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図１ 「CASTEL/J」イラストについて 

日本語教育コンテンツの提供管理システムに関する問題 

Problems relate to the system providing Japanese language education contents 
 

坂谷内 勝、国立教育政策研究所 

Sakayauchi Masaru, National Institute for Educational Policy Research 
 

（概要）国立教育政策研究所が中心となって日本語教育支援システム研究会を発足し、様々な日本語

教育用コンテンツを開発し、提供してきた。現在、世界中で様々な日本語教育関係者または機関が、

日本語教育コンテンツを開発しネットワーク上で公開している。しかし、日本語教育コンテンツの提

供管理システムの中には、提供管理の方法等に問題があって現在アクセスできないものや今後持続的

な公開が困難になると予測されるものがある。システムを持続し、日本語教育コンテンツを安定して

提供管理するために、システム開発者が解決すべき問題を整理し報告する。 
 
（キーワード）日本語教育、コンテンツ、システム開発、教材開発 

 
１． はじめに 
 国立教育政策研究所（以下、研究所と称する。）が中心となって、日本語教育支援システム（Computer 
Assisted System for TEaching & Learning / Japanese、以下 CASTEL/J と称する。）研究会を発足

し、様々な日本語教育用コンテンツを開発し、提供してきた。（坂谷内ほか 2006）。 
開発したコンテンツは、基本辞書（漢字、筆順、単語、用例、和英、学術）、本（新書等）、台本（寅

さんシリーズ全作品）、マルチリンガルデータ（日本語、他５か国語）、音声・画像を含むマルチメデ

ィアデータ、日本の小中学校用の教材イラストデータである。辞書の単語等の元データは、基本語と

専門用語を合わせて計 17 万語を収録した。テキストの総容量は約 70 メガバイトなので、文字数で

3,500 万文字、文の数は 70 万（1 文を

50 文字とする）に相当する。 
画像データは、「みんなの教材サイ

ト」（国際交流基金日本語国際センタ

ー）からインターネットで提供してい

る（小松・坂谷内 2007）（図１）。マル

チリンガル辞書データもインターネッ

トで公開している。 
しかし、本、台本等のテキストは、

著作者からインターネット公開の利用

許諾を得ていないため、CD-ROM で、

特定非営利活動法人「言語資源協会

（GSK）」から日本語教育関係者に限定

して提供している。 
また、CASTEL/J 研究会が中心とな

って、「日本語教育とコンピュータ」
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図４ アクセスできないページ 

（CASTEL/J）国際会議を開催し、この分野に関心の高い研究者を集って、情報交換を行ってきた。

国際会議のプロシーディングは、Web ページ（第２回～第５回）で公開されている。 
・第１回：CASTEL/J '95、イタリア・パヴィア、発表件数 15 件、アルド・トリーニ実行委員長 
・第２回：CASTEL/J '99、カナダ・トロント、発表件数 44 件、中島 和子実行委員長 
・第３回：CASTEL/J 2002、米国・サンディエゴ、発表件数 64 件、當作 靖彦実行委員長 
・第４回：CASTEL/J 2007、米国・ハワイ、発表件数 80 件、品川 覚実行委員長 
・第５回：CASTEL/J 2012、日本・名古屋、発表件数 85 件、野山 広実行委員長 

  
２． 事例１：リンク切れのコンテンツ 
第１回のプロシーディングは、かつて http://www.unipv.it/cspe/giapita.htm（トップページ）にア

クセスすると入手することができた。Internet Archive の Wayback Machine（2013 年１月現在でア

ーカイブしている URL は 2,400 億件）でこのページを調べると、2008 年以降アクセスされていない、

つまりアクセスできなくなったようである（図２）。また、Wayback Machine でいくつかのページを

検索すると、アーカイブされていないページ（表示できないページ）があった。 

 
図２ Wayback Machine によるアーカイブ 

日本の小中学校用の教材イラストデータは、研究所の小松研究室のサーバに収録されていた。この

サーバは現在アクセスすることができない（図３、図４）。 

 
      図３ 教材イラストデータ 

Web ページで作成されたコンテンツで、どこかの Web サイ

トにアーカイブされているものは、今後もアクセスすること

ができると思われる。しかし、教材イラストデータのように、

データベースシステムがサーバの中に構築されていて、その

サーバに接続できない場合は、開発されたコンテンツを入手

することが困難である。 
この２つのリンク切れに共通する原因は、コンテンツ開発者と

2



図６ 著作物の利用許可 

図５ ブロックされたページ 

コンテンツを提供管理する機関に関わる問題である。第１回のプロシーディングのコンテンツはトリ

ーニ先生の所属大学が変わったこと、教材イラストデータのコンテンツは小松先生が退官したことに

起因する。所属大学の変更や所属機関がなくなることは、提供管理するサーバを持つ大学・機関によ

っては、コンテンツ提供サービスを中止するケースがある。 
 

３． 事例２：ブロックされたコンテンツ 
日本語教育連絡会議（http://renrakukaigi.kenkenpa.net/）は過去の発表論文集を Web ページで公

開している。関係者はフリーのメーリングリストを用いて、次会の会議開催等の情報を共有している。

昨年まで全く問題のなかった Web ページが、現在、研究所からアクセスできなくなった。（図５）ま

た、このメーリングリストから発信されるメールは研究所ではス

パムメールと判断され、通常のメールとは異なるフォルダ（削除

フォルダ）に受信されることになった。 
この原因を研究所ネットワーク管理者に尋ねると、「当該サイト

の IP アドレスを調べたところ、2015 年 1 月 15 日に内閣サイバ

ーセキュリティセンター（NISC）より、不審なサイトである旨連

絡を受け、アクセスできないようにしている。このレンタルサー

バで運用される他のサイトも全て不審サイトに認定されている。」という回答があった。国の機関が一

度不審なサイトと決めるとこのサイトにはアクセスできなくなり、これに合わせて多くの公的機関・

大学でも同じブロック処理が行われると思われる。 
 

４． 事例３：著作権問題 
今でもCASTEL/J研究会

が開発したコンテンツの利

用を要望する日本語教育関

係者がいる（坂谷内 2012）。 
CASTEL/J 研究会では、

コンテンツ利用者に、著作

者から著作物の利用許諾

（図６）を守るようにお願

いしている。 
著作物の著作権料は、教

育利用であっても無償には

ならないケースがある。映

画台本をテキスト化する際

には、映画会社と何回も協

議し、著作権料ではなく、

システム開発に対しての協

力金を研究所から映画会社に支払った経緯がある。著作権料にすると、相当な金額になるからである。 
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５． 解決すべき問題 
事例１のようにリンク切れを起こさないようにするためには、サーバやコンテンツを個人で管理す

るのではなく、サーバやコンテンツを提供管理する組織が必要である。特に、改良・更新作業が伴う

デジタルコンテンツは、個人で提供管理するのに限界がある。 
また、利用者は只で利用していても、サーバの維持管理は決して只ではない。ネット接続費用、開

発費用、更新費用、トラブル対策費用などがかかる。科研費のような研究費で開発した場合は研究期

間を終えてからの維持管理が大変である。 
事例２のように無償のレンタルサーバやメーリングリストを利用すると、コンテンツがブロックさ

れたり、広告や宣伝が多かったり、フリーメールが突然使えなくなったりというトラブルが起きる。 
事例３のように著作権の交渉や著作権料の支払いをするものは、コンテンツ利用者の利便性を考慮

しつつ、著作物を尊重しなければいけない。著作権許諾を得るためには、著作者から信頼を得るため

に、それなりの組織が必要である。 
結論は、将来存続する日本語教育機関が、これまで開発されてきた日本語教育コンテンツを収集し、

提供管理することが最善である。そのための然るべき経費を負担しなければいけない。 

 
６． おわりに 

CASTEL/J 研究会が中心となって約４年毎に「日本語教育とコンピュータ」国際会議を開催し、世

界の研究者が集い、情報交換を行っている。参加者から、今後もこのような会議を開催して欲しいと

いう意見が多く寄せられている。したがって、CASTEL/J のコンテンツを今後とも継続して提供する

ために、そして、「日本語教育とコンピュータ」国際会議を継続的に開催するために、CASTEL/J 研究

会を解散することはできない。 
最後に、日本語教育用コンテンツの開発は、科学研究費補助金の助成を得て、多くの研究者の協力

を得て行われた。研究プロジェクトの発足は及川昭文氏（当時、国立教育研究所室長）が中心となっ

た。科研費プロジェクト皆様に感謝の意を表する。 
【歴代会長（敬称略）】 
 徳川宗賢、水谷修、當作靖彦 
【発足当時のメンバー（敬称略）】 
及川昭文、大曽美恵子、加納千恵子、木村捨雄、小松幸廣、小山揚子、鈴木庸子、中野洋、羽田野

洋子、藤田正春、山元啓史、吉岡亮衛、㈶国際文化フォーラム（牛島通彦、原島陽子、地挽里麻、中

野佳代子） 

 
参考文献 
・坂谷内勝, 吉岡亮衛, 小松幸廣「コンピュータ利用による日本語教育用辞書の開発と活用」, 三樹敏

編, 『日本語学』, 明治書院, 62-71, 2006. 
・小松幸廣・坂谷内勝「イラスト教材データベースの構築」、『日本語教育連絡会議報告発表論文集 
Vol.19』, 43-48, 2007. 
・坂谷内勝「日本語教育用コンテンツの開発を振り返って」, 『日本科学教育学会年会論文集 36』, 

416-417, 2012. 
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プードルを使用したオンライン型口頭試験の実践	 
DEVELOPMENT OF WEB-BASED ORAL EXAMS 
ON POODLL (FREE VOICE RECORDING TOOL) 

 
高倉（林）あさ子	 カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校	 

Asako Hayashi Takakura, University of California, Los Angeles 
 

要旨	 

	 本稿は、学習管理システムムードルに付随している音声録音システム（プードル）を使用した

オンライン型オーラルテスト開発の実践報告と共に、プードルの使用により、これまでのオンラ

イン型テストで測ることが困難であった学生の口頭運用能力をより正確に測ることへの可能性を

論じる。ムードルのクイズ機能は、回答の制限時間を設定できるため、本来の教室活動における

教師と学生の質疑応答に近いオーラルテストを作成する事が容易にできる。2013 年６月から

2015 年現在までに筆者が所属大学で実施した期末口頭試験の結果を基に、オンライン型口頭試

験の利点と問題点を明示する。さらに発表では、オンライン型テストの今後の課題を論じる。	 

キーワード	 

１	 オンライン型テスト	 ２	 Moodle(ムードル)	 ３	 PoodLL(プードル)	 	 

４	 口頭能力評価	 	 	 	 ５	 オンライン型学習管理システム	 

	 

はじめに	 

	 言語運用能力の四技能（聞く、話す、読む、書く）を均等に伸ばしていくために、言語教育者

は、口頭練習の重要性を強調し、現在の北米の高等教育の外国語教育では、教室内外で口頭練習

が盛んに行なわれている。筆者は、日本語学習者数が 300 名を超える北米の州立大学に所属して

おり、毎学期 150 名を超える学生に初級日本語を教えているが、学期末には、一対一の口頭試験

（インタビュー形式）をおこなってきた。このような環境のもと、限られた時間内に受験者が同

時に口頭試験を受けても妥当性のある採点が可能なオンライン型オーラルテスト開発の必然性が

あった。	 

開発手順と実践報告	 

	 筆者が所属する大学の日本語プログラムでは 2008 年から現在まで、学期中の小テストと期末

試験でムードルによるオンライン型テストを実施し、2015 年 2 月現在、９レベルの総合テスト

が開発され、およそ 1100 名が受験した。	 

	 2012 年の CASTEL-J で報告した際にムードルのオンライン型テストの問題点として当時のオン

ライン型テストは、口頭能力を評価することはできなかったため、総合試験としては未だ発展途

上の段階であることを挙げた。本稿は、この問題を克服するために、ムードル内に開発された音

声録音システム	 プードルによる口頭試験を開発した実践報告である。	 

	 従来の口頭試験は、主に学生が他の学生の前で発表する「オーラルプレゼンテーション（OP）」

と教師と学生が１対１でおこなう「オーラルインタビュー」形式であった。オーラルインタビュ

ーは ACTFL	 OPI の手順に従っておこなうことが理想ではあるが、時間的制約から一人 5-10 分の

質疑応答形式であった。それに加え、学期末に学生が自分たちで台本を書き、演じる寸劇などを

取り入れたこともあった。従来の方法では、筆者が所属する大学のように複数の教員／TA が同

時に同レベルのクラスを進行している状況下では、常に採点者間の採点基準や妥当性が問題とな

りうる。また１対１の口頭試験を行なう場合、授業時間を削減して、面接に当てなくてはいけな

いという問題点もあった。	 

	 そこで 2011-12 年度春学期には、オンライン型録音システムを使用して、問題の指示を聞いて、

設問にあったメッセージを 10 分以内に考え、留守番電話にメッセージを録音するという口頭能

力を測る問題形式を期末試験の一部として出題した。これは、自動採点はできないものの、従来

の１対１の対面式の面接による評価と比べ、授業時間を有効に使うことができ、採点者間の基準

の差異も解消する事ができた。しかしサーバーの容量や技術的な問題が多く、期末試験に継続し

て使用することは懸念された。	 
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	 2013 年にムードルが、録音システム	 プードルを発表し、従来のクイズ機能に音声による試

験問題を取り入れることが容易になった。また音声のみならず、画像も取り込むことが可能であ

るため、学生は期末のプロジェクトとして録画したスキットや吹き替え作品をプードルにアップ

ロードし、採点が終わった時点で、ムードルのフォーラムに作品を移動し、他の学生の作品を鑑

賞し合うことも試みた。初級(150 時間終了時)と中級（300 時間終了時）の学年末試験で、ムー

ドルによる口頭試験を実施した結果、授業内でおこなっている口頭練習の成果が、より顕著に成

績に反映されるという効果が見られた。具体例として、初級レベルでは、教室内で練習した 30

の質問のうち、15 の質問を教師が録音し、被験者はランダムに出題される 5つの質問を聞き、

ひとつの質問につき、2分以内に録音を終了するというタスクを与えた。学生が録音ファイルを

開いて質問を聞いてから、自分が答えを録音するまでの時間の平均は、12.7 秒で、対面式の質

疑応答により近い設問となった。また中級では授業内にとりあげた「今まで見た映画の中で一番

好きなストーリーを説明する」といった複段落で話すタスクから 2つがランダムに出題されると

いう形式にした。	 

	 これまで 150 名を超える学生が同時に受験しても技術的な問題はなく、出題形式に質疑応答を

即時に録音するインターアクティブモードや、与えられたトピックについて話すことを考えて、

数分で答えるプレゼンテーションモードを取り入れることによって、学生の本来の口頭能力をよ

り正確に測ることができるようになった。	 

	 	 

今後の課題	 

	 本稿では、限られた時間で、少しでも多く学生に口頭練習の機会を設け、教師が適切なフィー

ドバックを与えるために、従来	 授業時間内で行なってきた１対１の口頭試験を授業時間外に行

なえる録音型口頭試験に移行した経過を報告した。	 

	 上記に述べたように、オンライン型テストには多くの利点があるが、常に技術的な面での心配

があり、小規模のプログラムでは開発の時間や手間を考えると、従来の１対１の対面形式の口頭

試験のほうがいいという考えもある。さらに、今後、より多くの日本語教育者と協力しながら、

正当性、妥当性の高い総合型日本語能力試験をオンライン上で構築できることを願っている。	 

	 	 

	 	 

	 

参考文献	 

ACTFL. (2012). ACTFL proficiency guidelines.: American Council on the Teaching of 
Foreign Languages. 

Bachman, L. F., & Palmer, A. S. (1996). Language testing in practice: Designing and 
developing useful language tests . Oxford: Oxford University Press. 

Bachman, L. F. (2004). Statistical Analyses for Language Assessment Cambridge UK: 
Cambridge Language Assessment 

Watanabe, S. (1998). Concurrent Validity and Application of the ACTFL Oral 
Proficiency Interview in a Japanese Language Program, The Journal of the Association of 
Teachers of Japanese Vol. 32, No. 1 (Apr., 1998), pp. 22-38 
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myBrainshark を使ったプレゼンテーション 

ORAL PRESENTATIONS UTILIZING MYBRAINSHARK 

 

森岡明美・内田クレア（岡山大学） 

Akemi MORIOKA, Claire UCHIDA, Okayama University 

 

要旨 

英語クラスの日本人学生と日本語クラスの留学生に myBrainshark を使用して行わせたプレゼ

ンテーションが、従来のプレゼンのやり方と比較してどのような長所と教育的効果があるのか

を報告すると共に、課題を示唆する。 

 

キーワード：myBrainshark, Edmodo, accessibility, digital literacy, collaborative lesson 

 

１．はじめに 

本稿の実践を行った日本の地方の国立大学（以下 O 大学）では毎学期 100 名余りの留学生が

日本語コースを受講しているが、2013 年から一部の日本語クラスと英語クラスが合同授業

(collaborative lesson)を行っている (Morioka, et al. 2013)。これは、「国際化・グローバル化」が

叫ばれている日本の大学で、O大学学部生（主に日本人なので本稿では「日本人学生」と呼ぶ）

と様々な国籍の留学生との交流の場をつくることが目的である。 

内田の担当している英語クラスでも森岡の日本語クラスでも、学習活動の一つとして、毎学

期プレゼンテーションを課してきた。このプレゼンの従来のスタイルは、学生が作成した ppt

を見せながら、教室の前でライブで話す形式だった。2014 年春学期に内田の教えた英語クラ

スでは、学生への配布資料、諸連絡などすべて Edmodo で管理するようになり、プレゼンも

myBrainshark でさせることにした。それに伴い、合同授業を行っている森岡の日本語クラス

のプレゼンにも myBrainsharkを使うという選択を取り入れた。 

myBrainshark では、ppt を作ってアップロードし、音声を足して、pre-recorded presentation

を作成する。myBrainshark の最大の利点は、accessibility と collaboration であろう。学生は、

Edmodo のクラスサイトで他の学生のプレゼンを見ることができ、そこから学ぶことは多い。

教師が見せる例よりも仲間の作品を見るほうが「自分もできる」という self-efficacyも高まっ

たようである。そして、ピアからのフィードバックをもとに学生たちは ppt を修正していった。 

また完成した pptはクラス外からも（学生の許可を得て）アクセスできるようにするという

条件で作らせると、学生は公共の場に出しても恥ずかしくないものを作ろうという責任感が生

まれたようである。このように、このプレゼン形式では、教室で pptを見せながら学生がライ

ブで説明するという従来の方法と比べて、異なった学習効果が見られた。 

 

２．myBrainsharkを使った２つの実践  

  この実践を行ったのは２回。1回目は 2014年春学期に、O大学日本人対象の英語クラスと、

留学生対象の日本語クラスとの「合同授業 (collaborative lesson)」であった。但し、この学期
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は、内田担当の英語クラスと森岡担当の日本語クラスで授業提供曜日と時間が一致する時が見

つからなかったため、日本語クラスの留学生から有志を募り、彼らの授業時間外に、内田の英

語クラスに参加してもらった。希望した留学生は 4名であった。 

学期初めに内田が Edmodo を使ってこのクラスのグループサイトを作成し、各学生が

myBrainsharkでプレゼンを作成した後は、各作品のリンクをシェアした。発表のテーマは、「O

大学に入学または留学してくる学生たちに知って欲しい、大学や町の情報」で、トピックは各

自が選んだが、「岡山の町」「O 大学のサークル活動」など具体的なものや「日本の教育制度」

など抽象的なものもあった。 

作業の流れとしては、学生たちは（１）プレゼンの構成を考え（２）WORD documentでス

クリプトを書き（３）ppt を作成し（４）myBrainshark に ppt をアップロードして音声を録音

した。日本人学生は英語を使用し、留学生は日本語を使用して発表するため、スクリプトを書

いた後、お互いに言語的に助け合った。またそれ以外にも、プレゼンの構成や情報の内容や量

についてもコメントし合って、修正していった。このような段階を踏むことによって、教師か

らもピアからも丁寧なフィードバックが得られる。 

2つ目の実践は、2014年秋学期の留学生対象の日本語クラスでのプレゼンであった。前学期

の myBrainshark 実践についてのアンケート結果は良かったが、秋学期のクラスでは

myBrainsharkの使用経験がなかったり、２人以上で発表したい学生もいたため、従来のライブ

のプレゼンと myBrainsharkを使う方法のどちらか好きな方を選択させた。その結果、16名中、

myBrainsharkを選んだ学生は３名に留まった。この学期に森岡の日本語クラスと合同授業を行

ったのは内田の英語の授業ではなく、プレゼンに関して協働作業をする場がなかったため、

myBrainshark 作成に関しては、担任の森岡と、各留学生の知り合いの日本人が手助けした。 

 

３．結果と考察 

学期末には 1つ目の合同授業でプレゼンを作成した実践についての感想を内田がEdmodoの

オンラインアンケートで収集し (表１および表２) 、21問の選択肢による質問に加えて、自由

記述の回答も得た。 

  表 1の質問 9への回答に示されているように、コンピュータ使用などに困難を感じた日本人

学生もおり、特に myBrainsharkの利用が初めてで戸惑いを覚えていたようである。「最近の学

生は簡単に IT機器を使いこなす digital nativeだ」と決めてかかってはいけない (Prensky, 2001)

ことが教師にとっては発見であった。 

  自由記述では、両クラスの学生とも、「自分が納得するまで何度も録音を直して最もよく出

来たものを発表でき、また、ライブで行うよりも緊張せず良かった」という評価が多かった。

留学生の一人は下記のように記述している。 
The myBrainshark activity was my first time doing anything like it. I thought it was such a 
very efficient and easy to way to a PowerPoint, by looking for information on the internet to 
use in the project and adding your voice to the presentation is a clever way to do it. Sometimes 
people get afraid to do presentations because of they are too nervous and of stage fright, but 
this counters their fear and makes it easier for them.  

また 2回目の日本語クラスにおける実践においても、「録音をするのに半日かかったが、それ

がとてもいい勉強になった」という学生の感想も得られた。 

8



	 

	 

表 1: 日本人学生からの回答（21問中、本稿の実験に関連している質問への回答のみ抜粋） 

 Question No1--2--3--4--5Yes 
3 Did you like choosing your own topic for the course? 0 1 1 12 1

4 
4 Did the course encourage you to communicate and exchange ideas with 

other students? 
0 1 2 16 9 

5 Would you like new students coming to O Univ to see your presentation? 0 1 12 10 5 
6 Was the feedback you got in class from other students useful? 0 2 6 11 9 
7 Was it easy for you to give feedback to other students? 3 4 11 7 3 
8 Did you use: your own computer (28); your own tablet (1); an O University computer (7);  

           your cell phone (14); Line (5)                                                                          
9 Please check the things that were difficult for you:  

  using a computer (9); using my cellphone (2); making a Word document(0);  
  making ppt slides (5); adding voice recording with myBrainshark (20);  
  looking at instructions on Edmodo (6); submitting homework by email (4) 

10 Did you look at the explanations/instructions for using myBrainshark on 
Edmodo? 

Yes=28, No=0 

11 Did you use the Internet to collect information (photos and text about 
your topic)? 

Yes=28, No=0 

12 Did you meet any members of your group outside of class? Yes=16, No=12 
15 Did this class give you an opportunity to interact with Japanese / 

international students in a way you don’t usually? 
Yes=28, No=0 

18 Do you think using technology helped you to make a good presentation? Yes=28, No=0 
19 Do you think it was useful to learn how to use the technology we used in 

this class? 
0 0 3 16 9 

20 Would you prefer not to use technology – and for example, make a 
poster presentation? 

Yes=6, No=22 

表 2: 留学生からの回答（21問中、本稿の実験に関連している質問への回答のみ抜粋） 

 Question No1--2--3--4--5Yes 
3 Did you like choosing your own topic for the course? 0 0 0 0 4 
4 Did the course encourage you to communicate and exchange ideas with 

other students? 
0 0 0 2 2 

5 Would you like new students coming to O Univ to see your presentation? 0 1 3 0 0 
6 Was the feedback you got in class from other students useful? 0 0 1 2 1 
7 Was it easy for you to give feedback to other students? 0 0 0 3 1 
8 Did you use:  your own computer (4); your own tablet (2) an O University computer (2);  

            your cell phone (2); Line (4)                                                                          
9 Please check the things that were difficult for you:   

  using a computer (0); using my cellphone (0); making a Word document(0);  
  making ppt slides (0); adding voice recording with myBrainshark (0);  
  looking at instructions on Edmodo (0); submitting homework by email (0)   

10 Did you look at the explanations / instructions for using myBrainshark 
on Edmodo? 

Yes=3, No=1 

11 Did you use the Internet to collect information (photos and text about 
your topic)? 

Yes=4, No=0 

12 Did you meet any members of your group outside of class? Yes=4, No=0 
15 Did this class give you an opportunity to interact with Japanese / 

international students in a way you don’t usually? 
Yes=4, No=0 

18 Do you think using technology helped you to make a good presentation? Yes=4, No=0 
19 Do you think it was useful to learn how to use the technology we used in 

this class? 
0 0 0 0 4 

20 Would you prefer not to use technology – and for example, make a 
poster presentation? 

Yes=1, No=3 
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４．今後の課題とまとめ 

  語学クラスでは学習活動のひとつとしてプレゼンを課すことが多いが、準備不足で内容の薄

い発表であったり、緊張してパフォーマンスに実力が発揮されない学生も多々いる。そのよう

な問題解決策のひとつとしてmyBrainsharkは有効であると、この実践の結果は示唆している。 

授業計画の視点からも myBrainsharkは有益であろう。O大学の英語クラスは 40名前後とい

う大きいクラスも珍しくない。また、留学生数の増加に伴い、日本語クラスもサイズが大きく

なってきている。クラスの学生数が多く、従来型のライブのプレゼン方式では時間がかかる時

にも myBrainshark で作ったプレゼンであれば、必要な時間も正確に予測できるし、クラス外

で評価することもできる。 

さらに今回、内田のクラスで作成した成果物は、オンラインで O 大学生がアクセスできる

ようにしてある。このように学生が授業で作ったものが実際に他の学生の役に立つということ

は、学生の学習意欲を高めるし、授業と社会をつなぐ良い方法であろう。 

現代の大学生に digital literacy 能力を養うことは必須であり、myBrainsharkを活用した今回

の実践はその一歩となった。IT 機器などに抵抗を覚える学生にどのように対応するのか、ま

た、機器の不具合の可能性にどう対処するかなど課題はあるけれど、myBraihsharkから得られ

る効果は大きいと結論付けられる。 

 

参考文献 

Morioka, A., Uchida, C., & Fujishima, N. (2013). Collaborative Lessons Beyond Merely a  

‘Language Exchange’. Bulletin of Higher Education, Okayama University. Vol. 9, 209-222. 

 

Prensky, Marc Digital Natives, Digital Immigrants: a New Way To Look At Ourselves and Our Kids 

(On the Horizon, MCB University Press, Vol. 9 No. 5, October 2001) 
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やさしい日本語書き換えシステムへの提案機能とその活用	 

APPLICATION OF A COMMENT FUNCTION  
TO THE JAPANESE SIMPLIFICATION SYSTREM 

川村	 よし子,東京国際大学	 

Kawamura Yoshiko, Tokyo International University 
	 

概要	 本発表では、新たに開発したやさしい日本語書き換えシステムへの提案機能について報

告する。この提案機能は、日本語教師の書き換え術を集合知として収集し、システムを改良する

ことを目的にしている。やさしい日本語書き換えシステムの運用実験の結果、やさしい日本語へ

の書き換えにおいて文脈に配慮すべき語が多数あることが判明した。そこで、今回、システムを

裏で支える仕組みとして、利用者である日本語教師からの修正提案と未登録語を文脈情報ととも

に自動収集できる仕組みを開発した。これによって、得られた提案および未登録語情報をもとに、

書き換えリストの修正を逐次行うことが可能になった。この日本語教師の知見を集めたやさしい

日本語書き換えシステムは、日本語学習者ばかりでなく、海外で日本語を教えている非日本語母

語話者の日本語教師や、やさしい日本語での情報発信が必要な人々のための支援ツールとしても

活用可能である。 

 

キーワード：	 共生社会,	 やさしい日本語,	 読解支援,	 単語の難易度,	 文脈情報	 	  

 

１．やさしい日本語書き換えシステムの概要  

	 本研究の目的は、日本語非母語話者等にやさしい日本語による読解支援を提供することにある。

共生社会の実現が望まれる中、やさしい日本語を媒介にしたコミュニケーション活動の支援が不

可欠である。筆者らは、日本語の文章を自動でやさしい日本語に書き換えるシステム（以下「シ

ステム」）の開発に取り組んできた（川村・北村, 2012	 渡邊・川村, 2013）。 

システムは、「やさしい日本語書き換えリスト」（以下「リスト」）をもとに難易度の高い語

句の書き換えを自動で行う。形態素解析には、MeCab（工藤 2006）、解析と書き換え後の動詞･

形容詞等を適切に活用させる辞書としては、ipadic2.7.0を利用している。MeCabが切り出した語

句が、リストの「見出し語」欄にあり、かつ、品詞が一致した場合に書き換えを行う。「リスト」

は、提案機能との連動を配慮し、次のようなルールを元に作成し直した。 

a. 中級以上の単語を可能な限り初級の単語に書き換える 

b. 初級の単語に書き換えられない場合、当該級以下の単語に書き換える 

c. 語義が複数ある場合には、「/」（半角スラッシュ）で併記し種別欄に印（＊）を記載する 

d. 単純な書き換えが難しい語は、やさしい日本語で説明し種別欄に印（＠）を記載する 

e. 複数の品詞用法があるサ変動詞と形容動詞は、名詞形とその他を別コラムに記載する 

f. 前接助詞や後接助詞の書き換えが必要な場合には、その情報を当該欄に記載する 

以上のルールに基づいて、表１の形の「やさしい日本語書き換えリスト改訂版」を作成した。 
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表１	 「やさしい日本語書き換えリスト改訂版」（一部）  

システムは、このリストを元に、やさしい日本語への書き換えを行う。書き換えは、単純な置き

換えではなく、文脈情報をもとに適切な活用形の選択や助動詞の選択・削除を行う。また、サ変

動詞や形容動詞が名詞的用法の場合には名詞形欄を用いる（＄の時は、やさしい日本語欄の語に

「こと」を加える）等、構文にも配慮する。表１の「前接助詞」「後接助詞」欄には、助詞の書き

換えを示している。例えば、「の＞を」は、助詞「の」を「を」に書き換え、「＃」であれば、当

該助詞を削除する。「変換種別」の「＊」「＠」等の記号は、ルールに記載した通りだが、結果画

面ではバルーン内に説明を表示する。見出し語がやさしい語または固有名詞の時は「♪」と記載さ

れ、変換しない。図１がシステムの出力画面である。	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 	 	 	 	 図１	 やさしい日本語書き換えシステムの出力画面（一部）  

システムの利用者は、画面上のテキストボックスに文章を入れ、やさしくなーれのボタンを

クリックする。図１は、本稿の「概要」を入力した結果画面である。入力文とやさしく書き換え
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た文が一文ずつ併記されている。緑の語は、書き換えられた語である。書き換えは単なる語句の

置き換えではなく、「新たに」が「新しく」、「に配慮した」が「を考えた」、「判明した」が

「はっきりわかった」になり、活用形の選択や助詞の置き換え等が適切に行われている。一方、

青で表示されている語にカーソルをあわせると、バルーンが現れ、やさしい日本語で書かれた意

味が表示される。図１では、「書き換え」にカーソルがあり「書きなおす/書きなおし」と説明が

表示されている。なお、単語レベルで置き換えが可能な単語であっても、名詞が連続して並んで

いる場合には、書き換え候補が複数あるため書き換えは行わず、バルーン表示になる。また、図

１の「未登録」のように、リストにないため書き換えができなかった語は、赤で表示されている。 

 

２．修正提案のしくみ  

システムの運用実験の結果、やさしい日本語への書き換えは、ほぼ適切に行われていた。また、

書き換えに問題があった単語も、大半がリストの修正で対応可能なことが判明した。一方、文脈

によって異なった書き換えが必要な多義語が数多く存在することが判明した。そこで、システム

を裏で支える仕組みとして、文脈情報と日本語教師の書き換え術を集合知として集める機能を新

たに開発することにした。システムによる書き換えに問題があった場合、利用者である日本語教

師が修正案を適宜提案する仕組みである。提案時の入力文も文脈情報データとして自動収集する。

また、リストにない語も、未登録語として自動収集する。システム管理者は、これらの提案およ

び未登録語情報をもとに、リストを修正していく。 

例えば、図１では、「集める機能を開発した」が「集める働きを開発した」となっているが、

この文脈では「機能」は「働き」ではなく「しくみ」とした方がいい。そこで、書き換え後の文

の「働き」をクリックすると、図２のような修正提案のための画面が現れる。 

 

 

図２	 利用者（日本語教師）のリスト修正提案画面  

この修正提案画面の「名詞形」欄に書かれている「働き」を「しくみ」に書き換え、画面下の上

記の修正を提案するをクリックすると、その修正提案が入力文とともに、リストの編集者に送

信される。編集者用の「修正提案」閲覧画面では、変更前の情報と修正提案が併記されている。

編集者が提案内容を確認後、修正を適用させるとリストが自動的に変更される。同様の手順で、

赤字の語の書き換え案を提案することも可能である。	  

また、一連の語句を慣用表現として登録したい時には、連語提案機能を活用する。例えば、図
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１の結果画面で「難易度の高い」を連語として登録し、「むずかしい」という書き換えを提案し

たい時には、「難易度の高い」を選択後、画面右に表示されている連語ボタンをクリックする。

表示された連語提案画面の「やさしい日本語」欄に提案内容（「むずかしい」）入力後、画面下

の上記の修正を提案するをクリックすると、その修正提案が入力文とともに編集者に送信され

る。この情報を確認後、編集者が連語登録を行うと、リストが自動的に更新され、システムは更

新後のリストをもとに書き換えを行うようになる。 

この連語提案機能は、MeCabが誤った解析をしてしまう場合にも有効である。例えば「うがい

をする」と入力した場合、MeCabは「うがい」を「う（感動詞）」と「がい（名詞）」に区切っ

てしまう。そこで連語提案機能を活用して「うがい」を連語として登録し、1語として扱わせる。

その結果、MeCabが誤解析をしても、結果画面では正しい書き換えが行えるようになる。 

一方、結果画面では赤で表示される未登録語は、文脈情報とともに自動収集され、編集画面で

は、出現頻度の順に並んで表示されている。そのため、編集者は、過去に入力されたすべての文

の中で出現頻度が高かった単語を優先的にリストに追加登録していくことができる。 

 

おわりに  

今回開発した修正提案機能を利用すれば、多くの日本語教師の知見を集めることができ、やさ

しい日本語への書き換え精度を高めることが可能になる。また、修正提案機能では、入力された

単語とその文脈情報を同時に収集しているので、今後、多義語についても書き換えができるよう

に仕組みを整えていく予定である。やさしい日本語書き換えシステムは、日本語学習者ばかりで

なく、海外で日本語を教えている非日本語母語話者の日本語教師や、やさしい日本語での情報発

信が必要な人々のための支援ツールとしても活用可能である。世界各国の日本語教育関係者の協

力を得て、よりよいシステムを提供できるように継続的に改良を行っていきたいと考えている。 

 

謝辞：本研究は、平成 25年度科学研究費基盤基盤（B）（課題番号 24320096）によるものであ

る。システムの開発には、甲南大学北村達也氏、元筑波大学院生（現 Microsoft）渡邊飛雄馬氏お
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総合的会話分析と基本的な文字化の原則（BTSJ） 
 Basic Transcription System for Japanese (BTSJ) for the Integrated Conversation Analysis 

 
宇佐美まゆみ USAMI Mayumi、東京外国語大学大学院	  
	 木林理恵 KIBAYASHI Rie、日本学生支援機構 

 
要旨：本ワークショップでは、言語使用という相互作用を定量的・定性的に分析することによって、人間

関係のあり方やコミュニケーション・ダイナミクスを探る「総合的会話分析」について論じるとともに、

それに適する文字化システムである「基本的な文字化の原則（Basic Transcription System for Japanese: BTSJ）」
（宇佐美、1997：改訂 新版 2015）、及び、会話の定量的分析をより効率的・精緻に進めるために開発され
た『BTSJ文字化入力支援・自動集計・複数ファイル自動集計システムセット 2015年改訂版』（宇佐美、2015）
について、実践を交えながら紹介する。また、会話分析のあり方とその日本語教育への活用法を参加者と

一緒に考えたい。なお、BTSJによる文字化資料と音声（一部）を収録し、希望者に無償配布しているコー
パスを搭載したNCRB（Natural Conversation Resource Bank）データベースとその活用法については、パネル
「NCRB（Natural Conversation Resource Bank）データベースと日本語教育」（7日（金）13:30-14:45、宇佐美・
木林・品川）で扱うので、興味のある方は併せて参加されたい。 
 
キーワード：総合的会話分析、基本的な文字化の原則（BTSJ）、インタラクション、コーパス言語学、言語
使用 
 
１．はじめに 
本ワークショップは、前半が理論、後半が実践の 2時間で行う。まず、定量的分析・定性的分析双方を
必須とし、当該の会話以外の社会的要因も考慮に入れて会話データを総合的に分析することによって、人

間関係のあり方やコミュニケーション・ダイナミクスを追究する「総合的会話分析」という会話分析の方

法論の理念と具体的方法を解説する。次に、総合的会話分析に適するよう開発された「基本的な文字化の

原則（Basic Transcription System for Japanese: BTSJ）」（宇佐美、1997：改訂 新版 2015、以降BTSJ）の特徴
と利点を中心に解説する。これによって、理論的枠組みを理解した上で、それに応じた文字化方法、及び、

コンピュータやツールを用いることの重要性を強調したい。 
次に、BTSJに基づく文字化を入力する際の「入力支援」や「エラーチェック機能」、各研究者が自由に
設定した分析項目の「自動集計機能」、「複数会話の自動集計機能」が付与された『BTSJ文字化入力支援・
自動集計・複数ファイル自動集計システムセット』（以降、BTSJシステムセット）を体験してもらう。こ
れらを利用することによって、会話の文字化入力や分析項目の集計等を効率よく行うことができ、その時

間や労力を格段に短縮することができる。また、本ワークショップにおいて「理念とコンピュータ・ツー

ル」、「目的と方法」の関係の重要性を認識してもらうことによって、これらツールの日本語教育学研究に

おける意義についても、参加者とともに考える。 
本ワークショップの「全て」に参加した人には、終了後、『BTSJ文字化入力支援・自動集計・複数ファ
イル自動集計システムセット』、及び、希望者には、『BTSJによる日本語話し言葉コーパス（トランスクリ
プト・音声）2011年版』（以降、BTSJコーパス）を無償で配布する。ワークショップ以降も、BTSJシステ
ムセットとBTSJコーパスを活用して、また、各自の会話データを、BTSJシステムセットで集計・分析す
ることによって、オーラルコミュニケーション研究に活用してもらいたいと考えている。 
２．総合的会話分析の特徴 
「総合的会話分析」（宇佐美 2008）とは、「言語社会心理学的アプローチ」（宇佐美 1999）に、ローカル
分析・グローバル分析という考え方をより明確に組み込んだ、会話分析の方法論である。 
言語社会心理学は、社会の中に生きる人間の心理・行動を、「言語と言語使用」の分析を通して探究する
ことに主関心があり、実証的方法論をとることが多い。「総合的会話分析」は、その方法論を用い、会話分
析においても、条件を統制してデータを収集するとともに、フェイス・シート、フォローアップ・アンケ
ート（インタビュー）等でインフォーマントの社会的属性や会話自体に対する感想等、「録音された会話」
以外の部分の情報も重視する。また、定量的分析と定性的分析の双方を行い、結果の「客観性」「信頼性」
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を可能な限り統計処理によって検証する。分析項目のコーディング(分類等)は、第二評定者を立て、評定者
間信頼性係数（Cohen’s Kappa）を算出し、それが一定の数値以上にあるかどうかによって(通常は、0.7以上)、
信頼性を確認する。さらに、コーディングの過程で記号化し得なかった特徴がないか、必ず、定性的な分
析で確認・検討する。 

BTSJは、この「総合的会話分析」という方法論に基づいて、人間同士の相互作用としての会話を分析す
るのに も適するように開発された文字化の原則である。 
３．「基本的な文字化の原則：Basic Transcription System for Japanese: BTSJ」の特徴 

BTSJは、先述の通り、人間同士の相互作用を、定量的・定性的双方から分析するのに適した文字化の原
則として開発された。主な特徴は以下の 4点である（宇佐美 1997）。 
まず、分析の単位は、「発話文」とする。これは、日本語では、スピーチレベルの分析など、「文」単位
でコーディングをする必要があるものが多いためで、定量的な分析の単位となる。表記は、漢字仮名交じ
り表記を採用している。これは、大量の会話を扱うときは、研究の視点を迅速に得るために読みやすさが
必要であることを考慮している。また、定量的に分析しやすいように、表計算ソフトを用いている。これ
によって、発話資料のデータベース化・検索が格段に行いやすくなる。また、音声的特徴は、相対的な観
点から記述する。例えばポーズの長さは、0.2秒といった絶対的な値ではなく「少し間」のように、聞き手
の観点からの相対的印象を記述する。会話の語用論的分析には、それが重要だからである。 
４．『BTSJ文字化入力支援・自動集計・複数ファイル自動集計システムセット』の主な機能と操作
方法 
	 『BTSJ文字化入力支援・自動集計・複数ファイル自動集計システムセット 2015年改訂版』は、BTSJに
基づいており、利用者の便宜や汎用性を考えて、Microsoft Excelのマクロ機能を利用して作成されている。
構成は、「BTSJ入力支援・自動集計システム・オリジナル(.xlt)」、「BTSJ複数ファイル自動集計システム・
オリジナル(.xls)」の 2 つのファイルからなる。文字化入力支援機能、及び、記述統計のための基本的な分
析項目の自動集計機能を備えており、現在、Windows OS、Excel2007以降の形式に対応している。 
また、「NCRB（Natural Conversation Resource Bank）」（宇佐美 2013）と連携しており、先にNCRBに会話
の情報をアップロートした後に、ダウンロードして NCRB番号と会話情報を BTSJシステムに反映させる
ことができる。逆に、本システムで整備した文字化資料を NCRBにアップロードしてデータベースの一部
としたり、１次文字化資料をアップして、２次、３次文字化の作業担当者にダウンロードしてもらうこと
によって、作業を引き継いでもらう等の、「作業用」として利用することも可能である。また、NCRBに動
画とともにアップすれば、「教材作成支援システム」を用いて、動画とその文字化資料を活用した「自然会
話を素材とする教材」を作成することもできる。（詳細は、パネル「NCRB（Natural Conversation Resource Bank）
データベースと日本語教育」（宇佐美・木林・品川）にて扱う予定） 
以下、本システムについて、主に 2015年改訂版の機能を中心に紹介する。 
「BTSJ入力支援・自動集計システム(.xlt)」には、TranscriptionシートとDefinitionシートの 2つのシート
がある。Transcriptionシートを開くと、図 1のような画面が現れる。 

 
図 1	 「BTSJ入力支援・自動集計システム・オリジナル」の画面 

1列目に、文字化入力やコーディング項目の集計に関する様々な機能のボタンが配置されている。また、2
列目に、話者記号の凡例や会話の時間等、その会話の基本的な情報を記すようになっている。 
＜文字化入力支援機能について＞ 

NCRBを利用している場合は、NCRBから会話情報をダウンロードし、「NCRB読込」ボタンで当該ファ
イルを開くように指定すると、上部の「当初のグループ名」「会話名」「NCRB 番号」「会話時間」「話者の
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数」が自動入力される。NCRBを利用していない場合は、これらの情報を手動で入力する。次に、「話者登
録」機能を用いて話者を登録する。登録できる話者数は 大 10人で、登録後はプルダウンリストから話者
を選ぶことができる。発話内容は直接セルに入力することもできるが、「入力支援画面」を用いると、発話

重複記号など、対になって入力に手間がかかる記号の入力を、迅速、かつ正確に行うことができる。また、

「エラーチェック」のボタンを押すと、全角の記号を自動的に原則である半角に統一してくれる。また、

誤った入力（記号が対になっていない等）については、エラーメッセージが出されるので、記号等の入力

ミスを防ぐことができる。エラーの修正が完了すると、分析の単位である「発話文」の番号が自動付与さ

れる。 
2015 年改訂版では、ラインごとに、発話内容の「開始」「終了」「発話時間」を入力できるセルがある。
これも、NCRB と連動している機能のひとつである。NCRB には、動画を再生しながらタイムスタンプを
押す機能があり、本システムセットで作成したファイルを「NCRB出力」ボタンを押しTSV形式で出力し、
NCRB にアップロードすることによって、NCRB 上でタイムスタンプを押す作業が可能になる。そのデー
タを再度ダウンロードし、本システムセットで読込むと、図 2のようになる。 

 
図 2	 ラインごとに発話の開始時間と終了時間、発話時間を記入した例 

	 図 2のように 1ラインごとに発話の開始と終了時間を入れることもできるし（発話時間は自動計算され
る）、10ラインごと、あるいは何分かごと、というように大まかに時間を区切って入力することもできる。
この機能は、文字化の修正や分析の際の動画・音声の頭出しを行いやすくし、また、教材として利用する

際には、文字化資料中の音声に対応する発話を順に示していくことを可能にするという利点がある。 
＜基本的な分析項目のコーディングと自動集計機能について＞ 
本システムには、20 列の「コーディング項目列」が設定されている。音声を文字化した後は、各研究者
の研究目的に応じてコーディングを行う（図 3参照）。 

 
図 3	 「文末」のスピーチレベルをコーディングした例 

分析項目の定義を明確にした上で、分析項目名とコーディングに使用する記号全てを、Definition シート
に記入する。記号は、Transcriptionシートの記号と一致させる必要がある。 

Transcriptionシートで全てをコーディングした後、集計したいコーディング項目の列を選択した状態で「集
計」ボタンを押すと、「基本情報」として、各会話における「総発話文数」、「話者ごとの発話文数」、「話者

交替」の頻度、「コーディング列から集計」として、「各項目の頻度と、総発話文数に占める各項目の割合」

（全体、及び、聞き取り不能の発話文とコーディングの対象としない発話を除いた場合の 2 種類）、「各項
目の頻度と、話者ごとの項目の総計に占める各項目の割合」、「各項目の頻度と、各項目の総計に占める話

者別の割合」などの「会話の基本的な記述統計情報」が集計されて表 1 から表 4 の形にまとめられ、新し
いシートに表示される（図 4－左参照）。 
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個別の会話の分析項目を集計したのち、「BTSJ 複数ファイル自動集計システム・オリジナル(.xls)」を利
用すると、複数会話の分析項目の結果（合計や平均等）が処理できる。あらかじめ処理したい複数の会話

を 1 つのフォルダにまとめて保存しておき、「BTSJ 複数ファイル自動集計システム・オリジナル(.xls)」を
クリックした後、そのフォルダを選ぶと、各分析項目の複数会話を合計した頻度や割合、その平均値・

大値・ 小値・標準偏差などの基本的な記述統計の結果が、新しいシートに自動表示される（図 4－右参照）。 

 
図 4	 『BTSJ文字化入力支援・自動集計・複数ファイル自動集計システムセット』で処理した例 

このように、本システムを利用することによって、ひとつの分析項目について多角的な観点から考察す

るための「記述統計的基本情報」という、会話の定量的な分析に必須の処理を、短時間で正確に行うこと

ができるようになる。また、現在公開されている『BTSJによる日本語話し言葉コーパス（トランスクリプ
ト・音声）2011 年版』（宇佐美監修 2011）中の必要なデータを本システムセットに読込めば、分析・自動
集計を行うことが可能である。さらには、BTSJのルールに基づいて各自が手動でエクセルに入力した文字
化資料も、「データ読込み」ボタンから本システムに読込むことができる。つまり、既存の文字化資料も、

本システムに読込むことによって、より本格的な定量的分析が可能なデータになる。 
４．おわりに 
会話の分析の基本的な作業を短時間で正確に行えるシステムの開発は、定量的・定性的分析の双方を含

む会話の「総合的研究」の基礎を支えるものである。本システムを活用して、自然会話データを扱う研究

の時間と労力を節約することは、個々の研究を促進するのみならず自然会話をデータとする研究のさらな

る活性化を促し、この分野全体の発展にも寄与するものであると考える。また、そうすることによって、

会話、対話の教育の重要性がますます高まっている日本語教育の現場にも、実証データに基づいた提案が

できるようになる。また、逆に、日本語教育の実践の場における経験やアイデアを踏まえながら、相互交

流することによって、会話の語用論的分析と日本語教育の実践の相互発展が期待できるだろう。 
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INTRODUCING A READABILITY EVALUATION SYSTEM FOR JAPANESE 
LANGUAGE EDUCATION 

 
Yoichiro Hasebe (長谷部陽一郎), Doshisha University 

Jae-Ho Lee (李在鎬), University of Tsukuba 
 

Abstract: This study introduces a readability evaluation system that was developed to 
support educators and learners of Japanese (available at http://jreadability.net). The 
system analyzes input text and estimates its readability, using a formula based on a 
regression analysis of data collected from 100 language textbooks and the balanced 
corpus of contemporary written Japanese (BCCWJ). In addition to scoring text in 
six-level categories, the system has rich functionalities that are implemented to support 
teachers and learners in carrying out various reading-related activities efficiently and 
effectively. Furthermore, feedback collected on an earlier version of the system is 
discussed, which confirms the usefulness of our method of evaluating text readability, 
while suggesting the necessity for further improvements. 
 
Keyword: readability, text analysis, web application, Japanese education, BCCWJ 
 
1. INTRODUCTION 
     This brief article introduces an online text readability evaluation system for 
Japanese educators and learners. In the following sections, we first illustrate how we 
obtained our readability evaluation formula. Second, we discuss the functionalities of our 
system that make it a useful tool for both educators and learners of the language. Finally, 
we examine feedback from users of an earlier version of the system that was requested in 
order to obtain suggestions for further improvement and development of the system. 
 
2. READABILITY EVALUATION  
     The evaluation formula was developed through analyzing text from 100 Japanese 
language textbooks that were chosen carefully so that the levels of the titles were varied 
and balanced. In addition, text data from the “books-in-general” segment of the BCCWJ 
was added to the data as models of more advanced types of text. The resulting dataset 
was then processed in the following manner. 
     First, the overall dataset was separated into 958 plain text files, each having 1,000 
Japanese characters. Then, human evaluators individually studied the files from the 
textbook data and classified them into five readability levels (“lower elementary,” “upper 
elementary,” “lower intermediate,” “upper intermediate,” and “lower advanced”), and the 
files from the books-in-general segment were categorized as a group titled “upper 
advanced.” 
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     Next, a morphological analysis of these six groups of text was carried out utilizing 
MeCab and UniDic to break down text strings into individual words and obtain textual 
information such as the mean number of words in a sentence and grammatical/categorical 
attributes of words. Among such word attributes were parts of speech, vocabulary levels, 
and origin types (i.e., wago, words of Japanese origin; kango, words of Chinese origin; 
and gairaigo, words of other origins that are primarily from the West). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1: Text files of different word levels 

     A discriminant analysis was performed on the resulting dataset using SPSS so that 
we could classify text files that represented six different readability levels well from those 
that did not. In other words, through this process, we created optimized sets of files that 
could be regarded as fairly prototypical of the six different readability levels. As a final 
step, we then conducted a linear regression analysis (with the stepwise option enabled) on 
the optimized dataset and obtained the following regression formula (R2 = .896): 
 

Readability Score = 11.724 − .056a − .126b − .042c − .145d − .044e 
where a = average length of sentence, b = percentage of kango,  
 c = percentage of wago, d = percentage of verbs, and  
 e = percentage of particles 

 
     Our readability evaluation system applies this regression formula to input text and 
returns a score in six-level categories. In addition, it has several other functionalities that 
are implemented to aid both educators and learners of Japanese, as discussed in the next 
section. 
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3. A TOOL FOR EDUCATORS AND LEARNERS 
     The web system at jreadability.net accepts Japanese text of up to 20,000 characters 
at once and processes it using MeCab and UniDic, which were also used to obtain the 
input data for the discriminant and regression analyses that produced the formula. Besides 
evaluating text and returning the results in six-level categories, the system offers various 
functionalities that will be helpful both for teachers and learners of Japanese in their 
reading-related practices. 

 
 
 

Figure 2: Screenshots of jreadability.net 

First, as partially indicated in Figure 2a, the system shows the readability score 
on its main panel (“text info” panel). Also shown on this panel is graphically represented 
information about the text as well as a button in the upper-right corner that plays a 
computationally synthesized voice reading the text. In addition, the system builds two 
other panels that display the results of the analysis from different perspectives. One of the 
perspectives is the “text details” panel that presents the input text in a line-by-line fashion 
with every component word colorfully highlighted according to its vocabulary level 
(Figure 2b). The other one is the “vocab list” panel that shows, as the name suggests, the 
list of vocabulary items with a detailed description of the grammatical properties 
alongside the number of its occurrence in the text (Figure 2c). Last, vocabulary items 
shown on these two panels are given a clickable link that opens a little pop-up window 
presenting dictionary definitions and example sentences for the word (Figure 2d).   
     With this system, we hope that teachers and learners of Japanese will be able to 
ensure that the readability of text on hand corresponds with the targeted level as well as 

 (a) Left: Main result screen  (b) Right (Top): Line-by-line representation 
   (c) Right (Middle): Word list 
    (d) Right (Bottom): Dictionary lookup 
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be equipped with tools that further boost the effectiveness and efficiency of their 
teaching/learning.  
 
