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報告  

医療系大学での「複言語学習のすすめ」の試み 

―対面授業とオンライン授業の実践報告と学生の声― 

An attempt to “Encourage Multilingual Language Learning” 

at a medical college: 

A practical report on face-to-face and online classes  

 

岩居  弘樹  IWAI Hiroki1  

 

要旨  

関西のある医療系大学で実施している「複言語学習のすすめ」は、音声を中心にしたトレーニ

ングを通して外国語を学ぶための基礎的な能力を身につけることを目的とした授業である。受講

生は、インドネシア語、韓国語、ドイツ語の 3 言語を 1 セメスター15 回の授業で学ぶ点、受講生の

スマートフォンを活用し、音声認識や語彙学習アプリなどを使いながら学習し、学習成果をビデオ

にまとめて提出するという点が大きな特徴となっている。ビデオ撮影を取り入れた学習活動は、学

生のモチベーションを維持し、効果的な学習につながっている。また、短期間に 3 言語を学ぶこと

は、言語学習のハードルを下げ、言語学習に対する自信にもつながっていることも明らかになった。

ICT を活用したこのような学習フレームワークはオンライン授業でも活用することができた。  
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Abstract 

This paper reports on the challenges of implementation of the intiative called 

“Encourage Multilingual Language Learning.” The course  was designed to help 

students acquire the essential skills for learning a foreign language through oral 

practice. Students were supposed to learn three languages—Indonesian, Korean, and 

German—in 15 lessons. They recorded and shared the express ions they learned in 

videos at the end of every lesson. This activity has been found to keep students 

motivated and it helped them learn better. It was also found that learning three 

languages in a short period of time lowered the barriers to language lear ning and 

increased students’ self-confidence in learning new languages. In addition, although 

the 2020 spring semester classes were offered online due to the COVID -19 

pandemic, we were able to use the ICT-based framework for face-to-face classes 

                                                        
1 所属：大阪大学  Osaka University  
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without problems. 
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1. はじめに 

関西のある医療系大学で実施している「複言語学習のすすめ」は、音声を中心に

したトレーニングを通して外国語を学ぶための基礎的な能力を身につけることを目的

とした授業である。大学 1 年生対象のこの科目では、受講生は 1 セメスター15 回の

授業でインドネシア語・韓国語・ドイツ語の 3 言語を学習する。学生が所有するスマ

ートフォンを活用し、音声認識や語彙学習アプリなどを使いながら音声を中心に学習

を進め、学習成果をビデオに記録し提出するという点もこの授業の大きな特徴である。  

 

2. 授業の概要  

2.1 授業方法  

「複言語学習のすすめ」では、インドネシア語・韓国語・ドイツ語を学習し、それぞ

れの言語で自己紹介や簡単な会話ができるようになるためのトレーニングを行う。  

学生は 3 つのグループにわかれ、それぞれの言語を 5 回ずつ学習する。学習した

表現は、さまざまな ICT ツールを活用して、音声の確認、発音のチェックをしながら学

習した表現を声に出し、外国語の発音を口になじませる。また、2.3 で述べるように学

習した表現を何度も繰り返しビデオに記録することで、表現を記憶に定着させるよう

に学習の流れを組み立てている。 

2018 年度と 2019 年度は、3 つの言語を各グループ 5 週ずつローテーションしなが

ら学習した。（表 1） 

 

表 1 授業の流れ（2018・2019 年度）  

 

 1w – 5w 6w – 10w 11w - 15w 

A インドネシア語  韓国語  ドイツ語  

B ドイツ語  インドネシア語  韓国語  

C 韓国語  ドイツ語  インドネシア語  
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教員は 3名で、岩居がドイツ語および授業の統括を行い、李銀淑 2が韓国語を、周

宇鳳 3がインドネシア語を担当している。 

 

2.2 ICT ツールによるサポート 

「複言語学習のすすめ」では、学生はさまざまな ICT ツールを使用して学習する

（表 2）。学生自身のスマートフォンに必要なアプリをインストールしたり、Web サービス

にアクセスして学習を進めるが、スマートフォンを持っていない、あるいは事情によりア

プリのインストールができない場合には、iPhone や iPad を貸し出して対応した4。 

 

