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はじめに 

 
 2015年度教師会活動を運営するにあたり、これまでの活動の継続を目標としなが

ら、メキシコ日本語教育における問題の解決に向けて取り組んで行こうと 4つの方針

をたてました。 
 まず、会員の皆様から要望のたくさんあった「日本語会話能力の向上」についての

一点に絞り、夏季短期集中講座、シンポジウムのテーマを繋げることにしました。そ

して、メキシコ日本語教師会と中米・カリブスペイン語圏におけるネットワークの強

化を二つ目の目的とし、シンポジウムにおいて意見交換の場をもてるよう、発表も含

めたメキシコと中米間の日本語教育事情についての話し合い促進に取り組みました。

これと関連して、三つ目は、内にも外にも開かれた教師会の在り方を模索してまいり

ました。より多くの日本語教育に関する研究・発表を行い、また取り入れる機会がメ

キシコで得られるようにすることが、本教師会のさらなる前進につながると考えたた

めです。そして最後に、これまで長く続いてきた教師会の継承にあたり、ここで一度

全会員の皆様と教師会の歴史について知ることが大切なことだと考え、シンポジウム

の初日に教師会特別企画として「教師会の歩み」を取り入れました。これまでの歴史

があるからこそ、現在の教師会があるということを会員皆で共有し、ともに進んでい

きたいと思ったからです。 
 本年度シンポジウムは、2016年 3月 4日、5日、6日と三日間に渡り、メキシコシテ

ィーにて行われました。これは国際交流基金さくら中核事業による助成金を得て開催

されたもので、「会話力の向上に向けて―その測定、評価、そして指導法―」をメイ

ンテーマに南山大学教授の鎌田修先生に講師を務めていただきました。開会式にあた

っては、在メキシコ日本国大使館山田彰特命全権大使に開会のご挨拶をいただき、日

墨協会の和久井伸孝会長、メキシコ日本商工会議所の橋本 祐吾会頭、そして国際交流

基金メキシコ日本文化センターの洲﨑勝所長にご出席いただきました。さらに、教師

会からは、これまで 5か年に渡って行われてきた「サイト構築プロジェクト」の最終

年のまとめ、またブラッシュアップ講座からスタートしたノンネイティブ教員及びネ

イティブ日本語教員の指導育成を目的とした「スカイプによる会話講座」のまとめ

を、各実行委員に発表していただきました。加えて、本年度より国内外からの一般発

表を募集することで、メキシコ国内のみでなく、日本、アメリカといった国外からの

発表を聞き学ぶ機会も得られました。 
 本紀要は、こうしたシンポジウムでの講演及び発表を中心にまとめたものです。 
 最後になりましたが、これまでシンポジウムの実施に向けたくさんの方にご協力を

賜りましたこと、ここに心よりお礼を申し上げます。 
本当にありがとうございました。 

メキシコ日本語教師会第 7代会長 黒崎 充 
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2015年 メキシコ日本語教師会年間行事 
（2015年 1月～12月） 

 
教師会主催行事 
 2月 20日 (金) ～2月 22日 (日) 
  日本語教育シンポジウム 
  Simposio de la Enseñanza del Idioma Japonés 
 
 5月 31日 (日) 
   第 32回メキシコ日本語弁論大会 
  32º Concurso Nacional de Oratoria del Idioma Japonés en México 
 
 7月 4日 (土) ・5日 (日)  
  夏季短期集中講座 2015 Curso Intensivo de Verano 2015 
 
 9月～2016年 3月 
  メキシコ人日本語教師支援プログラムスカイプによる会話力アップ講座 
   Curso de mejoramiento de competencia oral  en japonés  por Skype 
 
 
各支部活動 
 東部 1月 
    東部勉強会 JFメキシコ主催 日本語教師研修会 
    Reunión regional Este de estudio, actualización e intercambio académico con especialistas 

en la enseñanza del Idioma Japonés de Fundación Japón en México. 
 
    9月 12日 (土) 、13日 (日) 
    ベラクルス日本語勉強会 
    「授業を見直す — 『まるごと』を使った授業を例に」 
    Curso de actualización de la enseñanza del Idioma Japonés, Veracruz 
    Revisión de los cursos impartidos y el método innovativo de enseñanza del Idioma 

Japonés con el texto "Marugoto" 
 
    10月 10日 
    第 13回ベラクルス州日本語弁論大会 
    13°Concurso Estatal de Oratoria del Idioma Japonés en Veracruz 
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 中部 6月 
    第 13回中部地方勉強会  ＪＦメキシコ主催 日本語教師研修会    
    Décima Tercera Reunión Pedagógica de la Región Central, actualización e intercambio 

académico con especialistas en la enseñanza del Idioma Japonés de Fundación Japón en 
México 

 
    12月 
    第 14回中部地方勉強会 ＪＦメキシコ主催 日本語教師研修会 
    Décima Cuarta Reunión Pedagógica de la Región Central, actualización e intercambio con 

especialistas en la enseñanza del idioma japonés de Fundación Japón en México 
 
    2016年 2月 6日 (土)  
    ※10月開催予定の行事がハリケーンのため延期となったもの 
    第 11回中部地方弁論大会    
    Décimo primer Concurso Regional de Oratoria en  Japonés de la Región Central 
 
 
 北部 1月 
    「北部地方勉強会」  
    Reunión Pedagógica de la Región, actualización e intercambio académico con 

especialistas en la enseñanza del Idioma Japonés de Fundación Japón en México 
 
    6月 
    教師会会員を講師として「メキシコ人教師のための研修会」  
    Curso pedagógico para los profesores no nativos de Monterrey organizado por los 

miembros de la Zona Norte de la AMIJ 
 
    10月 
    第 6回メキシコ北部弁論大会 
    Sexto Concurso de Oratoria en  Japonés de la Zona Norte de México 
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2015年度夏季短期集中講座 
 

『教案から始めよう！～初級の会話練習を中心として～』 

“Comencemos a partir del plan de clase: Enfocado en los ejercicios 

de conversaciones básicas” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
開催日：2016年 7月 4日（土） ・5日（日） 
会 場：社団法人 日墨協会 文化会館 
主 催：社団法人 メキシコ日本語教師会 
助 成：独立行政法人 国際交流基金 
講 師：蟻末淳 
    （国際交流基金メキシコ日本文化センター日本語教育アドバイザー） 
    長尾和子（UNAM CELE） 
    谷村めぐみ・山本惠・佐藤すみれ（社団法人 日本メキシコ学院） 
    アメリア  メサ・黒崎充（ベラクルス州立大学） 
    ロレナ  カバソス・カリナ  ロモ （ヌエボ・レオン大学） 
    河野慎 （グアダラハラ日墨文化交流学院） 
 
受講者：44名 
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 プログラム 

第 1日目 Primer día  

 

7月 4日 （土）   

9:45～10:00 受付Recepción   

10:00～10:15 開会式Apertura del curso   

10:15～10:30 
本講座の導入/目標確認 

Introducción al curso/Confirmación de los objetivos de curso           
蟻末 

 

10:30～12:30 

講義 1 Conferencia1 

JFスタンダード: ¿Qué es el JF estándar? 30分（アメリア） 

Can-doでの目的の設定の仕方:  

¿Qué es Can-do? 60分（蟻末） 

¿Cómo se establecen los objetivos de clase con la herramienta 

Can-do? 

アメリア 

蟻末 

 

12:30～13:30 休憩 Receso   

13:30～15:00 

講義 2 Conferencia 2 

 

教案とは何か: ¿Qué es el plan de clase? 45分（蟻末） 

授業の構成について（課の目的から教案作成への流れ）： 

Plan de clases:  

“Del objetivo de la clase a la elaboración del plan de clase”  

 

教案作成：私の経験 30分（ロレナ） 

Elaboración del plan de clase: Mi experiencia 

 

 （教案を書く前に何をするか。注意すべきところなど） 

¿Qué hacemos antes de elaborar el plan de clase? 

¿Qué se debe de tomar en cuenta antes de desarrollar un plan 

de clase?  

¿Qué aspectos deben cuidarse en el plan de clase? 

蟻末 

ロレナ 

 

15:00〜15:15 休憩 Receso   

15:15～16:45 

ワークショップ 1 Taller 1 

グループごとの教案づくり:  

Elaboración de un plan de clase 90分 (Trabajo en equipo) 

グループ教案 

チェック 

蟻末・長尾 

谷村・山本 

 

16:45～17:45 

グループ懇親会 Convivio： 

日本に古くから伝わる遊びをやってみよう。 

¡Vamos a conocer un juego tradicional de Japón! 

三上 
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第 2日目 Segundo día 

7月 5日 （日）     

9:45～10:00 受付Recepción  

10:00～12:00 

ワークショップ 2 Taller 2 

教案発表各グループ 15分〜20分：Presentación de plan de 

clase por cada uno de los equipos 

参加者 

12:00～12:15 休憩Receso  

12:15～14:00 

ワークショップ 3 Taller 3 

様々な教室活動のやり方を見てみよう 

¡Vamos a conocer las actividades dentro del salón de clase! 

1. 授業実践例「文型練習→会話→ロールプレイ」30分 

（カリナ） Ejemplo de clases 

1. Del ejercicio de estructura al de conversación y de juego 

de rol 

2. 「まるごと」の会話の授業の方法 60分 

（谷村･山本・佐藤） 

2. Clase de Conversación del libro “MARUGOTO” 

 

カリナ 

谷村･山本・佐藤 

 

14:00～15:00 休憩 Receso  

15:00～16:30 

ワークショップ 4 Taller 4 

インターネットリソースを使ってみよう 

Utilicemos herramientas de ICT 

・教師会サイトの紹介 15分（河野） 

Introducción del Sitio de la AMIJ 

・スライドの使い方紹介 30分（河野） 

El manejo de las diapositivas de Power Point en el de la 

AMIJ 

・ロールプレイの紹介 15分（黒崎） 

Presentación de juegos de rol del sitio de la AMIJ 

・j-learning他 30分（蟻末） 

 

河野 

黒崎 

蟻末 

 

16:30～17:15 
本講座のまとめ/ふり返り（蟻末） 

Resumen del Curso/Reflexiones 

 

蟻末 

 

17:15～17:30 閉会式 Clausura  
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夏季短期集中講座全体報告 

ロレナ  カバソス・カリナ  ロモ （ヌエボ・レオン大学） 

Los días 4 y 5 de julio del presente se llevó a cabo en la Casa de la Cultura de la Asociación 
México Japonesa A.C. el Curso Intensivo de Verano; con la temática: “Comencemos a partir del plan 
de clase: Enfocado en los ejercicios de conversaciones básicas”. 

El curso se dividió en varias conferencias y talleres acordes a las necesidades de los maestros 
no nativos y aquellos con poca experiencia, las cuales se resumirán a continuación. 

El primer día, antes de comenzar la serie de conferencias los profesores asistentes resumieron 
los puntos clave de la problemática que enfrentan al hacer su planeación de clase, esto sirvió a los 
asistentes como reflexión y también rompió el hielo entre los miembros de cada equipo.  A 
continuación el profesor Jun Arisue participó dando una introducción al curso en donde se analizaron 
algunos puntos esenciales en la enseñanza del idioma japonés, haciendo énfasis en el uso del libro 
solo como herramienta y no como una base única e inamovible a la hora de planear una clase. 

 

 

Tras esta breve introducción la profesora Amelia  Meza dio una conferencia enfocada en el 
JF estándar, creado a partir del estándar del Marco Europeo para la enseñanza de Idiomas, y como 
este estándar está enfocado y  puede ser aplicado en la enseñanza de idiomas a los alumnos del 
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idioma japonés. Acto seguido nuevamente el profesor Arisue complemento esta parte con su 
conferencia sobre el uso del sistema Can-Do, proporcionando una serie de pasos a seguir para poder 
elaborar un plan de clase basado en el concepto de este sistema. 

La siguiente conferencista, la profesora Lorena Cavazos, compartió con los presentes su 
experiencia a la hora de elaborar su planeación de clases y algunos puntos de cuidado en la aplicación 
de este. Una vez terminada la conferencia se procedió a llevar a cabo el primer taller del curso donde 
a los asistentes se les pidió que en los grupos que ya se habían formado se desarrollaran un plan de 
clase con los conceptos que habían recibido en las conferencias anteriores. 
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 Para terminar el primer día se invitó a los asistentes al curso a participar en un convivió 
titulado: “Vamos a conocer juegos tradicionales de Japón”, en donde se les presentó y enseño a jugar 
tres juegos típicos japoneses: “Kagome Kagome”, “Tōryanse” y “Daruma san ga koronda”  esto 
como una actividad para que los profesores japoneses y mexicanos se integrasen. Así concluyó el 
primer día de curso.  

El segundo día comenzó  con el taller / presentación de los planes de trabajo que los asistentes 
habían elaborado en la sesión anterior, donde los participantes presentaron primero el objetivo general 
plasmado en un mapa mental (mind map) y  el cual se subdividiría en un objetivo menor para el 
desarrollo de sus clases. Cada plan resultó en temas y métodos muy variados e interesantes para 
aplicar en el salón de clase. 

El tercer taller se centró en la aplicación de actividades variadas en el salón de clase impartido 
por la profesora Karina Romo, donde nos presentó como desarrolla su clase, las actividades que 
realiza y la atmósfera de su clase a través de  una serie de videos donde en los que se reflejaba los 
resultados que tenia con el método que se usa en el centro de idiomas donde labora. 
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Posteriormente las profesoras  Megumi Tanimura, Kei Yamamoto y Sumire Sato; nos dieron 
una conferencia sobre cómo hacen uso en el Liceo Mexicano Japonés del libro de texto Marugoto el 
cual fue concebido teniendo como centro el JF Estándar. Usando videos  de sus clases nos mostraron 
la forma en que utilizan Marugoto  en grupos de estudiantes de secundaria y preparatoria, así como la 
experiencia que han ido acumulando a lo largo de los 2 años que lo llevan utilizando. 
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Para cerrar, el último taller consistió en dos conferencias enfocadas en presentar el material  
en Power Point que se encuentra en el sitio de la AMIJ  y cómo usar este material  en juegos de rol en 
clase. La primera plática la dio el profesor Makoto Kawano en donde además de mostrar estos 
materiales proporcionó una interesante introducción al sitio de la AMIJ con el fin de que los nuevos 
profesores miembros de la AMIJ la conocieran. El segundo tema fue presentado por el profesor 
Mitsuru Kurosaki, en donde explicó el método de juego de rol que utiliza en sus clases y como esto le 
ha ayudado en su clase a la hora de evaluar y apoyar en el mejoramiento de las conversaciones en 
japonés de sus alumnos. 

  

El curso terminó con las reflexiones de los participantes sobre el curso, lo que consideran que 
les sirvió, lo que no conocían y les pareció interesante, así como lo que a futuro les gustaría aplicar en 
sus clases. Durante los dos días de curso se vivió una atmosfera agradable, en la que los participantes 
pudieron expresar libremente sus dudas y opiniones lo que permitió que los nuevos miembros se 
sintieran integrados por lo que esperamos que el próximo año asistan nuevamente. 
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2015年度 
メキシコ日本語教育シンポジウム 

 

「会話力の向上に向けて―その測定、評価、そして指導法―」 

“Mejoramiento de la capacidad de conversación: 

 Métodos de enseñanza y evaluación” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

開催日：2016年 3月 4日 (金)・5日 (土)・6日 (日) 

会 場：社団法人 日墨協会 

主 催：社団法人 メキシコ日本語教師会 

助 成：独立行政法人 国際交流基金 

講 師：鎌田修 (南山大学人文学部日本文化学科教授) 

参加者：137名 
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プログラム 

 

第 1日目 

3月 4日（金）   

9:30～10:00 受付、参加登録 Recepción  

10:00～10:30 開会式 Ceremonia de Apertura  

10:30～11:20 
メキシコ日本語教師会特別企画 

「メキシコ日本語教師会の歴史を振り返る」 

"Reflexión sobre la historia de la 

Asociación Mexicana del Idioma 

Japonés A.C." 

 

11:20～11:30 休憩 Descanso  

11:30～13:00 

※質疑応答 

 15分含む 

基調講演 

「会話ができるとは、そして、できないとは 

―会話能力の原点とその育成―」 

Conferencia Magistral: "Orígenes de la 

capacidad de conversación y su 

entrenamiento.” por Osamu Kamada 

 

13:00～14:00 昼食 Comida  

14:00～15:00 

ワークショップ(導入) 

「様々な環境における日本語会話の測定

と評価：アカデミック場面、ビジネス場面、

生活場面などを背景に」 

Taller (Introducción) 

“Condiciones para la medición y 

evaluación de la capacidad de 

conversación estableciendo los 

siguientes contextos: escolar, laboral 

(negocios), vida cotidiana” 

 

15:00～15:15 休憩 Descanso  

15:15～16:55 一般発表(セッション) ※別紙参照 

Presentación y exposición de trabajos e 

investigaciones. (Serie de ponencias) 
*Anexo programas de ponencias 

 

16:55～17:10 休憩 Descanso  

17:10～18:00 懇親会 Convivencia 
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第 2日目 

3月 5日（土）     

9:00～9:30 受付 Recepción 

9:30～11:00 ワークショップ(展開①) Taller (Desarrollo①) 

11:00～11:15 休憩 Descanso 

11:15～12:30 ワークショップ(展開②) Taller (Desarrollo②) 

12:45～13:15 一般発表(セッション) ※別紙参照 

Presentación y exposición de trabajos e 

investigaciones. (Serie de ponencias) 
*Anexo programas de ponencias 

13:15～14:15 昼食 Comida 

14:15～15:55 一般発表(セッション) ※別紙参照 

Presentación y exposición de trabajos e 

investigaciones. (Serie de ponencias) 
*Anexo programas de ponencias 

15:55～16:10 休憩 Descanso 

16:10～16:50 教師会事業報告 Informe de los proyectos de AMIJ 

17:05～18:00 総会 Asamblea General de la AMIJ 

 

 

第 3日目  

3月 6日（日）     

9:15～9:45 受付 Recepción 

9:45～11:00 ワークショップ(まとめ) Taller (Conclusión) 

11:00～11:15 休憩 Descanso 

11:15～12:30 

パネルディスカッション 

「会話能力の向上に向けて：学び方と教え

方」 

Mesa Redonda 

“Mejoramiento de la capacidad de 

conversación: forma de aprendizaje y 

enseñanza” 

12:30～13:00 総会報告、閉会式、写真撮影 
Informe de la Asamblea general y 

Ceremonia de Clausura 
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基調講演講義録 
 

会話ができるとは、そして、できないとは 
―会話能力の原点とその育成― 

 
鎌田修先生（南山大学人文学部日本文化学科教授） 

 
 
 今、紹介にあがりました、鎌田と申し

ます。よろしくお願いします。もうちょ

っと僕のことをしゃべっておこうかな。 
 今のは学歴だけの話で、もともと私は

高校の英語教師をやっていました。それ

から 1949年、所謂ベビーブーマーの中生

まれたラジカルな世代なんですけど、ア

メリカにももちろん興味がありまして、

70 年の半ばに留学したんです。そのころ

から寺山英夫先生というのが私の恩師で、

彼英語の先生だったんですけど、授業は

ほとんど日本語で話をやっていらっしゃ

ったんです。それがすごく面白かったん

ですね。やっぱり母語話者にとってみて、

自分の言葉を考えるっていうのはすごく、

新鮮なんですね。 
 それがきっかけで言語学の勉強を始め

たんですけど、日本語教育の方が面白く

なっちゃって、アメリカに 92年までいる

間にピッツバーグ大学やアリゾナ大学で

学位をとりました。それから、マサチュ

ーセッツにあるアマスカレッジというと

ころで教えたりしまして、最後はアメリ

カの真ん中にあるアイオワ大学におりま

した。そうこうしているうちに日本から

声がかかりまして、京都外大でで 10年教

えました。2003 年から南山大学に大学院

の博士課程を作るために移りまして、そ

のまま定年をむかえましたが、その後も

こうしてプロフィシエンシー研究に携わ

っております。ただもう 70に向かってま

すので、そんなに長くもないですけど、

やってることはすごく面白いです。 
 プロフィシエンシーという言葉がこれ

からだんだん出てきます。ここでも取り

上げている「会話ができる」ということ

を取り上げて、いろんなことをこれまで

やってきました。元々引用研究といって、

A さんが B さんに何々を言うっていう伝

達ですね。このプロセスに非常に興味が

あったんですね。やっぱり人が何かメッ

セージを伝えるっていうとき、どうやっ

て伝えるんだろうかとか。言葉だけの問

題じゃなくって、その環境、人間のいろ

んな文化とか、そういうものを伝達する

とき。たとえば、日本人が日本で起きて

いることをメキシコで伝える、メキシコ

で起きていることをメキシコ人が日本で

伝えるといったとき、そのまま伝えるわ

けにはいきませんから、必ず何らかの操

作だとかが行われますね。そういうこと

が、まさしく、日本語や外国語を勉強す

るときには大切になるわけです。それで、

本としても 2000年に『日本語の引用』と

いう本を書きまして、その後もこういう

『新日本語 中級から上級への日本語』

という 1998年に一番最初に出したものを

12 年経て、新しいものにしました。生き
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た素材で学ぶというね。この「生きた」

というのがやっぱりポイントで、やっぱ

り死んだ物は使えない。生きた物が欲し

いと思うんですね。こういう感じでワー

クブックなんかも作りましたし、聞き取

りの教材なんかももうすぐ出ます。です

ので、今日はちょっとそんな話もしよう

と思います。それから、今日の話の中心

になるのが、プロフィシエンシーを育て

るっていうことなんですけど、どうやっ

て本当の日本語の力っていうんですか、

あるいは外国語の力っていうものがなん

であるかってことを考えて、それをどう

やって育てるかっていう。こういう観点

を持った、『プロフィシェンシーを育て

る』っていうのを、10 年前ぐらいに出し

ました。このシリーズで一番最近出した

のは、『談話とプロフィシェンシー ―そ

の真の姿の探求と教育実践をめざして―』

です。談話分析、ディスコースという分

野がありますが、そこのところが私が一

番好きなところで、ディスコースとプロ

フィシエンシーというものは非常に関係

があるんですね。こういうことを私はや

ってます。 
 ちなみに、ちょっと外れるかもしれま

せんが、相撲が大好きで、相撲は非常に

このプロフィシエンシーと折り合いがい

いんですね。よく似ていると思います。

何か相撲ってね、裸でやるじゃないです

か。それから大きいとか小さいとか関係

ないんですね。だから本当に実力の世界

なんです。ふんどし 1 つでへんな物は持

たないっていう。ただし、土俵があって

ね、その中でやるっていうのは守るんで

すね。プロフィシエンシーとすごくよく

似ています。現実の生活、今の生活がな

んだっていうことを考えましょう。今の

生活の中で、先ほどネウストプニーさん

の話が出ましたけど、現時点、この時点

からひとつでも前に進むっていう、これ

がプロフィシエンシーだと思うんです。

だから相撲取りも、横綱になっても、大

関でも、みんな自分の相撲を取るってい

うことで、これは面白いなって。だれだ

れよりも上とか下とか、そんなことを言

わないで、自分の相撲っていう。これが

やっぱりプロフィシエンシー、あるいは

外国語教育、日本語の教育もきっとそれ

だと思うんですね。ネイティブ、ノンネ

イティブの違いっていうよりも、もっと

大切なことっていうのは、自分が勉強し

ていることを基盤にして、ちょっとでも

前を向くっていうことだと思うんです。 
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 前置きが長くなりましたけど、会話が

できるとは、できないとは、会話能力の

原点とその育成、原点っていうところに

こだわりたいし、それから育成っていう

ところにこだわりたいと思います。そこ

から、ちょっと伸びるということを考え

ます。もう亡くなっているんですけど、

うちのジェフリーという非常にいい犬が

いました。アメリカにいた時に飼ってい

て、日本に連れて帰りました。バイリン

ガルだったんです。おすわりとか、待て、

ウェイト、とか、伏せはダウンとか、そ

れから買い物もやってまして、近所の豆

腐屋さんまで行って、ちゃんとくわえて

帰ってくるんです。ゴールデンレトリバ

ーっていうのはすごいタスク志向を持っ

ていて、タスクが好きなんですね。次は

何をしたらいいかってこと、いつも考え

るんです。ボール投げなんかやると、何

回でもやりますね。泳ぐのも何回もやる

んですけど、終わると次に何をやるのか

なんていうことを聞きに来るのがゴール

デンリトルバーの特徴で、これがすごく

プロフィシエンシーと関係があるんです。

タスクをこなしていくっていうことを、

これからも考えていただきたいと思いま

す。 
 
 あらましですけど、最初は「できると

は」ということで、現実生活場面におけ

る言語指導、実際の本当の今の生活にお

ける言語指導っていうこと。それから現

実生活っていうのはいったい何なんだろ

うかっていうことで考えたいと思うんで

すね。現実生活っていうのは様々な言語

活動が行われます。今私はこういう講演

をしていますし、みなさんは講義を聞く

とか、いろんなことが行われているんで

すけど、ほとんどが言葉を介しています。

だから、言語活動って言いますけど、そ

れが集まりだと思うんです。それから、

教育って言うのにはやっぱり評価は無視

できないと思います。測定と評価で、何

がどう難しいか易しいか、こういうこと

を考えたいと思います。つまり、どうい

う言語活動がどのように難しいのか、あ

るいはどのように易しいのかです。それ

から、4 番目は今日のメインの会話力の

育成。それに入る前にちょっと説明しよ

うと思います。また、指導について。教

育的介入なんていう言葉も最近使います

ね。教育的にこうした方がいいっていう。

でも、押しつけじゃないんですね。こう

しなさいとか強制はしません。まとめと

して、接触場面の導入と異文化理解です。

接触場面という言葉もよく出てきます。

これは先ほどあったネウストプニーさん

の言葉です。彼が作った言葉で、接触場

面、人が接触する、接する場面、特に彼

の場合にはネイティブスピーカーとノン

ネイティブスピーカーが接する場面を接

触場面と呼んでいます。そういう場面の

導入と異文化理解ということを考えます。 
 まず最初に「できるとは」ということ

です。プロフィシエンシーという英語を

使いますけど、「できる」と「プロフィ

シエンシー」と同じように捉えたいと思

います。プロフィシエンシーとは PRO と

いう言葉があるように、前に進むとか、

シエンシー、これはラテン語とかから来

てるんですね。意味は基本的には、前を

向いてちょっとでも先をいく、っていう

ような意味じゃないかなと思います。言

葉においてそれがどうなるかっていうと、

当然言語能力とか運用能力とか、こんな

言葉がよく出てきます。簡単に言っちゃ

いますと、よく能力コンスタンス、パフ

ォーマンスというような抽象的な能力、
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それとパフォーマンスという現実的な動

きみたいなものがあって、この区別が必

要なんじゃないかと言われるんですね。

でも、コンスタンスとかパフォーマンス

も同じようなものだと考えていこうかと

思います。それから、文法能力やコミュ

ニケーション能力とかもよく区分けをし

ますけど、考えてみたら文法能力だけで

何かできるわけじゃなく、むしろコミュ

ニケーション能力という大きいものがあ

って、その中にどういう文法能力が入っ

ているかと考えてみていいと思うんです。

ただ、プロフィシエンシーというと次に

アチーブメントという言葉も、よく使い

ますけど、ここは大切なので話しておき

ます。 
 アチーブメントというのは、日本語で

達成テストとか、そういうような意味で

使います。中間テスト、期末テスト、あ

るいはユニットテスト、それからレッス

ンテスト、こういうものに使うのが、ア

チーブメントです。それは、ここまでや

ればこうなるっていうことがわかってて、

レッスン 10まで勉強したから、どれだけ

10のうち 8、9、10ってやってるかどうか

っていう測定をするのがアチーブメント

なんですね。ですから、到達とかいうよ

うな言い方をしますけれど、プロフィシ

エンシーはそうではありません。先ほど

相撲の例を出しましたけれど、別に誰と

戦うとか、どんな準備をしたかとか、ど

ういう先生に習ったとか、そういうこと

とは関係なく、土俵に上がったら、はい

やってくださいって言って、その場で本

当の力っていうのかな、実力っていうも

のを見る。これがプロフィシエンシーだ

と思います。ですから、これから使う、

「できるとは」というときにはこのプロ

フィシエンシーという意味で、実力とい

う意味で使っていきます。 
 日本語能力試験の N1・N2 とか、CEFR
とか、Can-Do Statements だとかいろんな

ものがありますけれど、基本的にはやっ

ぱり、みんな日本語ができるということ

に何らかの形で答えようとしているもの

なんだと思います。絶対的なものはない

と思うんですけど、だんだんいい線に向

かっているんじゃないかなと私は思って

おります。 
 ここで一番、的を射ているプロフィシ

エンシーというものの定義をちょっとお

見せしたいと思います。ACTFL という非

常に大きな 2 万人ぐらいの会員がいる外

国語協会、 Amrican Council on the Teaching 
Foreign Languagesっていう団体で、いろん

な外国語、中にはラテン語なんかも入っ

ている、教師の集まりなんですけど、そ

こでプロフィシエンシーのガイドライン

というようなものを作っているんですね。

それによると、プロフィシエンシーとい

う の は “The ability to use the language 
effectively and appropriately in real life 
situations”、日本語に直すと、「現実生活

において、言葉を効果的かつ適切に使用

する能力」、使用する能力っていうのは、

知っているということではなく、使うっ

ていう能力です。ですから、どれだけ勉

強したかっていうことを聞くんではなく

て、どれだけ使えるかっていうことを聞

く、それがプロフィシエンシーです。そ

れから、コミュニカティブコンペテンス

(communicative competence)という言葉があ

りまして、同じような考えを持ってます。

コミュニケーションの能力ですが、これ

らの違いは、プロフィシエンシーってい

うのは、測定、acesmentをベースにし、 
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且つ、もう少し前を見て、先に行くとい

うもの。コミュニカティブコンペテンス

はあまりそういうことは考えていません。

要はいろんな能力の１つとして、コミュ

ニカティブコンペテンスっていうのを考

えているだけの話です。やはり教育とい

う環境におくと、プロフィシエンシーの

ほうがいいんじゃないかと思います。で

すから前向きな評価、どれほどできるか

と、縦軸志向で測るのがプロフィシエン

シーと言えます。あんまり理屈を言うよ

りは、実際のものを見ましょう、今から

4 つお見せしますので、それを聞いてい

ただいて、判断してもらおうと思います。

どの人がプロフィシエンシーが 1 番高い

か、あるいは低いか、その理由は何か。

4 人の方のビデオを見て行こうと思いま

す。よーく聞いてくださいね。 
 
 
（男 1）はじめまして、日本が好きで

す。～聞き取り不能（以下 XXX）～よう

こそ、いらっしゃい。私は太鼓たたきで

す。よろしくおねがいします。XXX。ち

ょうちょちょうちょなのはにとまれ、な

のはにあいたらさくらにとまれ。さくら

にはなを、はなからはなへ、あそべよと

まれやとまれやあそべ。ありがとうござ

いました。 
（女 1）ありがとう 
（男 1）いちにいさんしごろくしちは

ち。XXX。ありがとうございました。

XXX… 
 
 
 これは、ルーマニアですね。ルーマニ

ア人が日本語を話してました。じゃ次を

聞いてください。 
 

（鎌田）どうしてジョージタウンに移る

の。 
（女 2）XXXは、ちょっと嫌い。 
（鎌田）何が嫌いなの？ 
（女 2）コースは難しくないので XXX。 
（鎌田）あ、そう。やっぱりテネシーっ

てゆっくりしてる？生活がゆっくりして

る？スロー？ 
（女 2）あ、はい、 
（鎌田）はあ、 
（鎌田）ジョージタウンのほうが面白い

かな。大学大きいね、ジョージタウン

ね。 
（女 2）はい 
（鎌田）専攻は何してるの、日本語の専

攻？ 
（女 2）あの、政治も勉強したい。で

も、あの…時間がありません。 
（鎌田）でもよかったね、寮とかも決ま

ってね。寮ね、どんな寮なんですか。 
（女 2）寮？名前？XXXああ、部屋はち

ょっと狭いです。 
（鎌田）ああ、 
（女 2）ちょっとたいへんです。古い建

物です。 
（鎌田）スーザンは、ワシントン DCに

行くの初めて？ 
（女 2）うーん、高校のときわたしは、

あの、旅行しました。基本的に、1番、

初めて行く、あの、ワシントンが大好き

だし、 
 
 
 彼女はスーザンっていうんですね。こ

れが 2 人目です。次がブディさんです。

これはみんな、いわゆる教室でのテスト

じゃなくて、現実生活における日本語力

っていうのを出しているんですね。プロ
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フィシエンシーを見ているんです。いい

ですか。 
 
 
（男 2）みやがわあさひ、レストラン、

XXXお客さんがないですから、古い建物

です。 
（鎌田）これは？これは関係ない 
（男 2）あ、それはこっち XXXX 
（鎌田）これ予約いりますか。切符を買

っておかなきゃ、だめなの 
（男 2）はい 
（女 3※日本人）あとで買えますか。 
（男 2）はい、あとでかえます、ななじ

さんじゅっぷん、ななじよんじゅうごふ

んから、きっぷは、かえます。XXX。日

本語の先生は日本人がありました。だか

ら私はブディです。はい、にほんぶんか

がくいん。にほんごべんきょうしまし

た。 
（鎌田）どこにあるんですか。 
（男 2）あの、XXX、大学の近く、 
（鎌田）へー何年ぐらい勉強しました

か。 
（男 2）1年半ぐらい。 
（鎌田）XXX 
（男 2）いやいや、XXXこれは日本語で

さー、日本人が… 
 
 
 これがブディさんで、これはインドネ

シアでジョグジャカルタというところで

偶然知り合いました。このあとナッシゴ

ーレンの作り方とか、影絵がどこがいい

とか、お土産屋はみんな偽物とか、いろ

いろな面白いことをお話しましたけど、

ちょっと時間がもったいないので、ここ

で止めます。最後。 
 

（鎌田）XXX。 
（女 4）1年間 XXにいて、そのあと、も

う仙台に行ったんですけど。 
（女 5※日本人）あ、そうなんですか。

向こうはどれくらい 
（女 4）え？え？ 
（女 5）向こうに行ってどれくらいなる

ん… 
（女 4）あのー、今年でそうですね、5年
目になります。 
（女 5）今度ね、仙台で、なんかけんき

ゅう… 
（女 4）研究方法会。 
（女 5）そうそう 
（女 4）そこで発表することになってる

んですけど、 
（女 5）はい、わたしもあれ行くので 
（女 4）あ、そうですか、よろしくお願

いします。9月なんです。 
（女 5）そうそう、9月の終わりに 
（女 4）ぜひぜひ、また。実はあの、成

田空港でお目にかかったんです。 
（女 5）わたくしに？ 
（女 4）XXX会に来るときに、でもぜん

ぜん、あの 
（鎌田）XXさん中国語が専門なんで

す。大阪外語で。 
（女 4）あ、そうなんですか！ 
（女 5）昔ね。もう忘れてしまった。 
（女 4）そのうちに、また、お会いでき

ます。 
 
 
 ということで、4 人、聞いていただき

ました。この 4 人の、できる、つまりプ

ロフィシエンシー、誰が 1 番高くて、誰

が1番低いかっていうところを、3分ぐら

いで、皆さんのグループで話し合って、

文法的な面はどうか、発音とかどうか、
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考えてください。そして、誰が 1 番プロ

フィシエンシーが高いか、誰が 1 番低い

か、真ん中か、順番を決めてください。 
 
 
―話し合い― 
 
 
 では、ルーマニアちょうちょが、1 番

上手だと思うところはありますか。な

い？ちょっとかわいそうですね。じゃあ、

スーザンだと思うグループは？ブディさ

んだと思うグループは？1 番プロフィシ

エンシーが高い、という点ですよ。おお、

いますね。4 つぐらいのグループが出ま

した。では、1 番最後の中国人のヤンさ

んが 1 番プロフィシエンシーが高いとい

うグループ、手を上げてください。わか

りました。ちょっと数えませんけど、圧

倒的でしたね。 
 ちょっと聞きたいな。このグループは

ブディが高いっていうふうに思われたん

ですね。理由はなんですか。 
（会場）ちょっとブディさんが一方的な

ところもあるんですけども、かなり適格

に欲しい物を答えている。文法的に細か

い事は別として、欲している言葉がちゃ

んと出ている…と。 
 
 もう 1 つのグループがありましたね。

ブディさんが 1番いいというグループ。 
 
（会場）まあ、ブディさん自分の相撲取

ってたなということですかね。 
 
 なるほどね。では、圧倒的に 26グルー

プ中、2 グループがブディさんで、残り

24 グループは、ヤンさんだったというこ

となんですが、どこでもかまいませんけ

ど、理由お願いします。 
 
（会場）まず思ったのは、プロフィシエ

ンシーに対してちゃんとできているかっ

ていうことを、我々も見逃していたとこ

ろがあったかと思うんですが、それにし

ても最後の方は、会話もふつうにしてい

ましたし、成田でお目にかかりましたと

いう、自分が言いたいことも言う。それ

が現実生活として普通なのかなというこ

と。僕としては、彼女と会話がしたいな

と思いました。(一同笑) 
 
 そうですね、これが 1 つのチャートで、

語彙的な物、文法的な物、発音、語用論、

方略、ジェスチャー、聞き取り、活力、

こういうものが出てきますが…やっぱり、

ルーマニアちょうちょが 1 番プロフィシ

エンシーが低くて、中国人のヤンさんが

1 番高いんですね。実際ヤンさんは、今

は日本で日本語を教えていますし、日本

語教育を教えている大学の先生です。 
 一方こっちですね。スーザンとブディ、

どっちが上でどっちが下か、これを聞こ

うと思います。これ、結構大切ですね。

15 秒ぐらい、グループで話し合って決め

てください。 
 
 いいですか、26 グループのうち、スー

ザンのほうがプロフィシエンシーはブデ

ィより上だと思うグループ、手を上げて

ください。あれ？さっきの（ブディを選

んだ）ところはどうなんですか。（一同

笑）さっきブディにずいぶん思い入れが

あったにもかかわらず・・・。 
 では、スーザンのほうがプロフィシエ

ンシーはブディより上だと思う方につい

て聞きます。 
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（会場※非日本語母語話者）あの、どん

な力について考えていますか。話す力で

すか。 
 
 もちろん話す力です。 
 
（会場）それから、断るの力ですか。 
 
 うん、話す力です。 
 
（会場）それで、たぶん、スーザンは恥

ずかしいですから、話す力がありますけ

ど、言葉が出せない。 
 
 いいポイントだと思いますね。本当は

力があるんだけど、この場面では恥ずか

しくて力が出てないというのはあると思

います。でも、やっぱりブティのほうが

上だという意見がほとんどであるという

こと。後程この点について触れますけど、

この辺を考えてみると、語彙がスーザン

はいいんですね。いい語彙持ってるんで

すね。ブディさんのは、ちょっとくだけ

た、所謂、ブロークンというのが出てき

ます。文法も本当はスーザンのほうが、

この後ずっと聞いているといいんです。

ブディの方は文法ちょっと弱いけど、活

力、エネルギー、これがすごいですね。

これでみんな騙されるっていうか、どん

どんと自分で話したがるっていうね。聞

き取りなんかもあるし、ジェスチャーも

どうだろうっていう。スーザンは恥ずか

しがりだから、ジェスチャーもない。と

ころが、ブディの方はジェスチャーもい

っぱいあって、所謂イキイキした面が出

てくるっていう。いい面と、悪い面があ

るもんですから、必ずしもどっちが上、

どっちが低いって言えないでしょうけど、

やっぱりプロフィシエンシー、測るって

ことになってくると、ブディの方が上だ

と思います。 
 
 総合的に見るっていう、これが大切な

ことだと思います。できる、できないっ

ていうのはプラス・マイナスではないっ

ていうことをよく考えて欲しいと思いま

す。頭の大きい人もいれば、足の短い人

もいるし、いろんな人間がいるように、

プロフィシエンシーもいろんな形の人が

あるんだっていう。この、できる・でき

ないは 2交代、binaryではない。これが非

常に大切なんで、この後もこれを頭に入

れてちょっと話を進めていこうと思いま

す。 
 
 次にね、文法っていうところなんです

けど、文法はスーザンは割合いいんだけ

ど、ブディが悪いと。これだけでは判断

できないと考えていただきたいと思いま

す。一方、活力でブディは 2 重丸がつい
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ていますね。聞き取りのところでは、ス

ーザンはうまく聞き取れてないという点

もあると思います。 
 こういうことを言うのは、実は日本語

使用者という、LJ user という考えが、最

近いろいろな所で取り上げられていて、

これは非常に大切な事なんです。日本語

を知ってるっていうこと。文法を知って

るっていうんじゃなくて、それよりも、

もっと user としてっていう意味で。これ

はどんなことかと言いますと、user は、

learner も含みますね。ところが learner は
userを含まないと思います。userっていう

と、ひょっとして勉強して、日本語をで

きるようになった人もいるし、そうじゃ

ない人もいる。勉強したかどうかはあま

り関係がないんです。ところが learner の
場合は、日本語学習者っていうと、いつ

も教室のことばっかり考えてて、どれぐ

らい勉強したの？っていうところに焦点

が行く。それは大切なことなんだけど、

私たちが今プロフィシエンシーを考える

上では、どれだけ勉強したかっていうん

ではなく、どれだけ使えるかっていうこ

とを、見たいと思います。よく 20年も 30
年もやっているのに、まだ学習中ですっ

て言いますよね。謙遜して言う場合もあ

ると思うんですけど、そうじゃなく、や

っぱり使えてたら、それは user でいいと

思うんです。 
 これは、質的、量的な変化を考えるっ

ていうことです。教室内だけの学習では

なくって、もっと外へ出て行って、旅行

とか留学、短期・長期の労働とか定住者

とか、本当にいろんな言葉を使った生活

をするっていうのを目指した学習指導を

我々はやっているわけなんです。日本語

を使ってどういうことをするか、スペイ

ン語を使ってどういうことをするか、そ

れはネイティブスピーカーであろうと、

ノンネイティブスピーカーであろうと、

あんまり問題じゃないんです。要は、言

語を使ってどんなコミュニケーションを

行うかっていうのが大切になってくるん

です。 
 私はこれを、Real life pool activities、プ

ールという言語活動の集まり、言語活動 
のプールというような言い方をするんで 
す。これも実は易しいものから、難しい

ものまであると。非常に大雑把な仮説で

すけど、間違ってはいないと思います。

易しいものだと、挨拶をする、自分の名

前を言う、こんにちは、こんばんは、ブ

エノスディアス(Buenos días)、こんな感じ

ですね。一方、ショッピングするとか、

道の案内をするとか、切符を買うとか、

こういうような活動。少し難しくなって

きます。「ふるさとはどこ？」「グアダ

ラハラです」とか。交通事故にあったり

する、これについて、どうして交通事故

にあったんだとか、それからどうなった

んだとか。あるいは、自分は成績がいい

つもりだったんだけど F をもらっちゃっ

て、これは困った問題だから、議論をし

なきゃだめだって、抗議をするとか。こ

んなような問題が出てきます。もっと日

墨関係について議論をする、日本とメキ



2015 年度メキシコ日本語教師会紀要 

 

27 

シコとの関係について、いい関係なのか、

これからどうなるのか。日本の少子化問

題。これは大きな問題で、老人ばっかり

の社会になるかもしれないから、こうい 
うことについての議論をするとか。もっ

と面白いのは、そういう政治的なことば

かりではなくって、泣いてる子供を説得

するなんていうのも大変だと思いますね。

5 歳、6 歳ぐらいの子供が泣いてて、その

子のレベルに合わせて、言葉を選んで、

説得をするとか。それから、国際交流基

金の弁論大会で賞をもらって、その後で、

何か覚えたことを言うんじゃなくって、

その場ですぐ、スピーチをするとなると、

すごく難しいと思うんです。 
 このように言語活動には、それを達成

する上での、レベルがあって、初級レベ

ル、あるいは初心者レベルですね。それ

から、中級レベル、上級レベル、超級レ

ベル、こういうものがあると。これは構

図を知っていただくと、これからの教育

活動に生かせると思いますので、それを

しようと思います。 
 先ほど、プールでいろんなものがある

と言いましたけど、日本語使用者がどう

いう観点を持つかっていう、どういう言

語活動を行うかっていうのをちょっと見

ようかと思います。日本語使用者の活動

でさまざまなプロフィシエンシーという

ことで、ノンネイティブスピーカー、非

母語話者のバージョンをちょっと考えて

みましょう。例えば、まずカルロスとい

うメキシコ人が成田空港に行きますね。

着きます。しかし、荷物が出てこないと。

それはちょっと困るわけですね。じゃあ

どうしたらいいんだと。やっぱりこれ日

本語を使って、簡単に言えば「出てこな

い」と言わなきゃだめですね。でも、実

際はそれだけでは済まないでしょう。た

とえば、私のホテルね、あんまり英語が

通じないんです。で、机のランプがつか

ないんですよ。昨日ホテルを出るときに

英語で言っておいたんですよ、夜に帰っ

てくるから、それまでに直してください

ねって。でも、帰ったら、何も直ってな

かったんです。で、もう 1 度電話して、

どうなってるんだって言ったら、すぐ誰

かが来るって言うんです。しかし、来な

いんですよ。もう仕方ないですから、今

朝ね、出るときに、そのランプを持って

行って、カウンターの所に置いておいて、

これがダメだから取り替えてくれって伝

えたわけです。レベルが低い話ですね。

スペイン語使えってね。話は戻しますが、

まあ空港で無事に荷物が見つかって、生

活しますね。アパートを見つけます。

『ヤンさんと日本の人々』だと、いいア

パートに入って、いい生活をやりますけ

ど、実際はそうとは限らないですね。隣

人が毎晩うるさいとか、いろんな問題が

出てくるし、自分たちも文句を言われた

りするっていうね。だんだんそんな生活

にも慣れて来て、ある日のぞみで京都に

向かうわけですね。で、隣の女性のスカ

ートにコーヒーをこぼすんです。これ結

構あります。女性とは限らないですけど

ね。男の人だったら怒られて喧嘩になっ

たりするし、女性は女性でまたいろいろ

と大変です。ところが、幸いですね、こ

れをきっかけにその女性と親しくなると。

これも結構あるみたいですが、この辺、

メキシコ人なんか得意でしょう。（一同

笑）親しくなってデートの約束をする。

でも、デートをしたらいいとは限らない

ですね。悪いことや大変なことがおきた

ときはどうなるかっていう。さらには、

付き合い始めて、夢がいっぱいだけど、

病気とか借金とかいろんなことがまたあ
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るとか、こういう生活が待ってますよ！