4. DISCUSSION/CONCLUSION 
     Since its alpha release in October 2013, the system has earned approximately 
10,000 page views and garnered 205 reviews from users via its online questionnaire. The 
responses to the questionnaire, which inquires whether users consider the returned score 
to be reasonable based on a four-point Likert scale (with 1 representing the most negative 
response), were generally positive (Table 1). However, approximately 21 percent of 
respondents (44 out of 205) assigned low scores (1 or 2). Hence, we examined the mean 
readability score for each of the 1 to 4 answer groups, obtaining the results in Table 2. 
The figures do not necessarily show a salient difference between the mean readability 
scores of the lower points and the higher ones. A close look at the input text of each 
group, however, reveals a few likely reasons for the negative responses. First, as shown 
in Table 3, the length of the text that received lower scores is relatively shorter compared 
to the text that received higher scores. Moreover, it was discovered that some of the 
textual passages in the latter group deal with highly abstract or technical topics.  
     This questionnaire is admittedly rather informal, and the two findings above 
obviously suggest a limitation of our readability evaluation system. Yet, the limitation 
does not necessarily apply only to our system; rather, it is considered to imply the 
necessity for further discussion to achieve a better definition/understanding of the concept 
of “readability,” and this will be reflected somehow in future versions of the system. 
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語彙教育におけるコーパス利用の有効性	 

―慣用句「足を洗う」を分析事例として―	 

ON THE EFFECTIVENESS OF USING CORPORA IN VOCABULARY 
EDUCATION 

―A CASE STUDY ON THE IDIOM “ASHI WO ARAU”― 
呉琳，北海道大学 

Wu Lin, Hokkaido University 
 

概要：現在、日本では様々なコーパスの構築・公開が進められており、コーパスを用いた言

語研究が盛んに行なわれている。文法の考察、コロケーション情報抽出、言語教育への活用な

ど広範囲な研究成果が挙げられ、今後も新しい言語研究の可能性を探っていかなければならな

い。本発表は、語彙を慣用句の面から研究するための資料としてもコーパスは有効なはずであ

る観点を出発点とし、慣用句「足を洗う」の出現文脈を調査し、その意味・用法を分析するこ

とで、日本語教育推進のための基礎研究を試みるものである。	 

	 キーワード：コーパス	 用例採集	 「足を洗う」	 意味・用法	 

	 

1．問題提起	 

	 辞書は個々の語彙について、発音・意味・用例など様々な情報を提示し、語彙学習上欠かせ

ない道具であり、外国語学習において重要な役割を果たしていることは言うまでもない。一方、

辞書の解説には各種の相違がみられ、学習者を混乱させてしまうこともある。例えば、「足を

洗う」という慣用句は悪事をやめる意味の他に、ただ仕事をやめる意で使えるかどうかについ

て、数種の慣用句辞典で相反する解説がなされる。確かに日本語の「足を洗う」は中国語の「洗

手不干」(悪事から手を引く)に相当すると思われるので、中国人の日本語学習者からみると、

悪事以外に使用するのは不自然に感じられるかもしれない(少なくとも、筆者の語感では、中

立的な要素における「足を洗う」の使用に抵抗を覚える)。	 

	 では、辞書の記述に食い違いが生じる場合、言葉の意味・用法をどのように捉えればよいの

か。少数の用例はその言葉の使用実態をより完全に反映できないし、個人の母語話者の内省だ

けに依存したのではやはり捉えきれない。このような言葉の諸相を正確に把握するためには、

多数の用例を集めることが必要である。そこで、本研究の目的は慣用句「足を洗う」の意味・

用法について、コーパスから得られる多数の用例を観察することによって、その使用実態をよ

り明確にすることにある。	 

	 

2．「足を洗う」の意味・用法	 

	 国語辞典はいずれも解説文に「悪事」、「やめる」という語を含むところが共通している。こ

の解釈を第一義として取り扱い、「足を洗う①」と表記する。一方で、悪事やよくない仕事と

は言えない職業をやめるという意味に関しては解釈の不一致が見られる。本研究では、これを

第二義とし、「足を洗う②」と表記する。例えば、「裏社会から足を洗う」なら「足を洗う①」

と考えるのが妥当であるが、「政界から足を洗う」ならむしろ「足を洗う②」が妥当であろう。	 
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3．各種コーパスによる用例調査	 

	 上に述べた分類に基づき、新聞記事データベースから採集した用例を分析する。分析の対象

とする実例は、朝日新聞『聞蔵Ⅱビジュアル』、毎日新聞『毎索(マイサク)』、読売新聞『ヨミ

ダス歴史館』にアクセスし、全文記事テキストの収録開始日から 2014 年 12 月 31 日までの記

事を検索したものである。表 1に示すのが現段階の調査結果である(検索期間：2015 年 1 月 8

日～2015 年 1 月 15 日)。	 

	 

	 表 1	 各種新聞記事データベースの用例数	 

	 朝日新聞	 毎日新聞	 読売新聞	 合計	 

用例の異なり数(記事数)	 813(773)	 475(458)	 614(578)	 1902(1809)	 

除外した用例	 73	 48	 155	 276	 

文字通りの意味	 239	 145	 165	 549	 

「足を洗う①」	 324	 197	 188	 709	 

「足を洗う②」	 167	 85	 90	 342	 

その他	 10	 0	 16	 26	 

	 

	 いずれの新聞記事データベースにおいても、「足を洗う」という表現を慣用句として使用す

る割合が約半分を占める結果となっている。さらに、慣用句として使用する時、3回に 1 回は

「足を洗う②」の意味に用いられているのである。「足を洗う②」の正誤はともかく、それが

新聞記事において一定の頻度で出現していることは事実である。この結果は『現代日本語書き

言葉均衡コーパス』の用例調査によっても裏付けられた(用例の概要は省略)。	 

	 数々の用例はその文脈に応じてさまざまな使われ方をしているが、比較的頻繁に現れる用法

とそうでないものがあることもこの表現の使用実態である。実例においては書き手、または話

し手がどのような意図をもって「足を洗う」という慣用句を用いているか判然としない場合も

少なくない。	 

	 筆者は朝日新聞を中心にして用例分析を行った結果、「～から／の足を洗う」という文型を

とる用例が最も多く、「から／の」の前に来る要素の出現頻度からその定着度が推定される。

「足を洗う①」は暴力団・やくざと共起することが最も多く、泥棒・強盗・スリ、ギャンブル

類の用語がそれに次ぐ。「足を洗う②」は政治と共起することが最も多く、芸能界やスポーツ

関係の用語がそれに次ぐ。それ以外は即応的なものが多く、比喩的な表現として、「足を洗う」

の生産性が非常に高いことを示唆する。この慣用句に関するこのような情報は豊富な実例を有

するコーパスを使用してはじめて抽出できるものである。コーパスがある表現形式の使用実態

の大枠をつかむのに有効であることを実感させる。 

	 さらに、「～から／の足を洗う」の前に来る要素と悪事との結びつきを手掛かりにして、「足

を洗う①」および「足を洗う②」の用例をいくつかのタイプに分けることができる。「～から

／の足を洗う①」の前に来る要素は、悪事との結びつきが強く、否定的な意味をもつ修飾語に

依存する必要がなく、必ず否定的な意味を表すもの(例 1)と、悪事との結びつきが弱く、必ず
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しも否定的なものではないが、修飾語の力を借りて否定的なものに傾くもの(例 2)という二つ

のタイプに分けられる。これに対し、「～から／の足を洗う②」の前に来る要素は、悪事との

結びつきを感じにくく、否定的な意味を表す修飾関係が希薄であるもの(例 3)と、悪事との結

びつきがなく、修飾関係が不明確で、話者の意図により否定的な意味に移行するもの(例 4)と

いう二つのタイプに分けられる。用例は以下に引用する。	 

	 

(1)	 十日午前九時二十分ごろ、三十歳くらいの男性の声で「ヤクザから足を洗うことにした。

JR 上尾駅東口のロッカーにけん銃を入れた。他の者に使われるとまずいので、警察で処

分してくれ」と上尾署に通報があった。(下線は筆者による。以下同様。)	 

(駅ロッカーに短銃	 上尾署に通報、押収／埼玉 1995 年 11 月 11 日朝刊)	 

(2)	 「貧乏床屋の跡継ぎで、上の学校へ行くどころじゃねえさ」。(中略)	 

	 	 ただ、35 歳で「貧乏床屋」の足を洗い、7、8 年、織物行商の旅に出て書いた小説「狐と

狸」は 2度映画化。	 

(熊王徳平さん	 8 月 1 日没(人・流れ雲) 1991 年 08 月 10 日夕刊)	 

(3)	 市長選への出馬を要請する６万人を超す署名に心が動いた。「負けたら、政治から足を洗

う」と周りに宣言。退路を断って選挙戦を戦い、現職を破った。	 

	 (松山市長選、候補者の横顔／愛媛 2003 年 04 月 22 日朝刊)	 

(4)	 《万歳の声と拍手に送られて栄転者はうれしそうに小倉駅から去ってゆく。駅頭では残留

組に、君も早く九州から足を洗って戻ってこいとか言い合う。「半生の記」》	 

	 	 	 (（清張を読む）鉄道時代、情念運んだ夜汽車／西部・共通	 2009 年 09 月 05 日朝刊)	 

	 

4.「足を洗う②」の定着過程	 

	 これらのタイプはそれぞれ独立しているものではなく、むしろ互いに連続性を帯びている。

以下、悪事との結びつきは否定的な意味をもつ修飾語によって示されるかどうかに注目し、「足

を洗う②」の定着過程を示す(点線の矢印は移行の方向、実線の楕円は定着度が高く、頻繁に

用いられるもの、点線の楕円は定着度が低く、即応的なものを示す)。	 

	 

図 1	 「足を洗う②」の定着過程	 

	 	 社会的評価	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 話者の心理	 

	 	 	 	 	 	 

	 	 修飾関係が	 	 	 	 	 	 修飾関係が	 	 	 	 	 	 修飾関係が	 	 	 	 	 修飾関係が	 

	 不必要である	 	 	 	 	 	 明確である	 	 	 	 	 	 希薄である	 	 	 	 	 不明確である	 

	 	 (やくざ)	 	 	 	 	 	 	 (貧乏床屋)	 	 	 	 	 	 	 (政治)	 	 	 	 	 	 	 (九州)	 

	 	 	 	 「～から／の足を洗う①」	 	 	 	 	 	 	 	 	 「～から／の足を洗う②」	 

	 

	 すなわち、社会的評価によってよくないと判断される要素は、修飾語の明記が不必要であり、

その要素の定着度も高い。話者の心理的判断に依存する度合いが高いほど、修飾関係が薄れつ

つあり、「足を洗う②」が成り立つ。完全に話者の心理的判断に委ねる時、連語関係が不明確
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であっても要素に対する悪いイメージが訴えられる。言語内的な要素から解釈すると、社会的

評価はともかくとして、心理的にきっぱりと離れたいという話者の意識が強い時、「足を洗う

②」にもそれなりの合理性があるということである。	 

	 一方で、「足を洗う②」は政界・芸能界・スポーツ界・経済界の報道に頻繁に使用される傾

向がある。新聞記事データベースはこういった分野の記事に集中しがちなので、ここでは用例

数の多寡は問題にせず、前後文脈に見られる共通性を手掛かりとして、言語外的な要素を考え

てみたい。	 

	 これらの仕事はヤクザや強盗とは異なり、なんらかの形で社会に対して貢献をしたり、影響

を与えたりする華やかな仕事である。しかし、華やかで注目をあびる表舞台の一方で、ペース

が速く、競争が過激な仕事でもある。「足を洗う②」という用法はこうした状況を背景にして

生じてきたものであると考えられる。	 

	 

5．まとめ	 

	 以上、各種コーパスを利用し、慣用句「足を洗う」の使用実態を詳しく考察した。本研究は、

「足を洗う」という特定の一語を一つの具体的事例として考察を加えたものではあるが、言葉

の使用実態を把握するために、コーパス利用の有効性の一端を示すことにもなるであろう。日

本語教育では学習者によるコーパスの利用はまだ進んでいないのではないかと思われる。しか

し、コーパスには学習者が必要とする情報がたくさん秘められている。例えば、「足を洗う」

は悪事にしか使えないのか、悪事との結びつきが弱い要素にも使えるのか、コーパスを慣用句

辞典として使うことができれば、学習者は助かるであろう。	 

	 一方、指導者側も常に現代日本語の使用実態を把握する必要がある。語彙を慣用句の面から

研究する際のコーパスの利用価値はその統計自体にあるのではない。分析事例を積み重ねた成

果を応用し、統計を踏まえた科学的かつ実証的な手続きを経ることでより言語使用の最新の実

態に即した学習者用の慣用句辞典の完成が期待される。	 

	 

コーパス関連 URL	 

(1)朝日新聞記事データベース『聞蔵Ⅱビジュアル』http://database.asahi.com/library2/	 

(2)毎日新聞記事データベース『毎索(マイサク)』	 	 

	 	 https://dbs.g-search.or.jp/WMAI/IPCU/WMAI_ipcu_menu.html	 

(3)読売新聞記事データベース『ヨミダス歴史館』https://database.yomiuri.co.jp/rekishikan/ 

(4)独立行政法人国立国語研究所『現代日本語書き言葉均衡コーパス』モニター公開データ	 	 	 

	 	 	 (2009 年度版)	 

26



	  
	  

実践しやすいブレンド型授業の提案とその効果	 

The Effect of Conducing Easy-Access Blending Learning  

Ming-jan CHEN, TATUNG UNIVERSITY 

	 

要旨：	 

	 本研究は一般に使われているパソコンソフト、インターネット環境のみで、実践できるブレン

ド型授業を提案、実践し、アンケート調査と成績で効果を確認した。実践対象は自国で日本語を

勉強している非日本語専攻学習者で、科目は初級レベルの文法授業である。授業は「予習⇒授業

⇒学習の確認」のサイクルでデザインしている。授業前は SNS を使って教師が自作した予習ビデ

オを配布し、授業後は SNS を宿題の場として活用する。分析の結果、「予習ビデオ」や「SNS の宿

題」が「成績向上」との相関関係が認められ、実施前後の成績差の有意性も確認できた。本実践

が提案した方法は授業の活性化と成績向上に有効であることがわかる。	 

	 

キーワード：ブレンド型授業、SNS の活用、実践のしやすさ、予習ビデオ、非日本語専攻学習者	 	 	 

	 

１、  はじめに	 

	 近年、教育現場ではブレンド型授業という新しい授業形態が打ち出され、学習意欲や学習効果

における有効性も研究によって実証されている。語学教育の場合、伝統的な授業形態と eラーニ

ングとの組み合わせが最も多い。たとえば金庭・奥野（2009）は講義支援システム Jenzabar で読

解授業を支援し、徳本（2011）は自作のサーバー・プログラムに OERP（Online	 English	 Reading	 

Practice）を搭載することで読解授業の学習量不足を解消した。しかし、それらのシステムを利

用するには設備などが必要で、類似したソフトを制作する場合は技術が必要になる。技術や、費

用などが理由で実践にためらう教師は少なくないと思う。実際、筆者もその一人であった。	 

	 一方、インターネットの急速な発展により、海外の日本語学習者の学習環境も大きく変わった。

一昔までは教室内でしか日本語環境がなく、教師もリソースの少なさに苦しんでいた。しかし、

今はインターネットを繋げば、いつでもどこでも日本に関する情報を得ることができ、極端に言

うと、文法知識を学ぶだけなら、インターネット上の日本語学習サイトや動画でも同じ効果を得

ることができる。そうすると、教室内の教師の役割は何だろう。本研究は筆者自身が感じたこれ

らの疑問が出発点になり、プログラムを制作する技術を持たない、ごく一般の日本語教師の立場

からブレンド型授業について考え、身近にあるツールを使って試みた実験である。	 

	 

２、  実践内容	 

今回提案する方法は予習ビデオと SNS（ソーシャルネットワーク）を組み合わせた方法である。

予習ビデオは反転授業（flipped classroom）や、インターネットに多く公開されている自作学習動

画からヒントを得た。大人数で授業する場合、学習者の理解のスピードが違うため、同じ説明を

繰り返して行う時が多い。しかし、説明に時間を費やすより、内容の討論や、練習に使ったほう
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が意義があり、教師がパソコンに取って代われない役割と考え、基本説明の部分をビデオで代用

した。SNSの取り入れに関して、まずは勉強の堅苦しさを和らげる効果がある。また、SNSが学

習意欲と効果に与える影響は陳（2014）で確認できたため、今回は更に予習ビデオ発信の役割を

担わせた。 

具体的な授業構成は「予習⇒授業⇒学習の確認」のサイクルを作ることで、授業の予習ビデオ

製作がその第一歩となる。配布時間は授業前の一週間で、方法は SNS である。授業中は内容を確

かめながら、練習や質問に重きを置く。そして、授業の最後は授業内容の理解を確認するための

テストを実施する。授業後は SNS や紙面などで宿題を出し、学習の確認や学習者間の学び合いを

促す。今回提案した方法を「実践しやすい」方法と名づけた理由は、上述した内容のいずれも一

般のパソコン技術で実践でき、誰でも同じ手法で授業に取り入れられるからである。	 

今回の実践対象は日本語を第二外国語として勉強している非日本語専攻学習者である。一学期

（18 週間）の授業を前半と後半に分け、前半は普段の授業を、後半は今回提案したブレンド型授

業を実施した。前半の一般授業と後半のブレンド型授業で最も大きな違いは授業における学習者

の参加時間である。前半の方法で授業を行う場合、練習に費やせる時間は 20 分間ぐらいであるの

に対して、後半の方法は文型説明の時間が短いため、学習者の練習時間が 2倍以上に増えた。ま

た、小テストの方法も一つ大きな変革である。前半の小テストは最初の行い、単語テストの形式

をとっているのに対して、後半は授業の最後に行い、授業中に学んだことの理解に重点を置いた。

SNS に関して、本実践はクラスの学習者全員が使用している Facebook を選び、予習ビデオや宿題

など、情報共有の場として活用した。学習者の学習効果に関しては筆記試験の方法を取った。同

時に学期末にアンケート調査を実施した。	 

	 

３、  実践の効果	 

	 今回の実践を確かめるため、いくつかの視点から分析を試みた。まずは、100 分間の授業内容

の比較を行った。授業全体における教師の講義時間と学習者の練習時間を計算すると、前半の授

業の場合は教師が 60 分で学習者が 20 分の割合に対して、後半の授業では教師が 35 分で、学習者

が 50 分と、後半のほうが学習者の参加が多いことが分かる。教師側の視点から見ると、ブレンド

型授業は学習者に練習させる時間を作り出していると同時に、授業に活動を取り入れる時間も与

えてくれた。大人数の文法授業の場合、どうしても教師の一方的な講義になりやすい。しかし、

ブレンド型授業で行えば、学習者の参加を増やすことができる。	 

次にアンケートについて分析を行った。アンケート調査の内容は五段階評価の質問と、自由記

入形式の質問がである。そのうち、授業効果の実感及び学習者の学習習慣に関する問題が 13 問あ

り、それを SPSS ソフトで相関関係を確認した結果、「自分の努力は成績に反映している」という

項目は「予習ビデオ」、「ペアでの文法練習」、「教科書の文型練習問題」、「教科書の宿題部分」、「FB

の宿題」、「日本語能力が上達した」6つの項目との相関関係が認められた。言い換えれば努力し

た分成績が良くなったと感じている学習者は予習ビデオの効果を認め、ペアでの文法練習や、教

科書の文型練習問題と宿題、そして FB の宿題が関与していると考えている。この関係の中で、注
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目してほしいのは「予習ビデオ」と「FB の宿題」である。これ以外の項目に関しては他の教室で

も行っていると推測できるのに対して、「予習ビデオ」と「FB の宿題」は今回提案したブレンド

授業で、新しい試みである。それを学習者たちが有効だと判断した。	 

表 1	 授業効果の実感と学習習慣の相関	 

	 

	 また、アンケートには予習ビデオの視聴率、長さや、テスト方法などに関する意見などの項目

もあり、それらの結果を円グラフでまとめると、次のことがわかる。まず、「ブレンド型授業のほ

うが学習によい」という項目に関して、82％の学習者は賛成していることがわかる。予習ビデオ

の視聴率も 6課全部見たのが 51％で、5 課見たのは 21％。予想より良いと教師は思った。ビデオ

の長さに関して、学習者の答えを見る限り、現在の 10～15 分程度が丁度よいということがわかる。

また、実施する時間帯と内容を大きく変えた小テストについて、80％の学習者は変更後の方法が

良いと答えた。これらの回答を見ると、今回提案したブレンド型授業は学習者に受け入れらてい

ることがわかる。	 

	 	 	 	 

最後は成績の面から分析を行った。授業形式の違いが成績に影響を与えているかどうかを確認

するため、まずは 10 点ごとにグループ分けした成績の分布を比較した。青い線が中間テストの成

績で、赤い線がブレンド型授業を行った後の期末テストの成績である。図 5を見ると、中間テス

トより期末テストのほうが左よりで、平均点が高くなっていることがわかる。	 

また、学習者毎の中間テストの成績と期末テストの成績を比較した結果（図 6）、青い線と赤い

線が同じ傾向であることがわかると同時に、赤い線のほうがやや上部にあることも見られる。実
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際、全ての学習者ではないが、点数を見る限り 52 名の学習者の中 40 名の人は中間テストより期

末テストのほうがいい成績を取っている。クラス全体の平均も中間テストの 67 点から、期末テス

トが 73 点にと上昇した。学習者毎の成績差に意義があるかどうかを確認するため、ペアｔ検定も

行った。その結果、P値は 0.000 で、有意性があるという結果が得られた。今回のブレンド型授

業は学習者の成績向上に結びついたと言えるであろう。	 

	 	 

	 

４、  おわりに	 

一般の教師でも実践可能のブレンド型授業を提案、実施し、学習者の成績とアンケートを通し

てその有効性を示した。しかし、教師が授業方法を変える時、最も心配するのは学習者の受け入

れである。アンケートの自由記述部分の回答を見ると、成績上位群の学習者は「予習ビデオの効

果はいい。このまま続けてほしい。節約した授業時間をその他の活動に使える」や「予習ビデオ

はとてもわかりやすい。新しい小テストの方法も文型の復習と翻訳の練習ができるから、いいと

思う」のように、授業の活性化に喜んでいることがわかる。それに対して、成績下位群の学習者

からは「FB 宿題は学生に考えさせることができ、他のクラスメートの考えも知ることができる」

や、「予習ビデオは自分のペースで繰り返して見ることができる。聞き逃しの心配もない」などの

意見が見られ、予習ビデオと FB 宿題は学習の手助けになると述べている。つまり、成績上位群も

下位群も予習ビデオの導入や、新しい授業方法に対して好意的で、進んで自分の学習に取り入れ

ていることがわかる。大人数のクラスでよく我慢させられている両群の学習者が本実践が提示し

た方法でより満足したことは、本実践のもう一つの効果だと筆者は考える。今後は引き続き一般

の教師が実践できるという観点からブレンド型授業を考え、海外の日本語教室に提案して行きた

いと思う。	 
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院生向けのサバイバル日本語に特化したブレンド型授業 

BLENDED LEARNING IN SURVIVAL JAPANESE CLASS 

FOR GRADUATE STUDENTS OF SCIENCE 

 

徳本浩子（名古屋外国語大学）Hiroko Tokumoto, Nagoya University of Foreign Studies 

鈴木かおり（名古屋外国語大学）Kaori Suzuki, Nagoya University of Foreign Studies 

山本裕子（中部大学）Hiroko Yamamoto, Chubu University 

 

概要：	 理工系大学院生は、日本語学習に割く時間はほぼないが、ある程度日本語ができれば研

究生活が快適になるため、学習意欲は高い。しかし、様々な理由からその多くが学習初期段階で

挫折してしまう。そこで、理工系大学院生に特化したサバイバル日本語教科書およびオンライン

教材を開発し、文法シラバスを基にしつつ Can-doを表に出したブレンド型授業を構築した。 

生活者向けサバイバル授業と比較すると、研究・生活環境に合わせた Can-do採用で、全員が学

習内容をすぐに応用できていた。また、ニーズに特化した教材をオンラインで提供したことで、

学習量が増え意欲の低下も防げた。その結果、学習者は達成感が得られ、学習効果の向上が示さ

れた。 

 

キーワード：	 ブレンド型授業、サバイバル日本語、Can-do、教材作成、学習効果 

 

背景  

名古屋外国語大学では、名古屋大学からの依頼で「理工系大学院で学ぶ留学生向けサバイバル

日本語講座」を、名古屋大学と三重大学において 2013年から３期提供してきた。本発表は、この

サバイバル日本語コースにおいて試みたアプローチに関する実践報告およびその結果の考察であ

る。 

 

実践内容  

理工系大学院生は、日本語学習は必須ではないし、実験・研究に忙しく日本語学習に割く時間

はほぼないが、ある程度日本語ができることが研究生活の快適さを左右するため、学習意欲は低

くない。しかし、日本語知識ゼロで日本に放り込まれた大学院生に適した授業はないと言っても

よく、語彙の難易度、場面の実用性等の理由で学習初期段階において挫折してしまうことが多い。

そこで、日本語ゼロで来日した理工系大学院生に特化したサバイバル日本語教科書および教材を

開発した。 

サバイバル日本語では場面シラバスを基に、暗記を主とする学習が一般的であるが、それでは

知的レベルの高い大学院生が期待する学習効果は得にくい。体系的学習に慣れている彼らは「ど

うしてそう言うのか」を理解したがる。そこで週２時間の学習ではあるが、あえて「どうして」
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を教える文法シラバスを基にした上で、達成感を持たせ、挫折させないことを最大の目標として、

学習者の心理的抵抗を軽減するために、ニーズに特化した Can-doを表に出して実用性を訴えた。 

達成感を与えるためにはある程度まとまった内容を教える必要があるが、２時間×10週程度の

授業時間内ではそれは至難の業である。その上、このコースは１週間に１度しか教室授業がない

ため、宿題を授業で回収していると宿題提示から返却までに３週間必要となり、授業進度と宿題

進度がかなりずれてしまう。また、１回欠席したら２週間ブランクがあいてしまう。そこで、全

ての副教材および課題をオンライン化した。こうすることによって、学生は自分のペースでいつ

でもどこでも何度でも学習することができるようになり、欠席しても中断することなく学習を継

続することが可能となった。これら教材は授業時間内で使うことはなく、自主学習のためだけの

ものである。 

開発した教材は、教科書に準拠した、①語彙自習プログラム、②モデル会話聴解自習プログラ

ム、③文法理解度チェックミニテストである。学習時間に乏しく読み書きにハンディがある彼ら

のために、ほぼ全ての教材に音声ファイルを搭載し、出来るだけ日本語の音に慣れるようにして

ある。オンライン教材はすべて、提示だけでなく、提出・自動採点まで含めた双方向教材である。 

 

実践結果  

1. 受講者数と出席率 

表１	 受講者数と出席率	 （人）（％） 

 2013_F（全 10回） 2014_S（全 11回） 2014_F（全９回） 

名大Aクラス ９人	 	 (72.4%) ５人	 	 (79.1%) 14人	 	 (76.3%) 

名大Bクラス ８人	 	 (68.1%) ６人	 	 (78.8%) （N２	 20人） 

三重大クラス 15人	 	 (68.0%) 13人	 	 (83.1%) 13人	 	 (74.4%) 

Total 32人	 	 (69.3%) 24人	 	 (81.2%) 27人	 	 (75.3%) 

 

開講時期、開講回数等の条件により受講者数に変動はあったが、総じて出席率は高かった。2014

年春は、受講者数は少なかったが出席率はどの会場も非常に高く、脱落者もほとんど出なかった。 

 

2. 授業内容 

	 実際の授業スケジュールの例として 2014年秋の授業内容を次ページの表２にまとめた。 

	 文字はひらがな清音のみ３回に分けて学習させた。この学習は各回 20分ほどでおこなった。 

	 文法項目は「自己紹介→N1は N2です（名詞文）→指示詞→場所・・・」の順序で提出した。

これは『みんなの日本語』のような文法シラバスでの提出順と同様である。しかし受講者のニー

ズを考え、「研究室の友人に買い物を頼む」や「メモの内容を尋ねる」など、すぐに実生活で応用

できる内容で Can-doとして提示し、受講者に使い方のイメージが沸き、達成感が得られるように

工夫した。 
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表２	 2014年秋の名大 Aクラスの授業内容 

回 項目 Can-do 

第 1回 
Pre-interview 
Greetings 

Can make basic greetings appropriate to the situation to a friend or a 
neighbor.	 ひらがな「あーそ」 

第 2回 
自己紹介 Can ask a person around you for his/her name, hometown, field of study, 

etc. or give such information when asked.	 ひらがな「たーほ」 

第 3回 
数え方 
ものの名前 

Can order food or drink with simple expressions such as "this please" 
while pointing to a picture on a menu at a restaurant. ひらがな「まーん」 

第 4回 
所有・こそあど 
数字（電話番号） 

Can exchange phone numbers with someone. 

第 5回 
買い物を頼む 
時間と場所 

Can ask a person to do shopping for speaker or accept such request when 
asked. 
Can ask time and place or answer such questions when asked. 

第 6回 
時間と場所のメ

モ 
Can read and understand a short, simple note written on a message board. 

第 7回 
スケジュール Can explain your own plan or schedule. 

Can explain someone else’s plan or schedule. 

第 8回 
時制 
約束 

Can talk about your past experiences. 
Can make and respond to invitations and suggestions. 

第 9回 
まとめ 
Post -interview 

Can discuss what to do, where to go and make arrangements to meet. 

 

実際のドリルの例 

A： すみません。あの	 メモ、なんて	 かいてありますか。 

B： はい、え～と・・・・。「1じから	 ①じっけん」ですよ。 

A： そうですか。②じっけんしつは	 どこですか。 

B： ③215です。 

 

3. 成果 （2014_F 14名のうち） 

初回のインタビュー時 

・ 既習歴があり、自己紹介程度の内容は日本語で答えられた人が 3 名、名前以外すべて英語で

答えた人が 10名、英語も日本語も全くできずメモを持参した人が 1名だった。つまり、ほと

んどの受講者がほぼ「ゼロ」の状態であった。来日前に日本語学習の経験がある人もいたが、

ほとんどが「覚えていない」ということだった。 

・ 文字に関しては、3名のみ、ひらがなの読みができた。 

最終回のインタビュー時 

・ 文字に関しては、4名はまだひらがなを読むことに不安があるが、それ以外の受講者は、ひら

がなはほぼ読めるようになった。 

・ 文法項目に関しては、文末まで言えなかったり、テンスで間違ったりする学生は多かったが、

 
 

33



 

 
 

学習した語彙と文型を使って答えることができるようになっており、学習した内容が身につ

いていることがうかがえた。 

アンケートによる満足度 

・ 買い物ができるようになった、研究室の人たちとやり取りができるようになったなど、自分

の日本語が上達したという高い満足度が示された。 

 

4. 考察 

	 ここで、ブレンド型授業の有効性をみるために、発表者の一人が 1993年から指導している地域

の生活者向け日本語教室と、今回の大学院生向け日本語講座を比較する。どちらも受講生の構成

は多国籍であり、学習の機会が得られにくいことや、仕事に忙しく自主学習の時間がとれないな

ど学習環境が整わない点で共通している。 

	 この地域の生活者向け日本語教室では初級から上級まで９つのレベルの授業が行われているが、

初級レベルの中でも大学院生向けの講座と同じ「初めて日本語を学ぶクラス」を比較の対象とし

た。どちらも授業や教材作成は文法シラバスを基にして行っているが、生活者向けの地域の教室

には、can-doによる目標の提示がなく、オンライン教材によるサポートも無い点で異なっている。 

	 表３に 2014年秋のコースについて、それぞれの講座の出席率と、60％以上出席した受講者が全

体の中でどれぐらいであったかという割合を示した。 

 

表３「生活者向け日本語教室」と「理工系大学院生向け日本語講座」の出席率（人）（％） 

2014年秋コース 生活者向け（全 12回） 大学院生向け（全９回） 

出席率 18人	 	 (66.7%) 27人	 	 (75.3%) 

60％以上出席率 10人	 	 (55.6%) 21人	 	 (77.8%) 

 

2014年秋のコースを比較すると、全体の出席率は生活者向けの教室のほうがやや低めだが、大き

な差はない。しかし、60％以上の出席率では、大学院生向け講座のほうが２割以上も多いことが

わかる。さらに、生活者向けのクラスでは数回欠席すると学習の継続が困難となり、挫折してし

まう傾向が見られた。このような、学習環境の整わない学習者に日本語学習を継続させることは、

日本語講座の運営においてもっとも困難な点の一つであるが、can-do やオンライン教材による日

常のサポートがあるブレンド型授業が、学習意欲の低下を防ぎ学習を継続させることに有効であ

ると考えられる。 

	 本講座は学習者の研究・生活環境に合わせた Can-doを採用したことで、習得度に差が生じるこ

となく、全員が学習内容をすぐに使用・応用できていた。また、学習者のニーズに特化した教材

をオンラインで提供したことで、学習量が増え意欲の低下も防げた。結果として、学習者は満足

感・達成感が得られ、学習効果の向上が示された。従って、今回のブレンド型授業は、継続性と

運用力において肯定的な効果が認められたと言えるだろう。 
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音声認識を用いる言語能力測定システム「言秤」の提案  

久保 圭（大阪大学），宮部 真衣（京都大学），四方 朱子（京都大学） 
荒牧 英治（京都大学），李 在鎬（筑波大学） 

 

KOTOBAKARI: Measuring Japanese for Teaching Approach 
Kay KUBO, Osaka University	 Mai MIYABE, Kyoto University 

Shuko SHIKATA, Kyoto University	 Eiji ARAMAKI, Kyoto University 
Jae-Ho LEE, University of Tsukuba 

 
要旨：現在，日本では多くの留学生が日本語教育機関において日本語を学んでいる．その習熟度の

評価に際して，特に「話す能力」と「書く能力」については，評価者によって判定に揺れが生じる

可能性があり，統一した判定が困難であると考えられる．この問題点をふまえて，本研究では，日

本語で書かれたテキストや日本語で話された音声から言語能力指標（語彙量・使用語彙の難しさや

特殊性など）を自動測定するシステム「言秤（ことばかり）」を提案する．3 種類のコーパス（日
本語教科書コーパス，KY コーパス，日本語学習者作文コーパス）の測定結果について概観するこ
とにより，システムの有用性と日本語教育への応用可能性について議論する． 
 
キーワード：日本語教育，言語能力指標，音声認識，作文評価，会話評価 
 

1.	 はじめに  

	 現在，日本では多くの留学生が日本語教育機関において日本語を学んでいる．学習者の習熟度に

対して，適切な評価を与えることが各教育機関に求められているが，評価する能力によってその判

定の難しさは異なる．選択問題や空所補充問題など，正答が一つに決まっていることが多い読解試

験や聴解試験については，評価者による判断の揺れは生じにくいと考えられる．しかし，作文課題

やスピーチ・テストなどは，その評価基準を統一的に設定しても，評価者の主観によって判断に揺

れが起こり得る．つまり，4 技能のなかで，とりわけ「書く能力」と「話す能力」の評価は，信頼
性に問題を孕むものと考えられる． 
	 この問題をふまえ，本研究では，日本語のテキストや音声から言語能力を自動測定するシステム

「言秤」を提案する．また，本システムの有用性を検証するため，3 種類のコーパスから言語能力
指標を測定し，その結果について概観する． 
 

2.	 言語能力測定システム「言秤」とは  

	 本研究で用いる言語能力測定システム「言秤（ことばかり）」は，日本語で綴られた文章や日本

語で話された音声から，言語能力指標を自動測定する機能を持つ．測定した言語能力指標の値によ

って，語彙量，使用語彙中の日本語教育レベル別使用率，機能表現の難易度，文章の具体性などを

把握することができる． 
	 宮部 (2014) では，認知症や発達障害のような，病状の進行につれて言語能力に影響を及ぼすこ
とが知られている疾患を対象として，言秤を用いたスクリーニングの可能性について述べている．

各言語能力指標の詳細については次節で述べる． 
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3.	 本システムによって測定される言語能力指標  

	 本研究で測定する指標は，以下の (i) 〜 (vi) である．これらの指標は，荒牧 (2014) で加齢に
よる言語能力の変化を調査するために用いられたものである． 
	 本研究では，これらの指標を「日本語教科書コーパス」「KY コーパス」「日本語学習者作文コ
ーパス」から測定し，それぞれの測定結果を観察する．各指標の説明について，以下では最小限に

とどめるが，さらなる詳細については荒牧 (2014) を参照されたい． 
 
(i)	 機能表現難度 (Difficulty of Functional Expression; FNC) 
	 機能表現の難度を表す指標．機能表現とは，日本語における機能語と複合辞を総称したものであ

る．難易度の定義は「日本語機能表現辞書つつじ」で設定されているものを 1から 5の 5段階に変
換した．文ごとに算出し，その平均を FNC スコアとする．この値が大きいほど，文章内のおける
機能表現の難易度が高いことを示す． 
(ii)	 頻度・使用者数比 (Frequency per User Popularity; FPU) 
	 語の特殊性を表す指標．語の特殊性の定義は，ある語の出現頻度をそのユーザ数で割った値とす

る．語ごとに頻度・使用者数比を算出し，全単語の値を平均した値を FPU スコアとする．この値
が大きいほど，ユーザ数が少ない特殊な語であることを示す． 
(iii)	 日本語学習語彙レベル (Japanese Educational Lexicon Level; JEL) 
	 語彙の難易度を表す指標．難易度の基準は，日本語教育語彙表 (http://jhlee.sakura.ne.jp/JEL.html) 
における語彙レベルを用いた．レベルは 1（初級前半）から 6（上級後半）の 6 段階に分けられる．
各語の難易度を算出し，テキストあるいは音声内の使用語彙について，レベル別に使用割合を示す

ことができる． 
(iv)	 具体性 (Named Entity Ratio; NER) 
	 文章の具体性を表す指標．具体性の定義は，固有名形態素数を全名詞形態素数で割った値とする．

文ごとに算出し，平均した値を NER スコアとする．この値が大きいほど，文章の内容が具体的で
あることを示す． 
(v)	 ポライトネス (Politeness of Functional Expression; PLT) 
	 機能表現の丁寧さ（ポライトネス）の程度を表す指標．ポライトネスの分類については「日本語

機能表現辞書つつじ」を用いた．この分類では，「常体」「敬体」「口語体」「文語体」に分けられて

おり，これを口語体=1，常体=1，敬体=3，文語体=5 に変換した．文ごとに算出し，平均した値を
PLTスコアとする．この値が大きいほど，使用されている機能表現が丁寧であることを示す． 
(vi)	 タイプ・トークン割合 (Type Token Ratio; TTR) 
	 語彙量の多寡を推定するための指標．この指標は，Type（異なり語数）と Token（延べ語数）の
比率 (Type/Token) であり，文章全体で集計した値を TTRスコアとする．この値が大きいほど，語
彙量が多いことを示す． 
 

4.	 測定に用いたコーパスの種類と概要  

	 本研究では，「日本語教科書コーパス」「KY コーパス」「日本語学習者作文コーパス」の 3 種類
のコーパスから各言語能力指標を測定した．本節では，各コーパスの概要を説明する． 
	 まず，日本語教科書コーパスとは，日本国内で流通している初級から上級までの日本語教材から，

販売実績に基づいて選定し電子テキスト化したものである．また，テキスト化した後，5 段階（初
級前半から上級前半）のレベルに分類した．さらに，上級後半レベルとして，現代日本語書き言葉
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均衡コーパス (BCCWJ) 内の国会会議録のデータを収載した．なお，コーパスの規模は，592,674
語（初級前半: 72,691語，初級後半: 68,748語，中級前半: 87,433語，中級後半: 174,968語，上級前
半: 69,270語，上級後半: 119,564語）である． 
	 次に，KY コーパスとは，日本語学習者 90 人に対する OPI の音声をテキスト化したものであり，
被験者の内訳は，英語，中国語，韓国語の母語話者が 30人ずつである．さらに，その 30人の OPI
の判定結果別の内訳は，それぞれ，初級 5人，中級 10人，上級 10人，超級 5人ずつとなっている．
本研究では，ここから被験者の発話のみを抽出したデータを用いた． 
	 そして，日本語学習者作文コーパスとは，大学レベルの中級・上級レベルの日本語学習者の作文

579 編を電子データ化した資料である．なお，内訳は中級が 393 編，上級が 186 編であり，作文の
平均文字数は，300字程度である． 
 

5.	 3種類のコーパスの測定結果と概観  

	 以下に，3種類のコーパスの測定結果を表で示す． 
	 表は，上段の左から FNC/FPU/JEL，下段の左から NER/PLT/TTRの順に並べている． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【FNC】 日本語教科書コーパス，KY コーパス，日本語学習者作文コーパスともに，昇級に

ともなう目立った値の上昇はみられなかった．KY コーパスと日本語学習者作文コ
ーパスの比較においては，日本語学習者作文コーパスのほうが，わずかに上昇率は

高かった．この結果から，より難易度の高い機能表現は，作文においてよく用いら

れる傾向があることが考えられる． 
【FPU】 日本語教科書コーパスでは昇級にともない上昇をみせ，KY コーパスでは下降，日

本語学習者作文コーパスではわずかな上昇をみせた．この結果から，学習が進み，

使用語彙が増えるにつれて，会話ではより平易な（特殊ではない）語を用いる傾向

が，作文では特殊な語を用いるようになる傾向がみられる． 
【JEL】 初級後半，つまりレベル 2 以上の語彙の使用率は，日本語教科書コーパス，KY コ

ーパス，日本語学習者作文コーパスともに，昇級にともなう値の上昇がみられた．

しかし，中級後半，つまりレベル 4 以降の語彙の使用率については，KY コーパス
と日本語学習者作文コーパスではほぼ上昇がなく，日本語教科書コーパスにおいて

もわずかな上昇がみられる程度であった．この結果から，レベル 2までの語彙は効
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率よく使用語彙になっているが，レベル 4以上の語彙については，使用語彙ではな
く理解語彙となっている可能性がある． 

【NER】 KY コーパス，日本語学習者作文コーパスともに，昇級にともなって値の下降がみ
られた．日本語教科書コーパスにおいては，ほぼ横ばいであった．この結果によ

り，昇級につれて文章の具体性が落ちていることがわかるが，これは固有名詞の使

用が減っていることによるものか，それとも文章内の形態素数が増えているのか，

どちらに起因するものであるかは不明である． 
【PLT】 KY コーパスが昇級にともなう値の上昇がみられ，日本語教科書コーパス，日本語

学習者作文コーパスともに，昇級にともなう目立った値の変化はみられず（値は 3
付近で横ばい），KY コーパスと日本語学習者作文コーパスの比較においては，日
本語学習者作文コーパスのほうが，わずかに値が高い程度であった．この結果か

ら，日本語教材や学習者の会話や作文には，敬体レベルの機能表現がよく用いられ

ていることがわかる． 
【TTR】 日本語教科書コーパスでは昇級にともない上昇，KY コーパスでは下降，日本語学

習者作文コーパスは横ばいという結果になった．この結果から，教科書内では当然

語彙量が増加していくが，作文で用いる語彙量はそう変わらず，むしろ会話での語

彙量は減っていることがわかった．しかし，この会話での傾向が，異なり語数の減

少によるものか，延べ語数の増加によるものかはわからない． 
 

6.	 おわりに  

	 本研究では，言語能力測定システム「言秤」を用いて，「日本語教科書コーパス」「KY コーパス」
「日本語学習者作文コーパス」の 3種類のコーパスから言語能力指標を測定した．また，それぞれ
のコーパスが示した値の傾向を概観した． 
	 本システムは，先述の宮部 (2014) や荒牧 (2014) など，幅広い応用可能性をもつと考えられる
が，日本語教育での活用を検討した際には，まず，作文課題やスピーチ・テストの評価に応用し得

る．ある学習者が段階に応じた語彙や表現を用いているかについて，現状の言語能力のみを測定す

ることも可能であるし，また，数ヶ月ごとに測定した際に，どのような指標にどのような変化がみ

られるかなど，日本語習熟度の変遷を捉えることも可能であるだろう．これはある特定の学習者に

対してのみ有効ではなく，クラス単位で測定することによって，クラスのある時点でのおおまかな

傾向や変遷をみることも可能である． 
	 今後の課題として，音声認識の改善などがあるが，現在の指標の改善や，ある言語能力を測るた

めにはどのような指標を用いることが適切かについて，新しい指標の検討も必要である． 
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初級日本語学習者向けオンラインコースの開発 

DEVELOPING AN ON-LINE COURSE FOR BEGINING JAPANESE 
木下直子 Naoko Kinoshita,Waseda University,  

宮﨑七湖 Nanako Miyazaki, University of Niigata Prefecture,  
萩原章子 Akiko Hagiwara, International Christian University, 

伊藤奈津美 Natsumi Ito, Waseda University 
 

概要 

	 本発表では、Nation and Macalister（2010）「言語教育のためのカリキュラムデザイン」（以
下、LCD）の枠組みから、早稲田大学の日本語教育機関（以下、日本語センター）で開発中の初
級日本語学習者向けオンラインコースを分析するとともに、開発過程で検討された事項について

報告する。本コース開発の背景には、本学の全キャンパスにおける持続可能な日本語教育の支援

が求められていたことなどがある。これまで、日本語教育支援には時間的、地理的制約が問題で

あったが、オンラインのコースであれば、実現可能であると考え、「オンデマンド講義」と「遠隔

チュートリアル」を組み合わせたコースの開発を行った。 

 
キーワード 

初級日本語学習者、反転授業、オンデマンド講義、遠隔チュートリアル、教材開発 

 
１．オンラインコース開発の背景 

	 本発表では、Nation and Macalister（2010）の LCD の枠組みから現在開発中の初級日本語
学習者向けオンラインコースを分析するとともに、開発過程で検討された事項について報告する。 

	 はじめに、オンラインコース開発の背景について述べる。早稲田大学では、英語で学位が取得

できるコースの設置にともない、日本語学習経験のない留学生の増加が顕著である。その多くは

英語で研究活動を行う大学院生で、研究活動が多忙であるため、日本語センターで開講している

コースの履修が難しい。また、早稲田大学は複数のキャンパスを有するものの、本部キャンパス

にしか日本語センターがない。本部キャンパスから比較的近いキャンパスからは教員派遣の要請

があるものの、派遣が困難な状況である。そこで、全キャンパスの学生が履修できるオンライン

日本語コースの設置をめざし、パイロットコースを実施した。 

 

２．オンラインコースの概要 

オンラインコースは、「オンデマンド講義」と「遠隔チュートリアル」から構成される。「オン

デマンド講義」には、語彙の導入と定着を目的とした語彙の講義（3～12 分）と文法の説明と文
型練習を目的とした文法の講義（5～18 分）がある。オンデマンド講義視聴後は、オンラインで
クイズ（10 問）に回答し、学習した語彙と文法のポイントの理解度と定着を確認した上で、遠隔
チュートリアル（40 分）に参加する流れになっている（図 1）。教員は Course N@vi という授
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業支援ポータルシステム上で履修者のオンデマンド講義視聴状況とクイズの回答結果が確認でき

る。遠隔チュートリアルは週 2 回あり、15 週間で『日本語初級１大地』の 12 課までを学習する。 

パイロットコースの遠隔チュートリアルでは、

Web 会議システム「Live On」を利用した。図 2
のように、参加者の映像とスライドが提示される。

このスライドを見ながら、学習した文法・語彙が自

分の文脈で使えるよう練習が進められた。 

次に、このオンラインコースのコンテンツについ

て検討する。 

 
３．オンラインコースデザインの検討 

	 コースのコンテンツを検討する上で、Nation 
and Macalister（2010）の LCD の枠組み（図 3）
を用いる。LCD は、到達目標を‘Needs’（ニーズ；
学習者の希望、現段階のレベル）、‘Environment’
（学習環境；利用可能なリソース、時間、教員のス

キルなど）、‘Principles’（教育原理・学習原理；人 
はどのように学習するのか、教育のあり方など）から考え、コースを組み立てる。Nation and 
Macalister（2010）は、この 3 点が考慮されなければ、言語教育の効率性や学習効果が期待で
きないとしている。そこで、LCD の枠組みから本オンラインコースを検討してみる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3  Nation and Macalister（2010）の LCD 
 

３－１. オンラインコースの到達目標 
３－１から３－４に示す学習者のニーズ、学習環境、教育・学習原理を相互に考え合わせ、本

 

 
図 2	 遠隔チュートリアル画面 

 
図 1	 各課の流れ 

オンデ　　
マンド　
講義	 

クイズ　
回答	 

遠隔　　
チュート
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文法・語彙 
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オンラインコースの到達目標を、初級文法、初級語彙を身につけること、そして身につけた初級

文法、初級語彙を自分の文脈で使えるようになることとした。 

 
３－２. 学習者のニーズ 

日本語学習歴がほとんどない大学院生のニーズとしては、買い物などの日常生活で使える日本

語を学びたいというものがある。さらに、彼らは研究活動を英語で行うものの、研究室メンバー

などの周囲の人たちとの円滑な人間関係を構築するために、日本語で挨拶ができ、また、簡単な

日本語で自分のことが話せるようになることが望まれる。 

 
３－３. 学習環境 

	 学習環境について、①時間的・地理的制約、②利用可能なリソース、③教員のスキルの 3点か
ら述べたい。まず、①時間的・地理的制約について述べる。日本語センターが提供する日本語科

目が履修できない留学生の多くは、他キャンパスの理工系研究科に所属する大学院生である。彼

らは専門の研究活動に忙しく、決まった時間に本部キャンパスに移動するのが難しい。さらに、

地理的に本部キャンパスに通うのが不可能なキャンパスに在籍する留学生は地域の教室や他大学

の機関を自ら探して学習の機会を作らざるを得ない状況にある。この問題を解決し得るものとし

て、オンラインで学べるコースが検討されるに至った。 
次に、②利用可能なリソースについて述べる。留学生はインターネットの環境が整った環境に

おり、PC の操作や PC を使った学習に慣れている。一方、日本語学習経験がほとんどなく、自
分に合ったレベルの体系的な日本語学習のリソースを探すのは難しい状況にある。 
	 最後に、③教員のスキルについて考える。オンラインコースで必要となるスキルは、一般の日

本語教育で求められるもの以外に、PC 操作のスキルがある。しかし、早稲田大学には、授業支

援ポータルシステムがあり、講義設定、シラバス編集、資料コンテンツの公開、レポート等の提

出、小テストの実施、授業アンケート、履修者とのメールのやり取りなどを、このシステムを用

いて行っている。成績処理などもこのシステムを通して行うため、教員は PC の操作にある程度
慣れている。さらに、パイロットコースで用いたWeb 会議システム「Live On」は、英語や中
国語などの他の外国語科目でも使われており、大学内に技術サポート部門が常設されており、支

援を受けることができる。 

 
３－４. 原理 

	 現在開発中のオンラインコースは、Model of School Learning（Carroll 1963）、アウトプ
ット仮説（Swain 1995）の原理に基づいている。Carroll（1963）は、成績の差は学習時間の
差であると考えた。課題を解くのにかかる時間は一人ひとり異なるはずであり、それに合った学

習の機会が与えられないと成績の差が生まれてしまうという。オンラインコースも履修者は日本

語学習歴やレベルが異なることが想定される。自分に合ったペースで学習ができるよう、文法・

語彙は「オンデマンド講義」の形で何度も視聴可能な状況になるよう設定した。 
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	 本コースは、「オンデマンド講義」だけでなく、ウェブ会議システムを利用して、学習した文法・

語彙を応用する機会として、「遠隔チュートリアル」を設けている（図 2）。Swain（1995）の
アウトプット仮説によると、言語習得のためにはインプットだけでなく、アウトプットの機会、

自ら構築した中間言語の仮説検証が重要であるという。言いたいのに言えなかった経験を作り、

その後に言いたかったことに関するインプットやフィードバックがあると、気づきが促され、学

習につながることも確認されている（Sheppard 2006）。「遠隔チュートリアル」は、まさに、ア
ウトプットすることで、仮説検証、気づきが促される機会を提供することができる。 

	 さらに、本コースは反転授業（バーグマン・アーロン 2014）の原理に基づいている。コース
設計に当たり、学習者が一人でできる練習と教員や他の学習者がいないとできない応用練習に分

け、前者をオンデマンド講義で、後者を遠隔チュートリアルで行えるようにした。また、学習者

がオンデマンド講義を視聴し、より確実に遠隔チュートリアルでの学習に備えるようにするしか

けとして、学習者がオンラインで受講し、すぐに結果が確認できるクイズを両者の間に配置した。 

以上、本コースの到達目標、学習者のニーズ、学習環境、原理を LCD の枠組みから検討した。 
 

４. まとめと今後の課題 

本発表では、Nation and Macalister（2010）の LCD の枠組みから、開発中の初級日本語学
習者向けオンラインコースを分析し、検討事項を報告した。LCD の枠組みでは、到達目標、ニ

ーズ、学習環境、原理の適合が確認されたが、今後コースを継続して開講し、学習効果を検討す

る必要がある。さらに、遠隔チュートリアルのデザインも課題である。遠隔チュートリアルでは、

オンデマンド講義の応用の場として、学習者にとって多くの発言が促せ、より意味のある学習が

可能な仕組みづくりが求められる。 
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ENVIRONMENT FOR READING JAPANESE	 
(日本語読解のための多機能オンライン学習環境) 

	 

Etsuko Toyoda (豊田悦子), The University of Melbourne; Hakuho Foundation Fellow,  
Tokyo University of Foreign Studies Visiting Researcher 
Tatsuhiko Matsushita (松下達彦), The University of Tokyo 

Jack Halpern (春遍雀來), CJKI 
 
Abstract: This paper summarizes the research findings from fields related to L2 reading and the 
potential of computer-assisted L2 reading, followed by the introduction of a new online learning 
system called MOLE-J. It also describes the significance of MOLE-J with respect to enhancement of 
reading in Japanese as L2.    
 
Keywords: Japanese, Reading, Online, Learning, Environment, Multifunctional 
 
INTRODUCTION	  

In the light of the necessity for intercultural communication, vocabulary acquisition that was 
once a neglected aspect of language learning (Meara, 1980) has become a topic of interest for learners, 
teachers and researchers (Eckerth & Tavakoli, 2012; Larrotta, 2011). For instance, the process of 
gathering information from online texts in the target language in a time-efficient manner requires 
significant word knowledge and comprehension skills. This is particularly true for reading the Japanese 
language, which utilizes multiple types of script, a large number of kango, and compound words of 
mixed script, the syntactic and semantic constraints of which are different from those of Indo-
European languages and most Asian languages. In this paper, we summarize the knowledge and skills 
required for Japanese reading comprehension and discuss how computer software can assist in their 
enhancement. We will then describe a newly developed multifunctional online learning environment 
for L2 Japanese learners called MOLE-J, focusing on how it can assist learners and how it can be 
further improved. 
 
KNOWLEDGE AND SKILLS REQUIRED FOR READING JAPANESE TEXTS 

Studies in vocabulary learning suggest that both breadth and depth of vocabulary knowledge 
are needed, and that both incidental and intentional vocabulary learning are required for building such 
comprehensive knowledge (e.g., Laufer, 2001; Nation, 2001). To support L2 learners of Japanese in 
reading unmodified texts, a reading support application, which minimizes reading time (to allow 
extensive reading) and concurrently provides comprehensive knowledge, is essential. 

We believe that the comprehensive knowledge required for text comprehension goes beyond 
the range of functionalities provided by online dictionaries and translators. For example, not only 
word frequency information, but also dispersion information, which refers to how widely the 
word is used, and compounding patterns of kanji are essential for gaining text coverage in a more 
efficient manner (Matsushita, 2012).  
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Research in L2 reading claims that, while upper-level processing skills such as the ability to 
utilize context information are necessary, lower-level processing skills such as word processing are 
critical to comprehension (Alderson, 2000; Koda, 1994). Numerous studies have found a strong 
correlation between reading ability and vocabulary knowledge, with a very high correlation between 
word-recognition skills and vocabulary knowledge (e.g., Grabe, 2004; Horiba, 2012). Due to a large 
number of kango used in Japanese, kanji recognition ability (knowledge of and processing skills for 
kanji and sub-kanji components) is also essential (e.g., Koda, 2002; Toyoda, Arief & Kano, 2013). The 
required depth of vocabulary knowledge in reading Japanese entails kanji recognition ability. 

Some researchers emphasize that grammar and syntax knowledge plays a major role in reading 
comprehension (e.g., Jeon & Yamashita, 2014; Jung, 2012). As Japanese sentence structure is different 
from those of Indo-European languages and most other Asian languages, knowing content words is 
not sufficient for comprehension. For example, particles in Japanese play a crucial role in texts. 
Research suggests that providing metalinguistic information regarding particles helps learners to 
understand the roles of these particles (Nagata, 2008). In some cases, missing particles need to be 
explained, as particle ellipses, which often occur in casual writing, can hold the key to comprehension 
of texts (Lee, 2002; Nariyama, 2002).  Thus, vocabulary knowledge should encompass both content 
and functional words.  

Collocational knowledge about how co-occurring words and function words serve to express 
the relationships between content words is also essential. In this respect, software implementing a 
lexical profiler that categorizes collocations according to their grammatical relationships can help L2 
learners to better grasp these relationships (Pardeshi & 赤瀬川, 2012).  

Knowledge and skills in deciphering noun-modifying clauses in Japanese may additionally 
play an important role in comprehension. Because the Japanese language allows noun-modifying 
clauses to form without relative pronouns or verb conjugations, which typically give clues to 
relationships between modifiers and modified nouns, deciphering of noun-modifying clauses is often 
achieved through an aggregate of semantic and pragmatic factors (Matsumoto, 2007). Showing the 
start and end of noun-modifying clauses may assist L2 learners in understanding semantic 
relationships.  

The development of a reading support application that can provides the above-mentioned 
information in addition to fundamental information such as readings and meanings of words is called 
for. 
 
MULTIFUNCTIONAL ONLINE LEARNING ENVIRONMENT 

MOLE-J is a one-stop resource in which L2 learners can obtain most of the necessary 
information discussed above for reading unmodified Japanese texts. MOLE-J includes several 
significant features: 1) the contents (linguistic components) of MOLE-J have been determined based 
on the findings of research in relevant areas; 2) the contents of MOLE-J range from information at the 
sentence level to the kanji component level; and 3) MOLE-J is tailored to the user and the purpose; 
the contents that MOLE-J displays can be selected by individual users at any time, so users can 
obtain information that is both appropriate for their Japanese proficiency and necessary for their 
purpose.	  
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For Japanese L2 learners in particular, this level of convenience and accessibility is critical. The 
use of multiple tools for understanding texts, as has been necessary in the past, may serve as a deterrent 
to learners. Greater convenience in being able to obtain multiple level information can help to make the 
learning experience more enjoyable. Numerous studies have found that enjoyable reading can 
encourage learners to read further, creating a self-reinforcing cycle of reading and learning (Clark & 
Rumbold, 2006). MOLE-J can thus help learners to learn not only more efficiently but also more 
effectively. 

As MOLE-J provides a large volume of information, users can select which information they 
would like to see when they paste Japanese texts or drag and drop Japanese files. MOLE-J provides six 
levels of information (text difficulty, vocabulary fundamental information, vocabulary depth 
knowledge, vocabulary breadth knowledge, character fundamental information, and sub-character 
component fundamental information), which users can select at any time. This ability to dig down 
through layers of information helped to inspire MOLE-J’s name.  
Details regarding the various levels of information are as follows (Table 1). 
 
Table 1 Information included in MOLE-J 

Information level Information category 
Level 1 Information  (text difficulty) Content word level	  
	   Function word level	  
Level 2 information (essential knowledge) Word readings in kana 
	   Word/phrase/expression meanings	  
	   Word grammar 	  
Level 3 information (depth knowledge) Collocations 
	   Example sentences with meanings 	  
Level 4 information (breadth knowledge) Orthographic variants 

	   Word family	  
Level 5 information (kanji knowledge) Kanji readings 
 Kanji meanings 
Level 6 information (component knowledge) Relationship through their constituent semantic 

components  
	   Relationship through their constituent 

phonetic components	  
	  

	   Further utilization of NLP (natural language processing) will improve MOLE-J. For 
example, adding functionality of showing noun-modifying phrases will be helpful for L2 
readers of Japanese. However, for this to happen, we need to wait for detailed investigations to 
formulate rules for noun-modifying phrases. More collaboration between Japanese linguists and 
NLP researchers is called for. 	  
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日本語基礎専門用語ウェブ教材の開発 

DEVELOPMENT OF WEB-BASED MATERIALS  
FOR LEARNING BASIC JAPANEASE TECHNICAL TERMS 

古泉隆,	 鷲見幸美,	 石田知美,	 松原緑,	 小松雅宏,	 杉浦正利	 

名古屋大学	 

Takashi Koizumi, Yukimi Sumi, Tomomi Ishida, 
Midori Matsubara, Masahiro Komatsu, Masatoshi Sugiura 

Nagoya University 

概要：日本語教育において、専門日本語教育の必要性が認識され、その早期導入の重要性が強調

されてきた。そこで本研究では、一般日本語からより高度な専門日本語への橋渡しとなる基礎的

な専門用語を学習できる教材を試作した。教材では理系・文系 12 分野、1800 語の基礎専門用語

が見出し語として収録されており、各見出し語には英語訳および関連表現等の補足情報も付与さ

れている。本教材はウェブアプリとして開発され、スマホ・PC に対応する。また、複数の形式で

学習が行えるほか、テキスト読み上げ機能で発音を確認することもできる。留学生に教材を試用

してもらいアンケート調査を実施したところ、教材の有用性、操作性ともに肯定的評価を得た。	 

キーワード：専門用語,	 語彙学習,	 スマホ,	 ウェブアプリ,	 アカデミック・ジャパニーズ	 

１．はじめに	 

	 日本語教育において、専門日本語教育の必要性が認識され、その早期導入の重要性が強調され

てきた。その背景には、「大学での学習・研究活動のための日本語能力」は、「日本語での人的ネ

ットワーク作りのための日本語能力」に比べ、より高い日本語能力が求められている（札野・辻

村,	 2006）ことがあるだろう。アカデミック・ジャパニーズという考え方も浸透し、大学入学の

ための予備教育や大学の日本語授業では、レポートや論文の作成、口頭発表をするための日本語

能力、論理的思考力の養成が目指されている。しかし、日本語の授業で専門用語の教育が行なわ

れることは、特別な環境を除いて、限られているのではないだろうか。講義や教科書の理解、レ

ポートの作成、口頭発表をする上でも、専門用語の知識は重要であり、専門日本語教育の分野で

各学問領域の専門学習に必要な語彙や表現の調査が進められてきている。専門用語を積極的に教

育すべきであるという動きもある。しかし、授業時間が限られていること、様々な専門の学習者

が同じクラスで学んでいること、専門教育を受ける中で内容とともに習得していくことも多いこ

となどを理由として、教室で十分な時間が割かれることはなかなかないというのが現状であろう。

学習者が教室外で各自のニーズに合った学習を進められるような教材、特に、日本人学生であれ

ば高校卒業までに身に付けているような基礎的専門用語を学習できる教材の必要性は高いと考え

られる。そこで本研究では、一般日本語からより高度な専門日本語への橋渡しとなる基礎的な専

門用語を学習できる教材を試作した。	 
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２．用語リストの作成	 

本教材で使用する用語リストは、名古屋大学で開発し 2014 年３月に公開した英語基礎専門用語

学習ウェブ教材「NuAcT」（http://elearn.ilas.nagoya-u.ac.jp/access/nuact/）をもとに作成し

た。NuAcT では、理系・文系の基礎的な講義を配信する Khan	 Academy の動画スクリプトに対しテ

キスト処理を行い、一般的な語彙を除いた上で出現頻度を参考に全 1800 語を選定している（全

12 分野、各分野 150 語）。また、選定した各用語に対して日本語訳および、関連表現などの補足

情報を付与し、作成したリストを各分野を専門とする教員に確認してもらった。	 

本教材では、前述の NuAcT の語彙リストをもとに、日本語の専門用語リストを作成した。原則、

NuAcT の英語見出し語（例：「hydrogen」）の日本語訳（例：「水素」）を本教材での見出し語とし、

NuAcT の英語見出し語を本教材での対訳とした。また、関連表現などの補足情報も日本語教材用

に変更を加えて作成した（例：「塩化水素	 （hydrogen	 chloride）」）。最終的に、表１に記した分

野について見出し語 1800 語（各分野 150 語）からなる日本語基礎専門用語リストを作成した。	 

表１	 教材に含まれる分野 
１．算数・代数入門	 ４．確率統計	 ７．物理	 10．ミクロ経済学	 

２．代数	 ５．生物	 ８．健康と医学	 11．世界史	 

３．幾何	 ６．化学	 ９．金融と資本市場	 12．アメリカ公民	 

３．用語リストの比較	 

	 本教材に含まれる用語（「算数・代数入門」「化学」「ミクロ経済学」の３分野）と旧日本語能力

試験の出題基準語彙（国際交流基金他,	 2007）の比較を行った。その結果、旧日本語能力試験の

出題基準リストにない本教材の語は、各分野で平均 59.6%（SD=2.7）であった。このことから、

一般的な日本語学習ではカバーできない専門用語を本教材で一定程度補えると言える。一方で、

高校の化学の教科書で扱う用語を調査した「理工系留学生のための化学の専門語」（小宮,	 2005）

には 740 語収録されているが、本教材の化学分野の用語は 150 語（補足情報欄の関連表現を含め

ると 339 語）と比較的少ない。以上のことから、本教材は各分野で必要な専門用語を包括的に学

習するための教材ではなく、より高度な専門用語への橋渡しとなる導入的な教材ととらえるのが

適切である。	 

４．ウェブアプリの作成	 

	 本教材は、スマホ対応ウェブ教材作成・配信システム（古泉他,	 2014）を用いてウェブアプリ

として開発した。このシステムを用いることで、語彙リストを用意するだけでスマホに対応した

語彙学習教材をウェブブラウザ上で容易に作成・配信することができる。本教材の作成において

も、エクセルに入力された用語リストを、ウェブブラウザ上のシステムのフォーム画面にコピー

＆ペーストしてウェブアプリを作成している。	 

	 作成したウェブアプリは HTML	 +	 CSS	 +	 JavaScript を用いており、PC のみならずスマホのブラ

ウザ上で動作する。また、複数の学習モード（リストで一覧表示する形式＜図１＞、暗記カード

48



 

 

のように一枚ずつカードをめくっていく形式＜図２＞、３択で早押し解答する形式＜図３＞など）

を備え、覚えた用語にはチェックを入れ区別したり表示しないようにできるなど、より効果的な

学習ができるように工夫されている。さらに、ウェブ API を利用したテキスト読み上げで、単語

の日本語発音を聞くことができる機能も備えている。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 	 図１	 リスト形式	 	 	 	 	 	 	 図２	 暗記カード形式	 	 	 	 	 図３	 ３択早押し形式	 

５．アンケート結果とその考察	 

作成したウェブ教材（「算数・代数入門」分野の 150 語）を、名古屋大学に在籍する学部留学生

15 名（全員１年生、国籍は韓国７名・中国３名・マレーシア２名・タイ／ブラジル／ベトナム各

１名、学部は工学部 13 名・医学部１名・農学部１名）にスマホを使って試用してもらい、アンケ

ート調査を実施した。アンケート調査は、教材の有用性に関する質問（５肢選択５問）、操作性に

関する質問（５肢選択１問・４肢選択１問・２肢選択１問）、教材への要望を聞く質問（記述式２

問）、その他の質問１問からなり、加えて自由記述で意見や感想を求めた。	 

１）教材の有用性	 

①「今後も本教材を使いたいか」②「基礎的な専門用語を学ぶ教材は役に立つか」という質問

に対しては、肯定的な回答がそれぞれ全体の 74％、87％を占めることから、本教材の必要性は高

いと言える。しかし、③「教材の日本語をどれくらい知っていたか」という質問に対しては、「ほ

とんど知っていた」「半分くらい知っていた」が 60％、27％で、９割近い学生が試用した教材に

含まれる用語の半分以上を知っていたことになる。自由記述に「このような教材があれば、専門

用語の暗記は楽になるので」「日本語には熟語が多いため、全部を覚えるのは難しい。単語学習教

材の使用が覚えるのに役立つ」「普通に紙の暗記カードを使っているので、スマホでできれば役に

立つと思う」といった記述が見られることから、知っていたとしてもなかなか覚えられないため、
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覚えるための教材として役に立つと考えていることが窺える。④「英語訳は役に立ったか」とい

う質問には「役立つと思う」が 53％、「どちらかと言えば役立つと思う」が 27％で、８割の学生

が役に立つとしている。回答の理由を記述式で書いてもらったところ、役に立つ理由として「理

系の学生なので、英語は重要で、英訳も一緒に覚えられれば一石二鳥だと思う」「外国人にとって

は便利［だ］からです」、役に立たない理由として「普通英語の専門用語［を］使わないので、書

いてもらっても意味がわかりません。全部日本語の方がわかりやすい」「むしろ私みたいな英語圏

ではない場合、英語と日本語を一緒に勉強するようでその分難しさを感じる」という記述が見ら

れた。学習者の英語力によって英語訳の有用性は異なることがわかる。⑤「単語の発音を聞ける

のはよいと思いますか」という質問に対しては、80％が「よいと思う」、13％が「どちらかといえ

ばよいと思う」と回答している。漢字だけでは読めないため、発音が重要だと認識されているの

だろう。	 

２）操作性	 

	 操作性に関する質問からは、留学生にとって操作が簡単であること、３択早押し形式よりもリ

スト形式、暗記カード形式が好まれることがわかった。PC ではなく、スマホ／タブレットを使っ

て学習したいという回答が 87％を占め、スマホの操作に慣れてさえいれば、簡単に操作して学習

できる点が評価されていると言えるだろう。	 

６．まとめと今後の課題	 

	 本研究では、一般日本語からより高度な専門日本語への橋渡しとなる基礎的な専門用語を学習

できる教材を試作した。アンケート調査の結果から、本教材は、有用性、操作性ともに肯定的評

価を得たと言える。大学入学前、専門教育を受け始める前の「橋渡し教育」の段階にある留学生

にとってより有用な教材であろうことも推測される。今後、本教材の自主教材としての有用性を

高めるには、英語以外の訳語も選択できるようにすること、漢字の読み方（漢字の読み方を文字

で確認したい留学生もいる）、例文やコロケーション情報といった使い方を補足情報として加える

ことが必要であろう。	 
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ブレンド型授業に対する学習者の意識と学習効果 

Learners’ Awareness and Learning Effect of Blended Learning 
 

島田 めぐみ SHIMADA Megumi, 東京学芸大学	 Tokyo Gakugei University 

孫媛 SUN Yuan, 国立情報学研究所 National Institute of Informatics 

豊田哲也 TOYOTA Tetsuya, 国立情報学研究所 National Institute of Informatics 

谷部弘子 YABE Hiroko, 東京学芸大学	 Tokyo Gakugei University 

 

要旨：日本語中級レベルの文法クラスにてブレンド型授業を実践し、eラーニングの効果と学習者

の意識を検討した。その結果、eラーニングによる予習をした者はしなかった者よりも学習項目の

理解が進む可能性があること、eラーニングによる練習の頻度が高い者はそうでない者より到達度

テストにおいても熟達度テストにおいても得点が高いことが明らかになった。また、アンケート

の結果、eラーニングよりもプリントによる練習を好む者は全体の23％であったが、その理由とし

て、書くことの重要性、ネット環境の問題などがあげられた。今後はeラーニングのデータから学

習パターンを抽出し、学習効果をあげるための方法を検討したい。 

Abstract: This study examines the effect and the learners’ awareness of e-learning in blended learning.  

