。

次章では、トランスクリプションを示し、場面の展

開を確認した後、まずは何をもって「参加していない」

と言えるのか（4.1）、次に参加していないことはグルー

プのやりとりを阻害しているのか（4.2）について分

析を行う。そして、分析結果をふまえ、教師のふるま

いについて考察を行う（4.3）。

 4 ．分析と考察
4.1．参加していないことの協働的生成

授業が始まると、教師は早速グループワークを指示

した。学習者たちは、（1）のプリントに書かれた 3 つ

の指示に従って、文章を読み解いていく。まず、文章

の主語、活用している動詞、指示形容詞、所有形容詞

を見つけ、次に意味を考え、最後に発音を確認する。

取り上げるのは、グループワーク開始から約10分後、

学習者たちが文法解析の課題に取り組む中で、 5 行目

の《cette》に関して話し合っている場面である。トラ

ンスクリプションは、Cがそもそも指示形容詞とは何

なのかを質問するところから始まる。なお、この場面

の中で参加していないと思われるのは、Dである。

まずは、Dを中心に場面の展開を確認する。Dは、

Cが「指示形容詞ってなんやったっけ」と発語してい

る時、上体を捻り後ろに向けていた顔をメンバーたち

の方に戻し、課題のプリントに視線を向ける（001行

目）。それから、AとBが指示形容詞とは何かについて

やりとりを始めた時、《cette》ではなく、事例01の前
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　（1）プリントの抜粋　　　　　　　　　　　　　　　　（2）BがDのプリントを指す場面（012行目）

1 

（1）プリントの抜粋 （2）BがDのプリントを指す場面（012行目） 

 

 

  

（中略） 

に話し合われた 2 つ前の単語の《vous》に下線を引く

（002－003行目）。その後、自身のプリントに視線を向

け続け（003－006行目）、Bの「あ、イッツとか、イッ」

に反応してBのプリントを一瞥し（006行目）、Aが教

科書をめくる音に反応してAの教科書を一瞥する（009

行目）。そして、Aの「これやんな」の約 3 秒後に、

視線をBのプリントに向け（010行目）、「どこ、いま」

と発語する（011行目）。この発語に対して、直ちにA

とBが応じるが、発語が重なったことで二人とも口を

つぐむ（012行目）。視線を自身のプリントに戻したD

は、BがDのプリントに右手を伸ばしてくるのに反応

して、プリントをBの方へ少し動かす。すると、Bは、（2）

のように、Dのプリントの《cette》を指で押さえ、「こ

こ、これが指示形容詞」と発語する（012－013行目）。

以上が場面の概要である。ここでまず注目したいの

は、Dの「どこ、いま」に対するBの応答である。D

の発語の直前までは、010行目でAが教科書の指示形

容詞の説明を押さえながら「これやんな」と発語して

いることから明らかなように、指示形容詞とは何かに

関するやりとりが行われていた。そこにDが「どこ、

いま」と発語すると、BはDのプリントの《cette》を

指で押さえながら「ここ、これが指示形容詞」と応じる。

このように、このBの応答によって、011－013行目が、

指示形容詞とは何かではなく、《cette》が指示形容詞

かどうかのやりとりにDが復帰する場面として作り為

されていることが分かる。即ち、Dは、相互行為の中で、

《cette》が指示形容詞かどうかのやりとりに参加して

いなかった学習者として作り為されていると考えられ

る。

次に注目したいのは、Dの発語までのふるまいであ

る。Dは、まずやりとりの焦点ではない《vous》に下

線を引き（002－003行目）、その後は自分のプリント

に視線を向けつつ、Bのプリントや（006行目）、Aの

教科書を一瞥する（009行目）。このふるまいから、D

は別のことをしていたので他の学習者たちが何を話し

合っているのかを見失い、「どこ、いま」と問いかけ

たと考えられる。しかし、ここで重要なことは、011

－013行目のDの復帰の場面があるからこそその解釈

が成り立つのであり、例えばDが「教科書の何ペー

ジ？」と質問していれば、別の解釈も可能である。さ

らに、「どこ、いま」と発語するまでのDのふるまいは、

他の学習者たちにとって何ら意味を有しておらず、D

の復帰の場面がなければ、参加していない学習者とい

う意味づけがそもそも為されなかったと考えられる。

即ち、復帰の場面が組織されたからこそ、Dは参加し

ていない学習者になり得たと考えられる。

以上の分析と考察から、事例01においてDが参加し

ていないことは、復帰の場面が組織されることによっ

 
 