と。そこで日本語を使って、プロフィシ

エンシーを高めてくださいと、こういう

意味です。 
 これはノンネイティブ、所謂日本語学

習者のバージョンですけど、もう 1 つ考

えなきゃいけない大切なことは、向こう

側である、ネイティブスピーカー、日本

人側のことです。日本語教育って言うの

は何も、日本語学習者、ノンネイティブ

のためだけじゃないですから。むしろ、

両方だと思います。そのバージョンをち

ょっと考えてみましょう。もちろん、オ

ーラルだけじゃなくって、リスニング、

ライティング、リーディングもあります。 
 さっき状況の日本人サイドです。成田

空港に行きますね。カルロスが来日した

とき、荷物が出てこないからカルロスも

外に出てこないわけです。いったいどう

なってるんだと、迎えに来ている人は心

配しますよね。次、アパートをカルロス

が見つけたとしますよね。それはいいん

だけど、カルロスは音楽が好きで、うる

さい。そうしたら隣の日本人は、「ガイ

ジン？」てね。今、日本は外国人が多い

ですからね、いろんな問題が起きてる。

次にのぞみに乗って京都まで。自分がス

カートにコーヒーをこぼされた女性だと

しますよ。コーヒーをこぼされて、ここ

で、「いいえだいじょうぶですよ。あら、

このメキシコ人素敵ね」と、なればいい

なと思うんですけどね。はい、幸いカル

ロスはどうやってかデートの約束ができ

たとしますね。それで、私のことをかわ

いいってカルロスは言ってるつもりなん

でが、私にはこわいに聞こえちゃてった

とか。この辺が日本人でも、すごく耳の

いい人と悪い人がいまるよね。さて、付

き合い始めて、いろんな事がありますけ

ど、外国人との日本語に疲れたり、悩ん

だり、でも楽しいと…まあいろんなこと

があるっていうことを言いたいです。 
 
 振り返りますと、ルーマニアちょうち

ょ、これは、やっぱりプロフィシエンシ

ーは低いですね。能力がないわけじゃな

いと思いますけど、これはただ単に覚え

た歌を歌っているというだけですから、

歌えるからと言って、使える力があると

は言えないですよね。スーザンになって

きたら、彼女はやっぱり、恥ずかしがり

っていうのがあるんで、初級と中級の間

ぐらいじゃないでしょうかね。ブディが

果たして上級かって言ったらこれはいろ

いろ問題があるでしょうね。上級じゃな

いです。中級あたりだと思うんですね。

ヤンさんは、この人は十分議論できます

し、子供をなだめることもできるし、ス

ピーチもできますから、超級という風に

なると思います。屋外プールと言いまし

たけど、言語活動は外だけじゃなくて、

中、屋内でもいろんな活動があるという

ことを言いたい。 
 
 話が外れるかもしれませんが、Duality
っていう学術的なことを考えたいと思う

んですね。今、いろんな所でコミュニケ

－ティブアプローチというのが盛んで、

コミュニカティブアプローチっていうの

は、できるだけ言葉の学習は言葉を教え

ないっていうか、日本語教育なんかでも

日本語を教えない日本語教育っていうも

のがあるんですね。日本語教育の大切な

ことっていうのは、生活力をつけるとか、

所謂異文化理解をするとかで、コミュニ

カティブアプローチっていうのは、でき

るだけ言葉を介さず、それより先にある

コミュニケーション能力を養うべきだと
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いう、ものなんです。「これは何ですか」

とは聞かないようにしよう、みたいなね。

ところが、コミュニカティブアプローチ

を進めれば進めるほど、ある疑問が浮か

んでくるんです。確かに言語からは外れ

るかもしれないけど、ランゲージティー

チングっていうのは、やっぱり何か知ら

ないけど、「これは何ですか」っていう

バカな質問はしないほうがいいけど、そ

れはしなければダメなんだっていう。そ

れが Duality です。Duality っていうのは 2
つあって、1 はコミュニケーションその

ものという考え方、もう 1 つは言葉だけ、

例えば形容詞とか名詞とかいろんなあれ

これを学ぶと、文法しなきゃだめだとい

う考え方ね。コミュニカティブアプロー

チは、コミュニケーションの方をずっと

やっていくんですが、どうしても、やっ

ぱり避けられない、「文法も大切だ」と

いう現実が出てくる。それは仕方がない

かなと思ったりするんですけど。最近は、

コンテントベースだとかいろんなものが

出てますが、ああいうのよく考えてみた

ら、コンテントベースだけで、言語学習

ができるかなと思ったりします。 
 
 プロフィシエンシーは話すだけではな

くって、書くっていうのもあります。面

白いですね。この紙、ちょっと読んでい

きますと、「全部で5万5千ウォンです。

こんばんは？日本のふたり女性と、ひと

りおじょうさんと、ひとりだんじさまと、

韓国の one person turism guideさん、みなさ

んにちようび、ゆうしょくじかんに、わ

たしの(French) France しょくどうおいらし

ゃってありがとうございました。のちほ

どまたおめにかかります。そうじゃ。」

（一同笑）面白いこと言ってる。これも

本物なんです。何か試験をしたわけじゃ

なくって、韓国のソウルでレストランに

入って、出るときにね、そこのウェイタ

ーの人がこれをくれたんですけど、日本

語勉強してたんですね。プロフィシエン

シーはそんなに高くないですね。 
 
 これでプロフィシエンシーがどういう

ものかわかっていただけたと思います。

次に、OPI、Oral Proficiency Interview の話

をします。私、それのトレーナー、テス

ター養成官もやっているんですけど、長

いです 20年。おそらく、こちらにも私が

知っているだけで、何人かいらっしゃる

し、OPI っていうのを見に行かれた方が

いるんじゃないかなって思うんです。プ

ロフィシエンシーを測る、伸ばすってい

う、それを示すのに、OPI っていうのは

非常にいいデータを見せてくれます。

OPI の根本には、測定と評価っていうの

がつきまとうんですけど、どう測り、ど

う評価するかっていう、ある方法を教え

てくれます。ただし、1 番ベースはプロ

フィシエンシーですから、何ができるか

っていうことなんですね。何回も言って

いますように、現実生活における、これ

ですね。ちょっと聞いてください。 
 
 
（男 3）ここに XXX 
（鎌田）ここにはね、昨日来て 
（男 3）あ、昨日、あした帰る？ 
（鎌田）えーと、土曜日 
（男 3）土曜日 
（鎌田）どこか行きたい 
（男 3）わたし休み 
（鎌田）休み、何をしてるんですか？ 
（男 3）あなたは、こちら何回ですか。 
（鎌田）初めて、 
（男 3）初めて。暑いね 
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（鎌田）暑い 
（男 3）XXXね。福島、ふくしま 
（鎌田）福島、大変ね。お名前なに？ 
（男 3）わたしは、よんさん 
（鎌田）よん 
（男 3）日本語… 
 ベトナムにバイクタクシーっていうの

がありまして、こういう風に乗れ乗れっ

ていうんですよね。この人は日本語がで

きるかっていうと、スーザンと逆で、こ

っちの言うこと一切聞いてない・（一同

笑）これはやっぱり、能力は低いですね。 
 
 次は先ほど見せた教室場面で、上級レ

ベルの授業だったんですけど、これが

OPI です。今からここへ入っていきます

が、繰り返しますけど、プロフィシエン

シー、つまり「できる」っていうのは現

実生活において、どういうことが、どれ

ほど、深いプールまで行けるかっていう

ことなんです。さっきのバイクタクシー

は初級までしか行けないです。それより

上には行けない。ボビーさんっていう人

が今からビデオに出てきますけど、割合

いいところまで行きます。 
 ここで見せていくのは、プロフィシエ

ンシーの測り方です。OPI っていう面接

型のテストなんですけど、それを選んで

いる理由っていうのを紹介しようと思っ

て作りました。これは、さっきのスーザ

ンの例でも当然わかりますが、一部しか

わからないんです。今まで見てきたもの

で測れることっていうのは、瞬間的なそ

の場面はいけるだろうということ。この

人ただ単に元気がいいだけ、あるいはお

金を儲けようとしている、ただそれだけ

で、本当の力はわからないんじゃないか

と思いますね。本当の力はさっきのもの

では測れないことなんですね。評価はど

うしたらいいんだろうかという、実用性

はどうか、評価というと、この人もうち

ょっと勉強しなきゃダメなんじゃないか、

学習っていうのが必要になってきます。 
 一方、教室の中で見るものって言った

らどうでしょう。ちゃんと勉強して覚え

てきたか、漢字が書けるかってそういう

ことはよくわかるだろうけど、測れない

ことっていうのは何だろうかと。本当に、

漢字を覚えたこと、語彙を覚えたことが

使えるかっていうのがわからないんです

よ。ですから、それをうまくやらなきゃ

ダメになってきます。 
 インタビューを今からやります。これ

にも良い点と悪い点がありますが、割合、

インタビューっていうのは、落ち着いて

やるから、恥ずかしそうだったら、恥ず

かしくないように持っていきますし、い

ろんな話題を当たることができるという

利点があります。ただ、インタビューで

は、実際にバイクの運ちゃんになった場

合、どうやって日本語を使ってやってい

けるかっていう、こういうのがわからな

い面っていうのは確かにあるんじゃない

かなと思いますね。それをどうやって補

うかって言うと、ロールプレイをやりま

す。 
 この OPI っていうのは、先ほども言い

ましたように Oral Proficiency Interviewと言

いまして、アメリカで開発されたもので、

レベルとしては、初級レベル、中級レベ

ル、上級レベル、Superior超級レベルって

のがあります。これは、1、2、3、4、更

にDistinguishっていうのがあって5段階で

す。一番使われているのは、Superior, 
Advance, Intermediate, Novice この 4 つの段

階で、Distinguishっていうのは、あんまり

使われてないですね。CEFR の場合だと、
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A1、A2、B1、B2、C1、C2 とこんな言い

方をしますけど、基本的には同じような

ことを考えていますね。やっぱりC2とい

う一番上のところは、Distiguish, Advanced 
High そんなものと同じようなんですね。

JLPT の場合はよくご存じだと思います。

JLPTの良い面ていうのは、こう 
いう、レベル設定とか、基軸がしっかり

としている点ですね。いかんせん会話に

ついてはうまくいってなくって、実際そ

の点の評価はないわけなんですね。会話

能力を測る JLPTっていうのは、なくって、

これは何とかしなきゃダメなので、私含

めていろんな人が今やっている所です。

それが JOPT というものです。Japanese 
Oral Proficiency Testで、インタビューじゃ

ないです。OPI っていうのは、形成的評

価に適した会話能力、形成的評価ってい

うのはちょっと難しい言葉ですけど、教

育、育成に非常に適しているものです。

ここでは自然な会話を志向します。です

からできるだけ落ち着かせて、緊張させ

ないで、言いたいことを言わせるという

ことをやっていきます。自然な質問も、

これは何ですかっていうわかりきったこ

とは聞かない。これがとても大切なとこ

ろで、かといってさっきの Duality がない

かって言ったら、やっぱりあります。能

力の上限と下限がはっきりわかる発話を

採取する。これが大切で、これも相撲と

よく似てるんですけど、これ以上やれば

土俵から出て行ってしまうというね。つ

まり、それ以上の能力はないっていうよ

うなことを、上限。下限というのはこれ

より下には下がらないって言うところ。

こういう物を見極めます。被験者に基軸

を置いた話題展開、これがとても大切な

んですね。ネウストプニーさんが言って

いるのと同じことです。被験者、日本語

学習者をベースにして、それをベースに

した話題を当たっていく。ですから、関

係のないような話題はもちろんやらない

わけじゃない、レベルによって違います

けど。つまり学習者主体っていことなん

です。それから縦横への広がり志向って

いう。横っていうのは、いろんな話題、

いろんな領域に当たっていく。縦ってい

うのは、より難しい問題へもっていくと

いう、それが OPI のいい所なんですね。

ですから日本語の学習についても、１つ

のことしか話せないんではなくって、い

ろんな事が話せる。で、そのレベルだけ

に留まらないで、難しい事が話せる、こ

れとつながっています。最長 30分です。 
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 導入部、ウォームアップ、レベルチェ

ック、これがフロアー、ここが 2 階だと

すると、1階がありますね。上に 3階があ

る。ここが 2 階だという理由は何ですか。

上が 3 階で下が 1 階だからですよね。同

じように、もし私がスペイン語の中級だ

とすれば、なぜ中級なのかっていうと、

Advance じゃないし、Beginning でもない

からです。これと同じ考え方で、プロフ

ィシエンシーも同じことを言います。プ

ロフィシエンシーで Advance っていうな

らば、どうして Advance なのって聞くと、

Superiorでもないし、Intermediateでもない、

つまり上限は Superior、下限は Intermediate
だから、Advance なんだと。こういう考

え方でやっていくんですね。これがフロ

アーのチェックです。突き上げて、天井

を見ていく、この間にあなたの力はあり

ますよっていう。で、ロールプレイを行

うわけです。これはインタビューではわ

からない現実場面を見ようっていうもの

です。ここで締めくくりとなります。相

撲の場合も、横綱になるとどんな力士が

来ても十分やっていけると思います。あ

っちへやったり、こっちへやったり、近

くへ来て、お前は、関取だとか、お前は

大関だとか、横綱になったら負けられな

いから横綱で負けたら引退しちゃうとか

大関だと 2 場所連続で負けると下に落ち

ちゃうとかです。こういうのとちょっと

似てますから、見てほしいと思います。 
 
 じゃあまず OPI を聞いてもらおうと思

います。ちなみに OPI を聞いた事がある

って言う方手を上げてください。OPI に
ついて聞いた事があるっていう人。まあ

まあですね。ではちょっと、説明しなが

ら見ていこうと思います。 

 
 
（男 4）初めまして。 
（鎌田）私は鎌田です。お名前なんです

か。 
（男 4）ボビーです。 
（鎌田）ボビーさんですね。 
（男 4）はい。 
（鎌田）ボビーさんはどちらから来られ

ましたか。 
（男 4）イランからです。 
（鎌田）あ、イランからですか。なるほ

どね。いつ来られましたか。 
（男 4）去年の 4月。 
（鎌田）去年の 4月、そうすると、今何

か月ですか。 
（男 4）今、14か月です。 
（鎌田）14か月ですね。しばらくもう日

本にいるわけですね。 
（男 4）そうです。 
（鎌田）日本はいかがですか。 
（男 4）そうです、楽しいです。 
（鎌田）楽しい。 
（男 4）今頃はちょっと忙しいです。 
（鎌田）あ、忙しいですか。 
（男 4）大学でいつも朝から晩まで実験

しています。 
（鎌田）あ、そうですか。じゃあ大学へ

行っているんですね。 
（男 4）そうです。 
（鎌田）大学はどちらですか。 
（男 4）阪大。 
（鎌田）ああ、そうですか、えーと、何

を勉強されてますか。 
（男 4）化学。 
（鎌田）化学、化学ですか。 
（男 4）そうです。 
（鎌田）化学っていうと、どういう化学

ですか。 
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（男 4）あの、ケミストリー。 
（鎌田）ケミストリーの方ね。 
（男 4）ひかり化学。 
（鎌田）ひかり化学。 
（男 4）そうです。 
（鎌田）ずいぶん難しい勉強してるんで

すね。 
（男 4）そうですね。 
（鎌田）で、勉強は楽しいですか。 
（男 4）楽しいです。あのーいろいろな

ことを習います。新しいことを習いま

す。 
（鎌田）で、お宅はどの辺ですか。 
（男 4）あの、この近くです。 
（鎌田）この近く。 
（男 4）そうです。 
（鎌田）何分ぐらいですか。 
（男 4）10分ぐらいです。 
（鎌田）10分ぐらい。 
 
 
 というところです。今わずか、2 分ぐ

らいのものなんですけど、これで先ほど

のプールありますよね。どこにいると思

いますか。プールの、真ん中あたり、あ

るいはもっと左の方、深いところにいる

か、どんなとこだろう。 1 番右っかわの

浅い浅い所じゃないですね。もうちょっ

といいところに行ってる。これで結構わ

かるんですね。 
 じゃあ続けていきますね。 
 
 
（鎌田）もう慣れましたね。 
（男 4）そうですね。 
（鎌田）食べ物はどうですか。 
（男 4）あのー、最初は何でも食べまし

た。でも今はちょっと熱い物、熱い食べ

物、食べられない。 
（鎌田）熱いもの。 
（男 4）はい、歯がちょっと痛くなりま

した。 
（鎌田）歯をどうしたんですか。 
（男 4）わからない、まだ、歯医者、行

かなかった。わからない、まだわからな

い。 
（鎌田）あ、でも痛くなって、眠れます

か。 
（男 4）はい、大丈夫ですけど食べると

きちょっと痛くなる。 
（鎌田）熱いものっていうのは、どんな

物、例えば。 
（男 4）うどん。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
言語活動のプール

（波つき） 
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（鎌田）あ、うどん。 
（男 4）味噌汁、熱い味噌汁。全然ダメ

です。 
（鎌田）お風呂はどうですか。 
（男 4）だいじょうぶです。お風呂は 
（鎌田）お風呂は入りたいですね。 
（男 4）そうですね。関係ないです。 
（鎌田）日本の食べ物はどうですか、お

いしいですか。 
（男 4）あの、私はちょっとにおい魚は

嫌いです。 
（鎌田）はあ？ 
（男 4）におい魚です、魚です。におい

がします。あの、ちょっと食べられな

い。 
（鎌田）あ、そうですか、におい魚、古

い魚ですか。 
（男 4）古いではなくて、フライ魚は食

べます。でも、においがあったらダメ 
（鎌田）あ、においがあったら。という

ことはフライ 
（男 4）フライはにおいがない。 
（鎌田）あ、じゃあそうするとお寿司は

ダメですか。 
（男 4）ダメです。 
（鎌田）あ、残念ですね。 
 
 
 上限、下限、フロアーこれがいったい

どの辺にあるのかっていうのが大分わか

ってきましたね。一番最初の挨拶の所は

すごくスムーズにいってて、この人すご

いなと。発音もいいしね。でも、だんだ

んと何か、におい魚とかね、フライ魚と

かね、言い始めてるから。でも、これは

後で振り返りますけど、非常に面白いデ

ータなんです。彼にしてみたら、日本語

が間違っているとは全然思ってないと思

うんです。 

 もう 1 つちょっと聞いていただきます。

次は、もっと細かく見ていくことをやっ

てます。上と下でこう狭めていくってい

うね。スクリプトはある部分しかやって

おりませんので、よく聞いてください。 
 
 
（鎌田）じゃあ日本の食べ物で一番好き

な物は何ですか。 
（男 4）あのー、お好み焼きです。 
（鎌田）お好み焼き、どうしてですか。 
（男 4）おいしいですから。 
（鎌田）イランにもそのような食べ物が

ありますか。 
（男 4）あります。 
（鎌田）なんていう食べ物ですか。 
（男 4）あの、ククです。 
（鎌田）え？ 
（男 4）クク。 
（鎌田）クク、ちょっと説明してみてく

ださい。私、イラン行ったことがない。 
（男 4）ポテト、水に入れて、水をちょ

っと火の上に置いて、シェル、ポテトの

シェロはずして。 
（鎌田）え、何のシェル？ 
（男 4）あの、日本語でわからない。そ

して、バーンして、 
（鎌田）バーン？ 
（男 4）そうして、あの、卵も入れて、

かくはんして、 
（鎌田）なるほどね、かくはんするんで

すね。 
（男 4）そうして、お好み焼き、おんな

じ方法で作ってます。 
（鎌田）なるほどね、ククって？ 
（男 4）はい、クク。 
（鎌田）ククね。 
（男 4）いろいろなのがあります。ポテ

トの 
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 だんだんとブレイクダウンっていうん

ですけど、挫折点、できないことがわか

ってきましたね。できることと、できな

いことを見つけるために、いろんなこと

見ていくんですね。できないことってい

うのは難しいですね。混ぜるっていう簡

単な言葉なんですけど、それとか皮をむ

くとかね。こういうのがわかんないから、

何か、シェルとか言ったりしてますね。 
 じゃ、次に行きます。だんだんと力が

わかってきました。 
 
 
（鎌田）また、日本の生活の話ですけど

ね。 
（男 4）はい。 
（鎌田）1年以上いると、楽しいことも

悲しいこともあるでしょ。 
（男 4）そうです。 
（鎌田）一番、ちょっと大変だなって思

ったのは。 
（男 4）ありました。私のいえと、大家

さんのいえと、隣です。ちょっと問題が

ありました。 
（鎌田）どんな問題ですか。 
（男 4）夜 10時あとは、お客さんダメで

す、大家さんは言いました。でも友達は

10時半に私の家へ来ました。ちょっと、

あの問題がありました。ちょっと話した

くないです。 
（鎌田）でも、その問題は解決すること

ができましたか。 
（男 4）はい、そうです。 
（鎌田）どういうふうにしました？ 
（男 4）友達、その 10時前に来る、頼み

ました。 
（鎌田）あ、じゃあ、友達に言ったんで

すね。 
（男 4）はい。 

（鎌田）大家さんはそれからどうです

か。 
（男 4）うーん、もう問題ない。 
（鎌田）大丈夫。 
（男 4）うん。 
（鎌田）よかったですね。 
（男 4）はい。 
（鎌田）じゃあ 1年以上いてね、一番楽

しかった思い出 
（男 4）6か月の間、日本語の勉強をこの

大学で 
（鎌田）あ、ここでしたんですか。 
（男 4）6か月。 
 
 
 本当はもう少し続きますけど、ここま

でのデータを見たら、十分この人の天井

が見えてるんですね。これより上に行か

ないっていう。言語活動のプールで、ど

の辺かっていうと、超級の方には絶対行

かないし、初級の低い所じゃないし、ど

うやら、中級、上級、この辺のいいとこ

ろに行ってるなと。印象はすごくいいで

す。この人どうでしょうね。上級だと思

われる方は？どうですか？いないですか。

案外厳しいですね。中級？中級の下？中

級の真ん中？中級の上？だいたい、3 分

の 2 ぐらいの方は中級の上の方を選ばれ

るんです。 
 
 では、この人はいったい、インタビュ

ーじゃないところではどうかっていうと

ころをちょっと見てみましょう。それは

ロールプレイになります。 
 
 
（鎌田）そうしたらね、今からちょっと

ロールプレイをしますけど、その前に、

私に聞きたい事 1分ぐらい、なんでもい
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いです。私がたくさん、今、聞いたか

ら、ボビーさんにね、質問してもらって

もかまいません。 
（男 4）えー 
（鎌田）何にもないですか、じゃ大丈

夫？ 
（男 4）ええ 
（鎌田）そうしたらね、このロールプレ

イをしますので、一度みなさんに聞こえ

るように大きな声で英語で読んでくださ

い。 
（男 4）(英語でロールプレイを読む) 
（鎌田）いいですか、私じゃあ警察で

す。 
（男 4）ああ、こわいです。電話しまし

ょう。もしもし 
（鎌田）あ、もしもし。みの警察ですが 
（男 4）あの、すいません。あの、どろ

ぼうさんが来ました。 
（鎌田）どんなどろぼうさんですか。ち

ょっと説明してください。 
（男 4）あの、ちょっとわからない、あ

のパスポート持って行きました。お金

も、何万円ぐらい持って行きました。 
（鎌田）ああ、そうですか。で、今、あ

なたはどこなんですか。 
（男 4）今、あの大学から電話をしま

す。 
（鎌田）どこの大学ですか。 
（男 4）阪大です。 
（鎌田）あ、阪大でね、あ、そうです

か、そうすると、あなたの部屋に泥棒が

入りましたか。 
（男 4）そうです。 
（鎌田）ちょっと、どういう状態か言っ

てください。 

（男 4）あの、昨日、私は琵琶湖へ行き

ました。そして、その間泥棒来ました。 
（鎌田）そして？ 
（男 4）あのー、開いて、物を持って行

きました。 
（鎌田）あ、そうですか、で財布と他の

物は？ 
（男 4）はい、財布とか、パスポートと

か。 
（鎌田）あ、パスポートですか、他はど

うですか。窓なんかはどうですか？ 
（男 4）まだ、どんなふうに入ったか

は、まだわからない。そして、まだ失っ

た物、よく知らない。 
（鎌田）じゃあ、ないのは？ 
（男 4）今までは、何万円ぐらい、そし

てパスポートとか、あの、他にも、あ、

あ、ビデオもいないっ。 
（鎌田）ビデオも、ああ、そうですか。

じゃあ、とにかく、行きますけど、あな

たは大丈夫ですか。体は大丈夫ですか。 
（男 4）ちょっと、こわいです。今。 
（鎌田）今、1人ですか。 
（男 4）あの、そうです。 
（鎌田）どうやって行きましょう？阪大

のどこですか？ 
（男 4）阪大の豊中市です。 
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（鎌田）豊中のどこですか。 
（男 4）理学部の、大野研、大野先生の

研究室です。 
（鎌田）大野先生の、電話番号は。 
（男 4）06‐850‐5777 
（鎌田）なるほどね、じゃあ、今から行

って調べますけど、今、そこはそのまん

まにしておいてくださいね。 
（男 4）はい、どうも、ありがとう。 
（鎌田）はい。 
（男 4）こわかったね～。 
（鎌田）泥棒入られたこと、あります

か。 
（男 4）はい、あの、新しい学生、研究

室で、新しい日本人の学生、来ました。

先月、泥棒が、あの人のアパートに入り

ました。 
（鎌田）あ、そうですか。 
（男 4）あ、ほんとに、じゃ、あったん

ですね。 
 
 
 というわけで、ここまでやってみて。

能力はどうかっていうことを考えると、

プールの中で、彼はやっぱり、こんな初

心者レベルじゃない。Novice っていうの

はちなみに、初級っていうよりも、初心

者っていう言い方の方がいいと思います

ね。彼は日本語使用において、初心者っ

ていう初心者じゃないです。挨拶とか、

名前を言ったり、時間とか、そんなのは

へっちゃらですね。彼、どうだろう。買

い物、道案内、ホテルの約束、この辺も

結構できるんじゃないかな。じゃあ、上

級のところで、故郷の紹介、交通事故の

報告、隣人への苦情、泥棒、これ泥棒に

入られて、その状況を詳しく述べると、

これあぶないですね。ここで挫折があり

ました。この辺は考えない方がいいんじ

ゃないかな。環境問題、政治経済、なん

とかかんとかで、頭はいいから、自分の

イランの言葉だとできるでしょうけど、

どうも日本語では無理みたいです。だと

すると、どうやら、彼はこの辺にいるん

じゃないかなと思いますね。一番いいの

は中級の中と言っておけば一番無難かも

しれないけど。結構、上級的な能力も持

っていると思います。 

言語活動の骨組み 
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 そもそもプロフィシエンシーをどうい

うふうに測るんだと、規定は何だという

ことを、考えたいと思います。あのよう

にプールで表しているっていうことは、

私たちの生活では、機能、タスクを果た

すために、文法とか、言葉を使うわけで

す。タスクというのは、泥棒に入られた

ことについて説明しろとか、日本に来て

困ったことはなかったかとか、それにつ

いて説明しろとか、そういったものです

ね。でも、タスクっていうのは、必ず場

面が必要なんです。勝手にタスクはない。

泥棒に入られたって、どこの泥棒なのか、

学校なのか、自分の部屋なのか、オフィ

スなのかって。だから、必ず場面が必要

なんですね。もちろん、何がとられたか、

どういうものかっていう内容もなければ

困ります。場面と内容、この 2 つってい

うのは非常に大切ですね。機能、タスク、

場面、内容、これがなかったら、言語活

動っていうのはあり得ない。これがなく

って成り立つものは多分、正確さ、つま

り文法っていうことですけど、文法って

いうのは、きわめて抽象的なもので、教

科書にしかひょっとしてないかもしれな

いんです。文法だけで独り立ちしてるっ

てことは、ありえないんですね。文法っ

ていうのは、必ずある意味付属品のよう

にやっていきます。それから、最後テキ

ストタイプという。これは出来上がりで

すね。たとえば、昨日、私と黒崎先生と、

ここでお昼食べたんです。彼はかつ丼を

食べました。注文して、最後に出来上が

ったかつ丼が出てきたわけですが、やっ

ぱりちょっと私が日本で食べるかつ丼と

は、表面的に違います。ペチャンとなっ

てて、もっとふっくらとしている方が、

かつ丼らしいなと思ったんですけど、言

語活動も同じです。我々は表面的なもの

をまず見ると思うんですけど、中身は結

構おいしかったということで、いいんで

す。深い所はね、それが一番大切ですけ

ど、我々の言語活動もそういうふうに、

総合的に見るということを、していただ

きたいなと思います。 
 ちょっと言い忘れましたけど、難しさ

っていうのには、タスクにも難しいもの

と易しいものがある、つまり活動ですね。

その設定の仕方は、なじみやすい、いつ

もいつもやってる活動のタスクは易しい

し、頻度が低く、複雑なものは難しい。

こういう考え方は非常に簡単ですね。場

面も、いつもいつも触れている、よく知

っているインフォーマルな場面は、簡単

に処理できる。ところが、偉い人たちが

来て距離ができちゃうと、処理がしにく

くなる。そういう場面は難しい。複雑な

場面とかね、正確さっていうの、これは

聞き手にとっての負担度という言い方を

しますけど、聞いて問題なく通じる発音

のよさとかを含めた文法能力が高ければ

高いほど、聞いている方にはすごい負担

が来て、何をしゃべっているのかわから

なくなるんです。 
 一番最後のかつ丼の出来上がりじゃな

いですけど、語のレベル、文のレベル、

段落のレベルっていうもの、こういうの

を出来上がりと考えます。これを表にし

たのが、この通りになります。 
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難易度の設定ということで、機能、タス

ク、複雑なものであればあるほど、レベ

ルは高くなる。ストレートなものであれ

ばあるほど、易しい。正確さは聞き手に

対して、負担が大きければ大きいほど低

い。負担が少なければ少ないほど、レベ

ルは高くなる。「まあ花も咲いている」

とか、副段落、こういうものはレベルが

高い。一方、単語だけなんていうのは、

レベルが低いという、こういうふうに考

えていきます。 
 場面、内容、機能、タスク、これが一

番、言語学習者にとって大切なことであ

り、さらに詳しく言えば、正確さという

文法、語彙、発音、社会言語的能力、こ

れは敬語の問題があります。それから、

語用論的ストラテジー、相づちなんかの

問題もです。さらに、流暢さ、fluency っ

ていうものも出てきます。これを見て、

ボビーさんの日本語の会話能力はどうだ

ろうと、考えてみると、どうやら、挨拶

程度は大丈夫だけど、記述力がどうも問

題だ。場面、内容、ありふれた場面は大

丈夫だけど、ありふれた話題でも、抽象 

 
的な話題になったら、難しい。正確さは

どうか。結構いい。特に発音なんかは非

常に聞きやすい。でも、文法的には「に

おい魚」みたいなのがでてきちゃう。テ

キストタイプは彼の場合は、割合悪くは

ないですけど、大家さんの所でありまし

たよね。「大家さん言った、7 時ダメ」

のような。言ってることはわかるんだけ

ど、ちょっと質が悪いっていう。総合的

能力の判断として、初心者レベルか、中

級、上級レベルかって、こういうことを

考えると、チャートを作っていけば、で

きるわけです。これもやろうかと思いま

すけど、時間がありませんので、後程見

ておいてください。ちょっと順番を間違

えちゃって、ほんとはこれが一番最初に

きます。総合的タスクか場面内容、それ

から文法的なもの、最後にテキストって

いう、このように書いてしまいましたけ

ど。 
 
 じゃあ、これがどうなんだと。次の育

成っていう、形成的評価っていうふうに

言いましたけど、これどう考えたらいい
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んだっていうことなんですけど、まず、

この人の上限を見るわけです。これ以上、

あたっても仕方がないって言う、あんま

りいじめないほうがいいですね。それか

ら、恥ずかしがって間違えたのか、ある

いは元々間違っているか、エラーとミス

テイクっていうのは違います。エラーっ

ていうものはやっぱりわかってない。ミ

ステイクは言い間違いみたいなものです

ね。だからそれをよく判断して、緊張し

ているためにね、間違えたものを追求し

すぎても、よくないと思うんですね。そ

うじゃなくて、わかってなくて間違えた

ら、所謂エラーなんかになると、これは

きちっと説明しなきゃダメだと思います。 
 それから、大事なのは助け舟を出さな

いっていうことですね。におい魚とか、

このシェルシェルっていうふうにね。私

たち教師って言うのはすぐに助けちゃう

んですね。教師は女性が多いですし、母

性本能を発揮して、いじめたくない、す

ぐ答えを出しちゃうんだけど、そうじゃ

ない。待つ。待って、おぼれそうになる

ときに助ける。おぼれさすことはないけ

ど、待つっていうことね。自力で這い上

がらせる方法を、提供すると。微調整っ

ていうのが大切ですね。この辺は教室で

十分できると思います。これは習ってい

るけど、これは習ってない、じゃあ習っ

たことで説明する。日本語会話力の育成

は、より充実した言語活動を達成させる

ことです。 
 それから広がり、厚みのある言語活動、

どこで何をしていると、家庭生活、友人

関係はどうと、教室に縛られないで、現

実の生活を考えていく。つまり横の広が

りですね。深まり、高まりのある、楽し

いこと、苦しいこと、楽なこと、難しい

こと、縦、難しい抽象的な話をさせる、

っていうことが 1 つのポイントになりま

す。それから、実際に遭遇する、遭遇す

べき場面を前提に学習する。これが生き

た素材っていう、実際に遭遇するってい

うのが大切ですね。日本に行かなきゃ遭

遇しないなんて、それは嘘です。日本に

行っても遭遇しないこといっぱいありま

すから。日本語を聞いているようで、実

は何も聞いていないっていうのがいっぱ

いありますからね。サウンドオブサイレ

ンスっていう有名な歌がありますけど、

あれですね。聞いているようで何も聞い

ていない。日本語、耳に入ってきても全

然、なんにも聞いてない。一方、そうじ

ゃなくって海外だろうと国内だろうと、

いっぱい聞けるものはありますから、遭

遇するものは十分考えられます。 
 生きた教育を展開していただきたいと

思います。生きた場面、素材、授業の提

供。これは接触場面、ネイティブとノン

ネイティブの接触する場面だと、これは

横振り、横に振る。いろんな話題を振る。

同じレベルのところであたっていって、

そのレベルを確保するっていうのかな、

中級だったら、中級能力をしっかりおさ

える。縦振り、スパイラルって言います

けど、いろんな話題にあたるから、こう

いう上に持っていく、縦振りで簡単な話

題から、難しい話題へ、突き上げていく

っていうね。縦振り、これを繰り返して

いくことが必要です。初級はこんなんで

すよね。中級でこうなりますよね。上級

でこうで、超級になるとこんなもんです。

すごいでしょ。これはこういうふうに、

マリアッチの感じで頑張っていけばいい

んじゃないかと思います。 
 まとめとしては、できるっていうのは、

できないっていう 2交代、binaryじゃなく

て、できることもあれば、できないこと
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もあって、いろんな形があるっていうこ

とですね。それから現実生活における場

面、言語活動遂行力の程度。これがプロ

フィシエンシーだと。測定と評価、面接

を考えたときに、OPI っていうのはいい

方法ですけれど、これだけじゃないです。

言語活動っていうのは、タスクとか機能、

これがベースになって、そこに場面、内

容っていうのが加わり、さらに、正確さ、

形というのが加わっていく。育成ってい

うのは、今のレベルよりもちょっと高め

のものを見ていく。微調整をして今のレ

ベルを iとするとそれよりも 1高いものを

与えるんです。ZPD っていうんですけど、

このscaffoldingっていうのは、足場をちょ

っと助けてあげるということ。あとは自

力で上に上がらせるっていう、こんな意

味合いのものです。接触場面がプロフィ

シエンシーの泉というふうに考えられま

す。以上です。 
（拍手） 
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シンポジウム点景① 
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※各発表要旨翻訳 
斎藤 雅弘 

          Lorena Cavazos 
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Prueba de clases con lectura extensiva iniciando en nivel básico, desde el punto 
de vista de la motivación 

Etsuko OKAYASU 
 
Palabras clave: La diversión de poder leer como motivación en una clase con lectura extensiva. 
 
Aunque en la actualidad hay más de 300 estudiantes de japonés en la universidad, también hay 
muchos estudiantes que abandonaron el aprendizaje del japonés en el camino. Algunas causas están 
relacionadas al trabajo o por la presión de otras clases. Sin embargo, nos encontramos con que 
también hay estudiantes que dejan de estudiar por falta de motivación. Por esta razón se decidió 
adentrar a los estudiantes a un ambiente que al que de manera regular no tienen acceso e introducir un 
número amplio de lecturas a la clase. 
 
Entre los participantes se encontraban alumnos que habían finalizado 25 lecciones del libro “Minna 
no nihongo” (1er semestre con una duración de 4 meses) y hasta el momento han estudiado de la 
lección 26 a la 33. Con una clase de cinco frecuencias semanales, cada miércoles por una hora se 
dedicaron a una lectura extensa. El material utilizado fue「にほんごよむよむ文庫(Nihongo 
yomuyomu bunko)」. Las reglas eran las siguientes:  
 
    1. Empezar con algo sencillo. 
    2. No usar el diccionario durante la lectura. 
    3. Saltarse las partes que no entienda. 
    4. Si no continúa, dejar el libro y seguir con otro de los libros alineados en la mesa, de manera que 

cada estudiante avanza a su paso. Después se llenaron un registro de lectura sencillo que se 
preparó previamente. 

 
La clave para el aprendizaje está en la motivación, está ahí como una herramienta y esta ocasión le 
dio valor al aprendizaje, y mostró los logros al cumplir los objetivos. “Estoy feliz de leer en japonés” 
de la misma manera con la finalidad de que el input (lectura) se convirtiera en output (escritura) se 
creó un grupo de lectura facebook donde los alumnos podían comentar libremente después de haber 
realizado las lecturas. Al término del semestre se realizó una encuesta para preguntar sobre los 
resultados de la “Diversión de leer en japonés” 
 
Los resultados muestran que la tasa de participación fue alta, de entre 12 no se presentó ninguna 
deserción de participantes por lo que todos completaron el curso. Los participantes comentaron que 
había sido divertido y que les gustaría continuar en el futuro además que sintieron que fue un apoyo 
para el aprendizaje de japonés, entre otros puntos positivos. 
En conclusión, pensamos que la introducción de lecturas en el curso sirvió como un apoyo para 
mantener a los alumnos motivados. 
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初級からの多読授業の試み 

―モティべーション維持・向上の観点から― 
 

岡安 江津子（アグアスカリエンテス自治大学） 
 
要旨 
 日本語学習への意欲継続と共に、自分から学ぶ能動的な学生の育成、日本語が自然

に入ってこない環境の中でインプットを増やすことを主目的として、レベル別日本語

多読ライブラリー「にほんごよむよむ文庫」を教材に、初級後半の学生を対象に多読

を授業に導入した。 
 モティベーションの 3 要素：達成的価値（目標やタスクの習得および達成に価値を

見出す）内発的価値（タスクを行うこと自体に価値を見出す）道具的価値（他の重要

な目標を達成するためにこのタスクが役立つ）から多読の効果を確認するため、学期

終了後アンケ－トを実施した。 
 多読授業への参加率は高く、みな集中して本を読んでいた。多読関連活動も実施し

たが、通常の授業中には消極的な学生も楽しそうに参加していた。アンケート結果も

多読は楽しかった、今後も続けたい、日本語学習に役立ったというポジティブなもの

が多かった。実際、学生全員が講座を修了し、次のレベルを継続受講した。結論とし

て、多読はモティベーション維持、ひいては向上に役立つと考える。 
 
キーワード 初級多読授業、モティべーション、わかる・できる楽しさ、 
 
１． はじめに  
 アグアスカリエンテス自治大学では、同地域での日本語学習への需要に応え、5 年

前に日本語コースを開講した。毎年学習者数は増加し、現在他大学の学生および社会

人を含めて約 400 名の学生が日本語を学んでいる。しかし、初級前半の学生が 80％近

くを占め、初級後半の学生は 15％、初中級・中級の学生はわずか 5％である。つまり、

日本語学習を始める学生は多いが、中級まで進む学生は少ない。この現状を踏まえて、

学習意欲継続のための試みとして、授業に多読を取り入れ、モティべーションの維

持・向上への効果を確認した。 
 動機付けを高める方略としての多読活動についての先行研究として、二宮 （2013）
および二宮 ・川上 （2012）があり、特に、二宮 （2013）では初級学習者に焦点を当て

てその有効性を検証している。今回、モティべーションの観点から多読を捉えるにあ

たり、これらの先行研究に示唆されるところが多かった。 
  
2. 多読授業実践の背景 
 2.1. 日本語教育における多読 
 NPO法人日本語多読研究会 1) は、外国語を身に付けたい人のために、外国語の本を

やさしいものから楽しみながらどんどん読む「多読」を提唱している。日本語学習に
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おいても、日本語版 graded readersであるレベル別日本語多読ライブラリー「にほん

ご よむよむ文庫」を監修・作成すると共に、多読向けの一般書を紹介している。各

自が自分のレベルに合った本を自分のペースで楽しく読むことこそが、学習者の読解

力、ひいては日本語の能力を伸ばすことになるとし、国内外の実践報告によってそれ

を裏付けている。そこで描かれるのは、教師に教材を与えられて知識の伝達を待つ受

動的な学習者ではなく、自ら読みたい本を選んで能動的・自立／自律的に学ぼうとす

る学習者である（粟野ほか 2012）。 
  
 2.2. モティべーションの捉え方 2) 

 日本語の学習意欲の継続・向上を考えるにあたり、そのカギとなるモティべーショ

ンを多読の文脈から以下のように理解する。 
 まず、目標やタスクの習得および達成に価値を見出す「達成的価値」は、多読を行

なう中で「日本語が読めた！」「日本語が理解できた！」と感じることと理解する。

次に、タスクを行うこと自体に価値を見出す「内発的価値」は、多読授業で「日本語

を読むのが楽しい！」と感じることの中で得られる。最後に、他の重要な目標を達成

するためにタスクが役立つかどうかを重視する「道具的価値」は、多読により「日本

語の本をたくさん読むのは日本語の学習に役立つ」と学習者が考えることである。 
 
3. 多読実践の概要 
 3.1 多読授業対象者および授業の進め方 
 多読授業の対象者は、アグアスカリエンテス自治大学で日本語 4を履修している初

級後半の 12名で、実施期間は 2015年の後期セメスター（8月から 12月までの 16週
間）である。学生は「みんなの日本語初級 I」を修了し、「みんなの日本語初級 II」
の 26課から 33課を学習しながら、週 5時間の授業のうち週 1回 1時間を使って多読

を行なった。教材として、レベル別日本語多読ライブラリー「にほんごよむよむ文

庫」を使用し、多読の 4つのル－ル 1「やさしいレベルから読む」、2「辞書を引かな

いで読む」3「分からないところは飛ばして読む」4「進まなくなったら、他の本を読

む」（粟野ほか 2012）に従って実施した。 
 学生は、週 1回教室を離れて CAADI（Centro de Auto-Aprendizaje de Idiomas：言語自

主学習センター）に集まる。教員は学生の助けを借りて中央の机に学生のレベルにあ

った本を置く。学生はその中からそれぞれ好きな本を選んで、好きな席に座って本を

読む。自然に、みんなが集まって本を読むかたちができる。本の朗読音声を聞きなが

らの「聞き読み」もできるように、言語センターのすべてのパソコンに音声を入れて

準備しておいた。聞き読みをするかどうかは学生の自由で、強制することはしない。 
 1冊読み終わるごとに事前に準備した読書記録シート 3) をつけさせる。あくまでも

多く読むことを目的として、記録に時間をかけず、感想なども簡単に書くように指導

した。 
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 3.2. 多読授業を基にした活動 
 まず、フェイスブックで読書グループを作成し、読んだ本についての感想などを投

稿できるようにした。多読授業終了後、できるだけその日のうちに、どんな本を読ん

だか、楽しかったかなどの呼びかけをし、それに対して学生が答える形をとった。本

の内容等に関して何回かやり取りが続く場合もあれば、一回で終わる場合もあった。

学生間の会話に発展するのではないかという期待もあったが、教員と学生の間の会話

にとどまった。また、呼びかけに応えるのは一部の学生であり、約半数の学生は一度

も発言しなかった。あくまで、話したい人に場を提供することを目的とし、無理に発

言させようとはしなかった。一方で、こちらからの呼びかけを待ってすぐに反応して

くる学生も数名いて、彼らが自由に発言できる場を提供することができたと思う。 
 発言はしなくても、フェイスブックは全員確認していた。発言する学生はみなに見

られていることを意識し、正しい日本語を使おうとしていたようだ。一度投稿した

後、間違えに気づくと編集して訂正していた。筆者としては、間違えを直接指摘する

ことはせず、言い換えをしながら気づきを待つようにした。また、どうやったら学生

からの反応を引き出すことができるのかを考え、試行錯誤をしながら、やり取りをし

た。この行為を続けることは、実際の授業の中でどのように会話を引き出すかのヒン

トにもなったと思う。 
 フェイスブックのグル－プ作成による副産物として、授業連絡や学習に役立つサイ

トの紹介が始まったことがある。具体的には授業を休んだ学生が、その日に何をした

かを聞いたり、試験日程や宿題の連絡、日本語学習サイトやオンライン辞書、能力試

験のための勉強に役立つサイトの紹介などである。教室外でのコミュニティ形成につ

ながったのではないかと思う。 
 学期の終わりに、それまでに読んだ中からお勧めの本を 1冊選んで、紹介カードを

作成し、発表してもらった。それぞれ凝ったプレゼンテーションで、授業中はあまり

発言しない学生も楽しそうに発表していた。また、同じ本を読んでいた学生が多かっ

たので、質問も多く出て活発なやりとりになった。 
 
4. 多読に対する意識 
 多読授業が学生のモティべーション継続・向上につながっているかを確認するため

に、学期終了後アンケートを実施した。この際、多読がモティべーション維持の重要

な要素である「達成的価値」「内発的価値」「道具的価値」の向上につながったかど

うかを中心にして設問を作成した。アンケートは、日本語・スペイン語併記で前述し

たフェイスブックのグル－プにアップした。各設問に対して、5段階評価（強くそう

思う、そう思う、どちらでもない、そう思わない、全然そう思わない）で回答しても

らい、最後に自由コメントのスペースを設けた。このコースを履修した学生 12名の

うち 11名が回答し、その結果は以下の通りである。尚、自由コメントは日本語の場

合は原文のまま、スペイン語の場合は筆者が翻訳した。 

   



Informe final de la AMIJ del año fiscal Japonés 2015  

 

48 

4.1. 達成的価値（日本語が読めた、理解できた）についての意識 
 この項目に対する意識を確認するために、「日本語をスペイン語に訳さずに理解で

きた」という問いを設定した。この設問に対し、「強くそう思う」学生が 27.3％、

「そう思う」学生が 45.5％という結果となった。つまり、日本語が（日本語としてそ

のまま）読めた、理解できたと考える学生は 72.8％に上った。 
  
4.2. 内発的価値（日本語で本を読むのが楽しい）についての意識 
 この項目に対する設問は、「楽しく日本語を読むことができた」である。これに対

し、「強くそう思う」学生が 72.7％、「そう思う」学生が 27.3％、つまり多読を楽し

んだ学生は 100％に上った。 
 自由コメントの中にも「週 1回の多読授業は楽しかった。週 1回以上あればいい」

「本を読むのは興味深く楽しかった」「日本語で本を読むのが好きだ。もっと本が読

みたい」「多読はとても楽しくて･･･」「リラックスできたし、楽しかった」「多読

はとても楽しい。日本語の本はおもしろい。多読が好きだ」「本当に楽しかった」

「とてもいい授業だ。楽しみながら学べる」などの意見があった。 
  
4.3. 道具的価値（本をたくさん読むのは日本語学習に役立つ）についての意識 
 設問は「多読は日本語学習に役立った」である。「強くそう思う」学生が 90.9％、

「そう思う」学生が 9.1％であり、多読が日本語学習の有効な手段だと考える学生は

100％に上った。 
 参考のために、具体的にどの分野で役立ったかと思うかに対する回答結果を以下に

まとめる。 
 1 2 3 4 5 
単語の知識 36.4％ 27.3％ 0％ 18.2％ 18.2％ 
文法 36.4％ 27.3％ 0％ 27.3% 9.1％ 
読解 45.5％ 18.2％ 0％ 0％ 36.4％ 
作文 18.2％ 45.5％ 0％ 18.2％ 18.2％ 
その他 9.1% 36.4％ 18.2％ 9.1％ 27.3％ 

