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Abstract 

The HANABI project used Nintendo DSi consoles and 'Flipnote Studio' software to provide mobile 
language support for students on Japanese degree programmes in the UK during their compulsory 
year abroad in Japan, and to link students with each other and with their tutors in the UK. Providing 
handwritten and audio-recorded exercises, sharing handwritten texts and students' collaboration via 
WiFi, the project has improved the students' year abroad experience by addressing the issues such as 
social isolation and limited pedagogical support from their home institution. To enrich their learning 
further, more tailored tasks and commercially-available DS software have been introduced .   
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１ はじめに 
 2009 年 11 月に始まったエディンバラ大学の HANABI プロジェクト（正式名称：Handheld-device 
enhanced learning with Nintendo's Applications Beyond Institution and Country, 
https://www.wiki.ed.ac.uk/display/JISC/JISC+Learning+and+Teaching+Innovation）は M ラーニングの端末と

してニンテンドーDSi を使用し、その無料ソフト「うごくメモ帳」及び「はてな」社提供のサービス

「うごメモシアター」による日本留学中の学生への遠隔語学指導を行うものである。 
 英国内高等教育機関における日本語学位習得のためには、一年間の日本留学が必修となっているが、

これまでは、日本留学中の学生に対する英国在籍教育機関からの教育指導法が確立されていなかったこ

とと、留学受け入れ教育機関ごとに異なる学習環境の違いにより、留学終了時には学生間での言語レベ

ルに大きな差が生じ、更に、学生の中には目標となる言語レベルに達することができなかったものもい

たため、留学先によって生まれる学力差に対しての不公平感が学生の間で生まれ、問題視されてきた。

また、英国在籍教育機関で２年間共に学んできた他のクラスメートや教員との接触がほとんどないこと

から孤独感の問題も見受けられた。そのため、学生が留学中にも英国からの継続的な補足的教育指導が

必須と考えた。 
 そのような背景から始まり、現在実践３年目となったこのプロジェクトでは、DSi の他にも、ウェブ

ブラウザやコンピュータを介するシステムやプログラム、また、ソーシャルネットワーク（Facebook）
も使用しているが、本発表では、ニンテンドーDSi とうごくメモ帳によるオンラインの学習指導および

学習者同士の相互活動、また、今年度より導入した市販ソフトも取り入れた漢字学習および読解練習に

焦点をあて、初年度に明らかになった問題点への対処方法と、今後の展望について述べていく。 
 

２  DSiとうごくメモ帳：mLearningと mobile Web 2.0 
 地理的に離れている学生に対しての指導には、インターネットなどを利用した、双方向 E ラーニング

が適しているが、その中でも携帯電話などの携帯端末は、持ち運びが楽でいつでもどこでも学ぶのに相

応しく(JISC / City College Southampton 2005)、また、様々な通信機能も備えているため、在籍校から遠く

離れた留学時でも導入しやすい。携帯端末を使用した学習はモバイルラーニング（M ラーニング）と呼

ばれ、携帯電話や PDA を使用した前例がある（Kukulska-Hulme, 2009; Stockwell, 2007）。日本ではすで

に携帯ゲーム機も M ラーニング端末の一つとしてみなされているが（赤堀ほか, 2007; Chaka, 2009）、

英国では携帯ゲーム機は市販ソフトを使った例がいくつかあるのみで（Pulman, 2008）、携帯ゲーム機

を使った双方向の遠隔教育は前例がなかった。ニンテンドーDSi を言語教育に使用するメリットは、学

習者がタッチペンで文字をそのまま画面に書けることであり（図 1）、それは日本語教育で重要な漢字
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を初めとする手書き指導に適している。また「うごくメモ帳」には日本語の文字をタッチペンで手書き

したものをそのまま保存することや、最長１分までと短いが、直接作ったメモに音声録音ができる機能

があり、発音指導、聴解練習にも使える。作成したメモは、WEP、WPA2 にも対応した WiFi 接続によ

り「うごメモシアター」という作品共有サイトへ投稿ができ、更に、そ

のサイト上にある作品は他者の物でも保存や編集が可能である。「うご

メモシアター」へ投稿された作品は、「うごメモはてな」というウェブ

サイトにて、DSi 以外の端末（PC やスマートフォンなど）からも閲覧す

ることができる。うごくメモ帳・うごメモシアターは携帯ゲーム機 DSi
での mobile Web 2.0 （モバイル Web 2.0）（Chaka, 2009; Cochrane, 2011）
とも呼べるもので、誰でも自由に手書きのイラスト、アニメ、手書きメ

