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初修韓国語学習における教室活動の成果と課題 

―グループワークでの取り組みを中心に― 
 

 

沈  智炫 

 

 

本稿の目的は、日本人韓国語学習者のうち、初修韓国語の授業に注目してグル

ープワークを採り入れ、 韓国語学習における動機づけや授業の活性化にどの

ように寄与するのかについて、筆者自身の実践事例をもとに考察していくこと

である。その結果、ほとんどの学習者は「楽しい」活動で高い満足度を示して

おり、肯定的な評価をしていることが明らかになった。また、学習意欲を向上

させ、授業全般にわたり活性化を促す効果も確認された。具体的には、以下の

4 点が把握された。（1）学習者の相互学習に役立つだけではなく、親しみやす

く、リラックスした雰囲気で楽しく学習できる雰囲気を醸成する。（2）共通の

目標に対する協力関係が形成され、韓国語の学業意欲の高まりや、授業に積極

的に取り組めるように促してくれる。（3）グループ内の仲間意識が高まり、親

しみを維持するようになる。学習者間の親しみは、授業の活性化につながり、

学習の質的改善に寄与する可能性が示唆された。（4）グループのリーダーに頼

りすぎず、学習者がそれぞれの責任感にもとづきグループワークに取り組む必

要がある。  

 

 

1. はじめに 

とりわけ近年、教育現場では、教師が一方的に提供する授業から、学習者が参加

可能な双方向授業への転換が行われている。このような動きに応じた教室活動とし

て、「グループワーク」が重視されるようになった1。日本における外国語教育の現

 
1 2012年8月、中央教育審議会は「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて-生涯学

び続け、主体的に教える育成する大学へ-」と題した答申を公表した。そのうち、「求められる学

士過程教育の質的転換」に関して、「生涯にわたって学び続ける力、主体的に考える力を持った

人材は、学生からみて受動的な教育の場では育成することができない。従来のような知識の伝

達・注入を中心とした授業から、教員と学生が意思疎通を図りつつ、一緒になって切磋琢磨し、

相互に刺激を与えながら知的に成長する場を創り、学生が主体的に問題を発見し解を見いだして

いく能動的学習（アクティブ・ラーニング）への転換が必要」との見解を示した。また、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と強調されている。 
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場でも、コミュニケーション能力の向上につながる授業の活性化が図られ、グルー

プワークを導入する実践研究が蓄積されつつある（高橋，2008；寸田，2012；小笠

原・中川，2014；鶴田，2015 など）。これらの多くは、グループワークの導入で、

①学習者が能動的に授業に参加し、②主体的に学び合い、③さまざまな学習効果が

期待でき、④学習の満足度の上昇や、⑤学習者の協動機会が向上する利点を指摘し、

今後の授業展開における有用性を述べている。とくに、大学 1年生の初修外国語と

してドイツ語の授業実践を考察した鶴田（2015）は、「言語学習は現実や生活から

切り離されたものではなく実際の行動との繋がりの上にある行動」とし、教室内で

の活動は言語を学んだという事実にとどまるのではなく、実際の成果や学習者の満

足度に直結するものであると強調した。その際、教室内でなされた会話のやりとり

を録音・録画し、授業中にフィードバックし受講生全員で共有しつつ、学習の発展

をうながすための小プロジェクトを企画・立案し、実施する取り組みが求められる

としている。 

韓国語教育においても、グループワークに関する代表的な研究としては、以下の

ものが挙げられる。이정자（2001）は、韓国語を学ぶ中国人学習者を対象に、グル

ープワーク学習における相互作用の効果を中心に授業実践を重ね、グループワーク

をとおして多様な活動を提供できるように配慮し、学習者間の相互作用の効果は、

課題のテーマや形態により異なってくることを明らかにした。오경숙（2006）は、

学習者間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、その際に使

用する資料は、実生活のなかで学習者が経験可能な内容を精選するほど効果が得ら

れるとした。김세화（2008）は韓国語の初級教材をもとに、そこに示された学習者

の相互作用につながる活動や課題タイプに関する分析をおこなった。その結果、ペ

アワークが93％を占めており、グループワークや受講者全体の共有につながる活動

はほとんど提示がなく、教室活動におけるグループワークなどの取り組みについて

再構成の余地がある点を指摘した。また、KFL（Korean as a Foreign Language）環境

下の韓国語学習者を対象とした授業実践上の効果を扱ったものもある。林（2013）

は、文法の授業にグループワークを導入するのは、学習意欲の向上など教室が受動

的空間に陥らないようにする学習法と評価している。沈（2018）は、会話の授業に、

グループワークによるステーション学習法を採り入れ、①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
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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、②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