1. 強くそう思う 2. そう思う 3. どちらでもない 4. そう思わない 5. 全然そう思わない 
 
 これに関する自由コメントは、「とても役に立つ活動だ」「読書により、通常の授

業では触れられない日本の文化、伝説、歴史を学ぶことができた。本を読むのは興味

深く楽しかったし、学習にも役立つ」「作文や日本語を理解するのに役立った」「日

本語の練習になったし、日本語の知識を増やすのに役立ったと思う」「復習にもなっ

たし、語彙や文法にも役立った」「効果的な学習法だと思う。既に学んだことを復習

できるし新しいことも学べる。特に語彙と作文に役立った」「効果がある学習法だと

思う。既に学んだことを復習できるし新しいことも学べる。特に語彙と作文に役立っ

た」「授業で習ったことを練習できる」「日本語の継続的学習に有益だった。また

（聞き読みすることで）日本語母語話者の発音に慣れ親しむことができた」などで、
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多読によって日本語や日本文化を学ぶことができたと考えている学生が多いことが分

かる。 
 多読授業およびそれを基にした活動についても質問した。「もっと日本語の本が読

みたい」という設問に対しては、「強くそう思う」72.７％、「そう思う」27.3％、

「多読授業を続けて欲しい」に対しては、「強くそう思う」100％という結果が出た。 
また、おすすめの本の紹介カード作成とその発表についても、楽しかったと「強く思

う」学生が 36.4％、「そう思う」学生が 54.5％、合計 90.9％という結果になった。 
  
5. 考察 
 アンケ－トの結果から、多読授業が達成的価値、内発的価値、道具的価値のそれぞ

れにプラスの影響を与えたことが分かる。特に、道具的価値は何に役立ったかと感じ

ているかは各自違うものの「この授業は日本語学習に役立っている」という意識は非

常に高く、自由コメントにもそれが現れている。 
 多読授業では、特に出席などは取らなかったが、出席率は高く、授業時間前に来て

本を読み始めている学生もいた。学生自らこの活動を「楽しい」「役立つ」と感じて

いたから、出席点になるかならないかに関わらず自主的に参加したのだと考えられ

る。だからこそ、多読を続けて欲しいと「強くそう思う」学生が 100％に上ったのだ

と思う。また、紹介カ－ドの作成・発表も全体の成績の 5％にしかならないにもかか

わらず、みな一生懸命に取り組んでいた。それは、90.9%の学生がこの活動を「楽し

い」と感じていたというアンケート結果にも表れている。初級レベルの学生は、教員

が準備した教材から知識を伝達してくれるのを待っているという傾向がある。その中

で多読活動は、自ら学ぶ能動的・自立／自律的な学生育成の助けになったのではない

かと思う。さらに、海外という自然に日本語に触れる機会が少ない環境の中で、本と

いう媒介を通じてインプットを増やすことができた。「もっと日本語の本を読みた

い」と考える学生が「強くそう思う」と「そう思う」を合わせて、100％に上ったの

もそうした理由からだと考える。 
   さて、中級ではなく初級から多読を始めることの意味を考えてみたい。ひとつに

は中級以降から始めると、多読の第一ルールである「やさしいレベルから読む」こと

に、抵抗がある学習者が多いという報告がある。つまり、「自分は中級なのだから」

あるいは「上級なのだから」という意識が高いために、難しい本を読みたがる傾向に

あるという。例えば、いきなり村上春樹の本を持ってきて上級なのだから読めるはず

だと言い張ったりする（粟野他 2012）。しかし、初級レベルの学生にはそうしたこ

だわりが少ない。レベル 0から始めることにも抵抗がなく、薄い本でも 1冊読みきる

ことへの喜びや 1時間で数冊読めるという達成感のほうが大きいようだ。また、中級

レベルの学生よりも初級レベルの学生のほうが、多読による日本語の技能向上の認識

および満足感・達成感が高いという報告もある（二宮 2013）。 
 最終的な成果として、12名全員が日本語 4を修了し、日本語 5の履修を始めた。日

本語 5においても週 1回の多読授業を継続している。前セメスターとの変化として

は、聞き読みをする学生が増えたことが挙げられる。これは、聞き読みをすると母語



Informe final de la AMIJ del año fiscal Japonés 2015  

 

50 

話者の発音が聞ける、速くたくさん本が読めるというメリットを学生同士で伝えあっ

たことによるようである。 
 
6. 今後の課題 
 これから多読授業を続けるにあたって、主に 2つ課題があると考えている。一つは

どのように本を確保するかである。具体的に言うと、レベル別日本語多読ライブラリ

ー「にほんごよむよむ文庫」を読み終わってしまった学生に何を提供するかである。

もう一つは、本を読むというインプット行為をどのようにしてアウトプットに変えて

いくか、受信を発信につなげるにはどうしたらいいかということである。 
 まず、第一の課題について考えていく。アンケートでも「多読授業と続けて欲し

い」「もっと日本語の本が読みたい」という声が大きかったが、それにどう応えてい

くのか。大学に書籍購入を申請しているが、いつ予算がつくか分からない。日本にい

れば、図書館で本を借りたり書店で購入するなどが考えられるが、海外ではできな

い。アマゾンなどのネット書店での購入を学生に勧めることも考えられるが、安価と

は言いがたく、学生たちの経済的負担にもなる。 
 この課題に対して、いくつか解決策が考えられる。一つは、インターネットサイト

の活用である。「にほんごよむよむ文庫」は、日本語学習者が読みやすいようにリラ

イトされている。また、挿絵など理解を助ける工夫がしてある。よむよむ文庫で楽し

く読んでおもしろかった「注文の多い料理店」について、ある学生からオリジナルが

読みたいから紹介して欲しいと言われた。早速、インターネット電子図書館の青空文

庫 4)を紹介したら、頑張って読んでいた。今後も、強制はしないものの、機会を待っ

てオリジナルへの挑戦を勧めていきたい。また、絵本サイトの利用も考えていくつも

りだ。絵本ナビ 5)に会員登録すれば、数ページの試し読みのほか、全ての本ではない

が全ページの試し読みも可能である。実際、授業の中で学生たちが読みたいという絵

本を全員で読んでみたが、とても楽しく読むことができた。来期の授業では、学生に

会員登録を促してこのサイトを利用したいと思う。その過程の中で、学生自らが他の

サイトを見つけて共有してくれることを期待している。 
 もう一つは、日本人コミュニティの協力を得ることだ。アグアスカリエンテスに

は、日系企業が多数進出し、在籍生徒数 100名以上の日本人学校もある。メキシコ内

でも有数の日本人コミュニティが存在する。帰国される方から絵本や雑誌などの寄贈

を受けたこともある。また、日本人学校とは、学園祭や日本語週間等のイベントでの

協力・交流や日本人学校の運動会や文化祭に学生を招待していただいたこともある。

日本人学校の図書館での書籍の閲覧・貸出が受けられないかを打診してみたい。 
 次に、2番目の課題である「発信できる学生をどうやって育てるか」について考え

ていく。3.2多読授業を基にした活動は、その試みである。前述したように、フェイ

スブックでの読書グループは、発言したい学生に対してはその場を提供できたが、一

度も発言しない学生も約半数に上った。これについては、筆者の呼びかけの仕方の問

題だったのか、フェイスブックでの発言自体に興味がないのかを調査する必要がある

と思う。おすすめの本の紹介カード作成・発表も、受信したものを自分なりに消化
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し、新しい形で発信する作業である。すべての学生が熱心に、本のイメージに合わせ

て絵を描いたり、ネット上で画像を探したりして紹介カードを作成し、要約・感想を

発表していた。富士山や寿司についての本の紹介では、読んだ本の内容にとどまら

ず、自分で調べて内容をより充実させて発表していた。 
 また、学生自らに絵本を作ってもらう試みも始めている。米国ノートルダム大学に

おける多読活動に刺激された作品を学生に自由に作らせる期末プロジェクト 5）の例も

ある。本学でも多読 2期目を迎えた初中級と初級後半の学生たちに、絵本を作っても

らった。その際、よむよむ文庫のほか、（東 2016）で公開されている絵本、絵本ナ

ビなどを参考にしてもらった。初中級の学生は各自、初級後半の学生はペアで作成し

た。創作絵本、メキシコの昔話、自分の経験・体験などいろいろな絵本が完成した。

これをデジタル化して公開するつもりだ。学生同士でお互いにコメントし合い、また

次の作品につなげていければいいと思っている。 
 
7. 最後に 
 今回、どうしたら日本語学習へのモティべーションを継続・向上させていけるかと

いう課題に対するひとつの試みとして多読授業を導入した。本学では、日本語のほか

に、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、中国語などの外国語

教育が行なわれている。日本語を学ぶ学生たちの中には、特にインド・ヨーロッパ言

語と比較して「日本語はいつまでたっても初級」という不満がある。「みんなの日本

語初級 I」が終わったときによく学生から「次は中級ですか」と聞かれる。次のテキ

ストが「みんなの日本語初級 II」であることを知っている学生もいて、彼らの中から

「まだ初級だよ」という発言があることもある。  
 筆者は、「初級」「中級」「上級」というカテゴリーにこだわり過ぎる必要はない

のではないかと思う。初級でも「わかること」「できること」が増えていけばモティ

ーべーションにつながる。初級学習者たちが、多読とそれに基づく活動を通して「初

級だって読めれば楽しい」「初級だって表現できればうれしい」と感じ、「もう少し

日本語を続けてみようかな」と思ってくれたのであれば、多読授業の試みは成功だっ

たと考える。 
 
注 
1)  www.tadoku.org 
2) ここでのモティべーションの理解は、JMOOC GACCO インタラクティブティーチング

https://lms.gacco.org/courses/gacco/ga017 第 3週「学習の科学」による。 
3)  読書記録シートは（粟野ほか 2012）を参考に作成した。 
4)  http://www.aozora.gr.jp  
5)  http://www.ehonnavi.net 
6)  http://collections.library.nd.edu/a5fb1613e5/extensive-reading-in-japanese--nd 
第 21回メキシコ日本語教育シンポジウムにおいて、ノートルダム大学の纐纈 憲子氏が「日本

語から発信する図書館多読授業：米国での実践」を発表された。同氏は多読活動から着想を得

http://www.tadoku.org/
https://lms.gacco.org/courses/gacco/ga017
http://www.aozora.gr.jp/
http://www.ehonnavi.net/
http://collections.library.nd.edu/a5fb1613e5/extensive-reading-in-japanese--nd
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て学生が自由に創作した作品をデジタル化して公開している。学生たちは単位の多少に関わら

ず、力作を作ってくるとのことである。 
 
参考文献・資料 
粟野真紀子・川本かず子・松本緑（2012）日本語教師のための多読授業入門 アスク

出版 
二宮 理佳（2013）多読授業が初級学習者の内発的動機づけに及ぼす影響 一橋大学国

際教育センター紀要 第 4号 15-29 
二宮 理佳・川上 麻理（2012）多読授業が情意面に及ぼす影響―動機づけの保持・促進

に焦点をあてて― 一橋大学国際教育センター紀要 第 3号 53-65 
岡田さやか・高橋亘（2011） ベオグラード大学における多読時間の取り組み

http://renrakukaigi.kenkenpa.net/ronbun/2011023.pdf 
 JMOOC GACCO インタラクティブティーチング 

https://lms.gacco.org/courses/gacco/ga017 
東健太郎（2016）日本語教育通信 授業のヒント 入門・初級レベルのオリジナルの

「本」を作ろう 
https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/hint/201601.html 
University of  Notre Dame Digital Exhibits & Collections Extensive Reading in Japanese＠ND 
http://collections.library.nd.edu/a5fb1613e5/extensive-reading-in-japanese--nd 
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https://lms.gacco.org/courses/gacco/ga017
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Nuevas aperturas a las sesiones de conversación – Con meta a tener sesiones 
dirigidas por los estudiantes – 

Mitsuyo KATO y Akina OKUBO 
 
Palabras Clave: Conversación, Dirigido por estudiantes 
 
En esta ocasión se presentará sobre el papel del maestro en el desarrollo de nuevas aperturas con la 
meta de tener sesiones de conversación que los alumnos dirijan. 
     Desde hace 5 años  en esta escuela se llevaban a cabo sesiones de conversación, pero 
lamentablemente  no se le daba continuación. Sin embargo, en diciembre del 2015 se realizó una 
encuesta a los alumnos, en donde la mayoría mostraban deseos y la necesidad por tener clases y 
prácticas de conversación. Entonces, a partir de enero del 2016  se comenzó con un nuevo tipo de 
sesiones de conversación, donde en esta ocasión se tomaron como referencia los problemas que 
conlleva “la dirección por parte de los alumnos” en el desarrollo de estas sesiones. 
 
 Algunos de los problemas para estas sesiones se enuncian a continuación: 
    1. Falta de participación de los alumnos, 
    2. Aun con la participación carencia del sentido de logro, 
    3. No poder tener conversaciones con los compañeros de clases. 
Estas problemáticas que se presentaban en las sesiones tenían su origen en la guía del profesor. Para 
poder resolver esto, en las sesiones de conversación dirigidas por los alumnos se tomaron las 
siguientes medidas: 
    1. Usar las redes sociales como medio de administración para las sesiones,  
    2. Realizar una autoevaluación después de cada sesión, 
    3. Usar un sistema de líder de grupo con los alumnos. 
Con estos métodos se fomentó en los alumnos un sistema de auto aprendizaje. Se tomo como punto 
de vista el análisis de los resultados de las prácticas, como el desenvolvimiento de los alumnos en 
sesiones auto dirigidas. Sobre esto se enuncian a continuación los efectos deseados así como las 
problemáticas que ocurrieron:    
    1. Aunque hubo expectativa de que los alumnos continuaran participando al realizar los grupos, se 
dificulto la participación en aquellos que no tenían cuentas en redes sociales, 
    2.  Además de lograr una continuidad en las auto evaluaciones se logró un sentido de 
autoconocimiento de los puntos fuertes y débiles de los participantes. Aunque si esto se lleva a cabo 
continuamente más allá de un sentimiento de mejora y sentido de logro, existe la posibilidad de que 
se estereotipe este tipo de aportaciones, 
    3. Aún con la esperanza de que al realizar este tipo de conversaciones entre compañeros y  reducir 
el temor a “No está bien que no hable con el profesor en japonés”, la imposición de un líder de grupo 
puede llevar a pensar a que solamente el líder tenga más tiempo de dialogo. 
   Adicionalmente, se tiene la intención de mezclar distintos niveles de estudiantes regularmente. Esto 
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con la esperanza de que haya  más interacción entre los alumnos. 
   Se uso principalmente como métodos de medición en las prácticas la grabación de videos, audio y 
realización de encuestas. Se avanzó tomando datos desde el inicio en varias partes, así como 
observando las autoevaluaciones y las encuestas que se realizaron a los estudiantes todas las veces. 
 El papel del profesor en estas sesiones es el apoyar a los alumnos en estas sesiones auto dirigidas. 
Por ejemplo,  el guiar a los alumnos dentro de las conversaciones sobre qué tema hablar y cual 
vocabulario y que expresiones usar. 
 A pesar de que este programa se implemento a partir de enero del 2016 y que ha tenido poco 
tiempo de llevarse a cabo, tenemos la esperanza de que se lleve a cabo en otras escuelas y que estas 
nos hagan el favor de compartir sus experiencias. 
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会話セッションの新規開設 

―学生主導のセッションを目指して― 
 

加藤 光世・大久保 明菜（グアダラハラ日墨文化交流学院） 
 

要旨 
 2015年 12月に行われた学生アンケートにおいて、日本語での会話練習の必要性や

会話クラス開設希望の声が多数挙がった為、2016年 1月から新たに会話セッションを

開始することとなった。この会話セッションでは、「継続参加」「達成感」「学生同

士の会話の活発化」の 3点をポイントとし、以前の会話クラスの問題点を改善すると

ともに、「自立学習の促進」「協働学習による相互作用」の効果を期待した。今回の

シンポジウムの発表では、会話セッション開設までの経緯、以前の会話クラスの問題

点と改善策、及び実践報告を行った。 
 
１． はじめに－会話セッション開設の経緯－  
 5年ほど前から本校では会話クラスが開かれていたが、継続されることがなかっ

た。しかし、2015年 12月に行われた学生アンケートにおいて、日本語での会話練習

の必要性や会話クラス開設希望の声が多数挙がった。そこで、2016年 1月から新たに

「会話セッション」を開始することとなった。 
 
２．以前の会話クラスの問題点とそれに対する改善策  
 以前の会話クラスの問題点を分析したところ、以下の三点が挙げられた。 
1）学生が参加しなくなったこと 
2）参加しても達成感を得にくかったこと 
3）学生同士での会話ができなかったこと 
 これらの問題は「教師主導」の会話セッションであったことが主な原因と見られ

る。それを改善すべく、今回は会話「クラス」ではなく会話「セッション」として、

新たに開設することとし学生主導の新たな形式をとった。 
 この会話セッションのポイントとして以下の手段をとることとした。 
1）SNSを利用した会話グループの管理 
2）各セッション後の自己評価実施 
3）学生によるグループリーダー制 
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３．改善策から期待される効果 
 以下の 1）～3）の手段は、学生に「自律学習を促す」ものである。実践結果を分析

する際は、会話における自律学習がどのように会話セッションの改善に結びつくかを

観点とする。 
 
1）SNSを利用した会話グループの管理による「継続参加」の効果 
 以前の会話クラスで学生が参加しなくなった問題に対し、SNSのグループを作成

し、次回のテーマの確認やセッションで話題に出た新しい言葉を共有するなど試み

た。この方法により、「次回は他の人とも話したい」「もっと話せるようになりた

い」「うまく説明できなかったら、次こそちゃんと説明しよう」などの気持ちが生ま

れ、継続参加が期待されると考えた。 
 
2）各セッション後の自己評価実施による「達成感が得られる」効果 
 参加しても達成感が得にくかったという問題点に対し、各セッション後に自己評価

を行った。①話したテーマ、②言いたいことが日本語で言えたか、③相手の言って

いることがわかったか、また、新しく覚えた単語や表現をメモし、セッションを振り

返ってもらうものである。 
 自己評価から期待される効果は、「日本語で話そうとする意欲が増す」「わからな

い、もしくは忘れた表現を確認できる」「新しく習ったことを実際に使える場が持て

る」ことである。このように自己評価を毎回続けることにより、次第に達成感が得ら

れると考えた。 
 
3）学生によるグループリーダー制による「学生同士の会話の活発化」の効果 
 学生同士の会話ができなかった問題点に対し、学生にグループのリーダーをしても

らい、学生主導の形式をとることとした。グループリーダーの役割は、その日のテー

マを参加者と確認し、ペアやグループ分けを行い、次回のテーマやリーダーの相談を

仕切ってもらうことである。 
 このグループリーダ制から期待される効果は、「先生と日本語で話さないといけな

いという恐怖感がなくなる」「会話が先生から学生への一方通行にならない」「リー

ダーの交代制でグループの一体感が生まれること」で、学生同士の会話が活発になる

と考えた。 
 また、今回は新たな試みとして異なるレベルの学生が混在する会話セッションを定

期的に行った。これにより、「協働学習による学習者間の相互作用」も期待される。 
  
 また、予想される問題点は以下のとおりである。 
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1）学生同士の呼びかけによりグループ意識が生まれ、学生が継続参加することが期

待されるが、SNSのアカウントを持たない学生がそのグループへの参加が難しくな

る。 
2）参加者自身が自己評価を続けることにより、自身の改善点や弱点を具体的に意識

できる。それを毎回続け、改善することにより達成感が得られると考えられるが、毎

回の記入がマンネリ化する可能性がある。 
3）「先生と日本語で話さないといけない」という恐怖感が減少することにより、学

生同士の会話が活発になると期待されるが、リーダー制によりリーダーの話す時間が

多くなりすぎてしまうことも考えられる。 
   
４．実践結果と考察 
 実践結果の測定方法として主にビデオや音声データ、アンケートを利用した。初回

から数回おきにデータを残し、また、毎回の自己評価の観察や学生へのアンケートを

行い、分析を進めた。 
 
1）「継続参加」について 

参加者推移 

 
 
本校での会話セッション実施時間 
・土曜日－午前クラスと午後クラスのあいだ 1時間 
・水曜日－クラス前の 30分間 
・木曜日－クラス前の 30分間 
  
 水曜日・木曜日は、決まった参加者の継続参加が見られる。土曜日は、平日よりも

全体の学生数が多い為 1回目に様子を見に来た学習者が 30人いたが、2回目以降同じ

顔触れが揃うようになった。 

0

10

20

30

40

第1回第2回第3回第4回第5回第6回

土曜日

水曜日

木曜日



Informe final de la AMIJ del año fiscal Japonés 2015  

 

58 

 また、土曜日の 4回目は連休だったこともあり、参加者が少なかったと思われる。

会話セッションを始めてから 1か月半は順調に継続して参加している。 
 
2）SNSでのグループについて 
 参加者のアンケートより挙がった意見 
・次回のテーマのお知らせやセッションで話題に出た新しい言葉を共有するのは、 
 復習ができていい 
・学生同士でお勧めのビデオや記事などの情報共有ができるようになればもっと便利 
・共有したものをテーマにセッションを行うのはどうか 
・セッションで他のペアが話した話題を SNSで共有してほしい 
  
 また、SNSグループの問題点がいくつか挙がった。 
・SNSアカウントを持たない参加者がいるので、その人は SNSグループで共有された 
 ことを共有できない 
・SNSグループをまだうまく活用できていない 
 この点に関し、上記アンケートにて意見が出た通り、学生同士でビデオや記事など

を共有できるよう今後促していくこととする。 
 
3）自己評価表について 
参加者のアンケートより挙がった意見 
・言葉をメモしておけば、後で勉強できる、そして勉強するやる気が出る 
・メモしたことを忘れてしまうので前回自分が書いた自己評価表を見返しながら、セ 
 ッションに参加したい 
また、評価表の問題点として毎回の記入のマンネリ化が予想されていたが、「毎回新

しい言葉を習いそれを記入できるので、マンネリだとは思わない」との声が出てい

た。しかし、アンケートでは、「メモを書くことに集中してしまって、相手の話を聞

けなくなる」という声も聞かれた。 
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記入した評価表の例
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4）学生同士の会話の活発化について 
＜初級参加者からの意見＞ 
・学生同士なら緊張せずに話せるからいい 
・上のレベルの学生から学ぶことができるのもいい 
「できるだけ日本語で」という学生同士の会話であれば、リラックスして日本語で話

すことができる。というのは、相手が先生や日本人だと早く話すので、緊張してしま

ったり、通常の授業だと間違えないで話さないといけない、という気持ちになり緊張

してしまうというのが理由である。 
 
＜上級参加者からの意見＞ 
・初級の学生と話していると、忘れていた文法の復習ができる 
・他の学生を助けることは自分にとっても勉強になる 
・学生がリーダーなのはいいが、わからないときには先生のサポートが必要だと思う 
・以前の会話クラスに比べ、参加者一人一人の話す時間が多くなった 
 
 グループリーダー制の問題点として、リーダー制によりリーダーの話す時間が長く

なってしまうことが予想されていたが、リーダーが参加者のペア作りもしくはグルー

プ分けをすることで、参加者全員が話す時間を持てていると見られる。それにより上

記の「一人一人の話す時間が多くなった」という意見につながったのではないかと思

われる。 
 
４．最後に 
 「学生主導」の会話セッションにおける教師の役割は、あくまでサポートである。

例えばセッションの会話のテーマを決める際にアイディアを出したり、言葉や表現に

関する質問に答えたりすることである。このような会話セッションが日本語で会話を

練習する機会を増やし、学生の自律学習の役に立つことを期待する。 
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Actividades para mejorar las habilidades de conversación 
- efectividad y desafíos – 

Kazuko NAGAO, Yumiko HOSHINO y Satoshi Ozawa 
 
Palabras clave: Desafíos de conocimiento para mejorar la capacidad de habla. 
 
 En este informe, presentamos los resultados del “Círculo de conversación” llevado a cabo en el 
Centro de Auto Aprendizaje en una “Sesión de visita” en la escuela de español de mi universidad. 
Haremos una reflexión sobre los resultados de las entrevistas, respuestas a las preguntas que se 
realizaron, así como los resultados y desafíos en relación a la sesión de conversación por Skype. 
 El Círculo de conversación se llevó a cabo en el Centro de Auto Aprendizaje una vez por semana 
con una hora de duración. Se reunieron estudiantes voluntarios y con la ayuda de un consejero se 
eligieron una variedad de tópicos para hablar de ellos. En algunas ocasiones contamos con la presencia 
de alumnos japoneses de intercambio como invitados.  
 En esta presentación comentaremos sobre los comentarios realizados por los participantes, acerca 
del desafío que plantearon estas actividades, así como los beneficios que les acarreó. 
 La “sesión visitante” se lleva a cabo dos veces por semestre, con una duración de 90 minutos. Se 
habla sobre temas de Japón y de México. Los participantes van desde principiantes (segunda mitad) 
hasta nivel intermedio, hablando a una velocidad normal, por lo que es una experiencia divertida, sin 
embargo, a veces hay dificultades (errores) por la falta de capacidad de comunicación verbal que son 
señaladas por los estudiantes japoneses que participan en la sesión. En caso de estancarse la 
conversación pensamos que es debido a los cambios de tema. 
 Las sesiones de conversación que se llevan a cabo por Skype duran 50 minutos por semana. 25 
minutos por cada idioma, con siete sesiones en total. En cada sesión, después de la conversación los 
participantes llenan una hora de reflexión (autoevaluación) según los resultados los participantes tienen 
deseos de continuar, además de haber aumentado la confianza para hablar. De acuerdo a las 
observaciones hechas por el consejero, los criterios del del OPI（Oral Proficiency Interview）

avanzado o B1 del JF Standard, la explicación, así como la descripción del contexto (o situación)  
permanece la cuestión de si la libertad del tema no permite elevar el nivel de habla. 
 Además de la práctica de estas tres actividades, el objetivo de la mejora de la capacidad de habla 
(tópico sobre el que se haya leído, vocabulario, puntos de discusión, etc.) antes y después de las 
actividades se usó una evaluación de metalenguaje. ¿Cómo se pueden seguir realizando estas 
actividades realizando los cambios necesarios, pero sin que pierdan lo divertido? 
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会話力向上のための活動 

―その効果と課題― 

 
星野由美子・小澤聡・長尾和子 

（メキシコ国立自治大学 外国語教育センター） 

 

要旨 

 

メキシコ国立自治大学外国語教育センターでは会話を向上させるための諸活動を行っ

てきた。これらの活動は教室での学習とは違う意味で、情意フィルターを下げ、まと

まった話をする良い機会になり、流暢さを向上させるなど一定の効果を上げているが、

学習で得ている言語知識を使いこなせるという段階にはなっていない。これらの活動

で習得を促すためには、会話能力の発達段階を考慮に入れた教室学習内容や教室活動

との連携が必要だと思われる。本実践報告では、これらの活動について、参与観察や

振り返り、質問調査票をもとに実践方法・内容・参加者の感想について検討し、その

効果や反省点、今後の課題について言及した。 

 

1．はじめに 

メキシコ国立自治大学外国語教育センターでは日本語学習者の会話能力の向上を図る

ために、以下の活動を行ってきた。 

• 自律学習センターでの「会話サークル」 

• 学内のスペイン語学校（CEPE）での「会話クラブ」 

• 協定校との「スカイプ会話セッション」 

それぞれの活動について、その目的、活動内容を提示し、その効果や反省点、課題や

改善案などを示す。 

 

2．会話サークル 

これは CELEの自律学習センター（MEDIATECA）の活動の一つとして週 1回 1時間

のセッションがアドバイザーの指導のもとに行われているものである。 
これは他の言語（英語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語）ではすでに行われて

いて、その後日本語も始まった。参加希望者は平均4~5人で、時々CEPEの日本人留学

生も参加することもある。参加者のレベルは日本語能力試験 N4 程度と決めているが、

初級レベルの学生も参加することがある。 
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表１. 会話クラブの概要 
目的 学習者の会話能力を高める。 

活動内容 ① 参加者はセッションの 1 週間前に話したい話題を選び、準備す

る。 
② セッションの日に 10~15分ぐらい発表する。 

③ アドバイザーが語彙や表現の訂正などをする。 

④ アドバイザーの役目は参加者同士がよりインターアクションで

きるような流れを持っていくことである。 

⑤ 参加者のレベルによって質問のレベルや内容も変える。 

⑥ 発表する学生がいない場合はアドバイサーが学生の興味のあり

そうな身近な話題（趣味、アニメ、映画、音楽、習慣、食べ物

など）を提案したり、クイズ、20の質問、しりとり、インタビ

ューなど色々な活動を行ったりするようにする。 

⑦ また、タブレットで動画、写真、インターネットを使用する発

表者もいる。 

参加者の感想 

 

 会話サークルは役に立つと思う。 

なぜなら、ふつう日本語で会話する機会はないから。  

 クラスではあまりできない話題などについて話せたり、まとま

ったことを少し話す練習になったりするのでいいと思う。 

 クラスと違ってリラックスして、インフォーマルに話せるし、

楽しい。 

 まだスムーズに話せないが、他の人の会話を聞ける。 

参加者の改善点 

 

 語彙と表現力不足があるので、セッションの前に語彙リストな

どを作成し、準備したらいい。 

 身近な話しやすい話題を選ぶ。 

 日本人留学生を招待し、接触場面を増やす。 

 日本留学経験のある学生を招待し、日本への知識を深める。 

アドバイサーの

感想 

 自由会話なので、正確さは許容範囲が広い。 

 単文から複文への移行を促進させる。 

 語彙・表現力不足を補う。 

アドバイサーの

課題 

日頃のクラス活動の見直し 

 タスク（機能、場面、話題） 

 語彙の学び方、定着のストラテジー 

 学習者のニーズ 

 会話力向上の効果的な方法を模索する 

 

3．CEPEでの会話クラブ 

大学内の外国人のためのスペイン語学校 CEPE（Centro de Enseñanza Para Extranjeros）
からの誘いを受け、各学期 2 回 90 分の交流授業を行っている。CEPE でスペイン語を

勉強している日本人留学生 16名、CELEで日本語を勉強している大学生 16名の希望者

が参加する。CELE の学生の日本語レベルは日本語能力試験の N4 程度である。CELE
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の学生は日本語で、CEPEの学生はスペイン語で話したり、発表したりする。活動は 4
～6名のグループで行われる。 
 

表 2．CEPEでの会話クラブの概要 
目的 同じ大学で学ぶ日本人・メキシコ人学生と知り合い、意見交換や

会話をする 

活動内容 ① 自己紹介（名前・誕生日・専門・趣味・将来の夢など） 

② メキシコ事情と日本事情の紹介をカードを一枚めくって、出

たテーマについて話す。 

   CELEの学生はメキシコ事情を日本語で、CEPEの学生は 

   日本事情をスペイン語で紹介する。 

   事情：年中行事・名所・食べ物・服装など 

   紹介後の質疑応答は、日本事情はスペイン語で、メキシコ 

  事情は日本語で行う。 

効果  参加者は初級後半から中級の学習者で母語話者と話せるとい

う動機は高く、楽しそうに参加している。 

 同じ大学にいる日本人留学生と知り合うきっかけとなる。 

反省点  相手の日本人留学生からは日本語会話能力不足（文の構成力

や感情表現力の不足）が指摘された。話が詰まった時点で、

話題を変えるなどお互いに妥協し合っていることが原因だと

思われる 

 発話は単文が多く、質問の内容も深くない 

 違う機関と活動を行う難しさがある（テーマの決定は CEPE

で直前に知らされる） 

今後の課題  アドバイザーはグループの間の机間巡視をする 

 クラスでの事前練習や既習事項の復習を行う 

 複文を使っての発話できるように練習する 

 
 
 
 
4．スカイプ会話セッション 
自律学習センター(MEDIATECA)での活動として、2012年、2013年に東京外国語大学

とのセッション１回ずつ行い、2015 年 10 月～11 月、毎週 50分、スペイン語と日本語

で 25分ずつの 1対 1の会話で全 7回のセッションを東京大学と行った。各セッション

実施後、CELE 側の参加者は振り返りシートに記入、学んだこと、反省点、次回のテ

ーマについて話し合った。コース終了後、日墨双方にアンケートに回答してもらい、

意見を募った。 
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表 3．スカイプ会話セッションの概要 
目的 互いの母語と学習言語で対等な立場で会話を進める。 

活動内容 最初5回は参加校交代でテーマを決め、アドバイザーがテーマ

ごとの教材を配布した。 

 自己紹介 

 お勧めの場所と旅行 

 大学での専攻 

 お祭りや行事、フィエスタ 

 印象的な体験 

最後 2回のテーマは参加者の希望により自由とした。 

参加者の感想 

 

 活動は役立つし、楽しい。続けたい。 

 短文から複文への移行、です・ます文から言いさしの文へ 

 流暢さや会話への自信の向上 

 活動の自律化が進み、ステレオタイプを修正、情意フィル

ターを下げることが可能になった 

 活動後、有志ペアでの自主的なスカイプセッションが続け

られ、2016 年 1 月に東京大学 19 名（引率の院生・教師含

む）がCELEを訪問し、発表や交流を行った。 

反省点 

 

 

 

 

 

 インターネットや機器の不具合でセッションが中断された

こと 

 自由参加だったので、日本側の参加者が常に流動的だった

こと 

 時差によりセッションの時間が限られること 

 テーマを決めて準備すると自由度が下がり、自由なテーマ

だとチャレンジのない定番の「安全区域」にとどまり、向

上が見られない 

 より複雑なテーマを話すには言語的能力の不足が指摘され

たこと 

 準備をしておくことのメリットとデメリット より高度な

発話とその自由度 

改善案 プログラム設定に関する改善案 

 東大側では 2016 年後期から本活動を正式な会話の授業と

して実施することが承認された 

 通常のコースで行っている内容をまとめ、発展させたプロ

グラムを考える（課題テーマと自由テーマの混合） 

 各セッションでの会話能力やストラテジーの目標をはっき

り意識しながらセッションを行い、自分の能力をモニタリ

ングできるように自己評価シートを使う 

 技術面でのサポートやコース前セッションの強化 
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5．まとめ 
 会話習得の機会を増やすために企画してきたこれらの活動だが、ただ、漫然と行う

だけでは友達作りの機会としての機能のほうがメインになる。初級後半から中級への

移行段階の状況として、今まで習ってきたことがうまく整理されず、言語知識はある

にもかかわらず、それをうまく活用できないという現象がみられる。通常のコースや

カリキュラムの会話能力の発達段階を考えたセッション内容やテーマにし、活動の楽

しさを損なわない自由度を保ちながらも、自分の能力をモニターする力をつけ、各セ

ッションの目標を意識化させ、能力が向上していく活動プログラムを考えていく必要

である。学習と習得の意識的な融合が向上の鍵となっていくと思われる。 
 
【参考文献】 
東京大学ラテンアメリカ学術ネットワーク（2016）「UNAM-UTokyo Teletándem UNAM 
東京大学会話演習東大生がスペイン語を話し、UNAMの学生が日本語を話す～SKYPE
を使ったスペイン語会話の試み～Estudiantes de la Universidad de Tokio en español y 
estudiantes de la UNAM en japonés. Sesiones de conversación en español vía Skype」
http://www1.lainac.c.u-tokyo.ac.jp/students/unam-skype（2016年 6月 16日） 
牧野成一・鎌田修・山内博之・斉藤眞理子・萩原稚佳子・伊藤とく美・池﨑美代 
 子・中島和子（2001）『ACTFL OPI入門』アルク 
山内博之（2005/2008）『OPIの考え方に基づいた日本語教授法―話す能力を高め 
 るために―』ひつじ書房 
 
 
 

http://www1.lainac.c.u-tokyo.ac.jp/students/unam-skype
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Reflexiones sobre la enseñanza del japonés desde México, Centro América y el Caribe 
Jun ARISUE 

 
Palabras clave: México, Centro América y Caribe 
 
 Las enseñanzas de idiomas en los países desarrollados dependen grandemente de la ubicación 
geográfica. Como México se encuentra lejos de Japón por mucho tiempo su aprendizaje pragmático 
era algo complicado.  
 
 Sin embargo, tras la llegada a México de numerosas empresas automotrices japonesas hay una 
creciente demanda en el aprendizaje del idioma japonés, sobre todo en el área del Distrito Federal y su 
área metropolitana. Los estudiantes de japonés de habla hispana han aumentado en gran medida, pero 
aún existen algunos problemas. Debido a las diferencias culturales, lejanía geográfica, etc. Pese a que 
la cercanía geográfica entre México y Centro América, así como el inicio de la aplicación el Examen 
de Conocimientos del Idioma Japonés (JLPT) desde el año 2015 en Costa Rica y promueve la red de 
educación japonesa Centro Americana y Caribe, todavía existe una gran brecha en la educación del 
japonés que se relaciona con la utilidad como lo arriba mencionado. 
 
 En medio del proceso de globalización internacional, ¿A dónde se dirige la enseñanza del japonés 
en México y Centro América? ¿Qué medidas debemos tomar para su progreso?   
 
 En esta presentación, se realiza una comparación de la enseñanza del japonés en Centro América y 
el Caribe. Comparándolo con África, que se considera muy distante de Japón, también tomando en 
cuenta la enseñanza del japonés en Estados Unidos, Europa y Asia. Pensando en el nuevo horizonte y 
el tipo de desarrollo que pueda tener. 
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メキシコ・中米カリブからの日本語教育 

 
蟻末  淳（国際交流基金メキシコ日本文化センター日本語教育アドバイザー） 

 
要旨 

 日本語教育先進国の欧米や日本語学習が直接就職などの実利に繋がり、地理的にも

日本と近いアジアと違い、メキシコ・中米カリブ地域は長い間、日本語学習が実益と

直接的に繋がらない「孤立環境」であった。 
しかし、メキシコでは近年日本の自動車関係の企業の進出が相次いでいることもあ

り、特に一部の地域では日本語教育の需要が高まっている。一方、学習動機としては

ポップカルチャーへの興味などを含め、趣味としての従来型の日本語学習の側面が依

然強い。現在のメキシコの日本語教育は多様になっているが、複言語・複文化を育て

る日本語教育が重要となるだろう。 
中米カリブ地域は、JICAボランティアや NNTによる小規模な日本語教育が依然と

して続いている。日本語を使う機会がほとんどない中、中米カリブ日本語教育ネット

ワークを中心に、日本語教育の意義そのものを問いながら、現地の事情に即した日本

語教育を進めることが望まれている。 
インターネット技術が発展した現在、既に中米カリブの日本語教育は「孤立環境」

ではない。地域の状況を踏まえ、国を越えた学習者や教師のネットワークを築くこと

によって、メキシコ・中米カリブ独自の日本語教育を協働して作り上げていき、それ

を発信していくことが今後益々重要になっていくと考えられる。 
 
 
1 はじめに 
 長年国際交流基金及び JICAボランティアの日本語教師派遣に関わってきた佐久間

勝彦は「孤立環境」の日本語教育について、いくつかの問題を挙げている。佐久間は

コスタリカにて「中米カリブ日本語教育ネットワーク」1によって開催された第一回

中米カリブ日本語教育セミナーで基調講演を行い、同地域のネットワーク形成に関し

て、日本語教育の問題を述べている(佐久間 2010)2。 
 
 1 習っても日本語を使う機会が少なく「実益」に結びつきにくい。 
 2 学習環境が十分ではなく、高い学習意欲を長く維持することが難しい。 
 3 たとえ能力と資格があっても日本語教師が職業として成り立ちにくい 
 
 佐久間が「海外日本語教育学会」の立ち上げで声を強くして述べるように、海外で

の日本語教育が行われて久しいにもかかわらず、その学術的な記述は十分だとは言え

ず(佐久間 2015)、また、特に「孤立環境」(福島他 2006)での日本語教育については、

日本や欧米等の日本語教育先進国を追随するものと考えられる傾向が強いと思われ
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る。それは、例えばメキシコ日本語教育シンポジウムが長年日本やアメリカから講師

を招聘した上での勉強会形式であったことにも見られるだろう。同じ立場でメキシコ

が他の地域の教師と意見を交わし、知見を深める、というシンポジウムの本来の形よ

りも、教えを乞う、という形に近い 3。無論、それ自体は悪いことではなく、メキシ

コ国内の日本語教師の教授能力を高めるためには不可欠であろう。しかし、その一方

で、外から知見を得ることのみに終始してしまっては、外にメキシコの日本語教育事

情を発信し、様々な意見交換の中でメキシコ独自の日本語教育を考える機会を逸して

しまっていると言えるのではないだろうか。 
 佐久間は主に青年海外協力隊の日本語教師の活動や悩み、考えの変遷を追いなが

ら、孤立環境での「実益に結びつかない」日本語教育の意義を考えている(佐久間 
2014他)。その記述は多少日本語学習者よりも日本語教師の成長に重きが置かれてい

ることは否めないが、孤立環境で日本語教育をする意義に悩む教師達(ここではネイテ

ィブ教師について主に書かれている)にとっては、一つの道を示すものである。 
 また、その一方で、そういったネイティブ教師達の活躍によって、現地のノン・ネ

イティブ教師も確実に育ってきている。彼らはその情熱によってしばしば無償で日本

語教育に携わっている。日本に行ったこともほとんどなく、普段日本語を話す機会も

ない現地教師達が、将来日本語を使う機会もほとんどないだろう学習者に対して、見

返りもほとんどない状態で日本語を熱心に教えている。例えば、中米カリブ地域で

は、治安の問題で JICAボランティアが撤退してしまったホンジュラスなどがその状

況にある。我々はこういった学習者、教師に対して何を考え、何ができるのだろう

か。 
 次章で述べるように、メキシコの日本語教育はスペイン語圏最大の学習者を擁し、

一般的に教育機関も学習者を十分確保できている。また、日本の自動車産業の進出に

より学習者が日本語を活かす職業に就く機会も増えていることから、「日本語教育の

意義」自体を教師が考える機会自体は少ないかもしれない。ただ、今後メキシコが、

3章で述べるような「孤立環境」に近い中米カリブ地域の日本語教育に、地域のネッ

トワークの中心の一つとして関わるならば、上記のような日本語教育そのものの意義

は必ずや考えなければいけない問題である。また、メキシコ国内における教師不足や

教師の待遇の問題などを考えても、実はそういった問題も関わってくると考えられ

る。 
 本稿では、メキシコと中米カリブ地域の日本語教育を概観し、そこ「から」作って

いく日本語教育とはどのようなものになるのか、そしてその意義とは何なのか、を考

えていきたい。 つまり、本稿では、日本「から」遠く離れた国の日本語教育ではな

く、遠く離れた国「から」始まる日本語教育を主題としたい。 
 
2 メキシコの日本語教育 
 2012年の国際交流基金の調査では、メキシコでの学習者は 6841名であり、77機関

で日本語教育が行われている。日本語教育の中心は大学などの高等教育機関、もしく

は私立の語学学校である。高等教育機関の日本語教育でも、外部からの登録を認めて
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いる機関が多い。しかし、日本語や日本文化に関する専修課程が設置されている大学

の学部はなく、メキシコシティーにある COLMEX(コレヒオ・デ・メヒコ)がスペイン

語圏ラテンアメリカで唯一、修士課程で日本学を研究できる機関である。同機関でも

日本学の学士課程は存在せず、外部からの入学となるため、日本語運用能力も幅があ

ることになり、日本語を使った日本研究の側面では問題を孕んでいる。総じて、高等

教育機関に日本語学習機関が集中しているが、欧米とは異なり、研究としての日本語

は発展途上にあると言える。 
 学習動機としてはアニメ・マンガなど文化的興味が中心である。また、大学での日

本研究が進んでいないことからもわかる通り、学習者の日本語能力は初級から中級が

中心である。上記のように、就職や研究などのキャリアの実利的な目的のために日本

語を始める学習者は少ないと考えられる。しかし、近年の日本の自動車関連企業のメ

キシコ進出により、バヒオ地区を中心に日本語話者の求職が急増しており、日本語能

力試験 N3以上を持っている学習者は日本企業に就職することも増えてきた。それ

は、学習者のみならず保護者が子弟に日本語を学習させる動機にもなり、また、大学

や高校を中心に新たに日本語教育を始める機関が増加するなど、日本語教育熱も高ま

り、日本語の普及にとって大きな追い風になっている。その一方で、待遇の悪い日本

語教師から企業へ就職する者も多く、慢性の日本語教師不足に悩まされている。教師

は母語話者教員と非母語話者教員が半数ずつぐらいとなっているが、待遇の悪さや大

学での研究職や恒常的な地位が少ないことから、母語話者教師、非母語話者教師共

に、経験が少ない教師が多く、また、非母語話者教師に関してはしばしば日本語運用

能力も問題になることがある。 
 メキシコ国内の地域間の日本語教育に関する格差も大きくなり、同時に、当初の文

化的、個人的な日本語学習への熱意が、実益的な日本語学習に変化することの質的な

問題が生じる可能性も出てきた。内発的動機づけが外発的な動機によって減少するア

ンダーマイニング効果の危険もある。また、日本企業での適応などの面でも困難を感

じる学習者もいるようである。就職という実益の側面が強調される一方で、地理的に

も外国語は英語と考えられがちな状況の中、(二項対立ではない)複言語・複文化的ア

イデンティティーを生み出すための日本語学習、という側面が、教師及び学習者にと

ってもより注目されてもいいと考えられる 4。 
 こういった状況の中、今後のメキシコの日本語教育の展望としては、メキシコ日本

語教師会とメキシコ日本文化センターの連携を更に強め、新たな非母語話者のための

研修スキームを作ること、学習者の相互学習を強めるために SNSなどを活用すること

が考えられるだろう 5。また、インターネットや SNSを活用した、広報活動の充実や

ネットワーク作りなどのメキシコから発信することがこれまで以上に重要になると思

われる。それは抜本的な問題の解決にはならないが、日本語教育の持つ国際的な意義

を高めることにも繋がり、また、日本語学習者を活用したい企業との協働も期待でき

る。 
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 その一方で、複言語・複文化的な観点からの多様な日本語教育へ対応することも蔑

ろにしてはいけない。それは現在のテクノロジーを活用することにより、以前よりも

対応可能であると考えられる。 
 2016年 3月にプレゼンテーションビデオコンテストが若手勉強会によって実施さ

れ、米国発の日本語・日本文化のクイズ大会である Japan Bowlも 2016年度の実施が検

討されるなど、これまでの日本語弁論大会一辺倒であった日本語教育関連イベントが

少しずつ多様になってきつつある。また、今回のメキシコ日本語教育シンポジウムに

おいて、初めて、国外を含めて発表を公募するなど、確実に新しい流れが起こってい

る。メキシコはその学習者数の多さとこれまでの知見から、中米カリブ地域の中心と

して、ラテンアメリカの日本語教育のハブとなることが期待されている。それには近

隣の日本語教育先進国である米国との情報交換、連携が今後重要になると考えられ

る。 
 
3 中米カリブの日本語教育 
 中米カリブ地域の日本語学習者数は次の通りである (国際交流基金 2012)。 
国名 学習者数 機関数 教師の構成 JICA派遣の状況 （2016年 5月現在） 