The result indicates that students who use e-learning for preparation have a higher possibility of further 

deepening their understanding of the learning items than students who don’t use e-learning, and students 

who practiced using e-learning with high frequency achieved higher points in tests compared to students 

with lower frequency of practicing using e-learning.  Moreover, questionnaire results show that 23% of 

the students prefer practicing using papers over e-learning, the importance of writing and issues in the 

Internet environment being some of the reasons of this preference.  

 

キーワード：eラーニング、予習、復習、阻害要因 

 

１．研究の目的 

	 eラーニング（以下、EL）は、いつでもどこからでも学習者のニーズに応じた学習が可能であ

るという利点がある一方で、修了率が低い、効果が小さい、というデメリットも指摘されている。

そこで、対面式の講義や活動とELやその他のメディアを組み合わせたブレンド型授業が提案され、

さまざまな場で実践されてきている（cf.宮地編著2009）。東京学芸大学留学生センターでも、2013

年より日本語中級レベルの二つの科目においてブレンド型授業を試みている。本稿では、 (1) EL

による予習を行うことにより理解が進むか、(2) ELの練習の実施回数により習得状況に違いがあ
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るか、(3) ELの利用が少ない学習者にとって何が阻害要因となっているか、これら３点について

考察する。 

 

２．授業の概要 

	 実践したブレンド型授業は次の２クラスである。各クラスは13から15回の授業が行われた。 

（１）文法クラス（2013年度秋学期：受講者数27名、2014年度秋学期：受講者数30名） 

（２）漢字クラス（2013年度秋学期：受講者数32名、2014年度秋学期：受講者数28名） 

	 本稿では2014年度秋学期の文法クラスのデータを使用する。クラスの概要は次のとおりである。 

【授業回数】13回の授業のうち、オリエンテーションやテストの回をのぞいた10回の授業で、文

法の授業を行った。	 

【事前テスト】初回の授業で行った。４枝選択形式、40項目からなる。 

【予習（EL）】３回の授業について、宿題として課した。授業で扱う文法項目（8項目程度）に

ついてそれぞれの項目の基本的な解説を文字と音声で提示した。具体的には、学習者はまず「第

１項目に関する問題」を解き、正答した者は「第１項目に関する解説」を学習するか「第２項目

に関する問題」に進むかを選ぶ。誤答した者は「第１項目に関する解説」に進むことになる。こ

の過程を最終項目まで続ける。 

【復習練習（プリント）（以下、練習P）】毎回授業の最後に、10項目程度の復習練習を実施した。

４枝選択形式の問題と記述式の問題からなる。 

【復習練習（EL）（以下、練習E）】授業ごとの復習練習。４枝選択形式、10〜20項目からなる。

練習Pの内容との重複はない。何度でもアクセスできるように設定した。宿題としては課さない。 

【中間テスト（EL）】４枝選択形式、項目数は68である。 

【期末テスト（EL）】４枝選択形式と記述形式の問題からなり、全項目数は61である。 

【アンケート】授業最終日、期末テスト実施直前にWeb上で実施した。 

【初級文法テスト（EL）】授業最終日に実施した。クラスで扱った項目は含まれていない。４枝

選択形式であり、項目数は79である。 

 

３．結果 

3.1	  ELによる予習の効果 

	 予習は第２回、第５回、第９回について、１週間前の授業後から当該授業の10分前までに実施

するよう指示した。ELによる予習は宿題として課したが、遂行した者はいずれの回も受講者の５

割を下回った。学生が１回の予習に費やした時間は、平均で11分38秒、標準偏差は8分3秒であっ

た。途中退席した者を除くために、90分を越えたデータを排除し計算した。 
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	 第２回は予習遂行者が５名のみであったため、第５回（遂行者14名）と第９回（同14名）をと

りあげ、予習を行った者と行わなかった者では、練習Pの得点と練習Eの得点において差があるか

検証した。事前テスト、該当回の練習Pと練習Eのすべてを受験した者を対象とした。練習Eは各

学生が最初に遂行した時の得点を使用した。結果は表1のとおりである。第５回では、予習遂行者

のほうがいずれのテストの得点も高い。特に練習Pの得点差は6.7点と大きく、練習Eでも2.55の差

があった。第９回では、事前テストでは非遂行者のほうが得点が高く、練習Pでも同様の傾向があ

るが、練習Eではほぼ同水準となっている。これらの結果から予習をした学生は、学習した文法

項目の理解が進む可能性があると言える。 

表１	 第５回／第９回予習遂行者・非遂行者の結果 

第５回   事前テスト 練習 P 練習 E 

 N M SD M SD M SD 

予習遂行者 8 70.00 16.58 90.63 12.10 96.43 16.58 

予習非遂行者 7 68.93 12.67 83.93 11.01 93.88 12.67 

第９回   事前テスト 練習 P 練習 E 

 N M SD M SD M SD 

予習遂行者 10 68.25 15.29 90.91 10.76 90.67 11.62 

予習非遂行者 7 74.64 11.21 93.51 6.36 90.48 12.27 

 

3.2	  ELによる練習の効果 

	 練習 Eを遂行することは宿題としては課さなかったが、試験では練習 Eと練習 Pから出題する

こととし、そのように学生に説明した。練習 Eのひとりあたりの平均遂行回数は 1.60であった。 

表２	 練習 Eの頻度とテスト得点の関係 

  平均遂行回数 事前 中間 期末 初級 

E1 3.7 56.85 58.12 59.05 67.70 

E2 3.4 54.89 55.49 57.04 46.32 

E3 3.0 35.32 58.12 57.04 50.60 

P1 0.0 56.85 50.22 34.91 37.77 

P2 0.0 52.94 27.82 24.86 37.77 

P3 1.0 35.32 41.00 44.97 42.05 

E 平均 3.7 49.02 57.25 57.71 54.87 

P 平均 0.3 48.37 39.68 34.91 39.20 
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	 １回の練習につき平均３回以上遂行している者３名（E1から E3）、１回以下の者３名（P1か

ら P3）をとりあげ、熟達度テスト（事前テストと初級文法テスト）と達成度テスト（中間テスト

と期末テスト）の結果を比較する。各受講者の各テストの Z得点とグループごとの平均値は表２

のとおりである。事前テストの結果は e-ラーニングの利用頻度が高い者と低い者とでは大きな差

はないが、達成度テストでは大きく差が広がっている。達成度テストは、ELの練習を行った範囲

から出題されているので効果が出やすいと言えるが、ELでは扱っていない項目からなる熟達度テ

スト（初級文法テスト）においても差が開いており、ELによる練習の効果が確認できた。 

3.3  ELの利用が少ない学習者にとっての阻害要因 

	 授業最終日のアンケートで「練習問題は「紙のプリント」と「EL」のどちらでやるほうがいい

か」尋ねたところ、「EL」と回答した者が40％、「どちらでもいい」と回答した者が37％、「プ

リント」と回答した者が23％であった。	  

	 さらに、「紙のプリント」あるいは「EL」を選んだ理由を自由記述で尋ねたところ、「プリン

ト」を選んだ者は、利便性を記述した者が３名、「書くこと」の重要性を述べた者が２名であっ

た。その他、ELのマイナス点は「やり方が難しい、家にネットがない」（１名）のみであった。 

	 一方、「EL」を選んだ理由としては、利便性をあげた者が５名ともっとも多く、そのほか、「答

がすぐわかる」４名、「何度でもできる」２名、「選択枝が毎回違う順で提示されるので練習に

なる」１名、など ELのプラス面があげられていた。 

 

４．終わりに 

	 本研究から ELの利用頻度の高い者の成績が向上していることが確認できたが、単に ELのみの

効果かどうかは、さらなる分析が必要である。今回の調査では、宿題として課されていた予習よ

りも、そうではない復習練習のほうがアクセス数が多かった。テストに出題されるという要因が

作用していると考えられるが、この結果は自発的な学習を促すための参考となるであろう。また、

ELを利用することにより、学生がどのような練習を、どのタイミングで、どの程度の時間をかけ

て学習しているかという情報を得ることができる。今後はこのような学生の学習ログデータから

個々人の特性を抽出し、学習者一人ひとりに最適化した適応学習の提供を視野に入れつつ、学習

効果をあげるための方法を検討したい。 

 

引用文献 

宮地功編著『eラーニングからブレンディッドラーニングへ』共立出版, 2009 
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SKILL DEVELOPMENT IN A FLIPPED CLASS AND ONLINE LEARNING 
ENVIRONMENT 

Noriko Fujioka-Ito (藤岡典子), University of Cincinnati 

Abstract: It is a challenge to develop curricula to expand meaningful Japanese language 
learning environments by effectively integrating Japanese language, culture, and content 
to help students become global professionals. Additional variables, such as time 
constraints within their major fields of study, make this goal especially challenging. In 
this presentation, two formats are outlined. First, this presentation discusses how online 
learning communities play important roles as networks of social relationships, in which 
engagement and interaction are critical to the online courses. The second format is a 
flipped class, where off-loaded content is learning using self-paced, interactive 
accelerator modules via video lectures. 

概要：グローバルな専門家を育成することを目的としたカリキュラムを、日本語・文化・コンテ

ンツを統合して意味のある日本語学習環境に拡張することは容易ではない。さらに、専門分野の

学習による時間的制約などの要素が加わることで特に困難さを増す。本発表では、カリキュラム

開発時に取り入れた二つのフォーマットについて大要を話す。まず、オンラインコースにおいて

オンライン学習コミュニティがネットワークとして社会的関係を築く重要な役割を果たす点につ

いて説明する。そして、予習にビデオ講義を使用することで、授業中の付加を減らし、自己ペー

スで相互的に加速した学習が可能となる反転授業について述べる。	 

Keyword: Active skills, Cooperative education, Curriculum development, Flipped class, 
Learning community 

1. INTRODUCTION 
     Unlike two or three decades ago, when students’ degrees and skill-sets were highly 
valued, most employers now value field-specific knowledge as well as active skills (e.g., 
critical thinking and problem solving abilities). This is according to the survey results of 
318 employers whose organizations have 25 employees or more and 25% or more of their 
new employees have an associate’s degree from a two-year college or a bachelor’s degree 
from a four-year college. This study was conducted by Hart Research Associates 
(Association of American Colleges and Universities, 2013). This presentation discusses 
how the curricula of Japanese language courses, which were re-designed for students who 
plan to work in international cooperative education assignments in Japan, were developed 
during the transitional periods from a quarter to a semester system at the university where 
the presenter is employed. In the new curriculum, two formats - (a) flipped class using 
technology and (b) an online learning community - were integrated to help develop not 
only Japanese language abilities but also critical thinking, intercultural awareness, 
collaboration across networks, and applied knowledge in real-world settings. 

 

2. DISCUSSION 
     The International Co-op Program (ICP) was created as an expansion by involving 
work experience overseas as an academic option of cooperative education. The first 
cooperative education program was founded in 1906 at the University of Cincinnati. The 
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basic concept of cooperative education is to provide professional growth by increasing 
the breadth of knowledge in the academic field. Through multiple progressive work terms, 
students can transfer learning between the classroom and workplace so as to prepare for 
future career paths. ICP provides students in the Japanese group with the opportunity to 
learn the Japanese language and culture in preparation for an eight-month capstone 
working experience in Japan, which leads to a wide range of possibilities in real-world 
after graduation. However, sufficient Japanese language class hours cannot be scheduled 
due to time constraints with their major fields of study, as seen in other Japanese 
language courses for professional purposes. Thus, an online learning community and a 
flipped class were attempted for the purpose of effectively enhancing learning 
opportunities. 

     The first format - the online learning setting - is noted for its ability to enhance global 
views and cross-cultural understanding, using online components that emphasize social 
formation. This presentation discusses how online learning communities play important 
roles as networks of social relationships, in which engagement and interaction are critical 
to the online courses. The second format highlighted in this presentation is the flipped 
class. According to the guiding principles of a flipped class, fundamental and 
foundational content can be more efficiently delivered outside of class by utilizing 
technology. As a result, active learning and engagement, which fosters abilities of 
analysis and applies knowledge, can be emphasized in class by spending more time on 
rapid, reflective, proactive, and presentational activities rather than passively listening to 
lectures and mechanically practicing new structures. Thus, flipped curricula can produce 
a meaningful and productive learning environment in classroom settings.  

 
3. CONCLUSION 

     The two formats were utilized to attempt to solve ICP students’ scheduling problems, 
to foster cross-cultural understanding and global views, as well as to develop skills based 
on the results of analyzing students’ discussion of culture homework and their feedback. 
Integration of the online learning community enabled students to (a) gain insight into 
their native culture as well as the target culture and to mediate and explain differences 
between the two, and (b) critically or analytically understand their own and other cultures 
through conscious processes. The flipped curricula were beneficial for the development 
of students’ active learning skills, autonomous learning, and life-long learning abilities. 
Viewing video lectures prior to class in flipped modules could efficiently lead to 
meaningful learning opportunities by allowing students to have opportunities of more 
profoundly understanding and actively analyzing new materials as well as mentally 
having more capacity to memorize the supplementary vocabulary and expressions they 
encountered during class hours. 
 

REFERENCES 
Association of American Colleges & Universities. (2013). It Takes More Than A Major: 

Employer priorities for college learning and student success. From  
http://www.aacu.org/sites/default/files/files/LEAP/2013_EmployerSurvey.pdf 
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語彙･漢字頻度表示器 J-LEX によるリライト教材作成 
CREATING LEXICALLY CONTROLLED MATERIAL TEXTS BY J-LEX,  

AN ONLINE LEXICAL ANALYZER OF JAPANESE TEXTS 
 

松下達彦（東京大学） 

Tatsuhiko Matsushita, The University of Tokyo 

 
要旨：内容重視の日本語教育や、流暢さを上げるための速読、あるいは対象言語への接触を増やすため

の多読などが近年、注目を集めているが、これらの活動を円滑に学習活動に取り入れるためには生

教材と同レベルの内容を保ちながら、語彙や文法のレベルを学習者のレベルに合わせて的確にコン

トロールすることが必要である。本稿では、特に語彙面でのコントロールの必要性に関する理論的

な背景を説明した上で、オンライン語彙・漢字頻度プロファイラーJ-LEXを利用して、低頻度語彙・
漢字などのリライトやふりがな付与による読解テキストの作成方法について説明する。 

 
キーワード: 	 速読	 多読	 内容重視の日本語教育	 リライト教材	 J-LEX 

 
１.	 はじめに 
近年、内容重視の第二言語教育（CBI: Content-based Instruction）や速読、多読の実践が広がりを見
せている。岡崎(1994,2002)は一連の著作で内容重視の日本語教育の重要性を主張し、その形態の一つと
して多読を取り上げている（岡崎 1994）。また、欧米諸国でも言語教育における文化の重要性に対する
認識が広まるにつれ、内容重視の日本語教育が繰り返し取り上げられている。例えば、2011年の 18th 
Princeton Japanese Pedagogy Forum ではメインテーマとして内容重視の日本語教育が取り上げられ、
例えばハドソン遠藤（2011）は短編小説の講読コース設立を勧めている。文学ばかりでなく、時事的な
話題や専門分野など多様な内容で授業ができれば、より有意義な内容重視の授業ができるであろう。言

語がコミュニケーションの手段の一つであることを考えれば、コミュニケーションの目的そのものを言

語教育の目的とすることは自然であるし、批判的思考、創造性、自律性の獲得、あるいは地球的な視野

や国際社会の一員としての知識や行動力の獲得といったより大きな教育目標に近づく意味でも、内容重

視の活動が広がることは望ましい。 
しかし、内容重視の日本語教育においては、言語の運用レベルを考慮に入れないわけにはいかない。

話し合いなど、産出を中心にした活動であれば、運用レベルに基づいたクラス分けがなされている場合、

言語運用レベルが自然に調節され、クラスメート同士が理解できないことは少ないであろうし、仮にそ

うであっても相互に尋ねて確認することができる。しかしながら、読解や聴解のような受容的な活動の

場合、対象となるテキストの語彙や文法のレベルが高すぎると、内容重視の活動は成り立たない。多く

の生素材は、そのままでは語彙や文法の負荷が高すぎて中級学習者には使えない。リライトは内容重視

の言語教育、特に中級学習者のためには非常に重要である。 
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また、行政サービスにおける「やさしい日本語」（例えば横浜市「やさしい日本語での情報発信につい

て」http://www.city.yokohama.lg.jp/lang/ej/kijun.html）においても、語彙レベルのコントロールがきわめて

重要であることは言うまでもない。（筆者は 2014年度より、科研費基盤研究A「やさしい日本語を用い
た言語的少数者に対する言語保障の枠組み策定のための総合的研究」（代表者：庵功雄）に加わり、横浜

市の広報課と協力して「やさしい日本語」による情報発信の語彙面での研究に参加している。） 

 
２.	 リライトにおける語彙レベルコントロールの理論的な基礎 
リライトで最も重要な理論的基礎はテキスト中の既知語量（カバー率）と読解レベルの関係である。

英語では（研究によって異なるが）55％～70％の内容理解に、テキストの延べ語数に占める既知語のカ
バー率 95％、自力で読解を楽しむには 98％程度必要だと言われる (Hu & Nation, 2000; Laufer & 
Ravenhorst-Kalovski, 2010など)。日本語では、小森ほか(2004)は 96％あたりに読解レベルの閾値（読
解レベルが急激に上がるポイント）が存在する可能性を示唆し、Matsushita(2014)は既知語数 12000語
程度でカバー率 93％程度に達し、約７割の理解度になると推計している。これらの知見を総合すると、
例えば、語彙量約 5000語の学生が、上位 5000語のカバー率 93％未満の文章を読むのは無理がある。 
辞書を引いて読めればよいと考える人もいるかもしれない。例えば、オンラインでポップアップ辞書

や語彙リストの自動作成機能を利用することは言語の学習を大いに助けるに違いない。一方で、多読の

ような活動においては、何回も立ち止まって意味を調べたり考えたりしたのでは読むという行為自体が

成立しないと言われている（Day & Bamford, 2002など）。だから graded readers の開発において、語
彙レベルが厳しくコントロールされるのである。また、速読においては、既知語率は 100％であるべき
だと考えられている(Nation, 2007)。途中で止まって考えることは学習にはなっても流暢さを上げるこ
と（fluency development）にはならないのである。さらに、習得という観点から考えても、focus on form 
の考え方に従えば、形式と同時に意味の処理に意識が向いていることが必要であり、そのためには上述

のように一定レベルの既知語によるテキストカバー率に達していることが必要条件である。すなわち、

内容重視の第二言語教育や多読、速読においては、言語形式の学習のための精読などよりも高いレベル

の既知語率が求められるのである。学習者の語彙レベルを適切な方法で測定し、同時にテキストの語彙

レベルを適切にコントロールすることによって、最も効率的な内容重視の活動が実現できるのである。 
このほか、読解に占める下位能力のうち語彙力が最も大きな要素であるということ（Bernhardt, 2005; 

Matsushita, 2012など）や語彙がおおよそ頻度順に習得が進むといったことも前提にしている。 

 
３.	 J-LEX のベースワード 
	 ベースワードとは、語彙・漢字頻度プロファイラーに仕込まれている語彙・漢字の頻度リストのこと

である。J-LEXでは松下（2011, 2013）に基づいて作成されたベースワードが仕組まれている。このベ
ースワードの有効性は、さまざまなテストコーパスにおけるテキストカバー率が、例えば旧日本語能力

検定試験の級別語彙リストよりも高いことなどで実証されている(Matsushita, 2012）。 

 
４.	 J-LEX を利用したテキストのリライト 
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図１	 J-LEX 利用手順① 
以下、リライトの語彙面での

調整に焦点を当て、オンライン語

彙・漢字頻度プロファイラー

J-LEX（菅長･松下 2013）を利用
してリライト教材を作成する方

法について説明する。（図１） 

1) J-LEX 
http://www17408ui.sakura.ne.jp/index.

html を開く。 
2) 分析したいテキストをウィン
ドーに貼りつける。 
3) ロップダウンリストから使用
したいベースワード（語彙または

漢字）を選ぶ 
図２	 J-LEX 利用手順② 

4) 語彙レベル／漢字レベル等を
数字で設定する。（例：［3000］
位以上を赤でハイライト） 
5) 判定ボタンを押す。 
6) 右側の結果ウィンドーを見て、
適切なテキストカバー率が達成

されていない場合、赤でハイライ

トされている語を減らすように

左側のウィンドーのテキストを

書き直し、再び判定ボタンをクリ

ックする。（リライトの過程を残

したい場合は、右側の結果ウィン

ドーのテキストをコピーし、

MS-Wordなどにペーストする。
色もそのまま保持される。その後、

「変更履歴の記録」の機能を使用

する）。 
7) テキストが適切な語彙レベルに調節された後に、調整済みテキストを再びウィンドーに貼り付け、今
度は漢字レベルを指定して判定する。指定レベルよりも頻度の低い漢字は、1) ふりがなをつける、
2) かな表記にする、3) 他の語に置き換えるなどの対応をとる。 
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これらのほか、J-LEXは頻度レベルごとの延べ語数や異なり語数、累積テキストカバー率などをジャ
ンル別に返す機能がある（図２）。1000語レベル別に語数、カバー率などを表で示す機能もあり、特に
累積テキストカバー率を見れば、どのレベルの語をリライトすればよいか、どのレベルの語を学習のタ

ーゲットにすればよいかがわかる。 
	 J-LEXは、上述のような教材開発や各種サービスにおける「やさしい日本語」作成のための利用のほ
か、学習者等の作文の語彙・漢字レベルの判定や、試験や研究のためのテキストの語彙・漢字レベルの

コントロールに使用することも可能である。 
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NCRB（Natural Conversation Resource Bank）データベースと日本語教育 
NCRB（Natural Conversation Resource Bank）and Japanese Language Education  

 
宇佐美まゆみ USAMI Mayumi、東京外国語大学大学院	  
	 木林理恵 KIBAYASHI Rie、日本学生支援機構 

品川覚 SHINAGAWA Satoru、ハワイ大学・カピオラニ・コミュニティーカレッジ 
 

趣旨 
	 本パネルで紹介するNCRB（Natural Conversation Resource Bank）http://www.ncrb.info/は、「双方向的な参加・
共有型コーパス」を目指して構築された自然会話データのリソースバンクである。様々な場面における事

前のシナリオのない自発的な会話を録画・録音したデータを蓄積してデータベース化したもので、「自然会

話データを使った研究」と「自然会話を素材とする教材」それぞれの「登録」と「利用」ができる。 
研究のほうは、宇佐美（2015）「BTSJ 文字化入力支援・自動集計・複数ファイル自動集計システムセッ
ト 2015 年改訂版*」（以降、BTSJ システムセット）と連携しており、このシステムセットを併せて利用す
ることによって、文字化資料の整備・分析をより効率的・精緻に行うことができる。また、教材のほうは、

「自然会話の素材（音声・動画）の登録」とそれを用いた自然会話の教材化のプロセスを合理化するため

の「教材作成支援システム」を搭載している。NCRBは、「共同構築型多機能データベース」になっている。 
パネルの構成は、まず、代表者の宇佐美が、「NCRB開発の趣旨と活用法、今後の課題」と題して、NCRB
開発の趣旨、活用法と今後の課題など、全般的な内容をまとめる。次に、木林が「NCRB データベースと
BTSJ自然会話コーパスの活用法」について、NCRBの実際の操作方法のデモンストレーションを交えなが
ら論じる。第三発表者として、品川が、NCRB の「自然会話を素材とする教材」の部分に焦点を当て、こ
れまでに試験的に登録したデータや、「自然会話教材作成支援システム」にのっとって作成した自然会話教

材等を紹介しながら、NCRB の操作や活用方法、自然会話教材作成のポイントや実際の日本語教育での活
用法などについて論じる。 後にはパネルのまとめとして、宇佐美がこのような「共同構築型多機能デー

タベース」及び、自然会話を素材とする教材が「日本語のコミュニケーション能力養成」全体の中でどの

ように位置づけられ、活用できるのかについて簡単にまとめる。 後に、フロアも交えて、自然会話デー

タを活用した研究の促進、及び、より多くの人がより簡単に自然会話教材を作成し、共有・活用できるよ

うな「共同構築型WEB教材」の活用法、さらには、「世界的教材共有ネットワークの構築」とその運営方
法についても、意見交換を行いたい。 

*本システムセットは、ワークショップ「総合的会話分析と基本的な文字化の原則（BTSJ）」（7日（金）
9:30-11:30、宇佐美・木林）で扱うので、興味のあるかたは併せて参加されたい。 
 
キーワード：自然会話コーパス、自然会話教材作成、共同構築型データベース、総合的会話分析、語用論

的分析 
 
発表１	 「NCRB開発の趣旨と活用方法、今後の課題」	 宇佐美まゆみ 
１．NCRB開発の背景 
コミュニケーションの語用論的研究のためには、いわゆる「コーパス言語学」で扱われているような大

量の「テキスト」を編んだものだけではなく、比較的少量でも、話者の関係や話題等々の諸条件を統制し

て収集された「会話（音声・動画）」とともに、同時発話、割り込み、沈黙等の語用論的分析に必要な情報

が付与された「トランスクリプト（文字化資料）」が収録されたコーパスが必須である。コーパスの規模が

小さくても、条件をある程度統制して収集した会話コーパスを比較した場合、使用語彙の頻度や割合も、

大規模コーパスの傾向と大差ないことも報告されている（宇佐美・中俣、2013）。近年、様々な目的に基づ
くコーパスの構築が増えてきているが、語用論的分析には適さないコーパスがほとんどであるのが現状で

ある。また、日本語教育に関係の深い、いわゆる「学習者コーパス」も、未だ語彙や文法項目の習得研究

を主目的とするものが多いため、文字化の原則は、比較的簡素で、語用論的研究に必要なオーバーラップ

等の情報が付与されていないものが多い。一方、会話分析（Conversation Analysis: CA）で使われている文字
化の原則は、語用論的分析にも適用可能な詳細な情報が付与されているものの、比較的少数の会話の定性
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的な分析には適していても、より数の多い会話データの定量的分析には適さない形になっている。そのた

め、定性的分析だけではなく、定量的分析も可能にし、研究者間で共有するためのコーパスの構築には適

さないと言える。 
このような状況を鑑み、語用論的アプローチを含む「総合的会話分析」（宇佐美、2008）の方法論や、人
間同士の相互作用を、定量的・定性的双方から分析するのに適する「文字化の原則」として「基本的な文

字化の原則（Basic Transcription System for Japanese: BTSJ）」（宇佐美、改訂 新版 2015、初版は、2007）を開
発し、BTSJ 文字化資料と音声（一部）つきコーパスである『BTSJ による日本語話し言葉コーパス（トラ
ンスクリプト・音声）2011年版』（宇佐美監修 2011）を構築した（以降 BTSJコーパス）。また、その後、
BTSJシステムセットを開発して自動集計機能等によって、コーパスの語用論的分析の時間と労力を格段に
短縮した（ワークショップ「総合的会話分析と基本的な文字化の原則（BTSJ）」参照）。「BTSJ文字化資料」
と音声・動画つきの「BTSJコーパス」を「データベース化」し、さらには、そこに、自然会話の動画と文
字化資料に基づく WEB 教材の「自然会話教材作成支援システム」を搭載したのが、NCRB （Natural 
Conversation Resource Bank）である（宇佐美 2013）。 
 
２． NCRB開発の趣旨 
語用論的分析のためのコーディングは、品詞などの言語形式のみにかかわる分類とは異なり、例えば、「話

題導入発話」等、研究者自身が研究目的や分析の観点に応じて判断しながら、入力していくものが多い。

このようなコーティングやその集計には、膨大な時間と労力がかかるが、その時間を合理的に節約するこ

とによって、より深い質的分析も含む考察に時間がかけられるようにする必要がある。さらには、この分

野の研究の発展のためには、研究者各自が労力を軽減するばかりでなく、このようにして時間と労力をか

けて収集したデータを、研究者間で広く共有するための「語用論的分析に適したコーパスの構築」が必須

である（宇佐美監修 2011）。 
しかし、個人、研究グループ、研究機関単位でさえ、コーパスを構築するには、一定の時間や労力、人

件費などがかかるため、十分な予算がなければコーパスの構築も難しい。また、そのような従来式のコー

パス構築の方法では、「データ提供側とその利用者」というように役割が一方的で固定されてしまう。その

ため、今後は、もっと「双方向的な参加・共有型コーパスの構築」のあり方を考える必要がある。 
また、自然会話データは、研究のみならず、コミュニケーション教育のための教材（materials）にも成り
得る（宇佐美、2012）。しかし、「自然会話を素材とする教材」の作成には、文字化に時間がかかる上に、
さらに「教材としての解説」等も加えていかなければならない。そのため、「自然会話教材作成支援システ

ム」のようなものを開発して作成の一部を自動化し、教材作成の時間と労力を削減することが有効である。 
NCRB は、上記のような必要性とアイデアを踏まえて構築された、新しいタイプの「共同構築型多機能
データベース」であり、また、「共同構築型WEB教材リソースバンク」でもある。本システムで作成した
教材は、主にWEB上での独習用を想定しているが、必要やレベルに応じて、日本語の授業中に、日本語会
話の音調や間合いの学習、討論の材料などとして、多様に活用することを想定している。 
	 この自然会話教材は、同じ素材を、初級から超級に至るまでのすべてのレベルの学習者が、各自のレベ

ルや興味に応じて活用することを想定している。授業で使う場合は、スピーチレベルのシフトなどの、場

面や人間関係に応じたコミュニケーションの方法について議論させる等様々な活用法がある。また、日本

語の自然な会話に触れさせることによって、特に海外の学習者の学習動機を高めることができるだろう。 
 
３．今後の課題 
今後の課題としては、まず、現実的な問題として、本データベースをより広く一般に公開していくため

には、サーバーの管理、運営方法やその原則などのルール作りをする必要がある。また、「データ登録者」

各自が、登録データの肖像権や著作権に適切に対処した上で登録することを徹底させる必要がある。また、

データ登録者とデータ利用者の役割が一方的、固定的にならないように、なんらかのルールを設けていく

必要がある。一方で、より多くの人がデータ登録への意欲を高めてくれるよう工夫する必要がある。 
また、NCRBの「自然会話教材作成支援システム」によって作成した教材のWEB上での利用状況の把握
や分析、クラス内での利用に関しては、学習者の反応や利用効果を何らかの形で検証していくというよう

な「評価」も行っていく必要がある。そのためにも、登録者、兼、利用者として、多くの方々に利用して

もらいたいと思っている。 
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発表２	 「NCRBデータベースと BTSJ自然会話コーパスの活用法」木林理恵 
１．NCRBの利用環境、基本構成 

NCRBの利用環境は、OS：Windows7, 8、ブラウザ：InternetExplorer9～11, Google Chromeで、登録可能な
データの形式は、mp4（動画）、mp3（音声）ファイルである。構成は、大きく、「自然会話データを使った
研究」と「自然会話を素材とする教材」の 2つに分かれている。それぞれ、「登録や作成」と「利用のみ」
で入り口が分かれており、「自然会話を使った研究」は、「データを登録したい方はこちら」及び「データ

を利用したい方はこちら」、また、「自然会話を素材とする教材」は、「教材を作成したい方はこちら」及び

「教材を利用したい方はこちら」と、全体として 4 つの入り口がある。会話の登録と教材の作成には、ア
クセス用の IDとパスワードが必要である。 
２．会話データの登録とコーパスとしての活用法 
会話データ（音声・会話スクリプト、それらに関する情報）は、NCRBトップページ（図 1）より、「自
然会話データを使った研究」の「データを登録したい方はこちら」から登録する。作業の流れは、「音声・

動画のアップロード」→「音声・動画情報の入力」→「話者情報の入力」→「会話情報の入力」→「会話
スクリプトの入力」となる。各作業は「音声・動画」、「会話」、「会話グループ」という 3つの画面で行い、
上部のタブを切り替えることで画面を移動できる。 
会話スクリプトはNCRB上でも、動画や音声を聞きながら作成していくこともできるが（図 2）、「BTSJ
システムセット」を用いて文字化資料を整えた後、NCRB にアップロードすることもできる（研究には、
文字化入力支援機能が多く自動集計もできる後者を推奨する）。また、会話スクリプト画面では動画や音声

にタイムスタンプを押すことができ、文字化や分析の際に動画や音声の頭出し再生がしやすくなっている。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
NCRBはBTSJシステムセットと連携している。NCRB上で決められた作業手順通りにデータ情報を入力
すると、NCRB番号が自動的に付与される。このデータをダウンロードし、BTSJシステムセットを用いて
文字化資料を整えることによって、通し番号の間違いや情報の入力漏れといった、データ整備の際に起き

やすいケアレスミスを防ぐことができる。さらに、BTSJシステムセットでは、研究のためのコーディング
や基本的記述統計の自動集計ができる。NCRB の検索機能を用いて自分の研究目的に合うデータを複数抽
出し、一括ダウンロードしてBTSJシステムセットの自動集計機能等を用いることによって、会話の定量的
な分析を効率よく行うことが可能になる。これらの機能を十分に活用して研究することが重要である。 
発表３「NCRBの操作と活用法－自然会話教材作成を中心として－」	 品川覚 
１．自然会話教材の作成 

NCRBでは、自然会話教材を、基本的に、動画は 1シーンにつき 1分程度の長さで、3シーンでひとつの
ユニットを構成するように作成する。具体的な手順は、次の通りである。まず、トップページの「自然会

話データを使った教材」の「教材を作成したい方はこちら」にアクセスする。自然会話の素材は、既にNCRB

 
図1	 NCRBトップページ 

 
 
 

 
図2	 会話スクリプト入力画面 

 
図3	 会話グループ画面 

このようにして登録した 1つ 1つの会話は、「会話グ
ループ作成機能」を用いてグループ化することができ

る（図 3）。自分のデータを 1つのグループにまとめる
こともできるし、検索機能を用いて、「友人同士の雑談

の会話」等、研究目的に応じた条件で検索し、該当す

る会話のみをグループ化して保存することもできる。

このように、同様の条件の複数の会話を、定量的に分

析することが可能である。 
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に登録されている会話から選ぶことができる。教材の目的に適したファイルを検索し、抽出することによ

って、その場面に応じた自然会話教材を各自が作成することができる。 
自分で収集したデータを使用するときは、まず、「データを登録したい方はこちら」にアクセスして、デ

ータを登録する必要がある。データ登録の際に、「会話スクリプト入力」画面で発話にタイムスタンプを押

すことによって、完成した自然会話教材画面では、文字と動画が連動し、その時に発話されている内容が

会話スクリプトの中で示されるようになる（図1）。また、会話スクリプトに、発話ごとに、Contents、Expressions
（文法・機能・その他）、Strategies、Politeness、Cultureという 5つの観点から、該当する学習項目の解説を
記入していく（図 2）。そして、「教材情報編集画面」から、理解を助けるための質問（選択式・記述式）と
その解答、及びそれらの解説を入力していくことができる（図 3）。詳しい作成方法は、パネルで紹介する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 	 	 	 	 	  
 
 
 
 
 
 
付記：宇佐美まゆみ研究室「NCRB（Natural Conversation Resource Bank）」http://www.ncrb.info/ は、『自然会
話リソースバンク構築による世界的教材共有ネットワーク実現のための総合的研究』平成 23-26年度科学研
究費補助金基盤研究（A)（研究代表者：宇佐美まゆみ）-(課題番号 23242027) による研究成果の一部である。 
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図1	 動画と会話スクリプトの連動  

図2	 学習項目や解説の記入 

 
図3	 Q&Aの入力 

 
２．技術的な課題 
現在、利用環境は Windows のみとなっているが、将来的
には、Macintosh にも対応したい。また、タブレット、スマ
ートフォンでの使用の需要も増加しているため（MarkeZine 
2014）、これらにも対応していきたい。 
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筑波日本語テスト集（TTBJ）による日本語力の評価	 

ー即時的処理能力の評価と診断的評価ー	 

Assessment of Japanese Language Ability Using the Tsukuba Test Battery of Japanese 
 

加納千恵子、筑波大学人文社会系（留学生センター） 
酒井たか子、筑波大学人文社会系（留学生センター） 

	 	 	 	 	 	   小林	 典子、筑波大学留学生センタ―共同研究員 
	 魏	 娜、筑波大学大学院人文社会科学研究科 

KANO Chieko, University of Tsukuba 
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                 KOBAYASHI Noriko, University of Tsukuba 
      WEI Na, University of Tsukuba 

 
概	 	 要：筑波大学留学生センターでは、WEB 上で受験可能なテスト•バッテリーである「筑波日本語テ

スト集（略称 TTBJ）」を開発し、2014 年６月より公開している。TTBJ には、音声と文字による日本語文

法の即時的処理能力を測るテストとして SPOT90、漢字語彙の即時的処理能力を測るテストとして漢字

SPOT50 などが格納されている。また、漢字および漢字語彙の処理が他の技能との関連でどの程度で

きているかを分析的に測るテストとして、漢字力診断テスト初級と中級とが格納されている。これらのテ

ストの利用法には、学習者が自分の日本語能力を知る目的で受ける個人受験と、教師が複数の学習

者の日本語力を測定する目的で申し込む団体受験とがあり、さまざまな利用方法が考えられる。 
キーワード：テスト・バッテリー、即時的処理能力、SPOT、診断的評価、漢字力診断テスト 
 
１．TTBJ の概要と利用法	 

	 筑波大学留学生センターで開発された「筑波日本語テスト集（Tsukuba Test Battery of Japanese：略

称 TTBJ）」は、WEB 上で受験可能なテスト•バッテリーである。 

 TTBJ には、大きく分けて３種類のテスト群が格納されている。１つは、文法や語彙などに関する４肢

選択によるテスト問題群であり、一問ごとの時間制限は設けられていない。いわば、知識を測るタイプ

のテストである。２つ目は、時間制限つきの簡易音声処理テスト「SPOT（Simple Performance Oriented 

Test）」の類であり、言語知識の即時的処理能力を測るタイプのテストであると考えられる。問題に使わ

れている語彙・文型の難度、選択肢の難度、話し言葉か書き言葉か、音声のスピードや制限時間、音

質などによって異なるレベルが設定されており、所要時間が１セット 10 分程度と短いことが特徴である。

３つ目は、さまざまなタイプのテストをセクションごとに区切って実施し、各セクションの正答率をグラフ

表示することによって受験者にテスト結果をフィードバックしてその後の学習に役立てるという目的で行

われる診断テストである。 

  筑波大学留学生センターでは、３つのうち前の２種類のテストを組み合わせて、初級から上級までの

８レベルのプレースメントを行っている。また、国内外の教育機関においても、TTBJ の団体受験を申し

込むことによりプレースメントを行っているところがあり、その場合、即時的処理能力を測るタイプのテス

トが使用されることが多い。これは、各教育機関によって使用しているテキストも進度も異なるため、知

識を測るタイプのテストより、即時的処理能力を測るタイプのテストの方が汎用性があるということであろ

う。現在のところ、診断テストとしては漢字力診断テストのみが格納されており、留学生センターの漢字

の授業が始まる前に、受講者の学習状況を診断的に評価する目的で使用されている。本発表では特

に、即時的処理能力を測るテストによる評価と、診断テストによる評価について取り上げ、その内容と
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特徴、実際の利用方法などについて報告する。 

 
２．即時的処理能力を測るタイプのテスト SPOT	 

	 即時的処理能力を測るタイプのテストは、実際のコミュニケーションが成り立つ速度で聞い

たり読んだり出来るかを見るための問題である。知識を測るタイプのテストが時間をかければ

わかるという問題であるのに対して、こちらは知識が潜在的なものとなり自動的に言語処理が

できるようになっているかどうかをみることをねらいとしているため、一問ごとに時間制限を

かけているのが特徴である。SPOT、漢字 SPOT、音声文法問題、音声語彙問題などがこれにあた

るが、本発表では SPOT を中心にその利用法について考えたい。	 

SPOT の理論や開発の経緯については、小林ほか（1996）、小林（2005）などに詳しいが、WEB

版 SPOT の特徴として次のことがあげられる。	 

（1）１画面に１問題、音声と文字で示された文が提示される。	 

（2）１問ごとに時間制限（読み上げ後、設定した秒数がたつと解答入力が無効になる）	 

	 	 	 が設定でき、左上に残りの秒数が示される。	 

（3）解答形式はマウス操作による４肢選択である。	 

（4）問題及び選択肢がランダムに提示されるため出題順の影響を考慮する必要がない。	 

TTBJ の利用方法として、個人受験と団体受験とがある。個人受験は、学習者が自分の日本語

のレベルを知るために申し込んで、「SPOT90」「文法 90」「漢字 SPOT50」の中からテストを選ん

で受ける場合である。学習者は、申し込んだテストが終わると、成績表を受け取ることができ、

自らのレベルを知ることができる。	 

	 団体受験は、教師などのテスト実施者が複数の学習者の日本語力を測定するために申し込む

ものであり、テストセキュリティ上、学生の自宅等ではなく、試験監督のもとでのみ行うこと

を条件としている。テスト実施者には、すべての受験が終了した後で、受験者グループの得点

を一覧にした結果データが CSV ファイルで送付されるので、フィードバックが必要な場合は、

テスト実施者が行うことになる。	 

	 また、研究調査での利用として、研究者が自分の調査協力者の日本語レベルを統制するため

に WEB 版 SPOT を使うケースが増えている。例えば習得研究で、学習者の日本語力を同質の二

つのグループにしたい場合や、上下のレベルに分けたいなどの目的で使われる。監督者の監督

の下で実施できない場合には、調査協力者に個人受験を申し込ませて、その結果を集めるとい

う利用方法もある。	 

このほか、TTBJ ではテスト問題・選択肢のランダム表示、解答時間の制御や音声の有無のコ

ントロールが容易にできることを利用して、知識と運用力の研究を行う可能性が見えてきた。

楊（2013）や魏（2014）はその例である。	 

 
３．漢字力診断テストによる評価	 

診断的評価というのは、その段階で何が達成されていて、何が不十分かを分析的に評価する

ことにより、学習者のその後の学習に有効な指針を示すことを目的としている。現在は、漢字

力診断テストが公開されているが、今後、文法力診断テスト、聴解力診断テストなど、さまざ

まな診断テストが開発されることが期待される。	 

	 漢字力診断テストは、外国人学習者が日本語学習過程の各段階でどのような漢字に関わる処

理能力を身につけているか、漢字の読み書き能力だけでなく、日本語の語彙力、文法力、聴解

力などと漢字使用との関わりも視野に入れ、できる限り多くの漢字に関わる処理能力を測定・
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評価し、その結果を学習者に効果的に示すことを目指している。各評価項目における正答率を

グラフ表示することにより、受験者に自分の得意なところ、弱いところを視覚的にフィードバ

ックすることができる形成的評価としても使えるようになっている。	 

初級の漢字力診断テストで対象としているのは、ひらがな・カタカナの習得を終えて漢字学

習を始め、250 字程度を学習した段階の学習者である。以下の 12 のテスト問題形式に対して、

各 10 問、合計 120 問が出題される。各セクションの制限時間が５分なので、全体の所要時間

は最長 60 分で、40 分程度で終了する受験者も多い。	 

	 	 ①反対の意味の漢字を選ぶ問題	 

	 	 ②文中の［漢字語］の読みを選ぶ問題	 

	 	 ③同じ音読みの漢字を選ぶ問題	 

	 	 ④文中の［ことば］に対応する表記を選ぶ問題	 

	 	 ⑤漢字の構成要素を選ぶ問題	 

	 	 ⑥送り仮名に対応する漢字を選ぶ問題	 

	 	 ⑦漢字語の品詞によって適当な形を選ぶ問題	 

	 	 ⑧文脈（文法的共起性）によって適当な漢字語を選ぶ問題	 

	 	 	 ⑨文脈（意味的な連語知識）によって適当な漢字語を選ぶ問題	 

	 	 	 ⑩音声で聞いた３つの漢字語に共通する漢字を選ぶ問題	 

	 	 	 ⑪音声で与えられた意味の漢字語を選ぶ問題	 

	 	 	 ⑫漢字の構造パターンを選ぶ問題	 

	 中級の漢字力診断テストの対象は、漢字を 500 字程度学習した段階の学習者である。中級用

の漢字語彙処理能力測定テストは、初級後期を終わって中級に入る学習者のための診断的評価

として開発された「漢字力診断テスト」（加納ほか 1993）に音声処理問題等を加えたものであ

り、テスト問題の内容や形式には、中級レベルで処理が必要と思われるものが加えられている。

以下の 12 の問題形式に対して、各 10 問、合計 120 問が出題され、各セクションの制限時間が

４分なので、所要時間は最長 48 分となっている。	 

	 ①対義字による意味理解をみる問題	 

	 ②漢字熟語の意味の語構成の理解をみる問題	 

	 ③漢字語の文脈による読み処理をみる問題	 

	 ④同音字の音読み処理をみる問題	 

	 ⑤文脈による漢字語の書き処理をみる問題	 

	 ⑥漢字の構成要素の認識をみる問題	 

	 ⑦漢字の活用による送り仮名処理をみる問題	 

	 ⑧漢字語の品詞による用法処理をみる問題	 

	 ⑨文脈（文法的共起性や意味的連語知識）による用法処理をみる問題	 

	 ⑩漢字の音声処理をみる問題	 

	 ⑪音声による意味理解から漢字語を選択する問題	 

	 ⑫漢字の意味、字形、品詞、音読みによるグルーピング認識の問題	 

	 	 診断テストでは、全てのテストが終わると、各セクションの結果が棒グラフで表示される。

正答率が 70％以下のセクションは赤色で表示され、そこが学習者の弱点と考えられるため、そ

の後の漢字学習のためのフィードバックとして活用されることが望まれる。	 

	 筑波大学留学生センターでは、初級後半および中級前半の漢字クラスにおいて、学期開始時

に受講生に WEB で漢字力診断テストを個人受験してくるように指示し、結果をプリントアウト
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したものをクラスで回収することにより、受講生の漢字語彙力の実態を確認し、その学期の指

導の方針を立てるための材料として使っている。学生にとっては、テスト結果が即時フィード

バックされること、また自分の弱い点と同時に、できているところも確認できることにより学

習の動機づけができる。また近年、診断テストによる漢字力評価と、Can-do	 statements 形式

での学習者による自己評価とを比較分析する研究もされている。	 

 

４．おわりに	 

	 TTBJの利用方法の詳細は、http://ttbj.jp(2015年 2月)にあるが、実際にはさまざまな運用上の

問題もある。今後、多様なレベルの学習者に応じて評価項目を検討し、多様化するニーズに対

応できるテストシステムに進化させ、日本語教育の改善に繋げるよう努力を続けていきたい。 

 

※本発表は、日本学術振興会科学研究費補助金による基盤研究(B)「日本語教育スタンダード

における漢字力の評価に関する研究」（課題番号：23320102）の助成を受けている。	 
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HOW TECHNOLOGY AND IWB ENHANCE ELEMENTARY JAPANESE 
LANGUAGE CLASSES 

Kathleen Duquemin, Gardenvale Primary School 

Abstract 

This paper outlines a study of reading fluency in 60 Grade five students learning 
Japanese as a Second Language.  All students had been learning hiragana for 3 years 
prior to this study, and pre- and post- testing measured student progress.  The program 
was structured around a series scaffolded learning activities that incorporated both 
traditional methodologies and more modern technological activities, in particular using 
an interactive whiteboard (IWB) and Triptico Word Magnets. Student results were 
compared from pre- to post- test and in the area of ‘accuracy’, there was a significant 
improvement in reading whole words and sentences in hiragana.  

Keyword: Technology, Reading fluency, Interactive Whiteboard, Triptico, Elementary
  

INTRODUCTION 

Defining the concept of reading fluency can be quite a contentious issue with 
different researchers adopting a variety of definitions. Accuracy, automaticity and 
prosody are certainly important components in reading fluency; however it is the 
combination of one or more of these that is the generally accepted definition. For many 
researchers, increased speed is seen as an indicator of increased fluency. For the purpose 
of this study, ‘fluency’ was defined as an increase in both speed and accuracy in reading 
words and sentences in hiragana. 

Teachers of Japanese as a second language (L2) to young children face many 
challenges including the range of student abilities within a class, class sizes, school 
culture, community support and adequate resourcing. One of the most significant 
challenges in Australian schools relates to timetabling. While languages attract similar 
weighting to other elective subjects in most Secondary Schools, the majority of Primary 
Schools allocate only one 40 – 50 minute class per week to second language study.  

Despite having enthusiastic learners in a relatively positive environment for 
language learning, it can be challenging to move students from being capable readers of 
characters and words to becoming fluent readers of texts.  

This study sought to address two major research questions: 1) How to move 
students from reading individual hiragana characters with confidence to reading short 
texts for meaning, given the limited contact time; and 2) How to assess improvement in 
student fluency. 

In order to address these research questions, a fourteen week plan was developed 
which consisted of a series of scaffolded tasks utilising the IWB and Triptico Word 
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Magnets (www.tripticoplus.com) designed to move students into the ZPD with a variety 
of supports included to realise the goals of the study. Assessments included a pre-test, a 
series of formative assessments and a post-test. The project concluded with individual 
assessment tasks using iPads to demonstrate student mastery of the macro skills of 
reading and speaking. 

     At the beginning of each lesson, students were asked to share reading strategies using 
the IWB and the Word Magnets. The strategies included: 
‘I listen to the sound of the first part of the word and look for that character’; 
 ‘I listen to the number of syllables in the word and then work out which word has the 
same number of characters’; 
 ‘I knew that one sound was repeated so I tried to find the word which had repeated   
characters’; 
‘I remembered from last week’; 
 ‘I guessed’. 

DISCUSSION 

     Throughout this study, there were several data points where formative assessment 
took place. These included: 
 

• Whole class activities using IWB 
• Grammar hunt using the IWB (with PowerPoint interactive show) 
• Sentence structure activity using word cards 
• Vocabulary-swatter / karuta activity assessing student’s ability to recognise several 

pictures and/or words when given an aural clue 
• Futuba, (an iPad app) incorporating the vocabulary 

In the final week of the project, students were asked to provide feedback and 
discuss their experiences relating to this unit of work, with a particular focus on the 
learning activities which they then ranked in order of most helpful to least. The majority 
of the students felt the IWB and word magnets were the most effective learning activities. 
However, feedback suggested that this was seen as most effective when combined with 
students sharing their reading strategies. 

Pre- and post- tests focused on reading individual hiragana, reading words and 
reading full sentences relating to transport (～で～に行きます). The most significant 
changes in hiragana recognition from the pre- to post- test scores occurred at the top and 
lower ends of the scale. Students receiving 100% increased from 7% - 46% and students 
receiving under 50% dropped from 24% to 9%. 

In the word recognition, more significant changes appeared. While 8% of students 
received a 0 score in the pre-test, no students received a 0 score in the post test. At the 
other end of the scale, while only 2% of students received 100% in the pre-test, this 
number increased to 27% in the post-test. 60% of students received a score of 30% or less 
in the pre-test, 71% of students received a score of 50% or more in the post test (27% 
earning 100% score).  
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In sentence recognition, the students were asked to read five sentences, and then 
choose which two pictures matched the written sentence. In the pre-test, 49% of students 
received a score of 0, which dropped to 8% in the post test. At the other end of the scale, 
while only 8% of students received 100% in the pre-test this increased to 58% in the 
post-test. 

While there were a few students whose results did not follow the general trend, the 
majority of students registered some improvement in their reading ability and this was 
more evident in the whole word and sentence recognition than in the hiragana recognition 
section of the test. 

Interestingly, these trends were not reflected in the test for fluency – speed. The 
expectation was that students would record increased speed in their test completion as 
their reading improved. In fact, the opposite occurred in many of the scores – in 
particular in the word and sentence reading tests. 

In the hiragana recognition multiple choice questions, 72% of students recorded a 
faster reading time between the pre- and post- tests, indicating that less time was required 
to read the hiragana and select the matching reading. In following the generally accepted 
understanding that increased speed indicates increased fluency, this result would suggest 
that 72% of students increased their fluency in reading hiragana characters. However, in 
the word-reading test where students had to match an image to a written word, only 
57.5% of students recorded a faster time, and in the sentences, the percentage was 45%. 

While automaticity and speed certainly do indicate an increase in fluency in many 
studies as was outlined in the Introduction, observation of the students during the pre- 
and post- tests suggested that this was not necessarily the case for students. While some 
students did demonstrate automaticity in their reading during the post- test, other students 
took more time because they were making a more concerted effort in reading than they 
had in the pre-test.  

 To explore possible reasons for this unexpected result, post- test discussion with 
all three classes included a question about how they found the test and how their 
experience differed from the pre-test. The students’ responses included: 

 
‘I found it really easy to read the words this time.’ 
‘I was able to read the sentences more easily.’ 
‘I just guessed in the first test, but this time I actually tried to read the words.’ 
‘The more you know, the harder it gets.’ 

The last two comments provide some explanation as to why, where the overall 
trend in scores changed significantly between the pre- and post- tests, this was not 
replicated in the time differences. Indeed, many students suggested that they relied more 
on ‘guessing’ in the pre- test and spent more time in the post test because they were 
actually reading the words. While only a small percentage of students registered negative 
change between pre- and post- test in the scores – that is their overall score actually 
decreased between the pre- and post- test, this percentage was significantly higher in 
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relation to difference in time suggesting that the majority of students required more time 
to complete the post-test than the pre-test. 

 
CONCLUSION 

 
One of the most notable aspects of this study was discovering that as students’ 

reading skills improved, so did their motivation for learning this language. The use of 
IWB and word magnets in particular was a significant motivator for all students 
throughout the 14-week study. 

Another unexpected surprise occurred in the pre-test. The expectation was that all 
the students would easily complete section involved in recognising individual hiragana 
(given that they had been learning hiragana for 3 years prior to the study) and struggle 
more with whole word and sentence recognition (all words and sentence patterns were 
new to the students). It therefore came as quite a surprise to learn that many students 
found reading words was easier than individual characters. 

The most remarkable aspect of this study, however, occurred early in the project, 
during an activity where students were reading words on the IWB and were asked the 
question, ‘How did you read that word?’ The students revealed strategies and methods 
that were unique and it became clear that sharing of reading strategies using the IWB was 
one of the most effective learning experiences. The IWB provided a linguistic theatre and 
support mechanism as the students were given their own voice to share reading strategies 
and teach each other. 

The results of this ARP show a strong trend supporting the use of IWB and Word 
Magnets to develop reading fluency – particularly in whole word and sentence reading. 
The use of the IWB not only engaged students, but also provided students with a vital 
visual and tactile medium that allowed them to take linguistic risks in a supportive 
environment. 
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音声分析ソフト PRAATを用いた日本語韻律指導の実践 

A Practical Study of Teaching Japanese Prosody Using the Speech Analysis Software, PRAAT 

 

磯村一弘 

 ISOMURA, Kazuhiro 

国際交流基金日本語国際センター／政策研究大学院大学 

The Japan Foundation Japanese-Language Institute / The National Graduate Institute for Policy Studies 

 

【概要】 

	 日本語韻律指導において、音声分析ソフト PRAAT の音声再合成を用いて指導を行った実践を

報告する。学習者に会話文を読ませ、これを録音した音声ファイルを、PRAATを用いてピッチを

加工し、アクセントおよびイントネーションの音調が日本語として自然な音声に再合成した。そ

の後の課題として学習者に、元の音声ファイルと、韻律を自然なピッチに加工した音声ファイル

とを聞いて比較させ、気づいた点を報告させた。その結果、この比較を通じて学習者がアクセン

トやイントネーションに対して意識化している様子が見られた。自分の声による「自然な韻律の

音声」と比較したことで、韻律に対する学習者の意識化がよりスムーズに進んだと考えられる。 

【ABSTRACT】 

  This study will present a practical method of teaching Japanese prosody, using the speech analysis 

software, PRAAT. Sound files of learners' speech were resynsesized in pitch with PRAAT to an 

appropriate pronunciation concerned with accent and intonation. Learners were then assigned a task to 

compare their original speech and the resynthesized speech and to report the differences between them. 

Their reports showed that they became aware of the word accent and sentence intonation by this task. This 

comparison task between their own pronunciation and the "ideal" pronunciation with their own voice 

worked effectively for them in order to raise their consciousness to the Japanese prosody. 

