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グループ活動による学習者中心の韓国語学習の試み 

―ステーション学習法の事例から― 

 

 

 沈  智炫  

 

 

ステーション学習とは、ドイツで初めて紹介された教授法で必須課題や選択課

題によりいくつかの学習ステーションを置き、主にペアやクループで、各々の

学習ステーションを自由に選択し、順次交代していきながら、主体的な学習を

展開していくものである。本稿では、日本人韓国語学習者の初級韓国語会話の

授業に、学習者自身が自らの発音の確認や、歌を歌うといった6つのステーシ

ョンスを準備し、実践した、その結果、学習者自身が準備されたステーション

を選択できるため、主体的な学習を可能にすること、グループの仲間とともに、

相互作用の効果を発現させながら学習が展開されるため、人の前で話すことが

苦手な「消極的」、「内向的」、「シャイ」といった性格を有する学習者に対して

も、それを挽回する機会を得る場のひとつになること、学習者自身が主体的に

さまざまな活動に参加し、クループの仲間との活発な相互啓発をとおして学習

が進展していくことが確認された。従って、コミュニケーション能力を重視す

る今後の外国語学習における有意性を提示していることが示された。 

 

 

1. はじめに 

近年、外国語教育ではコミュニケーション能力を重視した教育が指向され、教育

観も変化つつある。従来、学習者は、教師の提供する知識を一つずつ身に付けてい

く受動的な存在と考えられてきた。しかし、現在において、学習者は新しい知識を

得るたびに知識の体系を再構築していく、能動的な存在に位置づけられるようにな

った。このような教育観の変化によって、学習者が能動的に授業に参加できる活動

中心の学習法1が研究されてきた。 

韓国語教育においても、コミュニケーションを重視した学習者による活動中心の

タスク中心学習法に関する先行研究は多い。タスク中心学習法は、学習の動機づけ

                                                      
1
 学習者が能動的に参加できる学習法のうち、近年多くおこなわれているものとして、 反転授業 

（Flipped Learning）、 問題解決学習法 （Problem-Based Learning）、協同学習（Cooperative 

Learning）、 タスク中心学習法 （Task- Based Learning）などがある。 
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に有効で、学習者の新規表現の理解や産出の助けになり、他者とのやりとりの場を

提供し、特定の場面で使用される定型的な表現をタスクを通じて学べるなどの利点

が挙げられる（峯，2013）。その他、学習者の活動に関する具体的な活動内容を扱

った代表的な研究としては、以下のものを挙げることができる。이지연（1992）は、

学習者の学習意欲を高める方法として、視聴覚教材を使用したロールプレイ、歌、

ゲームを提示した。오경숙（2006）は、学習者どうしの相互作用が期待される機会

を提供する、講読活動を提示し、その際の資料は、実生活のなかで学習者が経験さ

れる状況に近いものにするほど効果があるとした。이정자(2001)は、多様な活動を

グループ活動をとおして提供するように配慮し、学習者どうしの相互作用の度合い

は、課題のタイプやテーマによって異なってくることを強調した。최문석（2007）

は、韓国語教育における学習者の活動に、ゲームや IGA（Information Gap Activities）

活動を導入する実践をとおして、学習者の学習への満足度が高まり、以降の授業に

より有用性を示すものと述べた。また、小笠原・中川（2014）は、ドイツ語の発音

および語彙教育に適用できる活動として、ゲーム活動を採り入れた授業の実践をと

おして、学習の満足度の上昇や、学習者の協動機会が向上する利点を示し、ドイツ

語だけでなく、その他の外国語の場合でも、表現力・推測力などすべてを動員して

学ぶことができるとした。 

これまでみてきたように、学習者間の相互作用をとおした学習者の活動は、動機

づけや学習に非常に肯定的であることが認識されてきた。しかし、KFL（Korean as 

a Foreign Language）環境下の韓国語学習者に関する研究はあまりおこなわておらず、

その学習法も詳細に報告されたものは少ないのが現状である。 

そこで、本稿では学習者が能動的に授業に参加し、ペアやグループの相互作用に

よる主体的に学習できる学習法の一つであるステーション学習法（Station Learning）

を有効に採り入れる筆者の授業実践を紹介し、活動中心型の学習の視点からみた成

果と課題について論じていくことを目的にする。 

 