コスタリカ 635名 8機関 NT中心 5名派遣中 

ホンジュラス 472名 4機関 NNTのみ 派遣なし（治安悪化のため 2013年撤退） 

エルサルバドル 262名 4機関 NNT中心 1名派遣中（治安悪化のため不安定な状況） 

グアテマラ 196名 3機関 NNT中心 派遣終了 

パナマ 114名 3機関 NNT中心 現在派遣なし（2016年 1名派遣予定あり） 

ニカラグア 96名 1機関 NT / NNT 2 名派遣中 

ジャマイカ  335名 4機関 NT中心 2名派遣中 

ドミニカ共和国 249名 3機関 NT/ NNT / 日系 日系ボランティア 1名派遣中（他 2名派遣予定あり） 

キューバ 129名 3機関 NNT中心 派遣なし 

ハイチ 100名 1機関 NNTのみ 派遣なし 

トリニダード・トバゴ 50名 1機関 NTのみ 派遣なし 

（参考）メキシコ 6841名 77機関 NT / NNT 派遣なし 

(NTはネイティブ教師、NNTはノン・ネイティブ教師・以下この略称を使用) 
 
 数値の上ではどの国の学習者数もメキシコに大きく及ばないが、実際は人口が大き

く違うため、人口 10万人あたりの学習者数を比べるとメキシコの 6人に対して、多い

順にコスタリカ 14人、ジャマイカ 12人、ホンジュラス 6人、トリニダード・トバゴ

6人となり、これらの国の学習者は必ずしも少ない訳ではない(他の国は 6人を切って
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いる)。とは言え、機関数も多く、JICAボランティアの支援も厚いコスタリカを除

き、日本語学習・教育環境に関してはメキシコには大きく蓋を開けられている状態で

ある。一つには、ジャマイカやニカラグアなど、まだ JICAボランティアに大きく頼

らざるをえない状態の国々があり、一方で、ホンジュラスのように治安上の問題で

JICAボランティアが撤退した後に NNTがボランティアで日本語教育を行っている国

があるなど、日本語教育自体が持続性を持って行われているとは言えない。これは、

教師の待遇が悪いとは言え、独立で採算がとれる日本語学校が複数あり、大学などで

も日本語が広く教えられているメキシコとは大きな違いである。 
 中米カリブ地域の日本語学習者の学習動機は アニメ・マンガなどの文化的興味が中

心であり、メキシコと似ていると言える。また、学習されているレベルは、市場の未

成熟を反映して初級が中心である。これは同時に、日本語を使用する環境が乏しいこ

とも相俟って、NNTの日本語運用能力があまり伸びない現状にも繋がっている。 
 日本語学習・教育上の問題として、次の点がある。 
 ・教材不足 ・設備不足 ・日本語使用機会不足 ・日本への滞在機会不足・

日本語教師不足 
 これらの「不足」は日本からの物理的、心理的距離に加え、単純に経済的問題も大

きい。また、加えて、JICAボランティアが派遣されている国と派遣されていない国で

支援の違いが大きいことが中米カリブ諸国の日本語教育の特徴でもある。ホンジュラ

スなど JICAボランティアがいない地域では特に、在外公館と現地日本語教師の連携

が必要になるだろう。そのためにも、現地の日本語教師は国際交流基金が指定するさ

くらネットワーク機関を中心とし、教師会や連絡会議など、機関を越えたネットワー

クを作り、在外公館と話し合いができる窓口を作ること、そして以下で詳しく述べる

中米カリブ日本語教育ネットワークに積極的に参加することが必要だろう。それによ

り、これまで不利とされてきた、情報面、教材面、日本語能力面、助成の利用状況な

どが多少なりとも改善されることが期待される。つまり、現場レベルの努力のみでは

なく、中米カリブ日本語教育ネットワークを中心に、各国在外公館、各国さくらネッ

トワークメンバー、更にはメキシコのメキシコ日本語教師会・メキシコ日本文化セン

ターが密に連絡を取り合い、中米カリブ日本語教育セミナー及びメキシコ日本語教育

シンポジウムなどの日本語教育関連の重要なイベントを軸に SNSなども利用しなが

ら、同地域の日本語教育の現状や課題を共有し、外に発信しながら解決し発展してい

く枠組みが重要である。 
 
4 中米カリブ日本語教育ネットワーク 
 2009年にコスタリカにて第一回が開催された中米カリブ日本語教育セミナーは 2015
年で第 7回を迎えた。セミナーの内容は、日本語教育に関するワークショップや講

義、情報共有が中心だが、第 7回では中米カリブ合同弁論大会も行われ、教師のみな

らず学習者のネットワークへの一歩が踏み出されたことが注目に値する。また、年に

一回のセミナーで教師が会するのみで、それ以外の時期でネットワークでの活動が活

発ではなかったことが従来から課題として挙げられていたが、第 7回終了後からは
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NNTを中心とした各国代表が月に一回遠隔で会議を行い、各国の日本語教育の情報交

換及び次のセミナーの準備をするなど、セミナー以外での活動が活性化している。ま

た、同時に SNSを使った情報交換も以前より活発になっている。 
 筆者は 2014年の第 6回及び第 7回に参加しているが、この 2回を見ているだけで

も、NNTのプレゼンスが高まっていることが感じられた。これは、三浦他(2006)に挙

げられている、日本人中心のネットワークとは異なる(p. 109)。実際はセミナーの準備

段階では JICAボランティアを中心とする NTの力にある程度頼っているのも確かであ

るが、2016年の開催に関する各国の代表者による遠隔の会議では、ほとんどが NNT
であることなど、現地化、自立化は少しずつ進んでいる。 
 今後の課題としては、JICAボランティアの文脈では、カウンターパートとの協働 
(NTと NNT)をより深めていくこと、そして更に現地化に向かって動くこと、が重要

だろう。しかし、その中で日本は継続した支援が可能・必要なのか、「本当の」自立

化・現地化は果たして本当に可能なのか、などを絶えず考える必要がある。そういっ

た「支援」という文脈の中で、日本語教育自体の意義を考える必要がある点が、中米

カリブ地域における日本語教育がメキシコとは大きく違うところだろう。在外公館と

の協働の上で、アドボカシー活動を行うなど、日本語教育そのもの以外に政治的に動

く必要があるだろう。 
 さて、以下は中米カリブ日本語教育セミナーの直近の参加者に簡単なアンケートを

とった結果である。 
 
【ネットワークへの期待】 
・教授力向上 ・教授法のシェア ・情報共有 ・イベントの開催 ・中米カリブ独

自の日本語教育 ・現地教師の自立 ・教材作成 
 
【中米カリブ日本語教育ネットワークで達成された点】 
・セミナーが自国の問題解決に役立っている 
・セミナーで新しいことを学べる 
・近年協働が始まっている 
・インターネット上での定期的会合 
 
【中米カリブ日本語教育ネットワークでまだ達成されていない点】 
・セミナーのみでの共有(普段の共有がない)  
・毎年提出される問題が解決されていない 
・地域外への発信が弱い 
・国内の情報共有が足りない 
・多額の助成金が使われていることを意識すべき 
・長期的リサーチの必要性 
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 ネットワークに対する期待という点では、教授法に関する期待や情報共有、イベン

ト開催などの一般的なネットワークへの期待に加え、「中米カリブ独自の日本語教

育」や「現地教師の自立」といった、地域の事情に根差した要望があるのが特徴的で

ある。また、教材作成に関しては、日本に行く機会が少ない状態で日本の生活を場面

にとっている教材が使いにくいことにも起因していると考えられる(勿論、日本事情を

知る、という意味で、そういった教材が学習者の興味を引き、意義深いことは否定し

ない)。こういった要望は中米カリブ地域のみならず、学習者が少なく日本との関係が

比較的疎遠であるアフリカや中東などにも同様に見られるだろう。今後、これらの地

域に見られる日本語教育の問題点などがより俯瞰的に議論されることが望まれる。 
 さて、中米カリブ日本語教育ネットワークができてから 7年になるが、その中で達

成されたことはネットワークそのものが存在していなかった頃から考えると意義深い

が、まだまだ発展途上であることは否めないだろう。国を越えた協働や定期的なイン

ターネット会議はまだここ一、二年で始まったばかりである。「新しいことが学べ

る」「自国での問題解決に役立つ」という年に一回のセミナー自体の意義を越えた、

恒常的な意義をこれから作り出していく必要があるだろう。これらの問題点は無論参

加者にとって意識されており、毎年問題提起はあるものの解決に至らない問題があっ

たり(ある程度解決しうるものと構造的に困難であることを分けることも肝要だろ

う)、セミナーの中での話し合いに留まり、地域外は愚か、国内でも情報共有が十分で

はない、ということが問題として挙げられている。自らの講座、機関を越え、より広

い視点で物事を見ることがネットワークの大きな役割でもある。在外公館や国際交流

基金とのネットワーキングにより、問題点などの情報共有をし、地域外に発信する努

力をすることで解決の糸口を見ることができるのではあるまいか。こうした意味で

も、国際交流基金さくらネットワーク助成を利用した 2015年度(2016年 3月)メキシコ

日本語教育シンポジウムへの中米カリブ各国からの参加は大きな意味を持つと考えら

れる。特にこれまで一部の国では在外公館と日本語教育機関との関係が密ではなくこ

うした助成スキームも十分に活用されていなかったため、問題解決のためにも大きな

一歩を踏み出したと言っていいだろう。今後はこういったシンポジウムに参加するの

みではなく、発表などをして発信していくことが求められる。 
 
4 メキシコ・中米カリブからの 日本語教育とは 
 ここまで、メキシコ及び中米カリブ地域の日本語教育を概観してきた。同地域には

現在、メキシコにはメキシコ日本語教師会、中米カリブ地域では中米カリブ日本語教

育ネットワークと二つの大きいネットワークが存在する。この二つのネットワークが

これまで以上に繋がり、更に外部と繋がり、世界規模で問題を共有し、日本語教育の

実践やイベントなどを発信することが今後重要になるだろう。 
 実際、先にも書いたが、本発表を行ったメキシコ日本語教育シンポジウムには中米

カリブ各国からの参加があり、また、中米カリブ日本語教育セミナーへもこれまで通

りの国際交流基金日本語専門家のみならず、メキシコ日本語教師会からの参加が予定
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されている。この二つのシンポジウム・セミナーはメキシコ・中米カリブの最大の日

本語教育のイベントの中軸として今後も機能していくことを期待したい。 
 佐久間(2010)はこういったセミナーに関して二つのタイプを挙げている。 
 
 a. 一般的なタイプ……日本から講師(指導者)を招いて、日本語や日本語教育に

ついての最新の(と思われている)知識や技術を学ぶ。新しい教科書や教材の紹介など

から刺激を受け、それをそれぞれの国のそれぞれの機関での実践に役立てる。 
 b. 別のタイプ……近隣の国々、ひとつの国、ときにはひとつの国のあるタイプ

の日本語教育関係者が集まって、自分たちに最も身近で重要な問題について意見交換

をし、有益なアウトプットを共有する。この場合には、必ずしも旅費などを負担して

日本から講師を呼ぶ必要はないが、余裕があるときに例えばスペイン語母語話者対象

の日本語教育に詳しい専門家を招いたりすることもありうる。 
 
 メキシコで長年行われてきたシンポジウムは明らかに aの形であり、それはそれで

大変効果があるものであったが、その一方でメキシコでの日本語教育の問題が直接的

には扱われてこなかったと思われる(テーマの選択等には表われるが、講師が扱うのは

あくまでも一般的な日本語教育のテーマになってしまう)。つまり、会話や漢字など日

本語教育上の個別のテーマの下での教授法を伸ばすことのみが焦点化されてしまい、

「メキシコの日本語教育とは何か」「メキシコの日本語教育はどこに向かっていくの

か」という大局的な問題が議論されることが少ない。筆者の観察では、この傾向は日

常の日本語教育実践においてもしばしば見られる。つまり、学習者の目的やメキシコ

で日本語を学習することはどういった意味を持っているのか、という授業の目的や内

容に直結することを考えずに、授業の技術的な方法論を考えることにばかり意識が向

いてしまう傾向がある。 
一方で中米カリブでは、授業の技術的な方法論ももちろん重要であるが、それを支

える、参加諸国の日本語教育における根本的な諸問題が直接的に扱われることも多い

という特徴がある。それは佐久間が期待している形でもある。その一つの理由とし

て、日本語を使う機会が少なく、実利的な目的を設定できない環境では日本語教育の

意味そのものを問わずにはいられないからだろう。 
メキシコのシンポジウムが今回一般発表やパネルディスカッションを加えたこと

で、環境に根ざした日本語教育の意義自体を議論し、作り上げていくことができる環

境構築が今後期待される。日本からの参加者及び現地の教師達が JICA等の関係者も

混じえた本音の議論としてはケニアで行われた東アフリカ日本語教育会議の座談会を

挙げたい(2014 伊東他、2014 佐久間他)。ここでは、日本から教師を派遣する際の組織

の問題なども含めて、現地の日本語教育とは何か、現地の教材とは何か、等、「孤立

環境」独自の問題が議論されている。こういった議論は様々な場所で公式、非公式で

行われていると推測されているが、こうして公開された資料として残すことで、同じ

ような問題を抱える環境での議論に役立てることができると考える。中米カリブでも

このような形で広く日本語教育に関する議論の内容が公開されることが期待される。 
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 また、ネットワークの役割としては、イベントの開催も大きな役割として挙げられ

よう。イベントなどを通して、教師のみではなく学習者を巻き込んで発信が可能にな

ると考えられる。それには SNSなどのインターネットを利用することが不可欠にな

る。現在のテクノロジーを使えば、ネットワークを使った大きな広がりの中で個人が

情報を発信することも十分可能である。その意味では、既に中米カリブの日本語教育

は「孤立環境」ではない。 
 福島他(2006)は、ウズベキスタンの同時期の状況について次のように記している。

「『相互理解』の文脈における日本語教育は、その成果が見えにくく、いわば『趣味

の日本語学習』に対する評価は『人材育成』としての日本語教育よりも低く評価され

がちである。しかしながら、海外の日本語教育現場では『趣味の日本語学習』こそが

日本語学習の大きな原動力であり、この分野のより積極的な評価と開発は、海外の他

の地域を含め、より多くの裨益者がいると考える。特にコミュニケーションを保障し

ない『孤立環境』において、本やビデオがあれば成り立つこの分野での学習活動の開

発は必要性が高い」(p. 62)。まさに前半の二文は中米カリブの日本語教育の現状を示

しており、メキシコにおいても、その大半の学習者の当初の学習動機とも呼応してい

るように思われる。「趣味の日本語」が通訳等の「人材育成」に取って替わられるこ

とのある種の「危険性」に関しては本稿でも先に指摘したが、これらは、また佐久間

が指摘していることでもある(2014)。一方、福島他の引用の最後の一文に関しては、

この十年のインターネットの発展により、大きく状況が変化したと考えられる。先に

述べたように、その意味では既に「孤立環境」ではなく、コミュニケーションも十分

可能なのだ。学習者も教師も既に遠隔で自由にコミュニケーションをとることが前提

となっていると考え、その上で様々な学習プランやネットワーキングを作っていくこ

とが肝要である。 
 ウクライナの日本語教育の展望について立間(2006)は「(日本語教育の基盤形成には)
日本語教育以外の世界、世界の日本語教育とのネットワーク形成と連携、協力が不可

欠要素であろうと考えられる」「国際交流基金派遣講師は、これまで現地のニーズに

応じる支援を行ってきているが、これからは日本語教育のニーズの誘導、方向性の誘

導をサポートしていく羅針盤の役割が最も求められているのではないか」と結論づけ

ている(p. 132)。その「誘導」という言葉の是非は兎も角、インターネットなどのネッ

トワークを作り出す技術的基盤がある程度普及した今となっては、直接的、物質的な

ニーズに応える形での経済的な助成というあり方を越え、その国で行う日本語教育の

意味、そしてネットワークを繋げることによって可能になる、教師、学習者を巻き込

んだ新たなコミュニティーの中での日本語教育を、我々は共に考えていく必要があ

る。それこそがメキシコ・中米カリブ「から」の日本語教育となるのではなろうか。 
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注 
1 中米カリブ日本語教育ネットワークについては 4章で詳しく述べる。 
2 佐久間は 2016年に行われたコスタリカで行われた第八回会議でも基調講演を行っ

ている。 
3 第 4章でメキシコ日本語教師会のシンポジウムと中米カリブ日本語教育セミナー

のあり方の違いについて述べる。 
4 これに関して、筆者は 2016年 2月に COLMEXで行われた基調講演で話をした 
(“¿A quién pertenece la lengua japonesa? – nuestro japonés para le sujeto plurilinguë –”, Primero 
coloquio de enseñanza de lenguas asiáticas y africanas en América latina y Caribe)。 
5 メキシコ日本語教師会では、これまで非日本語母語話者教師の日本語運用能力向上

のために SKYPE講座を行ってきたが、2016年度は開講されていない。また、今後は

基本的に一対一で日本語母語話者が日本語非母語話者に対して研修をする Skype講座

という形のみならず、日本語非母語話者同士がコミュニティーを作り、自律的に研鑽

し合う形が望まれるだろう。 
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Análisis sobre el uso incorrecto y enseñanza efectiva de 「のだ」 
- Estudio de caso de estudiantes de japonés mexicanos – 

Yukihiro OHASHI 
 
Palabra clave 「のだ」significado concreto, explicación suplementaria,「から」y「んです」 
 
 En la actualidad, muchos profesores de la lengua japonesa han expresado la preocupación que 
implica el estudio gramatical de「のだ」. Hay una gran cantidad de investigaciones al respecto 
((Kuno, 1973; Teramura, 1984; Alfonso, 1989; McGloin, 1989; Noda, 1997; Kikuchi, 2000; 
NaShima, 2007), que incluyen descripciones y conjeturas sobre su uso, función, etc. Pero sin ninguna 
conclusión hasta ahora. 
 La siguiente investigación plantea la idea de que en la que se analiza el uso incorrecto de 「の

だ」y que al explicar a los estudiantes el significado intrínseco de 「のだ」si se reducen o no los 
errores en su uso. 
 Este experimento se realizó en un período de tres semanas durante las cuales se trabajó con 
alumnos mexicanos. El primer paso fue realizar un examen previo para la compresión del mal uso de
「のだ」ese mismo día se les aplicó un cuestionario sobre la función y significado de 「のだ」

para investigar si el alumno entendió la función correcta de 「のだ」. 
 La segunda semana se les explicó a los alumnos el uso concreto de 「のだ」así como “una 
explicación complementaria” del mismo. Al finalizar la tercera semana los alumnos tomaron un 
examen e investigamos si el uso incorrecto de 「のだ」se había reducido. Además se aplicaron 
encuestas a hablantes nativos en relación al uso de 「のだ」. 
 Partiendo de los resultados encontramos que muchos estudiantes de japonés mexicanos entienden 
el significado de 「のだ」en una variedad de formas (tales como descripciones, énfasis, 
atenuaciones, confirmaciones, permitirles hacer suposiciones y descubrimientos) al hacer esto, 
comprendimos que más que enseñar el uso de 「のだ」 hay que ayudar a los alumnos a 
comprender cuando se puede y no se puede usar 「のだ」. 
 A continuación, como lo explica (Noda, 1997) en「のだ」del ambiente confrontado, nos dimos 
cuenta que el entendimiento de 「のだ」 por parte de los hablantes nativos y los estudiantes 
mexicanos era un poco diferente. Mientras que por parte de los hablantes nativos se mostró un mayor 
uso de 「から」los estudiantes no nativos no presentaron esa tendencia. 
 Podemos concluir que si el profesor pueda explicar el significado concreto de「のだ」consiste en 
“una explicación complementaria”, los alumnos podrán comprender su uso correcto y su 
significado. 
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「のだ」の誤用分析と効果的な教え方 

―メキシコ人日本語学習者の場合― 

                                    大橋幸博 

           ヌエボレオン州立大学外国語学習センター（メキシコ） 

  

An analysis of the misuse of Japanese grammar noda and how to teach noda 
effectively 

                                           Yukihiro Ohashi 
           (Centro de Estudios y Certificación de Lenguas Extranjeras (UANL)) 

 

キーワード：「のだ」の本質的な意味“補足説明”、対事的ムードの「のだ」、発見の「のだ」 

 

要旨 

 「のだ」については、多くの日本語教師が頭を悩ませる表現の一つだと言われて

いる。「のだ」をめぐっては多くの研究があり、その意味機能は様々に説明され、今

だ確立しているとはいえない。 
 筆者は 2015 年にロンドンにて、イギリス人日本語学習者を対象に「のだ」の理解

に関する実験を行い、一定の結果を得た。しかし、被験者がわずか 5名であったこと

から、研究結果の検証を行うために、モンテレイのメキシコ人日本語学習者を対象

に同様の実験を行った。本実験では日本語学習者の「のだ」の誤用を分析した後、

「のだ」の本質的な意味“補足説明”を教えることで、それらの誤用が減るかどう

か調査した。実験はメキシコ人日本語学習者を対象に三週間にわたり行った。まず

一週目に「のだ」の理解に関する事前テストを行い、その誤用を分析した。また同

日に「のだ」の意味機能に関するアンケートも行い、学習者が「のだ」の意味機能

をどのように理解しているか調査した。二週目には、「のだ」の本質的な意味“補足

説明”を教える授業を行った。最後の三週目には、事後テストを行い、誤用が減っ

たかどうかを調査した。また、日本語母語話者にも同様に「のだ」に関するテスト

とアンケートを実施した。 

 実験の結果、「のだ」に関する取り立てた授業を行うことによって、メキシコ人日

本語学習者の多くが「のだ」には様々な意味（説明・強調・和らげ・確認・推測・

発見）があると理解し、使用することができるということがわかった。また「のだ」

の本質的な意味“補足説明”を教えることにより、まず学習者は「のだ」をいつ使

うことができ、いつ使うことができないのかを理解することができた。また、対事

的ムードの「のだ」（野田, 1997）や、発見の「のだ」（庵・高梨・中西・山田, 2000 ; 

名嶋, 2007）と言われるものも理解することができた。母語話者に関しては、話し手

と聞き手が特定の情報を共有していない場合には「から」ではなく「んです」を使
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う傾向があったが、メキシコ人日本語学習者にはそのような傾向はなかった。 

 本実験はロンドンでの実験と同じような結果となり、筆者の「のだ」に関する実

験にある程度の信頼性を得た。この事から、日本語教師が「のだ」の本質的な意味

は“補足説明”だということを教えることができれば、日本語学習者は「のだ」を

正しく理解でき、おかしな誤用も生まれにくくなると考えられる。 

 

１．はじめに 

 現在「のだ」に関しては多くの先行研究があり、その意味は説明・主題提示・非

難・調和・推測・強調・和らげ・確認・発見など様々に説明されている（久野, 1973 ; 

寺村, 1984; Alfonso, 1989; McGloin, 1989; 野田, 1997; 菊地, 2000 ; 名嶋, 2007）。また、多く

の日本語の教科書や文法書でも「のだ」の意味は曖昧に説明されている。その結果、

多くの日本語教師が「のだ」の本質的な意味を正確に理解できないまま「のだ」を

学習者に教え、学習者の誤用が生まれていると思われる。しかし、筆者は「のだ」

の本質的な意味さえ正確に教えることができれば、誤用が減るのではないかと考え

る。 

 筆者は 2015 年にロンドンにて「んです」を既習とする 5 名のイギリス人日本語学

習者を対象に「のだ」の実験を行った（Ohashi , 2015）。実験は約一ヶ月にわたり行っ

た。最初の週に「のだ」に関する事前テストとアンケートを行い、翌週に「のだ」

の本質的な意味“補足説明”を教える授業を行い、最後に事後テストを行った。こ

の実験では、事後テストで学習者の誤用が大きく減り、学習者が「のだ」の本質を

理解したと言えるような結果となった。しかし、被験者がわずか 5名だったことを考

えると、信頼性が高いものだとはいえないように思われる。そこで、今回は「んで

す」を既習とするメキシコ人日本語学習者を対象に同様の実験を行うこととした。 

 

２．実験の概要 

 実験は筆者が教鞭を執っているヌエボレオン州立大学外国語学習センターで日本語

を勉強しているメキシコ人学習者 9 名（初級 5 名・中級 1 名・上級 3 名）と、2 年前

に当校の上級コースを終了したメキシコ人学習者 1 名（上級）の計 10 名と、UDEM
大学で日本語を勉強しているメキシコ人学習者 5名（中級）を対象に、それぞれ 3週
間にわたり行った。被験者は「んです」を既習とする者で、また英語を日常生活で

問題なく使える英語が分かる者である。ヌエボレオン州立大学外国語学習センター

における学習者は、初級の学習者 5 名は、みんなの日本語初級 2 の第 31 課まで終え

ている者である。中級の学習者 1 名はみんなの日本語初級 1、2 と新日本語の中級の

第 5課まで終えている者である。今当校で勉強している上級の学習者 3名は、みんな

の日本語初級 1 と 2、新日本語の中級を終え、中級から上級への日本語をユニット 5
まで終えている者である。以前勉強していた上級の学習者 1名は、これらの教科書を

すべて終えた者である。UDEM 大学における学習者は、できる日本語初級と初中級

を終えたものである。 

 実験はヌエボレオン州立大学外国語学習センターでは 11月 17日に事前テスト（35



Informe final de la AMIJ del año fiscal Japonés 2015  

 

82 

分）とアンケートを行い、11月24日には「のだ」の本質的な意味を教える授業（1時
間半）を行い、12 月 1日に事後テスト（25 分）を行った。同様の実験を UDEM 大学

では、1月 27日、2月 3日、2月 10日に行った。アンケートでは、学習者が「のだ」

の意味のどのように理解しているか、また「んです」と「から」の違いをどのよう

に理解しているかを調査した。事前テストはセクションを 1～3 の 3 つに分け、セク

ション 1は 15分（5分×3）、セクション 2は 10分（5分×2）、セクション 3は 10分
（10分×1）で行った。セクション 1の問題はカテゴリーA、B、Cからなり、カテゴ

リーAとBは学習者の「から」と「のだ」の理解の違いをみるために行い、カテゴリ

ーCは対事的ムードの「のだ」や発見の「のだ」といわれる「のだ」を理解している

かをみるために行った。カテゴリーA は問題（4、8、10、13、17、19、22、26）から

なり、特徴としては話し手と聞き手がある特定の情報を共有している。カテゴリーA
はお互いに特定の情報を共有しているので、「のだ」を使い説明する必要がない。言

い換えると「のだ」は使えないともいえる。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

カテゴリーB は問題（3、6、12、15、16、21、24、28）からなり、特徴としては話し

手と聞き手がある特定の情報を共有していない。つまりお互いに共有していないの

で、説明する必要があり、「のだ」を使うことができる。 
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カテゴリーC は問題（1、2、5、7、9、11、14、18、20、23、25、27、29、30）からな

り、特徴として話し手が話し手以外の聞き手を前提としない。カテゴリーCでは、話

し手は自分自身が設定した聞き手（自分自身）に話している。つまり、独り言とも

いえる。 

 

セクション 2は「のだ」の内包的意味を理解しているかみるために行った。 

 

セクション 3 は文脈と A と B の会話を読んで、A と B の関係性と性別を考えるもの

で、正しい答えはなく点数はつけない。 
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日本語母語話者とメキシコ人日本語学習者との「のだ」の理解の違いをみるため、

モンテレイに住んでいる日本語母語話者 8名にも同様のテストとアンケートを行った。

下記はアンケートの一部である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「のだ」の誤用が減ったかどうかみるための事後テストはセクション 1と 2のみ行っ

た。事前テストと事後テスト共に、文脈は英語で表記した。その理由としては、初

級の被験者のことを考えると、文脈を日本語で表記するより、英語で表記するほう

が正確に文脈を伝えられると考えたからである。 

 

３「のだ」の本質を教える授業 

「授業内容」 

0、「のだ」文の作り方の復習 （普通形＋んです） 

1、「のだ」の内包的意味 

 

Bは友達に会うということを「のだ」を使い説明している。つまり、カフェには行か

ないと婉曲に断っている。 
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2、どうして「のだ」に強調や和らげのニュアンスが出るのか 

 

 

 

 

 

 

 

「ちょっと・じつは・とても」などの言葉が強調や和らげのニュアンスを出してい

ると考えられる。 

 

3、「のだ」文と非「のだ」文の違い 

 
非「のだ」文は、日本に行ったことがあるかないかを聞いている。つまり YES－NO 

question である。一方「のだ」文は、学生が東京は高いと言ったことで、先生はその

学生は日本に行ったことがあると思ったが、確信はもてないので「のだ」を使い学

生に説明を求めている。 

 

4、「から」と「のだ」の違い 

 

「のだ」の意味は説明なので、話し手と聞き手が情報を共有している（AとBは外に

いて、二人とも雨が降っていることを知っている）場合、「のだ」を使って説明する

必要がないので「のだ」は使えない。話し手と聞き手が情報を共有していない（ジ
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ョニーデップはかっこいい）場合、説明することができるので「のだ」が使える。 

 

5、「のだ」の色々な形（んだ・の・のです・んです）の説明 

          雨が降っているのだ。   

「のだ」の普通形            「のだ」の丁寧形 

雨が降っているんだ           雨が降っているのです 

雨が降っているの            雨が降っているんです       
                       （田野村, 1986 ; 市川, 2005） 

 

6、対事的ムードの「のだ」や発見の「のだ」と言われる「のだ」の説明 

 

A の②は対事的ムードの「のだ」や発見の「のだ」と言われているものだが、「のだ」

の意味が説明であるということを考えれば、発見という曖昧な表現でなく、この場

合どうして「のだ」文を使うか説明できるように思われる。まず、「んだ」は「のだ」

の丁寧でない形である。A は雨が降っているという情報を自分自身に説明している

（独り言）。つまり、独り言なので丁寧に言う必要はないので「んだ」が使われると

考えられる。 

 

 

４、事前・事後テストとアンケートの結果と考察 

  【メキシコ人日本語学習者】 

 ヌエボレオン州立大学外国語学習センター：S1上級（卒業生）、S2～4上級     

                     S5中級、S6～10初級 

 UDEM大学：S11～15中級 

                  [正解率＝正解数÷問題数×100] 
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全体的にみると、「のだ」の本質的な意味を教えた授業のあとの事後テストでは正解

率がかなり高くなっていることがわかる。また Section3 の結果から分かった事は、ま

ず被験者の 2名は「んだ」は男性のみが使うと理解していた。アンケート結果からは、

メキシコ人日本語学習者の多くは「のだ」には様々な意味（説明・主題提示・非

難・調和・推測・強調・和らげ・確認・発見）があると理解していることがわかっ

た。 
 

 【日本語母語話者】 

日本語母語話者の特徴としては、Section1 のカテゴリーB の正解率が良くなかった。

まずカテゴリーBは「んです」と「から」の両方が答えとして可能であり、両方を選

んだ場合に正解となるが、多くの日本語母語話者は「んです」のみを答えとして選

んでいた。この傾向は、筆者がロンドンで行った同様の実験でも見られた（Ohashi, 
2015）。ロンドンでの実験と同様、おそらく母語話者は「から」は理由を明確に示す

表現であり、聞き手に強い印象を与える可能性があると感じ、「から」の使用を避け

たのではないかと考えられる。また、ある日本語母語話者の被験者はカテゴリーAの

正解率も悪かった。その被験者とは後日会う機会があったので、聞いてみた。カテ

ゴリーAは話し手と聞き手がある情報を共有しているので、説明の機能がある「のだ」

は使えず、答えは「から」のみになるが、その被験者は問題 10（カテゴリーA）に関

しては、「B は A が共有の情報（B がお酒が嫌いな事）を知っていると思っているが、

Aが忘れているかもないので確認のために“んです”を使った」と答えた。このこと
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は「のだ」の意味が単に説明ではなく、補足説明（言っても言わなくてもよい説明）

であるということをより明確に示すものであったと言えそうである。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

３．まとめ 

 メキシコ人日本語学習者は「のだ」には様々な意味（説明・強調・和らげ・確認・

推測・発見）があると理解していることがわかった。また、その誤った理解が「の

だ」の誤用を引き起こしていると思われる。しかし、「のだ」の本質的な意味“補足

説明”を教えることにより、学習者は「のだ」とはどういうものかを理解し、誤用

は大きく減った。また、学習者は対事的ムードの「のだ」や発見の「のだ」と言わ

れる「のだ」も理解できた。日本語母語話者は、話し手と聞き手が特定の情報を共

有していない場合、「から」ではなく「んです」を使う傾向があったが、メキシコ人

日本語学習者にはそのような傾向はなかった。これは、母語話者が「から」は理由

を明確に示す表現であると理解し、「から」を使えば聞き手に強い印象を与えかねな

いので、「から」の使用を避けたように思われる。また、ある母語話者は相手が特定

の共有している情報を忘れているかもしれないので、確認のため「のだ」を使い再

度伝えると言ったことは、「のだ」の意味が単に説明ではなく、補足説明であるとい

うことをより明確に示すものであったと言えそうである。この本質的な意味を教え

ることができれば、日本語学習者は「のだ」を理解でき、おかしな誤用も生まれに

くくなると思われる。今後は、これらの実験をより信頼性の高いものにするために

も、同様の実験を他のいくつかの教育機関でも行い検証する必要があると考えられ

る。 
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市川保子(2005) 『初級日本語文法と教え方のポイント』スリーエーネットワ         
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¿Los ejercicios promueven el habla? 
- Comparación de la producción del habla de los alumnos utilizando como base ejercicios de 

patrones de libros de texto y frases de libros de texto - 
Hiroko FUJIMORI 

 
Palabras clave: resultado de los ejercicios, interacción y repetición. 
 
 Actualmente se está investigando con base en algunos libros de nivel básico si estos están 
orientados a promover el habla（Maeda 2015）. Primero se realizaron entrevistas a 20 estudiantes
（2015春 EJ）que usan libros basados en ejercicios y 8 estudiantes (2014春 EJ) que usan libros 
con un enfoque gramatical. Se les hicieron las mismas preguntas a ambos grupos. Las entrevistas 
fueron grabadas y posteriormente transcritas. Para el método de investigación se usó los datos de la 
transcripción en formato xml con los extractos de las respuestas dadas por los alumnos durante la 
entrevista y se realizó un análisis morfológico utilizando una herramienta de análisis morfológico 
MeCab. Se analizaron el número total de morfemas, el número total de palabras usadas (las cuatro 
partes principales de una oración) número de palabras diferentes y tipo de contenido (tipo de palabras 
de contenido dividido entre el número total de morfemas multiplicado por 100) considerado para 
comparar el discurso. Utilizando este análisis morfológico nos damos cuenta si están o no utilizando 
palabras que se aprenden de los libros o similares. 
 El resultado fue que los estudiantes que usaron un libro basado en ejercicios utlizarón un número 
mayor de morfemas comparado con los alumnos que usan un libro basado en la gramática, pero en 
cuanto a las palabras de contenido los resultados fueron muy parecidos. En esta presentación mientras 
hacemos una comparación sobre los dos resultados continuaremos con la discusión.  
 
 En el extracto de las entrevistas de primavera del año 2015 (2015春EJ) se observaron las muletillas 
(filler), repeticiones, correcciones, así como el significado de lo que se estaba hablando（Long1985）
entre otras cosas. 
 
 En el futuro, queremos analizar el proceso de comunicación entre los alumnos y profesores, desde 
luego pensar de manera detallada la parte en donde suceda la regularización en su conversación. 
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タスクは発話を促進するのか 

―タスク型教科書と文型中心教科書を使った学習者の発話産出の比較から― 
 

藤森 弘子（東京外国語大学） 
 

要旨 
最近の SLA研究の成果とともに、タスクを取り入れた言語教育の有効性が注目され

ている。本研究では、タスク活動が学習者の発話産出能力を促進するのかどうかを検

証するため、タスク型の教科書と文型中心の教科書を用いた初級学習者に対して、同

じ質問内容のインタビューを行った発話を録音し、両者を比較分析した。発話の形態

素解析を行ったところ、総形態素数及び内容語の異なり語数の平均値についてはあま

り差がみられなかったが、総内容語数の平均値については、タスク型教科書を用いた

学習者のほうが有意に高かった。そして談話の流れを観察したところ、タスク型教科

書使用者のほうにより多く「繰り返し」発話がみられ、会話的調整の機能を有してい

ることがわかった。タスクの効果として意味交渉が増え、中間言語発達促進の可能性

が窺える。 

 
１． はじめに  
 「何ができる」といった言語行動記述文を軸とした言語教育指標は、すでに

「CEFR(Common European Framework of Reference for Languages)」（ヨーロッパ日本語教

師会 2005、Council of Europe吉島他訳 2008など）や「JF日本語教育スタンダード」

（国際交流基金 2010、塩澤他 2010）などにみられる。 
東京外国語大学留学生日本語教育センターは、1970年から「第二言語としての日本

語教育」を担っており、現在アカデミック日本語教育のための共通評価指標としての

「Can-doリスト1」を開発中である。開発の目的としては、まず 2004年度から「全学

日本語プログラム2(Japanese Languare Program of TUFS；以後 JLPTUFS)」が開講され、多

様な留学生のニーズに応えるため、共通評価指標が必要となったことである。多様な

学生とは、①日本の大学院で勉強する国費研究留学生、 ②海外で日本語日本研究を専

攻する学生、③交流協定大学からの交換留学生、 ④本学大学院を受験する予定の研究

生、⑤他大学から受け入れる委託留学生（全国教育共同利用拠点3）などであり、習熟

                                                           
1 アカデミック日本語に特化したもので、初級から超級までの 8レベル・4技能別に「そのレベル・技能で何ができ

るか」を示した指標のことである。http://www.tufs.ac.jp/common/jlc/kyoten/development/cando.html参照のこと。 
2 http://www.tufs.ac.jp/intlaffairs/international_student/参照のこと。 

3 文部科学省から「外国人のための日本語教育拠点」として 2012 年度に認定され、他大学の留学生も本学の日本語

プログラムを利用することができる。http://www.tufs.ac.jp/common/jlc/kyoten/center/index.html 参照。 

http://www.tufs.ac.jp/common/jlc/kyoten/center/index.html
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度によりレベルを分け、総合・技能別に授業が受講できるようになっている。①～⑤

に共通している目的は、日本の大学・大学院で勉強する「アカデミック日本語」獲得

であり（藤森他 2011）、特に③では「留学前→本学へ留学→留学後」といった「教育

の接続4」が重要になってきている。よって、①～⑤のような大学間を越えた学生の日

本語能力を保証するため、「Can-doリスト」が開発されているのである。また、本学

が外国人のための日本語教育関係共同利用拠点に認定され、全国の留学生の日本語学

習を支援する任務を負うことになったことも影響している。 
 その Can-doリストが目標にしている「～ができる」ようになるためには、教育現場

で「～をする」活動を設定しなければならない。そのためには実際のコミュニケーシ

ョンに結びつく、いわゆる「タスク」の設定・設計が重要となる。 
 
２．研究の背景 
2-1  アカデミック日本語教育のシラバス理念 
図 1は本学 JLPTUFSのシラバス理念である。鈴木他（2010）では「大学の勉学に必

要な日本語力とそのスキルの養成（AJ①）」と「大学教育で求められる問題発見、比

較分析などの学術能力養成の一環（AJ②）」の両者を統合したものがアカデミック日

本語能力(AJ能力)向上を目指したシラバス理念であるとしている。授業運営及びタス

ク設定の方針としては、以下のような特徴がある。   

①学生の多様性を生かし、発信型の活動を行う 

②学生が有する「アカデミック・スキル」を活用できるようにする 

  ③学内の日本人学生他、日本語母語話者を交えて行うタスクを組み込む 

      ④運用力を支える言語的知識の増強を図る 

初級は AJ①の占める

割合が高く、習熟度が

増すにつれて、AJ②の

割合が大きくなると考

える。さらに、AJ能力

の養成はタスク型活

動・内容中心のシラバ

スによるところが大き

いことも特徴であるといえる。 

                                                           
4 「教育の接続（アーティキュレーション）」とは習得目標達成のためのカリキュラム、インストラクション、評価

の異なるレベル間の連続性、連携、同じプログラム内のクラスの連続性、一貫性のことをいう。交換留学でもうま

く連続すれば、効率的かつ高いレベルの習得目標が達成できる。 

 

図１ アカデミック・ジャパニーズの２つの視点（鈴木・中村・藤森 2010） 

ＡＪ② 

大学教育で求められる 

能力養成の一環 
  

問題発見・分析・解決能力 

の養成（事象の比較、 

対照、例示など） 

 

ＡＪ① 

大学等の勉学に 

必要な日本語とスキル 
  

大学での授業（講義等）に 

必要な日本語の言語要素の

習得および技能の養成 

 

 

上級 

初級 
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2-2 言語教育におけるタスクの役割 
2-2-1 意味伝達重視の活動 
 目標言語で自在にコミュニケーションができるようになるためには、意味と言語形

式が結び付けられなければならない。そして、外からの言語情報を自動的に処理し、

言語の産出が自動化されることが必要である。そのためには、目標言語で他者との意

味伝達の経験を積むことが重要であり、結局コミュニケーション能力を向上させるに

はコミュニケーションの練習をするほかないのである。その意味伝達重視の活動が

「タスク」である。「タスク」の定義に関しては、重点の置き方が多少異なっていた

りして、様々な定義が存在するが、本稿では Ellis(2003) に倣い「現実の場面、または

擬似的な場面での現実の言語行動にも応用できる、意味中心の活動」と定義する。 
 田中（1988）によると、タスク練習はコミュニカティブ・アプローチ(CLT)の教室

活動として考え出されたものであり、教室活動の 3段階として「導入、練習、確認」

を挙げている。実際 90年代以降、タスクをシラバスの軸として言語学習を促進しよ

うとするタスク中心の教育(TBLT; Task -based Language Teaching)についての研究がなさ

れてきている。そして、第二言語習得研究において、タスクという言語活動の中で意

味のあるやりとりや、教師や学習者間によるフィードバックなどが言語習得を促進

し、相手に理解してもらおうと発話産出することが第二言語発達のために重要である

と考えられるようになった（今井他 2010、小柳 2008）。TBLTでは、正確さと流暢さ

のどちらも伸ばすことを目指しており、そのためには、意味に気づかせる(FonM)だけ

でなく、言語形式にも気づかせる(FonF)言語処理モードが必要であると強調している

（小柳 2008）。 
 一方で、初級のように、言語形式をまず学習しなければ、タスクの遂行が困難なレ

ベルの場合や日本の英語教育のような EFL環境の場合は、タスクを言語学習の中心に

置くのは難しい。そのため、文法・文型を中心とした従来の指導法にタスクを補助的

に用いる言語学習支援法として「タスク支援型言語教育(TSLT; Task-supported Language 
Teaching)」が取り入れられた（Ellis2003, 百済 2013）。百済（2013）はこの TSLTが

様々なタイプのシラバスに組み合わせて柔軟にタスクを取り入れるため、タスク利用

の可能性を広げていると指摘し、TSLTをより積極的な意味で「タスク統合型言語教

育」とするべきだと述べている。 
 
2-2-2 教材開発とタスク     
小山（2008）は、日本語教育においては、第二言語習得研究の知見を取り入れては

きているものの、教室活動集など「副教材」の場合が多く、総合教科書としてはまだ

少ないと指摘している。確かに、現在最もよく使用されている初級教科書『みんなの

日本語』は文型シラバスであり、練習 Cの部分のように実際の言語使用場面に有用な
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談話練習を取り入れているが、部分的で

ある。その他読解や聴解など中心とした

タスク練習の副教材が多い。本稿で述べ

ているタスク型初級教科書にあるタスク

は、【表１】にあるように、読むこと、

聞くことを目的にしたタスクではなく、

「読んで何かする」「聞いて何かする」

ためのタスクである。 
 

３．研究の目的 

 本学では、２．研究の背景で述べたよ

うに、アカデミック日本語教育に特化し

た Can-doリストの策定と同時に、それ

に対応した教材の開発も推進されてい

る。工藤（2015）では、開発されたアカ

デミック中級教科書『出会い』では、

コンテンツと階層性のあるタスクを組

み合わせたシラバス設計により、アカデミック・スキルと言語運用能力が培われると

している。しかし、文型・表現練習編は言語形式に焦点をあてた練習帳で副教材とし

て使用され、これにより正確さが増すことが期待される。 
初級教科書においては、本学で開発されてきたものとしては『初級日本語』

（1994）、『初級日本語（上）（下）』（2010）あり、いずれも文型積み上げ方式の

シラバスである。一方、JLPTUFSでは多様な学生が来るため、2003年度より『初級日

本語』にかわる教科書の開発が進められた。当初は文型シラバスのものを開発し、

『大学生の日本語』試用版（2012）が完成した。しかしながら、先に述べたように、

Can-doリストが開発され、それに対応した初級教科書を開発することとなり、2012年
度からタスク型の教科書に改訂してきた。文型を軸とした教科書をタスク型に改訂し

てきたので、TSLTの教科書として位置づけられよう。 
 本稿では、この文型中心の『大学生の日本語』試用版(2012)を用いたクラスの学生

と、タスク型教科書『大学生の日本語』改訂試用版(2015)を用いたクラスの学生の発

話産出の比較をすることにより、タスクが発話を促進するのかどうかを検証すること

を目的とする。 
 
４．研究方法 
4-1 タスク型教科書と文型中心教科書 
 以下、【表２】は、2015年版タスク型初級教科書と 2012年版文型中心教科書の概

要を示したものである。 

 ダイアローグまたはモノローグ

当該課の文型と例文提示

口頭での文型導入と練習

タスク①：イラストを使った指示

タスク②聴解→内容確認→産出活動

タスク③読解→内容確認→産出活動

文型の英文説明

活用形など文型の導入

文型練習問題

漢字　約３００字

語彙リスト

かなブック

音声CD

文法・漢字宿題

タ
ス
ク
版

文
型
練
習
帳

巻
末

副
教
材

←
　
流
暢
さ
　
　
　
　
正
確
さ
　
→

【表１】『大学生の日本語』改訂試用版（2015）の構成 



2015 年度メキシコ日本語教師会紀要 

 

95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015年版では、「タスク」と明示された活動練習項目があり（藤森・前田 2015）、

2012年版では各課冒頭に文型項目が明示されているのが対照的である。教材に関する

学生アンケート結果や学年暦の変更などから、2015年版では語彙数、文型数、課数も

減らすようにした。 
 タスクには、あるトピックについて発表するタスク、インターアクションを目的と

した対話タスク、例えば場面や話す相手によって異なった「自己紹介」を提示すると

いった段階的タスクの 3種類がある。 
 
4-2 研究対象と方法 
 タスク型の『大学生の日

本語』2015年版を使用し

た、2015年春学期初級集中

クラス（以後 2015春）の学

生 20名の発話データと、文

型中心の『大学生の日本

語』2012年版を使用した、2014年春学

期初級集中クラス5（以後 2014春）の学生８名の発話データを研究対象とする。いず

れも教師（筆者）が【表３】の質問6をし、学生と１対１で行ったやりとりである。 

 
 
                                                           
5 全学日本語プログラム初級集中クラスは、1学期間週 10コマ勉強するクラスで、『大学生の日本語』Vol.1と Vol.2

を使用し、初級前半/後半を修了する。 

6 質問項目は Can-do リストの初級前半・後半の口頭表現の内容に含まれるものである。 

テーマ・
トピック

語彙数

Vol.1 Vol.2 Vol.1 Vol.2

課数 1～12 13～24 1～13 14～26

タスク数 50 53 ― ―

文型数 76 70 118 89

2015年版
タスク型

2012年版
文型中心

1806語 1882語

各課の本文会話/発表、タスク
を明示

各課の冒頭に文型項目が明示

【表２】2015年版と 2012年版の比較 

①自己紹介をしてください。
②日本の生活はどうですか。
③朝起きてから寝るまでの「あなたの一日」について話してください。
④休みの日にどこかへ行きましたか。どうでしたか。
⑤日本に来てから、びっくりしたことは何ですか。
⑥夏休みはどうしますか。
⑦この教科書は、どうでしたか。