 

【キーワード】アクセント、イントネーション、音調、ピッチ、意識化、自己モニター 

 

1.はじめに 

	 日本語音声指導において、学習者ができるだけ自然な発音を身につけていくことを支援するた

めには、学習者に日本語の発音について意識化させ、同時に自らの発音を客観的にモニターでき

る能力を身につけさせることが必要である。そのためには、現在の自分の発音が、目標となる「自

然な」発音とは何がどう違うのかということに気づき、その目標に近づくためにはどのように直

していけばいいのかを、適切な基準を元に、自分で判断できるようになることが肝心である。 

	 本発表では、日本語学習者に対する韻律指導において、学習者が自分の発音を客観的にとらえ、

モデル発音との違いを意識化することを目標として、音声分析ソフト PRAAT を用いて指導を行
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った実践について報告する。 

	 PRAATは、アムステルダム大学の Paul Boersma & David Weeninkにより開発された、音声分析

のためのフリーソフト（www.praat.org）であり、その機能としては、音声波形、ピッチ、フォル

マントなど、様々なデータを分析することができる。また分析だけではなく、既存の音声ファイ

ルからピッチ等を抽出し、これを加工して再合成することができる機能もある（北原他 2008）。 

	 PRAAT を音声指導に用いた報告としては、例えば飯野（2008）では、PRAAT を用いて日本語

学習者の促音の指導を行っている。韻律の指導としては、英語学習者のイントネーションの指導

を PRAATを用いて行った Le他（2011）がある。そこでは、学習者の発音のピッチ曲線を PRAAT

によって視覚化し、これを母語話者のものと比較させることによって、学習者のイントネーショ

ンが向上したことを報告している。これらはいずれも、学習者が発音した音声を PRAAT により

視覚化して示し、学習者に音声以外の手がかりを与えることで、自己の音声を客観的にモニター

するための補助とする方法であると言える。 

	 一方、PRAAT による音声再合成は、主に知覚実験のための刺激音作成に使用される（北原他 

2011など）ことがほとんどであり、再合成した音声を、学習者の韻律指導に用いた報告は、管見

の限りこれまで行われていない。 

	 本稿で報告するのは、日本語学習者の音声を録音し、これを韻律指導に使うにあたって、PRAAT

で単に学習者の音声を視覚化した情報を与えるのとは異なり、学習者の音声ファイルを PRAAT

を用いて再合成したうえで、この音声を、日本語韻律指導において活用した実践例である。 

 

2.手順 

	 はじめに、日本語学習者に A4 一枚程度の簡単な会話文（10 ターン）を読んでもらい、この音

声を録音した。会話文には、語アクセントやイントネーションを示す記号は書かれていなかった。

録音は、録音室で一人ずつ行われた。機材には SONY PCM-D1を用い、WAVEファイルとして録

音した。 

	 次に、学習者の録音したこの音声ファイルを一つずつ、PRAATを用いてピッチを抽出したのち、

このピッチを加工し、アクセントおよびイントネーションの音調が日本語として自然である音声

に再合成した。「日本語として自然である音声」は、会話文に使われている語のアクセントや文の

フォーカスを考えながら、磯村（2009）の規則によって理論的に導かれるピッチに合わせた。 

	 図 1 は、学習者が発音した音声から PRAAT によってピッチを抽出したもの、図 2 は、その音

声から、PRAATによりピッチを加工したものである。図 1のピッチの線をドラッグし、図 2のよ

うに加工した後に、音声を「再合成（resynthesis）」することによって、学習者の音声が、加工し

たとおりの音調で発音された音声が得られる。 

	 学習者には、各自が発音した元の音声ファイルと、その韻律を自然なピッチに加工した音声フ

ァイルとを、ネットを通じて与えた。「宿題」として、この二つのファイルを聞いて比較させ、両

者の音声はどこがどのように異なるかを比較した上で、気づいた点を報告させた。 
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図 1：元ファイルからピッチ抽出 図 2：ピッチ加工後 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ウィンドウ内の音声：「…何でも好きです。天ぷら、刺身、そば、すき焼き…。」） 

 

3.結果と考察 

	 学習者の報告においては、この比較を通じて、学習者がアクセントやイントネーションに注目

し、自己の発音とモデル発音との違いを述べている記述が見られた。 

	 具体的には、「××のアクセントが、私の発音では～になっていましたが、本当は～と発音した

方がよかった」のような、語レベルのアクセントに対する気付きから、「～の文の最後のイントネ

ーションが、本当は上げた方がよかったのに、私の発音では上がっていませんでした」のような、

文末や文全体のイントネーションに対する気付きが様々に報告された。 

	 実際には、この「宿題」の前後に、日本語音声トレーニングの授業として、日本語のアクセン

トやイントネーションの仕組みについて明示的に説明し、これを意識化させる機会があった。ゆ

えに、学習者の気付きがこの音声の比較だけから得られた成果であるとは言えない。むしろ、明

示的な知識と合わせて、元の発音と、目標とすべきモデル発音を、自分自身の音声を使って比較

して聞いて考察したことで、アクセントやイントネーションの違いが、よりはっきりと意識化さ

れたものと考えられる。 

	 これに続くタスクとして、授業では 

・再合成された、自分の声による「モデル音声」を聞いた上で、アクセントやイントネーション

に気をつけながら、最初に録音した会話文をもう一度読んで録音する 

・最初の会話文とは別の会話文を、アクセント等を調べた上で、自力でできるだけ自然な韻律で

読んで録音する（最終課題） 

というタスクを与えた。 

	 後者の最終課題のタスクを自然な韻律でこなせるようになれば、自分で考えた新しい文でも自

力で自然な韻律で発音できることになる。 

	 授業の成果としては、実際には、日本語のアクセントやイントネーションについて、これら一

連のタスクを通じて全員が理解したわけではなく、最後までよく理解できないまま、最終タスク

も依然として不適切な韻律で発音していた学習者も何人か見られた。 
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	 しかし多くの場合、これらのタスクから、「日本語の単語のアクセントに気をつけて発音するよ

うになりました」「これからアクセントやイントネーションに注意したいと思います」などの反応

が得られ、学習者が自己の韻律について客観視し、自己モニターを使って韻律をより自然なもの

へと近づけている様子がうかがえた。上記の最終課題においては、まだ完全ではないものの、単

語のアクセントの違いを意識化し、区別して発音しようとしながら、かなり自然な韻律で発音し

ている音声が集まった。 

 

4.まとめ 

	 日本語学習者が自分の発音を客観的にとらえ、意識化し、自己モニター力を身につけていく過

程において、自分の発音と、自分の音声から作られた自然な韻律の発音を聞き比べることは、有

効であると言える。その際、PRAATを用いて、学習者の元の音声から、韻律が自然な音声を再合

成し、これを学習者にモデルとして示す方法を、その具体的な実践例として、ここで報告するこ

とができた。 

	 教材付属の音声ファイルや教師のモデル発音など、既存の音声と自分の音声を比較するのでは

なく、自分の声による「自然な韻律の音声」と比較したことで、韻律に対する学習者の意識化が

よりスムーズに進んだと考えられる。PRAATでは与えられた課題文の読み上げだけでははく、学

習者自らが考えたスピーチや自由発話でも加工が可能なことから、韻律指導において、学習者が

自己の韻律をモニターする手段の一つとして、有効活用できる可能性があると言える。 
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TTBJ による WEB 漢字語彙の聴解テストの作成及び利用	 

Creating and Utilizing Listening Test of Kanji Vocabularies on TTBJ 
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加納千恵子、筑波大学人文社会系 

WEI Na, University of Tsukuba 
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要旨：中国語を母語とする日本語学習者（以下、中国語系学習者）は母語の漢字語彙知識を持っ

ているため、日本語の文章を読んで理解する能力が優れている一方、聴解力や会話力が比較的劣

ると言われている。中国語系学習者の聴解の問題について、尹（2002）は、「中国人日本語学習者

は既習語であっても、聞いてすぐ音と意味とを結び付けられなかったり、間違って聞いたりする

ことが調査から見られた」と述べている。そこで、漢字語彙の観点から中国語系学習者の聴解能

力に関わる要因を検討するため、TTBJ（筑波日本語テスト集）を利用して、WEB 漢字語彙の聴解

テストを作成した。本発表では、当該テストの作成経緯と実施結果を報告する。 

キーワード：中国語系学習者、漢字語彙、聴解テスト、母語、解答時間 

 

1．はじめに	 

	 国際交流基金（2004）によると，2002 年度の日本語能力試験において，中国語系の受験者は文

字語彙の得点が高いにもかかわらず，聴解の得点はそれに比べて低い傾向がある。母語で漢字語

彙の知識を有しているため、日本語を文字で処理する能力は優れているが、音声で聞いても理解

できないことが生じる。また、聴解テキストの理解においては、漢字語彙の知識が重要な役割を

果たしていると指摘されている（三國，2005；梅村，2003）。そこで、中国語系学習者が聴解テキ

ストを理解する際に、その中の漢字語彙をどのように処理するか、その処理に母語がどう影響す

るかなどを検討することは意味があると思われる。	 

 

2．先行研究	 

聴解テストの分析・考察に関する研究が行われているが、聴解における漢字語彙の処理をトピ

ックにしたものは少ない。加納（2009）は、学習者の漢字語彙の音声処理能力を測るために、漢

字 SPOT を開発した。漢字 SPOT は、自然な速度の音声情報を聴きながら問題文中の空欄を埋めさ

せる形式で、漢字語彙項目部分 1 ヵ所の空欄に該当する漢字 1 字を選択するテストであり、それ

の WEB 版は TTBJ（筑波大学日本語テスト集）に格納されている。その特徴として、「受験者に求

められる解答行動が単純」、「文字と音声を同時に同じ速度で処理できるかをみる」、「短時間で終

わる」などが挙げられる（加納，2009）。	 

しかし、漢字 SPOT では、問題項目が文字でも呈示されるため、中国語系学習者の場合は、音声

を聞かなくても答えられる可能性があると思われる。また、実際の日本語の使用場面では、単漢
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字より、熟語単位で意味を理解するほうが自然であると考えられる。 

 

3．研究目的	 

	 TTBJ を利用し、中国語系学習者を対象とする WEB 漢字語彙の聴解テスト（以下、聴解テスト）

を作成し、調査を行った。本発表では、聴解テストの作成経緯を説明し、聴解テストにおいて、

（1）学習者の日本語レベルが解答の正確さと迅速性に影響するか、（2）日中漢字語彙の意味的類

似性がテスト問題の正答率及び正答するための所要時間1（以下、正答時間）に影響するか、とい

う 2 点を検討することである。	 

 

4．研究方法	 

2014 年に中国国内のある大学の日本語学部に在籍していた 3 年生と 4 年生（計 43 名）を対象

に、日本語レベルを判断するためのテスト（SPOT90-2 と SPOT90-32）と聴解テストを実施した。	 

	 聴解テストの作成に当たって、まず、調査用語彙を抽出した。『日本語能力試験出題基準（改訂

版）』（2006）、『NTT	 データベースシリーズ日本語の語彙特性』（2000）を参照し、旧日本語能力試

験 2 級以上、使用頻度が 10001～30000 である漢字 2 字熟語（音読み語）計 536 語を抽出し、中国

語との意味的類似性により、①N=C（日中同形同義語）、②N⊃C（日本語の方が意味範疇が広い語）、

③N⊂C（中国語の方が意味範疇が広い語）、④N∩C（日本語と中国語それぞれにおいて違う意味を

持っているが、共通する意味も持っている語）、⑤N（日本語にしか存在しない語）、⑥N≠C（字形

が同じであるが、日本語と中国語の意味が全く異なる語）、という 6 つに分類した。各類から 10

語ずつ（1 級語彙 5 語、2 級語彙 5 語）計 60 語3を抽出し、テスト問題を作成した。各問の音声テ

キストは以下のような陳述文（A）とそれに対する質問文（B）からなり，2 人の日本語母語話者

に録音してもらった。A 文と B 文は音声のみで呈示される。	 

例：	 （A：昨日聞いた講演が面白かった。B：何が面白かったですか？） 

	 	  	 	 選択肢：講演	 	 公園	 	 後援	 	 演講 

	 このテストでは、漢字 SPOT とは異なり、問題を文字で呈示せず、実際の聴解場面に近い状況を

作るよう工夫した。各問に正答以外の選択肢として，正答と意味が同じ/近い語，正答と読み方が

同じ/近い語，中国語で正答の意味に相当する語，の 3 つを設定した。最後に、THINQ4を利用し、

出題の順番をシャッフルし、各問に 7 秒の時間制限5をかけた。また、選択肢が文字で与えられる

ため，問題文の音声と同時に呈示されると，学習者は文字情報からヒントを得て解答する可能性

があると考え、選択肢の出現タイミングは質問文の音声の直後に設定した。	 

                                                   
1	 ここでは、問毎の正答するための所要時間を指す。	 
2	 SPOT90 は TTBJ に格納されており、SPOT90-1、SPOT90-2、SPOT90-3 という 3 つのテストで構成されている。

SPOT90 は学習者の日本語レベル分けに信頼性と妥当性の高いテストとして考えられている。	 
3	 一元配置分散分析の結果、テスト作成用に用意した 60 語は、日中漢字の意味的類似性で分けた 6 分類の間

で使用頻度の偏りがなく、均一性を有していることがわかった（p=.891）。	 
4	 THINQ	 は（株）ロゴスウェアに発注して共同開発したテスト作成のソフトウエアである。	 
5	 7 秒とは、当該問題の音声が終了する時点から、次の問題が始まるまでの時間、いわゆる「解答時間」で

ある。	 
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5．結果と考察	 

	 聴解テストの信頼性について、SPSS	 ver.22 で信頼性係数を求めた結果、α	 =	 .855 であったこ

とから、当該テストは高い信頼性を有していると考えられる。	 

	 

5.1 日本語レベルの影響	 

	 SPOT90-2 と SPOT90-3 の得点を変数とし、平均連結法による階層クラスター分析を行って，調

査協力者（43 名）を上位（11 名），中位（16 名），下位（16 名）という 3 つのグループに分けた。	 

まず、日本語のレベルと聴解テストの得点との関係について、漢字語彙の聴解テストの得点を

従属変数，日本語レベル（上・中・下）を被験者内要因とする一元配置分散分析を行った。その

結果，聴解テストの得点について，各グループの間に日本語レベルによる有意差が見られた

（F(2,40)=	 25.742，p	 =.001）。Tukey法による多重比較の結果，上位と中位，中位と下位，下位

と上位の間に有意差が認められた。つまり，日本語のレベルが高くなるにつれて，聴解テストの

成績も高くなり、得点しやすくなることが分かった。	 

	 次に、日本語のレベルと調査協力者の解答時間の関係を一元配置分散分析で検討した。その結

果、協力者の解答時間について，日本語レベルによる有意差が見られた（F(2,40)=	 5.075，p	 =.

011）。Tukey法による多重比較の結果，上位と下位の間に有意差が認められた（p	 =.008）。これ

によって、日本語のレベルが高くなるにつれて、テスト問題に速く答えられるようになると言え

る。	 

	 

5.2	 日中漢字語彙の意味的類似性の影響	 

	 テスト問題の正答率を従属変数とし、日中漢字語彙の意味的類似性で分けられた 6 類を因子と

する一元配置分散分析を行った。その結果、テスト問題の正答率について、日中漢字語彙の意味

的類似性による影響が見られた（p	 =.032）。多重分析の結果によると、有意差が認められたのは

「日中同形同義語」類と「日本語のほうが意味範囲が広い語」類の間だけであり（p	 =.009）、こ

れ以外の任意 2 つの類の間はに有意な差が見られなかった。一方、正答時間については、日中漢

字語彙の意味的類似性による有意差は認められなかった（p	 =.453）。	 

表 1 は聴解テストにおいて、各類のテスト問題の正答率と正答時間を示したものである。表 1

によると、「日中同形同義語」類の問題の正答率が 52.79%で最も低く、正答時間が 3531.45 ミリ

秒で最も長いことが分かった。これによると、読解で最も理解されやすいと思われる「日中同形

同義語」が今回のような聴解テストでは、処理が最も困難であったと推測できる。	 

これについて、認知心理学のアプローチを扱った邱（2006）でも似たような現象が検証されて

いる。邱（2006）では，台湾人日本語学習者を対象に，日本語文の意味判断課題を用いて，同根

語，非同根語，ひらがな単語，カタカナ単語の聴覚呈示における認知の困難さを調べた。その結

果，同根語は他の語種より反応時間が長く、誤答率が高いという現象が見られた。邱（2006）は

聴覚呈示の場合，同根語の認知速度がほかの種類の単語より遅く，意味処理が困難であると指摘

した。	 
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表 1	 語彙分類別のテスト問題の正答率及び正答時間	 

語彙の分類 問題数 正答率（%） 正答時間（ミリ秒） 

N＝C 10 52.79  3531.45  

N⊃C 10 78.84  3077.30  

N⊂C 10 69.07  3349.33  

N∩C 10 65.58  3261.37  

N 10	 68.14  3442.28  

N≠C 10 66.05  3379.25  

 

6．まとめと今後の課題	 

	 本発表では、中国語系学習者の聴解における漢字語彙の処理を考察するために、TTBJ を利用し

て、WEB 漢字語彙の聴解テストを作成し、調査を実施した。その結果、日本語のレベルが当該テ

ストの正答率及び解答時間に影響を与えることが分かった。また、「日中同形同義語」は視覚呈示

では意味の処理を促進できるが、聴解では処理されにくいことが明らかになった。同様に考える

と、「中国語のほうが意味範囲が広い語」も「日中同形同義語」と同じような傾向が見られると推

測できるが、数値的にはそうならなかった。その原因は何か、また、問題項目別にどのような解

答があったか、正答率と解答時間との関係はどうなっているか、などを更に分析する必要がある

と思われる。	 
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BENEFITS OF VIDEOCONFERENCING: 
A COLLABORATION BETWEEN TWO CAMPUSES 

 
Naoko Nemoto, Mount Holyoke College 

根本	 菜穂子	 

Hisae Kobayashi, Connecticut College 
小林	 久恵	 

 
Abstract: In this presentation, we will discuss the merits of peer learning in intermediate-
to advanced-level Japanese courses and demonstrate how the software Zoom helped our 
attempts to connect two colleges to enhance content-based language peer learning. Each 
of the authors teaches at a small liberal arts college and we share the following issues: 1) 
the enrollments of the upper-level courses tend to be very small; 2) the students’ level of 
proficiency varies; 3) students have created too much dependency on their own 
classmates. In order to solve the aforementioned issues, we established collaboration 
between two campuses through videoconferencing. 
 
Keywords: Zoom, peer learning, blended course, self and peer evaluation,  
content-based learning 	 
 

INTRODUCTION 
 

     The present work demonstrates how the on-line portion of our course provides us with 
opportunities to fully utilize available technology and discusses extra benefits that on-line 
learning has added (not substituted) to our courses. Specifically, we discuss how the 
software Zoom upgraded not only our on-line exchange experience but also learners’ 
self- and peer evaluation and feedback experience.  
        

DISCUSSION 
 

     Since the spring semester of 2014, two colleges are offering content-based Japanese 
courses that used the same textbook (Nemoto 2013) as the main source. Although each of 
the two courses has its targets and assessment criteria, we share students’ presentations 
and peer readings on-line. The textbook adopts the framework of Content and Language 
Integrated Learning (CLIL) and emphasizes peer learning and group work in order to 
help learners improve communication skills that are essential to the global community. 
One of the characteristics of this textbook is that each chapter contains two different level 
articles. Each group selects one of them and reads it with peer and conducts a 
presentation to introduce the content of the reading material to the classmates who have 
not read it. In other words, learners are expected to study the content of the other article 
from their peer. Therefore, peer learning is crucial for the course. Our original reason to 
connect two campuses was to provide better paring/grouping for learning. However, we 
observed that having an unfamiliar audience on the other side of screen greatly 
encouraged students in both campuses to put extra effort toward refining their 
presentations and communication strategies. This is one of the reasons that we argue that 
on-line sharing does indeed have additional benefits for learning.  
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     In the spring semester of 2014, we used Skype to connect the two campuses, Google 
Drive to share Power Point slides, and Quick Time Screen Capture to record our students’ 
activities for feedback and assessment. However, using multiple software programs 
simultaneously was problematic. In particular, sharing Power Point slides using Google 
Drive while conducting a presentation was very difficult. Furthermore, with Quick Time 
Screen Capture, recording was possible from only one side. As a result, we could observe 
only one side on a large screen and the other side on a smaller screen.  
 
     To overcome the aforementioned challenges, we tried Zoom for the students’ last 
presentation in the spring semester of 2014. Zoom allows us to simultaneously share 
Power Point slides and videos of both classrooms. Crucially, it also allows us to record 
the screen with these activities by one click. Moreover, we can leave comments via its 
chat function. Hence, Zoom provides excellent sources for feedback, including learners’ 
self- and peer evaluations. Note that without using video conferencing, it is not easy to 
record all of the above activities at once. This constitutes an additional reason why we 
claim that video conferencing adds valuable learning opportunities.     
 
     To fully utilize Zoom’s capacity and resources, we made the following changes in the 
spring semester of 2015. Firstly, we offered scaffolding instruction to help the students so 
that they can critically analyze their own performance. Since Nemoto (2013) includes 
self-evaluation and peer-review sheets, we ask students to examine these sheets prior to 
preparing their presentations. Secondly, we scheduled a practice presentation so students 
could receive feedback from the instructor and evaluate themselves. There are a number 
of benefits of a practice session: 1) the students can evaluate their own presentation 
through recording; 2) they can review their own studies critically as well as objectively 
from various points; 3) they can practice a question and answer session. We utilized 
NCSSFL-ACTFL Can-Do Statements, among others, to make up questions in the 
evaluation forms and used Google Forms to present them to students.  
 

CONCLUSION 
 

     We discussed various benefits of on-line sharing experiences among learners and how 
Zoom software enhanced their learning opportunities. Furthermore, learners have 
acquired better strategies to study the language through self- and peer evaluation.  
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Project	 411:	 被災地をつなぐテクノロジー	 	 

Project	 411:	 Connecting	 Tohoku	 and	 San	 Diego	 Through	 Technology	 

	 

牛田英子,	 カリフォルニア大学サン・ディエゴ校	 

Eiko	 Ushida,	 University	 of	 California,	 San	 Diego	 

	 

概要:	 国際関係大学院の中上級日本語 411 コースでは、東日本大震災 2 年後からサンディエゴと

被災地を結ぶ交流プロジェクト「Project	 411」を続けている。学生は被災地で「今」必要とさ

れていることを探求し、そのニーズに合わせ、サンディエゴにいる自分達が被災地のためにでき

ること、貢献できることを考え、目標を立て、プロジェクトの内容を決め、実行した。テクノロ

ジーは、サンディエゴと被災地をつなげ、学生が日本語を使って、積極的に協力し、被災者の心

の復興に貢献することを可能にした。	 

	 

Keywords:	 東日本大震災,	 被災地,つながり,	 希望,	 テクノロジー	 	 

	 

1:	 「Project	 411」とは	 

	 カリフォルニア大学サン・ディエゴ校にある国際関係大学院（以下 IR/PS)では	 

米国外国語学習スタンダードをもとに内容重視の中上級日本語コースを実践してきたが、近年は

21 世紀型スキルも取り入れた「外国語教育のめやす 2012	 」(當作•中野)にある「3 領域（言語、

文化、グローバル社会）x3 能力（わかる、できる、つながる）＋3連携（学習者•他教科•教室

外）」の学習目標を達成するコースに移行し、めやすが提唱するプロジェクト型学習を取り入れ

てきた。	 

	 「Project411」は東日本大震災後、「被災地のために何かしたい」と共感する日本語 411 クラ

ス（中上級）の学生が主体となって日本語クラスと被災地をつなげるプロジェクトで、今年で 3

年目を迎えた。このコースは震災後の日本に「私たちができること」について多角的に考え、米

国内外の人達との恊働活動と学びを通し、問題を解決し、希望を持って生きられる未来への架け

橋として自分がどのような貢献ができるかを考え、責任を持ってグローバル社会で行動する力を

養うことを目的とした。	 

	 学生は被災地の課題とニーズを分析し、目標を定め、目標達成のための作業に取り組んだ。目

的に応じて選んだテクノロジーを使って作業を進め、自ら計画した成果物を完成させた。	 

	 

2:	 「Project	 411」3 年間の歩み	 

	 「Project	 411」は日本の協力者探しから始まった。宮城、福島、岩手の様々な団体に連絡し

最終的にプロジェクトに賛同してくれたのは、東京にオフィスを持つ ADRA	 Japan という NPO だ

った(A)。ADRA	 Japan から福島県富岡高校を紹介され(B)、また、後に福島工業高等専門学校英

語サークル(C)からも交流の依頼が来たため、この 3つの団体と交流することになった。表 1は

過去 3 年間のプロジェクトの内容、表 2は利用したテクノジーをまとめたものである。	 

	 もともと一回で終わるはずであったが、交流先とのつながりを強化するため、継続することに

なった。2013 年夏から B 校と Skype 交流を続け、第二回「Project	 411」は C 校との恊働プロジ

ェクトと進化していった。2015 年の第三回「Project	 411」は現在計画中である。	 

	 

表 1:	 「Project	 411」の内容と発展	 

時期	 ニーズと目標	 交流先	 作業	 成果物	 

第一回

(2013

年春)	 

1.仮設住宅のコミュニティー

強化	 

2.	 被災者との人的交流、心

の交流	 (イベントを通じた生

きる喜び、あきらめない意

志)	 

A、B、	 

C	 

1.	 チラシ作り、PR 活動	 

2.	 友情ベンチ作成（友情

のシンボルを永遠に残

す）	 

3.	 Skype 交流の準備	 

1.	 Skype 交流

（言語交換、

ゲーム、日米

カラオケ大

会）	 

2.	 友情ベンチ
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3.	 被災地とサンディエゴの

絆強化	 

(IR/PS)	 

第二回

(2014

年春)	 

1.福島のイメージ改善（より

前向きに）	 

2.福島を忘れない	 

3.	 福島とサンディエゴの絆

強化	 

4.	 プロジェクト目標達成過

程を共に楽しむ	 

C	 1.	 チラシ作り、PR 活動	 

2.	 ゆるキャラ作り	 

3.	 カレンダー作成	 

4.	 打ち合わせ	 

1.	 カレンダー

(PDF)	 

	 

2.	 友情ベンチ	 

(交流先 C)	 

2013 年

夏〜

2015 年

冬	 

1.	 福島との人的交流、心の

交流	 (イベントを通じた生き

る喜び、あきらめない意志、

希望を持つ)	 

2.	 福島とサンディエゴの絆

強化	 

A,	 B	 1.	 教師打ち合わせ	 

2.	 Skype 交流準備	 

3.	 夏休み福島訪問

（IR/PS 教師、学生代

表）	 

1.Skype 交流	 

2.友情ベンチ

とサンディエ

ゴマップ(交流

先 B)	 

	 

表2:	 使用したテクノロジー	 	 *学生が主体となって選んで使ったもの	 

テクノロジー	 2013	 2014	 使用用途	 

Email	 X	 X	 コミュニケーション、情報交換、打ち合わせ	 

Wikispaces	 X	 X	 教師が作成したコース用サイト、コース運営、教材、交流

用サイト(絆Wiki)	 

*WorldPress	 X	 X	 学生が作成したプロジェクトのサイト、PR	 

Google	 Docs	 X	 X	 みんなのノート、情報共有、情報交換	 

*Doodle	 X	 X	 スケジュール管理	 

*YouTube	 X	 	 歌を学ぶ、カラオケ	 

Skype	 X	 	 コミュニケーション、打ち合わせ、学校との交流	 

*Google	 Hangouts	 X	 X	 コミュニケーション、打ち合わせ	 

*Facebook	 	 X	 コミュニケーション、情報発信、PR	 

*Twitter	 	 X	 コミュニケーション、情報発信、PR	 

*Photoshop	 	 X	 カレンダー用の写真、イラスト編集、チラシ	 

*MS	 Publisher	 	 X	 カレンダー作成	 

	 

4:	 テクノロジーの意義と課題	 

	 学生は被災地、被災者を支援したくても学期中は被災地に行くことができないが、表 2 にある

ようなテクノロジーを効果的に利用することで、被災地の復興、特に被災者の心の復興に貢献す

ることができることを実感した。被災地の被災者も海外の学生との交流を楽しみ、「元気をもら

った」と報告された。テクノロジーは日々進化し続けており、このようなプロジェクトを成功さ

せるには、目的に応じて適切なテクノロジーを利用する情報活用力、そしてプロジェクトの参加

者全員の恊働力が不可欠である。	 

	 

5:	 今後の可能性と方向性	 

	 被災地の限られたインターネット、コンピュータ環境、アメリアとの時差などチャレンジは少

なくないが、「Project	 411」の目的を達成するためには継続的な活動と定期的な交流が必要で

あることに合意し、今後も新たなニーズに対応できるプロジェクトを実行する予定である。また、

福島、サンディエゴ以外に在住する「Project	 411」経験者、地元メディアなどにも協力を呼び

かけ、進化し続けるテクノロジーを駆使して、IR/PSと被災地のつながりをさらに強化していき

たい。	 

参考文献	 	 

當作靖彦•中野佳代子,	 「外国語教育のめやす 2012	 」国際文化フォーラム,	 2012	 
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日本語学習者のネット利用状況と学習サイトへの期待 
THE INTERNET USE OF JAPANESE LEARNERS  

AND EXPECTATIONS FOR JAPANESE LEARNING SITES 
 

伊藤秀明・石井容子・武田素子・山下悠貴乃 
ITO Hideaki, ISHI Yoko, TAKEDA Motoko, YAMASHITA Yukino 

国際交流基金 関西国際センター 
The Japan Foundation Japanese-Language Institute, Kansai 

 
概要：本稿では、海外の日本語学習者に行ったアンケート調査の結果から、学習者のインターネ

ットの利用状況や学習サイトに期待されていることを報告する。アンケートの分析から、日本語

学習者は在住地域を問わず日常的にネットを利用しており、利用端末はＰＣ、スマートフォン、

タブレットの順に多いこと、ネットによる言語学習経験はＳＮＳの利用や動画視聴と比較すると

少なく、ネットを利用した言語学習が十分に行なわれているとは言えないこと、全体的にはイン

タラクティブな学習サイトや使いやすさ、多言語対応などの機能が求められる一方、文法・語彙

の充実や視覚情報など地域ごとの期待も見られること、の 3点が明らかとなった。 
 
キーワード：日本語学習サイト、利用状況、学習者の期待、インタラクティブ、端末 
 
１．はじめに	 

2014年、世界中のインターネット利用者は 30億人に達したことが発表された（International 
Telecommunication Union 2014）。このようにインターネットの利用が急速に普及する中、日本
語教育においても近年、様々な機関や個人によってインターネットを利用したツール、学習サイ

トなどが開発されている。国際交流基金関西国際センターにおいても 2007 年 7 月の「日本語で
ケアナビ（ http://nihongodecarenavi.jp）」の公開を皮切りに、「アニメ・マンガの日本語
（http://anime-manga.jp）」、「NIHONGO e な（http://nihongo-e-na.com）」、「まるごと＋（まるご
と プ ラ ス ） 入 門 （ A1 ）（ http://a1.marugotoweb.jp ）」、「 ま る ご と の こ と ば
（ http://words.marugotoweb.jp ）」「 ま る ご と ＋ （ ま る ご と プ ラ ス ） 初 級 １ （ A2 ）
（http://a2.marugotoweb.jp）」と日本語学習に関連する Webサイトの開発、公開を行なってきた。
そして今般、さらなる e ラーニング事業の展開のために、国際交流基金の海外 20 拠点1の日本語

講座の学習者を対象にインターネット利用などに関するアンケート調査を行った。本稿では、こ

の調査結果の中から日本語学習者のインターネットの利用状況および日本語学習者が求める学習

ウェブサイトについて報告する。 
 

２．アンケート調査	 

アンケート調査は 2014年 5月末から 7月上旬の約 1ヶ月間、国際交流基金の海外 20拠点の日
本語講座に通う日本語学習者を対象に実施した。アンケートは今後の e ラーニング事業の展開を
見据えた質問項目を種々含んだ内容であったため、本稿では、①端末別の利用率や、使用場所、

使用目的など学習者のインターネットの利用状況に関すること、②学習者が日本語学習サイトに

                                                   
1 国際交流基金の海外 22拠点のうち、ニューヨークは日本語講座を行っておらず、ロンドンは指
定の期日までに回答を得られなかったため、除外した。 
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図２	 11拠点の学習歴別割合 

図１	 11拠点の年代別割合 

表１	 11拠点名と回答者数（人） 

期待すること、の 2点に絞って報告する。 
アンケート全体の有効回答者数は 1683名であったが、アンケート収集期間中の開講講座が少な

く、回答があまり得られない拠点もあったため、本稿では 65名以上の回答があった 11拠点を考
察対象とした（表１）。また、各拠点の受講生に対してアンケートを行なったことから、拠点によ

って年齢構成は多少異なりも見られたが、極端に偏った傾向は見られなかった。図１は 11拠点の
総回答者の年代別割合、図２は 11拠点の総回答者の学習歴別割合である。 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 

	 

	 

	 

 
３．日本語学習者のインターネット利用状況	 

インターネットの利用状況については、仕事や学業以外の自主的な利用に限定し、利用頻度、

利用端末（ＰＣ2・スマートフォン、タブレット）、利用場所、ネット上で行うことと言語学習経

験について調査した。 
まず利用頻度については、いずれの地域でも「ほぼ毎日利用している」という回答が最も多く、

カイロ（74％）、ニューデリー（71％）以外は 80％を越えており、地域に関わらず日常的にイン
ターネットを利用していることが明らかとなった。 
端末別の利用率3は、ＰＣが 80～90％、スマートフォンが 60～80％、タブレットが 30～50％

であり、いずれの地域でも利用の多い端末の順（ＰＣ＞スマートフォン＞タブレット）に違いは

見られなかった（図３）。近年、途上国ではスマートフォンが急激に普及していることからスマー

トフォンの利用率が PC の利用率を上回ることも予想されたが、今回の調査ではそのような傾向
は見られなかった。 

                                                   
2 デスクトップ型、ラップトップ型のコンピューターを指す。 
3 「保有率」ではなく、各端末の場所別利用率の最も高いもので比較した。 
 

15% 
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6% 
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6% 年齢	 10代	 
20代	 
30代	 
40代	 
50代	 
60代以上	 
無回答	 
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38% 
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10% 
10% 

学習歴	 
０～１年	 

１～３年	 

３～５年	 

５年以上	 

無回答	 

ローマ（イタリア） 106 

ケルン（ドイツ） 105 

パリ（フランス） 96 

モスクワ（ロシア） 114 

カイロ（エジプト） 100 

バンコク（タイ） 107 

クアラルンプール（マレーシア） 90 

ニューデリー（インド） 84 

シドニー（オーストラリア） 75 

ハノイ（ベトナム） 110 

ロサンゼルス（アメリカ） 66 

合計 1053 

 

86



 
図３	 端末別の利用率 

 
利用場所については、スマートフォン、タブレットなどモバイル端末では端末の特性を活かし、

場所を問わず利用されている地域が多く見られる一方、ニューデリー、ハノイでは他の地域に比

べ、カフェ・公園等の屋外での利用率が低かった。また、ハノイに限ってはモバイル端末である

にも関わらず、ネットカフェでの利用が多い傾向が見られた。このようにモバイル端末が普及し

ている一方で、wifi 環境の未整備などを起因としてモバイル端末の特性を活かしきれていない地
域があることも確認された。 
ネット上で行うことについては、Skype のようなビデオチャットやＳＮＳ、動画視聴等という

回答が多く、ネットによる言語学習経験は総じて少なかった（図４）。特にヨーロッパ圏では、ネ

ット上での言語学習経験があるという回答が 10～22％となっており、その低さが際立っていた。 
 

	 

図４	 インターネット上で行なっていること4と言語学習経験	 

	 

４．学習者が求める学習サイトについて	 

学習者が求める学習サイトについては、「日本語を学ぶために、どんなサイトがあったらいいと

思うか」という自由記述の質問に回答してもらった。得られた回答の一部が表２である。 
まず、地域に関わらず多く見られたのが、双方向性を期待する声である（①）。交流したい相手

は教師、日本語母語話者、学習者同士など様々であるが、インターネット上の学習であっても人

とのつながりを求めていることがうかがわれた。これはＳＮＳやビデオチャットの利用の多さと

も合致する。また、日本文化に関する情報を求める学習者も多く、「日本語学習サイト」の意義が

広い視野で捉えられていることが推察される（②）。その他には、自身の日本語レベルに応じて使

                                                   
4 アンケート上では他の項目も見られたが、紙幅の関係上、抜粋した。 
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えるなど使いやすさを求める声も多く（③）、ダウンロード時間が短いことや動画が長すぎないこ

となどといった意見からは、動画や音声が語学学習サイトに当然のものとして認識されているこ

ともうかがえた。また、自分の分かる言語で表示できる多言語対応を求める声も多かった（④）。 
一方、欧州では「文法・語彙」「漢字・文字」（⑤、⑥）の充実を期待する声が多く見られ、

地域による学習志向の差もうかがわれた。また、バンコク、ハノイ、クアラルンプールでは、イ

ラストやサイト自体の見た目への言及（⑦）が複数見られ、視覚的な情報をより強く求めている

ことがうかがえた。その他、ニューデリーでは、「インタラクティブ」に関わるキーワードが特に

多く見られ、ロサンゼルス、シドニーでは、要望が具体的で、現在欲しいと思っているものを明

確にイメージしている印象があった。 
 

表２	 日本語学習者が求める学習ウェブサイト 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 

	 

５．まとめと今後の課題	 

日本語教師であれば、日本語学習者がインターネットを利用した日本語学習を行なっていると

いう実感はあると思われるが、これまでその実態を調査したデータは見られなかった。今回の調

査も限定的な側面は含んでいるが、世界の日本語学習者のネット利用状況や日本語学習者が望む

ウェブサイトについて示すことができたのではないかと思われる。 
	 今後はアンケートのその他の部分の分析を行なうなど、より詳細に日本語学習者の e ラーニン
グ事情を明らかにしていくことに貢献していきたい。 
 

参考文献	 

International Telecommunication Union(2014). Press Release: ITU releases annual global 
ICT data and ICT Development Index country rankings,  
http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2014/68.aspx	 

① 双方向性 
・ ネイティブや学生と会話ができる。 
・ 教師とやり取りできる。 
・ 教師と学生で構成されるオンライン授業。 
・ グループ活動ができるもの。 
 
② 文化情報 
・ 伝統衣装・ライフヒストリー・文化などのテーマご

との記事があるインタラクティブなサイト。 
・ 日本や日本文化について見たり、知ったりするこ

とができる。 
 
③ 使いやすさ 
・ ダウンロード時間が短い。 
・ 長すぎないビデオがある。 
・ シンプルで、学びのステージが明確に示されて

いる。 
・ ひらがなの on/off オプション。 
 
④ 多言語対応 
・ ヒンディー語の訳があるもの。 
・ 日本語で書かれているが、タイ語訳がある。 
・ 複数の言語で表示されている。 

⑤ 文法・語彙 
・ 文法の疑問を解消できる掲示板。 
・ レベルごとに編成した文法や語彙の説明。 
・ 語彙を増やすためのフラッシュカード。 
 
⑥ 漢字・文字 
・ 漢字を覚えるためのエクササイズとその方法を 
   提供する。 
・ 漢字の歴史を学ぶ。 
・ 漢字や部首の説明があるもの。 
 
⑦ イラスト・写真 
・ 文字が少なく、視覚的情報が多い。 
・ イラストや写真がたくさんある。 
・ 記憶に残りやすく、生き生きとしたイラスト。 
 
⑧ その他 
・ 理解に役立つ、たくさんの例文やビデオで構成さ

れたサイト。 
・ 発音のどこに間違いがあるか確認できるもの。 
・ アプリでコースが受けられる。 
・ どこまで学習したかが分かるようなサイト。 

88



iPad の効果と活用例	 

iPad EFFECTVENESS IN TEACHING JAPANESE 
田沢佳代子,,  フィリップスエクセターアカデミー  

Kayoko Tazawa, Phillips Exeter Academy 
 

当校の日本語プログラムでは、２０１２年の春から iiPPaaddを使用している。生徒達は iiPPaaddが日本

語学習に非常に便利かつ効果的で、iiPPaadd なしでは学習できないと断言している。iiPPaadd  の特長と

して、ビデオ、写真、音声などのマルチメディアへのアクセスの容易性、スタディカード、セル

フテストなど自習をサポートする機能の充実性、またコラボの実現の容易性などがあげられる。

実際の活用例から紹介し、マルチメディア社会での効果的な日本語教育を考察してみたい。  

  

  

キーワード：iiPPaadd、アプリ、効果、特長、活用例 

  

マルチメディア	 

	 iiPPaaddの強みはマルチメディアへのアクセスの容易さである。写真、音声、ビデオ、ウェブサイ

トへのアクセスがワンタッチで可能である。当校では、當作先生の許可を得て作った YYooookkoossoo

の eeBBooookkのテキストを使用している。そのテキストには、音声、ビデオ、写真、セルフテストな

どを折り込んである。当校の外国語学部のモットーに、「原語で書かれた文学作品を原語で話し合

う」とあり、初級のの段階から積極的に話を生徒に読ませる。iiPPaaddの導入時から JJaappaanneessee  GGrraaddeedd  

RReeaaddeerrss というアプリで読解を始めた。そのアプリでは俳優の音読を聞くことができ、また重要

な単語、語句のフラッシュカードが付属されている。eeBBooookk、JJaappaanneessee  GGrraaddeedd  RReeaaddeerrssによっ

て日本語の音声を手軽に聞くことができるようになったおかげで、生徒たちのヒアリングが向上

した。YYooookkoossooにはウェブサイトがあり以前も音声を聞くことは可能であったが、ヒアリング問

題を宿題としても面倒なのでして来ない生徒が多数いた。しかし、eeBBooookkではワンタッチで音声

を聞くことができるので宿題をしてくるようになった。また、JJaappaanneessee  GGrraaddeedd  RReeaaddeerrssの俳優

の音読が特徴的で、それを生徒達が喜んでまねをし、そのおかげで発音が上達した。生徒達がゲ

ーム感覚で音読を繰り返したことにより、語彙、語句の定着率が上がった。また、文法も正しく

入るようになった。例えば、以前は理由の「から」の語順が覚えられず英語の語順を使ったため、

全く論理の通らない文を作ってしまう生徒が多数いたが、JJaappaanneessee  GGrraaddeedd  RReeaaddeerrssの「どうし

てコウモリは昼とばない」「どうして海の水は塩からい」の２作品を読ませた結果、正しく定着

した。音で聞くこと、また文脈の中で文型に触れられたことが効果的であったと思われる。  
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文字  

	 日本語教育の中で、最も難しいとされるのが「文字」である。ひらがな、カタカナ、漢字と３

種類もあることに加え、漢字は一つの文字に多数の読み方が存在する。当校では初級日本語の最

初の３週間でひらがな、次の２週間でカタカナ、それからは１週間に７文字のペースで漢字を導

入する。ひらがな、カタカナで脱落してしまう生徒がいたが、iiPPaaddのアプリである KKaannaa  

LLSS  TToouucchh、KKaannjjii  LLSS  TToouucchhを使用してからは、文字の導入がスムーズになった。これらのアプ

リは、書き順、方向を示してくれて手でなぞって文字を覚えるようになっており、また覚えたか

どうかのセルフテスト機能がついている。生徒が書き順を正しく覚えており、また生徒同士の手

書きの文字が非常によく似ていることからも、これらのアプリの有効性がうかがえる。	 

	 

セルフテスト	 

フィードバックが即座に得られることは言語学習には大きな助けとなる。eBook の Study	 Card

機能の他に、Kana	 LS	 Touch、Kanji	 LS	 Touch、Graded	 Readers にはテストモードもあり、漢字

や単語、表現、文法などをテストすることができる。	 

特に生徒に評判なのがMidoriという辞書のアプリとQuizletというアプリである。このMidori

では手書きで書いて文字を調べることができ、漢字の書き方をアニメーションで見ることができ

る。また、調べた単語にブックマークをつけることによって簡単にスタディーカードを作る機能

があり、生徒は重宝している。Quizlet は作ったスタディカードをシェアすることができ、一人

の生徒がテストの前などにスタディーカードを作成し、クラスのみんなとシェアをしている。こ

れらのアプリのおかげで生徒の語彙が増え、日本語力が向上した。	 

	 

携帯、アーカイブ機能の利便性	 

	 当校では教科書として Yookoso を使用している。２年目の冬学期から Yookoso の２冊目を使用

する。新しい文法を導入する際、１冊目の内容を復習しなければならないことが多々あるが、生

徒が Yookoso１を授業にもってくることはない。教科書を見ながら説明を聞くと、より定着しや

すいと思われるが、重い教科書を２冊も持ってくることは無理である。eBook では２冊の教科書

の内容が保存されているので、携帯するのに便利である。また、授業中の板書や活用表などのプ

リントを写真にとって保存ができるだけでなく、それらの写真、辞書、読み物、生徒の書いた作

文などを iPad に全てを収納し、見たい時にいつでも見られる。	 

	 ノートの代わりに iPad	 アプリである Notability を使用している生徒は、全てのノートに表題

があり、簡単に見たいノートにアクセスすることが可能である。Dropbox、Google	 Drive を使え
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ば、コンピュータ、iPad など複数のデバイスからアクセスができる。つい面倒で開けなかった教

科書、ノートを見ることによって、生徒の復習の機会が増え、日本語力が向上してきている。	 

	 

コラボ	 

社会に出ると、仕事、PTA 主催の学校行事、地域の自治会など、あらゆることで複数の人間が協

力し合って作業をすることが増える。しかし、学校や日本語教育ではテスト、プロジェクト、作

文など、個人でする課題が多い。これは、従来の成績の付け方が個人の能力を評価することによ

ると思われる。しかし、社会ではグループで作業をすることが重要なので、この点は日本語教育

の今後の課題としたい。また、言語はコミュニケーションのためのツールであるので、複数の生

徒で一緒に学習するのは不可欠である。iPad によってコラボが容易になり、色んな効果が出てい

る。	 

	 当校は寮制の高校で、８時の門限があり、授業は午後の６時まであるので、生徒同士で空いた

時間を見つけて共同作業をするのは不可能に近い。iPad に標準搭載されている FaceTime を使っ

て生徒同士が一緒に宿題をすることが増えたせいか、クラス全体のレベルがあがった。パートナ

ーが必要な宿題が出せるようになって、課題のバリエーションが広がった。生徒同士がコミュニ

ケーションをより多くとるようになり、仲がよくなった。そのおかげでクラスの雰囲気もよくな

り、楽しんで授業にとりくめるようになって、日本語をより熱心に勉強するようになった。	 

	 シェアされた写真、イラスト、ビデオなどに、テキスト、ビデオ、落書きなどでコメントを入

れることができる VoiceThread は参加者一人一人が都合のいい時間に利用でき、人数が多い場合

にも対応できる。留学先である日本の K 国際学園の生徒達が当校を訪れる前に、K 国際学園の生

徒と当校の生徒全員がビデオで自己紹介をした。K 国際学園の生徒が到着した時には、すでに生

徒達の間で会話が行われていたようで、とても親しく話をしていた。K 国際学園の生徒達は１日

しか滞在しなかったが、当校の生徒達は日本語を話す楽しさを十分に味わったようだ。K 国際学

園の生徒も同様で、今年はアメリカ旅行希望者が倍増しているそうだ。初対面では話がはずみに

くいが、前もって自己紹介をしておくと壁ができにくいのか、日本語を恥ずかしがらずに使えて

いた。	 

	 当校の近くに原発があり、生徒にとって福島のことは他人事ではない。「福島プロジェクト」

（地震、津波のメカニズム、原発の構造を調べ、福島の高校生達と話をして私たちが学んだこと

をまとめ、それを地元の生徒に発表）の際、コンピュータ、iPad、iPhone を介して無料でビデオ

通話、通話、メールができる Skype を使用して福島の高校生達と話をすることができた。単語が

分からないと、すぐに会話がとぎれてしまう。それではいけないと思ったのか、生徒達は「地震」

「津波」「原発」「避難」「放射能」などの高度な単語を自主的に覚えて会話に備えていた。日
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本語を実践に使ったことで、日本語の学習意義を再認識でき、学習意欲が高まった。生徒達は大

学でも日本語の勉強を継続し、一人の生徒は秋から１年間日本に留学することにしたそうだ。 

	 一つの文書を複数の生徒とシェアができ、全員で加筆、添削が可能である Google Docは全員で

の共同作業を容易にした。上記の「福島プロジェクト」では生徒達は作業を分担してパワーポイ

ントを作成したし、「料理」のユニットを勉強している際、生徒が得意な料理を投稿してクラス

の料理の本を作成したり、読んでいるお話を劇にするため全員で協力して脚本を書くなど、プロ

ジェクトの幅を広げてくれた。全員が参加でき、積極的に作業にとりかかれる。他の生徒の書い

たものから、単語、文法、表現などを学べる。生徒同士が間違いを指摘するからか、間違いの再

発が減少した。教師から指摘されるより、仲間の生徒から指摘される方が印象に残るようだ。み

んなで一つの作業をすることでクラスの結束力が強まり、一人一人の授業態度が向上した。 

 

おわりに  

	 当校では、各学期の中間に METIC (mid-term effort to improve classes)をすることが義務づけられ

ている。これは、生徒と教師がクラスの向上を図るために話し合うことである。毎学期、どのク

ラスでも、クラスの長所として iPad があげられる。「比較を使って好きな文を作り、パートナー

とその文を検証し合う」というアクティビティをした時、一人の生徒が「eBook は本よりいいで

す。」という文を作り、パートナー、そしてクラス全員もその文に同意していた。 

	 携帯電話（スマートホーン）、メール、インターネットなどに囲まれて育ってきた生徒達にとっ

ては、コンピュータや iPad は特別な物ではなく、生活の中の必需品の一部として定着している。

彼らは、動画、画像、チャットに慣れ親しんでいる。彼らが一番学習しやすいように、効果的な

ツールを利用して日本語を教えることは当然のことだと思われる。 

	 最近、アメリカでは日本語学習者数が減少している。理由は色々と考えられるが、その一つは、

日本が英語母語者には習得が難しい言語であることによると思われる。iPad の機能を使って学習

者がより効果的に日本語を学ぶことは、日本語学習者の増加にもつながるのではないかと思われ

る。iPad自体は高価なものであるが、アプリや eBookは安価であり、iPadの有用性を考えると、

コストパフォーマンスは高い。iPad の導入が進み、日本語学習者の増加、日本語能力の向上、そ

して最終的には、社会で使える日本語教育を目指していきたい。 
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日本語学習者にとって使いやすいウェブサイトの工夫 

USER FRIENDLY FUNCTION AND DESIGN FOR JAPANESE LEARNING SITES 

川嶋恵子、和栗夏海、田中哲哉、三浦多佳史、前田純子、宮崎玲子 

（国際交流基金関西国際センター） 

Keiko Kawashima, Natsumi Waguri, Tetsuya Tanaka, Takashi Miura, Sumiko Maeda, Reiko Miyazaki 

(The Japan Foundation Japanese-Language Institute, Kansai) 

 

Abstract: 国際交流基金関西国際センターでは、海外の日本語学習者支援の一環として、種々の

日本語学習サイトの制作、運営を行っている。2015年 2月現在、6つのサイトを運営しているが、

一貫して、「学習者の立場に立ったサイト」であることを第一に、学習者が求める機能とはどのよ

うなものか、どのようなサイトが使いやすいのか、ということを常に考え、サイトの機能やデザ

インに反映させてきた。本発表では、具体例として、画面に表示する文字の選択を可能としてい

ること、検索機能の工夫、ユーザーが自由に閲覧しはじめられるトップページ構成を取り上げ、

紹介する。 

 

Keyword: 日本語学習サイト開発、選べる文字表記、キーワード検索、タグ検索、 

トップページの構成 

 
１．はじめに	 

国際交流基金関西国際センター（以下、KC）では、海外の日本語学習者支援の一環として、種々

の日本語学習サイトの制作、運営を行っている。2005年に着手した看護・介護分野で働く人たち

のための語彙データベースをウェブサイトで見せようと動き始めた 2006年 4月が、KCの eラー

ニング開発事業の始まりである。このデータベースは、辞書機能を中心とした学習支援ツール「日

本語でケアナビ」（http://nihongodecarenavi.jp）としてサイト化し、2007年 7月に公開した。そし

て、2010年 2月には、日本のアニメやマンガに出てくる表現や語彙、漢字が楽しく学べる「アニ

メ・マンガの日本語」（http://anime-manga.jp）を公開、さらに、2010年 4月には、いろいろな日本

語学習に役立つサイトを紹介するポータルサイト「NIHONGO eな」（http://nihongo-e-na.com）を

公開した。直近では、国際交流基金が開発した日本語コースブック『まるごと	 日本のことばと

文化』（入門	 A1、初級１	 A2）の２レベルの内容に則したサイトを「まるごと＋（まるごとプ

ラス）」シリーズとして制作し、入門（A1）レベル（http://a1.marugotoweb.jp ：2013年 3月公開）、

初級１（A2）レベル（http://a2.marugotoweb.jp ：2014年 6月公開）、言葉や表現が調べられる「ま

るごとのことば」（http://a1.marugotoweb.jp ：2013年 8月公開）の３サイトを運営している（各サ

イトの目的、内容等の詳細は、上田他 (2008)、熊野他 (2011)、田中他 (2011)、川嶋他 (2015)を参

照）。 

	 これらのサイトの対象や目的はそれぞれ異なる。しかし、制作するにあたっては、一貫して、

「学習者の立場に立ったサイト」であることを第一に、学習者が求める機能とはどのようなもの

か、どのようなサイトが使いやすいのか、ということを常に考え、サイトの機能やデザインに反

映させてきた。本発表では、KCのサイトで実現されている日本語学習者の立場に立ったサイトと

しての工夫について、代表的な例を紹介する。 
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２．事例１：選べる文字表記	 

	 インターネット上のサイトには、ユーザーを特定せず、様々な学習者の利用を想定しているも

のが多数存在する。KCが公開しているサイトも全て無料でどんな人でも利用することができ、同

じサイトのユーザーであっても、学習目的や漢字圏であるかどうか等、種々の要因により、日本

語の文字の理解度には差がある。サイト内での日本語の表記をどのようにするのかは悩ましい問

題であるが、KCでは、コンテンツの特徴に合わせた工夫をしている。 

	 「まるごと＋」と「アニメ・マンガの日本語」

は、ゼロ初級の学習者からターゲットとしてお

り、１種類の表記だけでは全てのユーザーに対

応しきれない。一方で、複数の表記を並べると、

煩雑で使いづらく、また、文字学習を阻害する

ことにもなりかねない。そこで、ユーザーが自

分に 適な表記を選択して表示できる機能があ

れば、こういった問題が解決すると考え、コン

テンツによって異なるが、学習対象となる日本

語は、 大「漢字・かな」「かな」「ローマ字」

から選択して表示できる仕組みとした（図１）。 

また、表記の問題を解決する方法として、外部のサイトが提供するツールを紹介しているコン

テンツもある。「まるごと＋	 初級１（A2）」サイトの「せいかつとぶんか」コンテンツは、初級

レベルの学習者が日本語で記事を理解するのではなく、英語などの自分が理解できる言語で読む

ことを想定している。そのため、上記のような表示選択機能はつけていない。しかし、メインタ

ーゲットである初級レベルの学習者のみならず、それ以上のレベルの学習者にも利用価値がある

内容だと考えられること、また、非日本語母語話者教師が授業で取り上げることも十分想定され

ることから、日本語ページを読むための何等かの手立てが必要であると考えた。そこで、自動で

ふりがなを付けることができるサイトの使い方を紹介している「NIHONGO eな」のページへのリ

ンク1を載せ、ふりがなさえあれば日本語で理解できるユーザーの助けとしている。 

 

３．事例２：検索機能の工夫	 

	 KCが運営するサイトのうち、「日本語でケアナビ」と「まるごとのことば」には、辞書的な使

い方ができる検索機能がある。このようなサイトの

場合、検索しても結果がヒットしないことが もス

トレスとなる。日本語学習者がキーワード検索する

場面では、母語話者とは違い、ローマ字で入力して

も検索できる方が便利だし、促音や長音のようなよ

くある表記の間違いについても、それを見越して検

索結果が返されれば、各段に使いやすくなると考え

た。例えば、「まるごとのことば」で「誕生日」と

                                                   
1 「ふりがなをつけるサービスをつかってみよう！」

http://nihongo-e-na.com/jpn/hint/id108_1.html 

図１：アニメ・マンガの日本語 キャラクター辞書 

 

図 2：まるごとのことば キーワード検索結果 
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図 4：まるごと＋初級１（A2）トップページ 

いう言葉を検索する場合、「誕生日」「たんじょうび」「tanjoobi／tanjoubi」といずれの表記であっ

ても検索結果が表示されることに加え、「たんじょび」と長音である「う」をタイピングしなかっ

たとしても、正しいと思われる語を提案する画面が表示される（図２）。こうすることで、ユーザ

ーは表記の間違いに気がつくことができると同時に、本来の検索対象である「誕生日」という語

彙にたどりつけるようになっている。 

	 また、両サイトは、語彙や表現のデータベースであることを活かして、辞書的な使い方だけで

はなく、自分の知りたい場面や意味的なまとまりから語彙や表現を検索することができるように

なっている。学習者が日本語を使いたい場面に遭遇したとき、どのような語彙や表現を使ったら

よいのか調べることができたり、語彙や表現を意味的なカテゴリーに分類して覚えたいといった

ニーズに応えられる機能である。「日本語でケアナ

ビ」では、登録されている語彙や表現に意味的な

特徴からタグが付けられており、ユーザーは好き

なタグをいくつか組み合わせて語彙を絞り込むこ

とができる、タグ検索の機能がある（図３）。例え

ば、172あるタグの内、「あいさつ」「声かけ」「寝

る」というタグを選んだとしよう。すると、「おや

すみなさい」「また	 あした	 あいましょう」とい

う 2件が検索結果として表示され、自分が知りた

い場面で使用することができる語彙や表現が得ら

れる。 

	 学習者の「分からない言葉を調べたい」というニーズには、知りたい語彙や表現がすでに決ま

っていて辞書的に調べたい場合と、場面や意味的なカテゴリーは決まっているが具体的な語彙や

表現が分からないから調べたい場合とが想定される。KCのサイトでは、その両方のニーズに応え

る工夫を行っている。 

 

４．事例３：自由に閲覧しはじめられるトップページ構成	 

	 KCのサイトのトップページは、どれも、見るべき順番を規定しない構成になっている。例えば、

図４の「まるごと＋	 初級１（A2）」サイトのトップペー

ジでは、まず目に入る左上の位置には、サイト内のコン

テンツをピックアップして紹介する大きな写真画像（青

枠）を配し、右側には１～９までのトピック番号からの

入り口（緑枠）、左側にはどんなコンテンツがあるのか一

目瞭然のコンテンツごとの入り口（赤枠）が並んでいる。

この構成では、ユーザーがトピックの番号順に使うこと

も、同じ種類のコンテンツをトピックを横断して学習す

ることも可能である。 

一般的には、継続して学習することを目指し、全ての

コンテンツを 後までやり通せるように工夫を凝らした

サイトも多くあるのではないかと思われる。しかし、

図 3：日本語でケアナビ タグナビ 
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KCのサイトはどれも広く一般に開かれたもので、特定のユーザーだけに向けられたものではなく、

サイトでの勉強が義務付けられているようなものではない。ユーザーには、日本語のクラス、職

場、趣味の世界といった「外の世界」が既にあり、日本語の学習や興味はサイトの中だけでは完

結しない。そこで、KCのサイトでは、何を見るか、どんな順番で見るかをユーザーに委ねたデザ

イン構成にしている。トップページに選択肢が広がっていることで、ユーザーはサイトのルール

に沿って学習しなければいけないというプレッシャーを受けず、自分に必要なものを自分で選ぶ

という自由がある。 

しかし、このような構成にすることは、ともすれば、「どこから始めればいいかわからない」、

「何をしたらいいのかわからない」といった不親切さを招いたり、情報量が多く、煩雑な印象を

与えてしまったりする可能性がある。そのため、各サイトでは、色や配置の工夫でバランスを取

ること、ナビゲーションをわかりやすくすることなど、弱点を補う工夫も並行して行っている。 

 

５．おわりに	 

	 KCの eラーニング開発が始まった 2006年から数えて、今年で９年目となる。開発に関わる人

員は入れ替わりながらも、新たなサイトを開発する際には、これまでに制作してきたサイトから

継承していくべきものは継承し、改善の余地があるものに関しては改善しながら、組織として経

験値を積み上げてきた。また、「NIHONGO eな」を運営する中で、700余りの外部の日本語学習

サイトを検証してきたことも大きな財産となっている。一方で、IT技術の進歩に伴い、ユーザー

のニーズも徐々に変わってきている。その変化も注視しつつ、今後も日本語学習者に有益なサイ

トとは何かを考え、具現化させていきたい。 
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育紀要』7号, pp.163-169. 

96



 

 
 

基本情報技術者試験における専門用語の使用実態調査	 

-コンピュータ技術者を目指す留学生向けの専門用語辞書の開発-	 

An analysis of word usage in Fundamental Information Technology Engineer Examination 
 

野崎浩成，江島徹郎，梅田恭子，愛知教育大学 
たなかよしこ，日本工業大学 

Hironari Nozaki, Tetsuro Ejima, Kyoko Umeda, Aichi University of Education 
Yoshiko Tanaka, Nippon Institute of Technology 

 
Abstract : 本研究では，基本情報技術者試験（平成 16～20 年の 5 ヶ年分の午前問題）を対
象にカタカナで表記されている情報分野の専門用語の使用実態を調査した。その結果，基本

情報技術者試験で使用されたカタカナ語の異なり語数は 827 語であり，カタカナで表記され

た情報分野の専門用語の使用頻度表を作成した。この頻度表を用いることで，見出し語に頻

度情報を付与した専門用語辞書が作成できる，頻度に基づいて辞書に掲載する専門用語の取

捨選択ができる，使用頻度の高い専門用語を優先的に学習できるなど，情報分野に関連する

日本語学習に貢献する有用な基礎的資料を得ることができる。	 

 
Keyword: 情報技術者，専門用語，カタカナ語，使用頻度調査，語彙習得 

 
１．はじめに  

今日，インターネットは世界中で利用されている。それに伴い，留学生の多くは来日

後にもコンピュータ操作は不可欠であり，そのためには情報分野の用語の理解が必要と

されている。一方で，情報分野の専門用語は，英語を語源とするカタカナ表記の外来語

が大多数を占めている。カタカナは漢字に比べ画数が極端に少ないため文字の弁別手が

かりが少なく，類似した字形も多い。一般的にカタカナ語はもとの外来語とは似てもに

つかない音に聞こえるようで外国人には大きな鬼門の一つ（丸山 1995）であるとされ
ている。以上の理由により，本研究では，カタカナで表記された情報分野の専門用語を

研究の対象とした。具体的には，基本情報技術者試験（5ケ年分）のすべての問題文と
選択肢，およびその解説文の一部を対象に，カタカナで表記されている情報分野の専門

用語の使用実態を調査し，その使用頻度表を作成した。 
 

２．カタカナで表記された情報分野の専門用語の使用実態調査  
２．１．調査の方法  
分析に用いたデータは，平成 16～20年の 5ヶ年間に実施された基本情報技術者試験

である。この試験は，１年間で春と秋に 2回実施されるものであり，本研究では，午前
問題 10回分（2回／年 ×5ヶ年分＝合計 10回分）を分析の対象とした。午前問題の出
題形式は，四肢択一で，1回の試験で 80題出題される。よって，延べ 800題となった
（80題／回 ×10回分＝合計 800題）。そのすべての問題文と選択肢，および解説文の
一部を分析データとした。そのデータの中から，カタカナが 2文字以上連続して出現す
るものをカタカナ語として抽出し，その使用頻度を集計した。調査対象となるカタカナ

とは，JIS X0208に基づいて，区点コード 0501-0586に属する 86文字および長音記号
「ー」を合わせた 87文字とした。 
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２．２	 結果と考察	  
本調査で出現したカタカナ語は，延べ 6284語，異なりで 827語であった。これらは，

すべてカタカナで表記された情報分野の専門用語である。表１には，使用頻度の高い上

記 20語を示した。 
野崎ほか(2011)では，次のような結果が得られている。すなわち，①日本の高校で使

用されている普通教科「情報」教科書 24冊の索引に掲載されている専門用語を抽出し
た所，6015語であった。②その専門用語（6015語）の構造を分析し，単純語を抽出し
た。③単純語の中から研究対象語彙として，668語のカタカナ語を抽出した。このよう
に，カタカナ語で表記された情報分野の専門用語については，高校の教科書の索引から

抽出されたのは 668語(野崎ほか 2011)であった。一方，本研究の結果から，基本情報技
術者試験の異なり語数 827語であったが，これは高校の教科書よりも語種が多いという
ことになる。一般に，基本情報技術者試験の合格率は 20～30％であり，その合格者の
平均年齢は 25歳前後と言われている。そのため，基本情報処理技術者試験で使用され
る専門用語（カタカナ語 827語）は，高校の普通教科「情報」の教科書(668語)よりも
語彙の種類が 2割程度多い（827/668=1.238）というのも妥当な結果であるといえる。 
カタカナ語は，外来語や外国語のみならず，和製英語や専門用語，その時代の世相を

反映する語彙（流行語）などでも数多く用いられる。今日の日本語環境では，カタカナ

語の重要性が増大する傾向にある。しかし，一般になじみの薄いカタカナ語の多用は，

国民各層とりわけ高齢者の情報理解を妨げる大きな要因となっている。また，日本語学

習者にとっても，多音節語となるカタカナ語の存在は，語彙習得の大きな障壁の１つと

なっている。とりわけ，情報分野の専門用語は，英語を語源とするカタカナ表記のもの

が大多数を占めている。さらに，情報分野の技術進歩は著しいため，一般の辞書には掲

載されていない新しい用語が次々に登場するという特徴を持つ。また，ネット環境が普

及した現在社会において，情報分野の専門用語は，一部の情報技術者のみが扱うのでは

なく，広く一般に使用されるようになりつつある。このような観点から，日本語学習者

に対しても，使用頻度表（表１）に用いることで，①高頻度を優先的に学習できる教材

の開発，②見出し語に頻度情報を付与した専門用語辞書の作成，③使用頻度に基づいて

辞書に掲載する専門用語の選定ができるなど，本研究によって情報分野に関連する日本

語学習に貢献する有用な基礎的資料を得ることができた。 

表１ カタカナで表記された情報分野の専門用語の使用頻度表 
 使用頻度の高い語彙上位 20語 

順

位 

カタカナ表記の

専門用語 
使用頻度 使用率 累積使用率 

順

位 

カタカナ表記

の専門用語 
使用頻度 使用率 累積使用率 

1 データ 519 8.259% 8.259% 11 ネットワーク 94 1.496% 31.906% 

2 システム 236 3.756% 12.015% 12 モジュール 92 1.464% 33.370% 

3 プログラム 227 3.612% 15.627% 13 クラス 89 1.416% 34.787% 

4 ビット 180 2.864% 18.491% 14 ファイル 84 1.337% 36.123% 

5 テスト 145 2.307% 20.799% 15 サーバ 80 1.273% 37.397% 

6 アドレス 139 2.212% 23.011% 16 バイト 75 1.194% 38.590% 

7 アクセス 137 2.180% 25.191% 17 ディスク 72 1.146% 39.736% 

8 コード 123 1.957% 27.148% 18 ソフトウェア 70 1.114% 40.850% 

9 データベース 111 1.766% 28.915% 19 レコード 63 1.003% 41.852% 

10 コンピュータ 94 1.496% 30.411% 20 タスク 57 0.907% 42.759% 
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縮約形・音変化に対応した聴解学習支援システムの開発 

A Development of a Listening Practice System for Sound Changes in Spoken Japanese 

小河原義朗・高橋亜紀子・井口寧 

Ogawara Yoshiro, Takahashi Akiko, Inoguchi Yasushi 

北海道大学・宮城教育大学・北陸先端科学技術大学院大学 

 

要旨：国内外の日本語学習者が直接、またはインターネット等を通じて日々接触している生の

日本語、特にその生きた話し言葉の聴解を阻む要因として、いわゆる話し言葉における縮約形・

音変化がある。本研究では、この縮約形・音変化を取り上げ、その音声知覚段階での聴き取り

を自動化レベルに引き上げることによって、聴解能力の総合的なレベルアップを目指した聴解

学習支援システムの開発を試みている。現在、縮約形・音変化の中でも書記言語としても定着

しているものを中心に音声素材を作成・収集し、ディクテーションやシャドウイングといった

練習に対応した形でデザインした試作版を開発し、検討している。	 

キーワード：話し言葉，聴解，縮約形，音変化，学習支援システム 

 

１．背景と目的  

	 日本語学習者が文型を積み上げていく初級段階の学習を経て中上級レベルに進み、生の日本

語、特に話し言葉の聴解を阻む要因として、話し言葉の連続音声の中で１つの語形に対して複

数の音声的実現が生起する、いわゆる縮約形・音変化がある。この縮約形・音変化は、「教室外

で聞く日本語と教室内で学習する教科書の日本語が違う」といった学習者の声や、海外で学ん

だ学習者が来日して直に耳にする生の日本語への戸惑いの要因として挙げられる。一方で、国

内外を問わずインターネットの音声や映像を通じてリアルタイムで生の日本語を聞くことがで

きる近年の学習環境においては、教室内で学習する日本語やモデル音声とは異なり、聞き取り

の対象となる話し言葉の日本語の多様化がより一層進んでいると考えられ、何らかの対応が必

要である。そこで、縮約形・音変化に対応した聴解学習支援システムの開発を試みている。 

 

２．音声素材の作成と収集 

	 縮約形・音変化といっても、話し言葉における音変化のバリエーションは多様であることか

ら、縮約形・音変化を定義し、明確化することは非常に難しい。そこで、これまでに行われて

きた縮約形・音変化に関する記述的研究や使用実態調査のデータ、定義、教科書・教材から学

習項目を整理する。そして、まずは試作版システムの作成を目指し、「てしまう」→「ちゃう」

など、日本語教科書でも取り上げられ、話し言葉においても慣用化され、書記言語の体系にも

取り入れられていると想定されているものを選定する。次にそれらの各項目を含む短文・長文、
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文脈のある会話を様々な発話スタイルでシナリオとして作成し、音変化の顕在化の度合いに応

じて、比較的明瞭で聞きやすいレベルから、くだけたものまで様々なレベルで録音し、音声素

材を作成する。また、より現実的で臨場感のある場面でターゲットを聞き、学習者の練習に対

するモチベーションを上げるために、日常生活やインターネット上で見聞きするドラマや CM

等、様々なフリーの音声・映像素材を収集する。 

 

３．練習方法と課題 

	 縮約形・音変化の練習方法としては、教材の音

源から変化前後の対象を聞き比べたり、ディクテ

ーションした後に「ちゃう」→「てしまう」のよ

うに元の形に戻したりするといった形式が一般

的のようである。しかし、このような練習によっ

て音声識別力を上げ、作動記憶の効率性を高めて、

ボトムアップ処理を自動化レベルに引き上げる

ためには、多様で十分な質と量のインプットにつ

いて、学習者が個人のペースで一定時間集中して

行う練習を一定期間繰り返して行う必要がある。

また、ディクテーション等のプロセスにおける聴

解上の問題点は学習者によって異なるため、同じ音源で一斉に行うことは難しい。そこで、音

声素材を事前に所定のウェブサイトにアップロードし、そこから学習者がクラスで各自の PCか

ら各自のペースで好きなだけ必要な素材を必要な部分について再生する、聞き比べる、文字情

報の表示・非表示を選択してディクテーションする、ディクテーション後にシャドウイングす

るといった様々な練習に対応した形で利用可能なシステムを試作版として作成している（図１）。 

今後は、試作版について学習者に対する実践的な検討を行うと同時に、本システムで扱う音

声素材の検討を進めていく。 

 

参考文献 

五十島優(2001)「話しことばにおける音変化の聞き取り教材に関する試用報告 : その実用化に

向けて」『筑波大学留学生センター日本語教育論集』16号，pp.147-161. 