ッセージを、WiFi 接続により製作、共有、編集、共同作業ができ、すで

に「うごメモ」コミュニティーも生まれている。 
  

３  DSiとうごくメモ帳による言語相互活動 
 それらの機能を使った言語相互活動が、日本に 13 校ある交換留学協定校に留学中の３年生を中心に、

2009-2010 年度から当時の３年生 24 名、2010-2011 年度の 11 名、2011-2012 年度の 15 名に対し行われて

いる。手書きおよび聞き取りタスクは日本語能力試験の旧 L3 および L2（2009-2010 年度）、また、

2010 年度からは改定された日本語能力試験の N4, N3, N2（L2/N2 は留学終了時の日本語の到達レベルの

目安）に基づいて、漢字、語彙、文法などの項目ごとに、また、自由度の高いスピーチや日記、学習者

同士のグループワーク（作文）が与えられ、それぞれに教師からの指導が与えられた。今年度（2011-12
年）の学生へのタスクと学生からの答え、そして教師からの添削およびコメントは、うごメモシアター

のチャンネル Japanese3EdinburghUni (http://ugomemo.hatena.ne.jp/ch/11538386661521561720)に、また、大

学の wiki (https://www.wiki.ed.ac.uk/display/jls/List+of+Ugomemo+tasks+in+Japanese3EdinburghUni+channel)
に予定表があり、それぞれのタスクへのリ

ンクがあるため、そちらを参照されたい。 
 図 2 は漢字や文法問題の例であるが、聞

き取りや日記も含めたタスクと添削の手順

の流れとしては、うごメモシアターの

Japanese3EdinburghUni チャンネルへアップ

ロードされたタスクをそれを学生がダウン

ロードしてから直接うごメモへ答えを手書

きで記入し、またチューターへ送り返した

ものをチューターが添削し、フィードバッ

クをまた学生へ返す、というものである。

漢字や語彙、文法タスクには、単純に答え

を書くのみならず、その漢字・語彙・文法

項目を使った例文も手書きで書かせ、それ

を読み上げた音声を録音させて提出させた。

音声を提出した学生に対しては、発音やイ

ントネーション、ピッチなどの指導も行っ

た。  
 スピーチや音声日記は、発音などの話す力を見るために行われた。初年度はテーマを与えてそれにつ

いて一分スピーチをうごメモに録音し、提出させた。また、うごメモによる年賀状や、手書きの日記も

書くよう勧めた。三年目からは、それぞれを分けるのではなく、月ごとの手書き＆音声日記として、ま

ず手書きで書いたものを読み上げて録音するように統一された。こちらに対しても、チューターが書

き・および発音などのフィードバックを与えた。 
 共同作業による作文は、手書きの文章創作を３人のグループで共同制作させた。手順として、まず教

師が読解も兼ねた、ストーリーの初めの部分をうごメモに書き、アップロードする。それをグループの

中の一番初めの学生がダウンロードし、教師のテキストの続きから、与えられた文法項目をいくつか使

用しながら話の続きを書く。そして、それをアップロードする。次に、二番目の学生がそれをダウンロ

ードし、一番目の学生の話の続きを書き、またアップロードする。最後に 3 番目の学生がそれをダウン

図 2 

図 1 
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ロード、続きを書いていき、ストーリーを完結させてまたアップロードする。教師はそれぞれの学生の

書いた部分に、一人ずつコメント・フィードバックをうごメモを介して与え、また、ストーリー全体に

対しての感想・コメントをうごメモシアターのコメント機能を使って書く（図 3）。 
 このように、同時にひとつのテキス

トを書いたり編集したりするのではな

く、一人ずつ話の続きを書いていくス

タイルのため、この課題を、リレー作

文と呼ぶことにした。キーボードを使

ったリレー作文とは違い、デジタル機

器の手書きによる共同作業によって、

日本の各地にいるクラスメートと、地

理的には離れてはいるが、よりクラス

内で行うように、｢自然と個性や感情

が伝わり、より強いつながりを生み出」

し（Nintendo, 2012）、手作り感のあ

る共同作文ができた。これは学生の総

合的な日本語の能力（漢字や語彙、文

章力など）だけでなく、4 年次の日本

語コースで不可欠となる、他の学生と

の連絡をとりながら進めていくという

共同作業運営方法についても学ぶこ

とができる。 
 2 年目から徐々に市販の DS ソフト「正しい漢字かきとりくん-今度は漢検対策だよ!」（小学館）と

「逆転裁判-よみがえる逆転」（Capcom）を、学生のインタビューなどで役立ったソフトとして挙げら

れていたため、DSi 一台につき一つずつ導入することとなった。「かきとりくん」は漢字の自習用とし

て、「逆転裁判」は総合的な読解練習、また、日本語を学ぶ外国人にとって難しい様々なスピーチスタ

イルに接する機会を与えるために選択された。「逆転裁判」は教育ソフトではないが、ストーリーの面

白さにより、学生が自発的にゲームを進めていくことで読書量を増やすのが目的である。使用した学生

の理解度を確認するためのオンラインの読解問題も与えられ、学生によるうごメモでの「逆転裁判」語

彙･単語帳が最近になって作られ始めているが、現在のところはまだまだ体制が未完全のため、これか

らより既製ソフトをカリキュラムへ組み込んでいくことが課題である。 
 

３  問題と将来の展望 
 初年度より、学生に対し留学中のオンラインアンケートと留学後のインタビューを行い、学生が DSi
による語学指導についてどのように捉えているかについて調査してきたが、DSi タスクを行うことに関