2. ステーション学習（Station Learning）とは 

ステーション学習とは、ドイツで初めて紹介された教授法である。必須課題や選

択課題によりいくつかの学習ステーションを置き、主にペアやクループで、各々の
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学習ステーションを自由に選択し、順次交代していきながら、主体的な学習を展開

していくものである。その内容には、新たなことの習得に限らず、提示された課題

を解決していく過程で、自分のさまざまな能力や戦略を学習に活用する方法と主体

性を学ぶことも含まれる（이원경，2009）。したがって、以前に学んだ内容を含む

復習や、その進捗状況にあわせて、新しい学習内容を選定して構成することができ

る。また、教師や学習者の役割は重要である。이원경（2009）によると、 教師や

学習者の役割を次のように区別している。教師は、①学習ステーションや資料、テ

ーマの選択、課題の設定の責任者であり、②学習者が課題を遂行していく過程で、

困難や問題のある場合に助言を与えたり、③全体の進捗状況を観察して調整し、④

次の課題に向けたアドバイスをする。一方、学習者は、①自分が学習するステーシ

ョンの順序を決定し、②各ステーションでの学習時間や終了時間などを決め、③学

習を進めながらグループ内での活動（質問や回答）を通して、互いに助け合い、④

遂行した課題を正解と比較し、間違えた理由を探して、自らの長所と短所を見つけ

ることができ、⑤次の課題を遂行するために、パートナーを自由に決定する。 

このようにステーション学習では、学習する内容の選定から終了まで、学習者自

らが決定権をもつことになる。その際、学習者は、いくつかのステーションのうち、

ペアやクループの仲間と一緒に、興味のあるステーションや先に参加してみたいス

テーションなどを選択して、用意されたステーションを選定し、それぞれの課題を

遂行しながら学習することになる。 また、ステーション学習は、個人ではなく、2

～4 人で 1 つの組となり、グループ活動をすることである。これは、互いに助け合

いながら、選択した課題を遂行しなければならないため、協動での学習が促される

ことになる。したがって、学習者どうしの親密感を高めるのに、肯定的な影響を与

えることにもなると言えよう。 

 

3. 授業実践の内容 

3.1 実践対象と受講者 

本稿において対象としたのは、筆者が勤務する長崎外国語大学における韓国語初

級者向けの会話の授業「韓国語会話Ⅰ」「韓国語会話Ⅱ」である。それぞれ 3 つのク
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ラスで編成され2、配当時間は各週 1 コマである。クラス編成は、①、②、③クラ

スとなるが、たとえば、①クラスに配属されると、「韓国語会話Ⅰ①」、「韓国語会話

Ⅱ①」として同一の編成で週 2 コマ（1 コマ 90 分×30 回）の受講をおこなうことと

なる。このうち、本稿での授業実践の対象クラスは、2018年度前期に筆者が担当し

た①クラスであり、受講者は 15名（男子学生1名、女子学生 14名）であった。 

 

3.2 各ステーションの内容 

本稿では、筆者が採り入れた、各ステーションの内容および授業展開について紹

介する。①クラスは、既習者向けの初級学習者対象の科目であったが、既習といっ

てもその習熟レベルにはばらつきがあった。指定テキストは、筆者ら同大学の教員

で刊行した『完全！韓国語初級 1』（同学社、2015年）とし、1課～3課までが、簡

単な挨拶、文字と発音、発音規則に構成されている。したがって、3 課を終えた段

階で、ハングルの読み書きや簡単な挨拶ができること、規則を理解して正しく発音

でき、簡単な自己紹介ができることを目標にした。そして学習者自身が自らの発音

の確認や、歌を歌うといった 6つのステーションを準備し、各ステーションでの所

要を10～15分間に設定して、クループで助け合いながら遂行するように指導した。

具体的には、3人で 1つのクループを作り、1コマ90分間において授業をおこなっ

た（表1，図 1）。 

 

表 1 実践授業の概要 

学習目標 ・ハングルの読み書きができる。 

・簡単な挨拶ができる。 

・発音規則が理解でき、正しく発音できる。 

・簡単な自己紹介ができる。 

クループ 5 つ（３人で１グループ） 

学習時間  各ステーション10～15分、総90分 

ステーション 6 つ 

                                                      
2
 クラスは、クラス分けのレベルテストで与えられる。①クラスは、既習者向けの初級学習者、

②クラスは、韓国語専攻の初級学習者、③クラスは、他言語専攻の初級学習者である。 
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各ステーションには、事前にワークシ 

