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「知らない」ことが目の前に現れると 
どんな気持ちになりますか？



「知らない」という状態は不安 
不安は恐怖を生み，偏見を生む



でも，少し知っていると 
こころに余裕が生まれる 

余裕がないと他者を受け入れることは難しいですよね？



医療従事者・教育従事者は 
多言語多文化社会の最前線



言葉の不自由な外国で暮らすのは不安ですね 
病気や怪我のときはなおさらです 

そんな不安の中で， 
自分の母語で話しかけられると， 
ほっとすると思いませんか？ 

知らない人にも， 
こころを少し開くことができると思いませんか？



If you talk to a man with a language he understands,  
that goes to his head. 

If you talk to him in his language,  
that goes to his heart.

Nelson Mandela 
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藍野大学 
医療保健学部

2018年度　91名（1クラス） 
2019年度　171名（2クラス） 
2020年度　122名（2クラス）

「複言語学習のすすめ」

1クラス60人定員 
3グループに分けて各言語を学ぶ



複言語学習のすすめ・ローテーション (2018年・2019年）
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複言語学習のローテーション 2020
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どんな授業なの？ 
コロナ前



学生のスマホ利用
Before COVID-19



表2 使用したアプリ

アプリ・サービス 目的

ロイロノートスクール 出席確認，資料配布，ビデオ提出

Google 翻訳 音声認識

Flipgrid ビデオ提出，共有，評価（ルーブリック評価）

Quizlet 語彙，例文の提示，自習，Quizlet Liveを使ったゲーム

Showbie 学習日誌「今日のひとこと」，教材提示，各種連絡



出席確認 

資料配布

Before COVID-19

ロイロノートスクール



音声資料配布

音声認識で 
発音練習

Before COVID-19

ロイロノートスクール

Google翻訳



映像資料配布

Before COVID-19

ロイロノートスクール

手元のスマホで何度も再生できる 
動画上にメモを書くことができる



語彙練習（グループ対抗のゲーム中）
Before COVID-19

Quizlet



毎回学習した内容をビデオ撮影→提出
Before COVID-19

教育向けビデオ共有SNS





クラスメイトのビデオを見て 
学び・気づき・チャレンジ



毎回授業終わりにビデオ撮影

Before COVID-19



授業開
始前の

復習ビ
デオ 通学途中で

Before COVID-19



最終成果
2018年韓国語 2018年インドネシア語

Before COVID-19



コロナ後



リアルタイムオンライン授業
Zoom LINE オープンチャット 

つながりを保つためのバックチャンネル



LINEオープンチャット 

After COVID-19



毎回の授業情報をmanabaに掲示

Meeting ID

一人で勉強できる素材

今日の目標

今日の課題

こんな感じでビデオ
撮って提出してね

ビデオの提出先
After COVID-19



はじめに全体で30分 After COVID-19



Zoomブレイクアウトセッションでグループワーク After COVID-19

5～6グループ 
を巡回



学習成果の記録
After COVID-19



毎回の復習も最終成果も 
一人で撮影

After COVID-19



1回でこれくらいできる 
初回オリエンテーションが 

終わってから撮影

ドイツ語・インドネシア語・韓国語 

あいさつ 
名前 

~からきました 
よろしく！



14回目の授業の課題

タイ語・フィリピノ語・ベトナム語 
ヒンディ語・トルコ語 

ブルガリア語・ポーランド語

気になる言葉を2つ選んで 
あいさつ 
自分の名前 
よろしく 

を覚えてビデオに撮る

After COVID-19



14回目の授業の課題

フィリピノ語 

ベトナム語 

ヒンディー語

After COVID-19

ことばの学び方を学べたかな？

タイ語 

トルコ語 

ベトナム語



14回目の授業の課題
After COVID-19

ことばの学び方を学べたかな？
ブルガリア語 
トルコ語 ブルガリア語 

ポーランド語

タイ語 
ポーランド語



オンラインになってできなかったこと
いろいろな「苦手」を持っている学生をサポートできなかった

• 声を出すことが苦手な学生 

• 友達と一緒に何かするのが苦手な学生 

• 途中から落ちこぼれそうな学生



学生の声



言語に対して苦手意識があったのですが、この授業を通して新しい
言語を学ぶことは楽しいと思うことができました。3つの言語
を一つの授業で学ぶことは大変でしたが、練習するごとに発音
ができるようになっていったのでとても楽しかったです。

