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ベルリン自由大学日本学郵 門脇 温子

早幡 由加里

i はじめに

本報告は､ベルリン自由大学東アジア研究所日本学科の日本語集中コレス E;1993年度)

I-I-汁l?､通常の授業に太る蔀に行った ｢全体軒i-i7ローナ｣による辛複名 ･片夜宴の導L･-.,し

入､仮名表記法､及び発音指導の授業報告であるC く注 目

ここでいう全体的アプローチとは具体的には ｢Suggestpadia｣の授業形態 ､

｢veTboてOnalMethod｣による発音指導､教材としてほ ｢kana-iempTOgraIP.m｣

(Japonikum,Bc,chum)を指すO

従来､当日本語コースでは平仮名と片仮名の導入は発音練習を中心とした簡単な指導に

とどめ､文字の習得は各学習者の自習に委ねていたOそれは限られた時間をできるだけ多

くの文法事項の指導と練習に充てたいと考えたためである｡またh.平榛名と片仮名の両方

を最初に導入するのではなく､始めは平仮名だけを教え､片仮名はその亀週間複､学生が

ある程度平仮名に慣れた頃に導入していたOこれは学習者にとってまったく新 しい表記手

段である仮名を､しかも2種類の表音文字を束期間に覚えることで､両方の文字が混同し

て定着が遅れることを懸念したた軒ぞある｡

つまりこの方法で時間を節約し､学生の負担を軽減し､効果的な定着をEi指したのでは

あるが､蘇巣として､どの点についても十分には目的を達成できなかったO文字の習得替

自習にしてしまうことで､確かに教科書の文型､文法指導をすぐに始めることができるの

で､少しは時間の節約になったかもしれない｡しかし､授業で文字の指導を十分にしなかっ

たた軌 文字定着にばらつきが大きくなったこと､一つ一つの字形が整うまでその矯正に

費やす時間が決して少なくないことなどを考えると本当に効率のtJlい方法だとは言えない｡

次に､学生の負担の軽減や効果的な定着という点でも間藤があったO平仮名の自習はコー

スの始めに行うので､それほど間蓮にならないが､片仮名が導入される時期､コース開始

後8週間目というのは､学生個人個人の学習法がまだ確立出来ていないことが多く､それ

まで習った文法､語嚢､それに的100字位になる漢字を消化しきれていない状態の者が多

い｡そこへ新たに46字の片仮名を自習にするというのは､大きな負担であったようだ｡と

いうのはコースが終わる頃になっても満足に片仮名が読めない､書けないという学生が少

なくなかったからである｡

では､どんな方法をとれば短時間に教師の数を増やすことなく､70人という大勢の学習

者に平均的かつ効果的に仮名を導入できるだろうか｡そのような課題を抱えて方法を模索

している時に､サジェス トペデイアとその教育理念に出会ったのである｡ (注2)それは

教育技術を求めていた私達に､技術以前の間違 ｢教育理念｣の転換を迫るものであった｡

韓年1993年度は､その新 しい教育理念に沿った教授法､敦樹で仮名導入を試みた｡
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2 全体的アプローチについて

言語形式の習得を目指した ｢伝統的学習法 ･教授法｣に対して､言語を人間関係を成立

させるための手段としてとらえ､言語使用の習得を目指す ｢新しい学習法 ･教授法｣が捷

唱されて久しい｡その ｢新しい学習法 ･教授法｣の中にあって､全体を単に個の集まりと

してとらえるのではなく､全体をそのまま一つの有機的な存在としてとらえ､それを活か

そうとする姿勢において共通するするものが見られる｡そのような考え方に基づ く教育理

論をここでは ｢全体的アプローチ｣と呼ぶ｡例えば ｢suggest-padia｣では､学習者を全人

格的にとらえ､顕在意識と潜在意識の稔合的な活用を目指す｡ つまり､学習過程におけ

る情報は顕在意識と潜在意識の両方に吸収されるということに注目し､意識的に伝わるも

のだけでなく､学習環境や教師の態度などの半意識的に伝わる情報にも十分配慮 し､潜在

意識を効果的に活用する｡

3 全体的アプローチの学習法及び教材について

サジェス1､ペデイア (stlggeStpadia)

1960年代にブルガリアの心理学者､精神病理学者､ゲオルギ ･ロザノブ

(Dr.GeorgiLozanov)が ｢暗示学｣ (suggestology)に基づいて体系化した学習理論である｡ロ

ザノフは ｢暗示学｣を ｢自分､または他の人の力によって､人間の持つ潜在能力を解放 し､

開発する方法の科学｣と定義している｡また ｢人間が生来持つ潜在能力 (記憶力や創造力)