ことが可能であること、を明らかにした。とりわけ、コミュニケーション能力が重

視される今後の外国語学習における有意性を提示した。 

これまでみてきたように、、グループワークによる学習者間の相互作用をとおし

た学習方法は、学習の動機づけやその維持において肯定的な存在であることが認識

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

関する先行研究は、 管見の限りにおいて上述の 2 編にとどまっているのが現状で

ある。  

そこで、本稿は、筆者の授業実践をとおして、グループワークを採り入れた学習

方法の成果と課題について論じていくことを目的にする。具体的には、筆者の授業

実践における取り組みが、韓国語学習における動機づけや授業の活性化につながる

ものであったかについて考察を加えていく。 

 

2. 協働学習としてのグループワーク  

「グループによる学習」とは、アクティブ・ラーニングの一形態で、学習者が（小

さな）グループにおいておこなう学習をいう。一般には「グループ学習」と呼ばれ、

学習者が態動的に授業に関与する効果があるとされている（高橋，2008）。しかし、

Peer teaching/Learningや、Cooperative/Collaborative Learning などの訳語として認識さ

れているものの、その用語が教育の現場で統一されておらず（池田・舘岡，2007）、

「小集団学習」「共同・協同・協調・協働学習」「ピア活動」の併用がみられる。関

田・安永（2005）は、それらの整理を試み、人が集まり集団で学ぶことを「共同学

習」、その意味を理解したうえで学ぶことを「協同学習」、その意図なくして学ぶも

のを「協調学習」と位置づけた。すなわち、協同学習は相互の学びが相互にとって

役立つものとしていく必要がある。また、「協働学習」については、一人では問題

解決に到達できない複数の学習者が、互いに不足する知識を補いながら問題を解決

し、その結果、新しい知識への到達できる過程のことであり、その協働の中で起き

る学習としている。 
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以上の内容をふまえて、本研究における「グループワーク」とは、「学習者どう

しがおこなう協働学習の方法の一つ」と位置づけ用いることとする。 

 

3. グループワークによる授業実践 

3.1  授業実践の対象者 

本稿において対象としたのは、 筆者が2019年度に担当した大学2校（以下、そ

れぞれN大学、K大学と記す）における「韓国語Ⅰ」の授業（週1回、90分）の受

講生である（表 1）。受講者数は、N大学20人、K大学33人である。また、N大学

は、全学教育科目における選択科目の一つとして開講するため、ほとんどの学生が

韓国語の学習を前期の1単位のみで終える。K大学は、第二外国語の卒業必修科目

であり、前・後期で2位単を履修しなければならない。筆者は、いずれの大学にお

いても、「韓国語Ⅰ」の「入門」と言える文字や発音を学ぶレベルからコミュニケー

ション能力を重視する会話の活動を採り入れた授業をおこなった。また、大学にお

ける初修外国語の習得は、このような限られた時間内では現実的にかなり困難であ

るという視点から（鶴田，2015）、大学 1 年次を中心に、自律した学習能力を育成

し、大学での授業内容が単位取得で区切りとなっても、その後の自主的な学習意欲

へとつながることを意図しつつ、グループワーク中心の授業とした。 

 

表 1 対象者の情報 

 N大学 

全学教育科目(選択) 

K大学 

卒業必須科目 

学年 1 年生（16人） 

  3年生（中国人留学生 4人） 

1 年生（33人） 

人数 20人 33人 

 

3.2  授業の設計 

N大学は、指定テキスト『完全！韓国語初級 1』（2015 年刊、同学社）を利用し

た。K大学では、テキストは使用せず、独自作成のプリントを使用しておこなった
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2。学習目標は、ハングルの読み書きや簡単なあいさつや自己紹介ができることと