【表３】期末インタビューの質問内容 
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５．分析結果と考察 
5-1 形態素解析 

2015春、2014春の口頭インタビューを文字化したテキストデータをタグ付け、xml
ファイル化した。そして、各 xmlファイルの学習者の発話部分のみを抽出し、形態素7

解析ツール MeCab8を用いて形態素解析を行った。その解析結果をもとに、①総形態

素数（記号、フィラー、アルファベットは除く）、②総内容語数（総形態素数のう

ち、主要 4品詞（名詞・動詞・形容詞・副詞）の総数）、③異なり語数（総形態素数

から、重複した語を省いた総数）、④内容語の異なり語数、⑤語彙密度（内容語の異

なり語数を総形態素数で割った値）の数値を求め、考察を行った。結果は【表４】の

とおりである。 

 
 
 両者をみると、文法成績、異なり語数、内容語の異なり語数の平均値及び語彙密度

は概ね同値である。しかし、2015春の総形態素数の平均値は 464、総内容語数平均値

は 250で、2014春の場合は 416、208であった。それぞれ t検定の結果、有意水準 5％
で有意差が認められた。2015春と 2014春の異なり語数、内容語の異なり語数がほぼ

同値であることから、語彙の種類の数はかわらないが、2015春のほうが、発話数が多

いことがわかった。また、その発話を観察したところ、繰り返しが多いことがわかっ

た。 
 
5-2発話に見られる「繰り返し」 
 2015春の学生の発話に見られる繰り返しは、以下のようなパターンがみられた。数

字は学習者番号で、Tは教師を指す。 
（１）自己訂正 
 例）15504：あー、それで、あー、タイ、タイのゾウ、あります。 
     T：うんうん。 
   15504：あ、タイのゾウが、います。 
（２）自己モニターによる繰り返し 
 例）15508：わたしは初めて、あー、電車、あー電車に、 

                                                           
7 形態素とは、意味を持つ最小の言語単位のことである。 

8 http://taku910.github.io/mecab/参照。 

【表４】2015春と 2014春の分析結果の比較 

各平均値 文法成績 総形態素数 総内容語数 異なり語数
内容語の異

なり語数
語彙密度

2015 春20名 75/100点 464 250 146 111 25.40%

2014春8名 72/100点 416 208 138 104 25.85%
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     T：うん。 
   15508：の、電車に乗ったら、乗ったらとき、あー、道に、迷いました。 
（３）教師の訂正による繰り返し 
 例）15506：えー、夜、夜、えー、いち、2時、 
     T：うん。 
   15506：えー、の、のみます。のま、のます？ 
     T：寝ます？ 
   15506：寝ます。 
 
 （１）は自己訂正の例で、学習者自身が誤りに気づいて、言い直したときに見られ

た繰り返しである。（２）は自己モニターによる繰り返しで、「電車」という語彙を

発話しながら、「に」「乗る」という助詞、動詞を自己の明示的知識である、文法・

語彙知識をモニターとして活用しながら文を生成している例である。（３）は「寝ま

す」という語彙の発音が出てこなくて、よく似た音の「のみます」を出して、教師の

スキャフォールディングによって訂正できた例である。 
以下の（４）は教師の暗示的訂正フィードバックにより、間違いに気づき、教師のス

キャフォールディングによる繰り返しの例である。 
（４）15509：ああ、あー、日本生活は、とても、楽しいです。 

T：うん。 
15509：えーん、とー、おもしろい、おもしろいです。 

T：うん。そうですか。はい、よかったです。じゃあ、毎日の、生活につい

て、説明してください。朝、起きてから、夜、寝るまで。 
15509：えー、毎日、えーん、えー、し、しち、７時に、あーん、起きます。え

ー、えー、授業、日本語授業、ために、えー、大学、へ、行きます。え

ーん、授業は、えー、８時半、あー、はじ、始まります。えーん、え

ー、じゅう、12、12時、あー、昼ご飯、を、食べます。 
T：うん。 

15509：図書館で、昼ご飯、食べます。うーん、 
T：図書館で？ 

15509：えー、あー、 
T：食堂？ 

15509：食堂。え、すいません、食堂、昼ご飯、食べます。 
 

（５）は自分の知的レベルに合った語彙を使おうとしているが、なかなか言葉が出て

こないため、繰り返す例である。教師が 15520の発話から言いたいことを予測して助

けているのがわかる。 
 
（５）15520：あー、あーん、びっくり、びっくりは、あーん、びっくり、は、あー

ん－、ぎょ、ぎょうぞん、ぎょ、ぎょうぞんの、 
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T：うん。共存？ 
15520：の、の、古くて新しい、 

T：うん。 
15520：あー、の、あーん、文化と、 

T：うん。 
15520：あー、ばらで、あ、で、あー、れ、あー、歴史、 

T：うん。 
15520：あー、あー、に、と、日本の、 

T：うん。 
15520：あ、あ、れ、れ、あー、日本の、歴史、（ＸＸＸ）コネクション、 

T：うん。関係？ 
15520：かんけ、かんけい。 

T：うん。 
 
６．まとめと課題 
 形態素解析と発話の繰り返し部分の分析から、以下のことが概ねわかった。 
１）タスク型教科書を使用した場合のほうが、総形態素数及び総内容語数については

語数が多い。 
２）文法成績、内容語の異なり語数、語彙密度はほぼ同値である。つまり、主要４品

詞の使用、即ち学習した言葉の産出語彙の種類の数はほぼ同じである。 
３）タスク型教科書を使用した場合のほうが、フィラーや語の繰り返しが多い。 
これらをまとめると、タスク型教科書を使った場合のほうが、たくさん発話しようと

する傾向がある。また、繰り返しの発話機能を分析したところ、教師の暗示的訂正に

よる繰り返しや、自己モニターによる訂正・繰り返しがみられ、これらは相手とのイ

ンターアクションを続ける際のストラテジーの学習にもつながると思われる。談話の

機能の観点からみると、繰り返しが会話的調整として機能し、意味交渉を引き起こす

ことにより、中間言語の発達を促す可能性が示唆される。 

筆者が実際、学生とインタビューした際にも、何とか会話を続けたいという姿勢が

繰り返しやフィラーに表れていたように思われる。 

 今後の問題としては、『大学生の日本語』のタスク型版（2015）開発では、１つの

レッスンプランの中でタスクをどのように実現するかということを中心としてきた

が、どのようなタスクをどのように配列するかといったシラバス全体に関わる課題は

まだ残されている。 
 
本研究は科学研究費補助金(B)26284070（平成 26～28 年度）「アカデミック日本語能力到達基

準の策定とその妥当性の検証」（研究代表者：藤森弘子）の助成を受けた。 
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Métodos de enseñanza, aprendizaje y evaluación de la pronunciación. 
Dirigido al estudiante autónomo 
Chieko NAKAGAWA, Kazuhiro ISOMURA y Ryoko HAYASHI 

 
Palabras clave: Evaluación de la pronunciación métodos de enseñanza, aprendizaje, Estudiante 

autónomo.   
 
 Uno de los puntos finales en el aprendizaje de la pronunciación, es que el alumno de manera 
autónoma establezca metas, decidiendo métodos de aprendizaje y formas de práctica, evaluación de su 
pronunciación. Sin embargo, todo de manera independientemente, siendo realistas, algo muy difícil. 
Esto es debido a que tanto los conocimientos de sonidos fonéticos, qué y cómo evaluar, así como las 
técnicas y métodos no son muy claros.  
 Lasen-Freeman (2001) dice que, en gramática, la forma, el significado y el uso son tres de los puntos 
más importantes a tomar en cuenta. Basado en esto, los alumnos universitarios de nivel intermedio 
avanzado de japonés dedican dos clases a poner en practica formas de pronunciación y significado en 
pequeñas conversaciones que combinan estos puntos, como prácticas de conversación y sencillos 
puntos contenidos en textos (Nakagawata 2015). Esta presentación tiene como fin describir los 
métodos de enseñanza y evaluación para que estos puntos puedan ser llevados a cabo por el de manera 
autónoma.  
 La finalidad de este curso radica en que el receptor de una manera sencilla pueda escuchar y entender 
la pronunciación correcta, es decir, que la intención de lo que se quiere expresar pueda ser evaluada por 
el receptor. Con el fin de lograr esta meta, el estudiante debe ponerse pequeñas metas a cumplir. 
Generalmente con ayuda del maestro, determinan metas reales a cumplir esto con el fin de tener 
variedad como resultado. Por lo que este curso, Kamekura y otros (2015) con el fin de elevar este tipo 
de evaluación, llevan pequeñas metas las cuales lentamente de manera escalonada van aumentando en 
forma. En el primer paso se ve el significado de la pausa a la hora de hablar así como la entonación 
correcta de (へ). En el paso número dos se agrega la parte de acentuación. Aquí se hace uso de forma 
práctica de un diccionario japonés online para la pronunciación (OJAD) de la “lectura rítmica 
Suzukin”de manera que el estudiante pueda ver la acentuación y la entonación de forma independiente. 
En el tercer paso se agregan elementos paralingüísticos como son la voz, el contacto visual, entre otros. 
El estudiante en esta parte de la presentación oral ya tiene definidas sus metas. En sonidos sencillos 
como “ッ”, “ン”, “－”, el estudiante aprende a ir y detenerse lentamente en cada uno. 
Adicionalmente a esto el maestro se encarga de apoyar en la autoevaluación y dar comentarios en cada 
uno de los pasos. Al finalizar el curso el alumno es capaz de analizar su propia pronunciación y de 
manera escrita llevar un registro de sus metas alcanzadas y por lograr con respecto a sus logros. 
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発音の評価と学習/指導方法―自律した学習者を目指して― 

 

中川千恵子（早稲田大学） 

磯村一弘（国際交流基金日本語国際センター） 

林良子（神戸大学） 

 
要旨 

 発音学習においては、学習者自らが発音の＜目標設定＞＜学習方法の選択と実行＞

＜発音評価＞を行い、自律した学習者になることが理想であるが、現実には難しい。

そこで、「聞き手にとって聞きやすく分かりやすい発音」を到達目標とし、複数の小

目標を評価項目として段階的に加えていく方法をとった。第1段階は、意味の「句切

り」と「への字型イントネーション」、第2段階は「アクセント」、第3段階は「パラ

言語的要素」（声、アイコンタクト、他）であった。授業後半では、自律を目指して

学習者自身が目標を設定した結果、パラ言語項目を目標とする学習者が多く、気持ち

等のパラ言語への関心が高いことが明らかになった。また、自己評価は、自分の発音

を客観的に振り返り、学習の継続を促す可能性が示された。 

 
 
１．目的 
 発音学習においては、最終的な到達点として、学習者自らが発音の＜目標設定＞、

＜学習方法の選択と実行＞、＜発音評価＞を行なう自律した学習者になり、発音学習

を継続することが理想と考えられる。しかし現実的には、授業時間内に学習者にそれ

らを全て行わせることは難しい。本稿では、学習者の自律的発音学習を促すための方

法と、これを取り入れた授業実践、およびその評価について報告する。 

 
２．データの概要 

 分析対象は、日本の大学の中上級レベルを対象とした二つの日本語発音クラス（A
クラスとBクラスと呼ぶ）、それぞれ30名前後の留学生である。分析データは、学習

者の書いた2回の振り返りレポートや自己評価シート、学習者の設定した目標の他、

授業実践の記録、観察、学習者の書いたスピーチ作文等を参考にした。 

 

３．目標と評価 

 到達目標は、「聞き手にとって聞きやすく分かりやすい発音」とした。達成しやす

くするために、金村他（2015）で挙げた評価項目を小目標として、少しずつ段階的に
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加えていくことにした。発音の小目標は、①「意味でまとまった句切りで分かりやす

い」、②「「へ」の字のイントネーションで聞きやすい」、③「アクセント」、④

「一つ一つの単音がはっきり」、⑤特殊拍（「ー」「っ」「ん」に問題がない）とし

た（以下、略して下線部分で示す）。さらに、パラ言語の小目標として「伝わる声」

「ゆっくり」「はっきり」「届ける気持ち」「自信」を加え、計10項目を設定した。 

 以上の項目のうち、①②を発表1で、③を発表2で、パラ言語の目標は発表3で、段

階的に評価項目に加えていった。④の単音と⑤の特殊拍については、学習者それぞれ

の問題とした。 
 発表1から発表3までは、上記の通りに教師が目標を設定し、学習者自身が授業後の

簡単な振り返り、および振り返りレポートIで自己評価した。発表4および発表5におい

ては、学習者が自分で目標を設定し、振り返りレポートIIで自己評価した。 

 

４．方法 

4.1 授業内容 

 本実践では、言語活動は総合的なものと考え、発音形式と意味と運用を結びつける

よう意図して作成されたテキスト（中川他 2015）を使用し、総合的な言語活動の一

部として、発音を位置づけた。 

 表1に授業内容を示す。表の下線部分が分析対象となる。 

 

表1：授業内容 

 目標 活動 評価 

1章：スピ

ーチ 

1．句切りと「へ」の字 ・単音 

・特殊

拍 

発表1 簡単な振り返り 各録音の

教師評価

（フィード

バック） 

2．アクセント 発表2 簡単な振り返り 

3．パラ言語 発表3 振り返りレポートI（自分の録音音声

を聞いて自己評価） 

4．自分で目標設定 発表4  

2章：会話  短い会話  

3章：応用 5．自分で目標設定 発表5：ドラマ

発表 

振り返りレポートII（自分の録音音声

を聞いて自己評価） 

クラスメートコメントによる他者評価 

4章：発音

学習 

ルールを知る ルール学習  

 

4.2 練習 

 図1に示すように、視覚的マーク（/句切り、┐アクセント核、「へ」の字のイント

ネーション・カーブ）を見ながら練習を行なった。ドラマ発表では、学習者自身が音

声素材を探し、真似して発表する活動を行った。これはコース終了後の自律的な発音

練習に繋げられることも期待したためである。 
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図1：発音マーク入りテキストの一部（左スピーチ例、右会話例） 

 

 目標2のアクセントのために、オンライン日本語アクセント辞書（通称OJAD）内の

韻律読み上げチュータ「スズキクン」による実習を1コマ行った。これは、文章を入

力すれば、自動的に発音のマークが付与されて音声も聞けるツールである（図2）。 
 

 

図2：OJAD「スズキクン」出力画面 

 

５．結果と分析 

5.1 教師が設定した目標（発表1～3） 

 発表1の目標である句切りと「へ」の字については、発表後の簡単な振り返りによ

ると概ね達成できたと言える。発表2のアクセント、および、発表3のパラ言語につい

ては、学習者によってバラつきが見られたが、意識化できたものと考えられた。 

5.2 学習者自身が設定した目標（発表4と5） 

 表2に学習者の設定した目標が、学習者全体のどのぐらいの割合を占めたかを示

す。 

表2：学習者自身が立てた目標 

 Aクラス Bクラス 

 発音項目 パラ言語 その他 発音項目 パラ言語 その他 

発表4 23% 68% 9% 11% 63% 35% 
発表5 13% 73% 14% 20% 59% 22% 

 

 表2によると、両クラスとも50％以上の学習者がパラ言語項目を目標に挙げてお

り、発音項目は少なかった。パラ言語が目標であった発表3の直後であったからとも

考えられる。発表を聞いた教師評価では、目標はかなり達成されたという印象であっ

た。 
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5.2 レポートに見られた自己評価 

 表3は、Aクラス、BクラスそれぞれのレポートI（発表1～3の後）とレポートII（発

表4、5の後）における評価項目の出現率を示す。レポートには、評価項目を書くべき

内容として挙げてあったが、必ずしも全てには触れられていなかった。 
 

表3：目標と振り返りレポートIとIIの中に表れた項目（単位は%、下線は50％以上） 
  句切 「へ」 ｱｸｾﾝﾄ 単音 特殊拍 声 ゆっくり はっきり 気持ち 自信 

A I 66 59 72 28 41 28 48 41 24 28 
II 50 46 93 29 54 39 43 46 64 54 

B I 73 64 68 36 45 45 32 36 27 23 
II 27 32 36 9 32 45 18 18 32 9 

 

 両クラスともレポート Iでは、句切りと「へ」の字とアクセントについて書いた人

が約 60%以上であったが、レポート IIでは減少した。Aクラスは、気持ちや自信など

が増え、表 2の目標とも対応し、Bクラスと比較すると発音項目毎に忠実に自己評価

し、文面にも満足している様子が表れているレポートが多かった。しかし Bクラスで

はばらつきがあり、目標に挙げられた項目と表 3の項目が対応しているとも言えな

い。 

5.3 個別の自己評価 

 学習者の個別の記述を、Bクラスの学習者のものを用いて分析する。「」内は原文

のままである。 
 学習者 aは、レポート Iでは、評価の 10項目表を利用して記述しており、「句切

り」については「目標達成できた」に✔があり、「スクリプトを見ないと、どこで句

切れか分からなくなる。そこを注意すると、もっと意味が分かりやすく伝えられると

思う。」と内省している。「へ」の字は、✔無しであり、「句切りを間違えると、な

めらかく言えない。テンポよく句切ったり、なめらかに言うことが大事だと改めて気

づいた。」とある。また、アクセントは、✔があり、「なめらかに言うのが森だとい

うと、単語ひとつひとつにアクセントをつけるのは木だと思う。単語アクセントはそ

れほど間違えがなかった。」と興味深い。発表 4（商品説明）での目標は、「みんな

がこの商品に興味を持てるように」とし、発表 5では、自分の役である「フリーター

20代の男の人の話し方を再現したい」とある。レポート IIでは、「句切り」と「へ」

の字に対応して、「自分の母国語にはあまりイントネーションというものがなくて、

句切ってイントネーションをしっかりと付けるのが一番難しかった。」と分析してい

る。発音を目標として明示的に挙げてはいないが、「聞きやすく分かりやすい発音」

はあくまでも表現するためのものと考えているのではないかと推測される。 
 学習者bのレポートIでは、「『明日、来る？』と言いました。会話練習にそっくり

で、自分もおどろきました。」と発音学習の成果についての気付きを指摘している。

発表5の目標で、アクセントとともに、母親役の気持ちとかわいいお母さんを演じた
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いとしており、レポートIIで、「アクセントも発音もイントネーションもほぼ正しか

った…中略…目標をかなえた」と達成感を表している。 
 学習者 cの発表 4（ニュース文）の目標は、「発音の模範であるアナウンサーのよ

うにきれいな声でなめらかに天気予報を正確に伝える。」であり、発表 5での目標

は、「アニメを見ているように…（中略）…本物のようにしたい。」であり、レポー

ト IIで、早口で穏やかな語りができなかったこと、アクセントが大きな問題がないが

平板型のアクセントに間違いがあったこと、「っ」を特別に意識していたが早くなる

と抜けたことなどを振り返っていた。さらに、「自分の発音を再認識できて、前より

さらに自然になりました。…中略…一番大切のは、自分の弱点が何かが分かって、ど

うなおせばいいのかも分かってきた…」と自己評価しており、学習の継続が期待され

る。 
 3名ともレポートでは、発音項目に従って記述しているが、目標では、良い発音を

もとに表現できる「なりたい自分」を掲げている点が興味深い。学習者の中には、自

分を客観視していない者もいたが、3名は、自己評価もプラス評価であり、方法が適

切であったようである。 
 しかし、学習者 dのように、「いくらいい先生に教わったとしても自分は努力しな

いと無駄です。発音練習は自分に相応しい練習し方を探すのも大事かもしれませ

ん。」と、方法が適切でなかったと思われる学習者もいた。 
 

６．まとめと今後の課題 

 発音の目標と方法と評価項目を設定し、学習者自身が目標を設定するようなコース

を運営した結果を報告した。次の三点がまとめであるとともに今後の課題となる。 

(1) 自己評価は、自分の発音を客観的に振り返り、学習の継続に繋がる可能性がある。 

(2) 学習者の立てる目標は、必ずしも発音項目ではないが、良い発音を基にして表現で

きるようになる。つまり、自分の理想形を書いていることが多いようである。 

(3) 学習者は、声や気持ち等のパラ言語の重要性を理解するとともに、その難しさを感

じている。今後、どのように学習内容に反映すべきか考えたい。 
 

＊本研究は、科学研究費「海外における日本語韻律指導の実践と普及」（課題番号

25284094、代表：磯村一弘）の助成を受けたものである。 
 

参考文献  
金村久美・中川千恵子・林良子・磯村一弘（2015）「活動型授業における音声評価ル

ーブリックの作成の試み」ヨーロッパ日本語教育シンポジウム論文集(印刷中) 

中川千恵子・赤木浩文・木原郁子・篠原亜紀（2015）『にほんご話し方トレーニン

グ』アスク出版社 

オンライン日本語アクセント辞書 http://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/ 
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Creación de medios audiovisuales con fines de auto aprendizaje en la compresión auditiva en 
japonés 

Naoko KINOSHITA y Chieko NAKAGAWA 
 
Palabras claves: Voz Auto aprendizaje, Métodos de aprendizaje 
 
 La finalidad de esta presentación es, la consideración de usar medios audio visuales en japonés con 
la finalidad de que los alumnos del idioma de manera autónoma puedan aprender. Sobre el tema del 
auto aprendizaje existen varias opiniones al respecto, Aoki (2010) percibe que la autonomía del 
estudiante se basa en “el derecho de poder tener y hacer uso de la capacidad de aprender de manera 
autónoma por decisión propia”; “lo propuesto a aprender, los objetivos, contenidos, orden, recursos y 
el uso de estos, el ritmo, ubicación y la elección del método de evaluación” son parte de esta capacidad 
que se mencionan. La experimentación de esto lleva a la fomentación de un buen autoaprendizaje. 
 En esta institución se ofrecen varios cursos de pronunciación del japonés y el número de estudiantes 
en estos es igualmente alto. Sin embargo, dentro de esa amplitud uno los propósitos más vagos es el 
del deseo de “llegar a un nivel de pronunciación nativa” el cual es tomado a la ligera de manera 
equivoca a la hora de aprender a pronunciar. Además de esto hay ocasiones en donde no hay una 
orientación en clase que se lleva a cabo (Taniguchi 1991). Es por esto que se requieren métodos de 
estudio que se autoajusten y puedan ayudar a definir metas a corto plazo en los estudiantes autónomos. 
Para eso en el 2014 se realizó un proyecto de un sitio Web con este fin para que a cualquier hora y 
donde sea pueda llevarse a cabo. 
 La siguiente presentación tiene como fin exponer en tres puntos los contenidos audio visuales de 
este sitio Web. Cada uno de estos 3 contenidos son, 1) Slash-Reading (Lectura de tajo), 2) OJAD 1.- 
La entonación y acento usando la herramienta Suzukikun, 3) OJAD 2.- El uso del diccionario para la 
búsqueda de palabras (acento de los verbos). Los puntos 2 y 3 mencionados usan OJAD como un 
método de búsqueda en línea para la acentuación de palabras en japonés el cual de las 4 herramientas 
que usa la herramienta “tutor de lectura rítmica Susukikun”, introduciendo un término a buscar y esta 
herramienta de manera automática despliega acentuación, curva de entonación, marcas prosódicas, así 
como una muestra de voz digital de la palabra en cuestión. También es posible escuchar sustantivos, 
adjetivos i y na, acentuación de sustantivos aparte de buscarlos. Como profesor he encontrado que la 
inclusión de estos medios audiovisuales en el aprendizaje autónomo sostenible tiene resultados 
favorables y en esta presentación tengo como meta el mostrar los resultados del uso de estos.
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自律学習を目指した学習方法の動画作成 

―「スラッシュ・リーディング」と「OJAD」を用いた実践例― 
 

木下 直子（早稲田大学）、中川千惠子（早稲田大学） 
 

要旨 
 本研究の目的は、自律学習を支援するための学習方法の動画例をもとに学習サイク

ルの実践例を検討することである。 
筆者らは Web教材「つたえるはつおん」を開発しているが、この教材には自律学習

の促進というねらいがある。自ら短期的、かつ達成可能、評価可能な学習目標・計画

を立て（Plan）、自ら選んだコンテンツで学習方法を選択して実行し（Do）、できた

かどうかを確認する（See）という学習サイクルを循環させるための支援を考え、本

稿では、学習方法を紹介する 3つの動画例を紹介するとともに学習サイクルの実践例

を検討した。 
 
１． 背景と目的 
 本研究の目的は、自律学習を支援するための学習方法の動画例をもとに学習サイク

ルの実践例を検討することである。 
現在、筆者らは、早稲田大学日本語教育研究センタ

ーの研究プロジェクト予算を得て、「自律的に」音声

が学習できる Web教材「つたえるはつおん」

（http://japanese-pronunciation.com/）を開発している。自

律学習の定義には諸説があるが、Holec（1981）は「自

分で自分の学習をコントロールする能力」と捉え、青

木（2010）はそれを具体的に「学習の目的、目標、内

容、順序、リソースとその利用法、ペース、場所、評

価方法を選ぶ」ことができる能力だと表している。つ

まり、自ら短期的、かつ達成可能、評価可能な学習目

標・計画を立て（Plan）、自ら選んだコンテンツで学習方法を選択して実行し

（Do）、できたかどうかを確認する（See）といった PDSの学習サイクルを循環させ

ることだと考えられる。 
では、この学習サイクルを循環させる上で必要となる音声学習支援は何か。筆者ら

は、①学習の短期目標を選定するための聞き分けチェック、②学習方法の紹介、③評

価方法の紹介の 3つを考えた。 
①聞き分けチェック：戸田（2006）のニーズ調査の結果からわかるように、発音に

対する学習動機、意欲はあるものの、自己認識している発音の問題点がわからないと

いう学習者が存在する。「日本人のような発音がほしいです」「日本人が私のことを
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外国人だと思わないようにしたいです」という学習者に具体的な短期目標を描くため

の支援が求められると考えた。 
②学習方法の紹介：谷口（1991）は、音声教育に関する調査結果から、国内であっ

ても音声教育を行っている日本語教育機関は限られており、現場の指導は教師の裁量

に委ねられていること、どのように教えたらよいかがわからない教師の存在を報告し

ている。筆者らが担当する発音コースは履修希望者が多く、毎年のように選外者が出

ていることから、コースを履修できなくても学習方法がわかるような支援が必要であ

ると判断した。 
③評価方法の紹介：発音の評価はネイティブにチェックしてもらうことを想定しが

ちであるが、ネイティブであっても発音の評価には揺れがあり、小熊（2008）の研究

では母語話者の不自然さの指摘には約 49%の一致率しか認められていない。阿部

（2010）は研究者であっても単音よりアクセントの一致率は低いことを報告してい

る。このことは、発音の評価が難しいことを表していると言えよう。そこで、母語話

者に頼らなくても客観的に発音が確認できる方法として、音声分析のためのフリーソ

フト Praat（Boersma and Weenink; http://www.fon.hum.uva.nl/praat/）を使った評価方法の紹

介を試みた。 
以上の①②③を考慮し、音声学習支援のための Web教材「つたえるはつおん」を開

発した。本稿では、このうち②学習方法の実践例に焦点を当てる。 
 
２． 学習方法の動画 
 「つたえるはつおん」では、単音、リズム、アクセント、イントネーションを扱っ

た 12の動画を提供している（表 1）。 
 

表１ つたえるはつおんの動画コンテンツ 
 音声項目 内容 
1 リズム 1 グルーピング 
2 リズム 2 メトロノーム 
3 アクセント 1 OJAD_単語検索 
4 アクセント 2 音声分析ソフト Praat 
5 イントネーション 1 スラッシュ・リーディング 
6 イントネーション 2 OJAD_スズキクン入門 
7 イントネーション 3 「いいですよ」 
8 イントネーション 4 「きれいじゃない」 
9 イントネーション 5 「そうですか」 
10 単音 1 「ざ行」の発音 
11 単音 2 「つ」の発音 
12 単音 3 有声音と無声音 
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 このうち、もっとも簡単に発話をコントロールでき、聞きやすさに効果の高い「ス

ラッシュ・リーディング」とオンライン日本語アクセント辞書搭載（Online Japanese 
Accent Dictionary；以後 OJAD、峯松他 2013、http://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/）を用い

た学習方法について紹介する。上記の動画はいずれも所要時間は 3分ほどである。 
 
３．動画の活用例 
３－１．スラッシュ・リーディング 
 ここでの「スラッシュ・リーディング」とは、文章に句切り「/」と「へ」の字を描

き、イントネーションに注意しながら発音練習することを言う。 
 Plan、Do、Seeの実践例は以下の通りである。 
 

 Plan：長い文章をわかりやすく伝える。 
 Do：動画を見て「スラッシュ・リーディング」を行う。 
〈動画内容〉1）連体修飾の長い文章を学習者に読んでもらう。動画で学習者は読

みにくく意味がとりにくい様子である。2）漢字にはふりがなをつけ、意味的に

まとまっているところに句切り「/」を入れる。3）句切り「/」と句切り「/」の間

に「へ」の字型のカーブを描く。4）練習して発表する。ポイントとして、句切

るところは、意味のまとまり、助詞の後で、連体修飾節の途中では句切らないこ

と、ただし、連体修飾節が長い（15拍）場合には句切ることがあることを説明し

ている。 
 See：練習後、1）自分でチェックする、2）友だちや先生からフィードバックをもら

う、3）音声分析ソフトPraatを利用する。 
 
この「スラッシュ・リーディング」の学習方法には次のような経緯がある。中川

（2001）は、日本語はイントネーションの特徴として、意味的にまとまったところで

句切りが入ること、アクセント型によって形状は変わるが、基本的に声の上がり下が

りのイントネーションは「へ」の字型描くことを分析から明らかにした。そこで、句

切り「/」、アクセント核「┐」、イントネーションのカーブ「  」の3つの視覚的マ

ークを示した発音練習が効果的であるということを検証した。この結果にもとづき、

この3点、すなわち句切り、アクセント核、イントネーション・カーブを描く訓練を

する発音教材（中川他2001）を開発した。しかし、アクセント核を辞書で調べること

は、学習者だけでなく、アクセントが苦手な日本語教師にとっても負担となるという

反応が見られた。句切り「/」を入れて、句切りと句切りの間のフレーズ（句）を

「へ」の字型に描くだけでも、十分聞き手にとって聞きやすく分かりやすくなること

からi、句切り「/」と「へ」の字を描いて練習する「スラッシュ・リーディング」を

この方法を紹介することにした。 
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Planで立てた目標が達成できたかをSeeで確認するが、自己評価「1）自分でチェッ

クする」と他者評価「2）友だちや先生からフィードバックをもらう、3）音声分析ソ

フトPraatを利用する」の選択肢を設けた。最終的には自己評価ができることを目指し

たい。 

３－２．OJAD_ 単語検索 
 OJADの「単語検索」とは、OJAD搭載の 4つのツールの 1つで、動詞、イ形容詞、

ナ形容詞、名詞のアクセントが調べられ、名詞以外、性別、スピードを選んで聞くこ

とができる。Plan、Do、Seeの実践例は以下の通りである。 
 
 Plan：「帰る」をアクセントに注意して発音する。  

Do： OJADの単語検索ツールを活用し、アクセントを練習する。 

〈動画内容〉学習者が OJADの単語検索ツールを選択し、1）「買う」「飼う」「変

える」「帰る」を入力する、2）アクセントマークを視覚的に確認する、3）アク

セントの高さを聴覚的に確認する、4）リピーティング、シャドーイング等で練

習する。 

See：練習後、1）自分でチェックする、2）友だちや先生からフィードバックをもら    

う、3）音声分析ソフト Praatを利用する。 

３－３．OJAD_スズキクン入門 
 OJADスズキクンとは、OJAD搭載の 4つのツールの 1つ「韻律読み上げチュータス

ズキクン」のことで、文章を入力すると、自動的にアクセントやイントネーション・

カーブ等の韻律マークが付与され、人工音声が作成できるものである。Plan、Do、See
の実践例は以下の通りである。 
 

Plan：文のイントネーションを練習する 
 Do：OJADの韻律読み上げチュータスズキクンのツールを選択した後、1）文章を

入力する、2）イントネーション・カーブを視覚的に確認する、3）合成音声を作

成し、聴覚的に確認する、4）音声を聞きながら、リピートやシャドーイング等

で練習する。 
 See：練習後、1）自分でチェックする、2）友だちや先生からフィードバックをもら    

う、3）音声分析ソフト Praatを利用する。 
 
 学習者の学習スタイルにより、音の高さや長さの感覚がつかみやすい発音練習が異

なることが報告されている（中川ほか 2008、Kinoshita 2015）。その結果にもとづき、

学習方法には、視覚情報や聴覚情報など、手がかりとなる情報が 1つにならないよう

選択肢を設けた。 
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４．まとめと今後の課題 
本稿では、発音の自律学習を支援する Web教材「つたえるはつおん」において紹介

している学習方法の動画 3例を取り上げ、PDSの学習サイクルの観点から実践例を検

討した。今後は、「つたえるはつおん」で扱う音声項目を広げていくと同時に、さら

に動画コンテンツを増やしていく予定である。 
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Uso de dispositivos inteligentes para el auto aprendizaje de kanji y los sonidos de la mora 
japonesas 

Joji MIWA 
 
Palabras clave: Autonomía del estudiante, Aprendizaje invertido (Flipped Learning), Escritura de 
kanji a mano, Mora especiales 
 
 Debido al impacto que tiene el anime y la moda japonesa, el número de estudiantes del idioma ha 
aumentado. Sin embargo, existen situaciones donde los estudiantes tienen pocas oportunidades de 
acercarse al idioma japonés de manera correcta así como a que su conocimiento adquirido tenga una 
permanencia errónea. Para contrarrestar esto, se ha propuesto el uso de aplicaciones de auto aprendizaje 
y aprendizaje invertido para temas como son los kanji y los sonidos de la mora japonesas en los 
dispositivos inteligentes que últimamente se han desarrollado. 
 En el aprendizaje del japonés, para poder perfeccionar las habilidades de lectura de comprensión es 
necesario el poder discernir entre kanji como son pej.: 好-奴、計-訂、肌-肋、漢-漠. Para este fin 
existen aplicaciones que proporcionan al estudiante de una retroalimentación indicándole errores de 
escritura en kanji, las cuales pueden ser utilizadas en dispositivos inteligentes como son las tablets o los 
teléfonos inteligentes. Por otro lado, la forma Te de los verbos que es muy importante en gramática 
tiene igual importancia fonéticamente por lo que esta forma de verbos irregulares presentan una 
dificultad a la hora de pronunciarlos. Es por esto que se proponen métodos de auto aprendizaje que 
interactivamente por medio del reconocimiento de voz evalúen este tipo de pronunciaciones de la 
forma Te. 
 Este tipo de evaluaciones de reconocimiento de voz toman como media un puntaje de 100, donde el 
reconocimiento de voz de manera automática valora la duración así como la pronunciación. Como 
resultado el alumno comprende de una manera sencilla en qué puntos debe prestar atención para poder 
mejorar. Además en la pantalla del dispositivo existe la posibilidad de visualizar los resultados del 
análisis tales como la duración de la dicción, y con la comparación de la voz del maestro, el alumno de 
manera visual puede ver cómo y en que mejorar su pronunciación. Anteriormente debido a que se 
hablaba a un micrófono ubicado en una computadora no hubo resistencia en el uso de esta evaluación, 
por lo que al incorporar este tipo de pruebas a un celular facilitó más su aplicación. Además algunas de 
las ventajas en el uso de dispositivos inteligentes es que se pudieron incluir funciones tales como 
grabación de voz por segmentos en caso de desconexión lo cual ayudaba a reducir la frustración de los 
estudiantes a la hora de hacer sus grabaciones mejorando la pronunciación de ellos. 
 En una Universidad de los Estados Unidos se aplico este tipo de evaluaciones a alumnos de niveles 
básicos donde escribían y pronunciaban 100 kanji por día. Como resultado el uso de esta permitió su 
uso donde sea y cuando sea. 
 Este tipo de talleres usando 10 tabletas, se les pide a los participantes que usen este tipo de tutorías, 
siendo importante recalcar que estas aplicaciones son gratuitas. 
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スマート機器を用いた漢字と特殊拍音声の自律学習支援 

三輪譲二（岩手大学） 
キーワード Learner Autonomy, Flipped Learning, Hand-Writing Kanji, Special Mora 
 
 日本のアニメやファッションの影響を受けて、日本語学習者が増えている。しか

し、正しい日本語に接する機会の少ない学習者の場合、誤った知識が化石化してしま

う可能性がある。この対策として、人工知能を有する最新のスマート機器アプリを用

いた漢字と特殊拍音声の自律学習や反転学習の支援法を提案する。 
 日本語学習において、読解力をより上達させるには、好-奴、計-訂、肌-肋、漢-漠な

どのような類似漢字を識別する能力が必要である。このため、スマートフォンやタブ

レットなどのスマート機器に、漢字の書字誤りを色付きでフィードバックする自律学

習法を提案する。また、テ形動詞は、不規則変化をすることから文法的にも重要であ

り、発音が困難な特殊拍音声を含んでいることから、発音的にも重要である。このた

め、テ形動詞や拗音を含む特殊拍音声自動評価を用いた対話型自律学習法を提案す

る。 
 特殊拍の発音評価においては、音声自動認識結果から、発声全体の持続時間や拍数

等から、100点法で評価する。これにより、発音の改善の方向性を学習者が理解し易

くなり、学習者に高い評価を受けている。また、機器の画面に、拍の持続時間などの

分析結果が、教師音声と比較して表示されるので、発音の改善方法を、学習者が視覚

的に理解し易い。従来の発音評価では、パソコンのマイクに向かって発声していたた

め、恥ずかしさや抵抗感があったが、今回はスマートフォンに内蔵のマイクを用いた

ため、発声の抵抗感を非常に和らげることができた。また、音声区間の自動切り出し

などのインテリジェント機能を組み込むことができたので、録音の失敗が少なくな

り、録音作業のストレスを減らし、発音の改善に学習者が集中することができたこと

は、スマートフォン機器を用いたことの最大の利点である。 
 漢字は１日当たり約 100個の手書きの利用があり、特殊拍は、米国の大学の初級の

日本語学習者 60名に発音評価してもらった。その結果、いつでも、どこでも、手軽

に利用できることから、有効性が確認されている。 
 ワークショップでは、10台のタブレットを用いて、参加者に実際の操作してもら

い、実際の授業等で活用してもらう。なお、以下からも無料で利用できる。 
 
漢字：http://www.sp.cis.iwate-u.ac.jp/icampus/u/ihwr.jsp 
音声：http://sw.sp.cis.iwate-u.ac.jp 
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Investigación comparativa relacionada a la red de enseñanza del idioma japonés en el 
extranjero – Centrado en las regiones del Caribe y Centroamérica. 

Miyuki ARAI 
 
Palabras clave: enseñanza del idioma japonés en el extranjero, red de enseñanza del idioma japonés. 
 
 El número de estudiantes del idioma japonés, así como de profesores del mismo en el extranjero ha 
ido en aumento cada año. De acuerdo a la investigación de la Organización de la Enseñanza del Idioma 
Japonés de la Fundación de intercambio internacional del 2012, en el extranjero el número de alumnos 
del idioma aumentó a 3,984,538 personas, un 9.1% en comparación al estudio realizado en 2009.Y el 
de los maestros 63,771 personas y un 8.0% respectivamente. 
 Estos maestros japoneses tienen así mismo, trasfondos distintos. A grandes rasgos se pueden dividir 
en maestros nativos (japoneses) y locales. En el caso de los maestros nativos (japoneses) hay varias 
razones por las cuales se encuentran enseñando, por ser parte de instituciones públicas, escuelas del 
idioma japonés, Organizaciones No Gubernamentales, de escuelas locales con convenios con Japón, 
aquellos que buscaron trabajo por ruta propia, así como aquellos que se casarón con personas del país 
donde residen actualmente. Además, la edad y la experiencia laboral también varía, su experiencia y 
su habilidad como profesor, y la amplia gama de los que están por primera vez a la enseñanza a nivel 
profesional. Hay también ocasiones en donde se encuentran muchos profesores tanto nativos como 
locales en un lugar, así como donde solamente se puede encontrar solamente uno. Poniendo énfasis en 
la necesidad de crear una red donde los maestros puedan compartir e intercambiar métodos, opiniones, 
materiales sobre la enseñanza del idioma japonés y la cual ya ha sido llevada a cabo en varios países. 
 En este estudio se pretende explicar el desarrollo y creación desde el 2009 de esta red en las regiones 
del Caribe y Centroamérica. Además de una comparativa entre los casos de Centro América y el Caribe, 
las áreas del este asiático (China), sudeste asiático (Indonesia, Tailandia), Asia central (Uzbekistán), 
Europa (Polinia, Ucrania) en contra los casos de estudio en Sudamérica (Brasil) considerados como 
puntos sostenibles y efectivos en la red de enseñanza del idioma japonés. 
 Cabe notar que el caso de la red de enseñanza del idioma japonés en las regiones del Caribe y 
Centroamérica son ejemplos a seguir en la resolución de problemas que llegaron a surgir y como fueron 
los procesos que se llevaron a cabo mientras se hacía creación de la misma. El hecho de que este tipo 
de redes se lleven a cabo en Japón y alrededor del mundo como parte de un sistema de ayuda que 
motive el desarrollo y la ampliación del campo en la enseñanza del idioma japonés es una posibilidad 
que hay que tener en cuenta. 