表 2 授業で使用したスマートフォンアプリやサービス  

名称  目的  

ロイロノートスクール  出席確認、資料配布、音声教材配布、ビデオ提出  

Google 翻訳  音声認識  

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

Flipgrid ビデオ提出、共有、評価（ルーブリック評価）  

Showbie / Google Form 振り返り  

 

2.2.1 ロイロノートスクール 

ロイロノートスクール 5は、初等中等教育機関で広く使われている授業支援クラウド

で、スマートフォンやタブレット端末を使ってリアルタイムで資料配布や提出物の回収

をすることができる。PDF ファイルはもちろん、写真やビデオ、音声ファイルを手軽に

配信でき、学生もスマートフォンを使って音声や写真、ビデオなどを簡単に提出でき

る点も大きな特徴である（図 1）。また、Web ページを配布することもできるため、インタ

ーネット上にある参考資料や学習教材なども共有できる。  

「複言語学習のすすめ」では、ロイロノートスクールを 3 言語共通の授業支援ツー

ルとして使用し、学習する表現の音声教材を繰り返し聴いて確認できるよう配布した。  

                                                        
2 所属：大阪女学院大学  
3 所属：藍野大学非常勤講師  
4 学内の WiFi に学生が同時にアクセスするとエラーが発生することもあったため、4G 回線で接続

できる端末を用意した。また、月末などに通信容量の制限がかかった場合、バッテリー不足の場

合などにも貸し出し機で対応した。予備バッテリーを貸与することもあった。  
5 https://n.loilo.tv/ja/ [accessed 1 December 2020]  
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図 1 ロイロノートスクール（ホーム画面と音声付きカード）  

 

2.2.2 発音練習のための Google 翻訳  

スマートフォンアプリ Google 翻訳 6には、音声認識システムが組み込まれている。

Google の音声認識システムは様々な言語に対応しており、正しい発音で音声を入

力すれば、ほぼ瞬時に文字化され、対訳が表示される。例えばインドネシア語では、

Selamat pagi.（おはようございます）のような短い挨拶であれば初学者でも比較的容

易に認識させることができる。一方 Senang berjumpa dengan Anda.（よろしくお願いし

ます）のような少し長い表現になると、何度も声に出して練習し口になじませる必要が

ある。韓国語の場合は、表示されたハングルが読めなくても、対訳を見れば正しい発

音だったかどうかおおよそ判断できる。学生は自分の発音に対して即時レスポンスが

得られるため、自ら進んで声を出しながら繰り返し練習していた7。 

 

2.2.3 語彙・表現学習のための Quizlet 

オンラインフラッシュカードサービス Quizlet8上に「複言語学習のすすめ」のための

語彙や表現集を作成し、学生が利用できるようにリストを公開している（図 2） 9。

Quizlet は、フラッシュカード機能以外にゲームやテスト機能もついており、自学自習

用教材として活用しているが、授業中に行うグループ対抗ゲーム Quizlet Live も学生

には好評であった。 

 

                                                        
6 https://support .google.com/translate/answer/6350850  
7 音声認識を活用した外国語学習については岩居（2017）を参照。  
8 https://quizlet .com/ [accessed 1 December 2020]  
9  https://quizlet.com/rocky6959/folders/78455587?x=1xqt&i=17oul  [accessed 1 December 

2020] 
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2.2.4 教育向けビデオ共有 SNS Flipgrid 

Flipgrid10は動画を共有できる教育向け SNS で、学生はスマートフォンにインストー

ルしたアプリひとつで、ビデオの撮影や編集、動画のアップロード、閲覧ができる（図

3）。教員はクラスごとのページを作り、トピックを設定してビデオの提出場所をつくる。

提出期限を設定したり、独自にルーブリックを作成して提出されたビデオを見ながら

採点することもできる。Flipgrid の活用方法は 2.3 で詳述する。 

 

