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J-CAN Project

• ２０１６年AATJと国際交流基金の共催事業として発足

• J-GAP (Global Articulation Project)からJ-CANへ

• ACTFLの推奨するCore Practices　外国語教育の目標となる６つの指
針を共通言語としてアーティキュレーション活動を進めることを目指す

Japanese
Core Practices
Articulation & Advocacy
Network

Swanson & Abbott (2015) Building Your Core: 
Effective  Practices for Language Learners and Educators 



４つの地域教師会が参加

• AFTJ(Florida)
• MAATJ(Mid-Atlantic)
• OATJ (Ohio)
• SEATJ (Southeastern)

教師間のネットワークを築き、教育活動の向上を目指す
アーティキュレーション活動や地域のニーズに合わせて
アドボカシー活動を進めるための情報交換や協力体制
を培うことを目指す

２ヶ月に１度のオンラインミーティングで活動報告

J-CAN Project



「文法グループ」の活動内容

目標

• ACTFL Core Practice #4 “Teach Grammar as Concept 
and Use in Context”の理解と実践

メンバー構成（計五名）

• 大学教員二名

• 高校教員三名

活動内容

月一度、約一時間のスカイプミーティング

G-Driveで、記録、情報・意見交換



文法を概念として教えるというのは…？

概念（Concept） :
1. something conceived in the mind
2. an abstract or generic idea generalized from particular 

instances
Merriam-Webster Dictionary



ACTFL Virtual 
Learning Module
Core Practices for World 
Language Learning
Dr. Eileen Glisan

Indiana University of 
Pennsylvania (IUP)



ACTFL Core Practice #4: Teach Grammar as 
Concept and Use in Contextとは？

• 文法：　コミュニケーションを可能にする一要素で、ストーリーやテクストの解釈、考え・意
見・事実・感情などを表現するために自然に必要になるもの

• 文法概念：　意味ある伝達活動の中で、他者(教師 etc.)と共構築するもの

• 教師の役割：　コンテクストの中で意味が確立された後、対話を通じて、形式に明示的
フォーカスを与え、学習者の気づきを促す。

　（~フォーカス・オン・フォーム)

例）PACE Model
• P – Presentation Phase

• A – Attention Phase

• C – Co-construction Phase

• E – Extension Phase



伝統的な教授法 
(PPP=Presentation-Pr
actice-Production)

• 文法規則の説明 　

• メカドリル　

• 応用練習

FonFS（フォーカス・オン・フォー

ムズ）

フォーカス・オン・フォーム 
(FonF)

• 意味ある伝達行動の中で、そ
れを阻害しない形で、形式に
も注意を向けさせる

• Focus on Meaningの欠点
を克服するため提唱された

• Proactive vs. Reactive



George Washington University
カリキュラム　四年　日本語専攻あり

２年生　週２５０分、セメスター４単位

In-house 教科書　「Japanese in Context」
自分のクラスがどう変わったか

PACE Modelは一例。他にどんな例があるのだろう？
どうやって自分のクラスで実践していけるか？

どの文法事項にフォーカスしたらいいのだろう？
教科書・時間の制約とどう対処するか？



どの文法事項にフォーカスしたらいいのだろう？

→「〜てくれる・あげる・もらう」などは？

■ 話者の視点・態度を表す表現

■ 上級レベルになっても自発的な発話ではなかなか使えない

（小柳2002）



以前のやり方

• 英訳を提示

• ストーリーからターゲットを
ハイライト

• イラストでパターン練習

• ストーリーの穴埋め

• シチュエーションで話すタス
ク (親友が入院した,　風邪
をひいた時、 etc.)