Informe final de la AMIJ del año fiscal Japonés 2015  

 

116 

海外の日本語教育ネットワークに関する比較研究 

―持続可能な日本語教育ネットワークへの模索― 
 

荒井 美幸（同志社大学） 
 

要旨 
 海外では、同じ地域にいる日本語教師の連携が図られていない場合も多く、知識の

共有や経験の継承がなされにくいため、ネットワーク形成の重要性が指摘されてい

る。本研究では、各国内の学習者数や日本語教師数の少ない中米・カリブ地域で、世

界でも珍しい、国を越えた日本語教育ネットワーク形成を試みた事例と、他国・他地

域のネットワークの事例とを比較、考察した。持続可能なネットワーク構築のために

は、各自の主体的な関わり、ネイティブ主導からノンネイティブ主導への移行、会の

形骸化やメンバーの固定化の防止などが課題であり、中米・カリブ日本語教育ネット

ワークは、それらの海外における日本語教育ネットワークの問題点を克服しつつ継続

されている点で、着目していくべき地域であると言える。 
 
１． はじめに 
 海外での日本語学習者の増加にともない、海外で日本語教育に従事する者も年々増

加している。国際交流基金の 2012年度日本語教育機関調査によれば、海外の日本語

学習者数は 398万 4538人にのぼり、2009年調査時より 9.1％増加している。日本語教

師数を見てみると、6万 3771人と 8.0％の増加である。 
これら日本語教師は個々にさまざまな背景を持っている。大きくは、ネイティブ教

師とノンネイティブ教師に分けられるだろう。ネイティブ教師の場合、赴任の形態

も、公的機関からの派遣によるもの、日本語学校からの派遣によるもの、NGOからの

派遣によるもの、日本と現地の学校同士の協定によるもの、個人のルートでの就職、

現地人との結婚により現地に住んでいるためなど、多彩である。ノンネイティブ教師

の場合、日本や日本文化が好きで、日本語学習者として努力して日本語を身に付け日

本語教師になった、日本留学から帰国したため、日系人であるためなど、日本語教師

になった理由もさまざまであろう。 
また、年齢や経歴もさまざまで、日本語教師としての経験や力量も、初めて教壇に

立つ者から専門家レベルまでと幅広い。地域に何人もの日本語教師がいる場合もあれ

ば、たった一人の場合もある。このような現状から、日本語教育に関する情報交換や

教材・教授法などの共有の場としての日本語教師のネットワーク形成の重要性が指摘

されて久しく、日本語教師のネットワーク形成に関する多くの国の事例が報告されて

いる。本研究では、中米・カリブ日本語教育ネットワークがどのように継続・発展し

ていったのかを、結成された 2009年から今日に至るまでの研修会資料や報告書など

から読み取る。また、中米・カリブ地域の事例と他国の事例とを比較し、地域に根差

した持続可能で効果的な日本語教育ネットワークについて考察する。 
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２．海外の日本語教育ネットワークに関する先行研究 
 海外における日本語教育ネットワークに関する報告や事例研究の多くは、ある国や

地域、日本語教育機関に派遣された日本語教師の報告によるものがほとんどである

が、中米・カリブ地域に焦点を絞った研究は見当たらない。ここでは、いくつかの国

の事例から、海外における日本語教育ネットワーク形成に関する問題点や課題を見て

いく。 
インドネシアでは、日本語教育の歴史は古く、公的機関派遣の日本語教師も多い国

のひとつである。インドネシア教育省と国際交流基金により、普通高校の日本語科目

用の教科書や職業高校の観光日本語の教科書が開発され、高校教師向け研修も実施さ

れている。松本（2005）は、ネウストプニー（1997）の考えに倣い、日本語教育ネッ

トワーク支援を「日本語教育という活動に参加する者の配置と関わり合いをより活発

にするための支援」と捉え、スマトラ地区の「形骸化」、「固定化」、「階層化」し

「配置と関わり合い」が停滞したネットワークの改善に取り組んだ。また、登里ら

（2007）は、東ジャワ、中部ジャワ、西ジャワ、首都圏特別地域の事例を挙げ、従来

のリーダーからの一方的な情報や知識の提供の場から多くの教師が情報発信する場へ

とシフトしていくことの重要性を示した。また、国際交流基金からの専門家撤退後を

担う人材育成や、1人で学習を継続したりインドネシア人教師同士で協力して勉強会

を行ったりすることができるような教材の開発を課題として挙げている。 
田中（2002）は、タイ日本語教育ネットワークセミナーに参加し、日本語教育のグ

ローバル化と地域化について考察した。セミナー中の現状報告では、教師の教育技術

研修不足、教材不足などが問題点として、また、教師会、研修会へのタイ人教師の参

加主導が課題として挙げられた。しかし、日本語で行われた意見交換会でのタイ人教

師と日本人教師の意見交換の難しさ、日本人教師の燃焼的な気負いから、日本人主導

の体制が生まれかねない現状も指摘された。「日本語教育の発展は他者である日本側

が主張することではなく、基本的には自者であるタイ人側の問題、選択」であると

し、自（地域）文化発信としての外国語教育を考える必要性を提唱した。 
立間（2002）は、ウクライナにおける事例を報告している。暗記中心の教育に慣れ

ており、専門も仕事に直結するものを選ぶというウクライナの社会的背景から、日本

語学習の目的は日本留学に絞られ、学習者のニーズは留学試験や日本語能力試験に合

格するための勉強である。首都キエフには日本語教師会があり定例会は毎月行われて

いるが、参加率は低い。また、この教師会は年一回、ウクライナ全土の日本語教育関

係者のための「ウクライナ日本語教育セミナー」を開催している。このセミナーは、

情報交換の場やネットワーク形成の役割は大きいが、日本語能力向上、日本語教育に

関する研修、学習には不十分であることから、地方都市巡回型の実践日本語講座や教

師研修実施の必要性が指摘された。また、外務省や国際交流基金の組織的なサポート

や、現地のニーズに応じる支援から日本語教育のニーズや方向性を誘導する支援への

方向転換の必要性が課題とされた。 
福島・イヴァノヴァ（2006）は、ウズベキスタンのような「地域内に日本語コミュ

ニティーがなく、旅行、留学等で日本に行くことも稀で、教室外で日本語と接触のな

い海外環境」を「孤立環境」と呼び、日本語教育のあり方そのものを問うた。ウズベ
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キスタンの日本語教育は、日本語教師の派遣から教材提供まで日本政府の援助による

ところが多く、両国関係や日本政府の日本語教育政策に強く影響される。「市場経済

化」、「民主化」という新しい国家システムを建設する段階にあるウズベキスタンで

は、技術移転の言語（留学・研修言語、通訳）としての日本語、就職のための日本語

（教師、環境ガイド）のニーズが高い。職の創出、教材のウズベク語化、教師の専門

家化の必要性とともに、低く評価されがちな「趣味の日本語学習」のための積極的な

評価と開発の重要性も述べている。この「趣味の日本語学習」こそが「孤立環境」に

おける日本語学習の大きな原動力であると強調した。 
 菅生（2006）では、ポーランドの事例が報告された。ポーランドの日本語教師会は

「ひとつにまとまる」方向と逆で、地理的にも、構成員の属性も、構成員の関心も

「分散」している。菅生は「教師会の「形」作りを急ぐあまり、その組織が、現地教

師の負担となっては何の意味もない」と指摘した。そのような中でも、全会員の関心

事である「日本語能力試験」と「日本語弁論大会」の際に集まり協力するというネッ

トワークが、ポーランドの日本語教師会の目指す方向性であるということである。 
 日本語教師ネットワークを機能させるため、インターネットの活用を試みている事

例も多い。はじめに、メーリングリストを利用した事例をいくつか挙げる。情報交換

の場としての活用は伺えるものの、中国人教師の発言はほとんど見られないという長

春の事例（西谷 2002）や、教師会をつくる感覚ではなく、何かの連絡網に連なる感覚

で加盟し、何か活動を行うことに自ら進んでかかわろうという意思は数名を除いて稀

薄であるというポーランドの事例（菅生 2006）など、会員の積極性、自主性の問題を

挙げ、メーリングリストにより組織を維持して活動していくことの困難さが報告され

ている。このような場合、中心となる日本人教師が帰国などで地域からいなくなれ

ば、メーリングリストは自然に消滅してしまう恐れがあるだろう。成功例としては、

メールマガジンを利用した三浦他（2006）のブラジルの事例がある。国際交流基金の

サンパウロ日本文化センターが、ブラジル内外の日本語教師を対象に、日本語・ポル

トガル語のバイリンガルメールマガジン「メルマガこうししつ」を配信し、日本語教

師間ネットワークの構築を試みたものである。ブラジルで必要とされている日本語教

師間ネットワークとして、①義務や負担の伴わないたいへんゆるい連体のネットワー

ク、②縄張り意識や帰属意識の薄いネットワーク、③日本語が母語でない教師にも配

慮したネットワーク、④遠隔地にいるメンバーのニーズにも応えられる双方向型ネッ

トワークの４点を挙げ、2週間に一回程度、「授業に役立つテクニック」、「日本語

文法の解説」、「最新の日本事情」などをテーマに、センター講師室のメンバーが執

筆を担当し配信されている。質問やコメントへの窓口も設け、双方向のネットワーク

が形成されるよう工夫されている。会員へのアンケートの結果により、自分が読むだ

けでなく、メルマガで得た知識を人に伝える、テーマについて教師同士で話し合う、

コピーして他の教師に配る、教室の壁に貼るなど、読者グループによる何らかの行動

ネットワークが行われていることが確認された。 

 以上のように、多くの国々で様々な取り組みがなされているが、同時に、掲げられ

た問題点や課題も多い。次章以降、それらの問題点や課題を中米・カリブ諸国の事例 
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と比較していく。 
 
３．研究の背景 
３.１ 活動国コスタリカの日本語教育の現状 
筆者は、2007年 9月から 2009年 9月まで、JICAの青年海外協力隊（以下 JOCV）の

日本語教師としてコスタリカに派遣され、コスタリカ大学文学部現代言語学科におい

て、大学生と社会人を対象に日本語教育に従事した。 
コスタリカでは、多くの国々同様、日系企業は撤退傾向、在住日本人も減少傾向に

ある。にもかかわらず、日本の科学技術や日本製品は非常に高く評価され、ポップカ

ルチャーや武道などから日本や日本語に興味を持つ人々は多い。しかしながら、地理

的に日本からも遠く、教室から一歩外へ出れば日本語を使う機会もない環境の中で

は、日本語教育機関も日本語教師も少なく、地理的にも近いヨーロッパ言語の講座が

優勢を占めている。日本語教師も、一人、または少人数で教室運営をしており多忙な

ため、年数回開かれる大使館主催の日本語教師会議にも全員が出席できるケースは少

ない。レベルや質の向上を目指すにも、国内の学習者の実力がどの程度のものなの

か、比較方法・対象のない中では知るすべもなく、将来的な目標も明確には立てられ

ない。学習者の立場から考えても、日本語の勉強を始めてはみたものの、ほとんどの

教育機関では初級までのコースしか開講されておらず、中級、上級へと学習を続けた

いというニーズが満たされることは難しい。さらに、当時は日本語能力試験もコスタ

リカでは実施されておらず、受験のためにはメキシコまで行かなければならないため

現実的には受験は不可能で、能力試験合格を学習の目標として定めることもできなか

った。 
長年の JICAからの日本語教師の派遣にもかかわらず、中米地域では日本語学習者

数はそれほど増加しておらず、日本語教育の後継者も育っていないという理由から、

JICAは JOCVの日本語教師派遣を縮小する計画であった。コスタリカも、3名から 2
名になると知らされていた。しかし、現実には、日本語を習ってみたいという人々

や、中級や上級へと勉強を続けたいという学習者は確実に存在している。第 2章で挙

げたウズベキスタンの事例で、福島・イヴァノヴァ（2006）は、「地域内に日本語コ

ミュニティーがなく、旅行、留学等で日本に行くことも稀で、教室外で日本語と接触

のない海外環境」を「孤立環境」と呼んだが、まさに、コスタリカをはじめとする中

米諸国も「孤立環境」であるということが言えよう。日本語学習者が少なく、これま

で取り上げられることが少なかった地域の日本語教育の重要性と公的派遣継続の必要

性が強く感じられた。 
 
３.２ 日本語教育ネットワーク形成に至るまで 
 前述のように危機に立つコスタリカの日本語教育環境を改善すべく、日本語教師会

議の場を借り、日本語能力試験の国内開催、コスタリカ独自の日本語試験の開発、他

国と共催での日本語弁論大会の開催など JOCV から提案したが、学習者数、教師一人

にかかる負担の大きさ、資金不足、各国の温度差などから、実現は難しかった。その

ような中、メキシコにて開催された日本語教育セミナーに、中米諸国派遣の JOCV を
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中心に参加し、各国の現状や問題点などを話し合える機会が持てたのをきっかけに、

最終的には、在コスタリカ日本人会の協力のもと、国際交流基金「海外日本語教育ネ

ットワーク形成助成プログラム」の申請が通過し、セミナー開催経費が支援されるこ

ととなった。そして、2009 年 8 月 21 日から 23 日にかけて、在コスタリカ日本人会主

催による第 1 回中米日本語教育セミナーがコスタリカはサンホセにて開催された。こ

れは、中米における初めての国際日本語教育セミナーであり、中米・カリブ地域 6 か

国（エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、ドミニカ共和国、ニカラグア、ホン 
 

表 1  第 1回セミナー開催時の中米 6か国の日本語教育事情（セミナー資料より筆者作成） 
国名 日本語教育年数 日本語教育機関 教師数* 学習者数 

エルサ

ルバド

ル 

1970年代初頭～後半

（約 10年）／ 
1995年～（14年） 

エルサルバドル国立大学 
・単位認定コース／一般開講コース 

JOCV 2名、現 2名 
（ボランティア） 

129名 

CENIUES 現 3名 48名 
Berlitz 現 1名 5名 

グアテ

マラ 
1992年～（17年） 国立サンカルロス大学 

・一般開講コース 
JOCV 1名、現 2名 
現日 1名 

約 220名 

コスタ

リカ 
1978年～（31年） 国立コスタリカ大学本校 

・単位認定コース／一般開講コース 
JOCV 1名、現 2名 
（一般開講コース） 

94名 
 

国立コスタリカ大学オクシデンテ校 
・単位認定コース／一般開講コース 

JOCV 1名 64名 
10名 

国立ナショナル大学 
・単位認定コース 

JOCV 1名 
 

60名 

TEC（カルタゴ工科大学） 
・一般開講コース 

現日 1名 
 

約 40名 

日本文化センター 現日 2名、現 1名 95名 
グランエスペランサ（幼～高一貫校） 現日 2名 約 100名 
ジオス 現日 1名、現 1名 34名 

ドミニ

カ共和

国 

1996年～（13年） 私立アペック大学 
・一般開講コース 

JOCV 1名 
 

34名 

不明 日本ドミニカ文化センター日本語学校 日 4名、現 3名 199名 
1959年～（50年） 
移住者・子弟対象に 

ドミニカ共和国日系日本語学校（全国

各地に全 8校） 
不明 117名 

ニカラ

グア 
1986年～（23年） 中米大学 

・一般開講コース 
JOCV 1名 
 

8名 

ホンジ

ュラス 
1970年代後半～1990
年代後半（20年） 
／2004年～（5年） 

国立教育大学テグシガルパ校 
・単位認定コース 

JOCV 2名、現 1名 23名 

大使館主催クラス（テグシガルパ） 132名 
文化クラス（テグシガルパ） 40名 
国立教育大学サン・ペドロ・スーラ校 
・単位認定コース 

SV 1名 38名 

領事館クラス（サン・ペドロ・スー

ラ） 
25名 

サン・ペドロ・スーラ国立自治大学 現 2名、韓国人教師

1名 
50名 

 現＝現地人教師、現日＝現地日本人教師、JOCV＝青年海外協力隊員、SV＝シニア海外ボランティア 
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ジュラス）より 33名の日本語教師が参加した。 
セミナーでは、各国が現状を報告（表 1）、共有し、問題点が協議された。また、招

聘講師による講義、各国教師によるモデル授業、ワークショップ、ディスカッション

などを通じて、知識や技術のレベルアップが図られた。最終日のディスカッションに

おいて、参加者からの意見で、中米日本語教師ネットワークの組織化の必要性が指摘

された。そして、参加者の全員一致で日本語教師会が組織化され、会の呼称について

も、その場で一語一語を全員で取捨選択しながら、「中米カリブ日本語教育ネットワ

ーク」という名称が考え出された。メーリングリストの開設、定期的な国際セミナー

の開催、中米日本語弁論大会の企画・実施、各国内のネットワークの形成などが当面

の課題として掲げられた。まずは、帰国後、各国で今回のセミナー参加報告会を行

い、成果を大使館や日本語教育関係者に報告するということで第 1回中米日本語教育

セミナーは閉会した。 
 
４．考察―中米・カリブ地域の事例と他国の事例との比較から 
４.１ 第１回中米日本語教育セミナー参加各国の日本語教育の問題点 
 セミナーでの各国の現状報告では、各国内の日本語教育の現状や問題点に、多くの

共通点が見られた。 
 学習者の学習動機としては、アニメ、マンガ、ゲーム、ポップカルチャー、武道な

どの日本文化への興味とする者が多く、非常に勉強熱心である。しかし、学習段階は

初級から初級後半、中級前半に集中しており、日本語教育機関や教師の不足から、中

級後半、上級へと学習を進めることができる学習者は非常に少ない。 
 共通の問題点として挙げられたのは、第一に、慢性的な教師不足である。そのよう

な中では、相談できる相手もなく、悩みや問題点があっても個人で消化しなければな

らない。また、学習者が増加傾向にある地域では、クラスが開講できない、クラスを

閉鎖せざるを得ないという問題も出てきている。 
 また、「孤立環境」の中では、学習者にとっては、日本語使用の機会が少なく、実

用性に乏しいので、学習事項の定着や会話能力のレベルアップが図りにくいという問

題がある。また、教師にとっては、教材や文化紹介の材料が入手困難であるという問

題も深刻である。 
 
４.２ 国を越えたネットワーク 
 第 2章で見たとおり、同じ国内や地域での日本語教育ネットワークは数多く、報告

書も比較的多くみられる。しかし、国を越えた日本語教育ネットワークは多くはな

い。国際交流基金ホームページの日本語教師会・日本語教育関連学会一覧によれば、

西欧地区に 4つ、東欧（中央アジアを含む）、中東にそれぞれ 1つずつネットワーク

が存在するが、学会色や弁論大会などの行事開催のための連絡会議色の強いものが多

い。ネットワーク形成に関する報告書や論文もほとんど見られない。 
 ここで着目すべきなのは、中米・カリブ地域のような「孤立環境」にある国々のあ 
いだに、国を越えた日本語教育ネットワークが形成されたという点である。表 1から 
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も明らかなように、中米・カリブ地域では、第 1回セミナー開催時には、各国の日本

語教育機関数も教師数もごく少数であった。さらに、第 4章 1節で挙げられたような

共通の問題点も抱えている「孤立環境」の日本語教師たちが、国を越えてまとまるこ

とで得られるメリットは非常に大きいと言える。教材や教案をシェアしたり、悩みや

問題点を話し合ったりできる仲間ができたことは、日々の活動の大きな支えとなるで

あろう。 
 しかし、先行研究でも同様の問題が挙げられているように、たとえネットワークが

できても、関わり方の変化、参加前と参加後の変化、ネイティブ教師主導からノンネ

イティブ日本語教師主導への変化などが見られなければ、その維持は困難であろう。 
 
４.３ ネットワークの継続・発展              表 2 セミナー開催国 
 本節では、2009年の第 1回から、2016年の第 8回の日本 
語教育セミナーのうち、入手できた研修会資料や報告書、

参加者からの Eメールやブログ、メーリングリストなどか

ら、中米・カリブ日本語教育ネットワークがどのように継

続・発展していったのかを読み取っていく。第 1回目から

第 8回目のセミナー概要を比較してみると、さまざまな変

化が見られる。 
 まずは、第 1回目、第 2回目とコスタリカで行われた日

本語教育セミナーが、第 3回目からは他のメンバー国へと

委ねられていることである（表 2）。また、第 5回目に

は、国別プロジェクト報告も予定に組み込まれていた。これは、各国で課題を決め、

同国の教師が共同でそれに取り組んだ結果を報告するという新しい試みである。 
 次に、参加国は、表 1の 6ヶ国に、パナマ、キューバ、ハイチが加わり、ネットワ

ークの拡大が見られるということである。また、第 5回目への参加はかなわなかった

が、第 4回目にはジャマイカの名前も見られ、第 8回目にはトリニダード・トバゴも

参加予定だという。参加国は延べ 11か国に増加している。                                                                     
第 3に、第 5回、2013年のエルサルバドルに於ける開催時の参加者からのメールで

の報告によれば、「今回は 46名の参加人数中 7名のみ日本人という、ノンネイティブ 
教師主導のセミナーになります」というように、日本語・スペイン語のバイリンガル

セミナーに変化しているということである。 
 第 4に、他地域のネットワークとの連携が取られ始めているということである。毎

回、国際交流基金や他地域の日本語教育ネットワークから講師やアドバイザーを招聘

している。また、筆者がコスタリカ在任中には、中米各国に派遣されていた JOCVの

みが参加していたメキシコ日本語教育シンポジウムに、2016年 3月のシンポジウムに

は、中米カリブ日本語教育ネットワークからの多くの教師が参加していた。 
 第 5に、インターネットを利用した活動の変化である。筆者がコスタリカから帰国

する際に存在していたのは、メーリングリストのみであった。それが、驚くべきこと

回 年 開催国 
1 2009 コスタリカ 
2 2010 コスタリカ 
3 2011 グアテマラ 
4 2012 ドミニカ共和国 
5 2013 エルサルバドル 
6 2014 ニカラグア 
7 2015 コスタリカ 
8 2016 コスタリカ 
9 2017 ホンジュラス

（予定） 
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に、2013年のセミナー時には、その様子が USTREAMでインターネット配信されるな

ど、情報公開、発信までも行われるようになっていたのである。 
 以上のように、中米・カリブ日本語教育ネットワークは、多くの国の事例で挙げら

れている問題点が解決されつつ、継続・発展していると言えるのではないだろうか。 
 
４.４ 持続可能で効果的な日本語教育ネットワーク構築のために 
持続可能なネットワークについて探るため、第 1回中米日本語教育セミナーの参加

者を対象に行った参加後アンケート調査から、参加者の感想・意見を引用したい。 
 
  「各国共通の問題、その国特有の問題を共有でき、参考になった。」「いろいろな面

から日本語教育を見られ、考える時間を与えられた。」「何十年も解決しない問題と

毎日向かい合って苦しかった。同じような問題をみんな抱えていると分かりホッとし

た。一人じゃないと思った。」「各国から集まった先生方の熱意を感じて、自分も勇

気づけられた。」「自信がついた。」「ポジティブになった。」「現地人日本語教師

のみなさんがここまで頑張って勉強して教えている姿に感動した。」「このセミナー

でいちばん意味があったと思うことは、中米という大きな単位でまとまったことで、

実は小さな単位である自国の先生方や関係者の皆さんとより深く交流することがで

き、ここでの活動がまとまってきたと感じられたことだ。」「セミナーが開催され、

着実に日本語教育、そして、日本文化交流がこの国に広がっていると思う。これから

も地道に頑張っていきたい。」「これからも、皆さんのよいエネルギーで先生方を引

っ張り、益々団結していかなければならない。」 
 
 日本語学習者が多い国や日本政府や公的機関からの援助の大きい国とは異なり、日

本語教育環境の規模が小さい中米・カリブ地域のような国々では、いくつかまとまる

ことで、1人ではないという心強さが生まれ、活動のしやすさや横のつながりが生ま

れる。セミナーの開催を毎年持ち回りで企画・実施していることは、参加各国や個人

の主体化と責任感を強め、第 2章のインドネシアの事例で挙げられた問題点の中の、

形骸化・固定化・階層化の防止や、現地人教師の自主的な参加につながっていると言

えるだろう。また、自主的に地域の日本語教育を盛り立てていこうという人材の育成

にもつながる。 
また、第 5回中米カリブ日本語教育セミナーでは、日本語・スペイン語のバイリン

ガルセミナーへの変化が見られたが、これにより、第 2章のタイの事例で問題点とし

て挙げられていた、日本語だけでセミナーが行われた場合の現地人教師の参加のしづ

らさは激減しているはずである。ネットワークが始まった当初、全参加各国が同言語

であるスペイン語の使用国であったということも、発展の一因ではないかと思われる

が、発足から 4年以上たった今、メンバーにはハイチやジャマイカなど、スペイン語

以外の言語の使用国もメンバーに入るまでになっている。今後、言語の異なる国の参

加にどう対処していくかが新たな課題のひとつだと言えるだろう。 
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海外の日本語教育におけるネットワークを考えるとき重要なのは、個々の日本語教

師や学習者の自発的な参加である。多くの国の事例で指摘されているのは、参加者が

受身であるという問題点である。第 4章 3節で例示した、各国で決めた課題に同国の

教師が共同で取り組んだ国別プロジェクト報告などは、まさに、「参加者個人の中の

知のネットワークに新しい血が導入」（春原：1992）され、多くの教師にシェアさ

れ、各国に還元されている実例であろう。自発的に参加することによって、新たな知

識や経験が得られ、教師ひとりひとりに、自信や責任感、やる気と言ったものが生ま

れる。そして、その新たな知識や経験は地域に還元され、他の教師や学習者の「知の

ネットワーク」をも刺激する。さらに、その刺激を受けた個人が、自発的にネットワ

ークに関わり合い、価値を見出していければ、ネットワークは継続・活性化されてい

く。だからこそ、中米・カリブ地域では、ネイティブ教師主導からノンネイティブ教

師主導に移行しながら、8年にも及ぶ間ネットワークが継続しているのではあるまい

か。 
 
５．終わりに 
本稿では、中米・カリブ地域での事例から、海外における持続可能で効果的な日本

語教育ネットワークについて考えてきた。中米・カリブ日本語教育ネットワークは、

海外における日本語教育ネットワークの問題点の多くを克服しているという点で、ま

た、国を超えたネットワークが現地人日本語教師主導に移行しながら継続されている

という点で、注目に値する事例であると言えよう。この動きを日本へ世界へ広く発信

していきたい。 
 今後は、ネットワーク参加者や参加国のその後を追い、ネットワークがどのように

機能しているかを検証したい。質問紙調査、聞き取り調査、現地視察などを行い、ネ

ットワークに参加している日本語教師個人にどのような意識変化が見られたか、毎日

の授業にどんな点が生かされているかなどを見ていきたい。また、それぞれの国の日

本語教育の問題点が改善されているか、改善されたならば、どのように改善されてい

ったのかを国ごとに明らかにする。結果は順次報告していきたい。 
 
付記 
 本稿は、2016年 3月 4日から 6日にかけて行われた第 21回メキシコ日本語教育シン

ポジウムにおける口頭発表に、加筆、修正を加えたものである。貴重なご意見をお寄

せくださった先生方に感謝申し上げます。 
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Los efectos en los intercambios culturales en línea con estudiantes del idioma japonés 
Ikue SAITO 

 
Palabras clave: Intercambio cultural en línea, motivación, Alumnos de japonés extranjeros. 
 
 En el mundo el mayor número de estudiantes del idioma japonés se encuentra en China (Fundación 
Internacional 2012), en áreas urbanas como Pekin y Shanghai, aun cuando en varias de estas zonas 
urbanas no hay presencia de residentes de nacionalidad japonesa el número de estudiantes es alto. 
Mientras que muchos de ellos poseen un nivel avanzado del idioma japonés, al no tener contacto tanto 
con el modo de vida de los japoneses, así como oportunidades de conversar con nativos, el mantener 
la motivación es difícil (Otsuka, Et al.2013, Saito 2014). Sin embargo, en años recientes el desarrollo 
de las ICT (Tecnologías de la Información y Comunicación) ha permitido que los alumnos del idioma 
japonés tengan contacto en línea con nativos del idioma. Actualmente hay varias investigaciones en el 
campo de la enseñanza del idioma japonés con el uso de la ICT (Nakamata Et al. 2012, Kobayashi Et 
al. 2014, etc.), aunque específicamente no se ha podido verificar que los usos de estas tengan un efecto 
en los alumnos. Estas investigaciones se enfocan en investigar el cómo mantener la motivación de los 
alumnos, así como los efectos que se producen en los alumnos de japonés en las universidades de China, 
que tienen pocas oportunidades de conversar y tener un acercamiento a la vida diaria de los japoneses, 
por medio de intercambios culturales en línea. 
 Los resultados de estas investigaciones, que, de individuo en individuo, aquellos que participan en 
los intercambios intrínsecamente aumentan su motivación. Incluso aparte de mantener la motivación, 
todos tuvieron cambios que expresaron como “Pude utilizar el japonés y perder el miedo a entablar una 
conversación” así como “Pienso que hablar en japonés es una experiencia grata”. Además de poder 
analizar detalladamente la información de manera individual, al poder comprender lo aprendido en los 
libros gracias a las experiencias reales que personalmente obtienen, los alumnos de japonés reacios se 
vuelven más activos. A partir de estos resultados, además de decidir el tipo de pareja de trabajo en base 
al nivel de japonés de los alumnos hay varias circunstancias que se toman en cuenta para poder llevar 
acabo un aprendizaje único. 
 Este estudio se centró en estudiantes universitarios del idioma japonés en China, buscando 
oportunidades a futuro para los estudiantes de japonés en todo el mundo. Teniendo como meta el llevar 
a cabo este tipo de actividades de intercambio cultural en línea alrededor del mundo usando las redes 
sociales como medio. 
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オンライン交流が日本人との接触場面が少ない海外日本語学習者に与える影響 

―中国内陸部で日本語を学ぶ大学生の変化から― 
 

齋藤 郁恵（南山大学大学院） 
 

要旨 
本研究は、普段日本語使用機会に恵まれない中国内陸部の大学で日本語を学ぶ中国

人大学生が、日本語母語話者である日本人大学生と Skypeを使用した約 3か月に渡る

オンライン交流の機会を持つことによりどのような変化が見られるのかを、特に学習

者の動機づけに注目して調査したものである。 
調査の結果、個人差はあるものの、交流参加者全員の動機づけが内発的に高められ

ていた。また動機づけ以外の面では、全員に共通して「日本語使用に対する恐れがな

くなり日本語で会話する勇気を持てるようになった」、「話すことが楽しいと思える

ようになった」という心理的な変化が見られた。本研究を通して、オンライン交流を

行う際には学習者の日本語レベルや特性に配慮してペアを決定することにより、それ

ぞれの環境に合わせた交流が行われ、独自の学びや気づきが起きることが示唆され

た。 
 
１． はじめに  
 世界で最も日本語学習者が多い中国では（国際交流基金 2012）、北京や上海といっ

た都市部のみならず、日本人居住者が余り見られない内陸部の地方都市にも多くの学

習者が存在する。彼らの多くが高い日本語能力を持ちながら i、日常生活における日本

語母語話者との「接触場面」（ネウストプニ－ 1995）が限られているため、日本語学

習に対する動機付けを維持することが困難な状況にある（大塚他 2013、齋藤 2014）。  
しかし、近年 ICT の発達に伴い、上記のような日本語母語話者の少ない地域に住む学

習者もオンライン上で母語話者との接触場面を作ることが可能となった。これまでに

も日本語教育の現場で ICTiiを利用した実践研究（中俣他 2012、小林他 2014 等）がい

くつか行われているが、このようなオンライン上での接触場面が学習者にどのような

効果を与え、変化を起こしたのかを量的・質的共に具体的に示した研究は管見の限り

見られない。  
本研究では、日本語母語話者である日本人大学生と Skype を使用したオンライン交

流を行うことにより、中国内陸部の大学で日本語を学ぶ中国人大学生にどのような影

響を与えることができるのかを調査した。特に学習者の動機づけの変化に注目し、分

析には動機づけ理論の１つである自己決定理論（Ryan & Deci 2000a, 2000b）を用いた。

本研究により、今後更に普及していくと考えられるオンライン上での接触場面が持つ

可能性と課題について考察を行い、日本語教育や第二言語教育において、このような

接触場面が効果的に活用できる道筋を示したい。  
 



Informe final de la AMIJ del año fiscal Japonés 2015  

 

128 

２．自己決定理論の概要  
動機づけの構造を扱った研究はこれまでにも数多く見られるが、特に近年、自己決

定理論（Self-Determination Theory）（Ryan & Deci 2000a, 2000b）を用いた研究が盛んに

行われている。自己決定理論では、動機付けを「無動機」、「外発的動機づけ」、

「内発的動機づけ」と分け、更に「外発的動機付け」を、報酬や親の強制などの外的

な圧力により行動が調整される「外的調整」、自尊心に関連したものであり、内的な

圧力により行動が調整される「取り入れ的調整」、行動を個人的に重要なものとして

受け入れ、その価値を認めた上で行動を調整する「同一視的調整」の 3 つに分類して

いる。つまり動機付けの弱いものから順に、「無動機」、「外的調整」、「取入れ的

調整」、「同一視的調整」、「内発的動機づけ」となる。この分類の特徴は動機付け

をそれまで議論されてきた統合的・道具的や、内発的・外発的の 2 項対立ではなく、

連続体としてとらえている点にある。さらに自己決定理論では、学習者の動機付けが

高まる前提条件として、より自己決定的でありたい、責任感を持ちたいという「自律

性」、より有能でありたい、自己の能力を示す機会を持ちたいという「有能性」、他

者と密接な関係を持ち、その人間関係においてより友好的でありたい、連帯感を持ち

たいと言う「関係性」の 3つの心理的欲求 3つの心理的欲求（psychological needs）の従

属を想定している。  
  
３．研究課題  
【1】学習者の動機づけに注目し、オンライン交流によって学習者の動機づけを高

めることができるのかを、自己決定理論を用いた以下の仮説をもとに量的な分析を行

い検証した。  
Ⅰ．接触場面のトピックに関して学生に選択権を与えることで、責任を持って自ら

の学習に取り組めるような環境を与える活動が自律性の欲求を高める。  
Ⅱ．毎回の交流後に提出される学習日誌の内容に対して、各個人に応じた肯定的な

フィードバックを教師が行うことが有能性の欲求を高める。  
Ⅲ．お互いの文化や言語についてのやりとりの中で、双方が交互に教師と学生とい

う立場になることによって、協力して活動に取り組むことが関係性の欲求を高

める。  
Ⅳ．Skype交流により上記 3つの心理的欲求が満たされることで、学生の日本語学習

に対する動機づけを高めることができる。  
 
【2】複数の提出物および交流後のアンケート、フォローアップインタビューを基

に、質的に分析し、学習者が交流を通して何を感じ、どのような影響を受けたのか、

また何が彼らの動機づけの変化に影響を与えたのかをより詳細に明らかにする。  
  
４．調査方法 
 まず研究課題【1】の調査方法として、本研究では、廣森（2006）で作成された

「心理的欲求尺度」、「動機付け尺度」を参考とし、質問内容を日本語学習者に向け
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たものに変更して 2 種類の質問紙を作成した。ドルニェイ（2006）が指摘する通り、

質問紙は時間、労力、コストに関して効率が良く、汎用性も大きな強みである一方で、

回答が単純で表面的になりがちという短所がある。動機付けは個人の内面に大きく関

わることであり、数値だけでは測れない事柄を多く含むと考えられるため、上記のよ

うな短所を補う役割として、交流後に記述式アンケートと半構造化インタビューも行

った。また研究課題【2】の調査方法として、毎回の交流後に提出してもらった複数

の提出物の分析を KJ法（川喜田 1996）により iii質的に行い、学習者が交流を通して

感じたことや交流によって生じた動機づけの変化の詳細をまとめた。 
 
５．調査内容 
中国の安徽省にある大学の日本語学科 2年の同じクラスに所属する大学生 14名（男

性 2名、女性 12名）を対象とした（以下「交流参加者」）。14名には授業外の活動と

して日本在住日本語母語話者の大学生と Skype によるオンライン交流を行ってもらっ

た。交流期間は 2015年 5月から 7月までの 3か月間で、１回の交流時間は 30分から 1
時間程度を目安とした。心理的欲求と動機づけに関する質問紙は交流が始まる直前の

5月と交流終了後の 7月の 2回実施し、交流前後の比較を行った。さらに、オンライン

交流の影響に注目するために比較対象として同じクラスに所属する別の 14 名（以下

「交流非参加者」）にも質問紙の回答をお願いし、それぞれのグループの比較を行う

こととした。  
また毎回の交流後に交流内容や質問をまとめた「学習日誌」、その日の交流前後の

動機づけの変化をまとめた「本日の動機づけ」、日々の日本語学習の動機づけに影響

を与えた事柄を記入する「日本語日記」の提出を求めた。全交流終了後には、各学生

に交流後アンケートの記入をお願いし、その後フォローアップインタビューを行っ

た。  

  

図 1 中国人大学生に対する調査の流れ 

日本語学科2年生

交流参加者（14名）

2015年5月

1回目「心理的欲求」と「動機づ
け」に関する質問紙を実施

5月～7月

週1回 日本人大学生とSkypeを介した交
流を実施（授業外活動）

2015年7月

2回目「心理的欲求」と「動機づけ」に
関する質問紙を実施

日本語学科2年生

交流非参加者（14名）

2015年5月

1回目「心理的欲求」と「動機づけ」に
関する質問紙を実施

5月～7月

特別な授業外活動はなし

2015年7月

2回目「心理的欲求」と「動機づけ」に
関する質問紙を実施
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尚、このようなオンライン交流が本研究の課題である自己決定理論の 3 つの心理的

欲求（自律性、有能性、関係性）を満たす活動とするため、次のような方法を実践し

た。 
①自律性の欲求を満たすために、事前に学生に候補となる会話のトピックを提示し、

好きなトピックを選択する権利を与えるとともに、自分たちで考えたトピックを使用

することも可能とする。このように学生に選択権を与えることで、責任を持って自ら

の学習に取り組めるような環境を作る。 
 
②有能性を満たすために、毎回の交流の感想や疑問を「学習日誌」に記入し、教師に

提出することとする。そこに日本人教師（調査者）からのコメント、肯定的なフィー

ドバックを与えることで、自己効力感、課題への達成感を育む。 
 
③関係性を満たすために、ペアとなる日本人学生には中国語や中国に興味関心がある

者、もしくは外国人に対する日本語教育を大学で科目として学んでいる者を選び、双

方がお互いの言語や文化を伝え合いながら教師と生徒という役割を担うことで協力し

て学び合う環境を作る。また日本語能力が交流開始時に低い学生には中国語が話せる

学生をペアにすることで、交流がスムーズに行えるようにする。 
 
 また、ペア決定の前に中国と日本の両学生に簡単な事前アンケートを行い、日本

語・中国語能力や交流可能な時間帯、趣味・特技を聞き取り、その情報をもとに最も

交流がスムーズに行えると考えられるパートナー同士を組み合わせるように心掛けた。 
 
６．分析結果 
６．１量的分析結果 
調査の結果、週に1度のSkypeを利用した3か月に渡る授業外のオンライン交流は、

授業中に教育的介入を行った先行研究（廣森 2006、神谷 2011）のように、動機づけの

前提条件となる 3 欲求全てを満たす活動とはならず、その結果内発的動機づけを高め

るとした研究課題 1の仮説を支持することはできなかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２  交流参加者 8名、交流非参加者 10名の心理的３欲求各合計の変化 

交流非参加者 10名 交流参加者 8名 
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その原因として 1 つは本研究が授業外に行われた活動であり、質問紙も交流に限定し

た内容ではなかったため、数値に交流の影響が反映し辛いこと、また中国の教育制度

に慣れている今回の中国人参加者には、心理的 3 欲求の「自律性」の欲求が当てはま

らない可能性があることが挙げられる。しかし心理的 3 欲求の数値が下がった者も含

め、交流参加者全員の動機づけは内発的に高められていた（p=0.046,df=7,d=0.2）。 

 

 

 

 

 

 

図３ グループ全体の動機づけ尺度の変化 

これらにどこまで交流が影響しているかを判断することは極めて難しいが、交流参加

者の提出物やフォローアップインタビューの分析により、今回の交流は心理的 3 欲求

の内、特に「関係性」の部分を充足させる活動となったことが予測できる。 
 
６．２質的分析結果 
交流参加者全員が交流後に共通して述べたことが、「日本語を話すことが怖くなく

なった」、「日本語で話すことに自信が持てるようになった」ということであった。

これは普段の生活の中で日本人との接触場面が持てず、日本語使用機会が限られてい

る学生たちにとってオンライン交流に参加したからこそ得られた大きな変化だと言え

るのではないだろうか。神谷（2011）の調査において、インタビュー活動が上手くい

かなかった学生がその後の学習行動に変化が出ていることからも、このオンライン交

流を通して学生が自分の日本語能力不足を実感することは良い経験になると考えられ

る。 
さらに個人の詳細な情報を分析した結果、実体験を通して教科書で学んだ知識を自

らの経験として理解している様子や、日本語学習に対して消極的であった学生が積極

的になっていく様子が伺えた。  
  
７．オンライン交流が持つ可能性と課題  
 本研究では海外で日本語を学ぶ学習者と日本人母語話者をつなぐ活動としてオンラ

イン交流を行ったが、その他にもオンライン交流活用の場は多様にある。従来のカテ

ゴリーに捉われることなく、日本語を使用してつながりを求める全ての者同士が物理

 交流参加者８名  交流非参加者 10名 
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的な距離や時間を越えてつながれる場所こそが、オンライン交流であると言えるだろ

う。  
 このことは日本語教育に限ったことではなく、他の言語教育にも当てはまることで

ある。當作（2013）は「言語」を使って「社会生活」を営むことが本来の言語の目的

であり、言語教育はその達成を目指して行われるべきであると述べ、今後の外国語教

育に必要な方法論として SNA（ソーシャルネットワーキングアプローチ）を提唱して

いる。本研究を含め、世界中の人々が特定の言語を使用してオンライン交流を行いつ

ながっていくという活動は、言語学習を社会活動と結びつけ、言語を通して個人やコ

ミュニティがつながっていくことを目指した SNAの実践そのものと言えるのではない

だろうか。  
 本研究では中国内陸部で日本語を学ぶ大学生に焦点を当てたが、他にも日本人との

接触場面が日常生活では得られず、その機会を求めている日本語学習者は世界中に存

在している。特に日本語教育機関が無い国において、独学で日本語を学んでいる学習

者にとっては、オンライン交流こそが接触場面を作る唯一の手段と言える。今後も

様々な環境で日本とのつながりを求めている人々にその機会を提供する手段として、

オンライン交流が果たす役割を考え、その実践を通して、世界の日本語学習者のため

に微力ながら貢献していきたい。  
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i 日本語能力検定 N1,N2レベルを指す。 

ii Information Communication Technologyの略。  

iii KJ 法とは文化人類学者の川喜田二郎（東京工業大学名誉教授）がデータをまとめるために考案した手法であり、KJ

は考案者のイニシャルにちなむ。データをカードに記述し、カードをグループごとにまとめて、図解し、論文等に

まとめていく。共同での作業にもよく用いられ、「創造性開発」（または創造的問題解決）に効果があるとされる。 
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Clases de lectura extensiva a partir del idioma japonés: Prácticas vivenciales en los EEUU. 
Noriko HANABUSA 

 
Palabras clave: Lectura extensiva (Extensive Reading), bibliotecas y palabras en otros idiomas. 
 
 Esta presentación tiene la intención de ilustrar la práctica del programa de lectura extensiva en 
japonés en colaboración con la Biblioteca Universitaria de los Estados Unidos de Norteamérica. La 
Lectura  
Extensiva se enfoca en tener la capacidad de leer varias cantidades de texto de manera relativamente 
fácil sin la necesidad de usar un diccionario y cuyos efectos han sido propuestos desde 1980 (Takase 
2010). 
 En años recientes, el programa de Lectura Extensiva Norteamericano se ha convertido en un boom 
en el noreste asiático (Nation & Waring). Por otro lado, de acuerdo a Hardy (en prensa), se cuentan con 
pocos reportes sobre la Lectura Extensiva en otros idiomas que no sean en inglés. La publicación de 
materiales de enseñanza, así como la diseminación de actividades en relación a la Lectura Extensiva en 
el Idioma Japonés ha sido llevada a cabo principalmente por asociaciones sin fines de lucro 
multilingües de lectura extensiva japonesa. 
 En el 2014, autores en colaboración con las universidades de Estados Unidos comenzaron el 
programa de Lectura Extensiva en japonés. El autor en coordinación con las bibliotecas en el Este 
asiático se encarga de adquirir y administrar los libros usados en la Lectura Extensiva. La matrícula se 
basa en un sistema selectivo de 1 a 2 unidades, de 1er a 5to de grado por lo general, aparte de los cursos 
de idioma japonés que se ofrecen. 
 El proyecto incorpora demás de la lectura personal, lecciones, Book Chat (Discusión literaria), contar 
una historia, así como un resumen del libro en cuestión. El estudiante es quien decide en clase que libro 
llevará en el programa de Lectura Extensiva. Aun cuando la Lectura Extensiva difiere de la lectura 
tradicional, la evaluación de los alumnos es muy alta. Al final del semestre en el cual se lleva a cabo el 
programa lo estudiantes tienen comentarios positivos tales como: “Leer más libros aparte de los que se 
ven en clase”, o, “Mi nivel de reconocimiento de kanji a la hora de leer ha aumentado.”; incluso sus 
capacidades de escritura y expresión oral aumentan considerablemente. 
 Al no usar materiales comunes en las clases de Lectura Extensiva los maestros no se limitan a la 
enseñanza básica. Por lo tanto, el rol del maestro cambia de una enseñanza común y corriente. Bamford 
& Day (2014) explica que: “El rol del maestro en las clases de lectura extensiva es la de guiar al alumno 
y ser un modelo de rol a seguir”. El autor también forma parte fundamental en clase dando un soporte 
de persona a persona aconsejando. 
    Actualmente en las universidades, el programa ha llamado la atención en los cursos de idiomas 
extranjeros donde las bibliotecas fungen como entidades aparte de la institución. El autor con la meta 
de extender la biblioteca de lectura extensiva a otras lenguas llevo a cabo un simposio en otoño del 
2015 con este fin.  En los Estados Unidos la percepción del uso de la lectura extensiva aún no es baja 
debido a la resistencia de algunos docentes en limitarse solo a enseñar gramática y vocabulario. Otro 
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punto urgente es que es necesaria la publicación de materiales en otros idiomas para que el programa 
crezca. En la universidad se han comenzado a adquirir algunos títulos en chino y coreano para 
comenzar con estudios de lectura extensiva.      
 Finalmente, uno de los retos que el departamento de lectura extensiva en japonés tiene es el de 
continuar con este programa en otros idiomas para el crecimiento del mismo. 
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日本語から発信する図書館多読授業：米国での実践 

 
纐纈憲子 (米国ノートルダム大学) 

 
要旨 

 多読とは、辞書を使わずに比較的やさしい本を多く読むことであり、1980年代以降、

英語教育界で様々な効果が提唱されてきた (高瀬  2010)。筆者は、米国私立大学にて、

2014年秋より東アジア専門司書と協力し、日本語多読授業を行っている。言語プログ

ラムと大学図書館の協働は、同一機関内アーティキュレーションの一例と言える。 
 多読授業での主活動は、授業内個人読書である。学習者は、図書館の多読コレクシ

ョンから各自本を選択して、自分のペースで読書を楽しむ。従来の一斉授業と異なる

個別学習であるが、学習者からの評価は極めて高い。 
 米国の外国語教育において多読の認知度はまだ低く、様々な外国語多読教材の出版

も急務である。日本語科が牽引する多読という新しい授業形態を、いかに引き続き他

言語に発信していくかが今後の課題の 1つである。 
 
1.  同一機関内アーティキュレーション 
 筆者が勤務する米国ノートルダム大学では、2014年秋学期から図書館と連携した日

本語多読授業を開講している。日本語プログラムでは準備段階から大学図書館の東ア

ジア専門司書と連携し、協働で授業運営を行ってきた。現在本授業は、図書館とつな

がるユニークな外国語コースとして、学内外から注目されている。英語多読 は 1980
年代から研究が始まり、2001年頃から日本国内でも急速に普及してきている (高瀬  
2010)。一方、米国の日本語教員間でも、数年前から多読に関する議論が活発になり、

導入する機関が増えている。本学はその先駆けの 1校である。 
 近年日本語教育では、縦・横・教科間のアーティキュレーション（つながり・連携）

の重要性が強調されている  (當作  2013) 。縦は初中等と高等教育間、横は別の学校間

におけるもので、主に日本語授業・日本語教員同士の連携を指していると言えるだろ

う。一方、教科間連携は、日本語と関連科目とのつながりである。したがって、日本

語専門教員が日本文学、歴史等の周辺領域のコンテント教員と連携することを含むと

考えられる。 
 大学の場合、日本語教員が機関内で協働すべき部署は数多くある。上に挙げたコン

テント科目教員の所属学科の他、外国語センター、国際課、アジア関係の研究所、諸

外国語の教員、そして図書館が代表的なものだろう。このように日本語教員が他分

野・他部署の教員や関係者とつながることの重要性を、筆者は近年痛感している。一

外国語教員にできることは限られているが、学内の様々な部署の職員、教員と密にコ

ミュニケーションをとることで、視野が広がり、新たな実践の可能性が開けるからで

ある。このような連携は、とかく特定分野内におさまりがちな我々語学教員に、様々

な学びの機会も与えてくれる。そこで、日本語教員と学内関係部署とのつながりを

「同一機関内アーティキュレーション」と呼ぶことにしたい。 
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 當作 (2013) は、縦・横・教科間 3 つのアーティキュレーションが達成されていない

ことが、日本語教育の質を著しく下げていると指摘している。同様に、同一機関内ア

ーティキュレーションも、種々の事情からスムースにいかないことが多い。これには、

大学機関でコンテント教員より下にある語学教員の立場も無関係ではないだろう1。 
 本学の日本語多読は、日本語プログラムと図書館を結ぶ、同一機関内アーティキュ

レーションの一例である。本稿では、本学での図書館多読授業を概観した後、学習者

自己評価について考察し、今後の課題を検討する。 
 
2.  多読とは何か 
 一般的に、多読とは「学習者自身が選んだやさしい教材を、できるだけたくさん個

人で読む」活動と言えるだろう。現在様々な機関で行われている英語多読は、Day & 
Bamford (2002)による英語多読 10原則に基づくものが多いようである。日本語多読に

関しては、粟野他 (2012)が、日本語多読 4原則として「辞書をひかない」「分からな

いところは飛ばす」「進まなくなったらやめる」「やさしいレベルから読む」を挙げ

ている。筆者は、基本的にこの 4原則に従って授業を行っている。多読授業中の主な

活動は、学習者が各自選んだ本を別々に読む個人読書である。教員が選んだ読み物を

全員が一緒に読み進めていく精読と根本的に異なり、多読はまさしく学習者主導の能

動的活動であると言える。 
 日本語多読で使われる教材には、Graded Readers (レベル別読み物)と市販本の 2種類

がある。レベル別読み物とは、語彙や文法の基準に沿って、学習者向けに平易に書か

れたものである。現在、計140タイトルほど出版されており、昔話・外国の話の翻

訳・創作・小説・文化紹介・紀行文等、様々な内容のものがある2。加えて、絵本やま

んが、写真集等、絵の力を借りながら読める市販本も教材として使われている。各学

習者の好みは違うため、多読の実践には、様々な分野をカバーする多くのレベル別図

書が必要になる。 
 高瀬 (2010) は情意面での英語多読の効果を列挙し、多読ほど多くの学習者のモティ

ベーションを高める学習法は、現在のところ他に考えられないと述べる。英語力の面

でも、読むスピードの他、書く・話す力も向上する (高瀬  2010)。日本語多読の効果に

関する研究は限られているが、福本 (2004)によると、精読グループと多読グループを

比べたところ、統計的有意値は検出されなかったものの、授業開始前後では、多読グ

ループの方が文字・語彙・読解において伸び率が高かった。日本語でも英語多読同様

の様々な効果が期待できると推測される。 
 
3.  米国ノートルダム大学の多読授業概要 
 米国ノートルダム大学は、米国中西部、シカゴから車で2時間弱の場所に位置する

私立総合大学である。在校生は約 12,000人 (学部生 8,500人、大学院生 3,500人) で、全

米各地の出身者が集まる。全体の 7%がアジアやヨーロッパ、中南米等からの留学生

だが、その多くが大学院に在籍している。米国の他大学に比べ日本人留学生は極端に

少なく、学内・近隣コミュニティー共、日本語話者がほとんどいない。地域で日本文
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化に触れる機会も非常に限られていて、ニューヨークやロサンゼルスといった米国の

大都市と異なり、日本語学習者にとってハードルが高い環境と言える。 
 大学の学部は文・理・工・ビジネス等の 6つに分かれていて、文学部には現在全部

で 16の外国語プログラムがある。日本語は中国語・韓国語と共に東アジア言語・文化

学科に所属している。ここ数年通常コースとして日本語 1-4年生が開講され、履修者

数は多読を除き約 70-90人 である3。日本語授業に登録する学習者は英語母語話者が半

数以上を占めるが、学期によって、中国人・韓国人留学生等アジア言語を母語とする

学習者が多いこともある。大学は秋・春学期の 2学期制で、各学期休みを含め 16週あ

る。 
 本学の日本語多読授業は、現在 1-2単位の選択科目として、週 1度図書館内の教室に

て開講されている。1年目 (2014年秋 -2015年春) は、1-5年生全員が集まる合同授業の

形で始めた。しかし、登録者数が増えたことと学習者からの要望を受け、2 年目はレ

ベル別に分けることとなった。よって、2015年秋以降、初級 (1-2年生) と中上級 (3-5
年生) の 2コースを設けている。1単位授業は 50分、2単位は 100分だが、授業は同日同

時間に行われるため、2単位の学生のみ教室に長く残ることになる。各学期の授業回

数は 15回である。 
 過去 4学期の履修者数は各回 20-30人であり、時期によるものの、通常コース履修者

全体の約 25-40%とかなり高い割合になっている。毎回、1年生から5年生までの各レ

ベルからまんべんなく履修者が集まる。同学期に 1-4 年生の日本語授業をとりながら

多読を補完的に履修する者もいれば、多読のみの履修者もいる。授業は何度でも履修

可能なので、全体の 約 3分の1が継続履修者である。 
 初日の授業で日本語多読 4 原則や英語多読の効果等を紹介し、授業の目的はリラッ

クスして読書を楽しむことだと伝える。この目的に関連し、過度な緊張を取り除くた

めに、初級コースでは教員・学習者共英語使用を許している。多読用図書の多くは、

図書館ラウンジの日本語多読専用の棚に置かれているので、授業前に教員が必要な本

を選び、カートで図書館内の教室まで運ぶ。授業中、学習者は自分のレベルや興味に

従って読みたい本を選んで個人読書を行う。筆者は、学習者に適宜声をかけて読書状

況を確認し、時折個人面談をしてアドバイスを与えている。 
 1 冊読んだ後、学習者は Google form上の読書記録に記入する。内容は、読んだ本の

レベルやかかった時間、面白かったか、難しかったか、好きな言葉、コメント (英語

可) である (2016年春学期) 4 。学習者ごとに別々の Google formが用意してあるので、記

録を提出する度に、個人のオンライン上のポートフォリオとして Google spreadsheet上
に蓄積されていく。これが彼らの自己評価の際の振り返り材料となり、どんな本を何

冊読んだか、どう感じたか見られるようになっている。継続履修者は、学期が変わっ

ても同じフォームを使い続けるため、前の学期からのものをすべて通して一覧するこ

ともできる5。 
 授業で、教員がリスニングを組み合わせた聞き読みやシャドーイングをすすめたり、

関連教材や図書館情報等を伝えたりすることも多い。毎学期、複数の学習者から「グ

ループ活動をしたい」という要望があるため、学期中に何度か Book chatや読み聞か

せ、ペアで音読練習をする時間ももうけている。学習者は一人で本を読み進めるうち
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に、読んだ本について誰かに伝えたいと感じるようだ。しかし、1単位履修者が多い

学期は、限られた授業時間内の個人読書とグループ活動のバランスが問題となる。学

習者同士で活動成果を共有する目的では、学期末にプロジェクト発表も組み込んでい

る。 
 一斉授業ではないため試験やクイズは一切行っていないが、米国大学機関では、通

常 Letter gradeの成績を出さなければならない。過去の授業では、評価基準として、出

席や授業参加、読書記録、自己評価、プロジェクトのカテゴリーをもうけた。特に出

席や遅刻をしないこと、読書記録やプロジェクト関連の提出物の期限厳守を強調して

いる。また、自律学習を促す目的から、毎学期中間・学期末計 2度自己評価を取り入

れ、自分の日本語力やプロジェクト発表に対する評価、今後の学習目標、コースの印

象や要望等を書いてもらっている6。この提出も成績の一部としている。 
  
4.  中間自己評価: 多読授業を楽しんでいるか・その理由 
 前述した自己評価の 1つである中間評価は、学期 8週目が終了した時点で実施してい

る。質問項目は全部で 5つあり、すべて記述式で回答してもらった (資料 3) 。英語でも

日本語でも可としたが、上級の数名を除きほとんどが英語で記入した。なお、評価は

記名式である。 
 本稿では 1番目の質問「多読を楽しんでいるか・その理由」に書かれた回答内容に

ついて考察したい。使用するのは、本学で多読を実施した 2014年秋から 2016年春ま

で計 4学期間の回答である。履修者数は 1年生から 5年生までのべ 90人で、全員が自己

評価を提出した7。 
 まず「多読を楽しんでいるか」には 90人中 88人が「はい」と明記し、大半の学生

がその理由を詳しく記述している。授業の目的は読書を楽しむことであり、多読が学

習者から大変肯定的に捉えられていることが分かる。 
 残る 2人のうち 1人は、2015年秋学期に 1年生レベルだったアメリカ人で、「はい」

ではなく「Usually」と回答した。この学習者は主にレベル 0のレベル別読み物を読ん

でいたが、数週間後すべて読み終えてしまった。その後 レベル 1の教材に移行したが、

読書記録に「難しい」「よく分からない」といった言葉が並ぶようになった。市販本

の絵本もすすめてみたが、文字だけ追ってすぐに本を閉じてしまうことが多く、あま

り楽しめなかったようだ。大学生の場合、少数ではあるが、絵本を子供っぽいと感じ

る学習者がいる。このようなタイプの学習者には、やはり語彙等がコントロールされ

たレベル別読み物が適しているのかもしれない。現在レベル 0 のレベル別読み物は比

較的少ないため、今後タイトルが増えることが望まれる。また、絵本の楽しみ方をも

っと丁寧にアドバイスすべきだったというのが、筆者の反省である。 
 「多読が楽しいか」の質問に「はい」と回答しなかった残り 1人は、同じく 2015年
秋学期に履修したアメリカ人で、3 年生の通常授業を同時履修していた。彼は「はい」

「いいえ」のいずれとも言及せず、以下のように回答した (原文のまま) 。 
 
・ Some things like folk tales aren't very interesting while something like manga may be a 

bit 
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0 5 10 15 20

文学に触れることができる
いやならやめて他の本が読める

絵を見るのが楽しい
絵本を通じて子供の時を思い出す

英語の本と比較できる
絵が役立つ

辞書を使わないのがいい
Book chatがいい

自信がつく・達成感がある
色々なレベルの学習者に会える
通常授業と違うことができる

自分のペースで読める
漢字が学べる

文法復習・新しい文法が学べる
自分で好きな本が選べる
外国語で読書ができる
本のバラエティーが豊富

読む力がつく
語彙が学べる

自分に合ったレベルの本がある
日本語力の維持 (通常授業受講せず)

プレッシャーがない
本が面白い

日本・日本文化について学べる
リラックスできる

more fun to read. Honestly, most of the material I really want to read is currently at a level 
too difficult to read. 
 
