
中級後期の学習者を対象とした

ニユ-スの書き取り

l玉Z際一大~芝 川Til 淵十ト.lJl′JII-ヽ一 一.′U r■′一･J

I はじめに

甲 -上牧の学習者を対象とLたFJ3本語教育では､聴解を教立させ fT｢授業｣として軍り

扱うことが多いOそして､塞要と思われる譜嚢を与え､テキス トの大意を聴き取らせる形

式が多いようだoLかしほとんどの場合､このようを聴解授業は教師にとっても学習者に

とっても満足のいく成果をもたらしていないのが実情であろうC表意はなんとか分かる

(それもー多くの場合､選択肢の率から選ぶ形式だが)｡しかし､教師には学習者の日本

語能力が伸びたという確信が持てないO学習者のほうには､ぼんやりとしか分からないと

ころで rlよし｣とされ､｢もっときちんと正確に知音3たLJ弓 という欲求不満が残るOそこ

で､日本語能力が向上したという実感 巾達成感が味わえるような要素を ｢聴解の授業｣に

轟み入れる必要があるo

f1-聴解の目的と間藤

(iJtf聴解授業の目的が聴解能力を高めることにあるという点はだれも異存がないC,しか

し､聴解能力とは何か､それはどうやって高めることができるのかという議論はほ

とんどなく､聴解授業の方針やシラバ_yj:ほ教師僧/九の経験や考えにまかされている

ことが多い｡ごく常識的に考えても､下記の点について検討が必要であるo

a,1 聴解能力とはどのようをものから成るのかOこの点については､Lij本が聴解力

の下位知識の分析を試みている 池 本､1994)0

b) ｢テキス トを聞かせ､大意が理解できるかチェックする｣を続けるだけで､聴解

力はつくのか｡

C) いわゆるス トラテジーは､取 り上げて教える必要があるのか｡

(2)コミュニカテイブ ｡アプローチが登場して以来､最近の聴解授業は以前にも増して

｢大意を掴めればよし｣とする傾向が強まってきたように思う｡タスク遂行のため

の情報入手手段としての聴解と言うことで､スキミング､スキャニング､ストラ

テジー等が重視されるようになったOこれらはそれぞれに意義があるoLかし､こ

れがすべてではない｡限りある能力を最大限に活用するためにはス トラテジー･は有

効である｡が､ス トラテジーの練習ばかりでは､核となる言語能力は育たない｡細

部に注意を払って正確に聴き取ろうとする姿勢も育たない｡そして学習者の日本語

能力はある段階で止ってしまう (いわゆる化石化)ことが多い｡

(3)上記の問題は､聴解の授業の目的を聴解スキルの獲得という側面に限定しているこ

とから生ずる｡この間蓮を解決する為には､中級や上級前半の段階では､授業は単
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にスキルの獲得だけを目指すのではなく､日本語力を高めるという大目標に向けて

宥なわなければならない｡そのた捌 二は､晋作の碇案するように聴解のテキス トを

言語習得のためのインプットとすべきであり､聴解の授業はインテンシブ ･リスニ

ング (細かく正確に聴 く:文法 ･語柔 ･表現の強化をめざす)とエクステンシブ ･

リスこング (大意を掴む程度で量を多く聴く:聴解スキルの強化をめざす)の両方

をバランスよく合わせ持つものでなければならない (嘗作､1988)｡｢細かく正確

に聴く練習｣は､コミュニカテイブ ｡アプローチの登場以来､ ｢横束にこだわ り､

コミュニケーション能力の育成という目的にそぐわないこと｣として軽視される傾

向にある｡しかし､日本語力を高めるための基礎作 りとして正確さを期すことは､

｢環末なこだわり｣ではない｡ここでインテンシブ ･リスニングの重要性を再認識

する必要があろう｡

(4)聴解力を伸ばす為にはどこに注目すべきか､という意味で､山本(1994)の行なった

聴解力と下位知識の関連の分析は興味ある箪異を示している｡それによれば､

1) 文法知識があってもー音声知識がなければその文法知識は活用されにくい｡

2) 語嚢知識があっても､文法知識がかナればその譜糞知識は活用されにくい｡

3) 諸費と文法知識を稔合した構文知識は､聴解力に大きく貢献している0

(特に､共起関係にある語嚢体系の知識､文末予測力)

