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1 はじめに

海外の 日本語学習者は日本語{r)音を開く額度が非常;こ低いため､都中級を終え日本を訪問する学習

者は､日本人の自然な速度の日本語が聞き取れずショックを受けるようだ｡また､経済学専攻の学生

は､日本学専攻の学生と比べ日本語学習時問が少ないだけでなく､日本人と接触する機会も少ない｡

ドイツの多くの大学では､ ドイツ語で書かれた文法訳読中心の教科書が使われてお り､最近日本や

英語麿で数多く作成されたコミュニカテイブな教科書は､ ドイツ語の説明がないという理由であまり

使用 されていないC.そのためか日本の日本語教育機関でよく､ ドイツ語を母語とする学習者 (特に ド

イツ人大学生)は ｢聞 く｣能力が低い.,ということを耳にする(,

そこで,lヴィッテン ｡-ルデッケ大学異文化産済経営研究所 日本研究プログラムでは､初や韻学習

者に自然な速度の日本語を可能な限 り頻繁に聞かせる教材を開発 しつつあるO

2 ｢聞く｣能力とは

｢聞く｣能力は太別 して､聴解能力 (理解するための聞く能力)と音声認識能力とがあり､後者は

前者の必須条件となっているO 日本語教育における ｢聞くl能力の開発は､富作 目 988)に指摘

されているように聴.解能力開発に重点がおかれ､初級における音声認識能力開発は､ミニマルペア等

を使った音素申し､の聞き取 り･発音練習に限られている｡宮城 (1994)が述べているように､教

師は学習者に日本人の音声認識方法を教えると同時に､ ｢学習者がどのように音声を認識 しているの

かを理解 しなければならない｣0

村瀬 (1996)は､ ｢聞く｣ことと ｢聴く｣ことを区別 し､前者における耳は ｢単に受信機のよ

うな受動的反応をし｣､後者は ｢聴こうという積極的な意志が働く行為｣であると述べている｡ トマ

ティスによると､人間の耳は外国語の音声特性をプログラミングした特殊な訓練によって､条件付け

ることが出来る能力を持っている｡バイ リンガルはこのような能力を発達させた人で､彼らの耳は､

ある外国語が聞こえてくるとすぐに､聴覚の神経回路や発声の神経回路をその言語が通 りやすいよう

に対応 させることが出来るOこの トマティス理論の枠組内では､日本語を ｢聴 く｣能力とは､日本人

が日本語をとらえる中耳の仕方で､日本語を認識できる能力､と言い換えることが出来るだろう｡
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3 初級段階におけるインテンシブ ｡リスニング

昔作(1988)によると､聴解練習の分類としてインテンシブ･リスニング(intensivelistningpractice)

とエクステンシプ ･リスニング(extensivelistemi gpractice)を区別 している｡前者は､ ｢長さが比較的短

いものを聞いて､その内容の詳細までをも分析､理解 しようとするもの｣で､後者は ｢長い内容のも

のも聞いて､その中心的内容､概要を理解しようとするもの｣と定義されている｡さらに富作は､ ｢レ

ベルの低い学生に対 して､難 しい内容のものを使って､ELF (エクステンシブ ･リスニング)を行っ

ても､効果が上がらないどころか､逆にネガティブな効果 しかもたらさないだろう｡やさしい内容の

ものを使って､ILP(インテンシブ ･リスニング)を繰 り返 しても､学生を飽きさせるだけだし､聴解

の能力も進歩しないO｣と述べ､学生の能力と目的に適った使い分けを強調 している｡

田丸 (1994)では､インテンシブ ･リスニングのように細かく正確に聴 く練習は､ ｢日本語力

を高めるための基礎作 り｣に役立ち､ ｢その重要性を再認識する必要がある｣と､述べているっ

以上の方法論はいずれにしろ､聴解能力開発のためのもので､しかも中級を対象としている｡そこ

で､富作 (1983)や田丸 (1994)で言われているインテンシブ ･リスニングを音声認識能力

開発の一環として変形応用 してみることが可能であると思われる｡その際の ILPは次のように再定義

される :