この学習者は通常日本語授業での成績が大変よく、自分で好きなマンガを定期的にオ

ンラインで探して読む積極的な学生である。読書記録によると、1回目の授業でレベ

ル別多読教材の昔話を 1冊読んでいるが、その後しばらく毎週オンラインで「よつば

と！」のマンガを読んでいた。その後も他の読みたいマンガをオンラインで探して挑

戦していたが、図書館にあるレベル別読み物や市販本にはほとんど興味を示さず、手

にとらなかったようである。最初に読んだ昔話があまり好きではなかったためかもし

れない。しかし、上の回答から、自分で読みたいと思って選ぶ教材は難しすぎると感

じていることが分かる。この学習者には、マンガに固執するのではなく、様々なトピ

ックの教材に触れるようアドバイスするべきだったと感じる。 
 次に、「多読が楽しい」と学習者が答えた理由について見ていきたい。記述式回答

に使われている表現や言葉は多岐に渡っているが、内容の概略を項目ごとに分けたの

が以下のグラフである。全 回答中、2人以上が書いた理由をまとめた。横軸は回答し

た人数を表している。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
グラフ 
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 1番多い「リラックスできる」と4番目の「プレッシャーがない」には重複する意味

があると考えられる。2つを合わせると 30人以上になり、全履修者 90人中の 3分の 1以
上が言及したことになる。「リラックスして読書を楽しむ」という多読の最大の目的

が、学習者に浸透し機能していると言ってよいだろう。試験や単語クイズがないこと

により、学習者は通常授業のような緊張や束縛を感じずに済む。普段の忙しさから解

放される週 1度の多読授業を、心待ちにしているというコメントも多い。 
 「自分で好きな本が選べる」「自分のペースで読める」という多読ならではの個別

学習スタイルを理由に挙げた学生もかなりいる。「通常授業と違うことができる」

「いやならやめて他の本が読める」というコメントも内容的に近いものと考えられ、

合計すると 20人以上となる。学習者が一斉授業以外の授業形態を肯定的にとらえ、好

んでいることが分かる。 
 以上「リラックスできる」及び「個別学習」の 2点は、多読の持つ特徴として、教

員側が学期初日にシラバス上で紹介・説明したことに直結するものである。一方、

「日本・日本文化について学べる」という理由が 2番目に多いことは、新たな多読の

波及効果として注目に価する。これは、多読が、語学だけでなく内容学習に結びつく

ことを意味している。以下、コメントをいくつか挙げる (原文のまま) 。 
 
・ The extensive activities improve my Japanese reading and speaking abilities as well as 
further enhance my understanding of Japanese cultural values. Different contents of books 
introduce me to different kinds of interesting concept. (2015年春・3年生) 
・ The readings themselves give me numerous valuable information about Japanese culture, 
history, daily life, etc. (2015年春・2年生) 
・ I am really interested in Japanese history so I started to read the 日本史漫画 and 
 learnt a lot from that. (2015年秋・4年生) 
・ I have been able to learn about various aspects of Japanese culture, which fascinates me. 
(2016年春・1 年生) 
 
 近年、日本語教育において内容重視教育 (Content Based Instruction) が提唱されてい

るが、特に文法中心に授業を進める初級レベルに、いかに内容を取り入れるかについ

て議論されることが多い。筆者は、レベル別読み物こそ、内容重視教育のための優れ

た日本語教材ではないかと考えている。多読教材によって、地理や歴史、自然、食文

化等、通常の初級授業では触れることができないトピックを取り入れ、内容理解を深

めることができるのだ。このような多読教材の利点について、もっと宣伝されてもい

いのではないだろうか。 
 さらに、「本が面白い」「自分に合ったレベルの本がある」「本のバラエティーが

豊富」等, 
図書館で利用できる多読図書について言及したものも多い。多読授業を成功させるに

は、個々の学習者の興味を満たす多様な教材が必要であることが再認識されるだろう。 
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 毎学期、「通常授業を履修する余裕はないが 1-2単位で試験なしの多読であれば続

けたい」という学習者がかなりいる。彼らが挙げたコメントが「日本語力の維持」で

ある。多読授業が開講されなければ、彼らはプログラムから消え、日本語学習をやめ

てしまったかもしれない。このような学習者の受け皿としても、多読授業の持つ意義

は大きい。 
 多読を楽しんでいる理由として、日本語力について触れたものには、「語彙／文法

／漢字が学べる」「読む力がつく」があった。読む力についての言及は 90人中 10人
にとどまり、個人読書中心でありながらさほど多くない印象を受けるかもしれない。

これは、中間自己評価が学期 8週目に行われたので、「読む力がついた」と実感する

にまだ至らない学習者が多かったためと考えられる。学期末自己評価で日本語力の変

化について尋ねた際には、「読む力」を挙げた学習者がもっと多くなった8。 
  
5.  図書館との協働 
 以上のように、本学の図書館多読に対する学習者からの評価は毎学期極めて高く、

授業は成功していると言える9。もともと筆者が多読を導入したきっかけは、異なる学

習者への対応であった。米国では日本語学習者の母語や背景、興味や学習目的等の多

様化が進み、従来の一斉授業によって全員が満足することが難しくなってきている。

そのような時に多読について知ることになり、丁度同時期 (2012年春)、本学初の東ア

ジア専門司書が採用されたのである。多読実践には、まず大量の多読図書を揃えなけ

ればならないが、外国語教員にとってこれは容易なことではない。一方の図書館側も、

従来の研究中心志向から、学部生へのサービスや授業へのサポートの方針を打ち出し

ていた。つまり多読は双方にとってプラスになるプロジェクトだったのである。筆者

は準備段階から司書に協力を仰ぎ、以来二人三脚で多読環境を整えてきた。助成金申

請や多読図書の購入、本のレベル分けやメンテナンス、多読用書架や教室等の手配と

いった授業外業務を、基本的に図書館と協働で行っている。これらは教案や試験作成

といった語学教員の通常業務とはかなり異なるが、多読では学習環境の整備が重要な

役割となる。そのために、司書をはじめとした図書館内の様々な職員と連携している。 
 本学で多読図書の購入を開始したのは  2013年夏であった。その半年後レベル別多

読教材全冊と市販本が約 30タイトル揃った段階で、1学期間隔週で多読クラブを実施

した。そして、翌学期 (2014年秋)、正規授業を開始することができた。購入を始めて 
3年経った現在では、コレクションは  700タイトルまで拡大している。司書は、日本

語多読用に図書館サイト上のコースガイドを作成しており、そこに学習者向けの多読

図書リストや役に立つリソースを載せている。 
 ことに図書館の強力なサポートを実感するのが、学期末プロジェクト発表である。

学習者は多読活動に触発された作品を作成し、日本語学習の成果を共有する。条件は

「準備・作成過程を楽しめるもの」だけで、内容やフォーマットを自由に選んでもら

っているが、これが学習者から大変肯定的に受け取られている。また、発表者が参加

者と交流できるように、通常の口頭発表と異なりブース形式を採用している。学期を

追うごとに、参加者が楽しむことを考慮した作品が増えてきた。自作イラスト入りの
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創作絵本やまんが、すごろくやカードゲーム仕立てのブックトーク、無声映画、多読

教材のストーリーに歌をつける等、毎回彼らのアイデアと創造性に驚かされている。 
 特に興味深いのは、学習者の主専攻の知識と日本語学習を結びつける作品が現れ始

めたことだ。桃太郎のロールプレイングゲーム (工学専攻) 、 3D プリンターで作成し

た漢字パズル (工学専攻) 、連作歌曲に基づいて俳句に曲をつける (音楽専攻)、自作の

油絵を用いた日本の歌の紹介 (デザイン専攻) 等がその例である。これも一種の教科間

アーティキュレーションと考えられる。なにより教員が仕向けたわけではなく、日本

語と他分野の連携が学習者側から自然発生した点に、大きな意味があるのではないだ

ろうか。 
 1学期目から、図書館がこれらプロジェクト作品を高く評価し、関係部署の協力の

もと、アーカイブ化して大学に保存している。さらに学習者からの許可を得た上で、

図書館のオンライン展示サイトで一部の作品を公開している10。 
 中にはオンラインゲームやデジタルアート等テクノロジーを使った作品も見られる

が、これに図書館内の Center for Digital Scholarshipという部署が関心を寄せている。

ここからの推薦により、2015年秋には、Digital Weekという大規模な理工系イベント

のオープニングレセプションで、日本語多読のプロジェクト作品が展示され、作成

した学習者たちが発表する機会に恵まれた。このように、日本語プログラムが学内の

他領域での認知度をも高めているのは、ひとえに図書館とのアーティキュレーション

の成果と言えるだろう。 
  
6.  図書館多読の今後 
 筆者は、引き続き学習者が持つ個人差や多様性を尊重し、それを生かした授業づく

りを目指したいと考えている。多読のような個別学習を、今後いかに既存のカリキュ

ラムに組み込んでいくか検討していかなければならない。その際には、従来の読解授

業で中心とされてきた精読とのバランスも考慮されるべきであろう。また、きめ細や

かなアドバイスを与え、学習環境を整える等、教員は徹底した支援者である必要があ

る。そのために、語学教員には、従来の役割を捉え直し、考え方を転換することが求

められるだろう。 
 米国における英語以外の外国語教育で、多読はまだあまり知られていない。よって、

他言語への普及も大きな課題である。本学では、2015年 11月に Center for the Study of 
Languages and Cultures の主催で、多読シンポジウム (Extensive Reading: Empowering 
Autonomous Learners) を行った。学外から専門家を招き、様々な外国語教員や図書館

職員が参加したが、他部署とのアーティキュレーションにも貢献するイベントであっ

た。本学では日本語にならい、中国語・韓国語でも書籍購入を進めており、2016 年秋

からは 3 言語で多読授業が開講される予定である。 
 しかしながら、Hardy (2016)も触れているように、日本語を含む英語以外の言語で

は Graded Readers不足が一番の懸案事項である。適切な教材なくして多読授業は成り

立たない。他言語での多読の広まりを目指すには、各言語の多読用専門教材の開発が

早急に行われるべきであろう。そのためにも、分野や部署、さらに国を超えて言語教

員・関係者・支援者が連携し、様々なアーティキュレーションを確立していくことが
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望まれる。多読はどのような可能性を見せてくれるのだろうか。今後の展開が楽しみ

である。 
 
謝辞 
多読に関して、粟野真紀子氏、熊谷由香氏、NPO 多言語多読の皆様他多くの方々にご

指導いただいている。この場を借りて御礼申し上げたい。 
 
1. 米国大学勤務の語学教員が置かれている立場に関しては、纐纈 (2015b)に言及され

ている。 
2.  レベル別読み物として NPO多言語多読監修の「にほんご多読ブックス」「にほん

ごよむよむ文庫」の他、仙台国際日本語学校や Oxford Brookes大学等も教材を出版し

ている。 
3.   日本語履修者はほとんどが学部生である。通常コースでは主教材として初級では

「なかま  1-2」、中級では「上級へのとびら」、上級では教員が選んだ生教材を

使用している。 
4.  読書記録の内容は、粟野他『日本語教師のための多読授業入門』を参考にした (資
料 1)。 
5. 資料 2は、蓄積された読書記録 (Google spreadsheet) の一例である。この学習者は 
2016年春 
学期、1年生の通常コースを履修しながら 1単位の多読を受講した。これは学期中の記

録の一部のみであり、コメント欄は不完全なものを載せてある。 
6.  自己評価を取り入れた理由等については、纐纈 (2015a) を参照のこと。 
7  履修者の内訳は、1 年生 25人、2 年生 20人、3 年生 17人、4 年生 11人、5 年生 17人
である。  
8. 4 学期間の全履修者  90人中、学期末自己評価では計 56 人 (62%) が「読む力が上達

した」と記入した。 
9. 学習者からの中間・学期末自己評価だけでなく、米国大学機関で一般的に実施さ

れている無記名式の授業評価  (Course evaluation) での評価も高い。 
10. 過去のプロジェクト作品は以下のサイトに展示されている。 
 <http://collections.library.nd.edu/a5fb1613e5/extensive-reading-in-japanese--nd> 
参考文献 
粟野真紀子・川本かず子・松田緑 (編著) (2012)『日本語教師のための多読授業入門』 
 アスク出版 
高瀬敦子 (2010)『英語多読・多聴指導マニュアル』大修館書店 
當作靖彦 (2013)「日本語教育は生き残れるのか — なぜ教えるのかを考える」『日本語

教育におけるアーティキュレーション（連続性）— 国際的な取り組みと日本における

課題』pp. 1-4. 
纐纈憲子 (2015a)「多読授業は自律学習促進に有効か？ 自己評価を中心に考える」 
 The twenty second Princeton Japanese Pedagogy Forum proceedings, pp. 39-48. 
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纐纈憲子 (2015b)「日本語とポップカルチャーコースをつなぐジョイントティーチン

グの試み」 
『未来を創ることばの教育をめざして--内容重視の批判的言語教育 (Critical Content-
Based Instruction) の理論と実践 (日本語教育学研究 6) 』pp. 237-278, ココ出版 
福本亜希 (2004)「日本語教育における多読の試み」『日本語・日本文化』30, pp. 41-59. 
Day, R. & Bamford, J. (2002) Top Ten Principles for Teaching Extensive Reading. Reading 
in a Foreign 
  Language, 14 (2), pp. 136-141.  
Hardy, J. (2016) The Effects of s Short-Term Extensive Reading Course in Spanish. Journal 
of Extensive 
 Reading, 4, pp. 47-68. 
 
資料 1: 2016年春学期の読書記録 (Google form) 
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資料 2: 初級学習者 (2016年春学期１年生)  読書記録 (Google spreadsheet) の一部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料 3: 中間自己評価の質問項目 (記述式) 
 
1.  Do you enjoy extensive reading activities? Why? 
2.  How would you describe the outcomes (in terms of your language skills, improvements,  
 changes, etc.)? 
3.  What do you want to do/accomplish in the second half of this semester?  
4.  Do you have any idea for the end of semester project?  
5.  Please give us suggestions/feedback for the class/library to improve this class. 
 
資料 4: 学期末自己評価の質問項目 (記述式) 
 
1.  About your own presentation on the project: What went well, and what could be 
improved? 
2.  What did you think about the presentations by your classmates? 
3.  Any feedback about the format of the project 
4.  What is your overall impression about the Extensive Reading in Japanese class this 
semester?  
5.  What outcomes did you see? (improvement/changes in your language skills, etc.)? 
6.  What are your goals in Japanese study for the coming semester and beyond?  
7. Please give us suggestions/feedback for the instructor/library/publishers to improve this  
 class. 
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Omisión del tema en japonés y español : para hablar japonés de fácil compresión para los 
nativos de idioma español 

Atsuko MIYAJIMA 
 
Palabras clave: Omisión del tema, Conversaciones extrañas en japonés e Influencias del idioma español
  
 
 A diferencia del inglés, se dice que en japonés y en español la omisión del tema es muy común 
(Tsunoda 1991). 
 Pero al omitir el sujeto de la siguiente conversación al contestar una pregunta como ¿quién está 
hablando? Esta conversación carece de sentido 
(1) A: ¿Es usted el Sr. Juan? B: No, No soy Juan 
 O, como en el siguiente discurso donde se habla de los hábitos alimenticios del hablante se omite el 
sujeto aquí el significado de la oración puede dificultarse. 
 (2) Todos los lunes en casa usualmente se comen frijoles. Generalmente escogemos entre dos tipos de 
recetas tradicionales. 
 Este segundo se escucha más extraño en japonés debido al pronombre sujeto a la oración en la 
respuesta dada.  
 (3) A: ¿Hay alguien al lado de Suzuki ?   B: Si, hay alguien.  
 En los ejemplos anteriores los hispano hablantes que hablan en japonés llegan a cometer errores de 
este tipo fácilmente. En situaciones como los ejemplos  (1) y (2) omiten sujetos que los japoneses no 
omiten; por el contrario en el ejemplo (3) si el pronombre no es explicado para el japonés la oración 
tiende a sentirse un poco extraña.   
 Con respecto a los ejemplos del (1) al (3) las reglas para poder omitir el sujeto o tema de conversación 
en japonés y en español son muy distintas, debido a esta diferencia se puede conjeturar que es una de 
las causas por la que las conversaciones (las oraciones incluso) en japonés de los hispano hablantes se 
escuchan extrañas. 
 Sobre la omisión del sujeto en una oración en japonés lingüísticamente, a partir de un contexto no 
verbal si hay una situación donde sea posible restaurar la omisión y esta pueda ser explicada (Kuno 
1978). Por otro lado, con respecto al español la división de seis tipos de pronombre personales para el 
uso en el sujeto usados en conjunto con los verbos hacen posible el que no se necesite el sujeto para 
explicar una oración. (RAE 2011) En resumen, en japonés para poder omitir el sujeto debe existir un 
contexto, mientras que en español esto lo logra el uso de un verbo. Sin embargo, no se puede explicar 
solamente con esto los ejemplos anteriores sin que se sienta extraño el contexto. 
  La siguiente presentación está basada en lo anterior, tomando las consideraciones tanto en japonés 
como en español para la omisión del sujeto y con esto ayudar a  los estudiantes del idioma japonés a 
lograr “una conversación más natural en este idioma”. 
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日本語とスペイン語の主語の省略 

―スペイン語母語話者がわかりやすい日本語を話すために― 
 

宮島 敦子 
   （東京外国語大学 留学生日本語教育センター） 

 
要旨 

 日本語は主語を省略できる言語である。しかし、主語を省略することにより、日本

語の学習者が日本語話者には、理解し難い文を産出することがある。スペイン語話者

にも時々この傾向が見られるようであるが、これはスペイン語という母語の影響によ

るものなのかどうか興味深い。本稿では、日本語、スペイン語両言語における主語省

略を可能にする条件について観察し、スペイン語母語話者が主語なし日本語文を産出

する時のスペイン語の影響について考察する。1 
 
 
１． はじめに  
日本語学習者に作文指導を行なっていると、以下の(1) の様に、主語が不適切に省略

されていることで理解しづらくなっている文があることに気がつく。 
(1) 毎週月曜日は大部分の家庭ではお昼ご飯に豆料理を食べることになっています。大

体、   二つの伝統的な豆料理から選ばれます。2 
 
上記（１）の２文目では 下線部分に明示されるべき主語、あるいは主題が省略さ

れていることで文が何について述べているのかわからず、文の意味を理解しにくい。 

（１） はスペイン語話者によって書かれたスピーチ原稿の一部である。スペイン語話 
者は日本語文を産出する時に(１)の様な間違いをしばしば犯すのであろうか。又、ス

ペイン語話者による日本語作文の主語省略には何か特徴があるのであろうか。スペイ

ン語文の主語省略の規則と日本語の文の主語省略の規則の違いによりスペイン語話者

が日本語の文の主語を不適切に省略する、ということはないのであろうか。 
本研究では日本語、スペイン語の主語の省略を可能にする規則について考察し、日

本語を学ぶスペイン語話者が「理解しやすい日本語」を産出できるようになる為の一

助としたい。 

 
1本稿では「主語」「主題」という言葉を厳密に分けることなく使っている。Kuroda (1972)ガ
述べるように主語、主題という言葉は時代、学派により異なるからである。 

2本稿では日本語文で主語が省略されている、と思われる個所は   で表す。 
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２．スペイン語話者による不適切な日本語の主語の省略  

英語などと違い、日本語もスペイン語も文の主語を省略してもよい言語であると報

告される。（角田 1991）この事実を鑑みればスペイン語話者は、例えば英語話者よ

り日本語文の主語の省略を適切に行えるのかもしれない。しかし又、スペイン語の主

語省略の規則を日本語文を産出する時にも適応することにより、日本語文を産出する

時にスペイン語話者特有の間違いを犯す事も予測できる。この点を確認する為に、本

研究では「日本語学習者作文コーパス」(東京外国語大学留学生日本語教育センター 

2011)からスペイン語話者によるスピーチ原稿を数点選び、これらの原稿における日本

語の文の主語の省略について、観察を行った。3 以下(2)―(6)は、その中で観察され

た不適切に主語が省略されて文意が取り辛くなっている文の例である。 
(2)（＝(1)） 毎週月曜日は大部分の家庭ではお昼ご飯に豆料理を食べることになって

います。大体、   二つの伝統的な豆料理から選ばれます。 
 
(3) もう一つの豆料理は「つぶ豆」です。基本的にはこの料理の材料は以前のと同じで

すが、ヌードルをトウモロコシに変えます。   トウモロコシのつぶから『つぶ

豆』と呼ばれます。     
 
(4)豆やとうもろこしや南瓜といった材料は南米発祥の食べ物です。   もう征服さ

れる前から原住民に使われて 植民された後でも（人々は）これを使いつつき（マ

マ）ました。 
     
(5)女の人は活気のある服を着ています。スカートは二種類あります。スカートは二つ

の種類があります… シャツは二つの種類があります。寒いだったら（ママ）、        
   厚くて黒いブラウスと花模様のショールを着ています。暑いだったら（マ

マ）、白いブラウスと黒いチョッキを着ています。   
 
(6)「チビリ」のお祭りの日に        皆、民族衣装を着て、マヨール広場で集まってい

ます。                   

 
3. 日本語の主語省略の条件 

 前章で述べたように日本語は主語が省略できる言語である。それにもかかわらず、

なぜ、前章のスペイン語話者による(2)-(6) の主語が省略されている文を日本語話者は

理解しづらい、と感じるのだろうか。その理由はこれらのスペイン語話者による日本 
 
 
3スピーチ原稿は 会話(話し言葉)と書き言葉の中間的存在であると考えられる。この意味でス

ピーチ原稿の分析は本ワークショップの趣旨に沿うものであると思う。 
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語の文が日本語の主語省略の規則に違反しているからである、と推測し、本稿ではま

ず、砂川(1990)に基づき、日本語の主語省略の規則について考察する。4 
主に小説を対象とし、日本語の文における主語省略の条件を観察した砂川(1990)は

日本語の主語省略の根本的な条件として「該当主語と同一指示である先行詞が 直前

の文で主題か主語である」ことを挙げている。5 例えば、以下の夏目漱石の「吾輩は

猫である」の冒頭の部分は、三上(1960)が「『は』のピリオド越え」の例としてあげ

たものであるが、二番目の文の主語は同一指示の先行詞である「吾輩」が前文でも主

語であることにより省略されることが可能である。また、三文目の省略された主語

「吾輩」は 同一指示の省略された（あるいは音声的に明示されていない）「吾輩」

が前文でも主語であることにより、省略が可能である。6 
(7) 吾輩は猫である。   名前はまだ無い。   どこで生まれたかとんと見当がつ

かぬ。                   （三上 1960:116） 
 
 前章でみたスペイン語話者による作文(2))(=以下(8))と(3)(=以下(9))はこの規則に 
違反していることにより、理解し難い日本語文になっていると考えられる。(8)では 
二文目の主語であるべき「お昼ごはん」（あるいは「豆料理」）は、前文では主語で 
はない。 
 (9)でも省略された主語が指示する「豆料理」（あるいは「つぶ豆」）が、前文の主 
語ではないことで読者(あるいは聞き手)は省略された主語を再建しづらい。（前文の 
主語は「この料理の材料」である。） (10)では下線部にあるべき主語「女の人」 
は最初の文では主語であるものの、該当文と最初の文との間には他の指示物(「スカ 
ート」「シャツ」)を主語とする文が間に入っている。おそらくはこれにより、この 
主語(「女の人」)を省略すると文の理解が難しくなる様である。 
(8)（＝(2)） 毎週月曜日は大部分の家庭ではお昼ご飯に豆料理を食べることになって

います。大体、＜φは＞二つの伝統的な豆料理から選ばれます。 
 
(9)（＝(3)） もう一つの豆料理は「つぶ豆」です。基本的にはこの料理の材料は以前

のと同じですが、ヌードルをトウモロコシに変えます。   トウモロコシのつぶ

から『つぶ豆』と呼ばれます。 
 
 
4 久野(1978)は「言語的非言語的文脈から再建できることが主語省略の条件」であると述べている。 

5 砂川は以下の様な分裂文では文法的に主語でなくても命題の主語と同一指示であれば省略出

来ることを指摘している。 

(i)「女も手に職をつけなければいけない。」という父の教えを守ったのは邦子だった。       大

学の時に英検の一級をとった。(砂川 1990) 

6 三上は「は」で示された主語が句読点を超え、主題(主語)であり続けられることを示すため

この一節を活用している。    



2015 年度メキシコ日本語教師会紀要 

 

151 

(10)（=(5)）女の人は活気のある服を着ています。スカートは二種類あります。スカー

トは二つの種類があります… シャツは二つの種類があります。寒いだったら（マ

マ）、  厚くて黒いブラウスと花模様のショールを着ています。暑いだったら

（ママ）、 白いブラウスと黒いチョッキを着ています。  
          
上記からの(8)-(10)の文から、スペイン語話者は 日本語の主語省略の規則である

「(省略された)該当主語の先行詞は 直前の文で主題か主語である」に違反して主語

を省略し、日本語話者が理解しづらい文を産出する傾向がある、と考えられる。 
 さらに砂川は日本語の主語の省略について、たとえ、省略された主語と前文の主

語が同一指示であっても 「前文と該当文との間に論理的ねじれがあり、一続きの話

ではない場合は、主語を明示した方が良い。」としている。 
(11) アメリが八歳の時アメリのお母さんは事故で死んでしまった。さらにお父さんも

悲しさでふさぎ込んでしまった。    医者なので定期的にアメリの健康検査をす

る。(宮島 2014) 

 上記(11)では二番目の主語と三番目の主語は同一指示（(アメリの)「お父さん」）で

あるが、二番目の文が 「お父さん」の精神的な状態を述べているのに対し、三番目

の文は「お父さん」の職業について述べている。その為、主語「お父さん」が明示さ

れていないとわかりにくい文となる。三番目の文の述語が「泣いていた」の様に二番

目の文と同じく「お父さん」の精神状態を表すものであれば主語は省略できると思わ

れる。前章の(4)(=以下(12))の素ペン語話者による文はこの規則の違反にあたる。 
(12)（＝(4)）豆やとうもろこしや南瓜といった材料は南米発祥の食べ物です。     
     もう征服される前から原住民に使われて 植民された後でも（人々は 
これを使いつつき（ママ）ました。  
 

該当文の省略された主語は前文と同じ「豆やトウモロコシや南瓜といった材料」で

あると考えられる。例えば、二番目の文の述語が「おいしいです」の様に、最初の文

と同様に主語の属性を述べているなら主語を省略しても、読み手は何について述べて

いるのかすぐ理解できる。しかし、(12)の様に、述語が受け身になっている場合は命

題は主語の属性から 『使われる』という主語（の指示物）の使用のことになる為、

論理の流れ(及び主語の意味的役割)が変わるので 主語が省略されていると、読み手

は主語の指示物がなんであるのか 理解しにくくなると思われる。日本語では一般的

に受け身の主語は省略しにくい様である。7 
 

7 さらに以下(i)が示す様に「見つける」の様な話題の展開を示す述語が文で使われているとき

は 主語は省略されにくいようだが(宮島 2014)、本稿ではそれについては扱わない。 

(i) アメリはこの時、初めて世界と調和が取れた気がした。それからもっとたくさんの 

人たちを助けていった。ある日、    彼を見つけた。 
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今まで見てきた事から日本語の主語省略の条件について以下のことがまとめられ

る。 
(13) 日本語の主語省略の条件 

1)該当主語の(同一指示の)先行詞は直前の文で主題か主語である。 
   2) 1)の条件を満たしても該当文と前文との間に論理的なねじれがある場合は主

語を明示した方が良い。8 
    
これらの規則に違反して日本語文の主語を省略した場合、今までみたように、日本

語話者には理解不能、あるいは理解し辛い文となる。 
 
４．スペイン語の主語の省略 

スペイン語の動詞は主語の人称、数によって活用するが主語となる人称は以下の様

な三つのタイプの単数の人称とその複数形の六つのタイプに分かれている。 
(14) 一人称 (yo 私)、二人称（tú 君）、三人称 (usted あなた、él 彼、ella  彼女) 9 
   一人称複数 (nosotros 私達 男性形 nosotras 私達 女性形) 
  二人称複数 (vosotoros君達 男性形 vosotras 君達 女性形) 

三人称複数 (ustede あなた方、ellos 彼等、ellas  彼女達) 
 
この合計六つの人称タイプにより、各動詞の活用の形が変化するのでスペイン語で

は動詞の活用形から主語の指示対象を推測しやすい。特に一人称、二人称は唯一の活

用形に対応するので発言の場で活用形に対応する指示対象は一人に絞られる。従っ

て、スペイン語では主語の人称タイプの多さとそれに一致する動詞の屈折が主語省略

の要因となっていると推測できる。事実、スペイン語は主語を音声的に明示しないこ

とが多い、所謂、pro-drop言語であると分類される。 
この点について、Real Academia Española(2009)は現在ではこの主語代名詞の「省略」

には音声的に発音されない暗黙の人称代名詞（sujeto tácito）が存在していると考える 
 

8 さらに主語が名詞文の主語である(i)では該当文と前文との間に時間的隔たりがあることによ

り、主語を省略すると指示物をすぐには再建できない。又、(ii)で示す様に 否定の名詞文の主

語は日本語では省略できないが、スペイン語では全く問題が無い様である。従って、スペイン

語話者がこの「私」を省略する可能性は高い様に思われる。否定の名詞文の主語が省略しにく

い理由については本稿では扱わない。 

(i)  舞阪永介は、協会の依頼でその講師を務めている。地方都市でも年に何回かはゼ

ミが開かれるので、招かれて出向くこともある。   過去２回ロンドンに留学して

英連邦宝石学協会の学位を与えられており…       （砂川 1990） 

(ii) あなたはジョンさんですか。 ？いいえ、   ジョンではありません。 

¿Es usted Juan?                                               No,  no soy Juan. 
9 スペイン語では丁寧に呼びかけたい「あなた」である”usted”は文法的には三人称の扱いにな

る。 
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のが一般的である、と述べ、このため、特に、1,2人称では主語を明示しないことが

スペイン語では無標であり、主語を明示すると対比、強調などの意味が主語（あるい

は文）につけ加わる、と述べている。つまりスペイン語では主語を明示しないのが普

通であり、情報構造などからの必要性が特になければ音声的にわざわざこれを明示し

ない、ということである。10 11 
興味深いことに２章で見たスペイン語話者が産出した不適切に主語を省略した日本

語文 (2)-(6)は以下に見られる様にスペイン語訳では主語が省略されていても特に問題

がない。12 
(14)（＝（2））Es una regla de muchas familias almorzar un plato de legumbres los lunes. 
Generalmente, ＜Ø＞ se escoge entre dos platos de legumbres tradicionales.                                
  
 毎週月曜日は大部分の家庭ではお昼ご飯に豆料理を食べることになっています。 
?大体、   二つの伝統的な豆料理から選ばれます。 
 
(15)（＝(3)） El otro plato de legumbres es el “grano”.  Los ingredientes de este plato son 
basicamente iguales al anterior, pero usamos / usan /se usan choclo en vez de pasta. ＜Ø＞ Se llama 
“grano” porque tiene los granos de choclos.                                

もう一つの豆料理は「つぶ豆」です。基本的にはこの料理の材料は以前のと同じで

すが、ヌードルをトウモロコシに変えます。   トウモロコシのつぶから『つぶ

豆』と呼ばれます。  

    
(16) （＝(4)）Los ingredientes como polotos, choclos y calabazas son comidas de origen 

latinoamericano. ＜Ø＞ Fueron usados por los indigenos desde ántes de la conquista,  y ＜Ø＞ 
seguían  usandolos después de la conquista también.         
 
豆やとうもろこしや南瓜といった材料は南米発祥の食べ物です。 
？   もう征服される前から原住民に使われて 植民された後でも（人々は）こ

れを使いつつき（ママ）ました。 
 
 
 
 
10 RAE(2009)は受け身文の主語についてはスペイン語では明示する必要はなく、明示するか否

かは話し手の自由裁量による、と述べている。 
11 しかし、線過去（また接続法）では一人称と三人称では同じ活用の形になるので主語は明示

される。 
12 ここにあげたスペイン語の文は筆者が(2)-(6)の文をスペイン語に訳し、スペイン語話者に修

正してもらったものである。修正を手伝ってくださった方々にお礼を申し上げる。 
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(17)（＝(5)）Las mujeres llevan vestidos animados. Hay dos tipos de faldas. Hay dos tipos de 
camisas. Si hace frio, ＜Ø＞ llevan una blusa gruesa negra y un chal con estampado de flores.          
     
女の人は活気のある服を着ています。スカートは二つの種類があります… シャツは

二つの種類があります。？寒いだったら（ママ）、   厚くて黒いブラウスと花模

様のショールを着ています。?暑いだったら（ママ）、   白いブラウスと黒いチ

ョッキを着ています。   
        
(18)（＝(6)）En  el día de la fiesta de Chibiri,  ＜Ø＞se reúnen todos en la plaza Mayor, vistiendo 
un traje tradicional        ＜Ø＞＝las personas/el pueblo   

「チビリ」のお祭りの日に        皆、民族衣装を着て、マヨール広場で集まっていま

す。                     無人称の省略 13 

 
6.主語省略に関しての日本語とスペイン語の違い 

 上述したように、スペイン語も日本語も主語を省略できる言語であるが、今まで見

てきたことから、主語の省略に関しての日本語とスペイン語の違いについて以下のこ

とが言える。 
 
日本語は基本的には主語を明示する。    条件がそろえば主語を省略してもよ

い。  

スペイン語は (特に、1,2称では)主語を明示しなくてよい。必要があれば明示する。 

従って、主語を明示する必要がない言語を母国語とするスペイン語話者である日本語

学習者には日本語では基本的に主語を明示するべきであることを伝え、特に以下の場

合は主語を省略すべきではないことを教えるべきであると、本稿は結論する。 

日本語の主語明示の規則 (宮島 2014) 

（１） 前文の主語と（指示対象が）違う主語なら主語を明示する。 
談話の場にその指示対象が導入されていても前文の主語でなければ主語は明示

する。 
一人称複数の主語は明示した方がよい。 

（２） 前文と該当文の意味内容に時間的、論理的ギャップがあれば前文の主語と同一

指示であっても主語は明示する。 
 
13 (18)(=(6))の日本語の文は興味深いことに 日本語ではおそらく「人々」（スペイン語では三人

称複数）で表されるべき無人称の主語が日本語では省略され、それを修飾する「皆」だけが明

示されているので少々わかりにくい日本語の文になっている。 
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（３）前文と該当文との脈絡が不整合である場合は前文の主語と同一指示であっても

主語を明示する。 

受け身文の主語は明示する。 

名詞述語の否定文の主語は明示する 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 しかし、以下の様なさらなる主語省略の条件が日本語にもあることも事実である。この点に

ついては残された課題として今後さらに研究していきたい。 

日本語の主語。省略を可能にする更なる条件 

(i）命令、勧誘の文：リンゴを少しください。/ 一緒にお昼を食べましょう 

(ii) スピーチ、会話における一人称単数主語: 

これから   チリの食文化について話します。/     宮島です 

(iii)「ほしい」（形容詞）「～たい｝≪接尾辞）の使用 

これから   チリの食文化について話したいと思います。 

(iv)「思う」「わかる」など思考を表す述語の使用。 

明日雨が降るかどうかわかりません。 
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シンポジウム点景② 
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特別寄稿 

メキシコ日本語教師会の歩み 
 
 
1.メキシコ日本語教師連絡協議会結成以前 1970年－1989年 
 1960年代から1970年代のメキシコにおける日本語教育は継承言語としての日本語教

育と外国語としての日本語教育に分けられるが、前者が日系の年少者を対象とし、

1960 年以前に始まったのに対し、後者は成人を対象とし、1960 年代に始まった。エ

ル・コレヒオ・デ・メヒコ（El Colegio de México）が日本研究修士課程の必修科目とし

て 1964年に、メキシコ国立自治大学が 1967年に外国語教育センター（CELE）の自由

選択科目として、又、日墨文化学院 （Instituto Cultural Mexicano Japonés）の前身の日本

語講座も成人を対象として 1967年に日本語教育を始めた。年少者を対象とする継承言

語ではない日本語教育は 1977年に日本メキシコ学院（Liceo Mexicano-Japonés）が 日本

政府、メキシコ文部省公認の学校として発足し、幼稚園、小、中、高校生を対象とす

る日本語教育を始めた。 
 
 
2．設立までの流れ：メキシコ日本語教師連絡協議会（メキシコ日本語教師会）発足

まで 
現在のメキシコ日本語教師会の母体となるメキシコ日本語教師連絡協議会は 1979年

に 3 機関で始まった研究会を発端とする。これはコレヒオが客員教授として招聘した

大阪外国語大学（当時）の大倉美和子先生が日本語のテキスト作成のたたき台を、コ

レヒオ、メキシコ国立自治大学、日墨文化学院の教師と一緒に検討するという形で始

まった。それまでスペイン語を話す人たちのための日本語のテキストは世界に存在し

ていなかった。 
 
2－1 日本語弁論大会 
 日本語学習者の動機付けを目的として 1981年に日本語弁論大会が発足した。年一回

の開催で、国際交流基金の助成を受け（当初はメキシコに基金の事務所がなかったた

め、東京の国際交流基金に直接申請を行っていた）上記の 3 校が順番で主催した。そ

の後、日墨文化学院が主催し、メキシコ日本語教師連絡協議会（後述）の教師が協力

するという形をとって 11回まで開催した。それ以降は各機関の代表からなる実行委員

会を結成し、組織、運営を行った。最初の頃は、こじんまりとしたものであったが、

次第に参加者が増えていき、場所も大使館の文化センターやメキシコ市の公共の施設

を利用するなど、規模も大きくなり年々盛大になっていった。今年で 33回目を迎える。 
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2－2日本語教育の地方への広がり 
 1980 年代後半には日本語教育機関が地方へも広がっていった。中部グアダラハラ市

ではグアダラハラ自治大学、北部モンテレイ市ではヌエボレオン州立大学、北西部メ

ヒカリ市にはバハカリフォルニア自治大学で日本語教育が始まった。 
 
 
3．1987年－2003年 メキシコ日本語教師連絡協議会 
 1987 年にメキシコ市に国際交流基金メキシコ事務所が開所された。それ以前にも弁

論大会への援助、講師による巡回指導など、国際交流基金によるメキシコの日本語教

育への援助はいろいろあったが、メキシコ市に事務所ができたことにより、連絡が密

になり、メキシコ日本語教師の活動も増えていった。 
 そのような中、1989 年に基金メキシコ事務所の支援を得て、日本語教師の集まりで

ある、メキシコ日本語教師連絡協議会（以下メ日教）が発足した。初代会長はメキシ

コ国立自治大学、外国語センターに勤務していたロペス・ハビブだったが、数ヶ月で

退任したため 、粟飯原淑恵がその後を引き継ぐことになり、メキシコ国立自治大学の

星野由美子が 1998年に会長に就任するまで約 8年間会長を務めた。 
 メ日教は日本語を教えている機関の日本語教師の集まりであり、規約なし、会費な

しの非常に緩やかな組織であった。そのため、何かをするときにはその都度ボランテ

ィアを募り、組織、運営にあたった。 
 この期間のメ日教では上記の日本語弁論大会のほか、教師の質の向上をはかるため

の勉強会、日本語教育シンポジウムなどが企画、実行され、又情報交換、親睦を図る

ためのニュースレターが発行された。 
 
3－1 メ日教研究会 
 はじめの頃は、日本語教育がほんのわずかな機関でしか行われておらず、日本語教

育を専門にやってきたものがほとんど皆無ということから、月１回ぐらいの割合で勉

強会を行った。日本語及び日本語教育について、テーマはいろいろだったが、そのう

ちの一つのテーマが、異文化に注意を払った日本語教育であった。テキストとして

Cultural Awareness. Barry Tomalin and Susan Stempleski, Oxford University Press 1993を用い、

毎回担当者を決め、担当者が担当のテーマの部分を読んで（原文は英語）、日本語の

授業につかえるよう内容を紹介し、練習問題を作ってきて発表するという形式で、各

校持ち回りで研究会を開いた。今、見てみると全部で 70近い項目について検討したこ

とが分かる。また、会によって参加者の多少はあったものの、1996 年 6 月の勉強会で

は 、メキシコ市の 9校（上記 3校のほか、日本メキシコ学院、日墨協会、ウナム・ア

カトラン校など）から 17名の参加者があった。 
 このほかにもメ日教の有志（6,7人）が集まり、自分の研究テーマを発表し、それに

ついて質疑応答するという勉強会も行われていた。 
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3－2メキシコ日本語教育シンポジウム  
 もうひとつの活動の大きな柱が、日本語教育シンポジウム（当初は毎年、後隔年開