小河原義朗・井口寧(2014)「ディクテーションによる音声知覚トレーニング用素材集の開発」シ

ドニー日本語教育国際研究大会 

小河原義朗・高橋亜紀子(2013)「ディクテーションによる音声知覚トレーニングの実践と課題」

『日本語教育方法研究会誌』vol.20,No.2,pp.60-61 

 
図１	 試作版画面図例 
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日本語ボランティアの言語意識養成を目指すWeb教材 

Developing web contents for raising linguistic awareness of  
Japanese language support volunteers 

	 

服部圭子	 	 長谷川由美	 

HATTORI, Keiko   HASEGAWA, Yumi 
近畿大学	 

Kinki University 

	 

概要： 

「多言語・多文化教材」は、学校教育および日本語教育の現場での活用が意図されている。当

該の教材を用いた、教員・ボランティア養成プログラム構築も検討されているが、いかに開発

教材を周知し、どのように現場で活用してもらうかということが重要課題となっている。そこ

で、本研究では、地域日本語活動に参加するボランティアを対象にウェブを用いたアンケート

を実施し、「多言語・多文化教材」の項目に対する関心について調査した。項目の中で関心が

高かった「ことば（日本語）と文化」に関するものを選出し、具体的なウェブ教材を作成した。

本発表では、アンケート調査の結果と、教材例を紹介する。 

 
キーワード：地域日本語ボランティア、言語意識、多言語・文化教材、 

            養成講座、Web教材 

  
1. はじめに 

日本語教育において利用可能なWebサイトは近年増えてきている。その中には、読解や語

彙・文法学習・検定対策を目的としたもの、日本語教育の多様化への対応として生活日本語を

含む日本語学習や、地域日本語ボランティアへの情報提供を目的としたものも存在する。しか

し、日本語教育に携わる教師やボランティアがことば自体を捉えなおすことを目指したWeb

サイトは少ない。 

本研究の背景として、「国際理解とことば」の研究の一環として、学校教育および日本語教

育の現場で利用可能なものとして開発された「多言語・多文化教材」が挙げられる（課題番号：

50210498, 代表：山西優二）。それは、複言語主義(CEFR2001)や言語意識（Hawkins1989）教育

の考えに基づいている。当該の研究は、教員・ボランティア養成プログラム構築を目的とした

研究（課題番号：25381152 代表：服部圭子）として継続しているが、開発教材の周知や現場

での有効的な活用が課題である。 

本研究の目的は、「多言語・多文化教材研究についてのアンケート」を作成し、その結果を
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もとに、日本語ボランティアの言語意識養成を目指すWeb教材を作成することである。 

  

2. アンケート調査とWeb教材の開発 

まず、地域日本語活動に参加するボランティアを対象にウェブを用いた意識調査として、「多

言語・多文化教材研究についてのアンケート」を実施し、日本語ボランティアの言語意識養成

を目指すWeb教材の内容の検討を行った。 

2.1. アンケート調査方法・期間・対象 

本アンケートは online アンケートサイト「lime survey」を使用し、2015 年２月 9 日から 11

日までの３日間行われた。アンケートには日本語をボランティアで教えている人のみならず、

さまざまな教育現場の教員から回答があったが、本研究ではボランティアで教えている人から

の回答のみを分析対象とした。 

2.2. アンケート項目 

	 1.で述べた多言語・多文化教材に関する項目について（Appendix 1参照）のアンケート調査

を行った。アンケートには６つの質問があるが、本研究では次の 2問に対する回答を対象とし

分析を行った。 

【質問１】次の中で、関心があるもの、教員研修・ボランティア研修で扱ってほしいと思うも

の、ワークショップがあったら参加してみたいと思う項目を選んでください。（あてはまるも

のを全て選んでください。） 

【質問２】ご自身の関わっておられる（おられた）授業や活動の現場で、実際に使ってみたい

と思われる教材はどれですか。以下の教材項目の各々について、いずれかを選んでください。

（各選択肢について、適切な解答を選択してください。「関心がない」「あまり関心がない」「関

心がある」「大変関心があり使ってみたい」） 

2.3. 調査結果 

今回の分析の対象となった回答者（計 11名）の詳細は次の通りである。 

＜性別＞男性 0人、女性 11人	  

＜年齢層＞40代 2人、50代 7人、60代 2人 

＜活動/教育で関わる言語＞ 

日本語 9人、英語と日本語両方１人、その他の外国語１人 

2.3.1. 【質問 1】の結果 

多言語・多文化教材に関する項目に対して、「関心があるもの、教員研修・ボランティア研

修で扱ってほしいと思うもの、ワークショップがあったら参加してみたいと思うか」という質

問に対して、「はい」と回答があった上位３項目は、「言語・社会における事実の捉え方の違い

について（日本語と英語の否定疑問文への答え方など）」(8名)、「オノマトペの他言語比較につ

いて」「社会における『ことばをとりまく問題』について」(各 6名)、「日本語の『すみません』
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など、感謝とお詫びの言葉について」「非言語メッセージ（色、形、姿勢、声のトーン、表情

など）が持つ意味について」「日本語における視点の移動（『ぼく、いくつ？』など誰の視点で

語るか）について」「日本語において、特定の人物像（年齢・性別・職場・階層・時代・容姿・

風貌・性格など）を想起させる特定の言葉遣いについて」「親族名称と文化の関係について」(各

5名)だった。 

2.3.2. 【質問 2】の結果 

	 多言語・多文化教材に関する項目に対して、「授業や活動の現場で、実際に使ってみたいと

思われる教材としての関心の有無」を尋ねた。それぞれの項目に対して「関心がない」（１点）

「あまり関心がない」（２点）「関心がある」（３点）「大変関心がある」（4点）のいずれかで回

答をしてもらい、集計を行った。その結果、上位３項目は「日本の４種類の表記の種類・使い

方について（カタカナ使用、外来語・擬態語・擬声語など）」(36点)、「日本語の話し言葉と書

き言葉、方言について」(35点)、「日本語における視点の移動（『ぼく、いくつ？』など、誰の

視点で語るか）について」(34点)であった。	 

2.3.3. Web教材の開発 

アンケートの結果、上述の「質問１」と「質問２」の双方で回答が多かった「日本語におけ

る視点の移動(『ぼく、いくつ？』など誰の視点で語るか)」と、実際に使ってみたいという教

材として 1番関心が高かった「日本の 4種類の表記の種類・使い方について(カタカナ使用、外

来語・擬態語・擬音語など)」に関するWeb教材を開発した。内容は、「ありがとう」を「すみ

ません」に変換可能、不可能の場合の違いを考えることや、「ぼくいくつ？」が、直訳の“How 

old am I?”ではないことなども含んでいる。 

 

3. 考察と今後の課題 

多言語・多文化教材は、大きく分けて①ことばと感性、②ことばをとりまく問題、③ことば

（日本語）と文化、④メタ言語能力、⑤小学生実践教材に区分されている。紙媒体でパイロッ

ト的に行ったアンケートでのボランティアの回答は広範囲に亘ったものの、③ことば（日本語）

と文化、①ことばと感性、②ことばをとりまく問題の順で多くの関心が示された。今回のWeb

アンケートでも、③の項目への関心が高かった。 

今回の調査対象である日本語ボランティアの年齢層は高さが予測されたので、Webサイト作

成時には、文字の大きさ、クリックの単純化、行間の工夫を行った。しかし、Web自体を利用

していない場合もあり、教材活用のためには、丁寧な支援が必要だと考えられる。しかしなが

ら、今後、Web教材数を増やし、それらを組み合わせることによって、日本語ボランティアだ

けではなく日本語教員を対象としたWebサイト上での研修の構築も可能となると考える。 
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（Appendix 1） 
・ １つの詩を 25 の異なる言語で聞いてみる	 
・ I	 love	 you の翻訳を通した分か背景比較について	 
・ 日本語の「すみません」など、感謝とお詫びのことばについて	 
・ オノマトペの多言語比較について	 
・ 非言語メッセージ（色、形、姿勢、声のトーン、表情など）が持つ意味について	 
・ 社会における「ことばをとりまく問題」について	 
・ 日本の性差（女ことば・男ことば）について	 
・ 「世界共通語」としての英語のあり方について	 
・ 身近な民話や世界の民話について	 
・ 世界の挨拶の語源について	 
・ 日本の４種類の表記の種類・使い方について（カタカナ使用、外来語・擬態語・擬声語等）	 
・ さまざまな言語の規則性の比較（12 ヶ月の名前の言い方、否定文など）について	 
・ 言語・社会による事実の捉え方の違いについて（日本語と英語の否定疑問文への答え方等）	 
・ 日本語における視点の移動（「ぼく、いくつ？」など、誰の視点で語るか）について	 
・ 若者ことばについて	 
・ 自分にとって大切なことば・自分とことばの関係について	 
・ 世界の言語数について	 
・ 英語を取り巻く世界の状況、抱える問題について	 
・ 社内英語公用化、仕事と英語との関わりについて	 
・ 数（助数詞など）の表し方について	 
・ 「ことば」というキーワードからイメージするものについて	 
・ 文字や正書法から伝わるビジュアルな意味について（「くるま」「クルマ」「車」kuruma 等、
表記の種類、縦書きや横書きが伝える意味等）	 

・ 場と人間関係（ウチ・ソトと上下の優先順位、敬語はいつ、誰に、どこで使うのか等）につ
いて	 

・ 人の名前の表現（氏名の順序など）の言語による比較について	 
・ 外来語（借用語）の語源について	 
・ 日本語の話し言葉と書き言葉、方言について	 
・ 世界の都市・国の名前・天気予報をその国のことばで聞くこと	 
・ 日本語において、特定の人物像（年齢・性別・職場・階層・時代・容姿・風貌・性格など）
を想起させる特定の言葉遣いについて 

・ 親族名称と文化の関係について 
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漢カエル(KANGAERU): 
HELPING AMERICANS BRIDGE THE KANJI GAP 

Toshiko Kishimoto, Dylan Cowden, Mariah Hawkins, Sophia Houtzer, Kazumasa Matsuhira, 
Mariah McMinn, Steven Mets, Alex Young, Clemson University 

 
Abstract: The way Japanese children and American students learn to use kanji is different, but 
often the same teaching methods are used when teaching both groups. Our goal was to design a 
smart phone application to facilitate better learning methods for American students of Japanese. 
This app would feature games for learning kanji in context, a reinforcement system to repeat 
previously mastered kanji for maximum retention, and writing practice. After completion, the 
progress of introductory Japanese students who use the app will be studied to further improve the 
app. 
 
Keywords: kanji, app, smartphone, teaching, studying 
 

INTRODUCTION 
 

     For native English speakers, Japanese is one of the hardest foreign languages to master. At 
Clemson University, the number of students who continue studying the language after the first 
year or two of classes drops considerably. One major hurdle is kanji. With over 2100 kanji in 
everyday use, mastering all of them is a daunting task. To combat this a study aide needed to be 
designed to help make learning kanji easier. When Japanese language students at seven different 
U.S. universities were surveyed, it was found that many of these Japanese programs used the 
same methods for teaching kanji as are commonly used to teach Japanese elementary school 
students: rote memorization through repetition. While this method can be effective for both, 
there are numerous discrepancies between the two groups of students, such as their learning 
environment, age, and regular use of kanji outside of class. American students were being 
overwhelmed with kanji and needed more encouragement to study more frequently, since they 
don’t see kanji in their everyday lives and are learning the vocabulary and kanji simultaneously. 
A study program that was tailored to American students needed to be created. 
 

PREVIOUS WORK 
 
     In a search for appropriate study aides, numerous flashcard applications were found, key 
among them was Anki. Anki is a smart flashcard program that tracks what the user has learned 
and determines how often he/she should study and review each card. One of the nice features is 
that a teacher can create and assign a deck of notecards for the students to download and study. 
Anki was built to slowly introduce new cards (default 20 per day) to avoid overwhelming the 
student, and also repeat previously mastered cards periodically for review to reinforce them. It 
also has the advantage of being available both for both PCs and smartphones. However, there 
was a lot that Anki left wanting for kanji studies. Students also needed to be able to write kanji, 
not just recognize it, something that flashcards alone can’t help reinforce.  
 
     Anki introduced the potential of using smartphones as learning tools. Many American college 
students already rely heavily on their smartphones for email, keeping up with assignments, and 
as a calculator. Utilizing them as a learning tool is the next step. 
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DESIGN 

 
     A second survey went out to Japanese language students at nine different U.S. universities, 
asking what types of features they would most like to see in a study app for kanji. It was found 
that students wanted an app for both study and reinforcement with features such as compound 
words, practice in context, and different meanings for the same kanji. A variety of currently 
available smartphone apps for studying kanji were found and analyzed. Many dictionary apps 
and a few flashcard apps were studied, but few were found with good writing practice or both 
modifiable and prebuilt lists. Many apps also utilized games for reinforcements, which was 
found to be a positive feature. Students learn better when they’re having fun and it encourages 
them to study more often. 
 
     The app designed for this project will have a dictionary and flashcards along with a few 
games: complete the compound, writing practice, picture matching, which one doesn’t belong, 
and kanji shiritori with a word bank. Kanji will be divided into predefined levels for gradual 
introduction so as not to overwhelm the students. In each level, students will study a subset of 
the kanji through games and flash cards, then take a quiz on them. If they pass the quiz, they will 
go on to the next subset. After completing all the little quizzes, there will be a short review 
period and then a test that covers all of the kanji learned in that level. Eventually a story mode 
will be added where users play as a ninja frog whose dream is to one day become the kanji 
hokage. Every time the user passes a level, or levels up, he/she will gain an item for their avatar, 
such as a forehead protector or shuriken pouch, and ultimately become the kanji hokage. This 
would be achieved when passing the JLPT N1 kanji level. 
 

PRELIMINARY RESULTS 
 
     After a rough first version of the app was created, a group of introductory Japanese language 
students tested the app and gave feedback. That feedback was analyzed and taken into account 
when working on a second version of the app. When the final version is complete, the students 
will test it again for quality, then it will be released as a free download. In future semesters 
Japanese language students will be given the app when they start learning kanji and the progress 
of students who use the app regularly will be compared with students who choose other means to 
study. 
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音声教育における独自の基準の観点を生かした教材 

THE DEVELOPMENT OF THE E-LEARNING SYSTEM 
FOR PRONUNCIATION TEACHING UTILIZING SELF-MONITORING 

 
河野俊之（横浜国立大学） 

Kawano, Toshiyuki, Yokohama National University 
 
概要：現在，発表者は自己モニターを活用した音声教育の研究を行っている。自己モニターを活

用した音声教育では，学習者自身が自己のパフォーマンスのどこが問題であるかを認識し，妥当

な発音基準を模索しながらそれをもとにした適切な自己評価を通して発音を自己修正することを

重視するが，それをより効果的に行うために，moodle をプラットフォームとしたｅラーニング
教材の開発を行っている。本研究では，まず，自己モニターを活用した音声教育の方法を紹介し，

また，そのｅラーニング教材開発の経緯などについて報告する。 
キーワード：音声教育，自己モニター，ｅラーニング，consciousness raising，独自の基準 

 
０	 はじめに 
日本語音声教育について，様々な研究が行われ，また，教材も多数，出版されつつあるが，教

育現場では，必ずしも有効な教え方が確立できていないのが現状である。その理由として，音声

教育が他の項目の教育と比べて，知識の伝達からより遠く，「分かるけれどもできない」というこ

とが多いためだと考えられる。 
小河原(1997)は，韓国人日本語学習者について，「ぞ」「じょ」の言い分けが正しくできる学習

者は，以下のような，教師から習ったわけではない，「独自の基準」を持って言い分けたり，聞き

分けたりしていることを明らかにしている。なお，下は言い分けの「独自の基準」である。	 

 
１	 口の中で舌の位置を変える。	 

２	 「ぞ」は歯茎，「じょ」はそれよりも広く舌をつけて発音する。	 

３	 「じょ」は舌が下がっている感じで発音する。	 

４	 「ぞ」は舌に力を入れ，「じょ」は普通にする。	 

５	 「じょ」は力が入るが，「ぞ」は入らない。	 

６	 「ぞ」は「ず」から「ぞ」へ，「じょ」は「し」から「じょ」へ発音を移行させる。	 

７	 「ぞ」は「そそ」から「ぞ」に移行させる。	 

 
	 このことから，音声教育では，従来のように，モデル音声を与え，発音の仕方を説明して繰り

返させ，それに対してフィードバックするだけでなく，「独自の基準」を持って言い分け，また，

聞き分けられるような指導が重要だと考えられる。そこで，小河原(1997)は，「学習者自身が自己

のパフォーマンスのどこが問題であるかを認識し，妥当な発音基準を模索しながらそれをもとに
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した適切な自己評価を通して発音を自己修正する」ことを「自己モニター」と定義した。 

 
１	 自己モニターを活用した音声教育とそのための eラーニング教材 
	 自己モニターを活用した音声教育が有効であっても，教師が学習者にただ「自己モニターしな

さい」と言ってもできるものではない。自己モニターを活用した音声教育では，手順，内容を含

め，教師の技量が必要となる。自己モニターを活用した音声教育は，以下の手順で行うとよいと

考えている。 

 
	 	 ０	 発音チェック 
	 	 ０－１	 単語リストを見て、読ませ、それを録音する。 
	 	 ０－２	 録音したものを学習者本人に聞かせ、自分でチェックさせる。 
	 	 ０－３	 教師もチェックし、どの項目をどの順番で扱うのか等を考える。 

	 	 １	 聞き分ける練習 
	 	 １－１	 ＡＢのモデル音声を学習者に聞かせる。	 

	 	 １－２	 ＡＢのいずれかの音を提示し、ＡかＢの札を上げさせる。 
	 	 １－３	 ＡＢのいずれの音を提示したかを、ＡＢの札で示す。 
	 	 １－４	 「独自の基準」を書き留めさせる。 
	 	 １－５	 各自が考えた「独自の基準」を発表させる。 
２	 言い分ける練習 

	 	 ２－１	 学習者が、ＡＢのいずれかの音を言う。	 

	 	 ２－２	 ＡＢのいずれの音を言ったつもりかを、ＡＢの札で示す。 
	 	 ２－３	 ＡＢのいずれの音に聞こえたかを、ＡＢの札で示す。 
	 	 ２－４	 「独自の基準」を書き留めさせる。 
	 	 ２－５	 各自が考えた「独自の基準」を発表させる。 

	 

	 発表者や協力者の実践により，自己モニターを活用した音声教育は，従来の音声教育方法より

も効果が大きいことを実感している。しかし，日本語レベルが同程度でも，音声については，個

人差や母語による差が大きいが，教師が教室で行う一斉授業では，学習項目や練習時間が学習者

の最大公約数として決められることが多いため，学習にさまざまな制限がある。ガニェの９教授

事象（ガニェ(2007)）を適応するまでもなく，ｅラーニング教材を使用したほうが，その教育・

学習をよりサポートできると考えられる。 
	 そこで，発表者は，紙媒体の教材を，moodle をプラットフォームとしたｅラーニング教材に移

植し，さらに，moodle の特徴を生かしたものにした。例えば，「０	 発音チェック」について，

紙媒体と IC レコーダーを用いた場合，音声ファイルを探すこと，当該箇所を探すことなどは煩雑

であり，「０－２	 録音したものを学習者本人に聞かせ、自分でチェックさせる」を学習者単独で

行わせることはほぼ不可能である。また，コース途中で学習者単独で行うこともほとんど期待が
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できないが，moodle では容易にアクセスできるため，期待できることとなった。また，「フォー

ラム」を用いることで，音声自体や「独自の基準」について自己評価，相互評価が可能となった。	 

	 

２	 自己モニターを活用した音声教育のためのｅラーニング教材の改良	 

	 紙媒体の教材を，moodle をプラットフォームとしたｅラーニング教材に移植し，さらに，moodle

の特徴を生かしたものにしたが，必ずしもユーザーフレンドリーではないなどの問題点について

さらなる改良を行った。河野(2012)以降，特筆するのは，以下のとおりである。	 

１）文字を少なくし，イラストを用いた。	 

	 	 	 活動の手順について，文字で説明するのではなく，イラストを用いることで，見やす

く，分かりやすくなり，また，親しみが持てるようにした。 
２）聞き分ける練習，言い分ける練習を母語別にした。 
	 	 	 各学習者が発音チェック表を用いて，発音チェックを行い，それを基に学習項目を決

定するのが大原則であり，同じ母語話者であっても，問題となる音声が異なることも

ある。しかし，特に全て独学する際のために，聞き分ける練習，言い分ける練習につ

いて，自分の母語が何であるかをボタンで選択したら，その母語話者が特に苦手な音

のみの一覧が示され，それらを練習することができるようにした。ただし，母語によ

らず，本教材が扱う全音声項目を示すページも残した。 
３）聞き分ける練習で用いる音声の話者を１名ではなく，男女各２名とした。 
	 	 	 山田ほか(2005)は，/r/-/l/の聞き分け教材を用いた実験から，聞き分けに関して，１

人の音声だけを用いて練習していても，その人の音声は聞き分けられるようになるけ

れども，必ずしも他の人の音声が聞き分けられるようにはならないことを明らかにし，

最低でも，３名以上の音声を用いて練習するべきだとしている。そこで，神奈川県出

身の，大学生とそれよりも年配の男女，合計４名の音声を用いている。それによって，

さまざまな音声で聞き分けの練習をすることによって，聞き分けの「独自の基準」に

確信を持つことができる。また，言い分けについても，学習者は自身の性別，年齢に

近いモデル音声を最初に用いることができる。 
４）「独自の基準」を考える際のヒントとして，チェック項目を示した。 

	 	 	 	 	 今までは，「独自の基準」を書きこむ際に，他の学習者が書きこんだ「独自の基準」を

読んで，必要に応じて参考にするというものであったが，正しく聞き分けや言い分け

ができても，なかなか「独自の基準」を書くことができない学習者もいた。また，他

の学習者が考えた「独自の基準」を参考にできず，正しい聞き分けや言い分けができ

ない学習者もいた。さらに，母語の発音の影響もあり，正しく聞き分けや言い分けが

できても，「独自の基準」が他の学習者と異なることがあるが，それについて戸惑う学

習者もいた。これらは，教師が対応できるときはともかく，特に独学教材として大き

な問題となる。そこで，他の学習者の「独自の基準」を示すだけでなく，下のような

チェック項目と選択肢を示すことで，「独自の基準」を考える際のヒントとできるよう

109



 
 

にした。 
・舌のどこが，どこに付きますか。	 

・舌の形はどうなっていますか。	 

・どこかに力が入りますか。	 

・どちらが強い音ですか。	 

・どちらが長い音ですか。	 

・唇はどうなっていますか。	 

・母語の音に近い音はありますか。	 

	 	 	 	 	 	 ・外国語の音に近い音はありますか。	 

５）「独自の基準」を考えた後に，口腔断面図を示す。 
	 	 	 	 	 従来の音声教育でも口腔断面図を用いて説明することはあったが，必ずしも効果がな

いことは多くの教師が経験している。しかし，それと同時に効果がある場合もあると

いうことも経験している。そこで，学習者が「独自の基準」をいったん考えてから口

腔断面図を示すことにした。「独自の基準」を考える前，あるいは考えているときに口

腔断面図を示すと，「独自の基準」を作る際に支障となることも考えられる。例えば，

口腔断面図を参考にすると，上で述べた，韓国語話者の「ぞ」と「じょ」の言い分け

の「独自の基準」のうち，１，３以外は出にくいだろう。また，調音音声学では口腔

断面図は左側頭部から見たものがほとんどである。しかし，学習者が調音を実際に内

省する場合の視点とは異なると考えられる。少なくとも，ほかの視点からの口腔断面

図があると分かりやすいだろう。そこで，後頭部から見た口腔断面図も示すことにし

た。 
	 今後も試用を基に，必要に応じてさらなる改良を行う予定である。 
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Twitter を自ら使用し続けた学習者の目的と効用	 

PURPOSE	 AND	 EFFECT	 OF	 LEARNERS	 WHO	 ARE	 USING	 TWITTER	 IN	 JAPANESE	 BY	 THEMSELVES	 

平山花菜絵,	 北海道大学大学院	 

Hirayama	 Kanae,	 Hokkaido	 University	 Graduate	 School	 	 

	 

概要：本研究では自ら Twitter で日本語を約 4 年に渡り使用し続けていた学習者 X・Y の 2 名を対

象に、彼らの Twitter 使用の目的と効用を調査した。その結果、彼らの目的と効用には共通点と

相違点があった。前者は友人関係を作り維持すること及び日本語学習という目的とそれらができ

たという効用であった。後者は X は自分の感情を表したいという目的と気楽に使用できたという

効用があったのに対して、Y は興味深い内容のつぶやきを求めるという目的とそのようなつぶや

きを読めたこと及び自身が興味深い内容をつぶやくことで深い内容の返信が得られたという効用

があった点である。したがって、学習者により Twitter 使用の目的と効用が異なると考えられる。	 

キーワード：Twitter、目的、効用、自己調整学習	 

	 

1.背景と目的	 

	 発表者は2010年9月に日本人協力者8名と日本語学習者12名に対し、約１ヶ月半に渡りTwitter

を用いた日本語使用の場を作った。その後多くの参加者が辞めたが、2014 年になっても自ら使用

を続けている学習者が 2名いた。本研究では自ら Twitter で日本語を使用しているこの 2名の学

習者を対象に、彼らが Twitter 使用の目的と効用をどう考えているのかを明らかにする。現在、

ソーシャルメディアを用いて様々な目的を持った日本語の活動やその研究が行われている(中西	 

2011 など)。しかし、学習者が自らソーシャルメディアで日本語を使用し続けた場から目的と効

用に注目した研究はない。そして本研究の対象者のような学習者が自ら行う日本語の Twitter 使

用は、日本語の自己調整学習に結びつく可能性がある。自己調整学習とは、学習者たちが自分た

ちの目標を達成するために、体系的に方向付けられた認知、感情、行動を自分で始め続ける諸過

程のことである（Zimmerman 他、2014）。そのため目的と効用を明らかにする必要があると考える。	 

	 

2.方法	 

	 ツイートの分析と半構造化インタビューを行なった。いずれも対象者は 2010 年度の活動に参加

し、その後一時中断をしつつも 2014 年にも日本語でツイートしていたベトナム人学習者 X・Y の

2名である。インタビューは Skype で約 30分から 60分で行い、SCATを用いて分析した。大谷(2011)

によると、SCAT(Steps	 for	 Cording	 and	 theorization)とは、まずセグメント化したデータに①

データの中の着目すべき語句②それを言い換えるためのデータ外の語句③それを説明するための
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語句④そこから浮き上がるテーマ・構成概念、の 4つコーディングと、④のテーマ・構成概念を

紡いでストーリーラインを記述し、そこから理論を記述する手続きからなるという分析方法であ

る。この手法は小規模の質的データの分析にも有効である。そこで、この手法で分析を行った。	 

	 

3.結果	 

	 SCAT で分析した結果、次のような X・Y の目的と効用別のストーリーライン、さらに理論が記

述できた。なお、下線部は SCAT の分析の④テーマ・構成概念で得られたものである。	 

3.1	 目的のストーリーライン	 

X	 Y	 

特に友人を作るという目的が強く、友

人となった後は友人との関係維持と

いう目的もあった。それらから挨拶な

どの毎日つぶやく友人への返事をし

たいという目的や、友人の情報を知り

たいという目的も生まれた。そうした

やりとりを通し日本語の上達を目指

すという目的もあった。また、自分の

感情を表したいという目的もあった。	 

友人の投稿の自然な日本語や前後の文脈を通して日本語を勉強したいという気持ちや Twitter だか

らこその出会いを求めて Twitter を使用していた。そして相手への信頼が生まれ、Twitter を通し

実際に会った人との人間関係維持という目的が最も重要になった。その関係維持のために自分につ

いての情報を伝えたい・自分のバックグラウンドについて伝えたいという目的があり、それには友

だちが必要としている情報を選び、単純な内容ではなく興味深い内容のつぶやきを発信したいとい

う思いがあった。そのため正しい日本語で自分の考えを正確に伝えたいとも思っていた。そしてそ

の反応としてまじめな返信がほしいとも考えており、こうしたやりとりから認めてもらいたいとい

う自己承認欲求もあった。また友人への興味から友人の情報を知りたい・友人の考え方を知りたい

という目的もあり、共感できたり新たな発見となったりする興味深い内容のつぶやきを求めていた。	 

3.2	 効用のストーリーライン	 

X	 Y	 

既知の人とのオフラインの人間関係への補完だけでなく、Twitter

だからこそ会えた人がおり、それまでは知らない人とのつながりが

できた。また、そうした友人と直接会うこともできた。このように

Twitter は出会いのきっかけであり、日本人の友人を作ることがで

きた。またその後の友人とのいい関係を築くことも、その友だちを

選ぶこともできた。そして、bot も含めて日本語で定期的に手に入

る情報を得たことや、友人との関係維持により日本人への理解が深

まったという効用もあった。また、反応を過度に期待せずに気楽に

友人関係維持や自己表現ができるという効用もあった。さらに、友

人に質問することで日本語の問題を解決することができたので、日

本語を学ぶことができた。このような活動を通し、Twitter に対す

る理解が深まった。	 

Twitter だからこその出会いがあり、自分の国に興味・関係がある人

との人間関係の維持ができた。そして、その関係は共通点を通した強

いつながりであり、Twitter 上だけではなく Twitter を通し実際に会

った人との人間関係維持もできていた。また、彼らとのやりとりは単

純な近況報告ではなく、自分とは異なる考えの興味深い内容のつぶや

きであり、それを見たり、そこから幅広い情報を得たりすることがで

きた。さらに、自らも興味深い内容をつぶやくことでリツイートやお

気に入り登録されたり、まじめな返信が得られたりしたという効用が

あった。そして、様々なツイートを見ることで自然な日本語を学んだ

り、参考書やインターネットでの検索を通して書くときに日本語を調

べることで知識を得たりしたという日本語学習の効用もあった。	 
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3.3	 理論	 

	 X	 Y	 

目	 

的	 

①人間関係を作り維持するという目的②友人の情報を知

りたいという目的③自分の感情を表したいという自己表

現の目的④日本語の上達を目指すという目的	 

①人間関係を作り維持するという目的②自分や自分のバックグラウ

ンドについての興味深い内容を発信したいという目的③友人からの

興味深い内容を得たいという目的④日本語を勉強したいという目的	 

効	 

用	 

①人間関係を作り維持したという効用②日本人への理解

が深まったという効用③相手の反応を期待せずに気楽に

関係維持や自己表現ができたという効用④日本語に関す

る質問をして日本語を学べたという効用⑤Twitter という

道具そのものに対する理解が深まったという効用	 

①人との出会いやその人間関係の維持ができたという効用②興味深

い内容のつぶやきを見ることができたという効用③自身が興味深い

内容を書くことで、まじめな返信などの反応を得たりすることができ

たという効用④日本語を学ぶことができたという効用	 

	 	 

4.考察	 

	 以上の結果から、X・Y の共通点と相違点を考察した。	 

4.1	 共通点	 

	 共通点は、Twitter をきっかけに友人関係を作り、実際に会うほどの関係となり、その関係を維

持するという目的とそれができたという効用である。さらに、日本語学習という目的とそれがで

きたという効用があった。	 

4.2	 相違点	 

	 X・Y の伝えたい・読みたいツイートの内容については以下の相違点が見られた。	 

	 X は、インタビューで次のように述べている。	 

目	 

的	 

・（使う目的は）あの友だちは今何かアップしてるかどうか見たいの感じ、ね。	 

・（書くときは）例えば、つまらないとき、嬉しい事があるとか、そう。そのぐらい。	 

・（書くときは）何か問題があるときとか、えー、なんか嬉しいことがあったら、そして悲しいときもときどき Twitter を使う。	 

効	 

用	 

・もう少しベトナム人のことがわかってきた（発表者：お！ベトナム人のことが？）あ、日本人日本人！	 

・Facebook だったらみんな誰でもコメントしたり何かやってくれるけど、Twitter ときどきアップしても誰も返事してくれない（笑）	 

・今 Twitter は…（使うときに）気をつけていることは、今ないよね。	 

	 これらから X は友人の情報を知りたい・自分の感情を表したいという目的と日本人への理解が

深まった・相手の反応を過度に期待せずに気楽に関係維持や自己表現できたという効用があった。	 

	 また、Y は次のように述べている。	 

目	 

的	 

・Twitter だと、さっきもいったんだけど、みんな自分の考え方発信している。自分の考え方とか、自分のやりがい、やってること、

認めてもらえるように発信してるから。で、その、だから必ず、そういうことを、そういうことを求めている人がいるから。	 

・＜Yの出身＞のこと全てをわかる、わかるわけではないけどすごく特徴的な文化を持っているところだから（中略）もうちょっと
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深くしってもらいたい。（中略）＜Yの出身＞人として。それと同じように、せっかくベトナムに、ベトナムに興味を持ってくれた

から、だから自分も、ベトナム人、＜Yの出身＞人として、あの、＜Yの出身＞のこと、ベトナムのこと、伝えたい。	 

効	 

用	 

・（Twitter の効用について）いろんな情報を吸収することができる。なんか、自分にとって新鮮なすごい新鮮な（中略）情報を、

とても共感できる、共通？共感できる考え方とか、うん、勉強になる情報とか。	 

・もちろん自分のつぶやき、内容的におもしろいつぶやきだったら、あの、リツイートとかフェイバリット？お気に入りを付けて

くれる、つけたり、あの、まじめに返事してくれたのはありますね。	 

	 このように Y は友人が必要としている情報を選び、自分や自分のバックグラウンドについての

興味深い内容を発信したい・興味深い内容を得たいという目的と、そのような内容のつぶやきを

読めた・自身が興味深い内容をつぶやくことでまじめな深い内容の返信などの反応が得られたと

いう効用があった。	 

	 目的と効用の相違点は、それぞれの学習者の以下のツイートからも読み取ることができる。	 

X	 Y	 

・ずっと雨。。。嫌！嫌！嫌！	 

・しんどい m(_	 _)m	 

・会いたいって会いたいだって！	 

・（前略）ベトナムに帰ってきました。最初から色々な悩みがあったけど、やっぱり自分でやっ

てみて、実感できたのが大事だと思えてきました。そして、自分がまだ甘かったことを反省した

り、多くの気づきがあった 1ヶ月でした。	 

	 

5.まとめ	 

	 以上のように、X と Y は人間関係を新たに作り維持すること及び日本語学習という目的と効用

が共通している。しかし、X・Y の求めるツイートの内容について相違があった。X は友人の情報

を知りたい・感情を表現したいという目的と気楽に使うことができたという効用があった。一方

で Y は興味深い内容を求めるという目的とそれが得られた・自身が興味深い内容をつぶやくこと

でまじめな深い内容の返信などの反応が得られたという効用があった。このことから、学習者に

よって目的と効用は異なるのではないかと考えられる。	 
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作文推敲支援システム「ナツメグ」の誤用指摘手法の改善	 
IMPROVEMENT	 OF	 ERROR	 FEEDBACK	 METHOD	 IN	 JAPANESE	 COMPOSITION	 SUPPORT	 

SYSTEM	 “NUTMEG”	 

	 

阿辺川	 武	 (Takeshi	 ABEKAWA),	 国立情報学研究所	 

Bor	 Hodošček,	 大阪大学言語文化研究科	 

八木	 豊	 (Yutaka	 YAGI),	 株式会社ピコラボ	 

仁科	 喜久子	 (Kikuko	 NISHINA),	 東京工業大学名誉教授	 

	 

概要：作文推敲支援システム「ナツメグ」のレジスター誤り指摘機能の精度を改善する

ために副詞に着目し、学習者作文コーパス内での使用状況を調査した。その結果、旧 JLPT

の語彙リストにおいて級外の副詞が多く使用されていることがわかった。準正用での使

用頻度を考慮に入れることで、従来の誤り検出システムの精度が改善する見込みがあり、

今後、どのような形で頻度を考慮するかについての課題が明らかになった。	 

キーワード：作文支援、誤用、誤用検出、BCCWJ、副詞	 

	 

1. はじめに 
	 我々は 2000 年の日本語読解システム「あすなろ」の開発に続いて、2007 年に作文支援システ

ム「なつめ」開発に着手し、作文で使用したい語に関する共起表現の検索と例文参照を可能にし

た。また、学習者作文に対して日本語教師による添削を行った誤用タグ付きデータを作成し、2015 

年 2 月現在、大学院や大学あるいは語学学校に在籍する 192 人の日本語学習者による 285 作文（総

文字数 205,520 字）に含まれる約 6,500 箇所の誤用に対しておよそ 9,000 件の誤用タグを付与し、

学習者作文コーパス「なたね」として公開中である(http://hinoki-project.org/natane)。	 

	 さらに、2010 年から作文推敲支援システム「ナツメグ」の開発を行い、計量的手法を取り入れ

ることで、理系レポートなどの作文に含まれるレジスター誤り(分野に不適切な表現の誤り)を指

摘できるようにした(http://hinoki-project.org/nutmeg/)。	 

	 2014 年に日本語学習者に対して「ナツメグ」を使用して実際に作文を記述する評価実験をおこ

なった。その結果、システムを利用することで学習者が作文中の誤用を認識し、適切に修正でき

た事例が数多く存在した。その一方で、システムにより誤用が指摘されても学習者が適切に訂正

できない事例が存在した。その主因として次の２点が考えられた。(1)指摘の精度が不十分でシス

テムの誤指摘も多く、本来の訂正すべき誤用が埋もれる。(2)学習者自らが訂正するために必要な

情報が得られないことである。我々は「ナツメグ」の利便性向上をはかるため、他の品詞と比較

して周辺文脈と独立し状況で語の置換で訂正できる副詞に着目した。本稿では 初に「なつめ」

中で出現する副詞について、語彙レベル別の頻度を調べた。次に誤用検出システムの評価実験に

ついて概略を述べ、副詞に限定した実験結果を提示する。 後に誤り検出精度の向上についての

一試案を述べ、実際に精度が向上するかを検証する。	 
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2. 作文コーパス中の副詞について 
	 副詞の分析にあたり、学習者が作文でどのような副詞を使用しているのかを、旧 JLPT（2008 年

までの日本語能力試験）の級別語彙リストを利用して集計した。Table	 1 は、「なたね」で使用さ

れている副詞の異なりを級別に数え上げたものである。	 

Table 1 副詞の級別使用数（異なり）	 

	 「なたね」に出現	 JLPT にあって「なたね」にない副詞	 合計	 

級外	 165	 -	 165	 

1	 12	 13	 25	 

2	 42	 15	 57	 

3	 6	 0	 6	 

4	 1	 0	 1	 

合計	 226	 28	 254	 

	 旧 JLPT の語彙リスト中に副詞は全部で 89 語あり、4 級 1 語、3 級 6 語、2 級 57 語、1 級 25 語

である。「なたね」に出現する副詞は、異なりで 226 語であり、JLPT に含まれる語でかつ「なた

ね」に出現する語は、61 語である。残り 165 語は級外である。	 

	 以下、級ごとの詳細をみる。4 級語では副詞は「少し」（35 回、28 位）だけである。3 級語副詞

は 6 語のみだが、全て使用されている。頻度は「例えば」（101 回、8 位）「特に」75 回、「必ず」

41 回、「初めて」25 回、「決して」10 回、「結構」4 回であり、「例えば」の使用が多い。このうち

アカデミックな用語としては、「結構」は、妥当とは言えない語である。2 級については、「なた

ね」において、高頻度語「そう」139 回、「まず」94 回、「 も」36 回、「主に、すでに」各 11 回

などアカデミックな表現として適切な語が並んでいる。一方で、「どう」155 回、「一番」113 回、

「たぶん」26 回、「ずいぶん、まるで」各 8 回など不適切な語も出現している。１級語は全部で

25 語であり、「なたね」に出現する語は 12 語である。「極めて」10 回、「たとえ」8 回、「依然」3

回、「あらかじめ、いまだ、未だ、元来、例え、無論」各 2 回と全体の頻度は低い。	 

	 「なたね」に出現する級外の語をみると、「よく、もし、つまり、より、また、さらに、かなり、

ほぼ、いかに、当然、ひいては、ごく、同じく、直接、十分、様々、まれに、おおよそ、かなり、

なお、順次、総じて」などは、アカデミックな文章では適切であり、「なたね」の作文では、JLPT

級外の語を用いていることがわかる。	 

3. レジスター誤り検出実験と結果 
	 ホドシチェク(2011)は、学習者が作文の目的とするレジスターを想定し、目的のレジスターに近

いコーパスを準正用データ、目的のレジスターから遠いコーパスを準誤用データと設定したうえ

で、準正用・準誤用それぞれのデータに含まれる形態素の頻度について統計処理を行い、準誤用
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データの頻度が有意に多い場合に、その表現は目的のレジスターの下ではふさわしくない、即ち、

誤用であると判定する手法を提案した。日本語作文推敲支援システム「ナツメグ」では、この手

法を使用してレジスター誤り検出を行う。作文の目的とするレジスターには、アカデミック・ラ

イティングの中でも論文・ レポート、申請書などの硬い文書を想定し、科学技術論文、白書、法

律を準正用データ、Yahoo!知恵袋、Yahoo!ブログ、国会会議録を準誤用データとして利用する。

「なたね」のデータの一部を利用して予備調査を実施した結果、日本語教師が指摘したレジスタ

ー誤り箇所の再現率が 78.0%、システムの検出結果全体の精度が 77.6%であった(八木(2014))。 

	 上記のシステムの妥当性を検証するため、日本語学習者に対しシステムを利用した作文入力課

題を設定した。課題ごとにテーマとプロンプトを示し、学習者がそれに関する作文を一通り書き

終えてから、一回だけレジスター誤り検出機能による指摘を受けて作文を書き直せるようにする。

一回に制限した理由は、レジスター誤り検出の精度が 100%でないシステムに対して、誤用の指摘

がなくなるまで修正を繰り返し試行し、過度にシステムに依存した表現になってしまうことを避

けるためである。学習者には 4 つの課題を一つずつ順番に提示し、それぞれ 400 字以上とした。

学習者評価実験は 5 つの調査地で実施し、36 名の学習者から 144 作文を収集した。 

	 Table 2 は、今回の実験で得られた作文の中で、副詞に着目して集計した表である。システムが

レジスター誤りであると指摘した副詞を使用頻度順に並べ、使用頻度、日本語教師からみた指摘

の妥当性、推敲システム上で学習者が指摘を受けた後の対処の有無、旧 JLPT の級、そして「科

学技術論文」での使用頻度を掲載した。級別に見ると「なつめ」に収録されている作文と同様に、

学習者が用いる副詞は級外のものが多い。また、学習者が指摘を受けたときの対処法として、副

詞そのものを削除する行動が約 15％見られたが、この割合は動詞や名詞などの内容語の中でも格

段に高い。これは普段使用する副詞に級外の語が多く、それに対する代替表現も思いつくことが

できないため、止むを得ず削除したと推察する。この状況への対策としてシステムに適切な候補

を提案できる機能があると学習者に非常に役立つと考えられる。なお、副詞に関するシステムの

レジスター誤りの指摘の妥当性は 85.5% (=158/187)であった。 

Table 2 実験で得られた作文内の副詞	 

副詞	 学習者作文

内頻度	 

指摘の妥当性	 

適切/不適切	 

学習者修正	 

有/無/削除	 

旧日本語能

力試験	 

論文コーパ

ス内頻度	 

そう	 37	 36/1	 10/27/0	 2 級	 1,902	 

たくさん	 19	 19/0	 6/12/1	 級外	 102	 

やはり	 11	 11/0	 0/6/5	 級外	 299	 

大変	 11	 11/0	 6/4/1	 級外	 156	 

さらに	 10	 0/10	 1/9/0	 級外	 2,591	 
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全然	 10	 10/0	 5/4/1	 2 級	 43	 

必ず	 8	 0/8	 3/3/2	 3 級	 1,910	 

ずっと	 8	 8/0	 1/4/3	 級外	 81	 

ちょっと	 7	 7/0	 0/5/2	 級外	 191	 

いろいろ	 7	 7/0	 3/2/2	 2 級	 61	 

はっきり	 6	 6/0	 2/4/0	 級外	 334	 

ちゃんと	 6	 6/0	 3/2/1	 級外	 22	 

むしろ	 5	 0/5	 0/4/1	 2 級	 358	 

なかなか	 5	 5/0	 1/4/0	 級外	 107	 

どんどん	 5	 5/0	 2/2/1	 級外	 34	 

その他(14 種)	 32	 27/5	 7/17/8	 -	 24〜655	 

4. 検出精度の改善 
	 Table	 2 のシステムのレジスター誤りの指摘の妥当性では「さらに」「必ず」「むしろ」が全て

不適切となっており、アカデミックな表現として適切であるが、システムが誤用であると指摘し

ている。この指摘の誤りを修正する方針として、準正用で使用しているコーパスでの頻度を考え

る。提案システムは、準正用コーパスでの使用頻度が高くても、準誤用コーパスと準正用コーパ

スとの差が統計的に十分大きいときに、アカデミックでない表現としている。しかし、実際のと

ころ準正用コーパスでの使用実績がある場合、表現として妥当であると考えるのが普通である。	 

	 そこで「科学技術論」コーパスでの使用頻度を考慮し、1,000 回以上出現する語を誤り指摘の

対象外とすると、「さらに」「必ず」が対象外になり、システムの検出精度が 85.5%から

92.4%(=122/132)へと向上するが、その一方で「そう」の誤り指摘漏れが発生する。副詞「そう」

について論文コーパス中の使用傾向を見ると「〜であるなら真、そうでない場合なら偽」のよう

な前文の内容を言い換えたパラフレーズとして使用する表現も多く、一概にすべてがレジスター

誤りとは言えないことがわかった。今後の課題として、準正用でどのように使用されているかを

考慮した上で、頻度による指摘のフィルタリング手法を開発していく必要がある。	 
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ICT 日本語学習の支援とナレッジベース〈蔵〉 

KNOWLEDGE BASE CULLA AND ITS CONTRIBUTION TO THE ICT LEARNING 

 

黒田史彦，首都大学東京 

Fumihiko Kuroda, Tokyo Metropolitan University 

 

概要： ICT を応用した学習リソースを学び全体の中にうまく取り込み、自律を見据えた日本語学

習を促進するためには、支援者による適切な学習支援が有効である。一方、支援者による支援実

践の精度を上げるためには、多くの支援者の知恵を結集して共有共用する必要があり、ICT を活

用したナレッジベースの開発が不可欠である。ICT と人的支援は、それぞれの強みを活かしつつ、

バランスの取れた相互補完的な関係を築くことにより、個々の学習者に適した学びが実現できる。 

 

キーワード： ICT 日本語学習，自律的学習，学習支援，共有共用リソース，ナレッジベース 

 

１．ICT 日本語学習と人的支援 

近年、ICT（Information and Communications Technology）を活かした日本語学習リソース

が急速に増えている。学習リソースを公開するウェブサイトだけではなく、MOOC（Massive 

Open Online Course）も複数誕生している。MOOCでは、講義ビデオや解説スライドの視聴だ

けではなく、テストの実施や課題の提出などによる双方向性を謳い文句にしている。しかし、多

くの利用者はそれに飽き足らず、お互いに知識を確認したり、意見を交換したり、励まし合った

りするための利用者コミュニティを自主的に開設している。MOOCの運営者が、あらかじめコミ

ュニティを用意し、メンターを配置しているケースも既に見られる。こういった事実は、ICT 学

習リソースを活用した日本語学習＝ICT 日本語学習であっても、人がより効果的に学んでいくた

めには、人による支援が不可欠であることの証左となるだろう。 

人による支援が必要なのは、ICT 日本語学習の最中だけとは限らない。学習に取り掛かる前に

も、学習が一段落した後にも、人的な学習支援は有効である。一人ひとりの利用者が具体的な目

標を見定め、最適な ICT学習リソースを選択して学習計画を立案し、着実に学習を推し進めつつ、

折を見て振り返って次のより良い学習に発展・継続させていくためには、相談相手となってくれ

る支援者がいることが望ましい。支援者が心掛けるべきは、学習者に自らの学び全体を俯瞰的に

捉えさせ、自分自身で考え、決め、行動する姿勢、つまり、自律的な学習姿勢を持つように促す

ことである。長期に渡るであろう日本語学習という営み全体の中に ICT日本語学習を適切に位置

付けつつ、同時に自律的学習の実現をも目指そうとする支援活動の拡充と実践的支援者の普及は、

日本語学習支援に携わる者にとって喫緊の課題である。 

しかしながら、自律志向の学習支援を実践するためのノウハウは蓄積に乏しい。従来は、あた

かも職人芸のように、支援者個人による経験の積み重ねや熟達が重視ないし当然視されてきたか

らである。しかし、個々の支援者が持つ知恵や工夫を広く共有し、多くの支援者が継承していく
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ことによって、より充実した支援の実現可能性が高まるはずである。そのためには、やはり支援

者も ICTを利用することが効果的である。そこで、数多くの学習支援事例や実践的ノウハウを集

積してデータベース化し、検索機能を備えた「ナレッジベース〈蔵〉」としてウェブ公開を始めた。 

 

２．共有共用リソースとしての〈蔵〉 

 〈蔵〉とは、CULLA: Common Utilities for Language Learning Advising のことである。自

律的日本語学習の実現を目指す支援者（日本語学習アドバイザー）が、自分たちの支援実践（ア

ドバイジング）における実体験や実践上のアイデアなどをウェブ上で持ち寄って公開するための

データベースを備えている。支援者同士がお互いに支え合う相互扶助的、互恵的な「共有共用リ

ソース」であり、ICTを活用した成果であると言えよう。〈蔵〉は、いわゆる電子掲示板に似てお

り、インターネット環境さえ整っていれば、誰でも投稿（入力）、閲覧することが可能である。 

 学習者の自律を応援する支援実践において、支援者たちは学習者との対話を重視し、様々な問

い掛けを通じて、学習者に自らの学びについて深く考える「きっかけ」を与える。例えば、具体

的に何ができるようになれば目標が達成できたと言えるか、目標達成のために現状では何が足り

ないか、その不足を埋めるためにはどんな学習が必要か、現実的な学習のプランはどうするのか、

（ICT）学習リソースに何を選ぶのか、学習時間をどうやって捻出するのか、どうしたらヤル気

を保って学習を継続できるか、何を基準に学習を評価して改善していくのか、などについて問う

ことにより、学習者の自己分析、自己決定、自己検証を促す。 

学習者への問い掛けを基軸とした対話を支援者が首尾よく展開していくための実践的な創意や

コツ、そして試行錯誤の末に得た結果などを、支援事例データとして〈蔵〉に集積しておくこと

ができる。例えば、実際の支援実践に基づいた次のような事例が〈蔵〉には登録されている。 

 

例１．学習者との対話（セッション）の締め括り方 

アドバイジング［支援実践］において、ニーズそのものへの対応も大事だが、対応が終わ

った後の振り返りも重要である。その振り返りにおける質問の仕方にもいろいろある。 

ひとつの方法は、当日の対応セッションの流れを確認してもらうことである。学習者が持

ってきたニーズへの対応が終わったら、「今日どのような相談をしたのか覚えているか」とい

う問いを投げ掛ける。すると学習者は、自分がどのような悩みや疑問をもって相談に訪れ、

スタッフ［支援者］はどのように対応してくれたのかなど、セッションの流れを振り返るこ

とができる。全般的な流れの確認ができたら、対応のどの部分が自分に役に立ちそうかなど

の振り返りもできる。 

そして、学習者の振り返りをスタッフ［支援者］がメモして渡すのも、ひとつの方法とし

て挙げられる。スタッフ［支援者］のメモにより、学習者は自分の振り返りを可視化するこ

とができるので、より明確に意識するだろう。さらに、学習者にもメモをとる習慣をつけて

もらうきっかけを与えることもできる。         （投稿者：千花子氏、一部改） 
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その他にも、「過去の外国語学習経験を尋ね、学習者に自分の学習スタイルや学習方法の向き不

向き、好き嫌いを認識させる」「いつ、どこで、どのように学習を始めるのか、学習者に“最初の

一歩”をどう踏み出すのか宣言させる」「単に“○○をする”だけではなく、“いつまでに〇○を

する”のか期限を設ける」といった事例が〈蔵〉には蓄積されている。支援実践を改善するため

の秘訣や支援者の持つべき心構えなどを持ち寄り、多くの支援者間で共有することができる。 

 

３．ナレッジベースとしての〈蔵〉 

〈蔵〉を利用することにより、学習者の自律を見据えた実践に不慣れな支援者でも、支援実践

に必要な手法や情報を検索して入手できる。そして、得られた専門知識をすぐに実践場面に反映

させることができるという特長を備えていることから、〈蔵〉のことを「ナレッジベース」と呼ぶ。 

支援者がウェブ上で投稿（入力）する事例データは、既定の４つのカテゴリ(1)－(4)と、合計

17種類のサブカテゴリに分類して登録することができる。 

 

表１．〈蔵〉におけるデータのカテゴリとサブカテゴリ一覧 

カテゴリ サブカテゴリ（17種類） 

(1)対応方法 質問、接し方 

(2)言語要素 文法、語彙・フレーズ、音声、文字 

(3)言語技能 話す・会話、聞く、書く、読む 

(4)学習全般 初級、中級、上級、年少者、漢字圏、非漢字圏、試験 

 

初心者が支援実践の際にまず参考とすべき専門的ノウハウは、主に「対応方法」のカテゴリに

分類されているが、学習者から寄せられ得る相談内容や学習者の属性などにも応じて「言語要素」

「言語技能」「学習全般」といったカテゴリも設け、支援事例データを整理してある。ひとつのデ

ータは、複数のカテゴリにまたがって登録することもできる。また、データの投稿時には、各事

例の特徴を端的に表す複数の語句を「タグ」として付与することも可能である。 

支援実践について何らかのヒントを得たい時には、上記のカテゴリ／サブカテゴリやタグを手

掛かりに検索することができる。同時に、任意の語句をキーワードとして、〈蔵〉に納められてい

る全データをカテゴリ横断的に全文検索することも可能である。例えば、「接し方」「質問」「書く」

といったサブカテゴリ、「作文」「学習方法」といったタグ、「添削」「チェック」といったキーワ

ードのいずれかを手掛かりに検索すると、次頁の例２のような支援事例がヒットする。 

 例２のような実践事例を閲覧することにより、他の支援者が作文支援に際してどのような意図

の下で、どんな取り組みを行っているのかを詳細に知ることができる。「求められるままに文章の

添削をしてきたが、いつまで経っても学習者は他人頼みで、自分で文章を修正しようとする姿勢

が身につかない」と不安に思っているような支援者は、今後の支援方法の改善に向けて、ひとつ

の糸口を見つけることができよう。これも、支援者が ICTを活用したればこその前進である。 
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例２．作文支援に関する検索結果例 

 

４．まとめと今後の展望 

 ICT 日本語学習をより有意義なものにするには人的支援が有効であり、同時に、自律を見据え

た人的支援をより強力なものにするには ICT の支えが必要である。ICT は万能ではなく、人も全

能ではない。両者がうまく補い合うことによって、個々の学習者に相応しい学びが実現できる。 

 本研究の今後の展開において、第一に取り組むべきは、ナレッジベース〈蔵〉の拡充である。

多くの賛同者、協力者を得て、支援実践に関するより専門的な知識と経験をデータとして収蔵し、

皆が安心して頼れる堅牢な〈蔵〉とすべく増改築を繰り返していかなくてはならない。 

また、今後の ICT の発達にも目を配りつつ、PLE（Personal Learning Environment）や「外国語学

習アドバイジング」（青木, 2013）といった研究領域との融合も不可欠である、いずれにせよ、

massive なだけではなく、personal な学びの支援にもバランスよく配慮していかなければならない。 

 

引用文献 

青木直子，外国語学習アドバイジング，Amazon Kindle Book，2013. 

