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Task complexity 
(cognitive factors)

Task conditions 
(interactional factors) 

Task difficulty 
(learner factors) 

(a) resource-directing 
e.g., +/– few elements 
+/– here-and-now 
+/– no reasoning demands

(a) participation variables 
e.g., open/closed 
one-way/two-way 
convergent/divergent

(a) affective variables 
e.g., motivation 
anxiety 
confidence

(b) resource-depleting 
e.g., +/– planning 
+/– single task 
+/– prior knowledge

(b) participant variables 
e.g., gender 
familiarity 
power/solidarity

(b) ability variables 
e.g., aptitude 
proficiency 
Intelligence

Sequencing criteria 
Prospective decisions 
about task units

Methodological influences 
On-line decisions 

about pairs and groups

タスク・ベースの言語指導 
1. ニーズ分析による目標タスクの決定 

2. 目標タスクの分類と目標タスクタイプの決定 

3. 難易度（複雑さ）を調整した教育用タスクの

目標タスク 
• 実際に学習者が遭遇する（であろう）言語使用の
実例 

• ニーズ分析によってみつける 

教育用タスク 
• 目標タスクタイプに基づいて： 

• 細分化してサブタスクにしたもの 

• 複雑さを調整したもの 

• タスク前の活動として用意したもの 

• 精緻化等でインプットを調整したもの

タスクの配列 
• 複数用意した教育用タスクを、単純なものから複
雑なものへと配列する（task sequencing） 

• 必要に応じて同じ（種類の）タスクを繰り返す
（task repetition）
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