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ーコミュニケ-ションのために書く-
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非常勤 小松知子

i-1 四技能の中の ｢書く練習｣

オーディオリンガルからコミュニカティブアプローチへの発想の移行の中でー ｢正確さ

(accuracy)｣と ｢なめらかさ(fluency)｣の両方の練習のバランスの重要性か一つのキー

ポイントであることは､もはや異論の余地はないと思われる｡会話の練習はもちろん､聴

解練習､読解練習においても､ ｢精読/聴｣ ｢速読/聴｣のバランスを考慮に入れた練習

を心掛ける傾向になっていると思う｡ところが､こと書く練習においてはどうだろうかO

｢文章表現lという科目を担当するrとになってh_書く練習のための教材を調べてみると､

そのほとんどが書き方の ｢作法｣を ｢教える｣ための ｢作文教育｣であった｡

また､その方法は伝統的な ｢語章一文型-モデル-作文｣といったものがほとんどで､

与えられた文法,文型に従って短文作り､そして質疑応答やディスカションをしたあとで

自分の考えをまとめるといった手順である｡そこには実際生活に起こりうる様々な目的を

持って書くという考えは見られない｡書くテーマは ｢私の～｣､社会間者に対する意見､

そして ｢論文｣のどれかであるOフィードバックとしては､読み手は常に教師なのでー間

違いか直されて遮ってくるということになる｡それは口頭練習で言えば､一大スピ-チの

ためにパタンドリルを繰り返させられているに等しいのではないだろうか｡そしてーその

スピ-チを聴くのはー最後に間違いを直す採点者である教師一人なのであるG

実際､ ｢文章表現｣という授業を始めるにあたって､学習者たちの緊張は ｢何かを書か

される｣というものであった｡自分自身の生活を振り返るまでもなく､ごく普通の人の日

常生活の中で､ものを書くという比重はかなり低い｡学習者の必要意識も日本にいればま

ずは ｢聴く､話す｣次いで ｢読む｣最後に ｢書く｣である｡また実際に時間も ｢書 く｣が

一番かかる｡自己表現方法としての ｢話す｣と比べると ｢話す｣がしぐさ､場面､相手の

反応などに多く助けられるのに対し､ ｢書く｣は孤独な言語行為と言ってもいいかもしれ

ない｡書く練習こそ､他の練習同様に ｢書くという言語生活｣をよく認識した上で工夫さ

れなければ､必要ない､時間がかかる､難しい､面白くないという四重苦､五重苦になっ

てしまうのは当然なのではないだろうか｡

1-2 コミュニカティプに書くために

①何について書 くのか

②どのように書くのか

③何のために書くのか

④誰に書くのか/誰が読むのか

⑤いつ､どこで書くのか

⑥どのくらいの時間で書くのか

これまでの ｢作文教育 ｣では､①および②のみに重点が置かれている｡しかし､コミュ
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ニケ-ションを重視するなら､梅の練習と同様のアプロ←チ､つまりなるべく現実牛活に

近い状況を設定することが必要である｡そのためには③と④を無視できないはずである.-.

また､(1)､②の問題についても､動機づけとして最もデリケ- 卜な問題であるO私自身

これを初めて意識したのは日本語教育学会のワ--クショップ (青木直子先生)のときであ

ったOその後､学生と作文のテーマについて話し合ったことがあるが､全く様々な意見が

乱 大変興味深かったt｡自分が書かされる身になれば.たやす く気がつくことも､--旦教

える側に回ると忘れてしまいがちである.