「複言語学習のすすめ」を受けた感想



同じやり方で学べてやりやすい 

学ぶ内容が統一されているため、学びやすい

「複言語学習のすすめ」の良さは？



１つの言語を学んで満足して終わりではなく、次のステップ
があることで常にステップアップすることができる。いい意
味で余裕が無くついていこうと必死に学ぶことができる

「複言語学習のすすめ」の良さは？



この授業が始まる前まで、言語学習は１つずつ学
ぶものだと思っていたので、各3回ほどしかない
のにどうやって話せるようになるのか疑問だった…

「複言語学習のすすめ」を受けた感想



３つの言語を学べたことで、日本語とは違う他の言語を知って
おくことで将来、医療従事者としてプラスになることは多いな
と感じました。そして、どんどん色んな人と話すことで言語の学
習で、初めて楽しいと思えました。ありがとうございました。

「複言語学習のすすめ」を受けた感想



いろんな国の文化に触れながら言語を習得できるので自分の発見に繋
がるように思いました。私は韓国語の授業の後から韓国語にはまって
自分で勉強しています。自分でより学びを深めたいと思うきっかけに
なると思うので一つの授業で複数の言語を習うのはいいと思います。

「複言語学習のすすめ」の良さは？



最初は暗記するのみだったが、単語の組み合わせかたを考
えられるようになっていたいたり、あまり自分の気づ
いていないところで覚えられていたことが多くあり少し成

長出来たのではないかと思う

「複言語学習のすすめ」を受けた感想



覚え方の工夫などを授業中に見つけたときに他の言語を学ぶ
際に用いることができることです。最初を除いて残りの2つ
を学ぶ際に覚え方を分かっている時とどうやればいいか分か

らない時では呑み込みの早さが違うと思う。

「複言語学習のすすめ」の良さは？



体で覚える感覚。今までは頭で考えてしていたけど「とり
あえずやってみる」という形の授業は初めてだった。でも
とりあえずやってみたほうが頭への入りも早かった。

これまでの語学学習と違いはありましたか？



自分がまったく知らない言語を学べたこと。 
この授業を受けなかったら一生知らないまま

だった。

「複言語学習のすすめ」を受けた感想



2018年8月日本デジタル教科書学会で 
「複言語学習のすすめ」の取り組みを発表



発表終了後 
岡山県備前市立日生西小学校 

藤木先生から相談



11月の京都奈良への修学旅行で，海外からの観光客に声をかけ， 
地元日生の紹介をするというミッションを 

手伝って欲しい！



とりあえずはじめてみた

本当は小学校教員向けの複言語学習をやりたかったんだけど・・



7つの外国語を音だけで学ぶ 
―小学校での複言語学習の試み―



日本に暮らす外国人について 
ドイツ語とインドネシア語

1回目　9/21



ペルシャ語

2回目　9/28



ポルトガル語

5回目　10/26



6回目　10/31

韓国語



修学旅行に向けての総復習

7回目　10/31



11/21 修学旅行@ 京都



!



日本語 ドイツ語 インドネシア語 中国語 ペルシャ語 ポルトガル語 韓国語

こんにちわ
Guten Morgen / Tag / 

Abend
Salamat pagi / sore 你好 Salam Bon dia / targe 안녕하세요!

…です Mein Name ist … Nama saya .. 我的名字是... man … hastam Meo nome é … … 입니다

..からきました Ich komme aus … Saya dari … 我来自…
man ahleh … 
hastam

Eu sou da Hinase 시너스 에서 왔어요

よろしく Freut mich
Senam berjumpa 
dengen Anda.

Prazer 반갑습니다

また明日 Bis morgen Até amanhã

ありがとう Danke schön Terima kasi 谢谢 mersi
Obrigado 
Obrigada

감사합니다

さようなら Tschüs Sampai jumpa lagi 再见 khoda hafez Tchau 안녕

ここまででこれくらい覚えました 
（文字は使わずに！）



ロシア語

8回目　2/20



NHK Eテレ「学びが変わる　教育最前線2019」の取材

8回目　2/20



2/22 @ 地元日生の牡蠣祭り



2/22 @ 地元日生の牡蠣祭り





最後の授業から５ヶ月ほどたった7月17日



最後の授業から５ヶ月ほどたった7月17日



2019年 

日生西小学校・東別院小学校・加茂小学校
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