4) 和語系譜嚢の知識は､漢語系譜嚢の知識より聴解力に寄与 している｡

5) 専門的背景知識は､その専門分野の聴解力に大きく寄与している｡

6) 漢語系譜条の知識は､専門的背景知識を必要とする談話理解に効果を持つ｡

7) 以上の下位知識は同一の平面に横ならびになっているのではなく､下から漢

語知識､その上に専門的知識一和語知識一文法知識一音声知識の順で､上位

が下位を包み込むような形で階層化構造をなしていると推測される｡

この中で､音声知識の重要性は当然のことだが､3)の語嚢と文法知識を稔合 した構

文知識､連語､文末予測力の重要性は興味深い｡聴解指導でも文法の確認の必要性

を示唆していると受け取って良いだろう｡

ⅠⅠⅠ インテンシブ .リスニングの一方法としての書き取 り

(1)書き取りをインテンシブ ･リスニングのひとつの方法として用いたのは以下の理由

による｡

1)日本語教育でふつう行なわれる書き取りは､ゆっくり明瞭に発音 され､一区切

りの単位も短い｡そして初級初期の音の聞き分け､仮名の練習以外にはあまり

用いられていない｡その理由は､仮名が表意文字であるから､書き取りは音の

識別 ･仮名との結び付きができれば関連なくできる､と考えられてきたか らで

ある｡しかし､この見方は書き取 りのごく限られた一面しかとらえておらず､

再検討を要する｡

2)実際の日本人の自然な発話では､全ての音が等しく明瞭に発音される訳ではな

い｡強勢のない助詞や文末､また母音の無声化等､音としてはほとんど聞き取
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れないものも多tyJl｡我々がそれを難無く理解しているのは､母語話者としての

文法 ･音声知歳が活動し､予測しつつ聞いているからである｡

3)011er(19･75)は､書き取りは言語能力の中心的部分であるところの学習者の予測

の文法能力を活性化する､従って､書き取 りができるがどうかは言語の総合能

力の高低による､としているO 絶食能力を誠す書き取りとは､
､ _書生ト3{_TRTl,1lサJJ～､7-,1r_畠71 tら払+一三火毒£ A壬亡

a) 宵きJLXL'jV-t)りVIQノ)し早は､tjfl六′よ秋戸口､了言百口o

b) -度に読まれる区切りの長さは､学習者の楚期記憶の限界に挑戦するのに

十分な長さが必要｡ (目安として英語の7語)

e) 書くための時間は十分に取る0

4)学習者の能力よりやや高めの書き取りを完成さゼるには､学習者はかなり意藷

的に音声知識と文法知識を活性化させなければならないO中級 .上級レベルで

この意識的な活性化が､それまで学習してきた知識の確認と再強化につながる

と考えられる,｡

澤 実際の授業

学習者 :中級後期 レベルの大学院生 掴 際関係学､軍営学専攻)r

素材 :NHhrラジオニJL-ス トー-分から二分程度Oできるだけ最新の峯)の)

｢いつ｣ ｢どこで｣｢だれがj ｢何をしたJを考える｡答えられないものは保

留とし､二二回目にその点を注意しこ聞かせるcJ聞き取れた言葉 (意味がわか二:J

でもわからなくても)を言わせ､平仮名で巣蔵に書き出す｡不確かなものも

｢?｣をつけて書き出しておく｡分からないものは全て次の回に注意して開く

ように指示 しておくO二回臥 三回目で分かったことが増えてくるが､できる

だけ書き出す｡この段階で､平仮名書きしであった語で新出の静養は､どんな

漢字を充てるかを考えさせる｡大意を確認する｡辞書､ワードタンク等の優槽

は自由にさせる｡

4) この後､学習者に自分でテープレコーダーを操作させ､書き取 りをさせる｡で

きるだけ一語一語テレプを止めないように指示するが､はじめは不安で細かく

切って聞いている｡内容や語嚢の種類にもよるが､一般に回を重ねると切る回

数が減り書き取 りに要する時間は確実に短くなっていく｡毎回所要時間を計る｡

5) 書き上がったものを読みながら全点で答え合わせO問題点はできるだけテープ

を聞いて再確認する｡その後教師の用意した書き起こしを配付する｡

6) 書き取った部分に対応する同じニュースの新聞記事の部分を参考に与え､読ん

でみる｡

7) 宿蓮として､別のニュースの書き取 りを課す｡

8) 宿蓮は次週の授業で読み合わせて確認Oワープロを使用させていたので､漢字

変換の問題があり､教師が珂収して再確認した後､書き起こしを付けて返却O

以上を一週間に一回､-学期九週間 を二学期続けた.
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ⅠⅤ 結果