ートを準備しておいた。ただし、定型の 

回答用紙類はとくに準備らず、 各ステ 

ーションでの活動を遂行し、クループ内 

の仲間どうしで活動時間内にフィード 

バックしてもらい、最後に筆者が確認し、

活動状況に応じた点数（１～5点）を表 

すシールを貼付していった（図2）。  

各ステーションで学習できる内容とや

タスク活動は表 2のとおりである。 

 

表 2 各ステーションでの活動内容 

ステーション

名 

学習及ぶ活動内容  

S1 発音規則 

タスク➡ 発音通りにハングルを書き、読んでみましょう。 

S2 発音規則 

タスク➡ 歌ってみましょう。 

S3 発音規則 

タスク➡ 当てはまるものに線を引いてから、読んでみましょう。 

S4 簡単な挨拶 

タスク➡ 発音しながら、書きましょう。 

S5 聞き取り 

タスク➡ 聞いてその文字をつなげてください。 

S6 簡単な自己紹介 

タスク➡ 韓国語で自己紹介＜名前・国・趣味など＞をしてみましょう。 

 

図1 教室内におけるステーションの配置 
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3.3 授業の流れ 

1 コマ 90 分を、①導入（5 分）、②

ステーション学習（60分）、③発表（15

分）、④評価やまとめ（10分）、の内容

で授業をおこなった。 

 ①の導入では、クループによるステ

ーション学習に円滑に取り組めるよ

うに、前回の授業において、ステーシ

ョン学習について事前に説明してお

いた。そのうえで、3 人組のグループ

をくじ引きで結成させ、クループ名を

名付けるように伝えた。 

そして、クループ名の由来につい                       

て、クラス全員の前で簡単に説明した

うえで、スローガンを揚げるようにし

た。そのような手間を経ることによって、 

仲間どうしの動機づけや団結心を高める効果が期待され、ステーション学習への集

中に少なからず好影響をもらたすことを意図している。 

②のステーション学習は、10分～15分ごとに1つステーションを回っていった。

その際、最後（6 番目）のステーションを除き、どのステーションから回っていく

かは、グループで話し合い、自由に決めるようにした。6 番目のステーションは、

グループ発表のための、会話文の作成の時間にあてた。 

以下、各ステーションで遂行しなければならない活動の内容について、ワークシ

ートを紹介しながら、授業で観察した学生のようすを含め、詳細に説明していく（図

3， 4）。 

 

 

 

 

 

 

図 2  作成したワークシート  
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S1： 発音通りに書いてから、読んでみましょう。 

ワークシート:発音変化のある 5つの文章、音声。 

・도서관에서 책을 읽어요.  

 ・백화점에서 쇼핑해요. 

 ・음료수를 마셔요. 

 ・실내는 따뜻해요. 

 ・심리학을 배워요. 

 

提示した 5 つの文章は、発音規則（連音化、流音化、ㄴ挿入、鼻音化、激音化、

ㅎの弱化）が含まれている文章である（図 3）。授業では、おもに単語レベルでの発

音規則を学び、文章での応用する時間が少なかったため、文章中の発音規則を意識

するようにした。また、筆者が 5つの文章の音声を事前に録音し、クラスのクルー

プラインに送信し共有を図った。音声の正誤は、クループで読みながら発音規則ど

おりに書いた後に確認するようにした。したがって、学習者は、発音どおりに書き、

音声での確認、訂正、練習、筆者（教師）からの確認という段階の活動をする。 

 

S2： 歌ってみましょう。 

ワークシート:発音変化のある童謡（2曲）、iPad2台。 

 

提示した童謡は、発音規則のうち、濃音化、激音化を主に発音できるものを選定

している。YouTubeで筆者がこれら童謡の映像をグループプラインにシェアしてお

き、iPad やスマートフォンを用いて、 映像を視ながら歌えるようにした。童謡の

音声のみで実施してもよいが、映像が加わると、童謡に関連した振り付けなどが登

場するので、意味を把握しやすく、情景を浮かべつつ歌いやすくなる。制限時間内

にグループ全員が完璧に歌えるようになったら、筆者の前で歌うようにした。学生

たちは、はじめから iPad を用いてクループ全員で一緒に活動するケースもあれば、

個人のスマートフォンである程度、練習してからクループで練習し始めるクループ

も見られた。その理由は、人前で歌うことは緊張をともなったりと、苦手意識を有

している者が、まずは何回も練習してから、歌うようにしたいということだった。

また、童謡の振り付けも笑いながら練習するクループもいて、視覚的効果の有用性



 

175 

 

も感じられた。 

 

S3： 当てはまるものに線を引いてから、読んでみましょう。 

ワークシート: 初級文系入りの五つの表現 

 

・그림 엽서를 한 장 주세요. 