は､社会通念や規範の影響によって制限されている｡(抗暗示障壁/Anti-Suggestive

Barrier)しかし､その制限された潜在脅肋 は暗示によって解放し､開発することができるO

(脱暗示/De-suggestion)｣という｡

サジェス トペデイアはこの ｢脱暗示｣によって､本来の記憶力や創造力を発揮 させ､短

期間に多量の情報を吸収することを可能にする学習理論であり､次の三つの原則に基づい

ている｡

1.学ぶことの喜び､緊張からの解放､精神的にリラックスした状態における集

中力の高まり

2.顕在意識と潜在意識の総合的な活用

3.潜在能力の解放-大脳の左半球 (情報を理論的に受容する)と右半球 (直観

的 ｡創造的に機能する)をバランスよく活用することによって行う｡

(｢サジェス トペデイア学習理論に基づく授業効果の一考察｣Setsukolkiより)

べルポトナル法 (verbo-TonalMethod)
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ユーゴスラビアのペタ)!v J ･ダペリナ 津etc-TG-ubeTi舶)惑聴 覚障害者教育および外国語

教育の研究､実践を適して確立した音声知覚教育の教授法である｡

その特徴は､人筒の使う音声記号の生成を局部的な調音点､調音法に限定せず､言語習

得をプロソディー,身撮 り､態度､感情などの全体構造体系の枠組みでとらえるところに

ある｡｢身体リズム運動｣と呼ばれる音声の生成を助けるような動作とともに発音練習を
帽 i:
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相好かhein一関esもfa皇統)で開発された仮名自習周の教材｡平仮名､片仮名を効率よく学習で

きるよう工夫されている｡平仮名は､そg)音と同じ音 (あるいは似た者)を含むド車プ語

のことばをその中に平仮名の字形を右メ-ジ揖乗るようにデザインしたイラス 'pで遼示す

義,:,そそ鋸ご車プ語形ことばが音と字形の記憶を支える(,片仮名の場合はその昔を含む外来

語をやはり､その絵の準に片仮名の字形を見な3だせるよ3日ニデザインEJで費藤する｡例え
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4 かな導入実際の手順

このかな導入前に学生はドイツ人講師より約90分､日本語表記についての説明を受けて

いる｡教室の机は片付けられ､壁には当日扱われる学習事項のポスターが貼ってある｡

-日日 ひらがな導入

授業の手順の説明 新しい形式の授業なので､そういう形式に慣れていない学習者のた
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捌 こまずサジェス トペデイアという学習法について説明するO さらに具体的にその
睦憩!Jごみに各ン1-∠み帽7;̂す_2141､i,睦闇患っ毛言･オJII.Il■~【I一一L-1N'ーの′LpTヽ､Jq'TVく⊥rllJI■1J外 -ヽ′Jヽブo

ce-TiteTing 教師の誘導によって学習者は音楽を開きながら清春を集中させ､心を落ちつ

かせるoここでは効果的な学習の妨げになるス トレスや不安感を取 り除くことが目

的である｡また､これから始まることへの心の準胤 その日の学習事項の暗示など

も行えるo

Concert1+'2 音楽を背景にOHT'を使って ｢仮名プログラム｣の絵を見せながら平仮

名46字を1部と2部に分けて導入するO教師 まその平仮名を発音 し､その昔と字形

を連想させるドイツ語を含んだナレーンヨンを加える.〕

50音図によらず､やさしい字形のものから始まっているQ

Repro-Phase (反復凍習)ここで学習者は自分で実際に字を書くことになる｡

教師が大きな筆で細に書き､皆は立って大きを身ぶ りで空中に書くO

串 背中書き パ､バ ナ ー を 見 つ け て お 互 いの背中に書き合 っ て 書 かれ た 字 をあて る r

EiavuTatioIL 簾 庸練習) 例えば名刺交換会

ローマ字で挨拶文 kon'nichiwa deslユ を導入し､平仮名 か - ド

を名刺に見立てて学習者が交換 しあう｡

箪 50音園搾 りt-, -遺言3交換が行われたのを鬼畜蟻 って狛ラ音寓 を完成 させるC

ここで文字と発音の額介 _ 濁音__.半濁音の孝夫

平仮名表記法を導入するO 既出の挨拶文を使ってL7-マ字から平版名文

鎚 に変換する｡

その他のElavoTationとして 三 ペアワーク (字形認識)

かるた取 り 背中書きレース など

Integration 最後にまた音楽を聞きながら､その日学習した事柄を総括する｡

教師は重要な学習事項を順を追って学習者に思い出させる｡学習者はもう一度その日

の授業を振 り返 り､自分にとって重要だったことを再認識する｡

巨 蒜 ｢ 蒜 言詣 司

ひらがな復習 ペアワーク プリント使用

巨 人が平仮名語を読み､相手はそれを普くというような練習)