した。初回の授業はオリエンテーションとして、今後の授業全体の構成や評価方法、

グループワークなどの教室活動に関する説明をおこなった。なお、授業の評価方法

は、授業への取り組み（30％）、ワークシート（毎回、20％）、小テスト（2回実施、

20％）、グループワーク（ステーション学習 10％、発表20％）である。毎回の授業

はグループ単位での教室活動3を実施したが、第2～8回目の授業では、グループの

構成が同一とならないように各回で編成した。第9回目以降では、グループを固定

させた。これは、プロジェクト形式のグループワーク（ステーション学習及び期末

発表）について継続的に理解を深め、備えることができようにするためである。そ

の際、学習者は、簡単な自己紹介をしながら、各自が好きな韓国語の語彙を紹介し

たのち、リーダーとグループ名を決定するように指示した。各グループの人数は、

寸田（2012）を参考としてN大学は 4人、K大学は5〜6 人に設定した（表2～3）。

なお、N大学の場合、中国人留学生４人の受講者は、一つのグループにおいて複数

人にならないよう配慮した。 

 

 

表 2  N大学のグループの詳細 

グループ名（人数） 名付けた理由 

불고기（4人） メンバーのみんなが好き。響きがよい。 

딸기（4人） メンバーのみんながいちごが好き。 

사과（4人） おいしい果物だから。 

공유（4人） 人気の高い俳優だから。 

포도（4人） ぶどうの実のつき方が、絆がつながっているように見

えるから。 

 

 

 
2 『完全！韓国語初級 1』は、1～3 課までが、簡単なあいさつ、文字と発音、発音規則で構成さ

れているが、発音規則については第 4 課以降に文章での学習をおこなう際に、発音指導をしな

がら、逐次提示するようにした。 
3 ペアワークの際には、授業をより活性化するために、同じグループ学習者ではなく、他のグルー

プの学習者に限定して活動するよう工夫した。 
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表 3  K大学のグループの詳細 

グループ名（人数） 名付けた理由 

김치（6人） 韓国とはと考えて一番に思い浮かんだから。 

힘내자（5人） ｢頑張る｣という思いを込めて。 

반짝 별（5人） ｢きらきら星｣を歌ってみたいから。 

많이 먹는 여자（5人） グループ全員が食欲が旺盛だから。 

미우’s kitchen（6人） リーダーの名が｢みう｣で、みんなが料理好き。 

かなみよんと愉決な仲間

たち（6人） 

リーダーの名が｢かなみ｣だから。さらに愉快な仲間が

5 人ついてきたから。 

 

3.2  授業の設計 

グループワークを採り入れた教室活動は、教科関連活動、ステーション学習、発

表の手順で進行していった。 

 

（1）教科関連活動 

 ほぼ毎回、授業時間のうち 20分を利用し、グループワークをおこなった。おも

な内容は、その日の授業内容や進度に応じた、各回のまとめとなるようなワークシ

ートを準備して、教科関連活動を展開した。図1～2は、実際に使用したワークシ

ートの例であるが、その内容によって、活動のスタイルも変化するものとなるよう

考慮した。 

図１の活動は、まずは一人ずつ読む練習をしたうえで、グループメンバー全員で

口調をそろえて読むようにした。つぎに、単語の意味を調べ、書きながら覚えるよ

うにした。このワークシートにより、グループ間の「競争単語テスト」をおこない、

高得点のグループには、韓国語の書かれたシールを賞品として与えた。競争単語テ

ストは、制限時間制を設け、以下の手順で実施した。グループ間で順番を決め、1

番目の学生が筆者が発音した単語を書く。その後、2番目の学生が 1番目の学生が

間違えて書いたと思った単語に訂正を加える。同様に、3番目の学生は、2番目の

学生が間違えて書いたと思った単語に訂正していく。図２の活動は、グループの仲

間どうし、名前や故郷を韓国語で質問し、回答を記述するようにした。つぎに、好
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きな韓国語の単語や表現を書き、その意味を共有するようにした。 

 

図 1 教科関連活動ワークシート例① 

【練習1】 単語の意味を書き、正確に読めた単語に〇をしましょう。 

①스커트(       ) ② 코피(       ) ③사과(       )  ④웨이터(       )  