・석유 얼마예요?  

・목요일에 시간이 있어요? 

・어디가 아파요? 

・두통약 사고 싶어요. 

 

提示した5つの表現は、初級レベルの文型の入った表現である。学んだ単語を使

って、発音規則に注意し、表現を暗記すれば、名詞や曜日などを置き換えることで

会話が可能となる。今回の場合、まだ、扱っていない文型や表現があったため、日

本語の意味から当てはまる韓国語を線で結ぶようにして、発音に注意しつつ表現の

暗記にあたるようにした。また、それぞれのスマートフォンを用いて、自身の音声

を録音し、その音声をクループ仲間で共有するようにした。学習者は録音した自身

の音声を直接聞いて確認したり、クループで仲間の発音（発話）を聞き、フィード

バックする活動を繰り返す過程から、自身の発音やイントネーションの特徴に気づ

くようになる。 

 

S4： 発音しながら、書きましょう。 

ワークシート:挨拶や日常表現を書く。 

 

提示したのは、指定テキスト『完全！韓国語初級 1』（同学社、2015 年刊）の挨

拶編から採用したもので、正確に書けるように、1 回目はなぞり書きをおこない、

その後は2回、自力で書くようにした。また、同じ文意でも、丁寧さの度合いによ

って、表現が異なることを認識できるように配慮した。 
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S5：聞いてその文字をつなげてください。 

ワークシート: パッチムを区別する単語、音声。 

 

 ・사람/사란, 문/뭅, 얼굴/언굴, 반침/받침 

・선생님/선생님, 대학/대한 , 딸/딴, 생일/샌입 

   

提示したハングルは、日本人学習者にとって、発音しにくく、間違えやすいパッ

チムである。 S１のように、筆者の録音音声を事前にクラスのクループラインに送

信しておき、クループ仲間どうしでフィードバックをおこなった。その後、クルー

プ全員が発音を区別できるようになったというサインがあると、筆者がその場で読

み上げて、該当する単語にアンダーラインを引くようにした。 

 

S6： 韓国語で 自己紹介＜名前・国・趣味など＞をしてみましょう。 

ワークシート:会話文（シナリオ）作成のための用紙。 

 

既修者向けの韓国語会話の授業でもあり、「初対面の自己紹介」とういうテーマ

で会話文を作成するように指示した後は、場面、時間、形式、関係など内容に関す

ることがらのすべてをクループに任せて、学生自身に考えさせるように促した。 
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図 3 S1、 S2、 S3、 S5のワークシート 
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図 4 S4、 S6のワークシート 

 

③の発表は、6 番のステーションで作成した会話文の原稿をもとにして、クラス

の仲間の前で、クループで発表（パフォーマンス）をするようにした。パフォーマ

ンスは、現実のリアルな状況からの問題に対して、今までに学習したことを活かし

て判断し、問題を解決するための行動をどのようにおこなっているかを把握するこ

とができる。また、学習者の理解力や能力、思考を評価する際に有効である（草野・

https://www.jstage.jst.go.jp/search/global/_search/-char/ja?item=8&word=%E8%8D%89%E9%87%8E+%E7%B4%94%E5%AD%90
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柿原，2015）。 

④の評価やまとめは、各ステーションの内容を遂行するたびに、筆者（教師）に

よ点数が与えられ、最終的に合計点数が 1番となったクループには、簡単な文具用

品を贈り、その後、ステーション学習に関する、自己評価シートの記入をおこなっ

た。 

  