Concerti 17字 (平仮名と字形が似ているもの､またはその一部であるもの)

OHPでその平仮名とカタカナを重ね合わせて見せ､平仮名のシー トを取 り去りその

片役名の字形の特徴をいうO
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concert2 29字 平仮名導入と同様に外来語が絵になっていてその字形を含んでいる

もの｡

Elavoration 片仮名表作り､ペアワーク かるた取 り パートナー探し

三日目､発音 ･読み練習

アクセント､柏の説明 物音 長音 促音 擬音 の導入｡

学習者は各々一つのモーラを担当し､こちらが言った単語を構成する字を持ってい

る人は前に出てきてその語をつづる｡そこで特殊音を具体的に説明する｡例えば促

音担当者は後ろ向きになったりして視覚的にそれを表現する｡アクセントの高低は

そのモーラ担当者が立ったりしゃがんだりすることによって視覚化するD

片仮名特有の物音を含む50音図を碍介する (OH戸)

片仮名50音図のプリントを配る｡

Eiavoration 世界の都市名を読んでいく｡ 4人一組のグループをつくり､自分たちの名

前を片仮名で書 く｡ 写真ギャラリーーなど時間があればやる0

5 おわりに

今回実際に仮名導入コースに参加した参加者数は60名を越えていたO三日間､約 8時間

を使って平仮名､片仮名､正書法及び発音を導入してきたわけだが､さて､多数の学習者

を対象に平均的かつ効果的に仮名を導入するという私達の当初の目的はどの程度果たされ

たであろうか｡

細かく分析調査をしたわけではないし､他に考慮すべき要因もあるのだろうが､日本語

集中コース担当の教師全点 (5名)の受けた印象では例年に比べ､学習者の仮名定着は非

常に早かった｡それに字形も早い時期に整った｡また懸念されていた平仮名､片仮名の同

時導入による字形の混同も皆無ではなかったが､以前よりむしろ少ない方だったといえる｡

平仮名 ･片仮名同時導入は最終的に学習者の負担を軽くするという点で良いと思われる｡

つまり､最初からそれぞれの文字の機能が明確に区別されて示されるので､従来行われて

いたやり方､初め平仮名で読み書きしていた外来語 ･外国名を後に片仮名に置き換えてい

くという無駄なプロセスが省かれるからである｡またベルボ トナル法を使って行った三 日

目の発音練習が学習者の印象に強く残ったようで､その後も彼らはアクセント､プロソディー

､リズムに興味を示 した｡これも仮名習得が自習になっていたそれ以前の学生には見 られ

なかった態度である｡

この仮名導入は､文字は基本的に一人で習得するものという既成概念を離れ､学習者の

積極的な参加を求める点で新しいといえる｡教室では自習では到底できない練習場面を含

め､視覚的､聴覚的､かつ情動的な導入形態に徹底 し､また仮名は難しくない､面白いと
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いう環境作 りも目指 し､ ｢脱暗示｣を計ったつもりであるO この試みは参加者におおむね

肯定的に迎えられ､日本語コはスをずっとこの形態で熟 すて欲 しかったと希望する者もい

た｡今回､目だったのは文字定着における学習者間のばらつきが小さくをったことである

が､これは彼 らがグループダイナミックスを活用することを覚え､グループが生み出すエ

ネルギ山を使って効率よく学習 した結果ではないかと思われるO三の試みの意義はそこに

集約されるだろう｡

さらにいえば､初期の段階での ｢楽しい学習｣環境作 りは確かに日本語学習全般への緊

張感を和 らげる助けになり､ま;･･な学習者間､それに教師と(,9間に和やかを雰轟気が穀し出

され､その後 もこのグループは指導が LやすかったOサジェス 巨 デヾイアの学習者を全人

格的にとらえる姿勢の素晴らしさが証明されたわけである｡

私達は今回幸いにも目標を達成したと評価 している｡教師にとっても学ぶところの多い､

意欲をかき立てられる試みであった｡

lt注目 サジェス トぺデイアによる仮名導入は山河がヒネッ夕顔子博士が1993年i蛸

にベル リン自由大学にて行ったサジェス トペデイアによる片仮名指導の授業

を参考にしたく)また､私達の試みについて貴意をご意見､ご助言をいただい

たことをここに記 し､感謝するo

(注2巨すジェス トペデイアの授業方法の実際はSK王yiJL王nstitut(BammentaiLei

妄ieideibeTg,)の基礎コー-スを受け､その方式を応欄 した｡,
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