⑤스웨터(       ) ⑥돼지고기(       ) ⑦더워요(       ) ⑧추워요(    )        ) 

⑨어때요? (       ) ⑩뭐예요? (       ) ⑪ 예뻐요(       ) ⑫귀여워요(    )        )   

【練習2】 例にならって、練習１の単語を発音しながら、書いてみましょう。 

스커트 스 커 트         

           

                    中略                      

 

 
 

図 2 教科関連活動ワークシート例② 

【練習1】 グループの仲間の名前(日本語・韓国語)や故郷を書いてみましょう。 

이름이 뭐예요? 名前は何ですか？  고향이 어디예요? 故郷はどこですか？ 

 이름 [名前] 이름 [名前]韓国語 고향「故郷」 

1    

                   中略                       

【練習2】好きな韓国語の単語や表現を二つずつ書いて、グループの仲間と共有してみましょう。

➡できれば、授業で学んでない単語・表現を紹介しましょう。町で見かけた韓国語でも良いで

す。 

 

 이름 좋아하는 한국어[好きな韓国語] 의미 [意味] 

1    

                   中略                       
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（2）ステーション学習 

ステーション学習は、ドイツで考案された教授法で、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、おもにペアやグループで、各々の学習ステー

ションを自由に選択し、学習者らが順次入れ替わりながら、主体的な学習を展開し

ていくものである（沈，2018）。各ステーションでの活動をおこない、グループ内

の仲間どうしで活動時間内にフィードバックしていく。最後に筆者が確認し、活動

状況に応じた点数（１～5 点）を与えた。ただし、 表 4 に示した S4 については、

グループライン4に送ってもらった各グループの音声をプロジェクターを利用し、

すべての学習者に聞かせ、グループ内で他のグループの音声を評価し、相互に採点

（１～5点）するようにした。 最終的に合計点数が1番となったグループには、簡

単な韓国製の文具用品を賞品として準備した。 

ステーション学習は、教室活動全般のまとめとして、第 15 回目の授業で、導入

（10 分）、ステーション学習（50 分）、評価やまとめ（30 分）の時間配分で授業を

おこなった。各ステーションで遂行しなければならない活動の内容、およびワーク

シートは上掲の表 4ならびに図3～4のとおりである。 

 

表 4 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 
タスク→正確に、読んでみましょう。 

ワークシート:発音変化のある 6つの文章、音声。 

S2 
タスク→歌ってみましょう。 

ワークシート:発音変化のある童謡（1曲） 

S3 
タスク→長崎の路面電車の韓国語版を完成してみましょう。 

ワークシート:穴埋めできる長崎の路面電車の韓国語版。 

 
4 教室活動をするためには、授業の前後のメンバーどうしの話し合い、資料の共有や役割分担など

「協働」の側面からもコミュニケーション手段が必要である。また、教室活動のデザイン、設

計、準備などの面で教員の支援が必要である。そこで、学習者との相談の結果、グループどう

しの話しあいは、各グループどうしのラインをとおして、教師（筆者）との話し合いは、教師

と各グループのリーダーとのグループラインを用いることとした。 
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S4 
タスク→韓国語で自己紹介＜名前・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。 

 

 

 

 

 

 

 

図 3  N大学でのステーション学習   図4  K大学でのステーション学習 

 