催）の開催である。これは、地方の先生方には当時研究会の機会がなかったこと、ま

たメキシコ全土の先生方の交流を深めようということで国際交流基金の援助を受けて、

1990 年に始まった。第一回目は、メキシコ市から１時間半ぐらいのケレタロ州のホテ

ルで開催され、全員の研究発表が行われた。それまで日墨文化学院を中心として、一

部の機関で取り入れ始めていた TPR の紹介があった。その後、新しい日本語教育、教

授法、教材についてセミナーを受けたいという要望が多く、1991 年の第二回シンポジ

ウムを佐久間勝彦先生と江副隆愛先生をお招きし、保養地ココヨックで開催した。佐

久間勝彦先生には「ヤンさんと日本の人々」、江副隆愛先生には「児童に対する日本

語教授法」という題で講演していただいた。佐久間先生の「ヤンさんと日本の人々」

は日本へ行った留学生が、日本でいろいろなことを経験していくというものであった

が、日本到着からの日常生活が、簡単な文型を使っての自然な会話で描かれていて、

日本へ行ったことのない学生にとって、日本語の勉強とともに日本を知ることのでき

る画期的なビデオ教材であった。先生方の講演のほか、我々の研究発表も行った。シ

ンポジウ参加の条件は各自が講師の先生の論文を読み、レポートを出すという厳しい

ものだったが、その代わり、国際交流基金の援助で宿泊費、食事、交通費など参加費

は無料であった。 
 第三回のシンポジウムは 1993年にメキシコ市のエル・コレヒオ・デ・メヒコで開催

された。講師として、岡崎俊夫先生、 市川保子先生をお招きし、「日本語教育におけ

るコミュニカティブ・アプローチ」、「初級教材 Situational  Functional Japaneseとその

使い方」というテーマでお話をしていただいた。このシンポジウムのために、開催の

一年前から研究会で本を読み、討論を重ねたが、メキシコ全土から参加した約 60名の

教師が連日熱心に講演を聴き、実習に参加し、討論に加わった。二回目と同じく、先

生方のご講演と私たち教師の発表という 2 本立てであった。その記録が「第三回メキ

シコ日本語教育シンポジウム記録」という小冊子として残っている。 
 1995 年にイスタパン・デ・ラ・サルで第四回目のシンポジウムが行われた。講師は

縫部義憲先生で、「ヒューマニスティックな日本語教育」についてお話をしていただ

いた。イスタパン・デ・ラ・サルは温泉の出る保養地として有名なところで、夜の自

由時間にゆったりと温泉につかった人も結構いたのではないだろうか。このときも教

師の研究発表があり、又レポートの提出が義務づけられていた。 
 1997 年に私の任期中最後となるシンポジウムがメキシコ北部のモンテレイ市、モン

テレイ工科大学で開催された。このときはメキシコ市の研究会で勉強していた「文化

の違いを意識した日本語教育」について話を聞きたいという皆の希望で、ノンネイテ

ィブとして日本語教育にご経験の豊富なネウストプニー先生をお招きして講演してい

ただいた。このときも参加者にはレポート提出が義務付けられていたが、テーマには

かなりの幅がもうけられており、シンポジウムに即した異文化教育から、社会言語能

力、メキシコにおけるイマージョンプログラムについてとか、言語教育と二重文化教

育、また日ごろ日本語教育に携わっていて感じること、問題点等から書けるようにな
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っていた。また、メキシコ市ではネウストプニー先生の「新しい日本語教育のために」

という本をテキストとして 4 月より毎月一回勉強会を行い 9 月のシンポジウムに備え

た。 
 
3－3 ニュースレターの発行 
 メ日教の情報誌としてニュースレターの発行が 1996年ごろ始まった。メ日教の定例

会議、勉強会、日本語弁論大会、能力試験、機関紹介など日本語教育関係の情報が網

羅されていた。 
 ここまでのまとめとして、1979年から 1998年までの期間はメキシコにおける日本語

教育の黎明期、成長期であったといえる。ほとんど全員が日本語教育の専門家ではな

かったため相互の質の向上をはかるための勉強会、シンポジウムの企画、実行また、

学生の動機付けのための日本語弁論大会など様々な活動が行われた。また教師が親睦

を深めた時期でもあった。日本語を教える機関が増え、日本語学習者の増加とともに、

日本人教師のみならずメキシコ人教師も増えていった。 
            （文責：エル・コレヒオ・デ・メヒコ 粟飯原淑恵) 
 
 
4．日本語教師会設立の背景と経緯 
 3と重複する部分もあるが、教師会設立までの背景、経緯として重要な部分になる

ため、1990年以降の動向も含め、述べる。 
 1990年以降の日本語学習者・日本語教育機関の増加に伴って、特に地方への広がり

が顕著となり、新人日本語教師、日本人や特に非母語話者教師も急速に増加し始め

た。そこで、いくつかの地域でも有志の教師などによって勉強会が行われるようにな

った。その後メキシコ全国の日本語教育活性化と質の向上を図ることが必要となり、

様々な活動を計画し始めた。メキシコ市ではこのメキシコ日本語教師会の前身である

「メキシコ日本語教師連絡協議会」（メ日協）が 1990年代初めから、元々規約がな

く緩やかな日本語教師の集まり・勉強会といった主旨に基づいて運営されてきた。ま

た、その当時メキシコ市に日本語教育機関が集中していたため、主にメキシコ市の日

本語教育機関の教師が中心になって活動してきた。メ日協では日本語教育シンポジウ

ム、メキシコ人教師のための夏期集中講座や日本語ブラシュ・アップコースなども始

めた。しかし、メキシコ全国の日本語教育機関及び日本語教師のネットワーク形成は

まだあまり成立していないのが現状だった。 
 そこで、その当時メキシコ全国の地域の日本語教育機関と日本語教師の増加に伴

い、この現状を踏まえ、今後は各地域の教師も参加できるような全国的な正式な教師

会の発足が望まれるようになった。2001年にカリフォルニア州立大学の當作靖彦先生

をお招きし、「アメリカに於けるネットワーク形成の紹介」という講演もしていただ
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いた。これもとても参考になり、この年のシンポジウムで全国規模の日本語教師会を

立ち上げることに参加者の賛同を得、準備委員会が設立され、その後ネットワーク形

成・日本語教師会設立までの 2年の準備期間を設けた。準備会委員はメキシコ全国の

各地域（北部、北西部、東部、中央部、首都圏）の代表から構成され、会議を重ねて

社団法人のための教師会規約を作成した。 
教師会設立と教師会の目的は以下の三つである。 
① メキシコの日本語教育の質の向上 
② 日本語教育の質を向上させることにより、メキシコにおける日本語教師の地位の

向上も目指す 
③ 日本語教育機関及び教師のネットワーク形成 

 
 これらの 3 本の矢を掲げ、2003 年に 2 年の準備期間を経て、国際交流基金の援助の

もと「社団法人メキシコ日本語教師会」が設立された。その当時の国際交流基金メキ

シコ事務所洲崎所長にも大変ご尽力いただいた。その時、メ日協会長であった星野由

美子が引継ぎ、教師会の初代会長も務めた。 
 
 
5．教師会の活動 
 正式に社団法人として認可された教師会は様々な活動を開始した。因みにその設立

当時の会員は 100 名程で、メ日協からの組織移行であったため、会員基盤もすでにあ

る程度できていた。活動もメ日協時代から行われていたほとんどのものが引き継がれ

ている。日本語教育シンポジウム、夏期集中講座、ノンネイティブ日本語教師ブラッ

シュ・アップコース、日本語弁論大会のほか、新たに国際交流基金メキシコ事務所発

行のニュースレター「エル・パティオ」の教師会ページ、地域支部活動（勉強会、弁

論大会、日本文化祭など）、ホームページの活用が挙げられる。日本語教育シンポジ

ウムでは毎回日本から専門家を招聘して、会員である日本語教師が興味ある そして、

授業に必要とされる教授法、文法指導、漢字指導、聴解指導、教室活動、異文化間コ

ミュニケーション論、中・上級の教え方など様々なテーマで行われてきた。それに加

え、メキシコの日本語教育機関の教師の日頃のクラスや活動実践報告、研究発表も行

われてきた。 
 まとめとして、この教師会の設立は今後メキシコ全国の日本語教育機関と日本語教

師の協力体制と連携を図る意味でもメキシコ日本語教育に重要だと考えられた。以

上、述べたように、設立準備が始まった 2001年から第一期理事会終了の 2005年は、

社団法人としての会計処理や法的義務など運営手続きの面で試行錯誤の時期であっ
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た。また、この時期は教師会としての組織やネットワークが飛躍的に発展していった

時期と言える。 
（文責：メキシコ国立自治大学外国語教育センター 星野由美子） 

 
 
6．メキシコ日本語教師会設立 
 ここからは、教師会設立以降の活動の内容や目的について述べる。教師会の設立目

的は前にも述べたように以下の 3点である。 
メキシコ日本語教師会設立目的の３本柱 

① メキシコの日本語教育の質の向上 
② 日本語教育の質を向上させることにより、メキシコにおける日本語教師の

地位の向上も目指す 
③ 日本語教育機関及び教師のネットワーク形成 

 基本的に教師会の活動はこの 3つを達成するために行われてきた。 
  
6－1 メキシコに於ける日本語教育の質の向上 
メキシコに於ける日本語教育の質の向上の為にはメ日協の時代から引き続き、シン

ポジウム、夏期集中講座、勉強会などを行ってきた。 
シンポジウムは、日本やアメリカの大学の先生方を招聘講師としてお招きし、日本

語教育に関する最新の情報や動静をお話して頂いてきた。つまりシンポジウムではア

カデミックな講演を聴き、教師たちの日本語教育の知識を深め、それによって日本語

教育の質の向上を達成することを目指してきた。 
それにひきかえ、夏期集中講座ではすぐに授業に役立つような教授法や教案の書き

方、教材の作成などをテーマにして講座を行ってきた。 
このような形でそれぞれの活動の棲み分けを行ってきたつもりである。 
また、各地方での日本語教育の活性化を図るためにそれぞれの地域で勉強会が行わ

れている。この活動にも教師会からの補助もあり、国際交流基金の日本語教育アドバ

イザーからの指導も戴けるようになっている。勉強会の他にそれぞれの地域での弁論

大会も活発に行われるようになり、日本語教育の各地域での活性化に大きく貢献して

いると思われる。もちろん、全国のメキシコ日本語弁論大会も教師会の大切な行事の

一つであり、この弁論大会は教師会法人化の前の 1981年から行われていて、毎年、

実行委員会が結成され、その実施に携わっている。 
ノンネイティブ教師のためのブラッシュアップ講座も日本語教育の質の向上のため

の一つと考えている。1997年にモンテレイで行われたシンポジウムの招聘講師であっ

た J. V. ネウストプニー先生が現地の先生が育っていないようであればその国の日本語

教育に将来はないと仰ったことを重く受け止め、メ日協の時代から現地の先生の育成

を大きな目標としてきた。最初のうちは地方の教師への日本語コースは難しかったた

め、首都圏部の教師を中心に文法、読解などの日本語ブラッシュアップコースを開催
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した。しかし、インターネット環境などのインフラが少しずつ整ってきた中で、イン

ターネットを活用し、地方の教師をも対象としたコースを行うことが可能となった。

そこで、インターネットを使用しての作文講座、会話講座等が行われてきた。これら

のコースはノンネイティブの日本語教師の日本語力そのものを向上させることを目指

していたが、同時に、講師、チューターとして参加する教師会の会員である日本人教

師がその指導に当たり、普段の授業であまりすることのなかった指導を経験すること

によって、双方にとっての勉強の場となることを目指してきた。 
このように教師会の活動の大部分がこの日本語教育の質の向上を図るためのもので

あるが、いずれもメキシコ日本語教師会が設立されてから始められたものではなく、

メ日協の時代からメンバーが心に掛け、目指してきているものを行ってきたものであ

る。 
その間、日本への留学生や研修生の日本語学習経験者の増加、ある時期を境に日本

語能力試験 N2受験者数が飛躍的に伸びたことはメキシコに於ける日本語教育の広が

りやレベルが向上してきていることを示すものであると言え、教師会の活動がその一

端を担っているならば設立目的に少しでも近づきつつあると言えるのではないかと思

う。 
 
6－2日本語教師の地位の向上 
このシンポジウムや夏期集中講座のお知らせを各機関の日本語セクションの長に出

し、会員である日本語教師にシンポジウム参加の便宜を図っていただくことをお願い

すると同時に、メキシコ日本語教師会やそれに所属している教師たちが行っている活

動を認識してもらえるよう努めてきた。 
しかし、日本語教師の地位の向上という点においては、その待遇など働きかけるこ

とはまだ多くあり、教師会の活動としては十分とは言えず、これからの課題であろ

う。 
 

6－3 日本語教育機関及び教師のネットワーク形成 
教師会の運営はメキシコ全土を 5つの支部に分け、各支部から代表を出して行い、

各支部でも活動を活発化してきた。また、インターネットを用いたブラッシュアップ

講座を通じて、支部を越え、会員間のつながりが築かれ始めている。また、シンポジ

ウムには、中南米地域からの参加も増えてきており、徐々にネットワークがメキシコ

国内だけではなく、中南米にも広がりを見せてきている。さらに、2011年からは、ネ

ットワークのさらなる強化、充実を図るため、国際交流基金のさくら中核の助成を受

け「サイト構築プロジェクト」が開始された。これにより、2008年から活用されてい

た教師会ホームページをより内容を充実させ活用していけるようになりつつある。      
（文責：日墨文化学院 穂積和子） 
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7．教師会の今後の展望と課題 
   現在の教師会は勉強会から始まり、メ日協時代に築かれた土台の上に、重要視され

ていた活動がそのまま移行、実施されている。教師会設立の目標を振り返りながら、

これからの展望と課題について考えたい。 
 
7－1 メキシコ日本語教育の質の向上とネットワーク 
 シンポジウムや夏期集中講座は日本語教育・教授法の知識を得、日々の授業に反映

させることができ、その結果、教育の質がよくなり、レベルの高い学習者を輩出で

き、その役目を果たしていると言える。 
 質の高い日本語教育を維持するには、その教育を担うノンネイティブ教師の日本語

力アップが不可欠である。シンポジウムや夏期集中講座が 2,3日という短期に対し、

作文講座、会話講座などの「ブラッシュアップ講座」は 3,4ヶ月継続して行い、ノン

ネイティブ教師の日本語力の向上が期待できる。実際に飛躍的に伸びた実例がいくつ

かある。 
 また、これらの活動は質の向上にとどまらず、それを行うためにした小さな活動が

ネットワーク形成の強化によい結果をもたらしている。以下のその活動を述べる。 
 ・シンポジウムにおけるグループワークによる、作業。 
 ・シンポジウムのポスターセッションにおける会員の機関での実践報告と質疑応

答。 
 ・短期集中講座におけるノンネイティブ教師や経験の浅い教師による発表。 
 ・ブラッシュアップ講座にチューターを担当し、他地域の会員とのやりとり。 
 以上の活動の他、5年間続いた「サイト構築プロジェクト」に支部代表として参

加。築かれた繋がりから支部日本語弁論大会の審査員として別の支部から会員が参加

などが挙げられる。 
 このような活動によりメキシコ国内の会員との間には細い根がしっかりと根付いて

きた。今後、このメキシコ国内で形成されたネットワークを維持し、さらに強化しな

がら、外にもネットワークを広げていくことが重要である。 
 

7－2 教師の地位の向上を目指して 
 現在、メキシコの正式教育機関である高校、大学などで雇用の際に、日本語教師養

成講座を終了していることや修士号を取得していることが問われることが多くなって

きた。すでに授業を担当している教師が休暇を取り、日本で長期の研修を受けること

はできない。それで、教師会として「教師養成講座」を開設することを考えてみたら

どうかと提案する。すでに、メキシコ国立自治大学外国語教育センターではこのコー

スがあり、今後、話し合い次第では、タイアップして講座を開設することが可能では

ないかと考える。 
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7－3 教師会の財政面 
 年々国際交流基金の助成金が減り、上記の活動を行う際にも教師会の資金を回さな

ければならなくなっている。このままでは数年後には教師会を運営していくことは難

しくなるだろう。第 5期理事会中部支部では寄贈が受けられるように活動を行った

が、結果的にはそれは不可能であった。社団法人としての制限の中で、寄贈が受けら

れるような方法を探す、スポンサーとして教師会行事に協力してもらう企業、団体を

探すなど、独自に収入の道を考ることも必要ではないか。インターネットを利用した

教師会の会話講座、作文講座はかなりの成果を上げてきている。この講座で培われた

ノウハウを利用し、外部に向けた日本語オンライン講座なども視野に入れることがで

きるのではと思う。 
 

7－4 理事の仕事 
 教師会の仕事はメ日協時代からずっとボランティアで行われてきている。しかし、

理事の仕事量がある時期から非常に多くなり、今やボランティアの域を超えているた

め、理事の仕事の見直しをする時期になっているのかと思う。また、理事会が 2年任

期で交代する際、理事経験がない会員だけで新しい理事会が形成されることが多い。

そのため、複雑化する理事会の運営内容を正確かつ効率よく引き継ぐ方法も考えてい

かなければならない課題だと思う。 
              （文責：ヌエボレオン州立大学 直井恵理子） 
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事業報告：メキシコ日本語教師会ブラッシュアップ講座 

スカイプによる会話力アップ講座 2015 

 
長尾 和子（メキシコ国立自治大学外国語学習センター） 
佐藤 梓（元ヌエボレオン州立大学文学部言語センター） 

 
要旨 

 社）メキシコ日本語教師会は、その前身時代から、メキシコ人日本語教師の日本語

力向上を目指し、「ノンネイティブ教師のためのブラッシュアップ講座」を実施して

きた。2013 年からは、スカイプを利用して会話能力を向上させることを目的とした

「スカイプによる会話力アップ講座」を開講した。本講座は、週に 1 回程度、3～4 か
月間継続して、日本語ノンネイティブ教師と日本語ネイティブ教師とがペアになり、

設定されたテーマや課題に合った会話セッションを行うようにデザインされていた。

本発表では 2015年度の実施内容と 3年間の講座の推移について報告した。なお、本稿

では 3年間の流れや変遷などを加筆して記す。 
 
 
1．はじめに 
社）メキシコ日本語教師会は、その前身のメキシコ日本語教師連絡協議会（通称メ

日協）時代の 1998年度からメキシコ人日本語教師の日本語力向上を目指し、「ノンネ

イティブ教師のためのブラッシュアップ講座」として、日本語能力試験 2 級対策講座、

読解講座、2005 年度からはインターネットを使った作文講座などを実施してきた。ア

ンケート調査などによる会員の要望を受け、2013 年度から「スカイプによる会話力ア

ップ講座」を開始した。「ノンネイティブ教師のためのブラッシュアップ講座」は

2010 年度から国際交流基金さくら中核事業の助成を受け、実施されている。2015 年度

は、2013 年度、2014 年度 1に引き続きメキシコ国立自治大学外国語教育センター長尾

和子、元ヌエボレオン州立大学文学部言語センター佐藤梓、の 2 名がコーディネータ

ーとしてコースデザインと講座全般の運営を行った。本発表では 2015年度の実施内容

とともに、3年間の講座の推移について報告した。 
 
2．スカイプ会話コース概要 
2.1.  会話講座全体のコースデザイン 
前年度のアンケート結果などを参考に、各年度講座内容を修正していった。2013 年

度から 2014年度への改善点が多数あり（本稿「3．実施内容」で詳述） 、2014年度の 

 
1 2014年度は C1コーディネーターとして日墨文化学院の穂積和子先生も担当した。 



Informe final de la AMIJ del año fiscal Japonés 2015  

 

168 

改善点が運営上、よかったとの評価が多かったため、2015 年度は大幅な修正はせず、

基本的に2014年度の運営方法を継続し、作文タームは進め方を一部修正した。2015年
度は、表 1の通り実施した。 

B1 コースは、B1 定着を目指すコースとしては内容の難易度が少し高いものがあっ

たため、2015年度からレベル調整と教材修正を行った。C1コースは、ターム 2のセッ

ション 2 のテーマを「学習スタイルと授業の仕方」に変え、全タームの副教材を修正

し、ワークシートを充実させた。 
また、ホームページはサイト構築チームのグアダラハラ日墨文化交流学院の河野慎

先生のご協力を得て、全面的に改訂された。 
表 1．2015年度のコース概要 

期間 2015年 9月初旬～2016年 1月下旬 

全体の 
流れ 

2015年 8月下旬 プリセッション（レベル分け）  
コーディネーターによるスカイプでのインタビュー 

2015年 9月初旬～12月上

旬 
会話 
ターム 

会話セッション： 
3週間を 1タームとし、3ターム構成、各

コース 9回の会話セッション 
2015年 12月中旬～2016
年 1月下旬 

作文 
ターム 

作文作成・第一回提出 
スカイプによる作文セッション 1回、 
作文訂正・再提出、作文添削 

2016年 2月上旬～中旬 アンケート実施 
ポストセッション 
コーディネーターによる受講者へのインタビュー 

 

コース 
2レベル（コース開始前にコース分けを実施） 
 B1コース：JFスタンダードのA2レベルの会話力を持ち、B1レベルを目指す 
 C1コース：JFスタンダードのB2レベルの会話力を持ち、C1レベルを目指す 

受講者 

日本語ノンネイティブ教師 6名（C1コース 3名、B1コース 2名） 
マルコ・アントニオ・ロマン（日本メキシコ学院） 
エルサ・ラミレス（テック大学附属高校クエルナバカキャンパス） 
エマ・エルナンデス（日墨協会日本語教室・メキシコ国立自治大学外国語教育セン

ター） 
ニニベ・デル・カルメン・パス・クルス（ベラクルス州立大学） 
ジャネット・ソリス・メンデス（ベラクルス州立大学） 

チューター 

日本語ネイティブ教師 5名（C1コース 3名、B1コース 2名） 
伊藤亜紀（元国際交流基金まるごとアドバイザー） 
竹川佐詠子（元メキシコ州立自治大学） 
土橋典子（グアダラハラ日墨文化交流学院） 
今井潤（元ヌエボレオン州立大学文学部言語センター） 
渋谷真那（日墨文化学院） 

コース 
全体の 

1．自身の経験など身近なテーマから、困難な場面をきりぬける、メキシコや世界

の社会問題、社会事情について論理的にまとまりのある会話をするなど、自
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目標 分の意見や考えなどを具体的に分かりやすく、自分のことばで聞き手に伝え

ることができるようになる。 
2．聞き手から情報を得て、円滑にコミュニケーションがとれるようなる。 
3．的確な会話ストラテジーを使用することができるようになる。 
4．話したテーマ・内容を文章にまとめることができるようになる。 

実施方法 

 コーディネーターが、毎回の目標・会話内容・セッションの進め方・全体の流

れ・評価の着眼点について計画を立て、それを基に、受講者・チューターは事

前準備をして各セッションを行った。セッションによっては、ビデオ視聴や記

事を読んでから行う場合もあった。 
 会話セッション期間（約 3 カ月間）は、各ターム 3 回の会話セッション（週 1

回）を行い、会話ターム終了後に作文タームを設けて実施した。 
 作文タームでは、受講生が書いた作文について、チューターとスカイプセッシ

ョンを行い、その内容や構成、修正部分などを話し合った。その後、2 回目の

修正作文を提出し、チューターが修正必要箇所をマークし、返却。3 回目に提

出された作文に関して、最終的な添削をチューターが行った。 
各セッションの流れと作文セッションの流れは以下のとおりである。 
    【各セッションの流れ】                    【作文セッションの流れ】 

           
 

2.2.  レベルごとのコース内容 
 レベルごとのコース内容は下記の通りである。両レベルとも、前段階のレベル内容

の確認からはじめ、目指すレベルへと移行するように設定した。 
 B1コース 
ターム 1（A2レベルの会話力の定着確認） 

1． 現在の自分の興味関心について、話すことができる。 
2． 自分の過去の経験について、当時の感情を含めて表現することができる。 
3． 分からないことについて、質問し、理解することができる。 

ターム 2（B1レベル導入） 
1． 事物の描写をある程度詳細にすることができる。 
2． 情報を基にアドバイスをしたり、アドバイスを求めたりすることができる。 
3． 実在する人物や理想の人物像について説明することができる。 

ターム 3（B1レベルの会話力をつける） 
1． 同僚と相談しながら、イベントなどの計画・準備ができるようになる。 
2． 自分と意見が違う人に対して、自分の考えを説明し、理解してもらうことがで

きる。 
3． 本や映画の筋を順序立てて説明し、その内容に対する自分の考えを述べ、相手

の意見を尋ねることができる。 
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 C1コース 
ターム 1（B1レベルの会話力が定着しているかどうか確認） 

1． ある程度まとまった話をする際に自分で内容が考えられる。 
2． 相手の話す内容に応じて、印象や考えが述べられる。 
3． 出来事や自分の経験を、相手が様子をはっきりとイメージでき、興味を持って

もらえるように話す。  
4． 本や映画の筋を順序立てて説明し、その内容に対する自分の考えを述べ、相手

の意見を尋ねることができる。 
ターム 2（B2からC1へ） 

1． 自分の置かれた状況について説明ができる 
2． 困難な状況に対応できる。 
3． 問題点に関する解決策としての提案が論理的にできる。 
4． 会議や勉強会等での討論の内容を理解し、それに関する自分の立場が述べられ

る。 
ターム 3 (C1レベルセッション) 

1． 身近に起こっていることに関する自分の考えや想いが伝えられる。 
2． 自分と意見が違う人に対して、自分の考えを説明することができる。 
3． 社会的な問題について、自分の意見を述べ、相手と議論できる。 

 
 各コースのテーマの流れ 

 
  【B1のテーマ】                  【C1のテーマ】 

          
 
2.3.  評価方法 
評価は、会話セッションでは自己評価用紙と評価用紙を、作文セッションでは評価

用紙を用いて行った。2014 年度からは、会話セッションの評価に、チューターと受講

者が一緒に考えて設定した次回の目標を一つ加え、受講者個別の課題を意識づけるよ

うにした。記入済みの自己評価用紙、評価用紙は指定された期限内に提出（2014 年度

からは HP 上にアップロード）した。受講者は、自己評価を提出した後、自分のチュ

ーターの評価を読むことができるようになっていた。 
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 自己評価用紙 
会話セッション毎に、予めコーディネーターから送付されている自己評価用紙を使

用し、受講者自身が自己評価を行った。自己評価項目の一つはチューターと受講者

で次回の目標を一つ決め、その項目についても評価を行った。また、より自由な形

でセッションを振り返るために、学習ログ欄を設け、セッションで感じたことなど

をスペイン語で記入した。 
 評価用紙：会話セッション・作文課題 

会話セッション毎に、チューターは、予めコーディネーターから送付されている評

価用紙を使用し、受講者のセッションについて評価をし、提出した。自己評価項目

としてチューターと受講者で決めた独自の項目についても評価を行った。作文課題

については、3回目の作文提出後、評価を行った。 
【実際の自己評価用紙の例】 
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3．実施内容 
 講座運営と実施内容に関し、前年度の反省や参加者からの意見を参考に改善を加え

てきた。そのため、本章では 3年間の変遷を中心に述べる。 
3.1.  コース運営について 
 年度により開始時期などは多少前後したが、講座開始前の流れは、概ね表 2 の通り

である。 
表 2．講座開始までの流れ 

6月上旬～ コース設計と改善、運営方法の検討と改善 
教材作成と修正、講座案内作成、 
講座開始前の注意事項及び依頼事項の作成 

7月上旬～ 会員への講座開催の告知、受講者募集呼びかけ 
短期集中講座、ホームページ、メーリングリストなどの利用 

7月中旬～ 日本語ネイティブ教師へのチューターの打診 
8月中旬 参加者募集締め切り 
8月下旬～9月上旬 プリセッションの実施、レベル決定 

受講者とチューターのペア決定、ペアの通知 
 
3.2.  講座を円滑に進めるための運営上の工夫 
参加者全員には、講座開始前に講座全体の流れや注意事項などを理解して参加して

もらうよう、案内を作成した。講座内容・スケジュール、講座の目標などを共有する

ことのほかに、下記の点について注意を促した。 
1) 事前準備として、会話セッションの録音または録画環境を整える。 

この録音録画は、チューターには、すべての聞き直しや見直しを依頼したわけ

ではなく、評価の際に一部確認などをしてもらうためであった。一方、受講者

には、できるだけ聞き直し、復習や確認に役立てるよう推奨した。2015 年度に

は、コーディネーターが提出されたビデオを確認し、チューターにコメントや

アドバイスをすることもあった。 
2) スカイプ会話セッションでは、可能な限りビデオ通話にする。 

2013 年度に音声だけで会話をしていたペアがあり、直接顔を見て話したほうが

いいという反省点があった。そのため、2 年目からはビデオ通話での会話を可

能な限りするように依頼した。 
3) 講座の会話内容について口外しないなど、お互いの個人情報を尊重する。 
4) チューターからの評価やフィードバックの観点として、さまざまな視点からし

てもらうように依頼した。 
また、2013 年はすべての資料のやり取りをメールで行い、評価用紙などはコーディ

ネーターが受け取り、受講者へ渡すようにしていたが、2014 年度からサイト構築プロ

ジェクトのコーディネーターや技術者の協力を全面的に受け、ホームページを利用し

た。 
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3.3.  3年間の講座内容と実施方法の変遷 
講座改善のため、特に 2013 年度から 2014 年度にかけては、複数の視点から見直し

を図る機会を設けた。見直しの機会として、1）2013 年度のコース終了後のチュータ

ー・受講生へのアンケート、2）チューターとの座談会（インタビュー）、3）評価用

紙・自己評価用紙の内容分析、4）社）日本語教育学会実践研究フォーラムでのポス

ター発表で得られたコメント、である。2013年度から2014年度への変更点、2015年度

の修正点は、下記の表 3に記す。 
表 3．2013年度から 2014年度への変更点と 2015年度の改善点 

問題点・改善すべき点 改善策（2014年度変更点及び 2015年改善点） 
資料の受け渡し等の簡素

化 
ホームページ活用の提案 

教師会ホームページに専用ページを開設 
・資料ダウンロード 
・評価表・自己評価表作文のアップロード 
・進捗状況把握のための一覧表 

会話セッションの長さ 30分間であったセッションの長さを 15分間延長し、 
セッション 45分、フィードバック 15分の 60分間のセッションと

した 
作文課題： 
1) 会話セッションのタ

ーム毎の作文課題の

負担の大きさ 
2) 作文添削の難しさ 

2014年度の作文課題の変更点 
1) 会話ターム毎の作文課題を

やめ、会話ターム終了後

に、作文タームを設ける 
2) 作文課題は 1つとし、回数

を減らす 
3) 添削の難しさを軽減するた

め、第 1回作文提出後、そ

の内容についてチューター

と受講生とがスカイプセッ

ションをして、作文内容に

ついて話し合う機会を設け

る 

2015年度の改善点 
1) 作文タームのスカイプセ

ッション後、受講生は作

文を修正し、2回目の提出 
2) 2回目の提出作文に対し、

チューターは修正の必要

な箇所に色を付けるのみ

で受講者へ返却 
3) 受講者はマーカー箇所を

中心に修正を加え、第 3
回目の提出 

4) チューターは 3回目に提

出された作文を添削し、

返却 
評価用紙・自己評価用

紙： 
1) 評価項目の個別化 
2) 自己評価用紙のコメ

ントを日本語で記入

することの難しさ 
3) 評価に用いる△などの

使いづらさ 

評価用紙・自己評価用紙の改善点 
1）評価内容をより個人に合ったものにするために、毎回、チュ

ーターと受講生とで次回の評価項目を一つ決め、それも評価

項目の一つとして評価を行う 
2）自己評価用紙へのコメント入力はスペイン語で記入すること 
  で統一 
3）評価方法には、「◎、○、△、☓」を用いず、数字に置き換 
  えて、「よくできた：4、かなりできた：3、まあまあ： 
  2、もう少し努力が必要：1」とする 

複数人会話の必要性 C1コースでの複数人会話の実施 
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ターム 2でチューター以外の日本人教師を一人加え、3人による

ディスカッションを実施 
教材等の修正の必要性 B1コースの会話内容を一部変更

し、全般的に教材・資料を追

加・改訂 

両コースとも、進め方の補足

や教材、ワークシートを修正

し、すべての資料を改訂 

 
4．アンケート結果 
 講座終了後のアンケートは、講座開始時から継続して実施しており、講座改善に反

映させてきた。2015 年度は、作文ターム終了後の 2 月下旬に、受講者とチューターを

対象とし実施した。アンケートには、全員（受講者とチューター各 5名、計 10名）か

ら回答を得た。 
アンケートでは、1）実施期間、時期や時間数などの実施方法、2）講座内容、3）

講座の良い点、改善すべき点などについて回答を求めた。 
なお、今年度はインターネット上で回答できるようにしたため、回答記入と集計の

両面で負担を軽減することができた。 
4.1  実施方法について 
 開催時期や期間、会話セッション 1 回の時間、頻度については、概ね「よかった」

との回答を得た。関連したコメントとしては、受講者から、講座期間を 6 か月にして

より長くしてほしいというものや 1 か月の回数を 1～2 回にし、1 回のセッション時間

をもう少し長くしてほしいといった希望もあった。また、チューターからは、テーマ

や準備状況により、1 回のセッション時間が長く感じる場合も短く感じてしまう場合

もどちらもあったという意見があった。 
4.2  講座内容について 
 講座内容についても全般的に肯定的な回答が多く得られた。受講生からの要望とし

ては、接続詞の使い分けの例文を増やすなどのような文法的な解説や文法的な間違い

を直す機会を充実させてほしいというものやワークシートの簡略化を希望するものな

どがあった。また、 C1 コースで行った複数人会話の回数を増やすことや、B1 コース

にも複数人会話を設けること、練習のために他のチューターとも話す機会があるとよ

いという意見もあった。そのほかに、作文タームをより長くしてほしいというものも

あった。 
チューターからの要望としては、作文タームも複数回行うことや会話講座の最後に

行うフィードバックの後に、間違いがあった箇所などについて練習する時間を設ける、

または、会話セッション開始時に前回の復習ができる時間を確保してほしいという意

見も寄せられた。さらに、評価用紙については、受講者はチューターが評価したもの

を見られるが、受講者の自己評価表については見られる状態にしていなかったため、

チューターが見られるようにしてほしいという希望があった。 
受講者の自己評価表をチューターに見せなかった理由として、チューターに見られ

ることを気にせず、自由に受講者が自己評価できるようにという点と受講者がスペイ
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ン語でコメントなどを書くため、必ずしもチューター全員がスペイン語を理解できる

わけではないということからの配慮であった。 
また、作文タームをより長くしてほしいという要望に関しては、2013 年度の 1 年目

は各会話タームの後に 1 回ずつ行っていたが、それは受講者の負担がかなり大きかっ

たため、回数を減らして実施してきた経緯がある。そのため、作文を書くことの負担

と回数の増減は参加者の状況も見極めながら検討していかなければならない点である。 
4.3  講座の良い点、改善すべき点について 
講座の良い点については、会話力の向上に関連する点やチューターから普段の授業

に参考にできる点への指摘があり、参加者すべての人に学びある講座を目指していた

点からもある一定の評価が得られたように思われる。良い点として挙げられた具体的

内容は表 4の通りである。 
表 4．受講者・チューターから挙げられた講座の良い点 

良い点 

受
講
者 

 教材、テーマなどの充実 
 日本語ネイティブと話し、会話力の向上ができること 
 都合のよい時間に調整することが可能 
 自分で気が付いていなかった間違いなどに気づき、改善することができた 
 週に一回スカイプセッションをするための準備などで、定期的に学習する場面がで

き、学習習慣の手助けになった 
 この講座で学ぶことそのものが、能力試験の試験対策として、間接的ではあるが効果

があったように思う 

チ
ュ
ー
タ

ー 

 コースデザイン、教材の充実 
 教材やアイディアなどを自分の普段の授業の参考にしたりすることができると感じた 
 他地域の状況を知ったり、ノンネイティブ教師と交流することができたりした 

 
改善すべき点は、あまり多くはなかったが、１）ホームページ利用において、提出

状況を把握しにくい場合や評価用紙の確認ができないことなどがあった、２）テーマ

により展開しづらいものや内容理解にずれが生じたものがあった、３）時間調整が自

由になりすぎる面もあった、などが寄せられた。 
ホームページの利用については、便利である反面、参加者の慣れ不慣れが影響する

ため、利用しづらさがないように注意する必要がある。 
テーマや内容については、参加者のこれまでの経験などにより考えやすいものとそ

うでないものなどがあると思われる。しかし、さまざまなテーマで話を展開できるよ

うになることも目標であるため、チューターにとって負担にならない程度にさまざま

なテーマを扱い、展開が難しくなる可能があると予測できるものに対しては、進め方

や教材などでより細やかなフォローが必要であろう。 
また、時間調整の自由度については、受講生の利点としてあげられている一方で、

チューターからは改善点として出ている。度々時間変更をすることが、相手にとって

負担になることなどは講座参加の心構えとして周知しておく必要がある。 
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5．まとめ 
本講座は、ブラッシュアップ講座の目的であるノンネイティブ教師とネイティブ教

師の両者にとって学びある講座を目指して実施してきた。普段会うことのない地域の

教師同士が接する機会として、また、他の地域について知る機会としての役割を果た

すことができたと言える。 
コースを受講した参加者ならびに所属機関の日本人上司や同僚などからは、参加者

の会話能力が上がり、会議での発言が増え、日頃のやりとりもスムーズになったとの

声もあり、ノンネイティブ教師の現実場面でのコミュニケーション能力を向上させる

という当初の目的をある程度達成したと思われる。 
さらに、参加者からの意見を取り入れながらコースデザインや教材などを毎年改善

したことにより、年度を重ねる度に、教材や実施内容に対し、参加者から充実度を指

摘されるようになった。教材やコースの進め方については、自分の授業の参考にでき

るといった意見もあり、講座に参加したことがほかの場面でも役に立つ可能性が示さ

れた。 
最後に、コーディネーターにとってもコースデザイン、教材作成、運営のすべての

面でさまざまな学びがあった。3 年間本講座を運営するにあたりご協力いただいた多

くの会員に感謝したい。 
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第 32回メキシコ日本語弁論大会 

開催日：2015年 5月 31日（日） 
会 場：日本メキシコ学院  講堂 
主 催：社団法人 メキシコ日本語教師会 
助 成：独立行政法人 国際交流基金 
応募者：43名   
出場者：18名  
来場者：350名  
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日本語教育情報普及サイト構築プロジェクト 

 
 

2015 年度コーディネーター・スタッフ 

北部 直井恵理子 中部 松尾孝司 

東部 清水恵 首都圏部 土屋美穂 

技術兼 

事務スタッフ 
河野慎 

 
 
１． 本プロジェクトについて 
サイト構築プロジェクトは、独立法人国際交流基金さくら中核事業の一つとして、

5年計画で 2011年に開始された。メキシコ国内の日本語教師に向けた日本語教育情報

普及を目的としてウェブサイトを構築する、近隣の中南米を中心にスペイン語圏地域

の日本語教育関係者にも情報を提供することが目的で、今年度が最終年である。プロ

ジェクトの運営には、教師会理事支援のもと、推薦で選ばれた各支部コーディネータ

ーと事務・技術担当スタッフが携わっている。最終年度のコーディネーターは直井恵

理子（北部）、松尾孝司（中部）、清水恵（東部）、土屋美穂（首都圏部）、技術ス

タッフは、Nicole Terc、事務スタッフは河野慎で行われる予定であったが、Nicole Terc
の諸事情により技術スタッフを河野慎が兼任することになった。 

 
２．2011年からのサイト構築の活動報告と今後の展開 

 
＜1年目＞ 
 
まずはじめに、各支部の代表によるサイト構築プロジェクト実行委員会を設立し、

各国の関連情報の収集、専門家との意見交換を行い、今後の計画の作成をした。その

後、メキシコ日本語教育の ICT環境を知るため、各支部が中心になり会員へのアンケ

ート調査を実施した。回答数は 146で、回答の中で際立っていたものを紹介すると、 

・授業のためにコンピュータを使用しているかの質問に対し、87％が使用、ウェブ      

サイトを使用しているかの質問に対しては、70％が使用していると回答した。 

 ・試験作成の参考のためにウェブサイトを利用しているかに対し、84％がいいえと  

答え、はいと答えた人は、16％だった。 
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・宿題や作文の正誤を確認するためにウェブサイトを利用しているかに関しては、

「いいえ」が 92％、「はい」は 8％だった。 

 このように、ウェブサイトを有効的（効果的？）に利用できていない会員が多いこ

とが分かった。ウェブサイトに関する意見、要望に関する質問で、 

・教材に関しては 

１．絵、写真教材バンク 

２．漢字練習 

３．試験例 

・学習者のためには 

１．文法チェックできるサイト 

２．学習者自習用の練習 

などに回答が多く、このようなサイトや資料を希望している会員が多いことが分か

った。 

 

＜2年目＞                                        

 1年目のアンケート調査結果に基づき、既存する 243のサイトの中からメキシコの

日本語教育事情に合った 14のサイトを選択した。その選択されたサイトを各支部か

ら 21名の会員がモニタリングをし、教師、学習者にとって役に立つものかどうかを

判定し、サイトに掲載するものを決定した。 

 アンケート調査結果で会員からの要望が多かった練習に関して、「文型、会話、助

詞」などの練習例を PPTで作成し、採用するかどうかを検討した。 

さらに、会員が閲覧できるページと一般向けのページの棲み分けや、ホームページ

の充実化、サイト運営、今後の在り方について検討をした。サイトは 既存する教師

会ホームページをそのまま使用することにした。 

他に、授業風景を掲載する案があり、二つの日本語教育機関に試験的に授業のビデ

オ撮影を依頼したが、技術的な問題があり、サイトに掲載はされていない。 
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＜3年目＞ 

 3年目は、前年に検討されたサイトコンテンツを中心に教室活動で使用可能な PPT
教材を試行版の作成を開始した。 

メキシコの事情に合った    、JFスタンダートの A1,A2レベルに相当する「文型」、

「会話」、「作文」例を提案、検討し、リストを作成した。PPTは学習者の母国語に

頼らずとも、導入・練習が行われるよう、分かりやすいイラストとアニメーション機

能を多用した教材作成を心がけた。イラストは著作権を侵さないよう、無料イラスト

を選択し、日本語教師経験の短い教師や、メキシコ人教師がすぐ教室活動に取り入れ

られるよう、使い方の手引きと使用上の注意点の作成も行った。 

また、この年、教師会の HPに会員専用ページを開設し、会員全員にアクセス用の

ID番号を発行した。会員専用ページには、先ほど説明した PPT教材や教室活動に使え

る『役に立つリンク集』をアップした。そして、教師会の入会、シンポジウムや各種

講座の参加申し込みをホームページ上で行えるよう、既存の教師会のホームページの

整備を行った。 

 

＜4年目＞ 

4年目は、教師会会員ページの充実化を図り、会話と作文の PPT教材の作成を行っ

た。PPT教材は JFスタンダードの A1、A2に相当するものを学習者の母国語に頼らず

練習が容易に行えるように作成してある。これらの PPT教材に使用されているイラス

トは、オリジナルのものとネット上で再配布が許可されているものを使用しており、

各機関の主教材に合わせて適宜加筆、修正をして使うことが望ましい。 

そして、教師会ウェブサイトの既存の利用状況と今後希望するコンテンツの把握を

目的としたアンケートを行った。回答者年齢は 20代から 60代までバランスよく分布

され、日本語教育年数は 2年から 4年、10年から 20年、20年以上に集中し、教えて

いる対象者は大学生、一般人が 65％以上であることがわかった。利用したことがある

コンテンツは「シンポジウム」と「夏期短期集中講座」で 50％近くの回答があった。

これについては、この二つのイベントの登録をサイトから行うようになったためと思

われた。 

会員専用ページの利用に関しては、約 70％の人がすでに利用したことがあると回答

した。利用していない人の理由は「パスワードを忘れた、もしくはもらっていない」
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と「入り方がわからない」で 80％を占めた。これにより、入り方の説明やパスワード

の提供に問題があったと判明した。 

 「はい」と答えた人の利用コンテンツは「教材」や「写真ギャラリー」、「スカイ

プによる会話講座」で約 80％を占めていた。2014年度のスカイプによる会話講座は会

員専用ページを利用し、チューター、受講者が資料をダウンロードしたり、作文をア

ップしたりしていたためと考えられる。 
教師会に今後希望するコンテンツについては、こちらから示した全てのコンテンツ

を希望するという回答結果が出た。「授業アドバイス」や「試験・宿題例」、「読解

教材例」、「求人情報」などがその主なものである。 
 サイトへの協力・参加可能な方法については「PPT教材などの共有」や「役立つサ

イトの紹介」、「教案・教材に対するコメント」がそれぞれ 18％であった。「教案の

共有」や「イラストの共有」などがそれに続いた。このことから、会員の希望するコ

ンテンツと協力できる方法が明らかになった。 
 主なメキシコ日本語教師会ウェブサイトの利用法はシンポジウムや短期集中講座へ

の参加申し込みで、会員専用サイトの利用度はまだ決して高いとはいえない状態であ

ることがわかった。これらのアンケート結果をもとに、今後はサイト利用者のニーズ

を再確認していくことになった。 
 
 

＜5年目＞ 

 サイト構築の最終年である 2015年度は、前年度に実施した教師会ホームページ使

用に関するアンケート調査結果を基に、既存の教師会サイトメニューを引継ぎなが

ら、ユーザーにとって、もっと見やすい、利用しやすいサイトに移行するため、デザ

インを一新したサイトを作成することを目的とした。 

 コンテンツに関しては、会員専用ページは前年度に載せた PPT文型練習に基づいた

「練習教材例」を作成し、掲載。一般向けページには、日本語教育に携わる人へのイ

ンタビュー記事を載せた「インタビュー」、「メキシコ国内の日本語教育機関紹介ペ

ージ」の開設を行い、各支部勉強会、メキシコ国内・地方弁論大会等の写真掲載も継

続した。 

 ユーザーのアクセス数の増加を目指すため、教師会理事会を通し、メールにて各機

関からのイベント情報の提供を促した。収集したギャラリー用の写真、地方弁論大

会、勉強会、その他のイベント開催情報をアップした。 
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 当初は更新情報を頻繁に会員に知らせるため、Facebookの利用を考えていたが、理

事会の方針で『メールマガジン』を利用することになった。 

  

＜今後の予定＞ 

 利用者が積極的にサイトの改善に携わっていく仕組みとして「掲示板」を開設を行

う、教師会サイト内に「国際交流基金メキシコ日本文化センターセクションページ」

を開設し、「JFスタンダード」、「まるごと」、「支部勉強会資料」等を掲載予定。 

 また、サイト構築プロジェクトのコーディネーター、技術者が担当していた作業

は、今後、理事会、ボランティアの会員が引き継いでいくことになるので、教師会会

員の協力が必要になってくるであろう。 
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おわりに 

 
 理事の仕事を始めたときに、会員の皆さまに助けてくださいとお願いをいたしまし

た。ある先輩の先生からは「どのようにして手伝いできるかしら」と言われ、本当に

最後の最後までご協力いただきました。また、他の先生方には「教師会の歩み」につ

いてご相談し、その後もこの実現に向けてたくさんご高配いただきました。本当に多

くの方に助けていただいて、初めてここまでこれたと思います。今後、これまでお教

えいただいたことを、次に自分たちもお返ししていけるように取り組んで行けたらと

思っています。 
 会員の皆様をはじめとし、我々を支えてくださったすべての方に、ここにお礼を申

し上げます。 
 
 
 

メキシコ日本語教師会理事 

会長：黒崎 充 
事務局長：斎藤 雅弘 

会計：内野あゆみ 
支部理事：三上 京子 
     近藤 里美 

          Lorena Cavazos 
        政田 貴子  

           Rafael Alvarado 
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