新しい試み１:
「旅館のおもてなし」

• テーマ：「旅行」

• 雑誌を見ながら、グループで
旅行計画を立てる

• ビデオを見て、温泉のマナー
についてまとめる

• 日本の「おもてなし」と他国の
サービスを比べる

• PPTで旅館のサービスについ
て紹介

• 旅館とホテルのサービス・国別
の比較



•視点がはっきりしている
•文化的情報が豊か
•発展練習がしやすい
•FonF　(proactive)

•視点があいまい
•意味のつながりがない
•文化的価値が薄い
•発展練習がしにくい
• FonFS



発展練習例：
旅館の部屋食は、ホテルのルーム
サービスとどう違いますか？

学生１：旅館では、何も言わなくても持ってき
てくれるけど、ホテルでは、電話して、持って
きてくれる(誤用)。

　　　　　　
教師：お客さんが、自分で電話して、持って
きて…もらう…んですよね？

学生２：チップをあげる必要があります。

学生３：でも中居さんにもあげるでしょ。

学生２：あ、でも、中居さんは、一回だけで
しょう？ホテルは、何かしてもらう時、いつ
も。

学生４：日本のホテルではチップは払いいま
せんよ。

学生２：アメリカで、アメリカで。

学生５：アメリカで、どんな時、チップが要り
ますか。



教科書の制約とどう対処するか？

→ 始めやすいところからやってみよう



以前のやり方

• 先学期の既習文法項目を
ワークシートで復習

既習文法の例：

• 「〜ている」

• 「〜ようだ」

• 「〜そうだ」

• 「〜てくれる」

• 「〜てあげる」

• 「〜と思う」

新しい試み３:
「マルコメCM」

• CMから文化や背景についての考察
を深めながら、先学期のトピックに関
連して文法・語彙などを総復習

先学期のトピック例：

• 家族

• 仕事

• 食事

• 健康

• 旅行

https://www.youtube.com/watch?v=gAR
U48ZFsv8

https://www.youtube.com/watch?v=gARU48ZFsv8
https://www.youtube.com/watch?v=gARU48ZFsv8
https://www.youtube.com/watch?v=gARU48ZFsv8




時間の制約とどう対処するか？

• クラス内で無駄な「ドリル」をしていないだろうか？

• 既存のマテリアルの使い方を変えられないだろうか？



「げんき」II p.17

• メアリーさんは、何歳ぐらいだと思いま
すか。どうしてですか。

• 普通のアメリカ人だと思いますか。どう
してですか。

• メアリーさんが友だちだったら、いっしょ
にどんなことができると思いますか。



これまでの感想

• これまでも文法を文法としてではなく、コミュニケーションのツールとして捉えて
きたつもりだが、具体的なアイデアをシェアしてもらうことで、一人では思いつか
ない新たなアプローチに大きな感化を受けている

• 自分の授業を見つめ直し、変えていきたい

• よりよいアイデアをシェアしてもらえる貴重な場があることが嬉しい

• とにかく生徒たちが自発的に話したいという活動を取り入れるように心がける
ようになった

• パターン練習はあまり必要ではないのではないかと思うようになった



今後の期待

• 適切な教材発掘は非常に時間がかかって大変なので、ぜひ今後も教材
シェアができたらと思う

• 理想は真のコミュニケーションのレベルだが、十分な時間がなかったり、学
生の勉強不足でそこに到達する前のドリル的練習で終わってしまったりす
ることがよくある。この理想と現実のギャップによく苦しんでいる。このよう
なギャップを乗り越える努力についてもぜひ話し合いたい

• 授業訪問により、他の先生のやり方を見せてもらうのは自分のためにも学
生のためにも向上するいい刺激になった。

• 学習者に定着しにくい文法項目についてどのようにアプローチしたらいい
か意見交換したい



J-CANプロジェクトを続けていく鍵は？

• 「細く・長く」無理のないやり方　　

• １ヶ月１度、１時間のオンラインミーティング

• 使いやすいツール

• E-mail, Doodle（始めのミーティングをセットアップ時）

• スカイプ、Google-Drive

• 役割分担

• ディスカッション・リーダー、書記を交代で

• 相互リスペクト（状況・時間・経験など）

• 内省の機会と捉える

• 興味があること　→　楽しい！

• ゴール設定（学会発表など）
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生教材ビデオの使い方について

Lamberson先生　（Green Run High School）

EDpuzzleを使ったタスク作り

• 可能形、比較を学習した後、使用予定

• https://edpuzzle.com/media/58759e0d4a1a8e3e1051c7
04

https://edpuzzle.com/media/58759e0d4a1a8e3e1051c704
https://edpuzzle.com/media/58759e0d4a1a8e3e1051c704
https://edpuzzle.com/media/58759e0d4a1a8e3e1051c704