S1に提示した6つの文章は、① 어느 나라 사람이에요？（お国はどこですか？）、

②고향이 어디예요？（故郷はどこですか？）、③ 오늘 숙제가 있어요？（今日宿

題がありますか？）、 ④ 뭐 좋아해요？（何が好きですか？）、⑤ 잘 부탁합니다

（よろしくお願いします）、⑥ 이건 한국말로 뭐라고 합니까？（これは韓国語で

何と言いますか？）である。学習者は、当てはまるものに線を引き、各自のスマー

トフォンを用いて、自身の音声を録音し、その音声をグループ内で共有しフィード

バックする。その後、筆者が6つの文章の音声を事前に録音し、各リーダーとのグ

ループラインに送信した音声を確認し、訂正、練習、筆者（教師）からの確認とい

う活動をする。 

S2に提示した童謡は、아기 상어（サメの家族）である。学習者は、グループ全

員が十分に歌えるようになったら、筆者（教師）の前で歌うことになる。 

S3 に提示したのは、長崎の路面電車系統図の韓国語版を準備し、空欄になって

いる電停名を韓国語で書き、完成させるものである。学習者は、グループ仲間と協

働して空欄になっている駅名を表記基準にしたがい、韓国語で書き込む。その後、

完成版を確認（採点）することになる。 

S4 は、「初対面の自己紹介」である。学習者は、授業中に学んだ表現を活かし、

「初対面の自己紹介」というテーマでグループ全員の会話を録音し、筆者（教師）

とリーダーとのグループラインに、各リーダーが音声を送信する。 

 



150 

 

（3）発表 

グループ発表は、「韓国語Ⅰ」の最終試験として位置づけているため、各グループ

は、第9回の授業から固定したグループの仲間と「グループの目標」を定めて協働

しなければならない。学習者は、発表のテーマ選びや内容の構想、役割分担などを

明確化し、発表に臨んだ。発表時間は、1グループあたり 10分（準備2分、発表 6

分、評価2分）とした。グループ発表の詳細を表5、表 6に示す。 

表 5  N大学のグループ発表の詳細 

グループ名（人数） 発表のテーマ 

불고기（4人） 토끼 응원단 게임 소개 

딸기（4人） 韓国語で描き歌 

사과（4人） 韓国ドラマ「太陽の末裔」 

―使えそうな胸キュンセリフ― 

공유（4人） 아이콘 멤버 소개 

포도（4人） TWICEのFANCYで文法を覚えよう 

 

表 6  K大学のグループ 発表の詳細 

グループ名（人数） 発表のテーマ 

김치（6人） 韓国の絵本（3마리의 돼지） 

힘내자（5人） 日本語の発音と似てる韓国語 

반짝 별（5人） 童謡「きらきら星」（반짝 별）の日韓比較 

많이 먹는 여자（5人） アンパンマン（호빵맨 ）の日韓比較 

미우’s kitchen（6人） 体に関する表現及び体遊びの歌 

かなみよんと愉決な仲間

たち（6人） 

韓国ドラマ「꽃보다 남자」 

―セリフを覚えよう― 

 

なお、グループ発表の評価は、全体の 20％としているが、その内訳は、教師の評

価、グループ内の評価、全体評価から構成される。「教師の評価」は、教師がグル

ープの発表に関して項目別におこなうものである（表7）。「グループ内の評価」は、

いわゆる「ただ乗り」を排除し、グループの内の役割分担を公平なものとするため
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に設けたもので、学生間の相互評価を促すものである。すなわち、各グループは、

それぞれ役割を詳細に記入し、メンバー個人の費やした時間と努力、負担の重さ、

協力の濃淡を考慮し、0～10点まで個別に評価する。「全体評価」は、クラス全体が

各グループの発表を聞き（図 5～6）、各項目について 0 点～5 点で評価するもので

ある。 

表 7  グループ発表の評価基準 

 評価項目 詳細 

1 発表内容 面白さ、楽しさ、興味・関心など 

2 発表資料 パワーポイントや動画、配布資料など 

3 韓国語の理解 説明のわかりやすさ、韓国語の使用など 

4 韓国語の学習 使用された内容が韓国語学習に役立ちそうか 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 N大学でのグループ発表      図6 K大学でのグループ発表 

（토끼 응원단 게임 소개）       韓国の絵本（3마리의 돼지） 

 

4. 授業の評価および考察 

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、無記名方式で以下に

挙げた質問に関する回答を求めた。 

・グループ活動の全体について満足できたか。 

・グループ活動の発表に満足できたか。 

・グループ活動を通して韓国語の授業に対する満足度が高くなったか。 
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・グループ活動を通して韓国語に対する興味と感心が高くなったか。 