2.2.5 振り返りのためのツール Showbie / Google Form  

Showbie11は授業支援 SNS で、テキストによるメッセージ交換や課題提出をスマー

トフォンを使って行うことができる。2018 年度は、Showbie を使って授業終了後に「今

日のひとこと」を送るよう学生に指示をしたところ、毎回 3 分の 2 を超える学生が授業

の振り返りや感想を提出し、学生の学習意欲や理解度を確認することができる貴重

なツールとなっていた。しかし、学生から送られてきたデータをまとめてダウンロードす

る機能がなく、データの集計には不向きだったため、翌年からは Google Form12を利

用して振り返りやアンケートの回収を行っている。  

                                                        
10 https://flipgrid.com [accessed 1 December 2020]  
11 https://www.showbie.com/ [accessed 1 December 2020]  
12 https://www.google.com/intl/ja_jp/forms/about/  [accessed 1 December 2020] 

図 2 Quizlet のリスト  図 3 スマホでビデオ撮影中  



 

 
『複言語・多言語教育研究』 日本外国語教育推進機構会誌 No.8 (2020) pp.106-116 

 

 - 111 - 

 

2.3 学習成果のビデオ撮影  

「複言語学習のすすめ」では、学生は毎回授業終盤または授業終了後に、その日

の学習成果をビデオに撮影し、Flipgrid にアップロードして共有する（記録ビデオ）。

また、授業開始前には前回の授業内容（記録ビデオに撮影した内容）を再度ビデオ

撮影し Flipgrid に提出する（復習ビデオ）。さらに各ラウンド最終回には、それぞれの

ラウンドで学習した表現をベースに簡単な対話シナリオを作成し、ビデオ撮影して提

出する（成果ビデオ）。学習した内容以外の表現も使いたいという学生には、その場

で新しい表現を追加して発音練習することもあった。 

記録ビデオは、対話形式で撮影するグループもあれば、一人で撮影する学生もい

た。また、復習ビデオの撮影方法も学生に任せており、授業前日に自宅で撮影する

学生や、通学途中のバス停で撮影するグループ、授業直前の休み時間に廊下で撮

影するグループなどさまざまであった。復習ビデオを撮影するために各自で前回の復

習をするため、授業始めに「前回のレビュー」をする必要がなくなるというメリットも生ま

れた。 

ビデオを撮るのは嫌だという学生には、「声を出して練習しビデオに記録することで

外国語が記憶に残り、からだに定着する」というビデオ撮影の有効性を説明した上で、

「もし嫌なら顔は映さなくても良い」と伝えた。授業開始当初は、ぬいぐるみなどを登

場させて、ひとりで対話を撮影して提出していた学生も、クラスのメンバーと知り合い、

学習活動を共にするようになると、数週間後には顔を出して撮影するようになった。 

さらに、15 回目の授業では、最終課題として学習した 3 言語がどれだけ定着して

いるかを試すまとめビデオを撮影した。学習した表現はすぐに思い出すことができたよ

うで、どのグループも短い時間で収録を終えていた（図 4）。 

 

図 4 Flipgrid に設定した課題   
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3. 3 年目のシラバスの微調整とオンラインでの対応  

3.1 新しい活動の追加  

2019 年度は 2 クラスになり受講者も 170 名になったが、1 クラス 93 名でスタートし

た 2018 年度同様、各言語を 5 回ずつ学習するという流れで授業を進行した。ところ

が第 2 ラウンドが終わるころには、どの言語でも当初想定していた基本的な表現の学

習が実質的に 3 回程度で終わり、4 回目の授業の位置づけが少し曖昧になっている

ことに気づいた。 

1 回目の授業はオリエンテーションの時間として割り当てられていたため、第 1 ラウ

ンドに学習する言語の授業回数は実質 4 回だった。さらに 15 回目の授業も、第 3 ラ

ウンドの成果ビデオの撮影に加えて、1 学期で学習した 3 言語すべてを復習しながら

まとめビデオを撮影するという課題も出していたため、授業回数は実質的に 4 回であ

った。しかし、初回と 3 回目の成果ビデオは、授業が 5 回ある第 2 ラウンドで提出され

た成果ビデオと比較してもレベルの差はなかったことから、各言語の授業回数は 4 回

で十分であると考えた。 

また、初回のオリエンテーションでは、スマートフォンを使った音声認識システムの

使い方やビデオ撮影の方法を説明しながら、授業で扱う 3 言語で挨拶と簡単な自己

紹介の表現を練習した。それぞれの言語の練習時間は 20 分程度だったが、学生は

ここで覚えた表現を第 3 ラウンドが始まる 11 週目になっても覚えていた13。 

「複言語学習のすすめ」には「ことばの学び方を学ぶ」という目的もある。そこで、

2020 年度は各言語の授業回数を 4 回に減らし、学生が学習した「ことばの学び方」

を使って新しい外国語を学ぶという活動を追加することにした。  

 