(1)教師の観察と所感

1) 普通に聞き流しているときは全く気づかなかったが､注意して聞いてみると､

アナウンサーの発話は予想以上に助詞や文末が聞き取 りにくく､学習者は初め

は非常に苦労した｡後半になると大分慣れてきたが､助詞 ｢は｣と ｢が｣そし

て ｢を｣が間違になることが多かった｡

2) 正式に日本語を学習したことはないが日本滞在歴が長く､漢字力､語糞力 とも

にあり､日本人の発話に慣れていて会話能力もかなり高い学習者が､ほかに間

違いはないのに､あるべきところに ｢を｣が入れられないことがしばしばあっ

たことが興味を引いた｡日本人の格助詞抜きの文を習得のインプットとしてき

ていて､構文としてとりたてて学習したことがないと､文法知識を活用 して正

正しい文が再構築できないのかもしれない｡

3) 同じ学習者だが､書き取ったものの中で自動詞と他動詞の混同があった｡彼 よ

り日本語能力の低い学習者でもこの間蓮はなかったo意味を掴んでも､前述の

｢を｣の問題ともからんで､文法知識の欠如のために正確な再構築ができなか

ったのだろう｡

4) ヒ記2)､3)からも､ニュースの書き取りのようなものは､単に聞こえる音を書

き写 しているだけではないことが分かるo書き取 り終了後､学習者同士での書

き取った文章の検討の段階で､問題のある箇所では学習者が文法知識や語嚢知

識を意識的に動貞するのが見られた｡当然のことだが､学習者の能力レベルで

容易に対応できる難易度のものは､下位知識が動点されていても負荷がかかっ

ていないので意識されない｡下位知識を意識的に動月するには､能力レベルぎ

りぎりからやや上のものを選ぶ必要があるG

5) これは調査ではなく教師の観察だが､聞き取れない語嚢に遭遇した時､日本語

力の高い学習者は､その譜菜を抜かして書き続けることができるが､力の弱い

学習者はそこで挫折してしまう傾向がある｡これは筆者が以前におこなった小

実験で､難しいと思われる語 (未習語､外来語)だけが抜けるのではな く､そ

の後ろが固まりになって欠落する傾向が数量的に出た｡難しい語の出現が障害

となってそれに続く部分が処理できなくなるためで､日本語力の差が回復の早

さ中遅さに現われるのだと考えられる (田丸､1990)0

6)文法力も語糞力もあまりないが､日本滞在歴が長く､日本語を聞くことに慣れ

ていて俗語などを知っている学習者で､平仮名で書かせる限り比較的できる学

習者 もいた｡ (内容も大枠は掴めるが正確ではない｡)この学習者の場合は､

音声知識が他の不足部分を補えるだけ強力だったと考えられる｡

7)書き取 りが学習者の日本語能力の向上にどのように寄与したかどうかは､調査

をしていないので何とも言えない｡しかし､読解でも聴解でも大意を掴む練習

に慣れてきた中級 ｡上級前期の学習者に対しては､細部に注意を払い､文法 ｡

語桑知識を再確認して正確さを期すというやり方は､具体的な方法がなんであ

れ､学習者の化石化を回避し､ひとつ上のレベルに押し上げる為には必要であ

I-トi1--



る､と教師の経験から判断する｡この点は実証的な調査が必要であろう｡

8) ｢書き取 り｣そのものは､決しておもしろいものではないoLかし予想に反し

て学習者は非常に気に入って取 り組んだ｡その理由としては､授業に ｢問題解

決｣的な流れを作ったこと､所要時間を意識させることで進歩の実感があった

こと､そして努力の結果が自己評価できること等があると思うo

(2) 学習者の評価

1) 細部に注意して聞く習慣の形成

a)むずかL,い所を繰 り返し熟 14た盲]:,､教師 書取言;S上げ る こ と で 耳 が 潰 れて き た ,3

b)助詞に対する注意を払うようになった｡

2) ｢自力｣でテキス トに挑戦し､その結果得られる達成感と満足感

a)自分でテし-70をコントロールできて､分からないところが徹底的に聞けたo

b)自分の耳で苦労して聞き取った言葉は印象が強いo

c,M を追うごとに少しずつでも書き取りが架に早ぐ㌘きるようになり､気分 が

良いr,

3) 内容が時事問題なので､新聞やニュースで繰り返し扱われる

Llj語条や表現の再強化になる｡

bl,授業でやったニュー-スに関しては開いて良く分かるので､動機づけになる0

4) 生素材の個倦

a)こユ｣--スが理解できる満足感

b)日本人との会教で話題が増えて､ ｢知勘 会欝の雰囲気が味わえるe

V 問題点と課蓮

(1) ｢書き取 りのための書き取り｣に陥りやすいo曹き取 りをやらせる目的を､シラバ

スの最終目標に関連させて常に確認する必要がある｡それによって､書き取りの量､

前後の手当てが決まってくる｡

(2) 細部まで聞き取らせる場合は､書き取 りをさせると聞き取れない音だけに集中し予

想しながら聞くことができなくなるので､書き取らせずに口頭で繰 り返させるほう

が良いのではないかという意見もある (坂本､1994)｡この点については記憶力､

文法の確認プロセスなども考慮にいれて比較検討する必要がある｡

(3) 教材の準備に手間がかかるo筆者は予約録音で毎日ニュースを録音しておき､その

中から素材を選んだ｡その際､話題の適切さ､語嚢 ･表現を含めた難易度が間藤に

なった｡

(4) 聴解や書き取 りのメカニズムに関するものを含めて､さらに議論を進める為には､

以下の点で実証的な研究を進める必要がある｡

1) 書き取りと文法力や語糞力等の下位知識との関連について0

2) 書き取りによって文法力が向上するか｡

3) 正確さに対する意識を高めることと日本語能力の向上との関係についてo
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