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アダム ･ミツキェヴイチ大学 ジョンデクな ぎさ

0 はじめに

本稿では筆者が1992年から行っている新聞の速読練習について報告 し､今後の教育法の

改良にむけて検討 を加える｡(1)

1. 参考授業について

1.1 概要

対象者 : アダム ｡ミツキェヴイチ大学 日本学専攻 3年 6名

期間 : 1992年2-5月

時間数 二 日本語実習全通6画のうち､遍1画90分 ×12通 計100分

目的 : 生の新聞を辞書なしに効率的に読むス トラテジーを身につける

学生の日本語学習背景 三

1年次 東外大 『日本語 Ⅰ』 久山､UAM 『日本語の書き方』 (表記)

2年次 同 『日本語ⅠⅠ』 凡人社 『ロールプレイで学ぶ 日本語』など

久山､UAM 『日本語の書き方』 (表記) 選択資料 (翻訳)

3年次 他の時間に 『IntegratedSpokenJapanese』他使用､討論､翻訳､表

記の演習あり｡既習漢字は開始時に900字程度｡(2)

1.2. 授業開始時の間違点

対象の3年生は､2年次から新出語嚢をすべて辞書で調べて予習 し､試験期間までに習

得する習慣 をつけていた他､独立 した授業である1年次からの表記演習で学んだ漢字900

を合わせるとかなりの語菜量 を有 していたといえよう｡また､これも独立 して設け られて

いる2年次からの翻訳の授業ではマスコミや分野別の生のテキス トを精読する訓練 を受 け

てきた｡ しかしなが ら､逐語読みのみをおこなってきたため､ほとんどの学生が未習語嚢

にあたると読み進めないという非実用的な読み方しかできなかった.そこで､学生 の要望

も強く､また日本学専攻の学生にとって速読の技能が不可欠 といえる新聞記事を教材 とし

た｡

2 新聞を読むことの目的

いうまでもなく､我々は読解にあたってその目的に相応 しいさまざまなス トラテジーを

使い別けている｡文学に限って見ても､俳句を味わう場合 と推理小説を読む場合では違 っ

た読み方をしているであろうし､同じ小説を読むにせよ､楽 しみのために読む場合 ､その

小説を基に民俗学の論文 を書こうとしている場合､また､日本語の語桑や文法を学習 しよ

うとして読む場合では読み取ろうとする対象や読みの深 さが異なっている｡

我々が 日常新聞を読むとき､その目的は大抵自分に直接 ･間接に関わ りのある情報 の収

集であ り､興味のない部分はどんどん捨てて行 く作業をおこなっている｡選ばれた記事 を

読むときにも､文のパターンや語糞がかなり限られているので､キーとなる最低限の語嚢
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さえ把塵すれば読みの目的である事実情報の獲得は達成されてしまうことが多いと言えよ

つ｡

筆者はポーランド人の学生ならばポーランド語の新聞をよむた掛 こ同様のス トラテジム

を使用しているはずであることを前提として授業を開始 した｡したがって､ここでは日本

語の新聞の読みをーそれまでのような日本語の語童 ･文法学習ではなく､ r新聞の読み｣

の実際へと引き戻すことに重点をおいたO学生にはあらかじ妙その趣旨を述べ､また､新

開は読んだら塵紙交換に出す ものなのだから､授業で億周した記事は読みたかったらうち

で読んでもよいが辞書を引 くのは厳禁､記事の語桑も試験にはとくに出さないと宣言したo

rlL3)