我々教師はこれら①～⑥を意識してテ-マを与え (叉は与-えず)書かセているだろうか

作文をいつも試験問題のように考えてはいないだろうかOそれを問題提示する形で今珂の

り-クショップを試みた｡方法としてほ上記ワ--/F7ショップを参考にさせていただいたL-,

2 ワークショップ

2 !㌔i 作文体験

作業 ① 次のヨつの課題の中から､学習者{_t)立場で自分がやり/g=いと恩っ轟鷲を選び､

その理由を十五分間で書けるだけ書いてください G

② できたらhグルー-プご回し読みをレ亡爵し食ってくだきい｡

毒瀬 丑 この絵がどんな絵か､なるべく-那 /く播写しぐは 紳 Oできたち､､ ,も､トず …

つ書いた文を読み上げます｡臆の学生はそれノを帝いて､いくつかの絵の中から

どの絵についての文か当てますG

2 〔ペアをつくるか､無作為に名前を書いた紙を引かせる〕

作業 長 ここで知り合った～さんに､帰国後､手紙を書きます｡ 自 由 に 書 いて結

構ですが､手紙の中で5つ以上の頼み事をしてくださいO

〔書いた手紙を交換/相手に渡す〕

作業2 手紙を読んで返事を書いてください｡ただし､手紙に書かれている頼み

事を蔓コ貼 断ってくださいO理由をつけるなどして､なるへく丁寧に断 j

ってくださいO 】

〔返事を交換し読む〕
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課題3 次の6つの質問に答えてくださいoまず､下線の部分を写してから､続けて

答えを書いてくださいOできたら､先生が一人ずつ読み上げますから､誰か書

いたものか当ててください0

1. も_k 旦逐語教師i竣 ユていなかったk 何になっていたと思いますか0

2. あなたにとって畳も教えにくり学生は ､ どんな学生ですか0

3.迦塞娃何才のときでしたか0

4.皇皇並変われる土地 _次娃何に生まれたいですか｡

5.好きな言葉は何ですか｡

69 もし､地球が明日爆発するとしたら､今日残りの時間に何をしますか｡

2-五一2結果

ワークショップには 呈4人が参加してくださったが､残念ながら4人の紙を紛失してし

まったため､ 旦0人の答のみ報告するo

課を 且を選んだ人 ｡｡匂｡4人

理由｡コミュニケ-ションをするために､絵などを描写する技術は必ず役に立っO

普段ロールプレイやその他のテクニックで教えることのできない表現を使用さ

せることができる｡この3つの課薯の中で一番合理的な課題だO

｡絵を見て具体的な状況がわかり､それを記述して相手にわからせる訓練になるQ

また絵が単純なので自分でいろいろと想像できるし､心理的なことを言う練習

にもなる｡

･絵を見て説明する場合､単に言葉を並べればいいだけでなく､必要な言葉を選

ぶ必要があるため｡

･(理由未記入)

課題2を選んだ人 ｡･｡｡4人

理由･手紙を書くことは実用的でいい｡頼み事をする､断る/引き受ける等の表現を

学ぶことができる｡難しいと思うが､実際の生活には役に立っのではないか｡

･自分の日常生活の中での発想に近くー強制とか制限とかを感じないので､ リラ

ックスしてできそう｡相手が一人なので､気張らず､恥もかかないで済む気が

する｡

･細かい指示はともかく､目的を持った言語行為が要求されているので､適切だ

と思う｡

･読解と作文を同時に行うのは､本来の言語活動に近く思われる｡また書いてい

るうちに､論旨を変えてしまうことができる､あり得る､という点も魅力的で

ある｡

課題3を選んだ人 ｡･｡｡2人

理由｡答えに自分の生活背景が出てくるからおもしろい｡

中ポーランドに来て､皮肉を言うことが好きになったので｡
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寒梅のものを選ばなかった理由としては､以下のものが上げられている∩