・韓国語の授業にクループ活動が役に立ったか。 

・今後も韓国語の授業にクループ活動が必要だと思うか。 

それぞの質問について、5 段階評定（1：強くそう思わない、2：ややそう思わな

い、3：どちらでもない、4：ややそう思う、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。 

まず、グループ活動の全体について満足したのかの質問に対しては、 全体の回

答者（53 人）のうち、「強くそう思う」「ややそう思う」という肯定的評価は 96％

を占めた（表 8）。次に、グループ活動の発表に満足したのかについては、「強くそ

う思う」「ややそう思う」は 94％であった（表 9）。このことから、グループ活動全

体の活動および発表について、 全体的に高い学習効果を見出していると言える。  

表 8 「グループ活動の全体について満足したのか」の回答結果 

  
N大学 

(20人) 

K大学 

(33人) 

総回答数 

(53人) 
割合 

強くそう思わない  －  －  －  － 

ややそう思わない  －  －  －  － 

どちらでもない 1 1 2  4% 

ややそう思う 6 3 9  17% 

強くそう思う 13 29 42  79% 

表 9 「グループ活動の発表に満足したのか」の回答結果 

  
N大学 

(20人) 

K大学 

(33人) 

総回答数 

(53人)  
割合 

強くそう思わない  －  －  － － 

ややそう思わない 1   1 2% 

どちらでもない 1 1 2  4% 

ややそう思う 6 10 16  30% 

強くそう思う 12 22 34  64% 
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表 10は、 韓国語の授業に対する満足度が高くなったのかについて質問したもの

である。 このうち、96％が「強くそう思う」「ややそう思う」と回答した。また、

表 11 の韓国語に対する興味と感心が高くなったのかについては、「強くそう思う」

「ややそう思う」で 98%となった。これは、グループ活動を通して韓国語の授業に

対する満足度が高かく、韓国語に対する興味・感心が高まったことがうかがえる。 

 

    表 10 「韓国語の授業に対する満足度が高くなったのか」の回答結果 

  
N大学 

(20人) 

K大学 

(33人) 

総回答数 

(53人)  
割合 

強くそう思わない － － － － 

ややそう思わない － － － － 

どちらでもない 1 1 2  4% 

ややそう思う 8 9 17  32% 

強くそう思う 11 23 34  64% 

 

表11 「韓国語に対する興味と感心が高くなったのか」の回答結果 

  
N大学 

(20人) 

K大学 

(33人) 

総回答数 

(53人)  
割合 

強くそう思わない － － － － 

ややそう思わない － － － － 

どちらでもない － 1 1  2% 

ややそう思う 9 7 16  30% 

強くそう思う 11 25 36  68% 

 

表 12 の韓国語の授業にクループ活動が役に立ったのかについては、「強くそう

思う」「ややそう思う」で 95%となった。今後も韓国語の授業にクループ活動が必

要だと思うのかについても、同様に98％が肯定的な回答で占められた（表 13）。こ

れらの結果は、 韓国語の授業におけるグループワークは学生自身が前向きにとら

えており、今後も積極的に採り入れる価値がある方法だと言える。 
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表 12 「韓国語の授業にクループ活動が役に立ったのか」の回答結果 

  
N大学 

(20人) 

K大学 

(33人) 

総回答数 

(53人)  
割合 

強くそう思わない － － － － 

ややそう思わない － － － － 

どちらでもない 1 2 3  6% 

ややそう思う 8 5 13  25% 

強くそう思う 11 26 37  70% 

 

表 13 「今後も韓国語の授業にクループ活動が必要だと思うのか」の回答結果 

 

また、上記の項目以外に、「グループ活動」および「グループのメンバー間の協

働」について 良かった点、悪かった点を自由記述した結果、以下の内容を得た（表

記は原文ママ。筆者の判断でとくに重要と思われる箇所については下線を施してあ

る）。 

 

●「グループ活動」について 

・ゲームを通して勉強したり、歌を使って韓国語を覚えよることができたので、楽

しかったです。グループを作って授業をおこなうのも、色んな人と交流すること

ができて良かったです。 

・楽しく韓国語を学ぶことができました。同じグループの人たちとわくわくしな  

がら学べたのが良かったです。もっと知っている単語を増やしていきたいです。 

  
N大学 

(20人) 

K大学 

(33人) 

総回答数 

(53人)  
割合 

強くそう思わない － － － － 

ややそう思わない － － － － 

どちらでもない －  1 1  2% 

ややそう思う 9 2 11  21% 

強くそう思う 11 30 41  77% 
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・毎回、前回の復習をしたり、その延長線で学んだりできていて良かったです。 