3∪ 手順 -指導例

読解の過程は A読む前の活動 (読解に不5T欠である語嚢 ｡文法 ①背景知識の習得､読

きく分けられるo当機関の読解練習の場合は辛い日本語授業の健の時間やいねî夢Bる日本学

の授業でAとCの活動の多 くがか …ヾされて!./,Fる｡参考授業では､新聞の読解ス トラテジ小

の実践を円滑に街うため､内容の関連性と､.一宏の速度で必要な情報を拾って行くという

責で新聞の速読と共通する面をもった聴解教材 軒ニュースで学ぶ日本語』 帆 入社)の聞

き取り練習を読む前の活動に取り入れた0

31 スキャンニング t,探し読み/)嬢鷲

手頗

a.読む前の準備 :新開記事のテ一一マと関係のあるテJ,78のリスこング練習を行t/､､関連

語嚢の確認 .導入とテーマについての簡単な話し合いをするc

b.箇条書きのメモをとるための項目だけ崇敬に書いて確認させる｡

C.読む時間を指定して読ませる (5-15分)O未収語嚢はなるべ く無視 して読み進むよう

助言する｡

d.項目を見ながら内容を話させる｡

e/読み取れていない場合はキーワードに注意をむけて､話 し合いながら意味を推測させ

る｡

参考授業の初期の段階で使周 した手順であり､読みの速度に慣れさせるため指定時間以

内に読み切れなくても読みを中断させることを原則とした｡また､犯罪記事のように同種

の記事がくりかえし現れる場合は､記事を指定した新聞 1部ずつをそのままグjL,-プ毎に

わたし､日本の新聞の大きさ (ポーランドの新聞はほとんどがA4程度)にも慣れてもらう

ことにした｡

筆者の工夫した点は､メモをとる (実際の読みにおける頭の中での情報収集行動の疑似

的行動)時間を節約するために箇条書きの書き方を指導 したこと､また､その項目をたて

るのにあたって､特定の記事を文字通り再現するためではなく､同種の記事ならいつでも

応用できるように配慮 したことである｡

具体的には次のようなものである｡
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犯罪記事
-kIFL

a.苧′rt

b. 日時

C. 場所

d.被害者

e. 加害者 ･容疑者

f. 動機

g. 通報者 ｡目撃者

b.警察 (捜査中 ･逮捕 ｡事情聴取 ･

釈放 ｡裁判など)

｢ブッシュ大統領倒れ退席｣
*/A

a.苧1⊂十

b. 日時

C.場所

d. 原因

e 情報源

∫.影響

3.2. スキミング (あらすじ読み)練習を含んだ記事選択の練習

手頗-1

っ盤台mテ--JTFワrVJlでの蔀基や ト辞の7立ヤンニング練習を行った後､各学生に新聞7'Y､~Lrl Vヽ/FJU.㌻ 一ヽ一~HUl,J/～

をl部ずつわたし､そのテーマに関連する記事を探させる｡ (題､写真などに注意をむ

けるO)

b,読む時間を指定してぎっと読ませる｡

C.お互いに読んだ記事を解介させる｡

例えば ｢健康｣をテーマにして､ 『ニュースで学ぶ日本語』のうち ｢エイズ｣の聴解練

習､雑誌記事 ｢中 ･高校生の突然死｣ (アエラ)のスキャニング練習をおこなってから､

各自に健康に関連する記事を探させる｡

もうすこし慣れてきたら､今度はテーマそのものも自分で選ばせるようにする｡要する

に自分が読みたいと思う記事を自由に選んでもらうが､次のような手順をとるよう指導す

る｡

手順一2

a.題と､写真 ･図などに注意をむける｡

b.まず選んだ記事にざっと目を通し､おもしろくなさそうなら別の記事を探す｡

C.満足できる記事が見付かるまで以上の作業を繰 り返し､ゆっくり探す｡

d.全点記事が見付かってから､改めて時間を与えて内容を確認させる｡

eお互いに読んだ記事を紹介させる0

3,3.読解を応用するタスク例

手順

a.社説で取り上げられている問題についてあらかじめ簡単に説明し､話し合う｡

b.同じ問題について､意見の対立した社説を2種類以上用意し､グループ分けした学生

にそれぞれの社説をぎっと読ませる｡

Cそれぞれの新聞社の記者になったつもりで討論させる｡ (資料2参照)

(1992年度の指導法を修正して1993年4年次に ｢あかつき丸間蓮｣について実施)
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学生間に異なった情報を与えるいわゆるインフォメーション ｡ギャ､ノブを利巧したタス

クはEj照と苦節を7百う雷にモ唱~七)Oですしな-有｢ド耶V)昌冗筋で瓢みnhJLld7L/こ℃VJLのJDoJETllJ-VJ

新開の傾向により事件に対する姿勢や論拠がかなり違うため､デイべ-一日二は最適を読解

資料となった｡

. ,I.1■1-I.1ヽ､●PH.l･-,･･-､l､一･rJ
q. ijLJ苧>ノ恐1/＼V--ノVIL

4.1. アクチュアルナな記事

記事は生のものに限り､できるだけ新しい記事を便周 したOそれまでほとんどE3本譜教

科書にしか産 したことのをか =Zた学生にとってほ 三れが魅力となを;,､学習意欲を喚起した

ようである｡記事の有周怪からあても､マスコミの新情報は日本事情的な知識を補っ離 し

見直したりする意味で日本学を専攻する学生にとっては欠かせないもg)である｡また､健

康についての記事などはもっと実際的な役にも立っている0

4,2. テ｣-冒

テキス 吉､に射する興味が速読できるための不可欠な要素であると経験的にもいえるIS,:3で､▲

まず ｢読んでみたい記事Jのテ-マを確認した｡〉

学生が希望 したテーマ

使周記事のテ一一マ

巨

､,:_
I-I

選香浬

-

-･･.