4. 授業の評価 

各グループが、6 番以外の各ステーションを主体的に選択し、学習していったの

で、1コマ 90分の限られた時間内にすべての活動を終えることができた。また、初

級クラスでありながらも、既習者対象であったため、1、2、3、5番のステーション

は、制限時間より、予定より早く活動を終えられたが、4 番のステーションでは、

合わせて3回のハングルを書き、その発音の練習をおこなう活動は想定より時間が

かかった。6番のステーションは、 グループのレベルに合わせた協働が見られ、最

終的に会話文を完成させることができた。 

自己評価シートは、前章に示した授業実践の内容について、無記名方式で以下の

ような質問をした。 

 

・授業で行ったステーション学習は役に立ったか。 

・授業で行ったクループでの活動は役に立ったか。 

・授業でクループ活動を通して、さらに学びたくなったか。 

・総合的に判断して、この学習に満足しているか。 

 

それぞの質問について、5段階評定（1：全くそう思わない～ 3:どちらでもない

～ 5:強くそう思う）のなかから 1 つを選び回答するように求めた。また、自由記

述欄を設け、感想や要望などを挙げてもらうようにした。 

その結果、学者者は、クループの仲間で学習内容を選択し、自らが積極的に参加

し、協働することについて、肯定的であった。この結果が端的に示しているように、

グループによるステーション学習は好意的に受け取られており、今後他の韓国語学

習の場面でも採り入れる価値があると言えよう。 

https://www.jstage.jst.go.jp/search/global/_search/-char/ja?item=8&word=%E8%8D%89%E9%87%8E+%E7%B4%94%E5%AD%90
https://www.jstage.jst.go.jp/search/global/_search/-char/ja?item=8&word=%E6%9F%BF%E5%8E%9F+%E5%8A%A0%E4%BB%A3%E5%AD%90
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表 3 ステーション学習に対する学習者の評価 

 全くそ

う思わ

ない 

1 

全くそ

う思わ

ない 

2 

どちら

でもな

い 

3 

全くそ

う思わ

ない 

4 

強くそ

う思う 

う 

5 

1.授業で行ったステーション

学習は役に立った。 
0 0 0 

1 

(7%) 

14 

(93%) 

2．授業で行ったクループでの

活動は役に立った。 
0 0 0 

2 

(13%) 

13 

(87%) 

3.授業でクループ活動を通し

て、さらに学びたい。 
0 0 

1 

(7%) 

1 

(7%) 

13 

(86%) 

4.総合的に判断して、この学習

に満足している。 
0 0 0 

2 

(13%) 

13 

(87%) 

 

以下に、自由記述による代表的な内容を示す。 

・クループワークが楽しかった。 

・もっとしたい。 

・自分だけではわからなかったことを友達から学んでよかった。 

・人の前で話すのが苦手だったけど、パフォーマンスができてよかった。 

・韓国の童謡が好きになった。 

・友達の前で発音するのが、恥ずかしかった。友達の発音を聞くのはよい。 

・仲良く活動できたと思う。 

 

5. おわりに 

本稿では、学習者の主体性を重視した活動を採り入れた学習の重要性について、

とくに、学習者が授業に積極的に参加し、主導的に学習できる学習法とされるステ

ーション学習法による授業実践の内容とその後の評価について記してきた。 

ステーション学習法は、学習者自身が準備されたステーションを選択できるため、

主体的な学習を可能にする。また、ステーション学習では、グループの仲間ととも

に、相互作用の効果を発現させながら学習が展開されるため、人の前で話すことが

苦手な「消極的」、「内向的」、「シャイ」といった性格を有する学習者に対しても、

それを挽回する機会を得る場のひとつになる。そして、何よりも学習者自身が主体
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的にさまざまな活動に参加し、クループの仲間との活発な相互啓発をとおして学習

が進展していく点は、コミュニケーション能力を重視する今後の外国語学習におけ

る有意性を提示している。 

今後、学習者のニーズや能力の多様性を反映した、よりよいステーション学習を

展開していくためには、教師が受講者の構成・特性や学習レベルなどを的確に把握

する事前準備がより一層不可欠である。また、教師が中心となる座学形式の授業に

くらべて、授業の準備時間が多めになることは否定できない。また、教室の空間や

受講者数が多い場合には、①大教室にステーションを複数に配置しなければならな

い、②責任者である教師以外にティーチングアシスタントのような人材も必要にな

るという、検討すべき点も多く残されている。このような課題を意識しながら、韓

国語の授業実践を重ねつつ、それにもとづいたステーション学習の効果に関する比

較考察を重ねていきたいと考えている。 
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