大阪市立大学『大学教育』　第14巻　第 2 号　2017年 4 月

7

　（3）事例01［15］

2 

（3）事例01[15] 
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する。

ここで注目したいのは、Cのふるまいである。Cは、

「指示形容詞ってなんやったっけ」と質問した後（001

行目）、Aの応答に対して「あぁ」と返し（004行目）、

シャーペンを持ちかえてプリントに書き込む体勢を整

え（005行目）、《cette》に下線を引く（006行目）。そ

れが終わると、発語を終えたBの顔に視線を向け（006

行目）、続いてAの「なんか、イッツがぁ」に反応し

てAの顔に視線を向ける（007行目）。そして、視線を

自身のプリントに戻す（008行目）。その後、009行目

の2.4秒の間隙において、Cの右手斜め前方に視線を向

け、途中Dの顔を一瞥し、また右手斜め前方に視線を

向ける。そこにAが「これやんな」と発語すると、A

のプリントを一瞥する（010行目）。そして、AがDの

質問に応じてAのプリントの《cette》を指で押さえ

るのに反応してAのプリントに視線を向け、BがDの

プリントへ右手を伸ばし始めるとDのプリントに視線

を向ける（012行目）。それから、Bが「ここ、これが

指示形容詞」と発語している間はDのプリントに視線

を向け続け、Bが「で」と発語し、Aが「で、イシィ」

と続けると、このAの発語に反応してAのプリントに

視線を向ける（014行目）。

このように、《cette》に下線を引いてからのCのふ

るまいを観察すると、他の学習者たちの発語が聞こえ

ていることは明らかだが、Cはメンバーのプリントの

間で視線を行き来させているだけである。即ち、Cの

ふるまいの形式だけに注目すれば、「どこ、いま」と

発語するまでのDと大差はない。では、Cも参加して

いなかったと言えるのだろうか。001－006行目までの

Cの発語と動きを見る限り、Cが《cette》は何かとい

うやりとりに参加していたことは明らかである。しか

し、007行目以降、Cが参加しているかどうかは、そ

のどちらでもないと言う他ない。これは、証拠が不十

分だから断定できないということではく、007行目以

降の相互行為は、Cが参加しているかどうかが明らか

になるものではないので、端的にどちらでもないとし

か言えないということである。例えば、AやBがCに

意見を求めたりすれば、Cの反応から、Cが参加して

いるかどうかが明らかになると考えられる。即ち、直

接的であれ間接的であれ、「参加しているかどうか」

て作り為されたと言える。

4.2．参加していないことは問題なのか

続いて、グループのメンバーたちが、参加していな

かったDを如何に捉えているのかを分析する。まず注

目したいのは、Dの「どこ、いま」に対するAとBの

応答の速さと視線の動きである。AとBは、Dの「どこ、

いま」に対して、直ちにその意味を理解し、間髪入れ

ずに反応する（012行目）。そして、AもBもDに視線

を向けずに応答を始めており、BはDのプリントを指

で押さえる時も自分の指以外には視線を向けていない

（012－013行目）。即ち、このAとBのふるまいは、A

とBが、Dをグループのメンバーの一人として認識し

ていることを示している。

次に注目したいのは、復帰の場面の後の流れである。

BはDに応じたあと「で」と発語し（013行目）、Aは

それを受けて「で、イシィ」と続ける（014行目）。こ

のように、AとBの発語によって、011－013行目が、

Dの復帰の場面としてだけではなく、グループ全体が

指示形容詞とは何かについてのやりとりから《cette》

は指示形容詞かどうかのやりとりに復帰し、かつそれ

を終わらせ、次の話題に進む場面としても作り為され

ている。即ち、Dが参加していなかったことは、それ

自体が問題として立ち現れないまま、グループの相互

行為の流れの中に組み込まれていると考えられる。

もちろん、グループワークの中で参加していないこ

とが問題になる場面も考えられる。例えば、役割が決

められている場合や、順番に発語していく場合は、参

加していないことがやりとりの進行を阻害するため、

問題として立ち現れるだろう。一方、事例01では、D

の参加していないことは問題として捉えられていな

い。つまり、グループワークにおいて、参加していな

いことはやりとりを必ずしも阻害しないと言える。

4.3．参加していないことに対する教師のふるまい

前節までの分析から、事例01において、参加してい

ないことは復帰の場面が組織されることによって作り

為されたこと、そしてそれはやりとりを阻害していな

いことが分かった。本節では、これらをふまえ、参加

していないことに対する教師のふるまいについて考察
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際に如何に学んでいるのかを知る必要がある。ゆえに、