＊ナレッジベース〈蔵〉URL: http://culla.ic.tmu.ac.jp（2015年 2月 15日現在） 

＊本研究は JSPS科研費 24520587 の助成を受けた成果の一部です。 

日本語の授業において、「書く」ことはよく課題として課される。学習者は自分の書いた文

章について自信を持っておらず、誰かに読んでもらいたがるので、「作文をチェックしてほし

い」という相談が［支援者の元へ］常にある。 

「書く」ことに関する相談への対応において、学習者自ら書き直すようにするためには、

一方的な添削は避ける必要がある。なぜなら、学習者はチェックしてもらったと安心してし

まい、そのまま書き写す恐れがあるからである。 

また、文章を最初から最後まで一緒にチェックする必要はない。ある程度、そのやり方を

理解してもらい、自分自身でやってみるように促すことが大事である。それでは、どのよう

な対応ができるのだろうか。 

まず、学習者に文章［作文］を読み上げてもらい、気になる部分に線を引くようにする。

読み上げてもらうには二つの理由がある。まず、スタッフ［支援者］は文章に初めて接する

ので、学習者が読んでいるうちに内容を確認することができる。［中略］ 

線を引いた部分について、なぜ気になるのか、どのような意図でその文を書いたのかを確

認する。スタッフ［支援者］の質問に答えながら、学習者は新しい他の表現を使ったりする

ので、もっともふさわしい表現に書き直すようにする。いくつかの表現で迷う時には、学習

者自ら選ぶようにする。 

最後に、［作文全体の］構成を整えるために、書いた文章を段落ごとに要約してもらう。 

            （投稿者：千花子氏、一部改） 
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文化理解を目的としたコンピュータ教材の活用の分析 
 

ANALYSIS OF THE TWO USAGES OF COMPUTER ORIENTED TEACHING MATERIALS 
DESIGNED TO IMPROVE CULTURAL UNDERSTANDING THROUGH LANGUAGE TEACHING 

 
ソレンセン和子（同志社女子大学） 

Kazuko Ito Sorensen (DWCLA) 
 
 

石崎俊子（名古屋大学） 
Toshiko Ishizaki (Nagoya University)  

 
 

概要：中級日本語コンピュータ教材 Communicating in Japanese全 12章を使って日本文化の理解
を主な学習目的とした場合の学生の活用ルートの分析を試みた。イギリスの Royal 
Holloway	 (University of London)では三段階アプローチ、同志社女子大学では三段跳びアプ
ローチを取り入れて実施し日本語だけではなく文化理解を目的とした授業を行った。学習

者が与えられたタスクを成し遂げるまでの過程を実例を挙げてダイアグラムで表し、文化

理解という学習目標にどう対応したかを明らかにする。 
 
キーワード：ブレンディッド・ラーニング、文化理解、三段階アプローチ、三段跳びアプローチ 
 
 
1. 	 はじめに	  
	 オリジナル中級日本語コンピュータ教材 Communicating in Japaneseは開発されて以来、現在ま
での 10年間、 イギリスの Royal Holloway (University of London) の日本語副専攻の学生及び同志
社女子大学の留学生のための JSP 日本語コースの受講生を対象に使用されてきた。イギリスでは、
国内の日本語専攻の大学生のみならず、将来、日本語・日本学の研究を志す中学・高校生、ビジ

ネスマン等、幅広く利用されてきた。これまでこの教材の様々な活用方法を試みてきたが、学習

目的が多様化された昨今、その多様化に柔軟に対応する新しい方法を取り入れなければならない

ことに気がついた。今回は文化理解を学習目的としてその効果的な利用法を 2種類のアプローチ
を利用して探ってみた。 
 
 
2. 	 マルチメディア教材「Communicating in Japanese」 について 
（http://opal.ecis.nagoya-u.ac.jp/~jems/HAJIMEsample.htm） 
 
	 この研究で使用された教材は、ソレンセン和子の中級用日本語オリジナル教材、

Communicating in Japanese (1990)を原本としている。教材は機能・概念シラバスに即して全 12章
で構成されており、学習対象者は日本語能力テスト 2級準備レベルである。この 160頁にも及ぶ
テキストと音声テープは石崎俊子によって 2001から 3年がかりでデジタル化され、各章は日本
で起こった 12の物語をもとに動画、音声、イラスト、写真などマルチメディア機能がフルに取
り入れられている。物語の舞台は東京と京都で、就職のための面接、京都の時代祭など日本文化

や歴史の紹介に幅広く関与して、学習者に問いかけながらプログラムを進めていくという内容で

ある。動画で始まる各章は数々の関連タスクに支えられ、日本語と日本の文化を平行して学べる

仕組みになっている。今までは windows のみの対応であったが、現在は Mac にも対応している。 
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図 1 「Communicating in Japanese」の構成 

 
 
3. 	 「Communicating in Japanese」 の授業での活用 
三段階アプローチ(石崎・ソレンセン	 2004)とソレンセンが 2007年より実施している三段跳び

アプローチと呼ばれる 2種類の方法で授業を行った。各アプローチの詳細は以下に述べるが、今
回はどちらのケースにおいてもブレンディッド・ラーニング(Blended Learning)と組み合わせて利
用した。ブレンディッド・ラーニングはソレンセンの所属していた Royal Holloway (University of 
London)語学センターでは「The combination of face-to-face teaching and related use of electronic 
resources outside the classroom」と定義しており、従来の 1人 1台コンピュータをあてがわれて個
人で勉強する自立学習の形態ではなく対面の授業とコンピュータ学習を組み合わせた学習形態で

ある。三段階アプローチ及び三段跳びアプローチにブレンディッド・ラーニングを組み合わせる

ことにより効果的に授業を進めることができた。 
 
3.1	 三段階アプローチによる授業	 	  
 
イギリスの Royal Holloway(University of London)で日本語を副専攻とする学生対象には全 12章

を三段階アプローチで授業を行った。三段階アプローチは Royal Hollowayの語学センターでフラ
ンス語、ドイツ語、日本語の 3 言語に奨励され取り入れられた学習方法であり、段階 1、段階 2、
段階 3の 3つのアクティビティーを通して指導するという考えである。以下は筆者が実際に行っ
た第 3章「田中比呂子と申します」の導入方法と実例である。この章の学習目的は履歴書の書き
方・面接の仕事と受け方である。 

 
・1週間に 1章を学習するというペースで各章に 1週間の持続性を持たせる。 
・段階 1は CALLラボでの教室学習、段階 2は CALLラボでの自立学習、段階 3は教室でのグル

ープ学習。 
 
表 1	 Communicating in Japaneseを利用した三段階アプローチの実例 
 
段階 1 

  
導入：聞き取りタスク「履歴書」 
 
動画：田中比呂子と申します 
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タスク：ホントかウソか、聞き取りタスク 
 

 
段階 2 

 
タスク：漢字チェック、関連タスク（アルバイト情報、面接準備）、 

ビデオのダイアログ（文字と音声で復習） 
 
インターネット：人材バンク登録 
 

 
段階 3 

 
タスク：関連タスク 2、関連タスク 3 
 
実践：フォーマルな席上での自己紹介 
 

 
 
3.2	 三段跳びアプローチによる授業 
 
	 日本国内では同志社女子大学の留学生のための JSP日本語コースで、6年間（2009−2014）
HOP、STEP、JUMPの三段跳びアプローチによる授業を行った。このアプローチは①HOP：コン
ピュータを使って、予習を独自で行う、②STEP:クラスでコンピュータを利用しながら授業を受
け、教室作業に挑戦し、③JUMP：駅、街角、スポーツセンター、そしてレストラン等で実際に
日本語を使い経験学習するというものである。三段階アプローチとの大きな違いは三段階アプロ

ーチは授業内のタスクが並列的なのに対して、三段跳びアプローチは JUMPで目的に到達し、日
本語を教室の外に出て使うこと照準があてられるていることである。即ち、HOP、STEPで準備
を積んで JUMPして体験学習が行えることである。第 2章「ポケットコーダーって？」の実例は
以下のとおりである。 
 
表 2	  Communicating in Japaneseを利用した三段跳びアプローチの実例	 	  
 
HOP 

 
家でコンピュータで予習  
 
最近買ったもの、また今買いたいと思っている商品をインターネットで探してその特徴

や価格を下調べする。 
 

 
STEP 

 
教室で授業（コンピュータを使用する場合も有り） 
 
発表者 2人（1人 10分）が自分で収集したインターネット情報をコンピュータを使って
披露する。その時、他の学生はその商品に対して、質問して値切ったりする。 
 

 
JUMP 

 
教室外の活動  
 
発表者①は「セーラームーン 2015年の手帳」をゲームショップに行って、友達のお土産
品として、5冊購入。 
発表者②は、まだ日本でしか発売されていないパソコン、スマホにも接続できる

Broadband Device をビッグカメラで購入。 
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4. 	 「Communicating in Japanese」 の文化理解を目的とした授業 
 
	 テキストの要となる物語は、大学を卒業したばかりの 3人の若者（五郎、比呂子、明子）と早
稲田大学の留学生マイケルが、東京と京都で起こるハプニングや行事を通して繰り広げられる。

1章ずつが動画付きのドラマ仕立てになっていて、最終章の第 12章で解決する。各章の視聴時
間は平均して 6分ほどであり、ビデオ教材にしては長いものである。従って学習者は動画視聴を
通して日本語の会話を学びながら、物語の中に見え隠れする日本文化を同時に吸収することがで

きる。重要な文化的な要素は教材で取り上げられているが、筆者が行った授業においては教材で

は取り上げられていない文化的要因を動画の中から探し出し、それをインターネットで検索した

り、教室で話し合ったりした後、学習者が理解したことを日本人の友達やホームスティの家族と

話し合うというルートで行った。 
 
5. 	 「Communication in Japanese」の授業活用を通して日本語及び文化理解への示唆 
 
	 上記のコースを終えて、アンケート及びインタビューの結果、わかったことは以下の点である。 
 

1. レベルの異なる学習者が、自立学習時間量を調整することによって、各章の与えられた
タスクをスムーズに行うことができる。 
 

2. 敬語表現の指導は、ペーパーベースのハンドアウトやテープより動画の方が理解を促進
する。 
 

3. 日本に 1年間留学経験のある学習者は特に待遇表現のスピーチレベルに興味を持ち、こ
の教材に含まれている長い物語ベースの聴解の練習が役に立つ。 
 

4. 日本文化の理解を学習目的とした場合、教師が情報を与えるのではなく学習者自身がイ
ンターネットから得た情報の方が刺激になり、向上心を促す。 
 

5. クラスをサポートするティーチングアシスタントに対しては、通常のクラスのように事
前に細かい指示を与える必要がなく、学習者と共にコンピュータで予習して、タスク実

践時のサポート役を依頼すればよい。 
 

6. 上級レベルになると日本文化に重きを置いた授業でも日本語を学習することが十分可能
である。特に敬語表現、待遇表現の学習に成果が出る。 
 

7. 日本国内での JUMPアクティビティは特に上級レベルの学生に効果的であった。初級、
中級のクラスでは全部の章を教えるのではなく、京都道案内、京都弁、国内旅行などの

章を選んで活用する方が良い。その際、学習者のレベルに合わせて HOPと JUMPの活動
は内容を簡単にする補正が必要である。 

 
6. 	 今後の方針 
 
	 当プロジェクトの今後の課題は、この教材をスマートフォン用に開発し、新しい授業方法を試

みることである。 
 

参考文献 
石崎俊子・ソレンセン和子，マルチメディア教材の開発と三段階アプローチの活用，2004日本語
教育国際研究大会	 予稿集, pp.60-64,  2004 
 
Sorensen, K.I.(1990). Communicating in Japanese – A course in Listening and Speaking Skills, Marlow: 
Wing Communications.  
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韓国人日本語学習者に対するCEFR読解尺度の妥当性調査 

Investigation on the Validity of CEFR for Korean Learners of Japanese 

 

 

 

 

近年，Can-do という考えのもとに記述された言語能力尺度に関心が集まっている．その中で

CEFR（Common	 European	 Framework	 of	 Reference	 for	 Languages，ヨーロッパ共通参照枠）は，世

界の外国語教育に導入されているが，果たして CEFR の言語能力尺度が元来の対象である欧州語以

外にも適用可能であるのかを検討する必要がある．本研究は，日本語読解能力の自己評価と漢字テ

ストの得点間の関係，日本語読解能力の自己評価を予測・説明する変数に着目した調査を韓国人日

本語学習者に対して行う．また，読解能力記述文の順位性に生じるずれなどについてもデータ分析

の結果を報告する．	 

キーワード：CEFR，読解CDS，漢字テスト，韓国人日本語学習者 

１．  はじめに 

近年，外国語教育において外国語で何ができるのか（Can-do）という考えのもとに記述された言

語能力尺度に関心が集まっている．その中で欧州評議会が開発した CEFR（Common	 European	 

Framework	 of	 Reference	 for	 Languages，ヨーロッパ共通参照枠）は，ヨーロッパの枠を超え，世

界の外国語教育に導入されているが，その際に CEFR の言語能力尺度が欧州語以外の言語教育にも

適用可能であるのかを検討する必要がある．日本語教育においても JF 日本語教育スタンダードや

日本語教育アーティキュレーション・プロジェクト（J-GAP）などは CEFR の言語能力記述の枠組み

の影響を強く受けている．具体的な言語能力レベルを A1 レベルから C2 レベルまでの 6段階で設定

し，「聞く，話す，読む，書くなど」といった観点からそれぞれのレベルで言葉を使ってできるこ

とを能力記述文(Can-do	 statements,以下 CDS)で記述しようとする点が CEFR の言語能力尺度の特

徴である．	 

	 本研究は韓国人日本語学習者 205 名を対象に，1)日本語読解能力の自己評価と漢字テストの得点

間の関係，2)日本語読解能力の自己評価を予測・説明する変数	 について調査を行った．日本語読

解能力の自己評価については CEFR-DIALANG にある読解 CDS(31 項目)を韓国語に翻訳し，経験の有

無の回答と 5 件法で自己評価をしてもらった．漢字テストについては調査協力者が韓国人日本語学

習者であるため，母語における漢字テストと日本語における漢字テストの 2 種類を実施した．さら

に調査協力者の日本語学習期間，日本語関連能力試験の成績，漢字教育の経験，韓国国内の漢字テ

ストの成績などに関する情報も収集した．本稿では	 3)上記読解 CDS の順位性に生じるずれ	 も含め，

データ分析の結果について簡潔に報告を行う．	 

 
２．  先行研究 

まず，日本におけるCEFR言語能力尺度の適用可能性を検討する先行研究として，英語教育に関するも

のを取り上げる．中島・永田(2006)は大学生約360名(1年～4年生)を対象にCEFR-DIALANGの能力記述

文を使用して主専攻語と副専攻言語の能力(聞く・読む・書く)について自己評価調査を行った．その結果，

おおむねCEFRの適用可能性を肯定する結果が出たが，「読む」においては「葉書などに書かれた，短く簡

単なメッセージを理解することができる（A1）」と「公衆電話のような，日常生活で出会う機器についての簡単

な使用方法の記述を理解することができる(A2)」がCEFRの想定レベルより難しい結果が出た． 

 次に日本語教育に関するものとして，大隈ほか（2006）が挙げられる．日本語学習者(主な母語：中国語・韓

国語・インドネシア語，1,068名)を対象に旧JLPT試行版CDSを使用して 1)経験の有無と 2）5件法で実現の程

度（自己申告）を尋ねた．旧JLPT試行版CDSの中からCEFR-DIALANGのCDSを比較し総合的に同一レベル

にあると見られるCDSを選択し，経験ありにマークした者のみを対象にIRT分析を行った．困難度推定値から

宮崎 佳典, 静岡大学 
Yoshinori Miyazaki, Shizuoka University 

谷 誠司, 常葉大学 
Seiji Tani, Tokoha University 
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「聞く」と「書く」の自己評価結果はCEFRの想定している困難度とおおむね一致していたが，「読む」は一致して

いなかった．「読む」においては，「新聞にはさまれている広告やチラシなどを見て，必要な情報がとれる（A2相

当）」と「短いメモや年賀状などに書かれた決まりきった文を読んで，書かれている内容が理解できる(A1相当)」

がCEFRの想定レベルより難しく，「ヘアドライヤーや掃除機など，操作が簡単な家電製品についての取り扱い

説明書を読んで理解できる(B1相当)」が易しいと捉えられていた．この原因として漢字の影響を示唆している． 

 もう一つ関連研究として野口（2006）を挙げておく．この調査では，2003年度日本語能力試験1級受験者84,55

0名の得点データを用いて因子分析した結果，漢字情報検索処理因子（漢字がもたらす情報を検索処理する

能力）と文脈情報活用因子（文脈を活用して理解を構築する能力）の2因子構造をなしていること，2つの因子

軸に対して問題項目は「文字」「読解・語彙・文法」「聴解」の3クラスターを形成していることを示した． 

３．  調査内容ならびに分析結果 

まず調査の概要について述べる．実施時期は 2011 年 11 月～12 月とし，韓国の大学で教養科目として

日本語を学習している韓国人大学生 205 名に協力してもらった．なお，同科目では能力別クラス編成とな

っており，SPJ1(最下級クラス)から SPJ4(最上級クラス)に分かれている．協力者に対して漢字テストを実施し，

また個人の属性情報として年齢，性別，専攻，日本語能力(JLPT 等の日本語熟達度試験)などを収集した． 

日本語読解能力の自己評価については，CEFR の CDS では膨大になるため，CEFR を基にして作られ

た CEFR-DIALANG にある読解 CDS を使用した．CEFR の CDS と CEFR-DIALANG の CDS の違いは，前者

は概括的な記述であるのに対し，後者は個別・具体的な記述になっている点である（根岸，2006）． 

 漢字テストには母語における漢字テストと日本語における漢字テストの2種類を実施した．前者には鄭（20

10a,2010b）で発表されたテスト（以下，テスト１），そして後者には加納ほか（1993）のうち，韓国人日本語学

習者を対象に行った漢字語彙力に関する研究(加納，2002）を踏まえ，韓国人学習者が弱いとさ

れる「読み」と「書き」の問題を出題し，これに加え日本語における漢字知識を測定するために

用法に関する問題も出題した（同テスト2）．各テストの概要について述べる： 

 ・テスト１：/韓国人日本語学習者の母語の漢字知識の測定/韓国の漢字能力検定の級数別配当漢字を

参考とし，7級から3級までの５つの各レベルに20語（40字），合計100語（200字）の日韓同形語を選抜/漢字

はすべて日本の常用漢字と韓国の基礎漢字に共に含まれる漢字/字体は日本の新字体で提示されるが，

韓国の旧字体と日本の新字体の一方が分かれば，もう一方は問題なく読める漢字を選択/文脈からの類推

ができないように漢語のみを提示し，読み方をハングルで回答（問題a1-a5，a1が7級に対応する）/ 

 ・テスト２：/日本語初級修了レベル（500字）の漢字テスト/構成概念として以下の漢字知識を測定①意味

と読みからの字形再生能力（問題b），②語種の異なる類義語の知識や運用力（問題ｃ），③漢字および漢

字語の用法処理能力（問題d），④漢字および漢字語の用法処理能力（問題e），⑤字形・語形と読みの連

合能力（問題f）/ 

 なお，予備調査の段階で，項目数が多すぎるとの意見があったことを鑑み，テスト１，２ともに，項目数を半

分にして本調査では出題することにした． 

 分析では，特に「日本語読解能力の自己評価と漢字テストの得点間の関係」，「日本語読解能力の自己

評価を予測・説明する変数」に着目した．また予備的に，「韓国人日本語学習者にとってのCEFRの読解熟

達度尺度の順位制の妥当性」も調査した． 

CEFRの読解熟達度尺度の順位制の妥当性	 

	 図1は，31項目の読解CDSごとに，調査協力者による自己評価点（5件法，5が最大）からクラスご

と平均点を算出したものである．この図より，項目番号が進む（難易度が上がる）につれ，全体と

して評価点が下がっていることが見受けられる．これは因子分析法による結果にも表れ，集合的な

観点からレベルの近似したCan-doが配置されていると言える．一方で，必ずしも単調に下がるので

はなく，順序制の乱れが散見される（例：項目7，11，29など）．これは概ねSPJ1-4のいずれにク

ラスにも見られる特徴であり共通性が認められる．	 
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	 図1	 読解CDS（31項目，横軸）ごとの自己評価点（平均点，縦軸）	 

日本語読解能力の自己評価と漢字テストの得点間の関係	 

	 CDSの31問の自己評価値と漢字テストa-fのすべて（a1-a5,	 b,	 c,	 d,	 e,	 fの10種類）について，

SPJ1-SPJ4のクラスごとに相関係数を算出した．その結果，ほぼすべての組み合わせに対する強い

傾向として，SPJ1クラスにおける相関係数に比して，SPJ4クラスのそれが有意に大きいという結果

が得られた．これは，下級クラスの学習者にとって，問題の解けない理由に不確定要素が多いのに

対し，上級クラスの学習者は漢字能力が強く影響することを示唆している．前者は未習得学習項目

も多く，理由が複数混在すると考えるのは自然である．なお，そのような差が顕著に出たのが問題

b（意味と読みからの字形再生能力）ならびにf（字形・語形と読みの連合能力）で，これは加納(2

002)の導いた結論「韓国人学習者は漢字の意味理解や用法に関してはあまり問題にならない一方，

漢字の読みや字形の再生にかなりの困難を持つ者が多い」を支持するものである．特にはっきりと

その傾向が出たCDS6-15について，問題b,fに対するSPJ1,SPJ4クラスの相関係数を表1に表す．	 

	 

 表１ SPJ1,SPJ4クラスにおける，問題b，問題ｆの正答率とCDS（6-15）の自己評価値との相関係数	 

 問題ｂ	 	 	 問題 f	   

CDS#	 SPJ1	 SPJ4	 	 CDS#	 SPJ1	 SPJ4	 CDS#	 SPJ1	 SPJ4	 CDS#	 SPJ1	 SPJ4	 

6 -0.04 0.44  11 0.07 0.48 6 -0.07 0.44 11 0.03 0.50 

7 0.11 0.52  12 -0.12 0.49 7 0.09 0.54 12 -0.11 0.49 

8 -0.10 0.53  13 0.02 0.37 8 0.05 0.52 13 -0.12 0.55 

9 0.21 0.46  14 0.04 0.37 9 0.16 0.46 14 -0.04 0.46 

10 -0.16 0.47  15 -0.02 0.50 

	 

10 -0.21 0.50 

	 

15 0.09 0.55 

 

また，表1が示すように，顕著な相関係数の差が出たのはCDS項目における中程度の項目に集中し

ており，必ずしも難易度の高いとされる後半の項目で表れたわけではなかった．	 

	 

日本語読解能力の自己評価を予測・説明する変数に着目	 

	 目的変数に読解能力の各項目の自己評価値を取り，今回収集した属性ならびに漢字テストの各項

目についての得点を独立変数に重回帰分析を行い，上位3つの説明変数を求めた（表2）結果，CDS3

1項目のうち，27までを「試験経験」変数，23が「学年」変数が占めた．特に試験経験変数は，Ca

n-doのレベルが上がるにつれ，最上位の説明変数に多く選定され，また学年変数と合わせた2変数

が上位2位を独占する結果が顕著となった．やはり経験値（学年も修学期間が年齢に応じて長くな

ると考えれば）がCan-doに強い影響力を持つことが確認された．漢字テストの各項目についてはCa

n-do	 のレベルが低い段階で上位に来ることが多く，特に問題a（漢字をハングルで表記する問題）,

e（漢字および漢字語の用法処理能力）,f（字形・語形と読みの連合能力）が頻繁に観測された．	 

1 
1.5 

2 
2.5 

3 
3.5 

4 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 

評価点	 

SPJ1 

SPJ2 
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 表2 読解CDS31項目ごとの自己評価値に対する重回帰分析結果（説明変数上位3件）	 

CDS#	 説明変数 1	 説明変数 2	 説明変数 3	 	 16	 試験経験	 問題 a4	 学年	 

1	 問題 e	 問題 b	 高校漢字授業	 	 17	 試験経験	 学年	 問題 a4	 

2	 学年	 試験経験	 高校漢字授業	 	 18	 試験経験	 学年	 問題 f	 

3	 問題 e	 試験経験	 学年	 	 19	 試験経験	 問題 e	 学年	 

4	 問題 e	 問題 a3	 問題 a2	 	 20	 試験経験	 学年	 問題 e	 

5	 問題 f	 漢字試験	 高校漢字授業	 	 21	 試験経験	 学年	 問題 a1	 

6	 問題 a5	 問題 a4	 試験経験	 	 22	 試験経験	 問題 f	 学年	 

7	 問題 a4	 問題 a5	 試験経験	 	 23	 試験経験	 学年	 問題 f	 

8	 問題 f	 試験経験	 高校漢字授業	 	 24	 試験経験	 学年	 問題 a3	 

9	 試験経験	 問題 f	 学年	 	 25	 学年	 試験経験	 問題 f	 

10	 試験経験	 学年	 問題 b	 	 26	 試験経験	 学年	 問題 a3	 

11	 漢字試験	 試験経験	 高校漢字授業	 	 27	 学年	 試験経験	 問題 b	 

12	 試験経験	 学年	 漢字試験	 	 28	 学年	 試験経験	 問題 f	 

13	 問題 a2	 学年	 問題 a1	 	 29	 学年	 試験経験	 問題 f	 

14	 問題 f	 試験経験	 学年	 	 30	 学年	 試験経験	 中学漢字授業	 

15	 試験経験	 問題 a4	 問題 f	 	 31	 試験経験	 問題 b	 学年	 

 

４．  おわりに 

本研究は，韓国人日本語学習者に対する CEFR 読解尺度の妥当性について予備的調査を行い，調査

日本語読解能力の自己評価に対する漢字テストの得点との関係，またその予測因子，さらに読解 CDS の

順位性に生じる妥当性について報告した．漢字テストの中で，問題 b,f の項目については自己評価値との

相関が高く，また能力が高い集団ほど強い傾向が観察された．自己評価値の予測因子としては「学年」，

「試験経験」が，また漢字テストの中では問題 a,e,f の項目が他項目に比して上位に来ることが多いことがわ

かった．加えて，読解熟達度尺度の順位制に若干の乱れがあることも確認された． 
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Abstract:  

落語は日本語学習者にとって理解するのが難しいと思われているが、日本語教育に取り

入れる利点は大きい。そこで落語の小咄を取り上げ、理解を助けるための CALLプログラム

を開発した。SQL データベースの特性を活かしたオンラインのシステムを構築し、学習者

の基礎データを収集するとともに、理解を問うための問題作成、理解を促進させるための

文字や画像による解説、字幕の提示の選択などを取り入れた。また、理解を測る方法とし

て、学習者が映像を視聴しながら「面白い」「難しい」と思うところをクリックすることで、

感覚を量的データとして収集する方法の開発を試みた。さらに、笑いを「学習できる技能」

とし、「笑いを理解すること・産出すること」を言語・相互行為能力の一つとして捉える研

究へと発展させた。 

Keyword: 落語 小咄、CALL、面白さ, 難しさ, 可視化 

1. はじめに 

Ochs & Schieffelin (1984)によると、言語習得は文化的知識や文化的技能・能力の習得と別

に起こるものではなく、それらが表裏一体の形で体得されるものである。落語には、人間

関係や暮らしぶりなど日本文化のエッセンスが凝縮されており、また笑いを中心において

いることで楽しく日本語を学ぶことができる。特に一人で何役も演じて会話を中心に話を

進める語り芸の形態は、日本語教育に教材として取り入れる上で利点が多いと考える。（酒

井 2013、柳家 2014他） 

しかし、文化的背景や掛けことばが「落ち」になる語彙の難しさなど、日本語学習者に

とって理解が困難な面も多い。それらを解決するための CALLプログラムを開発した。 
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2. CALLプログラムの作成 

題材となる映像は、プロの落語家に依頼し、T大学で日本語学習者対象に演じたものの中

から、笑いの種類の異なる短い小咄を取り上げた。撮影は、演者側と日本語学習者側の両

者を複数のビデオカメラで録画し、音声はすべて文字化した。その後、SQL データベース

の特性を活かしたシステムを構築した。 

CALLプログラムには以下のものを入れた。 

（1）学習者の母国語や日本語履修歴、性別などの基礎データ 

（2）理解を問うためのクイズ 

（3）理解を促進させるための解説 

（4) 字幕提示の有無の選択 

（5）映像を視聴しながら「面白い」「難しい」と思ったところの情報収集 

場面と回数のクリック数のデータを収集し、グラフ表示およびデータ解析を行う。 

（6）視聴したあと自由に書き込み、感想を共有するコメント欄 

図 1 には、視聴画面の例を示す。ビデオの右には「面白い」「難しい」ボタンをクリック

した結果をグラフで表示し、左下にはその映像を見た視聴者からのコメントがオンタイム

で読めるようになっている。 

上記の（2）の理解を問うためのクイズは、選択式問題、穴埋め問題、並べ替え問題の 3 タ

イプを用意した。問題作成にあたっては、クイズに答えながらそれが理解の手助けになる

よう考慮した。 

（3）の理解を促進するための解説は、コンピュータの特徴を活かして画像や音声を利用し

ている。「クチナシ、ヒヤシンス」などの花の名前を画像で見せたり、方言と標準語との違

い、男女による話し方の違い、感情表現など音を比較しながら聞かせて説明することで、

理解の幅を広げることができた。 

（5）は、「面白い」「難しい」という学習者の感覚を量的に扱うための方法として取り入れ

たもので、そのように感じた場面で、繰り返しクリックすることで感覚の度合いの強さを

グラフに示し、その後データ解析を行う。学習者がクイズや説明を見る前と見たあとでど

のように変わったかを比較することができる。また、多くのデータ収集の後は、面白いと

思う箇所、難しいと思う箇所が日本語レベルや国などの属性によりどのように異なるのか

を比較することが可能となった。 

（6）は、視聴した後の感想を自由に書き込むスペースを用意した。学習者相互や日本人の

感想を読むことで視聴に対するモティベーションを高めることを狙いとしている。また、

学習者が小咄を選ぶ際の参考にすることもできる。 
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3. 笑いの反応の観察からの研究 

日本語学習者の反応を観察することにより、笑いがどのように起こるかについての研究

を進めている。「笑いを適切に産出すること」そして「相手によって産出された笑いの意味

や相互行為的な機能を理解することを示すこと」を言語・相互行為能力の一環として捉え

る(Bushnell, in preparation; Jefferson, 1979,など参照)。その上で、笑いの産出・理

解を、「学習できる技能」として捉える立場をとる。図 2は、「子ほめ」という古典落語の

演目の一つを演じている場面の断片であるが、R が演者、F,E,G,C は学習者で、学習者間の

笑いの開始部分からの分析を行った。本プログラムでは学習者に母語話者やほかの学習者

がどこで笑ったかを可視化したものを、社会的行為モデルとして提示し、学習者が自分の

笑いをこのモデルに近づかせることで、日本語の笑いの社会化を達成していくことを明ら

かにしたい。 

4. 今後に向けて 

現在は映像の著作権の点から限定公開としているが、落語家の協力を得て一般にも提供可

能な公開教材を増やしていきたい。

 

            図 1 落語小咄の視聴場面の例
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図 2 断片例 

 

本発表は、日本学術振興会科学研究費補助金による挑戦的萌芽研究「日本の話芸における「お

かしみ」の理解の研究法 －笑いの文化差の視点から－」（課題番号：23652028 研究代表者:

酒井たか子）の助成を受けている。 

引用文献 

Bushnell, C. (in preparation). She who laughs first: Audience laughter at 

a rakugo performance for foreign students. Unpublished manuscript. 

Ochs, E., & Schieffelin, B. (1984). Language acquisition and socialization. In R. Shweder 

& R. LeVine (Eds.), Culture theory: Essays on mind, self, and emotion (pp. 276–320). 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Jefferson, G. (1979). A technique for inviting laughter and its subsequent 

acceptance/declination. In G. Psathas (Ed.), Everyday language: Studies in 

ethnomethodology (pp. 79–96). New York, NY: Irvington Publishers. 

酒井たか子・ブッシュネル・ケード他（2012）「落語が分かるということ-言葉と文化の側面か

ら-」日本語教育国際研究大会パネルセッション予稿集 名古屋大学 

柳家さん喬（2014）「日本語教育教材としての落語－日本語教育のお手伝い－」 季刊ジャネッ

ト スリーエーネットワーク

http://www.3anet.co.jp/wp-content/uploads/2014/07/Ja-Net69.pdf 

 

134

http://www.3anet.co.jp/wp-content/uploads/2014/07/Ja-Net69.pdf


1 
 

	 

コーパスを用いた二字漢字語彙の調査	 

A CORPUS-BASED STUDY OF TWO-WORD KANJI EXPRESSIONS 
IN JAPANESE 

北海道大学文学研究科	 劉琳	 

LIU LIN, HOKKAIDO UNIVERSITY 
 

Abstract：Kanji Expressions in Japanese first originated from China. However, they 
have become an essential part in Japanese nowadays after long-term usage. This paper 
mainly investigates two-word Kanji expressions which have been most frequently 
used in Japanese. The data are drawn from the most ancient history book entitled the 
Old Manuscripts of Nihon Shoki. A study, based on various corpuses, was conducted 
of the two-word Kanji expressions in the above-mentioned book in termed of the 
changes in usage and meaning in history.   
Keyword: Two-word Kanji expressions, corpus, Nihon Shoki 
 
要旨：日本語の語彙体系において、漢字語彙はなくてはならない存在であり、言語活動の根幹

として重要な役割を果たしている。各種の国語辞書の語彙調査により、漢字語彙の中では二字

の漢字語彙は見出し語として一般的であり、語彙数も多いことが分かった。本稿は、日本最古

の正史である『日本書紀』の二字漢字語彙を考察対象として、中国人日本語学習者の視点から

各種コーパスを利用して調査、考察を行うものである。考察の目的は日本語の中に浸透してい

く最古の漢語の受容、具体的な様相を明らかにすることである。そして、コーパスを用いた語

彙の意味、用法の変遷に関する調査の可能性及び中国人日本語学習者の漢字語彙学習における

問題点について検討する。	 

キーワード：二字漢字語彙、コーパス、語彙調査、受容、日本書紀	 

	 

1 .はじめに 	 

	 	 中国人は日本語を学習する際に、非漢字文化圏の学習者に比べてメリットがあ

るという一般的な認識がある。その理由の一つは日本語には大量の漢字語彙が存

することであると思われる。実は中国から日本に伝来した漢字語彙には、日本語

に浸透して同化したものと、長い年月を経て消失・変容したものなどある。そし

て、近代以降日本人が造った和製漢語も少なくない。すなわち、日本語にある漢

字語彙は中国人にとってその意味が不可思議なものが少なくない。	 

日本語の語彙史において漢語の存在が顕在化したのは、明治以降の近代である

との指摘がある。1これまで、近代以降の漢語、日中語彙交流については、数多く

の研究成果が蓄積されている。これに対し、本稿は以下のような問題を設定する。

即ち、日本の古典に使用された最古の漢語の様相はどうであるか、現代日本語あ

るいは中国語に残される語はどれほどあるか、どのような語であるか、どれほど

意味的変遷したのか。これらの問題に注目し、各種の辞書・文献・コーパスを利

用して調査を行い、明らかにする。上記の考察結果をまとめたうえで、中国人の

漢字語彙学習上の問題点を検討し、中国人に対する漢字語彙教育の基礎研究とし

たい。	 

	 

2.調査資料	 

本稿では、日本の古典文献『日本書紀』の二字漢字語彙を調査対象とする。『日本書紀』全

三十巻は、養老四年(720 年)に、舎人親王によって奏上され、神代から持統天皇までの歴史を

記した純粋な漢文体による日本の正史であり、古来重要視されてきた典籍である。現存する『日

本書紀』の諸伝本は数十種あり、一般的には古写本系統、卜部家系統、近世刊本の三種類に大

別される。本稿は、日本における最古の漢語の様相・受容などの状況を究明する模索として、

現存する『日本書紀』古伝本の一種のみを調査用テキストとする。そして、古代日本人の漢字

                                                   
1野村雅昭 2013『現代日本漢語の探究』ｐ8ページ 
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語彙に対する解釈、すなわち附訓を考察の対照とするために、『日本書紀』最古の写本である

岩崎本を使用する。	 

	 

3.調査内容	 

二字漢字語彙の採録の方針は、漢字語彙の中から、固有名詞を除いて熟合度の高い語である

ことを基準として抜き出す。その際に、『大漢和辞典』の所載状況も考慮する。利用する調査

資料である岩崎本『日本書紀』から、まず合符2のある二字漢字語彙を抜き出す。合符につい

ては古代日本人の漢語に対する理解を解明する重要な手懸りとして、他の合符のない二字漢字

語彙と分けて比較調査する。そして、抽出した語彙について、各種辞書・コーパスを利用して

具体的に次のように分類して検討する。	 

	 

	 ①現代日本語に残存する語彙	 

	 ②現代日本語に残存して、意味が変遷した語彙	 

	 ③変容・消失した語彙とその特質	 

	 ④現代日本語に残存せず、中国語に残存する語彙	 

	 ⑤中国語に残存して、意味が変遷した語彙	 

	 

4.調査結果及び分析	 

『日本書紀』から収集した二字漢字語彙についての考察を通して得られた結果：	 

	 ①現代語における漢字語彙は音読するのは一般的であるが、『日本書紀』から採集した漢字

語彙は音読するものはほとんど見られない。漢字二字からなる語彙の訓読は意訳的と逐字的の

二種がある。この点から、上代日本人の漢語に対する理解度が窺がえる。	 

	 ②ほぼ六割の漢語は現代日本語では用いられていないことである。このような消失した語

の多くは現代になく、古代特有の官職・器具・現象・概念などの語である。残りの四割ほどの

語は現代日本語に残存しているが、意味変化を起こしたものがほとんどである。	 

③中国語文献及びコーパスを利用して考察した結果、日本語では消失した語の一部は現代中

国語には生き続けて新しい意味が発生した。現代日本語に残存して変容した語には、現代中国

語では『日本書紀』の本義まま用いられているものもある。	 

	 

5.おわりに	 

本稿では、『日本書紀』から抜き出した二字漢字語彙について、コーパスによる調査を通し

て、日本語への受容・変容・残存などに注目して検討してきた。今回の考察は『日本書記』伝

本の一種を中心に行った基礎調査である。今後、日中両言語における使用頻度が高い二字漢字

語彙についての研究方法を模索し、他の文献資料も利用し、二字漢字語彙の様相について分析

を行う。そして、中国人学習者にとって必要な情報を充実することなどを今後の課題として、

本稿を締めくくりたい。	 
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2小林(1979)は、合符というのは、漢文訓読における符号の一種であって、漢字二字又は三字以上連結が

一纏まりであることを示す働きを持っているものである。二字の纏まりの場合には熟語であることが多

いとする。	 
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MEMRISE AND OTHER MUST-USE APPS AND WEBSITES FOR YOUR CLASS 

Yoshie Kadowaki (門脇由江), University of Nevada, Reno 

 

Abstract:  
     Memrise, which is a learning tool available as website/App, employs SRS (Spaced 
Repetition System) along with Mnemonics, which are both learning techniques that aid 
retention of information. It also has a game-like feel and features competition with other 
learners and, used properly, current generation of students can benefit greatly from such 
software/app for vocabulary/kanji building.  In this presentation, I will go over key 
features of Memrise and underlined learning systems used such as SRS and Mnemonic, 
how it was incorporated into my class, and students feedback on it. I will also present 
different Apps/websites that I investigated by their features, usability, and potential for 
classroom use.  
 
Keyword: vocabulary, kanji, App, online tools, self-learning  
 

INTRODUCTION 
     The current generation of our students spend enormous amount of time on their 
mobile devices whether we like it or not. Many of the instructors probably feel their 
students should be spending more time studying and practicing Japanese instead of 
playing CandyCrush on their smartphone during their free time. We can be frustrated 
with that fact, or take advantage of the fact that they are on their device all the time. We 
are teaching a generation of true digital natives and it is important for educators to 
employ what’s effective in teaching them. We are all aware that there are many Apps and 
websites that promote language learning, but increasing number of such Apps and 
websites make finding the right App/website that can be used effectively for class a time-
consuming task for instructors. I would like to share my experience with Memrise, which 
features a game-like interface and employs learning techniques such as SRS (Spaced 
Repetition System) and Mnemonics to aid retention of information. Students have 
responded very positively to Memrise for its effectiveness and for the fact it’s fun. I 
would like to also share the result of my recent investigation of various Apps/websites 
that can potentially be useful to supplement students’ learning.  

 
DISCUSSION 

     It was in 2001 when Marc Prensky first discussed the importance of teachers learning 
how to teach the current generation of students more effectively in his Digital Native, 
Digital Immigrants (Prensky, 2001). It has been a decade and a half since, and many 
“digital immigrant” teachers had made efforts to incorporate technologies in their 
teaching and classroom instructions. In the field of foreign language teaching, our 
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textbooks, instructions, and presentations are more visually appealing; they are also 
supplemented by audios and videos that are accessible online for students. We assign 
creative activities utilizing various tools such as e-mailing, text-chatting, voice messaging, 
video messaging, blogging, vlogging, social networking, etc.  In his Digital Game-Based 
Learning, Prensky points out that the young generation of learners now process 
information differently from the preceding generations because they grew up with 
computers and video games. He also argues that computer games can help keeping 
today’s generation of learners motivated in learning (Prensky, 2001). While it has been a 
common strategy for language teachers to make learning fun for students by using 
various game-like activities to keep their motivation high, the use of computer-based 
games as part of curriculum is not as common. It only makes sense to explore such tools 
as an option to incorporate into our curriculum in hope to better aid our students’ learning. 
Memrise has been receiving highly positive feedback from our students, and I would like 
to share its’ features and application.  
 
Why Memrise?  
     Game-factor: First of all, Memrise makes you feel like you are playing a game, rather 
than studying 50 new vocabulary.  They use the word “Plant” and “Water” instead of 
“Learn new words” and “Review”, “Preparing watering session” rather than “Getting 
ready to study”. Memrise uses this metaphor of “garden of memory” very effectively to 
make studying feel like a fun game of growing a garden. The mental trick of metaphors, 
making you think you are playing rather than studying, is very effective.  The creators 
also turned activities of learning into a playtime game. Within this game, there are 
different types of questions such as multiple choices and typing out answers. Learners 
receive points when they answer them correctly and the questions get harder as they play 
more. Learners receive more points when they can answer them faster or when they 
correctly answer a number of questions in a row.  Lerners also compete for high scores 
with other players (learners) and the leaderboard shows weekly, monthly, and all-time 
leaders. After each session of planting or watering learners get a summary of their 
achievement, like you just cleared a stage in a game. They have a mobile app so learners 
can use it in their 5-10minuts of free time. Playing Memrise doesn’t feel much different 
from playing a level of candy crush, except you are learning something with Memrise. 
Because it’s fun and so easy to access, students play it more regularly. That is exactly 
what we want students to do- study vocabulary and kanji regularly.  
 
Underlined Learning Strategies:  
     Besides the fact Memrise gives students a game-like feel, there are two more features 
that make Memrise a very strong learning tool. One is the Mnemonics that are embedded 
into their learning system. The method of vocabulary learning with mnemonic keyword is 
known to be a potent memory enhancer, and it is proven to be a more effective 
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vocabulary-learning and remembering strategy than traditional semantic (meaning-based) 
strategies (Levin 2001). In Memrise, they call those Mnemonics “Mems” and learners 
can contribute Mems that are interesting and relevant (image and/or text) to aid them in 
remembering the word. For example, for the word しごと for learners of Japanese for 
English speakers, there is a Mem posted by a user that says “shigoto- She got a JOB.”, 
and also “she(し) go(ご) to(と) work” posted by another user.  Learners can browse 
through these Mems that previous learners found useful and shared, and choose the one 
that works for them or they can post their own if they have a better way that works for 
them.  
Another learning strategy employed by Memrise is Spaced-Repetition System, sometimes 
also referred to as Spaced Retrieval, Expanded Retrieval,etc. A considerable amount of 
research has been conducted to prove the effectiveness of the testing effect, which 
correlates test-taking and long-term retention of the material. In their studies, Karpicke 
and Roediger concluded that the act of retrieval through testing is critical in promoting 
long-term retention (Roediger & Karpicke 2006), and spacing repetitions enhances 
retention (Karpicke & Roediger 2007). Memrise employs a popular expanding retrieval 
method, where a high level of retrieval success is insured in initial testing and gradually 
increasing the spacing of repetition to promote long-term retention. In their system, it 
takes six successful tests for a plant (new word) to finish growing in the greenhouse 
(short-term memory), and be ready to be transplanted into a garden. Once they are in the 
garden, they remind you to water (review) the plant at the estimated point in which the 
plant needs watering (learner is about to forget them). Learners can opt to receive 
reminder emails, and/or text message/in-app reminder.  
 
Classroom Application and student feedback: 
     We have used Memrise for the last three semesters as a supplementary learning tool 
for students. We created courses for vocabulary and kanji for each chapter of the 
textbook. I make announcements when the course is available for them to use, and check 
the weekly leaderboard once a week on Sunday to see who is in high ranking. In my 
current system, students who score more than 10,000 points get 5pts and students who are 
in top 11-20 on the leaderboard get (possibly another) 5pts and students in top 1-10 get 
10pts. I use it as extra credit opportunity for students.  
I conducted a survey at the end of last year to find out how students felt about using 
Memrise, and the feedback was overwhelmingly positive. Students who used it almost 
everyday and 3-4 days a week reported that it was effective in learning vocabulary and 
kanji. Students who used it only 1-2 days a week reported that they think it would have 
helped them with vocabulary and kanji learning if they used it more. I will conduct 
another survey at the end of this semester to collect more feedback from the students and 
share the result in the presentation.  
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CONCLUSION 
Memrise has been a tool that proved to be effective in motivating current generation of 
students to practice vocabulary and kanji regularly in my classes. Students seem to enjoy 
its game-like interface and competition feature, as well as finding underlined systems 
such as Mems and Spaced-Repetition effective in learning. It was my hope as an 
instructor to find more well-structured and effective tools such as Memrise to aid digital-
native students’ learning, but my investigation so far leads me to conclude that there are 
not very many yet. While there are some website/apps that have their benefits and 
advantages, they are far-from being called well-rounded.  There is a plenty of room for 
softwares/apps developers to explore the field of educational games/apps that combine 
gaming and serious learning strategies, and I look forward to seeing them in the future.  
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自動採点スピーキングテスト：SJ-CAT 

AUTOMATIC SCORING SPEAKING TEST: SJ-CAT 
 

今井新悟	 （筑波大学） 

Shingo Imai, University of Tsukuba 
 

概要：SJ-CAT（Speaking Japanese Computerized Test)は日本語学習者のための日本語スピーキング

能力をコンピュータ上で自動採点するテストシステムである。著者らが開発した J-CAT ®

（Japanese Computerized Adaptive Test）のプログラムを基に作られたスピーキングテストである。 

	 テストの構成は、文読み上げ問題、選択肢読み上げ問題、文生成問題、自由回答問題の４形式

である。文読み上げ問題は、画面上に提示された文を読み上げる。選択肢読み上げは、音声、文、

画像等の刺激提示の内容を理解し、それへの応答としてふさわしい文を 3 通りの文から選んで読

み上げる。文生成は、音声、文、画像等の刺激提示の内容を理解し、文で回答する形式である。

自由回答は指定されたトピックについて 45秒以内で意見を言うものである。 

 

キーワード：スピーキングテスト、アダプティブテスト、自動採点、日本語能力 

 

1 開発の目的 

	 言語能力はコミュニケーション能力として、スピーキング能力がまず問われるべきであり、そ

れこそがテストの中心となるべきではある。しかし、受容能力のテストに対して産出能力のテス

トは実施は格段に難しい。例えば、大規模テストでスピーキングテストを実施するには、多くの

テスター（評定者）を養成し、確保し続けることが必要である。そのためには多大な時間とコス

トがかかる。この実施可能性に配慮して、コンピュータを用いて即時・自動判定をするシステム

を開発することとした。「コンピュータによる」「コンピュータを用いた」スピーキングテストと

されるテストがいくつか存在しているが、その多くはコンピュータを介して音声を録音し、それ

を人間が評定する仕組みである。受験会場に集まって対面で行うテストに比べて移動の時間とコ

ストの削減はある程度できるものの、テスターの養成と確保という根本的な課題の解決にはなら

ない。これを解決するには、人を介さない自動採点のシステムが必要である。現在、Versant(TM)

（旧 PhonePass）と ETSの Speech Raterがある。SJ-CATは日本語では初のシステムであり、Versant

では実現されていない自由発話タイプの評価もできる。また、Speech Raterでは、採点に重回帰を

使っており、点数の根拠の説明はしやすい。SJ-CAT でも当初は重回帰を使っていたが、その後、

より採点の精度が高くなるサポートベクター回帰に変えている。 

 

2 開発の方法 

	 開発に係る要点は以下の通りである。 

（１）問題アイテム作成基準を策定し、問題アイテムを作った。 
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（２）コンピュータ上でのプレテスト用ソフトを開発してプレテストを実施した。 

（３）採点基準を策定し、複数の教師による採点を行った。1回答あたり、6人、自由回答問題に

ついては 8人がそれぞれ採点した。 

	 例えば、文読み上げ問題における評価基準は以下の通りである。 

0点：発話なし。または、音声はあるが、意味不明。または回答と全く関係のない発話。 

1 点：例文の語を使って発話しているが、完結していない。または、例文の語を使って発話して

いるが、発音が悪くて、発話の意味が分からない。 

2点：例文を読み上げているが、発音が非常によくない。 

3 点：例文を読み上げている。かつ、発音にやや難があるが、一般の日本人が少し努力すればす

べて理解できる。 

4 点：例文を読み上げている。かつ、発音に母語の影響がわずかに残るが全くコミュニケーショ

ンの妨げにならなく、発音・イントネーションが自然である。 

（４）採点結果を見て、明らかに外れ値があるものなど、単純な記述ミスなどが疑われるものに

ついては、採点者に確認をしながら、採点データを確定させた。 

（５）J-CATを基に、スピーキングテスト用にインターフェース、管理者画面を変更した。 

（６）J-CATで採用した項目反応理論の２値の採点アルゴリズムを多値モデルに拡張した。 

（７）音声処理と採点アルゴリズムを最適化して、自動採点の処理速度及び精度を向上させた。 

（８）キーワードによる内容の特徴量、語彙多様性による言語的特徴量、及び音響特徴量による

採点アルゴリズムを考案した。 

（９）項目応答理論の部分採点モデルを用いて、多段階の採点を実現した。 

（１０）能力レベルに適合した困難度レベルの問題が自動的に出題されるアダプティブ（適応型）

テストを実現した。 

（１１）自動採点の点数と教師による採点の相関を目安に、自動採点のチューニングを行った。 

（１２）自動採点の点数と教師による採点の相関が理論上の上限近くまでに達し、自動採点の実

用化にめどをつけた。 

（１３）Deep Learningを使って、音声認識精度を向上させた。 

（１４）HTML5に対応させ、インターフェースを改良した。 

 

3 音声認識・採点システム 

	 音声認識エンジン Juliusを使用している。有音部と無音部を識別する Voice Activity Detectionを

組み込んだ。無音区間の検出により、無駄な認識・採点を省くこと、また、言語モデルの内容と

サイズをテストに合わせて調整することにより、認識・採点速度を速めた。音声認識のキーワー

ドスポッティングの手法を導入し、回答の完全一致ではなく、キーワードを含む部分一致の方法

を取り入れることにした。キーワードは、模範回答および受験者の回答を文字起こししたものか

ら抽出して、選定した。キーワードのマッチングによる評価は発話の内容を評価していると仮定

している。その他の採点の指標は以下の通りである。 
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語彙多様性：「異なり語数／SQRT（2×延べ語数）」で求める。能力が高い受験者の方が語彙が

多様になると仮定している。 

	 すべての問題形式において、音声認識（ディクテーション）のみに頼った場合、それが失敗し

た場合の採点に与える影響が大きすぎるため、以下のような音響特徴量も使うことにより、頑健

性を高めた。 

	 単語音響尤度：音響尤度のフレーム平均（音響尤度／フレーム数、１フレーム=10msec）を用い

た。文全体がはっきりと発音されているかどうかを評価していると仮定している。 

	 発話タイミング距離：母語話者の回答（10人分の平均）における各音素の発音タイミングと受

験者の回答における各音素の発音タイミングの差である。発話の自然さ（印象）を評価している

と仮定している。 

	 スピーキングレート：数種類あり、それぞれ、発話区間長（間の無音区間を含む発話開始点か

ら発話終了点までの長さ）に対する音素数、音声区間（有音区間）長に対する音素数、発話区間

長に対する無音区間（息継ぎや次の発話を考えている時間）の長さ、および音素数に対する音節

の時間長を用いた。スピードレートは流暢さを評価すると仮定している。 

	 発話量：録音時間に対する音素数である。制限時間内の発話量を評価している。たくさん話せ

る受験者の方が能力が高いと仮定している。 

	 基本周波数パターン距離：日本語話者と受験者の回答の、平均を揃えた基本周波数パターン間

の距離である。韻律の類似度を測っている。発話の自然さ（印象）を測っていると仮定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１：画面の例 

 

4 システムの評価 

	 システムの特徴量による評価と人による評価の平均を比較して、問題形式ごとに 0.7から 0.9弱

の実用化レベルの相関があることを確認した。 

	 今後は、問題項目の妥当性の検証を重ね、追加問題を作成し、問題項目プール（問題項目のデ

ータベース）を拡充するとともに、公開して、有効性・頑健性を検証する。 
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スマート機器を用いた日本語発音評価システムの運用 
Field Testing for a Pronunciation Assessment System of Japanese 

Using Smart Devices 
 

三輪 譲二, Jouji MIWA, 岩手大学・工学部 
品川 覚, Satoru SHINAGAWA, ハワイ大学・カピオラニカレッジ 

 
概要 
本報告では、スマート機器を用いた日本語発音評価システムの運用実験結果について述べる。このシ

ステムでは、スマート機器によるインタフェースを用いて効率良く音声入力を行い、音素認識後の持続

時間から発音の良否を100 点満点でスコア化して、発音評価を行う。このシステムは、Web型であるこ
とから、いつでも、どこでも、誰にでも、手軽に、繰り返し利用することができる特色を持っている。

米国の大学生 55 名による国際運用実験では、スマート機器を用いることにより、クラウド環境で手軽
に使用できたことから、システムの有効性が確認された。なお、日本語テ形動詞の促音の発音評価では、

人間の知覚判断の85%を正しく判定することができた。 
 
Keywords: Pronunciation, assessment, special mora, web-based system, smart devices 
 
１. まえがき 
  Web型の発音評価システムは、いつでも、どこでも、誰にでも、手軽に、繰り返し利用することがで
きる特色を持っていることから、地球規模の自律学習支援に適していると考え、パソコンから直接使用

できるシステムを開発[1, 2]してきた。 
しかし、パソコンで収集した音声は品質が悪く、人間の知覚による発音評価はできても、コンピュー

タによる発音評価の性能は、十分ではなかった。今回、音声の収集を、Android携帯やタブレットのよ
うなスマート機器を用いることにより、音声の品質を自動でチェックすることができるようになったた

め、高品質の音声を用いて発音評価[3]できるようになった。 
	 また、スマート機器を用いたことにより、テスト問題の提示が、従来のテキストのみに限らず合成音

声を用いて対話的に実施することも可能になり、従来の発音の訓練モードの他に、新たにテストモード[4]
を追加することができ、発音評価の機能を拡張することもできた。 
このため、本報告では、米国の大学生によるスマート機器を用いた日本語発音評価システムの国際運

用実験結果について述べる。 
 
２．	 発音評価システム 
２．１	 発音評価項目 
日本語教育において、テ形動詞は不規則変化をすることから、文法的に重要な教育項目である。

また、動詞のテ形には、発音が困難な特殊拍の音声が含まれていることから、発音の関門の一つで

ある。このように、動詞のテ形は、文法と発音の両方において、重要な習得項目の一つである。こ

のため、本報告では、自律学習に役立てるため、スマート機器を用いたテ形動詞に含まれる特殊拍音声

を発音評価の対象とした。 
 
２．２	 スマート機器を用いた収集音声の品質 
	 パソコンを用いた音声収集とスマート機器を用いた音声収集における音声品質の比較を、表１に示す。

発声者の口からマイクの距離は、スマート機器はパソコンより約 4分の 1倍となり、音圧(N/m2)は距離
の2乗に反比例することから16倍となる。すなわち、スマート機器は、24 dB (4 bits)音圧が改善される
ことになり、高品質な音声が収集できることが分かる。 
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表１	 パソコンとスマート機器の音声品質の比較 
 マイクとの距離 距離比 音圧比 音圧dB Bits 

パソコン 約60cm 1 1 0 dB 0 bits 
スマート機器 約15cm 1/4 16 24 dB 4 bits 

 
２．３	 システム構成 
	 発音評価システムの構成を図１に示す。音声収集等の利用者インタフェースをスマート機器で行い、

高品質な音声を、ブロードバンドのインターネットで、音声評価サーバーへ送り、発音評価結果を、ス

マート機器に表示する。このような分散システムとすることにより、計算処理能力の劣るスマート機器

でも、発音評価を実施することができる。なお、3G のネットワーク回線では少し待ち時間がかかるが、
LTE回線では、待ち時間が気にならない程度である。本システムは、スマート機器から直接アクセスし
た方が簡単だが、パソコンからブラウザを使用してアクセスすることもできる。なお、音声を録音する

際には、Audacity等を使用して音声を録音する際には、表2のファイル形式を使用する必要がある。 
表2	 発音評価用音声ファイルの形式 

ファイル形式 / File Format RIFF Format (WAV) 
サンプリング周波数 / Sampling Frequency 16000 Hz 

チャネル数 / No. of Channels 1 ch (Mono) 
量子化ビット数 / No. of bits 16 bits 
符号化形式 / Coding Format PCM (Linear) 

 
２．４	 発音評価モード 
	 発音評価モードとして、学習者が学習単語を指定する訓練モードと、システムが問題単語を指定する

テストモードを備えた。テストモードでは、図２の動作例のように、問題単語がランダムに問題単語を

選択し、音声合成で問題文が提示され、対話的に回答を音声で答えていくようになっている。なお、回

答の段階で、音声のレベルが小さすぎたり大きすぎたりした場合や、正しく音声区間が検出されない場

合は、再発声して回答する機能が付いている。 

  
図１	 発音評価システムの構成図 図2	 対話型テストモードの動作例 

 
２．５	 学習支援機能 
発音評価においては、図 3(1)に示すように、音声自動認識結果から、発声全体の持続時間や拍数から
拍の持続時間を正規化し、0 点から 100 点で評価し、棒グラフでスコアを表示する。このように、多段
階で評価することにより、発音の改善の方向性を学習者が数値で感じ易くなった。また、画面に、拍の

持続時間がグレーで表示されると共に、教師音声と比較して表示することができるので、発音の改善方

法を、学習者が視覚的に理解し易くなるよう工夫した。 
	 また、図 3(b)のように、発音スコアの時間的変化をグラフで表すこともできるので、発音学習のモチ
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ベーションを高めることができる。さらに、図 3(c)のように、テストモードで基準をクリアした場合は、
メダル表示がされるようにすることにより、発音学習のドロップアウトをできるだけ避ける仕組みを導

入した。 

   
(a) スコア表示と比較機能 (b) スコア履歴表示機能 (c) メダル獲得機能 

図3	 発音評価システムの機能 
 
３．	 システムの評価 
システムの評価実験は、米国の大学の初級の日本語学習者55名に、発音評価システムを利用してもら
った。評価対象の動詞は、「言う、掛かる、関わる、走り去る、ある、入る」の6単語である。その結果、
いつでも、どこでも、手軽に、繰り返し利用できたことから、システムの有効性が確認された。なお、

日本語テ形動詞の促音の発音評価性能では、人間の知覚判断の85%を正しく判定することができた。 
	  
４．むすび 
スマート機器を用いた日本語発音評価システムの運用について述べた。この2年間で、米国の大学生

55名以上の発音評価ができたことから、スマート機器を用いた発音評価システムは、非常に有効であり、
今後益々有用になると思われる。なお、特殊拍については、発音評価対象の単語数の増加が必要であり、

また、単語アクセントの発音評価などの機能拡張が必要である。さらに、スマート機器として、今回利

用したアンドロイド機器のほかに、iPhoneなどの iOS機器への対応も必要である。 
なお、本システムは以下のURLで公開中である。 
http://sw.sp.cis.iwate-u.ac.jp 
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日本語教育・研究のためのテキスト分析システム"Co-Chu" 

Co-Chu: A TEXT ANALYSIS SYSTEM FOR JAPANESE 
LANGUAGE EDUCATION AND RESEARCH  

 
小森早江子,	 山本裕子,	 本間妙,	 ラニガン	 マシュー*	 

中部大学,	 *中部大学大学院	 
Saeko Komori, Hiroko Yamamoto, Tae Homma, Matthew Lanigan* 

Chubu University, *Chubu University Graduate School 
 

概要：日本語教育・研究のためのテキスト分析システム Co-Chuの開発について紹介する。コーパ

スを利用した日本語研究のためのテキスト分析には、データ、分析可能なフォーマットと分析す

るソフトの３つが１つのシステムとして機能しなければならない。しかし、日本語教育や研究に

携わる文系研究者ではこうしたシステムを自力で開発することは難しい。そこで、研究者や教師

が集めたオリジナルデータを統一した形式に変換し、形態素解析にかけ、分析できるようにする

システム Co-Chu の開発を試みた。今回は、そのシステム（語彙頻度表作成、共起頻度表作成、

MIスコア算出、語・句の検索など）とそれを使った研究事例について報告する。	 

	 

キーワード：コーパス	 データ化	 母語話者と学習者	 コロケーション	 MIスコア	 

	 

１．はじめに	 

	 日本語教育や研究に携わる研究者のための日本語テキスト分析システム Co-Chu (Chubu 

University Corpus Systemの略)を開発した。このシステムは研究者や教師が集めたオリジナルデー

タを統一した形式に変換し、形態素解析にかけ、分析できるようにデザインしたものである。こ

こでは、Co-Chuのシステムの概要、コロケーション検出の手法、システムを使った分析例につい

て説明する。	 

 

２．コーパスシステム Co-Chu 

２.１	 概要と位置づけ	 

	 コーパス開発にはコンピューター技術が必要である。もちろん利用可能なコーパス分析ツール

もあるが、コンピューターに関する知識の乏しい日本語教師や文系研究者が自分で集めたデータ

を自力で分析するのはかなり困難である。簡便に利用可能な日本語テキスト分析ツールを備えた

システムがあれば、日本語教育や日本語研究に大きく貢献できる可能性があると考えて、システ

ムの開発をおこなった。 

	 テキスト分析システム Co-Chuには、話し言葉データおよび書き言葉データのコーパス構築の手

法と、ウエブ上で簡単に利用可能な分析機能の開発に関する部分がある。 
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２.２	 Co-Chuによるコーパス構築の手法	 