3.2 14 回目の授業の課題  

初回はオリエンテーションとし、1 言語 4 回でローテーションすると授業回数が 13

回になる。そこで、14 回目の授業では、学習した 3 言語以外のこれまで聞いたことの

ない言語を、YouTube や Web ページ、さまざまなツールを駆使して練習し、ビデオ撮

                                                        
13  「一回目で学んだインドネシア語が結構頭にこびりついてるのがちゃんと覚えれている感じがし

てうれしい」と言う感想を 2020 年の全体の振り返りで述べている学生がいる。実際、各ラウンド初

回に、オリエンテーションで練習した各言語での挨拶・自己紹介の表現を覚えているか確認したと

ころ、ほとんどの学生が即答できるほどに定着していた。  
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影して提出するという課題を出すことにした14。また 15 回目は総復習としてまとめビデ

オを撮影することとした。15 回の授業の流れは表 3 のようになる。 

 

3.3 オンライン授業への転換  

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、2020 年はオンライン開講となった。大学の方

針で開講時期が 5 月にずれ込んだため、オンライン授業を 13 回実施し、不足する 2

回を課題提出で対応することとなった。「複言語学習のすすめ」は 13 回で 3 言語の

学習を終了する計画に変更していたので、シラバス通りに 13 回授業を行い、3 言語

以外の言語でのビデオ撮影とまとめビデオの撮影を提出課題とすることにした。  

2 クラス（受講生 122 名）で始まったオンライン授業は Zoom を使用し、3 言語並行

してリアルタイムで実施した。学生側のWiFi環境の問題や技術的な小さなトラブルは

あったが、概ねシラバス通りに進めることができた。  

新しい試みであった 3 言語以外の言語でのビデオ撮影は自習課題となったため、

Flipgrid と授業支援システム上に、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、ポーランド語の入門ビデオのリンクを掲載 15し、このうちの 2 言語

を選んで練習し撮影するよう指示した。学生は初めて学習する外国語を教員の助け

なしに聞き取って発音練習し、ビデオを提出した。3 言語に挑戦した学生も 3 名いた。  

 

4. 学生の声から見た複言語学習の効果  

「複言語学習のすすめ」では、毎回の振り返りや各ラウンド終了時、最後の振り返

りなど、頻繁に学生の声を集め、学習状況や感想を確認した 16。学生の声から複言

語学習の効果や意義が見えてくる。  

                                                        
14 シラバス作成時は対面での授業を想定していたため、学生たちがグループに分かれて、お互い

に協力しながらいくつかの言語を学ぶという流れを考えていた。  
15 https://bit.ly/2HNWU1V（紹介した YouTube ビデオのリンク集）[accessed 1 December 2020]  
16 2019 年度と 2020 年度の学生の声から抜粋した。氏名はイニシャルで表記している。  

 1w 2w – 5w 6w – 9w 10w - 13w 14w 15w 

A オリエンテー

ション  

各言語の導入  

インドネシア語  韓国語  ドイツ語  学習した 3 言語

以外の言語を学

びビデオ撮影  

これまでの復

習とまとめビ

デオの撮影  

B ドイツ語  インドネシア語  韓国語  

C 韓国語  ドイツ語  インドネシア語  

表 3 授業の流れ（2020 年度）  
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4.1 ビデオ撮影の効果  