本研究は学習者たちの学びの実態についての我々の理

解を深めるものである。第二に、参加していないこと

の多様さと複雑さを示したことである。参加していな

いことを否定的に捉えてきた従来の研究に対して、本

稿の分析結果は、それが決して単純ではないことを示

している。ゆえに、本研究は、参加していないことそ

のものについての研究の必要性を示すものである。

もちろん、本稿が明らかにしたのは参加していない

ことの実態の一端でしかない。復帰の場面の組織以外

の方法で、参加していないことが作り為されることも

十分に考えられる。加えて、参加していないことが問

題として立ち現れた時、学習者たちが如何に対処して

いるのか、そして、教師の如何なる働きかけが効果的

に機能するのかなどについては検討できていない。今

後の課題としたい。

注
 1 ）答申の「第 4 章 求められる学士課程教育の質的転換」

には、「従来のような知識の伝達・注入を中心とした授
業から、［...］学生が主体的に問題を発見し解を見いだ
していく能動的学修（アクティブ・ラーニング）への転
換が必要である」（中央教育審議会，2012： 9 ）とあり、
用語集の「アクティブ・ラーニング」の項目には、「教
室内でのグループ・ディスカッション、ディベート、グ
ループ・ワーク等も有効なアクティブ・ラーニングの方
法である」（中央教育審議会，2012：37）と述べられて
いる。

 2 ）中央教育審議会（2016b： 2 ）では、「『学び』の本質と
して重要となる『主体的・対話的で深い学び』の実現を
目指した『アクティブ・ラーニング』の視点から、授業
改善の取組を活性化していくことが必要」と述べられて
いる。

 3 ）杉江（2011：20）は、協同学習を「メンバー一人ひとり
の成長への願いを学級の全員が理解し合い、『学級のメ
ンバー全員のさらなる成長を追求することが大事なこ
とだと、全員が心から思って学習すること』」と定義し
ている。

 4 ）バークレイ他（2009：3－4）は、協同学習について「協
同とは他者と共に活動することです。つまり、協同学
習は仲間と共有した学習目標を達成するためにペアも
しくは小グループで一緒に学ぶことです。一人の活動
ではなく、グループでの活動による学習です」と述べ、
その特徴として「意図的な計画」「共に活動すること」
「意味ある学習」の 3 つを挙げている。なお、原語は

が明らかになる相互行為が行われて初めて、それが確

認できるのであって、ふるまいの形式からそれを判断

することはできない。

ここまでの分析は、参加していないことに対する教

師のふるまいについて、次の 2 点を示している。第一

に、教師は、参加していないかどうかを慎重に判断す

る必要がある。具体的には、参加していないことと、

それがやりとりを阻害していることを確かめたうえ

で、何らかの教育的介入を行う必要がある。参加して

いないことはふるまいだけを根拠に判断できず、問題

になっていない場合もあるからである。第二に、それ

らを確認する手段としては、学習者たちに問いかける

ことが現実的である。もちろん、学習者たちの相互行

為を詳細に観察することによって確認することもでき

るが、机間巡回しながらそれを行うことは現実的では

ない。ゆえに、例えば、課題に関する何らかの問いか

けを行い、それに対する学習者たちの反応に基づいて

判断することが現実的である。

 5 ．まとめ
本稿の目的は、グループワークにおける参加して

いないことについての従来の見方を問い直し、そこか

ら机間巡回している教師のふるまいについての教育的

示唆を得ることであった。この目的のもと、大学のフ

ランス語クラスのグループワークの中で参加していな

い学習者が観察された場面を取り上げ、①何をもって

「参加していない」と言えるのか、②参加していない

ことはグループのやりとりを阻害しているのかについ

て分析と考察を行った。その結果、参加していないこ

とは復帰の場面が組織されることにより作り為される

こと、そしてやりとりを必ずしも阻害しないことが分

かった。これらをふまえ、教師は、どのような教育的

介入を行うにせよ、参加していないかどうかと、それ

が問題になっているかどうかを確認する必要があるこ

と、そして学習者たちに問いかけることがそれらを確

認する現実的な方法であることを指摘した。

本研究は、次の 2 点において意義があると考えられ

る。第一に、参加していないことについて、あくまで

一端ではあるが、その実態を明らかにしたことである。

教師が学習者たちの学びを支えるためには、彼らが実
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ごとに 0 から 5 名程度である。
13）近田・杉野（2015：16）は、大学生178人にアンケート

調査した結果、「AL型授業［アクティブ・ラーニング型
授業：引用者注］に参加したくないのは、対人コミュニ
ケーションへの苦手意識や恥ずかしさ、抵抗感があるこ
と、および負担感や面倒さといった心理的な要因が大き
い」ことを指摘している。福島（2016a：1－2 ）は、随
時教え／学び合うように指示は出すが、座席は指定せ
ず、雑談も認めており、その理由として「『アクティブ
ラーニング』を学生が忌避する理由のひとつである、『互
恵性の押しつけ』を回避」するためだと述べている。

14）エスノメソドロジーとは社会学の一つであり、創始者で
あるハロルド・ガーフィンケル Harold Garfinkel は、「社
会のメンバーがもつ、日常的な出来事やメンバー自身の
組織的な企図をめぐる知識の体系的な研究」（ガーフィ
ンケル，1987：17）と定義している。

15）《vous》の発音は、厳密には「ヴ」であるが、学習者た
ちは「ブ」と発音していたため、トランスクリプション
では「ブ」と記した。
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