・初めて韓国語をする人もできるように発音の仕方から学べて良かったです。 

・韓国語を発音する機会が多くて楽しかったです。 

・歌などの楽しみやすい話題があり、全く知らない言語でも楽しくできました。 

・韓国語を勉強して少し韓国文化を理解できました。 

・日本語も韓国語も大変だったけど、グループのメンバーは優しかったから、あ  

りがたいです。 

・グループの学習で協力しながら学べたので楽しかった。自分で予習復習をもっ 

としっかりしておくべきだと思った。 

・グループ活動だったので、楽しかった。皆で協力して活動できた。 

・今まで自分でYouTubeでしかみて来なかった単語がたくさんでてきて、楽しかっ

たです。グループ競争単語テストも刺激になりました。 これからは雰囲気だけ

ではなく文章がきちんと理解できるように更に頑張りたいです。선생님 

사랑해요. 

・グループ学習だったので、班の人と話しながら協力して学習できた。歌なので  

楽しく学習できた。 

・グループでいっぱい韓国語を練習して良かったと思います。 

・班のメンバーの力を借りて、自分の実力以上の力を出すことができた。 

・グループ活動が多くて、やる気がおきた。 

・グループで協力して課題をこなせて楽しかった。韓国語の読み書きがしっかり 

身についた。 

・教科書を使って、発音や文法などを確認するだけではなく、ペアやグループで  

発音したり会話をしたりして、実際に活用できたことが 楽しかったです。 

・私がわからなくて困っているときに、班学習だと協力して教え合うことができ  

るのですごく助かった。間違えている時に指摘してもらいやすいのでよかった。 

・グループで発音など教えあいながら練習したり、一緒に歌ったりできてよかった。  

楽しめてよかった。 

・皆で協力しながら課題を一つ一つクリアしたり、発表したりして楽しかったで 

す。 

・グループの友達と仲良くなれた。 
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・皆で協力することで、わからない点を教えあい、授業の課題をこなして助かっ 

た。 

・グループ活動で韓国語に苦手意識を持つことなく取り組めて 自己紹介や簡単 

な歌が歌えるようになった良かった。発表も楽しかった。 

・グループ学習だったので、自分の分からない部分や発音の仕方を友達に聞きや 

すく、より学習内容を深めることができました。 

・グループで協力し合って、韓国語の読み方や文の構成などを確かめながらでき 

たので、きちんと理解することができでよかった。悪い点は特にありません。 

・皆で共有することで、自分のどこが間違っているのかを知ることができて、更 

に学びが深まりました。 

・班で協力しながらたくさん学ぶことができた。もっともっと深く学びたいです。 

・グループ活動で録音して自分の発音を聞くことで、ちがいを見つけることがで 

きた。もっとこんな活動がしたい。 

・グループで楽しく、韓国語を学べで仲良くもなったが、リーダーに頼ってばっか 

りになってしまった。 

・グループ活動で今まで覚えたことの総復習ができた。実際に自分の発音を聴い 

て、どこが悪いか気づくことができた。発表の準備は大変だったけど、勉強に 

なった。 

・班のみんなと楽しく学べたので、楽しかったです。役割分担をしてそれぞれ役 

割を果たせました。 

・グループの人と協力して課題をこなして、韓国語をすらすら読むことができる 

ようになったので、嬉しかったです。 

・チームで協力してできたので、よかったです。より韓国語を話すことができて 

よかったです。 

 

●「グループのメンバー間の協働」について 

・わからない所をグループのメンバーにきくなどして、助け合いができた。 

・私が分からなくて困っていた時に助けてくれた。 

・お互いの意見を尊重し合い、協力できたこと。 

・普段交流することがない人と関わることができたので、良かったです。 
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・みんな協力的で楽しく取り組めた。 

・韓国語を学ぶだけではなく、他学科の人たちと仲良くなれたので良かったです。 

・他学科の人たちと仲良くなれて、楽しく学んだ。 

・リーダーに仕事を任せすぎた点。 

・発表のために、良いところ、悪いところを言い合えた。 

・みんなで楽しみながら、協力できた。한국어 최고야.  