刺風
食

-

2

社

康

tL

2

健文ふ
い

3

3

掛

4.3,使用数射

[a屈事 柄 容などう bji蔭 C,併庸視聴覚教着 く読解に直接関連のない,ものは除くH

A a.犯罪記事 (2人ずつの3グ11L,-プに記事を指定 した新開 3部) b.スキヤノこ.;tグ

C.凡人社 『ニエトスで学ぶ日本語』のうち ｢空巣｣ ｢痴漢撃退｣

B a.｢プッシュ大統領倒れ退席｣ (朝br192.i.9)bスキャンニング C.記事に写真あ蔓;i

c a2グループ :｢新ラウンド合意案を評価j (朝 日92.1,10.､支障なく実現した日米

首脳会談の内容｡貿易摩擦間轟) ｢理念と実利の同床異夢｣ 洞 ､解説) b.スキャ

ンニング C.『ニュースで (- ｡)盟｢貿易摩擦｣
D a.｢仲良し日米｣ (民間が募集､応募した日米摩擦解決案採用例) b応用 :ポーラ

ンド㌧ リトアニア問題の解決案をあげる Cビデオ :日本製品を破壊するアメリカ人

のニユ-ス

E a.r未来人度｣ (朝日92.1,1イエス ･ノーをたどっていくと明治人 ｡現代人 .未来

人などの判定がでる｡コンピュータに対する態度など｡) b.自分の未来人度を判定

F a.｢中 ･高校生の突然死｣ (アエラ91.ll.5.) b.スキャンニング C.『ニュースで

巨 - )盟｢エイズ｣
G a.学生各自が新聞 1部のうちから健康についての記事を探 し出す b.スキミング

H a.｢曲が り角に立った会社の慣行｣部分 (週刊東洋経済91.4.i3.､時盤の傾向)

b.スキミング C.『ニューースで 巨 - )過｢女子の雇吊状況｣

I a.学生各自が新聞 1部のうちから好きな記事を探 し出す (選んだ記事の内容 :過労

-120-



死､コンサート､人気俳優の訪日､映画の評論､日ソ交渉) b.スキミング

｣ (期末テス ト) a.｢エイズ｣ ｢声の残り5､ ドナル ド･キーン｣ (日経92.3.25.)

b.スキャンニング (表をうめる)､要約を書く

[1993年 1月 a.2グ)i,-プ :｢社説あかつき丸騒動を教訓に｣ (毎日93.1.16.)､ ｢社

説あかつき丸の運んだ課題｣ (読売93.1.16.) b応 用 :討論]

4.4.記事選択にあたっての問題点 一 背景知識

学生の希望した政治記事の選択にあたって学生と教師の思惑の尚に食い違いがあった｡

上記使用記事のうちCの日米貿易摩擦に関する日米首脳会談の記事を政治記事として取 り

上げたが､学生は経済記事として拒否的な態度を示 した｡経済用語の習得も不十分であっ

たが､学生の背景知識を確認してみると､この年度の学生はちょうど共産党解散という政

変賀削こあたり､以前大学で必修であった経済学の授業を受けていない上に､マルクス ｡レレ

ニン主義との連想から経済を敬遠する傾向があったようである｡また､当時のポーランド

の政治記事が主に政党間の勢力争いについてであったた蛤､日本の政治の中で経済が重要

な位置を占めていることを認識しにくかったO 記事の選択にあたっては､たとえば ｢コメ

輸入閉塞に対する農家の声｣など具体的な内容のものから入るべきであった｡

その後､同じ学生達が5年生 ぐらいになると､経済改革-の期待や日本に関係する会社

-の就職希望などとあいまって､経済の専門的なテキストにも穫嬢的に取り組むようになっ

ている｡

5.効果

5.1. 学期末テス トの結果

読解の部分だけをみると､45分の時間内に明らかに読了できなくて落第点 (7割 り以下)