	 Co-Chuのコーパス構築部分はサブコーパスとサンプルの２つで構成されている。サブコーパス

は、Co-Chuの中ではグループと呼び、無制限に組み入れることができる。サブコーパスには「サ

ンプル」があり、基本的に１つの発話、あるいは文章を示す。	 

	 コーパスを作成する際は、まずテキストデータを分析できるように統一したフォーマットに変

換しなければならない。対応できるデータフォーマットは TXT、XLS と CSV の３つである。さ

らに、データに「読み選定タグ」「語形選定タグ」「辞書エントリータグ」などシステム用のタグ

を付ける必要がある（ラニガン 2015参照）。データの階層構造に合わせてサブコーパスを作って、

データを取り込む。データの取り込みの際には形態素解析およびコロケーションなどが自動的に

計算される。 

	 

２.３	 Co-Chuのコーパス分析機能	 

	 Co-Chuの開発では主に形態素解析ソフト MeCabと電子化辞書 UniDicを利用する。現時点で開

発したシステムの分析ツールは形態素連鎖検索とコロケーション検索の２種類である。	 

	 １つ目の形態素連鎖検索は、形態素の連鎖に条件を付けて検索するものである。例えば、「行か

ない」の場合、	 

例）行か：品詞大分類＝動詞 AND活用形＝未然形  

＋ 

ない：品詞大分類＝助動詞 AND語彙素読み=ナイ  

のように動詞の未然形の後ろに助動詞の「ナイ」が続く連鎖を指定し、動詞の否定形を検索する

ことができる。検索の条件は UniDicのフィールド全てが利用できるように作られている。	 

	 また、連鎖検索のアウトプットとして様々な設定ができる。アウトプット形式は、全ての検索

結果のサンプルを出力する際、サンプル形態素詳細と KWIC の２種類から選択できる。また、条

件を指定し、サンプルを数えたアウトプット形式も選択できる。例えば、結果の前に現れる語の

品詞で数えることなども設定できる。 

２つ目の分析ツールはコロケーション検索である。データを取り込む際に、形態素解析をおこ

なうが、同時に語彙頻度表と共起頻度表を作成し、n-gram に基づくコロケーションも計算するよ

うに設計されている。また、それぞれの分析ツールは全体のデータに加え、サブコーパス別分析

もできる。コーパス研究において、語と語の結びつき、つまりコロケーションの強さを表す指標

として MI スコアが使われている。例えば、現代書き言葉均衡コーパス（BCCWJ）の白書や雑誌

などのサブコーパスを対象として表現を抽出する場合、MIスコアを算出し、比較することによっ

てそれぞれのサブコーパスにおける語の結びつきを観察することができる。一般的に MIスコアの

算出にはそれぞれの語の頻度と２語の共起頻度（2-gram）で計算するが、Wei and Li (2013)では英

語のコーパスを例に 2-gram以上算出する手法を提案している。日本語では語の区切り方が問題と
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なるため、BCCWJ（DVD版）の短単位と長単位のデータを用いて、高頻度表現の MIスコアの結

果を比較し、それぞれの単位によるコロケーション表現の特徴について考察する。 

 

３．分析例	 

	 この分析ツールを活用してどのような分析が可能か、実際の分析例を次節で紹介する。 

 
３.１	 補助動詞 

	 文末形式の１つである補助動詞表現は、日常的に頻繁に使用され自然な日本語には欠かせない

ものである。しかし、近藤他（2010）、水谷（2011）、山本（2010）では補助動詞の使用が母語話

者と比べて日本語学習者は少なく、使用法が異なっていることが指摘されている。また日本語母

語話者にとって、補助動詞は事態の捉え方を表す有力な手段の１つであり、補助動詞の有無が自

然さに大きく影響する。よって、補助動詞がどのように使われているのか実態を適切に把握する

ことは日本語教育にとっても有益である。 

	 本発表では、まず BCCWJで 11 種類の補助動詞がどのように用いられているかを、頻度、承接

関係、共起表現等の観点から詳細に分析する。そして、それを踏まえ、日本語母語話者の話し言

葉、日本語学習者の話し言葉での補助動詞の使用を分析し、どのような特徴があるか示したい。 

 

３.２	 「ちょっと」の使用分析例 

	 ここでは、日本語談話に頻出する「ちょっと」に注目して分析する。「ちょっと」は、程度・量

副詞としてだけでなく、呼びかけ、伝達内容の和らげ、強調、フィラーなどの多くの用法がある

（本間 2011、彭 2004）。しかし、それらの用法が用いられている量的な実態は把握されていない。

さらに、多用な用法があるにも関わらず、日本語学習者が使用する用法は限られているようであ

る。これは、学習者の母語の中の「ちょっと」に相当する語と、日本語の「ちょっと」の意味・

用法が異なる（彭 2004）ためではないかと考えられるのだが、実際の学習者の「ちょっと」の使

用実態も数的には明らかにされていない。 

	 本発表では、３.１に倣い、まず BCCWJ で「ちょっと」のコロケーションの頻度、頻度の高い

ものの MIスコアなどから用法の特徴を捉える。次に、日本語母語話者、日本語学習者の話し言葉

コーパスに見られる用法の特徴を比較する。これにより、日本語教育における接触場面指導への

示唆を得られると考える。 

 

４．まとめと今後の Co-Chu開発	 

	 本発表では、今回開発した日本語テキスト分析システム"Co-Chu"の紹介と、システムを使った

研究事例を報告した。今後も Co-Chuの開発を続け、様々な機能を加えようと考えている。現時点

では、新しく本システムに取り込んだデータに関しては、MeCab による短単位形態素しか解析さ

れないが、中・長単位形態素解析ソフト Comainu を使って中単位および長単位解析機能も追加す
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る計画である。また、係り受けソフト CaboChaを利用し、コロケーション検索をより効果的にす

る。さらに、本システムで未解決の問題、例えば、同時発話や相槌など、話し言葉特有の問題の

扱いなども考慮し、どのようにして解析可能なデータにするのかという解決策を見出さなければ

ならない。これらについては、今後の課題としたい。システムは構築途中であるが、今後も日本

語教育・研究に貢献できるようなシステムを目指して充実させるとともにシステムを活用して日

本語母語話者と学習者の言語使用に関する研究も続けていきたい。	 
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手作りのシャドーイング教材	 
HANDMADE SHADOWING MATERIALS 

フォード史子	 アリゾナ州立大学 
          Miko Foard, Arizona State University 

ブラッドリー・ウイルソン	 アリゾナ州立大学 
      Bradley Wilson, Arizona State University 

 

概要 

シャドーイングは日本語でも近年注目を集めている指導法である。しかし、大学のカリキュラ

ムに合った教材を探すことは難しい。本発表では手作りの教材を作る効用と問題点に言及する。

シャドーイングの大きな目的は一般的には発音矯正あるいは発音向上、聴解力の向上などと考え

られる。しかし、日本語教育の先行研究では、２００５年、２００６年の迫田、松見が意味処理

までを含めた言語情報処理を促進することを明らかにしている。これを根拠に、筆者はシャドー

イングを単なる発音・聴解力向上の手段に終わらせず、文法項目の習得、語彙の習得、さらには

日本文化、日本文学への理解の促進にも使うことを試みた。	  

キーワード: 言語運用能力、生教材、ももたろう、 

１．シャドーイングとは何か 
	 シャドーイングは同時通訳の訓練法として知られているが、日本では、９０年代に、門田、玉

井等によって英語教育の分野でシャドーイングを使う試みが始まり、２０００年以降、迫田、松

見らにより日本語の分野でも研究と実践が始まった。シャドーイングとは「聞こえてくる音声を

ほぼ同時にできるだけ正確にくり返すこと」である。先行研究では、シャドーイングは発音向上、

聴解力向上、発音速度にも効果があることがわかり（２００４、２００５、門田、玉井）、また、

作動記憶を促進する働きもあるので、意味処理を含めた言語情報処理を活発化することがわかっ

た。（２００５，２００６	 迫田、松見）最後にシャドーイングは、聞くと同時に話さなければ

ならないので、脳にかなり負担をかける練習方法であるため、練習時間は通常、一日に１０分か

ら１５分、それ以上しても効果はないとされている。 

２．アリゾナ州立大学のカリキュラム 
	 アリゾナ州立大学の日本語コースは１５週間を単位として初級クラスの日本語百一、百二、中

級クラスの二百一、二百二を学習する。１時間は５０分授業である。６０週間で基本となる日本

語教育を終え、その後、上級のクラスをとるようになる。つまり、６０週で読み、書き、話し、

聴解力、さらには文化のことも上級につなげられる程度のことを習得させなければならない。ま

たこれらの技能も実際に運用できなければ習得したとは言い難いので、このようなハードルをい

かにクリアするかはもちろん学生自身の問題であるが、環境を整え、効率よく学ばせるのは教師

の裁量にかかっているといってもいいだろう。そういう意味でシャドーイングはうまく使えば、

いろんな技能を伸ばしてくれる武器であるといえるだろう。 

３．なぜ「ももたろう」なのか。 
１年生の日本語の１学期目は基本的な文法項目に加えて動詞の辞書形、過去形の丁寧体、形容詞
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（い形容詞とな形容詞）、こそあど、カウンターを勉強する。１年生の１学期目でシャドーイン

グが形容詞の～い形と～な形の習得にやくだったことから、シャドーイングは語彙や文法知識を

ふやすことはできない（２００３鳥飼）とされているが、長年、シャドーイングを授業に取り入

れてきた経験から、効果があるのではないかと思う。それでまずこのような文法項目の入った教

材を探してみた。その際、シャドーイングの教材ではなく、生教材を使うこと。そしてあまり教

科書には入れることのできない文学が使いたかった。それでゆきついたのが「ももたろう」であ

った。この教材には擬音語･擬態語も入っていたのはボーナスであった。おまけに歌もあるので、

これも学生が第一回目の録音を取り終えたら、一緒に教室で You Tube で歌をききながら「もも
たろう」の話の顛末を説明する。 
	 まず、「ももたろう」の本だが、素晴らしい質の高い絵の赤羽末吉氏の絵本にした。絵本であ

ったので、フォト･ストーリーの動画を作り、視覚の効果も実験することにした。生教材には著

作権があるが、２分半のシャドーイングで教材としてブラックボードにのせるだけであるので、

心配はないということになった。絵本からとったシャドーイングの部分の絵をフォトストーリー

として動画にするのは当時の TAでテクノロジーに強い院生にしてもらった。物語は桃から桃太
郎が生まれるまでのほんの数ページだけであったが、前述したすべての文法項目と「つんぶくか

んぶくつんぶくかんぶく」というユニークな擬音語･擬態語も入れることができた。 
	 そして次はいよいよ録音である。録音にはコンピューターラボの技術者の助けを借りたが、声

優は教師のわれわれがボランティアをした。おじいさんには当時のＴＡが、おばあさんには百二

のクラスの一つを受け持っていた男の若い同僚に頼んだ。みな芸達者で出来としては９５％満足

のいくものとなり、今までわれわれがふきこんだことを疑っている学生はいたが、見破った学生

はいない。 

４）おわりに 
	 手作り教材は自分の納得のいく教材をつくるためには不可欠かもしれないが、時間も手間も人

手もかかる。しかし、現在はそれほどシャドーイングの教材があるわけではないのでしかたがな

い。他には映画やアニメの一部分を切り取ったり、張り合わせたりしたものも使えるので、テク

ノロジーに強ければいくらでもおもしろいものが作れるだろう。自分が面白いと思えば、学生に

とっても面白いので、面白い教材はシャドーイングの動機付けにもなるだろう。ももたろうの場

合、他に作ったものは、採点表、事前、事後テスト、採点のためのルーブリック、 
副教材として録音部分の物語を書いたものと語彙、表現の英語の訳の解説も作り、第一回目の録

音を出させた後で内容確認をするためのルーブリック、シャドーイングの採点の仕方、学生たち

の発音が向上したか、またシャドーイングは、文法、語彙にも役立つかということについては、

大会当日に発表したい。 

[ 引用文献 ] 
迫田久美子（2006）「わかる」から「できる」への運用能力養成のためのシャドーイングの研
究：音読･書写との比較調査に基づいて」2006年度日本語教育国際研究大会予稿集	 pp.99-100. 
門田修平･玉井健（２００４）「決定版	 英語シャドーイング」コスモピア 
門田修平（２００７）「シャドーイングと音読の科学」コスモピア 
鳥飼久美子監修（２００３）「はじめてのシャドーイング」学習研究社 
斎藤仁志ほか（２００６）「Shadowing 日本語を話そう・初～中級編」 
フォード史子（２０１０）「シャドーイングの効果に関する研究ー語彙力と文法力の観点から」

２０１０年度世界日語教育大会論文集. 
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オンラインミュージックビデオの開発とその活用 
THE DEVELOPMENT OF ONLINE MUSIC VIDEOS AND ITS USAGE 

 
西村裕代, エール大学 

Hiroyo Nishimura, Yale University 
 

概要：本発表では、初級学習者を対象に、様々な言語要素（イントネーション、文法、語彙等）

を習得することを目的としたミュージックビデオの開発プロジェクトについて述べる。作成した

ミュージックビデオの歌詞は、学習目標の言語要素に限定し、メロディーは学習者が知っている

と思われる有名なものや、繰り返しが多く、耳に残りやすいものを使用、それに画像やイメージ

を付加し、目標言語要素が記憶されやすいよう配慮した。本発表ではそのサイトの紹介、及びそ

のビデオを利用した活動について述べる。今回は学習者のイントネーションの聴き取り達成度を

事前・事後テストの結果を用いながら報告する。また学習者の反応についても言及する。	 

キーワード：ミュージックビデオ、音楽、歌、イントネーション、画像 
 

1. 	 はじめに	 
	 

	 歌が言語習得を促進するということは広く認識されており、それについての実践報告や研究も
数多く存在する (Sposet, 2008)。言語に、覚え易い歌やよく知られているメロディー、リズム、ま
たはシンプルで繰り返しが多いメロディーを加えることは、テキストだけよりもその言語を長期

的に記憶させることに繋がり (Kind, 1980; Wallace, 1994; Williams, 1983)、モチベーションを上げ 
(Murphey, 1992)、更に映像や色彩豊かな画像を付加することによって歌は学習効果を高める優れ
たツールになる（池谷, 2010; Garnett, 2005; Lake, 2002; Medina, 1993; Jolly, 1975）。実際に既存す
る日本の歌を使用している教育機関も多いであろうし、歌を扱った教材も存在する（寺内, 2001; 
吉田, 2006; 西川, 2012; Bell, 2001）。しかし、そういった歌には殆どの場合未習の文法や語彙が
含まれており、文化背景の説明が必要なものもある。ある程度の知識が入った学習者ならば未知

の要素に対しての対応力も培っているであろうし、そういう歌も学習に大いに有効であろうが、

初級学習者の場合は、同じ環境で学習項目が効果的に記憶されるかどうか疑問が残る。また吉田 
(2006) や西川 (2011) の著書には著者が学習用に作詞・作曲したオリジナルの歌が含まれているが、
初めて聞くメロディーと目標言語要素の両方を覚えなくてはならないという点で学習者に二重の

負担をかけることになる。また上記の教材には映像や画像を伴ったものは多くないようである。 
 

2. 	 プロジェクト概要 
 

	 上記の問題を解決すべく、言語レベルが限定されている初級学習者を対象に、負担を最小限に

し、学習項目が効果的に記憶されるのを促す教材を作成することを目標として開発したのがオン

ライン教材『Japanese Through Music』である。歌詞は不必要なもの（学習者に負担をかけると思
われるもの）を排除し、学習目標となっている言語要素に限定、その項目に集中して覚えるよう

に配慮した。メロディーはWallace (1994) や Kind (1980)、Williams (1983) が提唱している知名度
の高いもの、もしくはシンプルで繰り返しが多く、Murphey (1992）の言う耳に残り易い (catchy) 
ものを選択、そして必要ならば編曲を施した。例えば、スペイン民謡の「幸せなら手をたたこ

う」、ドイツ童謡「蝶々」、米国童謡「Old MacDonald Had a Farm」「Head, Shoulders, Knees and 
Toes」、オッフェンバックの「天国と地獄（地獄のオルフェ）」等である。メロディーと伴奏作
成には Sibelius や Band-in-a-Boxを用い、歌声は録音、または「初音ミク」「巡音ルカ」「miki」
等の音声合成システム VOCALOIDを使用、そして繰り返しを数回以上含むようにした。また映
像やイメージの付加によって音楽は学習効果を更に高めるということを念頭に、その歌詞に合う

視覚教材を作成した。その際 Jolly (1975) や Garnett (2005) が提唱するように、教材が色彩豊かで
視覚が刺激されるものになるよう配慮した。更に長期記憶を可能にする為、他の様々な感覚も使

うような宿題——穴埋め問題（聴く・書く）、歌詞の録音（発声）、自分の歌詞を作詞（創造、経

験）等——学習者が受動的でなく能動的に、楽しく学べるような付随教材も作成した。 
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	 現在完成しているミュージックビデオは、イントネーションの習得を目標としたもの、助数詞

や曜日、日付、家族、体の部位等、語彙の習得を目標にしたもの、テ形や、自動詞・他動詞、意

向形、許可・禁止・義務など動詞の活用形や構文を習得目標としたもの、また発音上混同しやす

いテ形を習得することを目標としたもの等、全部で 12 である。これらを授業の予習・復習や、
文法や語彙の練習、聴解練習、書き取り練習等の宿題で視聴させたり、授業で歌ったりした。 
 

3.	 実験報告 
 

	 2014年秋学期に米国私立大学の初級日本語コース（週 5時間 50分授業）の学習者 42名を対
象に、イントネーション習得を目標としたミュージックビデオ「なんですか」を使用した。この

学習者グループを実験群とする。まず新学期の 3週目に一斉授業の形式で事前テストを行い、翌
日から一日おきに 3度このミュージックビデオを視聴させ、イントネーションラインを書かせる
等の宿題を課した。続いて 4週目に授業で歌い、その直後に事後テストを行った。次に同週また
は翌週に 30 分の個人セッションでいっしょに歌い、その直後に口頭テストとして事後テストの
問題文を音読させた。事前・事後テストの内容はビデオに出てくる会話の文を 8項目に分け、そ
れぞれの文の正しいイントネーションを 3つの音声による選択肢から選ぶというものである。こ
のテストの有効性については 18名中 17名に有効であるという評価を受けている（非常に有効で
ある：12名、有効である：3名、ある程度有効である：2名、それ程有効ではない：1名）。 
	 また 2012 年同大学で同コースを履修した学習者 36 名を統制群（ミュージックビデオを使わず、
イントネーション練習は授業での指導のみ）とし、同時期に事前・事後テストを行い、実験群と

比較した。結果、表 1に示されているように、両群とも事後テストの平均値や最頻値、中央値が
高くなっており、どちらのグループも得点が 8点満点中 6点になった学習者が増加していること
が分かる。相違点は、実験群では範囲が 6から 5、そして標準偏差が 1.9から 1.2への変化が見
られたことに対し、統制群では同様の変化が見られなかったということである。つまり実験群で

は全体的に点数が向上した学習者が増加していることに対し、統制群では依然として得点格差が

あり、点数が伸びなかった学習者が存在していることが分かる。この結果からミュージックビデ

オが学習効果をより高める傾向があったと言える。 
 
  Mean Mode Median SD Range 

実験群（ミュージックビデオ有り） Pre-test 5.2 4 5 1.9 6 
Post-test 6.3 6 6 1.2 5 

統制群（ミュージックビデオ無し） 
Pre-test 4.3 4 4 1.5 6 
Post-test 5.4 6 5 1.5 6 

表 1	 記述統計	                    
 
	 また事後テストと口頭テストの項目別点数に相関性があるのか、つまり、聴き取りにくいイン

トネーションは口頭でも発するのが難しいのかということについて相関関係を調べたところ、相

関係数 r(7)= .71, p <.05 で、事後テストと口頭テストに相関関係が認められた。すなわち、聴き
取りで間違える問題は口頭テストでも間違える傾向にあると考えられる。また統制群と実験群の

事後テストの達成率は、殆どの項目において事前テストよりも上昇したが、Item 7「これですか」
の事前テストの達成率は両群とも極端に低く伸び率も低い。口頭テストでも達成率が半分である

（表 2）。このことからこの文のイントネーションは非常に習得しにくいということが分かる。 
 
  Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 
  なんですか どれですか これ？ それ？ あれですか それです これですか えいわです 

統制群 
Pre-test 92 78 61 53 39 33 22 53 
Post-test 100 89 75 64 39 67 31 72 

実験群 Pre-test 98 86 81 57 43 38 33 79 
Post-test 100 95 86 69 62 76 40 98 

 Oral test 98 88 98 98 64 86 50 76 
表 2	 項目分析（%）  
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4. 	 アンケート調査と結果 
 

	 プロジェクトを始めてからほぼ毎年上記の大学初級日本語コースの学習者延べ 484人を対象に
この教材についてアンケート調査を行い、全体評価、満足度、効果、重要性を段階評価で、良か

った点と改善すべき点を記述式で回答してもらっている。結果、2008年春から 2014年秋学期ま
での全体評価は、92％が肯定的な反応 (Excellent 52%, Good 40%) であり(図 1)、特に 2013年度は
Excellentが 61%と過半数を超えた (図 2)。これはミュージックビデオを授業に密接に導入し、ビ
デオに関する宿題を充実させる等、調査で出た意見を反映してきた結果であろうと推察する。 
 

	 	 	 	 	  
図 1	 2008年春学期〜2014年秋学期までの評価	 	 	         図 2	 2013年度の評価 
 
	 また 2012年春から 2014年秋学期においては、それぞれのミュージックビデオが図 3の言語ス
キルのうちどれを向上させるのに効果的だったかということについて意見を聞いている。結果は、

著者が意図している目標言語要素を習得するのに有効だったという意見が最も多く、実験に使っ

たビデオも発音（イントネーション）の習得に効果的だったという意見が最も多く見られた。 
	 2010年度から 2014年秋にかけての記述式の質問で、ミュージックビデオのよかった点に関し
ては、図 4のように、32%の学習者が語彙、文法、発音、イントネーション、聴き取り等
「学習の役に立った」と答え、29%の学習者が「楽しかった」、21%の学習者が「覚え
やすく、頭に残った」とコメントした。否定的な意見としては「早すぎる、遅すぎる、忘れ
られないから嫌だ、繰り返しが多い、不十分、教科書の方がいい」等があった。	  	  
 

              	 	       
図 3	 スキル別効果（目標：発音）  	 図 4	 What did you like most? (2010-2014年秋)	   
 
 

5. 	 考察と今後の課題	 
	 

	 事前・事後テストではイントネーションについて聴き取りの達成度だけを計ったが、口頭テス

トに関しては事後テストだけを実施したので、次回比較する為の事前テストも実施し、このミュ

ージックビデオは聴き取りだけでなく、口頭によるイントネーションの向上にも有効であること
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を確認する必要がある。また今回は録音後学習者の自己評価が十分にできなかったので、次回そ

の点にも時間を費やし、学習の早い段階からイントネーションに対する意識を高め、自己学習へ

と繋がるようにしたい。更にイントネーションの短期記憶、長期記憶に関して、聴き取り、口頭

の両方のスキルにおいてミュージックビデオが有効であるかどうか調査したいと考えている。そ

の理由の一つとして、アンケートの中でどの曲が一番頭に残っているかという質問に対し、圧倒

的にイントネーション習得の為の「なんですか」が多かったことが挙げられる。実験から 5か月
経った現在でも、この歌を歌える学生が存在し、また去年の学生もいまだにこの歌を記憶してお

り歌えることができる。この歌に費やした時間が多い分、印象強く残っているのだろうと推察す

るが、他の歌でも長期記憶を実現するために繰り返し使うことが重要なのだと痛感する。	 

	 アンケート調査であった「教科書で勉強する方を好む」学生がいるのは、最適な学習方法が

個々で異なる為であろうと容易に推察できるが、発音やイントネーションは教科書からだけでは、

習得しにくいので、それらに重点を置いた歌を更に作成して行く予定である。また他の語彙や文

法を習得する為のビデオを要望している学生もいるので、そういった要望にも答えていきたい。 
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概要：語学教材の学習効果を測定する方法として，教材を使用して目的言語を学習した後にテス

トを実施して測定するのが一般的である。しかし，通常行われているテストの方法で精度の高い

学習効果が測定されているであろうか。たとえば，学習からテストまでの期間が一定でない場合，

テスト前日に学習した内容が出題されれば点数が高くなり，学習日からテストまでのインターバ

ルが長くなると点数が低くなる可能性が予想できる。これらの誤差を排除し，より精度の高い学

習効果を測定するために，本研究では心理学の記憶研究の実験手法を応用した語彙学習効果測定

法について検討する。 
 
 
キーワード：学習効果測定	 潜在記憶	 カウンターバランス法	 e-Learning	 語彙学習 
 
 

１．はじめに 
	 e-Learning が広く活用されるようになり，その学習効果についても数多くの検討がされている。
学習効果を測定する方法としてはテストが用いられ，学習をした内容に対して再生できるか・再

認できるか，などを問うものが一般的である。教育現場でのテストには，中間試験・期末試験の

ような定期試験や，入試の模擬試験に代表されるような実力試験などがあるが，定期試験は学習

した範囲の内容に対してテストが行われるため，試験前日に一夜漬けで勉強した内容が出題され

れば，それが成績に反映することになる。さて，教育研究分野での学習効果の測定において，一

夜漬けのような影響を排除し，測ろうとする方略や教材の真の学習効果が測定されているであろ

うか。本稿では，語彙学習を例にとり，記憶研究に照らしてこれらの学習効果測定に関する考察

を行う。 
 

２．語彙学習と記憶 
	 記憶の分類法として，Atkinson & Shiffrin (1968) による二重貯蔵モデルで提唱された短期記憶 
(short-term memory)，長期記憶 (long-term memory)はよく知られているところである。その後，様々
な分類法が検討される中，Graf & Schacter（1985）は，潜在記憶（implicit memory）と顕在記憶（explicit 
memory）という新しい記憶の概念を提唱した。顕在記憶とは検索時に想起意識を伴う記憶で，潜
在記憶はそれを伴わない記憶と定義され，語彙など言葉の使用の基盤となる記憶は，想起意識を

伴わない『潜在記憶』だと言われている。人が母語を話すとき，文法を思い出そうとしなくても

正しい文法を使って話すことができるが，これは母語の文法が潜在記憶に保持されているからだ

と考えられている。 
 
２．１．学習とインターバル 
	 潜在記憶はその特徴の一つとして，顕在記憶に比べて学習とテストとの間のインターバルに対

して頑健であると言われている（寺澤，2005	 他）。これは，学習から短いインターバルでテスト
を行うと顕在記憶の影響が色濃く表れるが，一定の期間を置くと潜在記憶の特徴が現れるという

ものである。Kawasaki, et.al.（2009）では，学習から 3週間，4週間，7週間のインターバルを開
けて語彙学習を用いた記憶実験を行っており，7 週間では潜在記憶の特徴に似た現象が見られる
としている。これはつまり，学習から 7 週間程度のインターバルを置いて測定をすることで，一
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夜漬けのような顕在記憶の影響を排除して，より実力に近い潜在記憶レベルでの学習効果が測れ

ると解釈できる。 
	  
２．２．カウンターバランス法の必要性 
	 	 通常の実験において，実験参加者が学習後長期のインターバルを置いてテストを受ける場合

には，特定の学習項目を実験以外の場面で学習する可能性がある。例えば，学習後，特定の語彙

が授業やテレビで一斉に取り上げられれば，全ての実験参加者についてその語彙の成績が上がる

可能性が排除できない。同様の問題は，語彙習得に関する研究で散見される問題である。このよ

うな問題を解決するため，記憶研究ではカウンターバランス法を用いることで，実験学習材料の

違いに起因する影響を相殺・排除する手続きがとられている。 
	 	 忘却曲線の知見で知られる Ebbinghous (1885) の実験手続きでは，インターバル条件ごとに無
意味綴りのリストを用いて成績が算出される実験を行っているため，検出されている学習効果に

リスト位置の効果，つまり，系列位置効果（serial position effect）が反映されている可能性が考え
られる。これは，リストで示された課題を学習した場合，学習成績がリスト内での項目の位置の

影響を受けるというものであり，リストのはじめの方に提示された課題と終わりの方に提示され

た課題の再生率が中間部より高くなるという現象のことである。これらの影響を排除するために

も，実験計画にカウンターバランス法を適用し学習効果を可能な限り正確に測定する必要があろ

う。 
 

３．実験に用いる学習教材とテスト 
	 記憶研究において，顕在記憶には学習時の記銘意図が大きく影響するが，潜在記憶は基本的に

影響を受けないとする報告がある（寺澤，2005	 他）。したがって，実際の教育現場での語彙学習
の効果を測定する際には， ICTを用いた学習・従来の紙ベースでの学習どちらにおいても，一般
的な語彙学習で使用される教材を用いるのが妥当であろうと考えられる。また，学習効果の測定，

つまり，テストにおいても一般的な多肢選択式テストを採用し，可能な限り現実に使用されてい

るテストに近付けて測定される必要があろう。一般的な学習・テスト状況下であっても，長期の

インターバルを設けてなお学習効果が得られれば，学習者に有意義な情報になると考えられる。 
 

４．まとめ 
	 近年，わずかな学習の効果が長期にわたって保持されるということが潜在記憶研究で得られた

知見から明らかになってきている。このことを踏まえ，本稿は語彙習得研究に関して，記憶研究

の視点からより精緻な学習効果測定のための考察を行った。 
	 今後，ますます教育に ICT が多用されることを想定すれば，語彙習得研究においては，可能な
限り一般的な語彙学習状況を設定した上で，顕在記憶の影響を排除した実験を行い，潜在記憶レ

ベルでの学習効果測定が求められるのは必至である。そこで得られた知見を基に語彙習得方略が

検討され研究が進められれば，より学習効果の高い教材・教授法が開発され，使える英語教育に

大きく貢献できるであろう。 
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日本語学習者会話データベース縦断調査編の活用展望 

Utilization and the Prospects of the Japanese Learner Conversation Database 
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NOYAMA Hiroshi (NINJAL: National Institute for Japanese Language and Linguistics) 

 

【概要】 

本発表では，2007年から 2012年度までの 5年間（OPIの枠組みを活用して）縦断的に実施・

収集してきた地域日本語学習者の会話データを中核としたデータベース（DB）の概要とその活

用の在り方について報告・展望する。この DBは，国立国語研究所の HPにおいて，日本語学習

者会話データベース縦断編（https://dbms.ninjal.ac.jp/judan_db/）として公開されているが，

今後は１．従来の OPIコーパスのような，日本語会話習得，コミュニケーション研究，２．従

来の OPIコーパス（KYコーパス）との比較を通した研究に向けて活用や，３．外国人の言語生

活やライフヒストリーの実態を反映した，教育的資料等としての活用が期待される。発表では

研究成果の事例報告を踏まえ今後の課題について考察する。 

 

1.はじめに 

日本語学習者会話データベース縦断調査編の構築においては，日本に定住する外国人の日本

語会話力の変容や彼らの言語生活に注目しながら，データを収集してきた。具体的には，ACTFL

（全米外国語教育協会）の開発した OPI（Oral Proficiency Interview）テストの枠組みを活

用し，外国人分散地域（Ａ市）（約 10名），集住地域（Ｂ町）の日本語学習者（約 10名）の会

話データを収集・整備（文字化等）することで，中・長期的な日本語学習・習得過程の軌跡を

たどるとともに，個別のデータを現場にフィードバックすることを目指してきた。 

本発表では，2012年度末までの調査により構築されたデータベースの概要とその活用事例に

ついて報告する。これまで（できるだけ搾取的な調査にないように心がけつつ），Welfare 

Linguistics（福利としての言語学≒福祉言語学）の観点から，地域に定住する外国人に対して

インタビューを縦断的に行ない，形成的な評価とフィードバックをすることによって，日本語

学習者の支援を行なってきた。その 5年分の結果について，2014年 4月に，OPIの文字化デー

タを中心に日本語学習者会話データベース縦断編（https://dbms.ninjal.ac.jp/judan_db/）と

して公開した。これまでのデータベースの活用事例としては，主に以下の三通りである。 

 

１．従来の OPIコーパスのような，日本語会話習得，コミュニケーション研究のための活用 

２．従来の OPIコーパス（KYコーパス）との比較を通した研究のための活用 

３．外国人の言語生活やライフヒストリーの実態を反映した，教育的資料としての活用 

 

発表では，１と２の研究成果の事例を報告するとともに，特に３については，収集した関連

データを素材とした研究・分析例を蓄積することや，OPI会話データの特に冒頭部分(テスティ

ーの近況報告を含む 5年間)の対話内容をライフヒストリー的に活用することを通して，地域日

本語教育の関係者や，他の研究者との共同研究の実現，充実に向けた基礎資料として活用する

ことの重要性について展望したい。 
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２.これまでの成果からみえてくること－集住地域の事例 

今回の事例の元となるデータは 2007 年から 2012 年にかけて国立国語研究所日本語教育研

究・情報センターで実施した縦断調査の成果である。 

この縦断調査では，OPIの枠組みを使ったインタビューを 5年間にわたって，毎年（2月に 1

度ずつ）縦断的に行ってきた。そのインタビュー（音声）データを収集し，文字化資料として

整理した結果を踏まえて，その会話の特徴について分析を試みた。また，対象者や関係者への

フォローアップインタビュー等を通して，日本語（会話能力）の習得過程と言語生活の実態を

探るとともに，形成的なフィードバックを行うことによって，日本語学習の支援も行なってき

た。 

ここでは，この縦断データの中の集住地域Ａに定住する日本語学習者 13名（表 1参照：5回

続けて受けられた生徒は 2人，4回が 3人）の OPIのレイティング結果に焦点を当てる。そし

て，特にその結果が，最終的に上級の上あるいは超級に到達した 4人（S1，S2，S3，S5）のイ

ンタビュー（会話）の文字化資料に注目し，分析を試みたい。 

 

表 1 外国人集住地域の学習者の OPIレイティング結果 

学習者 母語 職業等 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 

S1 P 大学生 上・下 上・中 上・中 上・中 上・上 

S2 P 高校生 上・下 上・中  上・上  超 

S3 P 高校生 上・下 上・上 上・上  超  

S4 P 中学生 初・上  初・上   

S5 P 高校生 (中・上) 上・下 上・中 上・中 上・上 

S6 P 高校生 (中・上) 上・下 上・下   

S7 P 高校生 初・上     

S8 P &J 中学生 上・上 超  超   

S9 P  高校生 中・下 中・中    

S10  P  教職員 中・中 中・中 中・中 中・中 中・上 

S11 P  高校生 初・上     

S12 P  高校生 初・上 中・下    

S13 P  高校生 初・上 初・上 中・下 中・中  

P =ポルトガル語,J=日本語,初＝初級,中＝中級,上＝上級,超＝超級 

例）初・上＝初級の上,中・下＝中級の下,中・中＝中級の中,上・上＝上級の上 

 

３． 会話分析事例－上級以上の会話力を支える説明のモダリティ「のだ（ノダ）」の使用 

OPI の上級では段落，また超級では複段落の発話が求められる（ACTFL，1999，牧野成一他，

2001）。意味のある段落を構成する場合は，段落内の各文がまとまりをなしていなければならな

い。すなわち，各文が正しい接続詞で，正しい接続関係を作っていなければならない。会話の

段落を構成する際には，説明のモダリティ「のだ（ノダ）」の使用が欠かすことができない。ノ

ダと終助詞や接続詞，接続助詞などが絡み合い，初めて意味のある段落を構成することができ

る。そのため，集住地域Ａの 4人の話者のノダの使用について，特にターン保持がされている
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場面でのノダの使用に着目し，逆接（形式）の接続（んですけれども，んですが），順接の接続

（んですね，んですよ，んですよね）と分けて考察する。 

 発表の際には，できる限り多くの分析事例について触れたいが，ここでは紙幅の都合もある

ので，ターン保持に使用される「のだ」の使用数についてのみ報告しておきたい。終助詞がつ

いた形は橋本（2004）のデータでは，全て順接で使用され，逆接に使用される例は見られてい

ない。また，逆接の接続詞がつく形式は，実際の機能は逆接でなく，前提などの提示の機能で

使用されることも多い。 

表 2を見ると，全体としてターン保持の「ノダ」の使用は増加する傾向にあることがわかる。

つまり，上級以上で段落を作るためには，この「のだ」の使用が不可欠であると考えられる。

また，逆接，順接のどちらか一方を使うだけでは，超級で要求される「複段落」の構成を維持

するのは難しい。超級の判定が出た話者は，この二種類のノダ文を上手く組み合わせていると

考えられる。 

 

表 2  4人の話者のターン保持に使用される「のだ」の使用数 

 S5（上級上） S1（上級上）  S2（超級） S3（超級） 

項目 順接 逆接 順接 逆接 順接 逆接 順接 逆接 

1年目 1 4 1 3 9 1 2 17 

2年目 0 5 4 2 6 11 6 38 

3年目 2 17 8 9 ― ― 1 34 

4年目 6 28 4 18 9 13 5 31 

5年目 4 46 0 17 8 21 ― ― 

 

４．分散地域の事例－スタイル運用の経年変化の記述 

丁寧体から逸脱する表現として、①普通体 A（終助詞「ヨ」、「ネ」、「ヨネ」、「ノ」などがつ

いたもの、＝許容されにくい普通体）②普通体 B（「文末の裸の普通体」、従属節内の普通体、

名詞述語などのデス省略、＝許容されやすい普通体）、③確認要求表現（デショ・ジャナイ・ジ

ャン）、④間投表現（ホラ、ネー、ナーなど）、⑤応答表現（ウン、ウウン）、が見られた。紙幅

の関係でここでは、詳細な説明は省略するが、一般的な教室学習者である KYコーパスの学習者

と比較したところ、縦断 DBの定住者の方が丁寧体から逸脱する表現が使用されている。また継

続調査を行った 10名の定住者の経年変化は表 3の通りである。 

表 3を見ると縦断 DBにおける地域の定住者は、OPIレイティングが上級である C1を除き、

丁寧体から逸脱するカジュアルな表現を多く使用していることがわかる。経年変化でいくつか

の逸脱表現が使用されなくなるが、同時に別のいくつかの逸脱表現が使用されるようになる。

つまり、縦断 DBの定住者は滞在年数を重ねても丁寧体がうまく使用できるようにならないこと

がわかる。しかし、OPI の上級の目標のように、地域の定住者が果たして丁寧体と普通体のス

タイルを明確に使い分ける必要があるのかという点を問わなければならない。OPI インタビュ

ーの録音を聞いたところ、スタイルの運用が不快に感じられる場面は少なかった1。 

 

                                         
1 5年間のOPIで、談話の中でスタイルが気になると感じられた箇所は「急なスタイルシフト」が起こっ

た、2例である。 
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表 3 縦断 DB話者の丁寧体からの逸脱表現の経年使用変化 （◆＝継続的な使用、 

○＝2年目以降のある時点から不使用、▲＝2年目以降のある時点から使用●＝単発使用） 

カテゴリ 特徴 T1 T2 C1 M1 C2 C3 K1 C4 C5 C6 

A 

普通体＋ 

終助詞 

a1 ヨ    ○ ○  ◆ ● ○ ◆ 

a2 ネ    ◆   ○ ● ◆ ○ 

a3 ヨネ  ●  ○   ● ● ▲  

a4 ノ  ●   ▲  ◆   ● 

a5 ノヨ ●   ●   ◆    

a6 ノネ    ●  ● ●  ●  

a7 カナ     ◆ ● ◆  ◆ ◆ 

a8 ナ／ナー ●    ◆ ● ◆  ▲ ▲ 

a10 モン    ●   ●  ▲  

B 

その他 

普通体 

b1 従属節内の普通体 ◆ ◆ ○ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 

b2 文末の裸の普通体 ◆ ◆  ◆ ◆ ◆ ◆  ○ ◆ 

b3 デス省略 

（名詞・副詞・助詞終了文） 
◆   ◆ ○ ◆ ◆  ○ ◆ 

C 

確認要求

表現 

c1 デショ ● ●  ◆ ◆  ○ ▲ ○ ▲ 

c2 ジャン／ジャナイ    ●  ● ●  ▲  

D 

間投 

表現 

d1 ホラ        ▲ ▲ ▲ 

d2 ナ／ナー    ● ▲ ●   ◆ ▲ 

d3 ネ／ネー ▲ ◆ ◆ ◆  ◆  ◆ ◆ ▲ 

d4 ナンテイウノ類  ◆ 〇  ◆  ◆  〇  

e応答詞 
e1 ウン    ◆ ◆    ◆ ◆ 

e2 ウウン ● ●  ▲ ● ● ○ ●   

  

その他に気がついた点は，発表の際にできるだけ報告したい。 

 

５．課題：外国人の言語生活やライフヒストリーの実態を反映した，教育的資料としての活用 

 これまでのデータを踏まえ，外国人（日本語学習者）の言語生活やライフヒストリーの実態

を反映した，教育的資料としての活用については，今後の課題である。発表の際には，可能で

あれば，その成果の一部についても報告しながら，データの活用について展望したい。 

 

参考文献（一部を紹介する、その他の文献は発表の際に報告する） 

(1)今村圭介・野山広「散在地域における OPIの枠組みを活用した縦断調査からみえてきたこと

－地域定住外国人のスタイル運用に着目して－」（ポスター発表）国立国語研究所日本語教

育研究・情報センターシンポジウム『多文化共生社会における日本語教育研究－言語習得・

コミュニケーション・社会参加－』予稿集：86－89，2015 

(2) 徳川宗賢「ウェルフェア・リングイスティクスの出発」（対談者J.V.ネウストプニー）『社

会言語科学』2(1) : 89-100 社会言語科学会，1999 

(3) 野山 広「日系ブラジル人生徒の日本語習得と言語生活に関する縦断研究－集住地域 Aに

おける 5年間の縦断調査の結果から」2013年度異文化間教育学会研究大会，2013 

(4) 牧野成一他『ACTFL-OPI入門』 アルク，2001 
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Speak	  Everywhereを使った	  自律的発音学習	  
Self-‐directed	  Pronunciation	  Exercises	  using	  Speak	  Everywhere	  

柴田智子	 Tomoko	  Shibata	  
プリンストン大学	 Princeton	  University	  

	  
概要	  

	  
日本語学習者が聞き手に誤解のない発音を習得するために，特に韻律学習が重要であるが，実際

には教師の知識不足や時間不足で授業で適切に実施されていないようである。先行研究から韻律

習得が困難であることが分かっており，学習者は長期的に，また自律的に練習する必要がある。

今回 Speak	  Everywhereオンライン発音支援プログラムを使い，シャドーイングなどを利用した
発音練習法を紹介する。このプログラムで教師は筆記だけでなく音声のフィードバックも可能に

なり，学習者がより効果的に練習できたことを報告する。	  
	  

キーワード	  
韻律，自律学習，オンライン発音支援プログラム，シャドーイング，フィードバック	  

	  
１．韻律学習	  
	 学習者がどこまで日本語の発音を習得するかは，その学習者の目的やニーズによって異なるだ

ろうが，外国語学習者の発音が聞き手に誤解を与え，社会的な損失を被ることも少なからず報告

されている（土岐 1994；磯村 2009；Pickering	  2001）。したがってそのような誤解を与えない
ような発音習得は必要だと言えよう。外国語の発音は臨界期（諸説あるがたいてい思春期以降）

を過ぎるとなかなか習得されなくなる。また，聞き手の理解力に大きな影響を与えるのは韻律で

あることは様々な研究で明らかになっている（Munor	  &	  Derwing,	  1995；佐藤 1995）。韻律は単
語アクセント，イントネーション，リズムなどであるが，学習者にとってこれらの習得が難しい

ことはすでに多くの研究で報告されている（その概観は鮎澤，2003 に詳しい）。つまり韻律は，
学習者たちが長期的に，そして自律的に学び続けることが大切な項目であると言える。韻律の練

習方法として，シャドーイング（門田，2007），自己モニター（小河原，1998），プロソディ
ーグラフ（河野他，2004），フレージングの練習（中川，中村，2010）などの指導法が紹介さ
れている。	  
	 では実際に教育現場で発音練習はどのようになされているのだろうか。残念ながら積極的に取

り組まれていないのが現実である。最近の日本語教師への発音教育に関するアンケートで，その

重要性を知りつつも，知識の不足，適当な発音練習教材の不足，そして教授時間の不足などで多

くの教師が発音学習を体系的に導入していないことが分かった（外国語発音習得研究会で 2013
年から実施されているアンケート調査。詳細はこのホームページ参照：https://hatsuon.org/	  ）。
また，日本語教師たちがよく使う発音指導方法は一対一での指導や学生が提出した録音へフィー

ドバックをするというものが主なもので，シャドーイングを利用したり，プロソディーグラフな

どを使って指導するというケースは稀であった。このような状況で，教師たちに参考になるよう

な発音練習法，そして学習者の自律学習を促す練習方法の確立が急務である。今回の報告で，北

米の私立大学の日本語 1年生を対象にオンライン発音支援システム「Speak	   Everywhere」を使い，
自律的に発音（特に韻律）を練習する例を紹介する。	  
	  
２．韻律の自律学習	  
	 自律学習の重要性（梅田，2005）が指摘され，発音学習も学習者のニーズや目標によって柔
軟に適用できるのが望ましい。当校では教科書もプログラムで決められており，シラバスの中に

新しいものを組み込むのは難しい。発音練習は必然的に授業外の宿題となるが，学生のモチベー

ションを上げるのはなかなか困難である。そこで筆者は韻律の重要性の意識化を一番重要な目標

とし，そのための練習などは学生が自由に選択できる余地を含めた練習法を開発した。その練習

方法の概要は以下である。	  
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1) 授業の最初に日本語の発音システム，韻律特徴について簡単に説明し，韻律がその人物特

徴を決めたり，聞き手がその人の性格を決めたりすることがあることを紹介。その後，発

音（特に韻律）をどこまで伸ばしたいか，どのように伸ばしたいか，その目標と練習方法

をコースブログに書かせる。学期中に一度それを反省し，必要であれば目標などを修正す

る。学期末に反省をする。	  
2) 自分の決めた練習方法によって練習を進めるが，宿題として毎週，録音や韻律聞き取り練

習をしなければならない。	  
3) 録音は指示がない限り，何を録音してもいい。例えばシャドーイング，歌を歌う，本の音

読，誰かとの自由会話など。シャドーイングなどのモデルも自由に選べる。教科書のダイ

アローグの他にアニメ，ドラマ，映画などの一部をシャドーイングしてもいい。ただし必

ずその部分を書き起こしたスクリプトがなければならない。ない場合は教師（筆者）にそ

のウェブサイトを送る。シャドーイングの長さは 1分以内。難しい言葉が多い場合やスピ
ードが速い場合はもっと短くてもいい。	  

4) 録音をした場合，録音の種類にかかわらず，必ず自己評価をしなければならない。そこで

は様々な韻律要素の評価，単音の評価，全体的な自然さなどの他に，会話なら会話ストラ

テジーの使用についての評価もする。	  
5) 韻律聞き取り練習では，リズムの聞き取り，単語アクセント型の聞き取り，文末イントネ

ーションの聞き取りなどを行なう。	  
6) 学期中に数回（たいてい３回），教師（筆者）と発音練習の進み具合や困難点などについ

て話し合うためのコンサルテーションセッションに持つ。	  
7) 教師は提出された録音を聞き，自己評価を読み，それにフィードバックをする。	  
8) できるだけ多く教師（筆者）のオフィスアワーに発音練習をしに来るように勧める。	  
	  
	 この方法にしてから，アニメを使ってもいいということで学生たちのモチベーションは一気に

上がった。もちろんアニメの中では，キャラクターが難しい言葉を速く話しており，それをシャ

ドーイングすることは母語話者でもなかなか難しい。それに気がついてもっと易しいモデルを練

習する学生もいる。しかし，アニメ好きな学生にとって，どれだけ難しくても，好きなキャラを

シャドーイングするのは非常な喜びになるようで，飽きずにアニメシャドーイングをしてくる者

もいる。アニメに興味がない学生は黒沢映画の宣伝ビデオを選んできたり，アジア系の学生たち

はドラマの一部をシャドーイングしたりする。	  
	 このように当プログラムの１年生は韻律の重要性の認識に焦点を当てた自律的発音練習をして

いる。しかし，これまで録音に関していくつかの問題点があった。まず学生の側から見て，例え

ばアニメのシャドーイングをしたい時，ネットでアニメビデオを見て，その台詞を word	  fileで
開け，さらに録音のためのコースブラックボード内の録音ツール（当校ではWimbaを使用して
いた）を開けなければならなかった。そのWimbaも 2013年から使えなくなり，学生たちは他
の録音ツール（例えば Audacity）を使って録音し，それをブラックボードに入れるという作業を
しなければならなくなった。教師の側からは，フィードバックを自己評価シートに書くという方

法しかなく，学生からの音声でのフィードバックがほしいという要望に応えられずにいた。	  
	 	 	  
３．Speak	  Everywhereの使用	  
	 2014年の秋から，Speak	  Everywhere（SE）を録音ツールとして使用することになった。この
利用を当大学の学部に申請し，許可が出たことにより使用料は学部が負担してくれることになっ

た。SE は口頭練習に特化したオンライン学習プログラムである（http://speak-‐everywhere.com/）
（詳細は Fukada,	  2013を参照のこと）。特徴は，ビデオを画面に載せることができ，学習者は
あたかもそのビデオの相手と実際に会話しているような状況で自習ができることにある（図１）。

筆者はその特性をシャドーイングに利用することにした。アニメのビデオ，そのスクリプト，そ

して録音ツールを一体化した画面を作成し，学習者が手軽にシャドーイングを練習できるように

工夫した。アニメの著作権の問題は，このプログラムがパスワードが必要で，しかも大学のブラ

ックボード内にこのシステムを内蔵したことでクリアできた。これで学生は SEに載せたアニメ
を使う場合はいくつも画面を開けなくてもよくなった。	  
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図１.	 SEのサンプル練習画面（SE	  Homepage：http://speak-‐everywhere.com/より転載）	  

	  
	  
図２に当校で使っている SEの学生の練習選択画面を紹介する。このアニメのリストの中から練
習を選んだ場合，上記図１のように左側にスクリプト，右上にアニメのビデオが現れる。学生は

アニメシャドーイングをする際，まず”Practice”のページでスクリプトを見ながら練習し，録音
する時は”Recording”のページでスクリプトなしでシャドーイングをし，録音する。録音は何度で
もやり直しができる。	  
	  
図２.	  SEの学生の練習選択画面：Exercisesから好きなモデルを選択できる。	  

	  
	  
	 さらに，SEは教師から筆記と音声の２つの種類のフィードバックが与えられる機能がついて
いる。これで学生が出した録音に音声のフィードバックも付けることができるようになった。図

３の画面上に教師からの筆記コメントとすぐ下に録音された教師からの音声フィードバックがあ

ることがお分かりいただけるだろう。学生は”Submission”の Sを押して自分の録音を聞き直
し，”Comment”の Cを押して教師からの音声を聞き，両方を比べて練習することができる。	  
	  
図３.	  SE	  の教師からのコメント画面	  

	  
	  
４．学生からの評価と今後	  
	 2014年秋学期の終わりにこの発音練習についてアンケートを実施した。この練習で韻律の重
要性を認識したかという質問には全員が認識できたと答えたことから，この練習の第一の目的は
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達成できたと言える。次にどの練習が一番よかったかという質問には以下のようなコメントが多

く寄せられた。	  
• I	  really	  enjoyed	  shadowing	  because	  I	  was	  able	  to	  study	  the	  language	  using	  material	  that	  

interested	  me	  the	  most.	  	  
• I	  enjoyed	  the	  anime	  shadowing	  exercises.	  They	  really	  challenged	  my	  ear,	  making	  me	  focus	  

and	  listen	  to	  a	  rapid	  stream	  of	  words	  and	  pitches.	  I	  had	  fun	  mimicking	  characters	  
personalities	  and	  dialogues.	  

	 	  
	 次にどの練習が好きではなかったかという質問には，数名が韻律聞き取り練習で特に単語アク

セント型の聞き取りが難しかったと答えた。またシャドーイングに対して「ただの物まねで実際

の会話に役に立たない」という意見もあった。このことから，シャドーイングの意義の再確認と

学んだ発音の自由会話への応用が重要であることが分かり今後の課題としたい。	  
	 また，どのタイプのフィードバックが役に立ったかという質問では，圧倒的に筆記によるもの

より（それもよかったという意見が多かったが）音声によるフィードバックの効果を挙げていた。	  
• I	  had	  no	  awareness	  of	  pitch	  at	  the	  beginning	  of	  the	  year	  and	  oral	  feedback	  from	  SE	  helped	  

me	  realize	  that	  when	  I	  learn	  a	  word,	  I	  also	  need	  to	  learn	  its	  pitch.	  
• Same	  as	  written	  feedback	  and	  even	  more	  effective	  than	  that,	  since	  I	  get	  a	  direct	  sense	  of	  

the	  pronunciation	  through	  this	  feedback.	  
	 	  
	 今回は初めて SEを使って発音練習を行なったが，学生からは SE自体については「一つにまと
まって便利だ」という意見が多く出た一方で，録音時間が３分と短く，自由会話でそれより長く

したい時 SEが使えなくて不便という意見がかなり出た。その部分に関しては SEの管理者の方に
時間を 10分まで伸ばせるようにアップグレードしていただき，春学期から問題なく使えるよう
になった。今後はシャドーイングだけでなく，SEのインターアクティブな機能を利用し会話練
習なども取り入れ，発音だけでなく会話ストラテジーの使用にも効果があるかなどについても検

証していきたい。	  
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会話力強化のための雑談教材：中間報告 

MATERIAL DEVELOPMENT FOR CHITCHAT JAPANESE: AN INTERIM REPORT  
才田いずみ，東北大学大学院文学研究科 

Izumi Saita, Graduate School of Arts and Letters, Tohoku University 
 

要旨：日本語の会話教育の中でこれまでほとんど顧みられてこなかった雑談を取り上げ，その教

材化についての中間報告を行う。リソースとして使用するのは，日本・中国・台湾出身の３人の

女性による接触場面の日本語雑談会話である。ビデオに撮影したこの雑談を分析し，筒井（2012）

による日本語母語話者場面の雑談の構造と比較した。その結果，連鎖組織の構造は，基本的には

母語話者場面と大きな異同がなく，雑談を発展的に展開させるには評価の発話が鍵となっている

ことを確認した。教材としては，まずその鍵となる部分を取り上げ，情報提供の直後に理解の発

話が示される場合と評価が来る場合の展開の違いを映像で例示して，学習者への意識化を図る。	 

	 

キーワード：雑談，接触場面，ウェブ教材，評価の発話，映像リソース	 

	 

１.はじめに	 

	 参考文献に挙げた筒井（2012）は，「日本語教育への応用を目的として、雑談の構造を分析し、

その構造パターンを抽出することを試み」た研究（p.	 ⅷ）である。高い日本語運用能力を持つ大

学生から，「日本人の会話に入っていけない」「日本人の友達ができない」という悩みを打ち明け

られたことが動機の一端になったそうだが，日本語教師にとってこの種の悩みは珍しくない。	 

	 発表者も 1998 年ごろから日本語学習者が日本人の会話に参入する方法について，どう教育する

かを模索してきた（才田，2001）。今回は，接触場面の雑談会話を収集し，その一部を筒井（2012）

の枠組みに倣って分析し，雑談のウェブ教材開発を試みている。本稿は，その中間報告である。	 

	 

２.	 データの分析と考察	 

	 筒井（2012）は，日本語母語話者による雑談をデータに，会話分析の手法を用いて雑談の話題

ごとの連鎖組織を分析している。まず，話題にしているもので１）会話参加者に関すること，２）

第三者に関すること，３）現場の事物に関すること，に３分類した上で，連鎖が①質問，②報告，

③共有（されている内容），④独り言のいずれから始まるかで分け，さらに，内容が事態・属性系

か思考・感覚系か，あるいは２番目，３番目の発話が何をしているかなどで下位分類している。

そして，結果として 30 の連鎖を取り出している。	 

今回分析したのは，接触場面日本語雑談で，2013 年 3 月に発表者の依頼でビデオ録画した。会

話参加者は女性で，学部３年の日本人学生（J）と台湾（T)および中国（C）出身の学部研究生で

ある。この３名は特に親しいという仲ではないが，同一研究室所属なので，知人よりは近い間柄
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である。年齢は全員 20 代。台湾からの研究生が最も上で，次いで中国からの研究生，学部生の順

である。研究室への所属年数は，中国からの研究生が約半年で最も短い。よって，基本的に Tは

普通体を，Cと J は敬体を用いている。分析の結果，連鎖組織の構造としては，筒井（2012）の

挙げた 30 パターンにはずれるものはなかったが，学習すべき点が明らかになった。	 

（C がパーマをかけたいと思っているという話）	 

→32Ｊ：髪は染めるんですか。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 情報要求	 

33Ｃ：うーん（1）わからないですね.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 情報提供（不十分な提供）	 

34Ｊ：あ.＞[わかんないんですか].＜	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 理解	 

→35Ｔ：	 	 	 	 	 [染めたいの？]	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （再度の）情報要求	 

36Ｃ：んーびようしんに(.)[意見を]	 ＝	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 情報提供	 

37Ｊ：	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 [ああ相談して]	 

38Ｃ：＝聞きたいです.	 