課題 且を選ばなかった理由

｡凡庸でつまらない｡

さ与えられた絵を見ても､特別なイメージが浮かばず､消極的気分になるC

｡書く､聴くの能力を働かせて勉強できると思うが､間違った文を読まれてしま

うのは斡ずかしいと思う学習者もいるかもしれない｡嚢族呼称の復習にはなる

と思う｡

由やるへきことが､擾味なので学習者がとまどう恐れがあるC

4自分の作ったストーリーがきっと気に入らないから､だめo

課題2を選ばなかった理由

･日本語において､斬るときは相手の気持ちを傷つけないようにとか､いろいろ

気配りをしなければならないOまた教師もそれを望んでいることがミエミエで

あるC丁寧に断ることが日本語運周能力があると見なされるOこういうcljはな

んだか教範の意図がこちらから簡単に箆しぼかられていやだ.,最近こういう会

話に疲れているので､こういうのはやりたくないs斬るときは､ただ 言 rイ

平茸｣ [ダメ萱)と言いたいO

色手紙を書 くのか若手だ か ら だめ｡

課題3を選ばなかった理抱

4文脈が与えられていないから｡かなり人工的な作業になってしまいそうO

む山方的に与えられた質問に答えるのは､強制されている気がする｡質問内容も

あまり告分に魅力がないし､璽すぎてつまらないO

｡だれが書いたものかを当てるには､お互いにクラスのメンバ-を知らなければ

できないので､クラスの雰囲気ができていないと難しいだろうと思う｡空想し

たり自分のプライバシ-なことを話すのはい僻と言う人もいるかもしれない(,

中命題が汎文化的であるように見せかけているが､実は日本の四畳半的な狭苦し

さを感じ､すべての問題が回答不能だ0

2-且-3 発展

教師の目､言語学者の目から離れられない人が多いが､それも一つの特徴として､作文

の内容それ自陣は大変興味深いものとなったOにもかかわらず､活動とその後の発展はこ

ちらの意図通りには進まなかった｡

まず､ ｢15分で書けるだけ書く｣であったのに､ほとんどの参加者が7分ほどで止め

てしまった｡また､回し読みをしても､こちら側に正答､説明を求めるという様子で､グ

ループ討議が行われず､参加者同士での充分な感想､意見交換の場が持てなかった｡

この会議での唯一のワークショップであったため東の切替えが難しかっただけでなく､

机の配置の悪さや指示の不徹底など､はからずLも､活動スタイルに慣れていない学習者

を上手くコントロールできない教師の典型を示してしまったことになるo

それで､ここでは全体の場で聞かれた声として､次の二つを報告するにとどめる｡

｢15分で書けと言われてすごく緊張した｡ ｣

｢みんなの考えがこんなに違うとは思わなかった｡｣
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2-2 その他のアイディアの紹介

日本語国際センター長期研修で試みたアイディアのいくつかを紹介した｡ここではー柏

手の存在を意識して書くということを着眼点としたものを中心にした0

それぞれには以下のようなタスク (ブイ-ドバック)が課せられているO

① 読んで当てる (絵を描写､6つの質問､他人を自己紹介､悪魔の辞典)

② 読んで問題を解く (本当の意味と例文はどれ?)

③ 読んで続ける (リレー物語)

④ 読んで返事を書く (条件付き手紙､日記)

2-3 授菓評価の方法の一例

同長期研修において､学期末に学習者にしてもらった授菓評価の例を紹介し､その意味ー

結果等を簡単に説明した0

3 ワ-クショップ まとめ

｢面白く､楽しそうだけれど目的がハッキリしていない｣というご指摘があった｡目的

は第一に ｢コミュニケ-ションのために書く｣つまり､過剰に正確さ､正しさ､上手さを

目指すあまり進まない筆を､伝えることを目指してすらすら書くように習慣づけるという

ことである｡それで､ここで紹介したアイディアは､学習者の書くことに対する緊張をほ

ぐし､書こうという動機を高めることを強く意識している｡ ｢知りたい｣ ｢言いたい/香

きたいj という気持ちがコミュニケーションの出発点だと考えるからである｡

また同時に､次のような点が目標とされている｡

①量的にも質的にも負担の限られた様々な文章を楽しんで書くことでー話し言葉と書き言

葉のバランスのとれていない学習者 (話し言葉でしか書けない学習者や､過剰に堅い書き

言葉を使う学習者)が､場面に相応しい文休を徐々に自然に学ぶようになる｡

②真っ赤に直されることではなく､書き慣れることにより自信が持てるようになる｡

③発想を豊かにすると同時に､その文化的違いをお互いに学び合うことができる｡

そして､当然ながら､これらの練習は､目標の明確なコースの中では ｢正確さ｣に重点

を置いた練習とのバランスを考慮した上でなされることによって､効果を上げ得るものと

考えている0

4 最後に

自分自身が海外に派遣されていたときの経験を振り返り､漠然とした理論や説明より具

体的なアイディアの方が役に立っのではないかと考えて､ワークショップを初めて試みて

みたOアットホームな雰囲気の中であったにもかかわらず､諸先輩の中でする緊張感もあ

って､不備が多く説明も拙く､成功したとはいえないが､参加した先生方から貴重なご意

見がいただけたことが私にとっての成功だったといえる｡

今回の会議では各国事情 ｡磯関報告に加え､研究発表､教授法/案の紹介があったか､

今後も各国の日本語教師のニ-ズに合った､ますます有意義な会議となり､長く継続され

ることを期待している｡
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