・全員協力できた。 

・全員で協力して良い雰囲気で発表に臨めたので良かったです。楽しく学習できま

した。 

・グループのメンバーがみんな優しい。 

・わからないところを教えてもらうことができる。 

・みんなで協力してできた点が良かった点。 

・役割分担をすることで、一人一人それぞれの役割を達成できた。 

・みんなで協力したこと。 

・協力し合え楽しくできた。 

・みんなで協力して教えることができて、チームワークが良くなったと思う。 

・みんなで楽しくできました。 

・仲も深まったし、協力し合うことができた。 

・わからないことは確かめ合えた点。 

・メンバー同士で分からなかったことや会話を楽しめながら協力してできたところ。 

・グループで協力できてよかったです。 

・協力できたが、作業の負担にかたよりがあった。 

・協力できたのでよかったです。 

・仲が良かった。 

・分からないことも、少し出来る友達などに気軽に質問することができた。 

・みんな協力的だった。 

 

 上記の感想から、グループワークのアプローチとその成果を一番に「楽しい」

と受け止めていることが伺える。「韓国語に苦手意識を持つことなく取り組め」、 

「同じグループの人たちとわくわくしながら」、「良い雰囲気で」 などからは、 親



158 

 

しみやすく、リラックスした雰囲気で楽しく学習できるので、高橋（2008）も述べ

るように、学習者は緊張感が解放され、自発的に学習に取り組め、学習意欲の高ま

り、授業の活性化への相乗効果が期待される。また、「気軽に質問することができ

た」、「自分の分からない部分や発音の仕方を友達に聞きやすく」、「わからない

所をグループのメンバーにきく」、「間違えている時に指摘してもらいやすい」な

どからは、いわゆる講義式の一斉授業では、わからないことや疑問点などがあって

も聞きづらいが、グループの仲間どうしであれば気軽に聞くことができ、さまざま

な活動の活性化を促していくのである。そして、「協力」、「班のメンバーの力を

借りて、自分の実力以上の力を出すことができた」、「やる気がおきた」、「さら

に学びが深まり」、「より学習内容を深めることができ」、「もっと深く学びたい」、

「勉強になった」などからは、 共通の目標のために協力する関係が形成されるこ

とで韓国語の学業意欲を高め、授業に積極的に取り組めるようになる。これらの活

動は、授業の活性化はもちろん、学習の質的改善をもたらす可能性につながると評

価される。なお、「リーダーに仕事を任せすぎだ」、「リーダーに頼ってばかり」

の感想から分かるように、学習者のなかには、グループのリーダーに過度に頼る傾

向もみられた。グループワークの成否の一つに、“ただ乗り”をするメンバーを作ら

ないことがある点からも、学習者それぞれが責任感をもち、グループワークに取り

組む必要があると言える。 

 

5. おわりに 

本稿では、コミュニケーション能力や授業の活性化に向けて、とくに、グループ

ワーク採り入れた授業実践の内容とその後の評価について論じてきた。 

その結果、グループワークについて、ほとんどの学習者は「楽しい」活動で高い

満足度を示しており、肯定的な評価をしていることが明らかになった。また、学習

意欲を向上させ、全体として授業の活性化を促す効果も確認された。具体的には、

グループワークは、学習者の相互学習に役立つだけではなく、親しみやすく、リラ

ックスした雰囲気で楽しく学習できる雰囲気を醸成する。グループの仲間どうし、

間違った部分を適宜修正するという学び合いの効果もみられた。そして、共通の目

標に対して協力する関係が形成され、韓国語の学業意欲を高まりや、授業に積極的

に取り組めるように促してくれる。また、グループ内の仲間意識が高まり、親しみ
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を維持するようになる。学習者間の親しみは、授業の活性化につながり、学習の質

的改善に寄与する可能性が示唆される。しかし、グループのリーダーに頼りすぎず、

学習者がそれぞれの責任感にもとづきグループワークに取り組む必要性が析出さ

れた。 

今後、よりよいグループワークを展開していくためには、教師が学習者の構成

や開講科目の位置づけ、事前の学習レベルなどを可能な限り把握したうえで、授業

の設計、活動のデザインを図ることが求められる。記して今後の課題としたい。 
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