学んだ表現を毎回ビデオに記録すること、次の授業までに復習ビデオを撮影する

こと、撮影したビデオを共有することに対して、学生は次のような感想を持っている：  

 授業後に撮った動画より復習で撮った動画の方が上手くなっていて、練習し

た成果が比較しやすくて楽しかった。（R.T.） 

 ビデオ撮影は、必ず復習する時間をとらないといけないので、自然と言葉が身

についていった。（H.K.） 

 毎回ビデオ撮影は自分が納得いくものに仕上げたかったから、何度も練習す

るきっかけになった。（N.T.） 

 他の人のビデオを見ることで発音がうまい人がいたり、自分との違いを見ること

で学べることが多くあった。（R.F.） 

 ほかの人が頑張っている姿を見ることで自分も頑張ろうと思えました。（Y.K.） 

このように、学習成果をビデオに撮影する活動は、 

(1) 学習した外国語を声を出して練習する機会が増える  

(2) 間違えてもやり直しができる 

(3) 自分の声と姿を客観的に観察することができる  

(4) 見られてもはずかしくない、ちゃんとしたものを提出する 

(5) 他の人のビデオを見て刺激を受ける・間違いに気づく  

という効果があったと考えられる。  

1 本のビデオは 30 秒から 1 分程度だが、間違いのないものを提出しようとすると何

度も繰り返し撮影することになる。正しい発音で録音するために、Google 翻訳で発音

を確認しながら練習するグループも多数みられた。 

また、学習した外国語を自分の音声で記録することで、発音を忘れても自分のビ

デオを見て思い出すということができるというコメントを、授業中に学生からもらったこと

がある。クラスメイトのビデオへの関心も非常に高く、クラスメイトのビデオを見ながら自

分の発音や表現を修正している学生も散見された。 

 

4.2 複数の言語を短期間で学ぶことについて 

4〜5 回で一つの言語を学ぶことについては、学習のモティベーションを保つ効果

があったと感じているようだ： 

 短期間で言語が変わるので、新鮮さが無くなることなく積極的に学ぶことがで

きる。（A.T.） 
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 1 つの言語に集中しすぎないから苦手意識をあまり持たずに学ぶことができた。

（N.T.） 

 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。（K.F.） 

複言語学習を通してことばの学び方に対する考え方が変わったと言う学生もいる： 

 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。（S.T.） 

 数回しかない授業でも会話ができるくらいの言葉を知れたことが印象に残りま

した。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から

です。（M.Y.） 

 この授業で自分の知らない言語を学習し始めて、新たな言語の学習に挑戦

することは自分が思っていたよりも案外簡単なことだと感じました。このことは将

来何か新たな挑戦をすることになった場合に、悩まず勇気を持って挑戦して

みるきっかけになったと思うし、この学習で得た気持ちの持ち方や挑む精神な

どの経験は将来自分が挑戦したいことに不安になり躊躇したときに活かせると

思いました。（M.A.） 

 自分でしっかり発音して、頭で覚えるだけではなく身体で覚えることでより能力

が向上していると感じた。（K.H.） 

最後に、 

 自分がまったく知らない言語を学べた。この授業を受けなかったら一生知らな

いままだった。（M.A.） 

という声は、複言語学習の意義を簡潔に表現している。わずか数回の授業で言語を

マスターすることはできない。しかし、言語を声に出してからだで覚えることが、「知らな

い」から「知っている」という大きな一歩になることを改めて強調しておきたい。  

 

5. おわりに 

現在の日本はすでに多言語多文化社会となっており、さまざまな言語を母語とす

る人々が日本に生活の基盤を置いたり、旅行者として滞在したりしている。これらの
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人々の多くは非英語母語話者であり、必ずしも英語による意思疎通ができるとは限ら

ない。これから医療現場の最前線に立つことになる学生は、このような多言語多文化

社会の現状に対応できる複言語リテラシーを身につける必要があると考えられる。 

外国語の習得は一朝一夕にできるものではない。医療の本質に関わる専門的な

内容は医療通訳に任せる必要がある。しかし日本語とは異なる言語文化背景を持

つ患者やその家族、あるいは同僚とのコミュニケーションを、その人の「母語」で行おう

とする意思を持ち実際に行動することが、ことばの壁を超えて人と人の信頼感を築く

ベースになるのではないかと考え、この取り組みを始めた。 

「複言語学習のすすめ」では、デジタルデバイスを活用して短時間で複数の言語

を声を出しながら学ぶことで、文字を頼りに記憶していたこれまでの外国語学習では

得られなかった達成感と自信を得ることができ、自分とは異なる言語や文化を受け止

めるための基礎づくりができたのではないかと考えている。 

今年度はコロナウィルスの影響でオンラインでの開講となったが、過去 2 年間で積

み上げてきた対面授業のフレームワークをオンライン授業でも応用することができ、大

きな混乱もなく終了することができた。 
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