しては好意的に迎えられたものの、全体的に低参加率（平均 26.6％）が問題となった。まず、低参加・

非参加の理由の一つとして初年度から挙げられたのは、WiFi 接続の問題である。日本にはニンテンドー

DS対応の WiFiスポットが数多くあるが、DSiが、大学のキャンパス内の無線 LANなどでよく使用され

ている Web上でログインするタイプの接続に対応していなかったため、日本という海外で暮らす留学生

には、WiFi スポットを探すことが難しかったようである。また、マクドナルドの「マックで DS」では

うごメモシアターに接続できるが、商品を買わないと使えないため、学生に経済的負担がかかる。この

問題を解決するため、徐々にではあるが、WiFi ルータを何台か導入し、特に留学先で WiFi スポットを

探すのが難しい学生へ貸し出す予定である。また、DSi の問題として、タッチスクリーンの大きさと滑

りやすさが、日記など長めの文章を書くのに適していないという意見や、使い方がよくわからないとい

う声も上がったため、2 年目からは、DSi に慣れてもらうため留学前に使い方を何度にも渡って指導す

るようにした。そして、「うごメモシアター」の機能の一つ、「うごレター」は、個人へうごメモを送

ることができるので、初年度はこちらを使って学生に提出させていたが、送られたきたうごレターは、

見ることはできるがダウンロードしたり編集したりできない仕様だったため、添削に時間と労力が思い

のほかかかった。そのため、2 年目からは課題の提出方法を変え、教師が学生の答えをダウンロードで

きるようにうごメモシアターのチャンネルへ直接アップロードさせる形にした。それから、留学校から

多くの課題を与えられる学生からは、英国在籍校からの課題をやる余裕がない、という指摘もあった。

図 3 
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こちらに対しては、今年度までは課題は必須ではないため、無理のない範囲で行うよう伝えた。また、

初年度から続いている問題として、DSi タスクが 3 年次の評価に含まれていなかったため参加しなかっ

たという学生も多かったが、来年度からは、技能別の手書き・聞き取りタスクは評価に入らず自由参加

のままだが、日記と共同作文のみ、3年次の評価の一部に取り入れられた。 
 2 年目は、大震災の影響を受け、学生には DSi タスクを行う余裕がなく、こちらも学生の身の安全を

最優先するにとどまった。しかし、今年度は、より多くの技術的なサポートも与え、いつ何をすればい

いかわかりやすいように予定表をウェブに載せたこともあって、必修ではないにもかかわらず、半数近

くの学生が共同作業を行っており、初年度と同じぐらいとまでは言えないものの、参加率が回復した。 
 3 年間の参加率の結果を見ると、単純な漢字タスク（最高参加率初年度、54.1％）と、日記（初年度、

45.8％）や MS ワード使用による参加も含めた共同作業（3 年目、46.7％）、という創造的なものが高い。

また、学生の中には、自らうごメモで単語帳を作ったものもいた。漢字タスクや自作単語帳による学習

は、それほど時間もかからず、電車の中など通学中でもでき、小さいスクリーンでも問題なく使えると

いう、仕様端末の性格にあったものだったためと考えられる。また、DS の既製漢字ソフトを以前から

持っていた学生も多く、DS と漢字学習の結びつきが深かったこともあるだろう。日記、そして、イン

タビューの結果からも人気の高かった共同作業に関しては、学生主体による自由で創造的な作業、面白

いからやる、という内発的動機づけの要素が高い。日記に関しては、日本での自分の体験や生活につい

て、別大学に留学中のクラスメートや英国にいる教師に対して伝え、共有できること、また、共同作業

に関しては、学生－教師間ではなく、学生間による相互活動であったということが、より内発的動機付

けを促し、また、同じグループの人に迷惑をかけてはいけない、というピア･プレッシャーも働いた。 
 学生が受身となって与えられるだけの M ラーニングでは、様々な学生のニーズに対応できない

(Kneill-Boxley, 2012)。モバイル Web2.0 によってより自発的な、相互活動による学生による創作活動を

促すことができる(Cochrane, 2011)が、それを踏まえて、2012-13 年度からの DSi タスクは、より共同作

文と音声日記に重点を置き、学生の日本語学習をサポートしていくこととなった。 
 初年度の学生の留学終了後に、日本語能力試験 N2 の模擬問題を使って日本語到達度テストを行った

が、DSi タスク参加回数が 5 回以上の、高参加グループの学生は、どの試験科目でも非参加グループに

比べて正答率が高かった（正答率の差：文字･語彙および聴解：16%、読解・文法：19%）だった。これ

により、受け入れ大学での教育および日本での生活という、一年間の留学という条件下において、DSi
での語学指導が少しは役立ったように見受けられるが、これからも、学生の声を反映させながら、より

効果的な Eラーニング環境づくりをしていきたい。 
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