39Ｊ：ああああ.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 理解	 

40Ｔ：＜そっか.＞＝	 

→41	 	 	 ＝なんでパーマかけたいの？(.)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （新たな）情報要求	 

	 全体で 3 分半のパーマに関する話のうち，Cの希望に関わる部分は最後の 1分 12 秒である。そ

こでの連鎖組織は，1か所を除いて，上のように Cに対する質問から始まり，Cの答えと J と T の

理解提示というパターンであった。矢印で示した新たな情報要求の前は，Cがターンを取ること

も可能な所だが，Cからの情報提供はなかった。筒井（2012）は情報提供に対して（儀礼的）評

価を述べることが話の先を促す方策の１つだ，としている（ｐ.311）が，上のような情報提供に

は評価が述べにくい。ここでは，Jと T が理解で連鎖を終えずに新たな情報要求をして話をつな

いでいるのに対し，情報提供者 Cは，雑談の継続にほとんど貢献していない，と言えよう。	 

	 

３．教材化のポイント	 

33 か 36 で C が「染めてみたい気持ちもあるんですけど」と答えたら，Jや T は髪を染めること

への評価が述べやすくなる。教材化のポイントは，話の継続・発展に貢献する発話選択にある。	 

	 

参考文献	 

筒井佐代『雑談の構造分析』くろしお出版，2012 年.	 
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補助金基盤研究（C）研究成果報告書),	 9-21.	 2001 年	 

付記：本発表は平成 25-27 年度科学研究費補助金基盤研究（C）「日本語学習者の会話力強化のた	 	 
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多言語対応『チュウ太の Web 辞書』の最新版の活用	 

New Functions of Reading Tutor’s Web Dictionary	  
*川村よし子 , 東京国際大学	 **川村ヒサオ , チュウ太プロジェクト  

*Kawamura Yoshiko, Tokyo International University 
**Kawamura Hisao, Chuta Project 

 

概要	 『チュウ太のWeb辞書』は、世界の日本語学習者が母語で書かれた対訳辞書を用いて日本

語を学ぶことのできる読解支援環境の提供を目指している。『チュウ太のWeb辞書』には、20以

上の言語の対訳日本語辞書が搭載され、複数の言語版を同時に表示させることも可能である。最

新版では、例文の辞書引き、専門辞書の選択、ふりがな等の機能が追加されるとともに、アクセ

ラレータが搭載され、これらを適宜組み合わせて利用することもできる。特に、アクセラレータ

は、Web上にある読みたい文章を選択しさえすれば、自動で『チュウ太のWeb辞書』が起動し結

果画面が表示されるため、学習者にとって利便性が高い。 

 

キーワード：	 日本語辞書	 多言語	 自律学習	 Web上の読解支援環境	 アクセラレータ	  

 

１．『チュウ太の Web辞書』の概要  

	 2003年からWeb上で公開している『チュウ太のWeb辞書』（http://chuta.jp/）は、世界の日本語

学習者が母語で書かれた対訳辞書を用いて日本語を学ぶことのできる読解支援環境の提供を目指

している（川村よし子 2009）。学習者の便宜を考え、各単語の意味ごとに例文をつけた日日辞書

を元に、現在、26の言語版の日本語辞書の編集が開始されている。ベトナム語・ロシア語・英語・

ハンガリー語では、すでに 8500語以上の基本語の編集が完了し、公開されている。また、1語 1

訳の簡易版ミニ辞書という形では、インドネシア語・タイ語・タガログ語・スペイン語・フラン

ス語・中国語・韓国語版が公開されている。さらに、専門辞書として、ベトナム語と英語版の工

学用語(川村	 2012)、インドネシア語、タガログ語、中国語、韓国語、英語の介護用語（川村・

野村 2010）のミニ辞書が搭載されている。 

『チュウ太のWeb辞書』では、学習者が日本語で書かれた読みたい文章を画面上のテストボッ

クスにコピー＆ペーストすれば、文章に含まれる単語の辞書引きが自動で行なわれる。結果画面

において、本文の単語は右の辞書情報とリンクされ、本文の単語をクリックすると辞書がスクロ

ールアップされる。『チュウ太のWeb辞書』は、多言語版日本語辞書から自由に言語を指定でき

るだけでなく、複数の言語版を同時に表示させることも可能である。さらに、各単語の意味ごと

に例文がついているので、単語の使い方も確認できる。クリックした単語は「あなたの単語リス

ト」として表示され、辞書とリンクしているので、復習も可能である。 

最新版では、例文の辞書引き、専門辞書の選択、ふりがな付与等の機能が加わり、さらにアク

セラレータも搭載された。以下に詳しく報告する。 

 

171



２．『チュウ太の Web辞書』の仕組み  

	 『チュウ太の Web 辞書』は、入力された文章を MeCab（工藤 2006）で形態素解析し、辞書引

きを自動で行う辞書ツール機能を備えている。図１が入力画面である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図１	 「チュウ太の Web辞書」のトップページ（一部）  

	 画面上のテストボックスに文章を入力（コピー＆ペースト）し Dictionary ボタンを押すと、入

力した文章に含まれる単語の辞書引きが自動で行われる。言語版は、Languages 欄のチェックボ

ックスをクリックすることで指定できる。図 1では、介護福祉士国家の試験問題を入力し、言語

としては、英語・インドネシア語・タガログ語・日本語を選択している。複数の言語版を同時に

表示させることも可能である。 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２	 「チュウ太の Web辞書」の結果画面（一部）  

	 図 2が、結果画面である。画面左の本文の単語は右の辞書とリンクされ、本文の単語をクリッ

クすると辞書がスクロールアップされる。「あなたの単語リスト」にはクリックした単語が並ぶ。

図 2では、「福祉」「介護」「改正」と順にクリックした状態で、「改正」の辞書情報が表示されて

いる。単語の意味ごとに例文がついているため、単語の使い方も確認できる。「あなたの単語リス
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ト」も右の辞書とリンクされ、復習も可能である。 

言語版のデフォルト値はユーザーが利用しているブラウザの言語となっている。このデフォル

ト値を変更する場合には、次のような手順を行う。（以下は IEの手順） 

１．画面右上の歯車マークをクリックする 

２．「インターネットオプション」を選択する 

３．「全般」の画面下の「言語」を選択する 

４．追加を選択すると言語リストが表示されるので、必要な言語を選択する 

５． OK ボタンを押す 

６．より多くの言語をデフォルトとしたい時には 4.5.を繰り返す 

７．言語指定が完了後、ブラウザを閉じる 

	 以上のようにしてブラウザの言語を指定することによって、新たに開いた『チュウ太のWeb辞

書』では、必要としている言語版の日本語辞書が選択された形で利用できる。 

 

３．最新版の諸機能  

	 『チュウ太のWeb辞書』の最新版に加わった諸機能について、以下に説明する。 

a.例文の辞書引き機能  

	 『チュウ太のWeb辞書』の大きな特徴は単語の意味ごとに例文がついていることだが、例文に

含まれる単語の意味をより詳しく知りたいこともある。また、編集が終わっている単語について

は、各例文の翻訳もついているが、例文翻訳の編集ができていない言語版も多い。こうした場合、

例文の辞書引き機能が有用である。画面右の各例文には自動辞書引き機能がついているため、例

文をクリックすれば、その例文を入力した結果画面が自動で生成される。 

b.辞書および表示辞書項目等の選択  

	 デフォルトとしては、すべての専門辞書を表示させている。現在搭載されている専門辞書は介

護用語と工学用語のみのため、すべてを表示しても問題ないが、今後専門辞書が増えた場合、一

般の学習者にとっては情報が多すぎてわかりにくくなることが想定される。そのため、図１の画

面中央の Technical Termsで専門辞書の選択ができる仕組みを整備した。また、Optionでは、表示

させる辞書や辞書項目についても細かく指定できるようにした。 

c.ふりがな付与  

	 図１の Optionの Furiganaのチェックボックスをクリックすると、結果画面の本文は、ルビがふ

られた形で表示される。 

d.アクセラレータ  

	 今回新たに開発したアクセラレータは、Web上のサイトを閲覧しながら、『チュウ太のWeb辞

書』を自動で利用できる機能である。学習者は、Web上にある読みたい文章を選択しアクセラレ

ータとして「Chuta Dictionary」を指定しさえすれば、『チュウ太のWeb辞書』が起動し結果画面

が表示される。アクセラレータのインストールは次のような手順で行う。ここでは、IE８以降を

利用している場合を想定して説明する。 
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1.トップ画面下の Helpをクリックする 

2.IE8 Acceralatorの Install ボタンをクリックする 

以上の操作で、チュウ太のアクセラレータのインストールは完了である。読みたい文章があれば、

次の操作だけで『チュウ太のWeb辞書』を起動させることが出来る。 

3.閲覧画面の本文を選択し右クリックする 

4.「すべてのアクセラレータ」を選択する 

5.「Reading Tutor Web Dictionaryで検索」を選択する 

さらに、次のような指定をすることで、より簡便に使えるようになる。 

6.「すべてのアクセラレータ」から「アクセラレータの管理」を選択する 

7.「Look up in the Chuta Dictionary」を選択し、画面下の既定に設定をクリックする 

これによって閲覧画面の本文を選択し右クリックするだけで、チュウ太のアクセラレータを起動

させることが可能になる。 

	  

４．おわりに  

『チュウ太のWeb辞書』は、世界の日本語学習者にWeb上の読解支援環境を提供することを

目指している。辞書引きツールの活用によって、学習者はWeb上の日本語の文章を自由に読みな

がら、読解を進めることができる。さらに、本稿で紹介した機能によって、専門書の講読や課題

発表の準備が容易になる。また、専門語を含む語彙学習にも有用であり、継続的な自律学習につ

ながるものと言える。学習者の母語で書かれた日本語辞書の充実は、世界各国の日本語学習者が

待ち望んでいるものであり、今後も日本語教育関係者の協力を得ながら、辞書の充実を図るとと

もに、さらに機能を整備していきたいと考えている。 

 

謝辞：『チュウ太のWeb辞書』の開発には、東京大学保原麗氏から多大な協力を得た。ここに記
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UNDERSTANDING STUDENTS’ TRANSLATION PROCESS THROUGH THE USE 
OF DROP BOX 

Yumiko Tateyama (立山由美子), University of Hawai‘i at Mānoa 
 

This study examines the translation process of students enrolled in a Japanese-to-English 
translation course offered at a university in the U.S. Students were asked to write 
protocols as they prepared translation drafts of assigned Japanese source texts. The drafts 
and protocols were then submitted to the student drop box on the university’s course 
management system. Analysis of the protocols gives insight into how students dealt with 
various grammatical, terminological, socio-cultural and pragmatic issues as they prepared 
their translation drafts. Protocols also reveal student reflective consciousness about the 
function and meaning of language. Pedagogical implications and the utility of drop box 
will be discussed.  
Keywords: translation, process approach, protocol, drop box 
 

INTRODUCTION 
In recent years there has been a renewed interest in the teaching of translation. 

The panel entitled “Translation Reconsidered in the Japanese Language Curriculum” at 
last year’s Annual Conference of the Association for Asian Studies conference (e.g., 
Mochizuki, 2014) typifies this interest. The benefits of offering translation courses 
include enhanced student source and target language proficiency, deepened cultural 
understanding, and the acquisition of practical language skills. Additionally, the role of 
text-mediation in translation cannot be dismissed. Zojer (2009) notes that translation 
“slowly builds up a reflective language consciousness about the function of language and 
the relationship between language and thought, language and culture and so on” (p.35). 
Hasegawa (2012) suggests that translation instruction be incorporated into 
comprehensive Japanese language programs. In spite of the fact that there are clear 
benefits and also a renewed interest in the teaching of translation, there are few studies 
that examine the process of translation that students go through as they attempt to provide 
translation. The present study attempts to address this gap in the research and investigates 
the translation process of students enrolled in a Japanese-to-English translation course 
offered at a university in the U.S.  
 

THE COURSE AND THE METHOD 
The translation course in the current study is offered as a university, fourth-level, 

Japanese course. The course provides training in basic translation skills required for 
professional translation through various translation projects. Students are also introduced 
to the basic theoretical aspects of translation at the beginning of the semester. While there 
are some bilingual speakers, the majority of students enrolled in the course are native 
speakers of English majoring in Japanese with Japanese proficiency ranging from upper-
intermediate to advanced. The course adopts a process approach where students provide 
written protocols about their translation process for each translation draft they prepare. 
For the current study, students’ translations and protocols from two projects were 
examined. The first project was a translation of an essay about cultural differences 
between Japan and the U.S. The second project was a translation of an article on 
cholesterol. For both projects, students initially prepared two drafts and protocols; 
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following class discussion and peer review, they prepared a final draft and protocol. 
Students’ translation drafts and protocols were submitted to the drop box on the 
university’s course management system. In order to ensure the quality of protocols, 
students were socialized on how to write protocols before they began the first translation 
project. Fifteen Student protocols were examined in the following categories: a) linguistic 
issues (structure, terminology); b) socio-cultural and pragmatic issues; and c) other issues. 
Students will be identified as S1 – S15 in the section below.     

 
RESULTS AND DISCUSSION 

The analysis of student protocols shows that students encountered a variety of 
issues as they proceeded with their translations. In both projects, translating faithfully to 
the source text while maintaining the natural flow of the target language was the biggest 
challenge for many students. Below, I summarize features commonly noted by students 
in their protocols in terms of the three categories mentioned above.  
1. Linguistic issues 

Comprehending the source text accurately and expressing its meaning 
appropriately in the given context to the target readers play a key role in translation. 
Student protocols show that long run-on sentences, modifiers, and the lack of overt 
mention of the subject often posed a challenge in the accurate comprehension of the 
Japanese source text.  Additionally, shift of perspective within the same sentence also 
posed a challenge. For instance, S8 noted that the author’s monologue being inserted in 
the passage of a general statement was confusing and that he was not sure how to render 
it into English. Students also noted their difficulty translating typical Japanese sentence 
structures such as 〜てしまう,  〜ということだ and 〜ことになる into natural idiomatic 
English. For instance, S4 noted that he used “I would say” for 言ってしまう but was not 
sure if it was the right way of translating it. Another student, S5, commented that the 
literal translation, “I end up …” did not sound good in English and that he decided to 
eliminate it in his second draft. Other issues raised by students included whether a 
singular or plural form should be used for translating nouns into English. Pronoun choice 
(e.g., singular vs. plural, first person vs. second person) when not clearly indicated in the 
Japanese text was also noted as problematic. 

Because students were asked to translate authentic texts, they had to deal with a 
lot of unfamiliar words as well as technical terminology. In addition to low-frequency 
words such as 滅多, students also commented on the difficulty of translating seemingly 
simple words such as 店員 because there are several different English equivalents for the 
same word (e.g., clerk, sales associate, employee). In the cholesterol article, students 
noted difficulty selecting the exact word when multiple translations were provided for 
technical terms such as 内膜 and 中膜 used to explain the structure of arteries. In order to 
deal with this problem, S1 noted that he consulted several sources to see how the words 
were used and then reexamined the Japanese source text taking into consideration each 
word’s usage in the sources he consulted with as well as the type of the sources.   
2. Socio-cultural and pragmatic issues  

Formulaic expressions that appeared in the essay posed a challenge. Some 
students debated whether they should use an apologetic expression or a thanking 
expression for 大変お待たせいたしました.  For instance, S5 noted that the expression might 
mean “Thank you very much for waiting” or it could be an apology such as “Sorry to 
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keep you waiting.” He decided to go with apologies because “the writer then proceeds to 
talk about how Americans do not really apologize unless it is clearly their wrongdoing,” 
showing his awareness of language use at the discourse level. Deciding an appropriate 
formality level or a register was also a challenge for students. S11 wondered whether her 
translation, “say completely out of reflex”, would be appropriate for Japanese 反射的に言
ってしまう. Initially, she thought the English expression she came up with would be used 
in an informal speech, but finally did decide to keep it as is because she thought it would 
match the informal style used in the source text. With regard to the cholesterol article, 
students commented that although there was a lot of technical terminology, the article 
itself dealt with facts rather than the author’s opinion or perspective, which made the 
translation more manageable than the opinion piece. (Some students noted that a lack of 
background knowledge on the topic required them to do a lot of research, resulting in a 
challenging translation process.) Another issue noted by students was the translation of な
ど. S5 originally translated it as ‘etc.’ and then changed it to ‘things like’, but he noted 
that it did not sound formal or academic enough. In his final draft S5 opted for ‘such as’. 
Another issue students had difficulty with and commented on in their protocols was 
correctly identifying the function of が when it was attached to a verb or a copula at the 
end of a sentence and connected to another sentence. Students had a tendency to 
overgeneralize sentence final が as the contrastive marker (equivalent to English “but”) 
rather than the marker of foregrounded information (equivalent to English “and”).  
3. Other issues 

Students were introduced to some basic criteria for evaluating translation such as 
fidelity, appropriateness, structure, and mechanics before they began translation projects. 
Some student protocols clearly reflected their awareness of these elements. For instance, 
S11 wondered if ‘over-translation’ or providing additional information for technical 
terms appeared in the cholesterol article would be appropriate in the case the article was 
not intended for a scientific reader. S12 showed her attention to detail, including 
mechanics; she checked the conventions on italicizing medical terminology and found 
that generally a Latin word would be italicized. She incorporated this research finding in 
her translation.  

The protocols show clear evidence of student engagement in the reflective process 
while they were working on their translations. S12’s protocol in the cholesterol 
translation demonstrates that such reflective process contributed to her generating new 
meaning. Initially, she was confused about the meaning of できます in  血の固まりができま
す. She suspected that it might mean something like ‘to form’ but she was not sure. She 
then conducted an Internet search and came to a conclusion that it did not seem to be a 
potential form that she was familiar with. Based on this conclusion, she narrowed down 
the meaning to ‘to form’ and then related it to her personal experience to confirm the 
meaning ‘to form’. There were a number of instances like this in the protocols where 
students posed a hypothesis about the meaning or function of a particular word or phrase 
using existing knowledge as well as newly obtained knowledge through research and then 
tested their hypotheses to see if it made sense in the given context. Although students did 
not always find the correct meaning or function, the strong suggestion from the protocol 
data is that engaging in the reflective process contributed to the raising of language 
awareness.  
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SUMMMARY AND PEDAGOGICAL IMPLICATIONS 
Translation involves various skills such as accurately comprehending the source 

text, transferring the information to the target language, and expressing it accurately and 
appropriately with the purpose of the text and the target readers in mind. Linguistic, 
sociocultural and pragmatic knowledge of both the source and the target languages are 
crucial in the execution of successful translation. Additionally, the ability to evaluate the 
translation product is also important. Student protocols analyzed in the current study 
showed clear student awareness of these various aspects of translation. Furthermore, 
protocols also showed that students consciously reflected on the meaning and the 
function of language (Zojer, 2009) and that this reflective process contributed to the 
generation of new meanings. In terms of pedagogy, student protocols are useful to the 
instructor because they give valuable insight into why students translate the way they do 
and what problems or difficulties they encounter during the translation process. 
Translation requires students to understand the text at a deeper level than simply reading 
a text and answering comprehension questions. Thus, the issues raised in student 
protocols and the problems exhibited in their translations show the areas where assistance 
is required in order to improve student language proficiency and translation skills.  

Lastly, I will briefly discuss the utility of the drop box. Students in the current 
study were asked to digitally submit their translation drafts and protocols to their drop 
box by the set due date (usually a couple of days before the class session). This schedule 
allowed the teacher to review student translations and protocols ahead of class time and 
compile common problems and issues in a PowerPoint presentation that was given during 
class time. Class time was used for meaningful discussion of the common issues 
encountered by the students while they were working on their translations. Some of the 
student translations and protocols were shared with class. Written protocols were 
particularly helpful for quiet students who might have been reluctant to verbalize their 
translation process in class. The teacher’s written feedback on student translations was 
also uploaded to each student’s drop box. All submitted work remained in the drop box 
throughout the semester serving as a portfolio, which allowed both the teacher and the 
students to keep track of their progress and retrieve older files as needed. Wells and 
Chang-Wells (1992, pp.80-81) state that “[o]ne of the major aims of education is to help 
us to become more systematic and reflective in our learning.” The use of protocols 
combined with the effective use of technology can be very helpful in this regard.  
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PROMOTING NARRATIVE WITH DIGITAL STORYTELLING 
 

Bradley J. Wilson, Arizona State University 
 
Abstract:  Digital storytelling projects are an excellent way of burgeoning students’ 
narrative writing, organizational, and oral performance skills.  By utilizing digital story 
creation tools like Voice Thread, iMovie, Windows Movie Maker, and YouTube, 
students improve 21st century skills while also refining their writing skills.  As a 
semester-long project, digital storytelling is accomplished through several steps which 
include:  proposal, brainstorming, storyboarding, materials acquisition, production, and 
performance.  While showing examples, the methodology of digital storytelling projects 
from study abroad and in situ Japanese programs will be discussed. 
 
Keyword:  storytelling, 21st century skills, writing, narrative, oral performance 
 

INTRODUCTION 
     In a standard curriculum, writing is one of the four main skills taught in a foreign 
language.  However, essays written for language courses are often highly structured with 
specific requirements on grammar, Chinese character usage, and style.  Though this type 
of academic writing is both useful and essential to the language learner, it does not 
cultivate a sense of natural, creative prose. 
     Digital storytelling projects can assist the instructor in helping students develop a 
sense of authorship in the target language.  At Arizona State University, digital 
storytelling projects are incorporated into the curriculum of some JPN101 (First Year, 
First Semester) and JPN201 (Second Year, First Semester) courses. 
 

DISCUSSION 
     In courses that incorporate the digital storytelling projects, these projects are 
completed over a series of steps that culminate in a final product at the end of the 
semester.  As such, students are spending the entire semester working on each facet of the 
storytelling and refining it over time; this mimics the creative writing and editing process.  
The separate steps are as follows: 

a.  Proposal:  A proposal is written by each student that puts forth a suggested topic 
for the project.  For JPN101 courses, the instructor due to the limited scope of the 
students’ Japanese selected the topic of “Self Introduction”.  For in situ JPN201 
courses, the general topic is “Travel” and students propose a trip they have taken 
or desire to take.  For JPN201 courses abroad, the topic is “Day-long Trip” as it 
ties into their own field trip assignments. 

b. Brainstorming:  After receiving approval on their proposal, students begin creating 
a brainstorming cloud to accumulate necessary vocabulary and connections 
between broad categories related to their topic. 

c. Storyboarding:  The most involved and important step of the project.  Similar to a 
film, students create storyboards that tie together potential images with text.  
Special consideration is paid to avoiding simply describing images in favor of 
writing a cohesive text with a traceable storyline and transitions between images. 
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d. Materials Acquisition:  Students collect, create, and upload images that will form 
the visual component of the digital storytelling. 

e. Production:  Students use tools like Voice Thread, iMovie, and Windows Movie 
Maker to combine the digital imagery with recordings of their text written during 
the storyboarding portion to create a cohesive final product that is then uploaded to 
YouTube for the purpose of sharing in the educational community. 

f. Performance:  Students present their project to the class with a short introduction 
in the target language.  Additionally, variations of the project can include a live 
recitation of their story along with the digital media. 

 
     The storyboarding step of the project is the key portion to focus on and receives 
several weeks of attention.  Students must write, edit, and rewrite (with the assistance of 
the instructor and tutors) to perfect their text with a particular focus on smooth narrative 
and implementation of transitions.  Depending on the class level, students may 
incorporate creative writing into their project.  For example, one JPN201 student used a 
family trip to Hawaii as the basis of the project but transformed the story into a fantasy 
adventure about saving the island from utter destruction.  The digital images were from 
the actual vacation and the story was created inspired by the imagery rather than actual 
events.  Less organized than regular academic writing, digital storytelling promotes 
student creativity through structured, yet open-ended, writing. 
 

CONCLUSION 
     Since the incorporation of digital storytelling projects into the Japanese language 
curriculum at Arizona State University, course evaluations have revealed that students 
enjoyed the freedom provided by the projects in expressing themselves.  However, while 
the emphasis on the writing skill is important, it is critical to be able to incorporate other 
skills.   
     A variation on this project is the Pecha-Kucha Project (PKP), which is derived from a 
live recitation presentation style for designers (Klein and Dytham, 2003).  In this 
variation, students follow all aforementioned steps except recording of their storyboard 
text.  In the PKP variation, students must narrate their presentation live as the digital 
media is displayed on a projector.  Each slide of the presentation is displayed for twenty 
seconds for a total of twenty slides.  In this version, students must also focus on fluency, 
timing, and intonation as part of the project, thus incorporating assessment of oral 
performance.  Spring of 2015 is the first time this variation will be conducted at Arizona 
State University; results will be available by fall of 2015. 
     Aiming to allow student-centered creative writing with the option for both written and 
oral assessment, the utilization of Digital Storytelling projects in promoting narrative 
writing has been successful and enjoyable for students and allows versatility for 
instructors in designing their curriculum. 
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3C’S達成・自律学習促進を目指したオンライン教材  
ONLINE STUDY MATERIALS TO ENHANCE 3CS AND LEARNER AUTONOMY 

 
ハント蔭山裕子（ハーバード大学） 

Yuko Kageyama-Hunt,	 Harvard University	 
新宮育枝(ハーバード大学)	 

Ikue Shingu,	 Harvard University	 
 
要旨  : 本発表では 3C’s(連携、比較、コミュニティー)達成と自律学習促進を目的として開発した
CALL(Computer Assisted Language Learning)教材二種について報告する。OLIVE(Online Interactive 
Video Exercise)はビデオポスティングで口頭練習を自律的に行える教材であり、初級日本語クラスで
使用中である。WEIV-BJ (Web Enabled Interactive Video for Business Japanese)はビジネスの場面・機
能シラバスに基づいた初級および初級後半用のオンラインビデオ教材で、日本へ企業研修に向かう

学習者のニーズに答えるためモバイル機器での使用を念頭に開発したものである。 
 
Keywords: 3C’s達成、CALL教材、自律学習、ブレンディッドラーニング、ビジネス日本語 
 
1.	 はじめに  
	 近年日本語教育の指標として、3c’s(連携、比較、コミュニティー)を取り入れた内容重視の教育や、
プロフィシェンシーを重視したコミュニケーション能力の獲得が掲げられている。また、ITの効果
的な利用により、時間や場所といった制限を取り払って文化的実践を通した学習が可能になり、同

時に教室で学習したことが、教室外の学習者の活動につながれば自律学習が促進できると唱えられ

ている（坂本、小柳、長友、畑佐、村上、森山、  2008)。更に CALL教材と対面授業と結びつけた
ブレンディッドラーニング（ブレンド型学習）については、Speak Everywhereの開発・実践報告
（池田、深田、2012)や Moodleを活用した eラーニングコンテンツの開発・実践報告（篠崎、2011)
で成果が実証されている。以上の点を鑑み、筆者が所属するハーバード大学では二つの CALL教材- 
OLIVE (Online Interactive Video Exercise)と WEIV-BJ（Web Enabled Interactive Video for Business 
Japanese)を開発し、使用を試みている。 
 
2.	 OLIVE (Online Interactive Video Exercise) 
2.1	 開発の背景 
まず、OLIVE(Online Interactive Video Exercise)の開発に至った経緯を述べる。一般的に、高等教育

機関における初級クラスでは、様々な活動—教師主導のコントロールされた口頭練習や応用練習、
ロールプレイ、ペアワークやグループワークなどを通して、受動的知識として導入された文法や表

現をアウトプットとして使う機会を与えられるが、時間数、教室内の学習者数、学習者間の習得速

度や発話速度の違い等の理由から、学習者の個人練習の機会は多いとは言えないことがある。従っ

て、学生からよくある要望として、授業外での個人口頭練習の機会の増加が挙げられる。授業内で

はまた、学習者の学習意欲向上に有効であると思われる創造性を生かす活動や、談話レベルでの言

語運用能力の促進も、同上の理由から実施できない場合が多い。その上、外国語として日本語を学

ぶ環境では授業外での発話練習の機会は限られている。練習方法としては、日本人の友達と話す、

日本語テーブルに参加する、スカイプでのネイティブスピーカーとの練習、学生主導のスタディー

グループでの練習等に限られ、学習者が習得を目指す文法表現やテーマに特化した練習は困難であ

る。また、ネイティブスピーカーと会話練習ができても、意思伝達が目的の中心となり、誤用訂正

されないまま、間違ったパターンが定着してしまう恐れもある。以上の点を鑑みて、学習者がモバ

イル機器等を使って CMS(Course Management System)にアクセスすれば、授業外にいつでもどこでも
自律的に個人口頭練習ができ、目標表現の正確な習得実現と同時に創造性を生かした段落レベルの

発話も促進できるように、当プログラムで開発したのが OLIVE(Online Interactive Video Exercise)とい
うビデオポスティング方式の CALL 教材で、2012 年に開発を始めて以来、初級クラスで用いている。 
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2.2	 内容 
   筆者が在籍するハーバード大学は初級の教科書として Nakama (Hatasa, Hatasa, Makino 2010)を使用
しているが、当大学の CMSである i-Siteに掲載されている「OLIVE」のページには、各課の文型や
表現を練習する為の「Q&A」のセクションと、与えられたテーマで学生が創造性と談話構成力を駆
使して作成したビデオをポスティングする「ビデオブログ」のセクションが設けられている。Q＆A
のセクションは、教師の作成したスピーキング課題のビデオを見ながら受講者が応答を録画し、そ

のビデオをオンラインで提出できるようになっている。例えば、図１の第五課のページ例で見られ

るように、第五課の習得目標表現である location nouns、助詞の「から、まで、で」、副助詞の「く
らい／ぐらい」の練習として、Q&A の部分では以下の三つの質問を教師が問いかけるビデオがあり、
学習者はその質問に応答する場面をパソコンやスマートフォンで録画し、CMSの Dropboxにアップ
ロードする。それに対して、教師は文字やビデオでフィードバックする。 
   第五課の Q&A質問例 
Q1.ハーバード大学から家まで何で帰りますか。どのぐらいかかりますか。	 

Q2.毎週月曜日には何時から何時まで日本語の授業がありますか。	 

Q3.ハーバードスクエアに日本のレストランがありますね。そのレストランはどこにありますか。	 	 	 

	 

図 1 
OLIVE Chapter 5  

 
 
ビデオブログのセクションは、課題が文字で与えられており、教師が作成したサンプルビデオも

参考のために載せてある。その課題例は以下の通りである。 
 
Chapter 3: Describe your daily life or a typical daily routine of a college student at Harvard or in the U.S. 

     Chapter 5: Make	 a	 campus	 video	 tour	 of	 Harvard	 University	 for	 Japanese	 students,	 using	 
	 location	 nouns	 and	 including	 information	 on	 distance.	 

Chapter 6: You are now studying in Japan and are organizing a class trip for the winter break with your 
 Japanese classmates.  Introduce your travel plan to your classmates and invite them to the trip. 

Chapter 8: Make a 1-minute self-introduction video for your Japanese host family whom you are going to 
 meet this coming summer. Describe your hometown, hobby, and what you would like to do in Japan. 
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Chapter 11: Compare and contrast one city in Japan and another in your home country in terms of the 
 climate, geography, and other cultural aspects. 

 
各課題に応じて学習者がビデオを製作しポスティングするのだが、個人で作成してもクラスメー

トとの恊働で作成してもいいことになっている。課題は、なるべく学習者が日本に関する情報を得

る必要があるものや、日本と自国の文化比較ができるものになっている。ビデオブログは、

Annotationのシステムが加えられており、教師もクラスメートも文字でコメントを載せることがで
きる。教師が誤用訂正する場合には Annotationの設定を privateにすれば、ビデオを提出した学習者
だけがそのコメントを読むことができる。 
以上の点をまとめると、OLIVEには、個人練習の増加以外に以下の利点がある。 

1. 教師からの個人化された詳細にわたるフィードバックが得られる。 
2. 学習者が創造性を生かしながら段落レベルの発話を自律的に練習する機会が得られる。 
3. ビデオの恊働作成やピアリスポンスを通じて、社会文化理論で唱えられているように第２言語
学習に重要な役割を果たすとされる恊働対話が可能になる。 

4. 日本文化の情報収集に連携し、日本文化と自己の文化の比較 につながる活動ができる。 
5. ブレンディッドラーニングに効果的である。 
 
3.	 WEIV-BJ （Web Enabled Interactive Video for Business Japanese) 
3.1 	 開発の背景 
次に、WEIV-BJ（Web Enabled Interactive Video for Business Japanese)の開発の背景を述べる。2009

年に国際交流基金（2011）が行った高等教育機関における日本語学習の動機調査の結果、将来の就
職が動機として強いことがわかる。筆者が属するハーバード大学でもライシャワー研究所を通じた

日本での夏期企業研修が非常に盛んで、1988年以降毎年 30名前後の大学生及び大学院生がインタ
ーンとして派遣されている。派遣先は学術機関、金融、コンサルティング、政府機関、NGO、研究
所など多岐に渡る。夏の企業研修は約８週間で、受け入れ先の提示したプロジェクトに従事しつつ、

日本での生活を経験し、文化に親しみ地域住民との交流をはかれる、またとない機会である。ただ、

参加者の日本語プロフィシェンシーには幅があり、全くの初心者や初級日本語を１年履修したのみ

の初中級の学生が参加者の半分以上を占めるのが実情である。このような参加者は受け入れ先での

仕事の際の日本語使用は要求されない場合もあるが、ビジネスコミュニティーで同僚とのコミュニ

ケーションやビジネスを円滑にする為には、やはり最低限の日本語、及び日本でのビジネスマナー

の知識は不可欠ではないかと考えられる。実際、派遣先機関からのアンケート調査企業訪問を通じ

て、参加者の日本語能力について聞いてみたところ、このように考える機関が多数を占めた。しか

し、残念ながら当校には現在ビジネス日本語に特化したコースはなく、今まで参加者は市販のビジ

ネス日本語教材に頼らざるを得なかった。しかし、多くの教材は、ビジネス日本語クラスの教科書

として教師の指導のもとで使用するのには有効でも、文法・単語積み上げ方式で編集されているも

のが多いので、忙しく日々の企業研修のスケジュールをこなすのが精一杯である研修生の自律学習

には必ずしも適していない。そこで、企業研修参加者、または日本企業への就職を志す学習者が、

場所や時間を問わず、モバイル機器等でビジネス場面でのニーズに合わせて映像を見ながら手軽に

表現やマナーを自律学習できることを目的とし開発中である CALL教材が、WEIV-BJ (Web Enabled 
Interactive Video for Business Japanese)である。 

 
3.2 内容 

WEIV for Business Japaneseは、ビジネスの機能・場面シラバスに基づき、１）自己紹介 (計８場
面)、２）あいさつ（計 20場面）、３）許可を求める（計 4場面）、４）依頼する（計 5場面）、
５）電話応対（計 4 場面）、６）アポイントメントを取る（計 3 場面）、７）招待を受ける／断る、
（計 4場面）の七つのカテゴリーから成る。各カテゴリーで対象レベル（初級、及び初中級以上）
と場面を設定し、約 50場面での短いモデル会話を作成し、映像撮影を行った。場面は、a. 社内の会
話か社外での会話か、b. 会話の相手が同じレベルの同僚か目上か、及び、c. 会話のテーマ／目的
（朝のあいさつ、名刺交換、書類に判子をもらう等）により、設定した。各動画は数秒から長くと

も３０秒以内で、コンピュータで、あるいはスマートフォンにダウンロードすることで視聴できる。
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日本語、英語字幕の表示を選択でき、その会話を理解する為に最低限必要な文法表現やビジネスマ

ナーの説明を表示することも可能である。例えば、研修生が取引先に電話で応対することになった

ら、すぐに電話の場面をスマートフォンで見て、適切な表現をビデオで確認し練習することができ

る。以下の会話は電話のカテゴリーの１場面である。ビデオを再生しながら、「席を外しておりま

す」という表現について説明が必要な場合、ヘルプをクリックすれば、以下の文法ノートが画面に

表れる。 
 

タイトル：4. Calling a client and telling that you will call him/her back  (Level 2) 

 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

文法ノート  
	 	 	 	 	 もう	 わけ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 せき	 はず	 

Honda: 	 申し訳ございません。ただ今席を外しておりますが。 
 I am sorry, but she is not at her desk now. 
 
席を外しております   is a humble equivalent of 席を外しています ‘is not in one’s seat.’  Other 
common expressions for explaining the reason someone cannot answer the phone, using 〜ております are 
as follows: 
 外出しております             ‘out of the office’ 
 休暇をとっております  ‘on vacation’ 
 病気で休んでおります  ‘staying home due to illness’  
 ほかの電話に出ております ‘on another line’ 

 
4.  今後の課題と展望	 
	 ここに紹介したプロジェクトでは、二つの異なる学習者のニーズ（初級学習者の授業外口頭練

習、と企業研修参加者のビジネス日本語学習）に答え、自律学習を促進する教材を開発すること

を目標とした。今後 OLIVEについては学習者へのアンケート結果をもとに、初中級以上のコー
スでの応用を模索できればと考えている。WAIV-BJは 2015年夏の企業研修参加者からのフィー
ドバックを吟味して更に改良を重ねる予定である。      
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恊働開発：大学のテクノロジーFD 研修を通して得たもの	 

Collaboration	 and	 Development:	 What	 I	 gained	 through	 University	 FD	 

Kazue	 Masuyama,	 California	 State	 University	 –	 Sacramento	 

米国大学のほとんどの日本語教師は外国語教育者の為のワークショップや大学で行われている

FD	 (Faculty	 Development)	 研修に参加しながら、各自そのテクノロジー能力を高めていってい

る。この発表では、まず FD 研修を通し知り合ったオンラインスペシャリスとの恊働開発ウェブ

ページ「Usagi-Chan	 Genki	 Resource	 Page」の 10 周年の試みについて振り返る。そして、近年

参加した FD 研修で得たオンラインディスカッションの Assessment	 Rubric の開発、授業への活

用、そして、その効果について考察する。	 

キーワード：FD、恊働、ウェブ開発、アセスメント、ディスカッション	 

	 	 サクラメント州立大学では、Center	 for	 Teaching	 and	 Learning	 (CTL)	 が	 Quality	 

Teaching（質の高い教育）を推進する中心機関となって FD 研修を進めている。「For	 Faculty,	 

by	 Faculty（教員のために、教員による）」という運営理念に基づき、教員同士の助け合いによ

る Teaching	 Support（教育支援）の体制を構築している。例えば、Faculty	 Mentoring	 Faculty

という教員メンターが、特に新任教員や非常勤の教員の指導にあたり、授業見学でビデオを撮り、

話し合いなどを通して具体的な教員のサポートを行っている。また、年間を通し「Teaching	 

Using	 Technology」や「e-Academy」という研修を行い、継続的に教員のテクノロジー能力を高

める機会を提供している。図書館ではオンラインサービスとして、授業運営と図書館資料をオン

ラインでつなぎ、学内・外のデータベースへの接続環境の整備や利用者への指導してくれる。ま

た、コースマネージメントシステムなどを活用した遠隔教育の開発、配信のサポート教育などが

あり、教員には数々の FD 研修の機会がもうけられている。	 

	 	 Usagi-chan’s	 Genki	 Resource	 Website	 は「げんき」という教科書の補助教材としてオンラ

インスペシャリストとの恊働活動の一つとして１０年前に開発したウェブサイトである。このサ

イトは minimalist	 approach に基づき簡素に作られている。また、データベースを使って開発さ

れ、ひらがな・カタカナドラッグ&ドロップ	 ゲーム、書き順ムービー（金井雅芳氏の雅芳サイト

へのリンク）、フラッシュカード、オンライン練習などを載せている。開発のきっかけとなった

のは、2002 年にオンラインスペシャリストが見学した	 私の授業であった。その授業では、ひら

がなの復習として 47 枚のひらがなの紙を机に並べる教室活動をしていたが、オンラインスペシ

ャリストが同じような活動をひらがな・カタカナドラッグ&ドロップゲームでできると提案し、

二人で恊働開発を始めた。まず、Flash、MySOL、そして PHP を使いページを作成し、ゲームが簡

単に楽しくできるように、ランキング、タイマーを設置するなどの工夫をした。ゲームだけでは

何か物足りないということで、その後 5000 を超える質問データベースを作成し、それを Usagi-

chan ページのオンライン練習問題作成に使うと同時に、大学の授業で使用しているコースマネ

ージメントシステムのオンラインクイズとして再利用した。コースマネージメント内では、多肢

選択、穴埋め、正誤問題など多様な出題形式を設定し、また、解答時間、受ける回数、学習内容
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に関する確認と結果が即時にわかるように設定した。過去 10 年間続けて行っている学生へのア

ンケートでは「いつでも、どこでも」気軽に受けることができるオンラインクイズへの

Usefulness 評価は非常に高く	 (80%以上の学習者同意)、自己学習を促したと言えよう。初級か

ら中級まで一貫してデータベースを使うことにより、カリキュラムが安定し学習者のリテンショ

ンへ貢献していると考えられる。このように Usagi-chan’s	 Genki	 Resource	 Website によって、

コースマネージメントの開発が充実した。さらに、このリソース、特にひらがな・カタカナドラ

ッグ&ドロップ	 ゲームは、米国、日本のみならず、うれしいことにヨーロッパ、アジア、中東の

人々にも広く使われている。	 

	 	 Web-enhanced	 courses を hybrid と total	 online に再開発していく試みとして、当大学で

は e-Academy	 という FD 研修機会が作られ、年間を通して研修が行われた。著者は第１回目

（AY2010-11）に参加し様々な分野の専門家との情報交換・相互教授の機会を得た。この研修で

は、バックワードデザインを通し trigger、explore、integrate、そして、apply	 and	 assess と

いった４つの流れの中でコースを再構築していった	 (Garrison	 and	 Vaughan,	 2007)。そこでは

オンラインシラバスの開発、E-etiquette、ビデオ講義の作成などがあったが、すぐに役立った

ものは、オンラインディスカッションの Assessment	 Rubric であった。オンラインディスカッシ

ョンは多くの科目、そして日本語教育でも使われている。当大学の日本語授業のオンラインディ

スカッションは英語・日本語で行われている。特に日本語１年では、英語による日本文化のリサ

ーチを行うことで、日本語や文化に対する興味・関心を高めることに力を入れている。この発表

では、学習者のディスカッションポストにおいて、クリティカルシンキング、新規性、長さ、質、

適時性、スタイルなどを考慮したアセスメントルーブリックを紹介する。そして、この

Assessment	 Rubric の開発によって、いかに学習者のポストが変化していったかといった実例と

学習者からのフィードバックに基づき、ルブリック採用の学習効果を考察する。現在	 (AY2014-

2016)、Faculty	 Learning	 Community という FD 研修に参加し、Association	 of	 American	 

Colleges	 and	 Universities が作成した様々な Value	 Rubric について学んでいるが、その中の

Information	 Literary	 Value	 Rubric も考慮しながら、Assessment	 Rubric を再構築しているが、

その試みも報告する。	 

	 	 今後も日進月歩のテクノロジーに対応する為に積極的に大学レベルの FD 研修に定期的に参

加し、オンラインスペシャリストや様々な分野の教師陣との恊働活動を通して大学レベルでの

IT リテラシーの自己開発を進めていきたいと思う。	 

REFERENCE:	 

Shea,	 Andrea,	 and	 Masuyama,	 Kazue.	 (2002).	 Usagi-chan’s	 Genki	 Resource	 website	 

(http://www.csus.edu/indiv/s/sheaa/projects/genki/index.html)	 

Garrison,	 D.	 and	 Vaughan,	 N.	 (2007).	 Blended	 Learning	 in	 Higher	 Education:	 Framework,	 

Principles,	 and	 Guidelines.	 San	 Francisco:	 Jossey-Bass.	 
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	 	 	 	 パフォーマンス評価－BlackBoard の活用と就職模擬面接の振り返り	  

ASSESSING JAPANESE LANGUAGE PERFORMANCE: REFLECTING ON 
JOB INTERVIEW SIMULATIONS USING BLACKBOARD 
梅田千砂子	 	 	 	 	 	 	 渡辺若菜	 	 	   	   	 	   	 	 	 	 伊藤俊也	  

UMEDA, Chisako 	 	 WATANABE, Wakana 	 	 ITO, Toshinari 
立命館アジア太平洋大学	  

Ritsumeikan Asia Pacific University	  
	 	   	   	  

In this presentation, we report on assessing Japanese language performance 
through reflecting on job interview simulations using BlackBoard. One of the course 
objectives in the career Japanese course is to achieve basic manner and 
communication skills for job interviews. In order to check students’ performances, we 
gave a job interview test, recorded the individual performance and uploaded it on 
BlackBoard. Students subsequently watched their own videos and reflected on their 
performance using a rubric composed of items that typically occur in a job interview. 
From the results of the students’ self-reflection, we found that they took responsibility 
for their own evaluation and noticed what they needed to improve their skills. 	  
本発表では、就職を希望する学部留学生 49 名を対象としたキャリア日本語Ⅰのコースで行

った就職模擬面接の振り返りの内容と効果について報告し、課題を検討する。このコースでは、

就職面接で必要とされるマナーや対応力の基本を身に付けることを到達目標の一つとしてお

り、達成度を評価するために就職の面接で必要とされることを評価項目として示したルーブリ

ックを作成し、模擬面接を実施した。模擬面接は録画して BlackBoard に保存し、ルーブリ
ックを基に、自らのパフォーマンスを振り返り、自己評価ができるように工夫した。このよう

な振り返りを通して、学生は積極的に評価に関わる姿勢を養い、自ら課題を発見し、今後につ

ながる学習や、行動の見直しをすることができることがわかった。	 

キーワード：就職模擬面接	 BlackBoard  パフォーマンス評価	 ルーブリック	 振り返り 

１．はじめに 

優秀な外国人人材の採用が日本企業において拡大しているが、日本企業に就職を希望する留

学生は、高度なビジネスシーンで日本語能力を発揮することが期待されており、まず就職活動

時に日本語で行われる面接に対応する必要がある。しかし、留学生は日本人学生と比べて就職

活動の理解、準備に時間と労力を要する。このような現状を踏まえ、筆者らが所属する機関で

は、就職を希望する学部留学生を対象とし、正規の日本語教育のカリキュラムの中でキャリア

日本語Ⅰというコースを提供している。このコースは、就職活動を支援するためのものとして

位置付けられ、日本企業独特の就職活動形態を理解すると同時に、自己分析や企業分析を通

して自分の能力、適性に合う職業について考察し、就職面接やエントリーシートの作成ができ
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るようになることをねらいとしている。本発表では、目標の一つである就職面接で求められる

マナーや対話力に対するパフォーマンス評価の実践について報告する。	  

２．コースの概要	  

キャリア日本語Ⅰの履修希望者は、就職活動をするために十分な日本語運用力が必要なため、

本学において日本語コースを 4学期受講して上級まで修了するか、それと同程度の日本語能力、

または EJU220 点以上を有することが履修条件とされる。コース修了後の学習者の就職内定
率が高いことから、履修希望者は非常に多い。	 

本コース、60 コマ{週 4 コマ(1 コマ 95 分)×15 週}の到達目標は主に以下の 5つである。	 

①就職面接や企業人との交流場面で適切なコミュニケーションができるようになる。	 

②ビジネスメールの基礎知識を身につけ、用途にふさわしいメールが書けるようになる。	 

③自分の考えや意見を論理的に組み立て、伝えられるようになる。	 

④興味のある業界や企業について分析を行い、必要な情報を収集することができる。	 

⑤自己 PR や志望動機を簡潔にまとめ、履歴書を書くことができる。	 
これらの到達目標を達成するために、1学期 15 週間のうち、前半は自分史に基づく自己分

析、敬語ロールプレイやスピーチ能力の養成を目指し、後半は、志望動機や履歴書の作成を中

心として、新聞記事読解や企業研究など様々な活動が行われる。その活動の中の一つが、模擬

面接とその振り返りである。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ３．パフォーマンス課題と模擬面接の振り返り	 

３－１	 模擬面接と振り返りの方法	 

本コースにおける模擬面接は、学期前半と後半に１回ずつ、面接官（教師）が学生一人ずつ

に対して７分間のインタビューを行うものである。模擬面接は録画し、BlackBoard にアッ

プロードした後、学習者はそれを見て、面接のやり取りをスクリプトに起こし、自己評価を行

った。BlackBoard のフォルダーへのアクセス権を、限定しフォルダーに登録された人のみ、

いつでもどこからでも視聴できるようにした。１回目の面接に対する振り返りは、面接時に求

められることを書きだした簡易版チェックシートを用いて、できたことを（✔）する程度の自

己評価を行った。一方、教師は、これまで５段階のスケールを使ってパフォーマンスを評価し、

点数と簡単なコメントをつけて学習者に渡していた。しかし、この評価方法では、５段階の数

字が何を意味し、目標を達成するためにさらに何が必要なのかを分りやすく説明することがで

きなかった。そこで、２回目の面接の前に、ルーブリックを作成し、これに基づき１回目の振

り返りを再度行った。ここで学生に、面接では何が求められるのかを確認させ、自らのパフォ

ーマンスの改善点への気づきを促し、それを次回につなげることを考えさせる活動を行った。

この活動の３日後、１回目と同じ方法で２回目の模擬面接を実施し、この録画ビデオも

BlackBoard にアップロードし、上述のルーブリックを用いて自己評価を行い、１回目同様

スクリプトも作成した。また教師も、同じルーブリックを使って、学習者のパフォーマンスを

評価した。  
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	 	 	 	 	 図１	 BlackBoard にアップロードされた同一学生の２回の模擬面接録画	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

３－２．ルーブリック 

ルーブリックとは、「ある課題をいくつかの構成要素に分け、その要素ごとに評価基準を満

たすレベルについて詳細に説明したもの」（Steven & Levi,2005, 佐藤監訳, 井上・俣野訳, 
2014, p.2）で、「課題・評価尺度（達成レベル・成績評価点）・評価観点（課題が求める具体
的なスキルや知識）・評価基準（具体的なフィードバック内容）のすべてを表形式で配置」（同

上 p.4）した評価ツールである。ルーブリックは、教師が単に学習の達成度を評価するツール
としてだけではなく、「評価の共通理解を図り、学習活動や自己評価の指針を示す上で、生徒

にルーブリックを提示することが効果的と考えられている」（鈴木, 2011, p.132）ことから、
学習者にとっても有効なツールである。例えば、学習者はルーブリックにより示された評価観

点と評価基準を見ることで、学習上のポイントを容易に把握できる。また、ルーブリックを用

いたフィードバックを教師から受けることで、何が達成できて、何が達成できていないのかを

具体的に把握できるわけだ。面接用ルーブリックの作成では、まず就職の面接で必要とされる

評価項目の洗い出しを行い、それらの項目を「話し方」「態度」「言語知識」の３つの評価観点

にまとめた。次に、それぞれの観点に「合格」「要改善」「不合格」の３段階の評価尺度を設定

したうえで、評価基準を定めた。このルーブリックは BlackBoard 上でも確認することがで
きるが、今回の面接の指導では、これを印刷して学生に配布し、学生は面接場面の録画を見な

がら、このルーブリックを基に自らのパフォーマンスの振り返りを行った。 

図２	 BlackBoard 上のルーブリック 
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４．結果と考察	  

学期末に在籍学生 49 名に対し、授業終了時アンケートを行った。そこで、パフォーマンス

課題の模擬面接の録画と振り返りについて、以下の 5 項目について尋ね、5 段階（5 とても役

に立つ	 4 役に立つ	 3 わからない	 2 役に立たたない	 1 全然役に立たない）で評価をしても

らった結果、すべての項目に対し平均 4.57 という高い数値が得られた。	 

・ビデオ録画をブラックボードにアップして振り返る活動は役に立った。(4.59)	 

・ビデオ録画の 1回目の振り返りは、2回目のインタビューに役に立った。(4.45)	 

・評価シートの項目は、インタビューに必要な能力を測るのに役に立った。(4.41)	 

・スクリプトの作成は、自分の対話能力の問題点や改善点への気付きに役に立った。(4.61)	 

・先生の評価とコメントは役に立った。(4.80)	 

	   	 １回目と２回目の振り返りからは、「目線や表情の問題、暗記したことを一方的に話して

いる、説明が長い、『えっと、あのう』の多用、練習不足」などの気付きが報告された。そし

て、今後の改善として、「準備を怠らず、新聞やニュースから語彙を増やし、質問を予測し簡

潔に答える練習をする、多様な人と積極的に対話する」などと具体的な提案がされた。一方、

教師は共通して「ルーブリックの指標によって何を測るかが明らかになり、学生が到達目標の

何が到達できたのか、不足しているのかについてわかりやすく学生に示せることと、主観的な

評価が避けられる」という点を評価している。	  

	 就職模擬面接におけるパフォーマンス評価の本取組みを通して、ルーブリックによる目標

到達度の評価指針やパフォーマンスの録画の振り返り、教師の評価やコメントは、学習者に自

らの達成度を把握させ、自己評価を促すことに有効であることが分かった。さらに、教師は学

学習者の具体的な到達点と改善点を共通に認識することによって、次のステップへの指針を段

階的に設定することが可能となった。	  

５．課題	  

今後の課題として今回作成したルーブリックの記述語の中には、意味が抽象的であり学者 

者に分かりづらい所がいくつかあったので、具体的に分かりやすい表現に書きかえたい。振り

返りの活動では、他の学習者のパフォーマンスを参考にしたり、お互いに意見を聞く機会を作

り、協働学習による学びを奨励したい。また、フィードバックでは、ビデオ録画、ルーブリッ

ク、スクリプトを用いて、学習者による幅広い気付きを促したい。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ６．引用文献	 
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通信制大学院における日本語教育の学びのデザイン 
－ICTの活用、文化研究との融合－ 

LEARNING DESIGN OF JAPANESE LANGUAGE EDUCATION 
AT GRADUATE SCHOOL IN DISTANCE ECUCATION 

－USING ICT AND UNITING WITH CULTURAL STUDIES－ 
 

保坂敏子，日本大学  
Toshiko Hosaka, Nihon University 

	 

概要：	 本研究では、ICTを利用して遠隔教育を行う「通信制大学院」の日本語教育関連科目の実践につい

て、学びのデザインの観点から報告する。この大学院では、ポートフォリオ・スペースを軸とする学習支

援システムとWeb会議システムの利用、それをスクーリングや面接指導などの対面授業と組み合わせるブ
レンデッド・ラーニングが授業の基本となっている。専攻レベルの目標は、文化研究と言語教育の専門性

の融合である。この枠組みの中で、当該科目ではリポート作成過程での掲示板を使ったピア・ラーニング

と、サイバー上のコミュニティ形成を試みた。このデザインは、ICT を利用した協働学習をある程度促す
が、社会人学生ゆえの問題が隘路となるようである。 
 
キーワード：	 通信制大学院	 遠隔教育	 ブレンデッド・ラーニング	 専門性の融合	 協働学習	 

	 

１． 研究の背景と目的	 
	 通信教育とは、地理的、時間的な制約など個々の事情で学校に通学できない場合に、郵便や ICTなどの
通信手段を使って行う教育のことである。教育の機会均等、社会人のリカレント教育、生涯学習などの理

念を実現する教育手段として、現在、ICT を利用した遠隔教育による通信制の大学、大学院は世界的に広
がっている。日本において、大学通信教育が学校教育法により制度化されたのは「教育の機会均等」を謳

う新憲法が発布された 1947年のことである。大学院の認可はそれより大分遅れ、1998年に文部科学省に
より制度化された。翌 1999年には 4つの大学で開設され、2003年からは博士後期課程の設置も認められ
た。2014年度現在、27の大学で「通信制大学院」が設置されており、学位を授与する正規の大学院教育と
して機能している。ICT の急速な進展を背景に通信制大学院は、日本でも次第に広まりつつあるが、その
教育の事態は、あまり明らかになっていないのが現状である。 
	 そこで本研究では、日本で最も古い通信制大学院の一つで実践している「日本語教育関連科目」を事例

として採り上げ、学びのデザインを分析し、大学院全体のレベル、専攻レベル、科目レベルに分けて報告

する。そして、その実践を通して浮かび上がってきた通信制教育における学びのデザインの課題について

検討する。 
 
２．研究の方法	 

今回研究の対象とするのは、日本大学大学院総合社会情報研究科（Graduate School of Social and Cultural 
Studies : Graduate Program in Distance Learning、以下GSSC）において筆者が担当する日本語教育関連科目の
学びのデザインである。この大学院は、1999年4月に日本で初めて開設された通信制大学院の一つで、博
士前期課程は3専攻8コース（国際情報専攻：経営・経済コース／国際（関係）・政治コース、文化情報専
攻：文化研究コース／言語教育研究コース、人間科学専攻：哲学コース／心理学コース／教育学コース／

医療・安全学コース）、後期課程は１専攻3分野（総合社会情報専攻：国際情報分野／文化情報分野／人 
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間科学分野 ）から成っている。本研究で採り上げるのは、博士前期課程の文化情報専攻・言語教育研究コ
ースの「日本語教育学特講」「日本語教育工学特講」「特別研究（日本語教育ゼミ）」である。文化情報専攻

のカリキュラムや各講義のシラバス、これまでの授業実践の振り返りを基に、インストラクショナル・デ

ザインで提唱されるPlan-Do-Seeの視点から、「日本語教育」をめぐる学びのデザインをできるだけ客観的
に分析し、大学院全体のレベル、専攻レベル、科目レベルに分けて検討を加える。Plan-Do-See とは、教
育へのシステム的なアプローチの3つの段階を指す言葉で（鈴木、2002）、アイディアを練って授業の計画
を立て、それを実行し移し、実践を評価して、その結果を計画にフィードバックするサイクルを繰り返す

ことにより、授業をより良い方向に改善できるとされている。本研究では、Plan-Do-See により、通信制
大学院での実践を検討し、課題について考察する。 
 
３．大学院レベルの学びのデザイン	 

	 研究対象である GSSC は、急激な技術革新や産業構造の変化という通信教育の大転換期において、最先
端の ICT 技術の活用が大学院レベルの効果的な通信教育の手段となり、遠隔教育の可能性を広げるという
認識から、高度な研究を希望する社会人を対象に研究の機会と場を提供すること趣旨に開設された。教育

目的は、以下のとおりである。 
 
	 	 	 科学技術の革新，社会制度の変革，知的パラダイムの転換等が急進展する状況下，現代社会の種 	々  
	 	 の活動領域で，高度な専門的かつ総合的な認識力・判断力をもってそれぞれの専門分野で指導的立場 
	 	 に立つ職業人の養成，及び既成の枠を超えて諸科学間の有機的な関連を獲得できる独創的な学問研究 
	 	 者の育成を目指す。ITの特性を最大限に生かして各人のグレードアップを図り，学際性と専門性との	  
	 	 両立を可能にする教育を目的とする。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （GSSCのHP	 http://atlantic2.gssc.nihon-u.ac.jp/info/purpose/	 ） 
 
ICT の特性を活用して学際性と専門性を兼ね備えた実践家・研究者を育成するという目標を達成するため
に、GSSCでは全専攻共通して以下の３つの学習方法で授業を進めることになっている。 
 
	 ①在宅学習（通信授業）→	 通信教育の最も基本となる学習形態。科目毎に指定された基本教材（印刷 
	 	 	 	 	 	 	 教材）を読んで、提示された課題について在宅で研究を進め、課題リポートにまとめる。	  
	 	 	 	 	 	 	 ポートフォリオ・スペースを備えた専用のリポート提出システムを使って作成したりポー 
	 	 	 	 	 	 	 トを担当教員に提出し、指導を受ける。 
	 	 	 	 	 	 	 	 ★利用システム：	 『manaba folio』（朝日ネットmanaba HP http://manaba.jp/ ） 
	 ②スクーリング学習	 →	 学生が一定の期間、大学に通学し、直接指導を受ける学習形態。 
	 ③特別研究（修士論文指導）→	 ゼミ形式で行う学習形態。直接対面して教員の指導を受けたり、他の 
	 	 	 	 	 	 	 学生と討論を行う「面接ゼミ」と、自宅からWeb会議・遠隔授業システムを利用して行う 
	 	 	 	 	 	 	 メディア面接授業「サイバーゼミ」の2つのタイプがある。さらに必要に応じて、一対一 
	 	 	 	 	 	 	 で直接対面して個別の「面接指導」を受ける。 
	 	 	 	 ★利用システム：『VQScollabo』（VQS ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ株式会社HP	 http://www.vqs-m.co.jp/learning/） 
 
この中で ICTを活用しているのは、課題リポートのやりとりをベースとする在宅学習とWeb会議システム
を使う「サイバーゼミ」である。これらの学習方法は、講義の映像を配信してそれを中心に学びを進める

タイプの学習活動に対して、ICTの通信機能を利用して指導することが重視されている点に特徴があり、 
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参加者同士の対話を通して学びを促すようなデザインとなっている。また、ICT を活用した学習活動に、
スクーリングと面接ゼミ、面接指導といった直接対面の授業が組み合わせられており、全体的に見るとブ

レンデッド・ラーニングが実現している。ただ、基盤となる上述の学習方法において、教員と学習者の双

方向のやり取りでリポート指導を行うことはできるが、それは教員と学習者の１対１のやり取りに留まっ

ており、学習者同士や教師など複数の者が有機的にやり取りできるデザインにはなっていない。この点、

改善の余地があるが、研究科全体に共通するデザインとしてではなく、個別の科目に学習者同士の相互作

用を促すデザインを取り入れることで、問題は解決するものと思われる 
	 現在、これに基づき、特別研究において「面接ゼミ」と「サイバーゼミ」を月に1回ずつ実施している。
香港、上海、キエフ、横浜と世界に点在しているゼミの学生たちにとって、「サイバーゼミ」はゼミ仲間と

の近況や研究経過、情報などの交換の場として、機能している。 
 
４．専攻レベルのデザイン	 

	 GSSCの文化専攻は文化研究コースと言語教育研究コースの２つのコースから成るが、その教育目的は以
下のとおりである。 
 
	 	 	 人類文化に対する深い知識・洞察力，及び自国の文化と言語に対する適正な理解を具え，しかも正 
	 	 確な外国語の運用力を駆使して異文化間の相互理解・認識を行うとともに，高度な文化的識見を正当	 	  
	 	 に継承し発信し，あるいは教授することができる文化・言語・文学のエキスパートの養成を目指す。 
	 	 総合性と地域性との融和を見据えながら，古代・近世・近現代を通じ洋の東西に相渉る文化・言語・ 
	 	 文学の領域をカバーする教育を目的とする。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （GSSCのHP	 http://atlantic2.gssc.nihon-u.ac.jp/info/purpose/	 ） 
 
この方針の下で 2 つのコースが共通の目標としているのは、多文化・多言語化する現代社会における文化
の諸相および役割を学際的かつ超域的に研究することにより、各地域・各領域における文化力を向上させ、

多様な文化間のコミュニケーションと連携、共生を推進する人材を育成すること、さらには、文化の翻訳

と伝達をキーワードに、文化間の相互作用、文化の混淆、文化の可変性が解釈でき、その解釈を他者と相

互交流させることのできる研究者を育成することである。この目標は、文化と言語の融合、文化研究と言

語教育研究を融合することを重視する立場から設定されたもので、カリキュラムにも異文化間コミュニケ

ーション論や社会言語学、メディア文化論など 2 コースの領域横断的な科目が含まれている。また、合同
で「面接ゼミ」や「サイバーゼミ」、合宿を開催して領域を超えて文化と言語の討論を行ったり、また、「文

化の翻訳」をテーマに、文化と言語教育のそれぞれの領域で、日本にいる教員と香港やシンガポールに在

住する学生が共同で調査や研究を行い、オープン大学院において共同で発表するなど、両者の専門性の融

合を試みている。専門性の融合については、ICT と対面をブレンドするという共通枠の中で、現時点まで
問題なく進めることができているように感じる。今後も引き続き、2コース共同で活動できる機会を設定し、
更なる専門性の融合目指しきたい。 
 
５．科目レベルのデザイン	 

科目レベルにおいては、必修科目のゼミ指導「特別研究」を除き、リポート提出システムを使った在宅

学習が中心となる。図１と図２はこのシステム「manaba folio」の画面である。学生は学期毎に指定された
基本教材を読み、提示された課題を基に在宅で研究を進め、課題リポートをまとめる。それをシステムを

使って担当教員に提出するわけである。図１は各学生のリポート提出状況が確認できる画面である。リポ 
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ートに対する指導のやりとりは、実際にはこの画面にリンクしている個別対応用の掲示板で行われる。

そのやり取りの回数は図 1 の画面に記録される。学期毎に指定された基本教材に対して課題リポートを 2
つ書くことになっている。学生は 1科目につき 1年間で４本のレポートを書くことになるが、個別対応の
掲示板だけでは、同じ科目を履修する他の受講者との相互作用は起こらない。それぞれが全く孤立した状

態で学びを進めることになる。そこで、リポートの推敲課程で、図２のページに提供されている登録者全

員が参加できる掲示板（図 2 の左下）に各自のリポートを公開し、全員参加のピア・レスポンスを実施す
る計画を立てた。 

	 図1	 リポート提出確認	 トップページ	 	 	 	 	 	 	 	 図2	 科目トップページ 
 
2014 年度に「日本語教育学特講」「日本語教育工学特講」でピア・レスポンスを実施した。ピア・レスポ
ンスを始めるにあたり、全員参加用の掲示板を使った受講者同士の自己紹介を行った上で、言語教育関連

のトピックとして「フランスにおける中国語教育」の記事を紹介したところ、掲示板上で盛んな意見のや

り取りが行われた。そこで、サイバーシステム上に「ことばと文化」を考えるコミュニティ形成し、科目

の内容に関わらないテーマでの意見と情報の交換は、コミュニティで行うこととした。つまり、基本教材

に関するやり取りする場と、研究関連の自由なテーマでやり取りをする場を区別するデザインとした。ピ

ア・レスポンスを実施した結果、サイバー上での他の学生とのやり取りから多くの気づきが得られた、他

の人のレポートが参考になった、サイバー上で一緒に学ぶ楽しさが味わえたなど、肯定的な反応が見られ

た。一方で、発言者に偏りが出るなどの問題も明らかになった。さらに、リポートの提出が締切り間近に

なるケースも複数人、複数回見られた。発言が偏ったのも、リポートの提出が締め切り間際になったのも、

仕事が忙しくて活動自体が時間的に難しかったり、協働活動が負担となっているのかもしれない。この点、

検討の上、改善案を考える必要があるだろう。 
	 

６．まとめ	 

	 以上、通信制大学院における日本語教育関連科目をめぐる学びのデザインを 3 つのレベルに分けて検討
した。その結果、対象の大学院では、全体的に ICTの通信機能を十全に使ったブレンデッド・ラーニング
が行われているが、学習者同士の相互作用の要素が不足していること、それは、科目レベルで社会構成主

義学習観に基づく協働活動を導入することである程度解消されるが、その学びのデザインは時間に制約が

あるため、社会人の学生にとっては負担になりかねないこと分かった。今後の課題として、検討したい。 
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