をとった者 1名 (学生A)､回答したが､正確さの点で開港を残 した者 2名 (学生B､C)

があり､他の3名 (学生D､E､F)は8割以上の合格点をとった｡学生A､B､Cのう

ち､f=ま普段の授業では速読を最も得意とするので､テス ト時の15分の遅刻がひびいたと

見える｡Cは欠席が目立った｡Aだけは､のちのちまで効率的な読みが苦手であった｡他

のテス トとも照らし合わせた結果､語嚢量が不足しているほか､母国語での読書習慣にも

関係していると思われた｡その後の総合試験では全点進級しているが､やはりCの成演が

最低である｡

5.2. 読みの習慣における効果

読む速度と読みの正確さに差がついているとはいえ､辞書なしに新聞を読めるという自

信ができた｡それが授業の目的でもあった｡

授業の対象者6名のうち2名 (学生D､E)が留学試験に合格して翌年日本に留学 した

が､Dは毎日新聞を読む､Eは文学作品を読むなどの多読の習慣をつけている｡

6, 課題

6.1. 読解ス トラテジーの抽出練習について

参考授業では新聞読解に限定し､そして､大学生ならば母国語で読解ス トラテジーを習
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得していることを前提に練習をおこなったので､推測､予測､想像 !:イメージを浮かべる

放すt;)､釈甘なこV)基や刑7î トフTン一宮畑mL/L棉笥-9JbLこぼし7i刀1つ7=｡とくに

母国語の読書習慣に間蓮のある学生について､初版段階からのそのような練習が効果的で

あるかどうか測る必要があると思われる｡また､漢語の意味の推測などに日本語特有のシ

ステムがあれば､その抽出練習が必要となるであろう0

6.2, 語桑の拡大

速く､しかも､正確に読むためにはやはり語菜量が決め手となるであろう｡当機関では

語桑 -文型の多角的を通庸練習をし､そして､試験を厳 し:.することで学生に致習語嚢の

習得を強制している｡今回の日本語教育連絡会譲では､生の聴覚教材の正確な書き取り練

習がマスコミr)語桑習得にも非常に役に立つとのご指摘 もいただいた｡

しかし､学生が大学卒業後も継続して語嚢を増やしていくためには､集中的な訓練と並

行して､もっと自然な方法での習得法も指導していかなければならを七､と筆者は考えてい

るOポー-ランド国裾こいて､日本人との凄鰻も少なくなる場合､たとえば日本語の曹物を

多読する習慣をつけるのが有意義だと思われる｡さらに､多読している時の評者を引くタ

右ミンダの指導､日日辞典健周の習慣づけの方法などを検討したいC,(4)

残念ながら､当機関では日本の新聞その儀を学生が自由に読める条件がまだととのって

いないo施設の改善もいそがれる｡

7. おわ射こ

本稿は､読解練習に際しこ､読解の百的､テキストの穫嚢に適した指導法があるという

考えに基づいて､新聞読解に遺した練習の読みを覇介したものであるCとくに､告本譜と

日常凄する機会の少ない外国での日本語教育において､このようを白熱な読書行動の実巌

練習は貴重である｡個々の指導例の効果は､より正確な統計資料の収集 D分析によってあ

らためて実証すべきであろう｡

今後､俄の目的､テキス トの唾棄についても､読みの実際-と尊 くような読解指導法を

考えたいO

注

(1)筆者は1992年12月の国際交流基金在外邦人日本語教師研修に参加し､とくに読解に

ついては谷口すみ子先生と専門員笠原ゆう子先生に多くのご示唆をいただいた｡

(2)当日本学専攻のか )キュラムの詳細については､カシャ､生島 ｢ポーランド アダム

由ミフキェ-ヴイチ大学日本語専攻について｣『第 5回日本語教育連絡会議総合報告

書』pp,10-13ページ参照｡

(3)ただし､こう言ってしまうと学生によってはつい欠席してしまう恐れがあるので､同

授業で併用した聴解教材 『ニュースで学ぶ日本語』の語嚢と聴解間藤を試験に出すこ

とにしておいた｡

(4)筆者は別のところで､辞書を使わない読解練習の終わったテキス トから覚えたい語桑

iOを自由に選ばせて辞書を引かせ､短文を作成させて理解度を確認するという方法も

試みている｡
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