長さが比較的短い会話を聞いて､イントネーション､アクセン ト､リズムと共にあらわれる

会話文の構成音声を一つ一つを正確に聞き取る｡その際に会話の 意味理解を必要としない｡

この定義に基づいて､初級における音声認識のための ｢聴く｣能力の開発を目的とした教材を開発 し

た｡以下に概要を述べる｡

4 ｢ヤンさんと日本の人々｣を使用した例

｢耳から学ぶ日本語:DerKlangdesJapanischen｣は､国際交流基金制作ビデオ教材 ｢ヤンさんと日本

の人々｣の聞き取 り書き取 り教材として作られているが､授業では副教材ではなく､主教材 として使

用されている｡

4｡1 教材に関して

(1)目的

｡初級畏階で日本語のイン トネーション､響き､アクセントに耳を適応 させ､頭の中

に安定 した音声的イメージを確立するO

匂 ｢聴 く｣能力を高めることを中心に､他の3技能の向上をはかる｡

中日本留学前に速いスピ- ドの日本語に慣れさせるO
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･ジェ トロビジネス日本語能力テス トC級合格を目指すO

(2)対象学習者

日本語学習に時間を多く割くことの出来ない経済経営学部の大学生 (1､2年生)｡

(3)特徴

国際交流基金 ビデオ教材 ｢ヤンさんと日本の人々｣をベースに､タスク ｡リスニングではなく､イ

ンテンシブ ｡リスニング (聞き取 り+書き取り)中心のワ--クブ ック形式O

(4)理論的背景

トマティスの言 う ｢聞こえない音は発音できないー】

4.2 -話の流れ

自宅学習 (予習) としてのインテンシブ 也リスニング

学習者さま約 1分程度の短い会話を聞き､聞き取りシ- トの空白部分を埋め､談話を完成させる,,ひら

がな､カタカナで書 くことが義務づけられているが､最初にローマ字で記jn､した後でひらがな､カタ

カナに書き換えでもいいo学習者には､前提知識として視覚情報が前回の授業でビデオによって与え

られている｡また､見開きペ-ジの右裾 こは翻訳が与えられている｡ただ し､文法情私 語嚢情報等

の言語情報は全 く与えられていない｡録音された会話はほぼ日本人の平均的速度に近い｡

リスニング ｡ギ･-､-}7

第 1時限目の享受業で宿題 として与えられている聞き取りシ- 卜を会話テープを聞きながらチェックす

る｡学習者が聞き取 りにくかった､あるいは聞き取れなかった部分は､文構造の理解を助けるような

ヒン トを与える｡例えば､

加藤夫人 : と は です｡

(コップとコ-ヒ-カップはこの上です)

文節を視覚的に明確にすることにより､聴覚情報を正確に分節する可能性を高める｡

ビデオ視聴

新出の文法事項の練習を した後でビデオのスキットを見せる｡ここでの目的は､これまでに得た聴覚

音声情報と文法知識 とを視覚情報に結び付けることであるOもちろん ビデオの視覚情報には社会言語

学的情報や非言語情報 も含まれてお り､この目的が達成 されると､ビデオ上に現われたすべての情報

が理解 されるはずである｡
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表 1 ｢ヤンさんと日本の人々｣の一誌の流れ

第 1週 第2週 第 3遇 第4遅

第 i部 l 第2部 l 第 3部 . 復習

自宅学習 インテンシブ .リスニング ビデオ復習

1時限目 (90分) リス二ング .チェック 語柔練習

読み､発音練習

文法練習

2時限目 (90分) 文法応用練習 漢字導入､練習

ビデオ視聴 (既習部分+未習部分) 総合復習

4.3 リスニング ･シー ト例

第 1話 ヤンです｡ どうぞよろしくO

Teill

アナウンス :にはんこうくう15ぴん､ただいま 17ぽんゲー トにとうちゃくしま したo

加藤 : あ､あれだO

アナウンス :■-JapanAirlinesFlight15nowa汀ivingatgateけ-

乗客A:ヤンさん､どうも｡ じゃ､おげんきでね｡ さよなら｡

乗客 B:さよなら｡

ヤン :

A+B: Hav e a niceday

藤

ン

藤

ン

藤

郎

ン

郎

ン

加

ヤ

加

ヤ

加

太

ヤ

太

ヤ

あ､ヤンさんOヤンさ-んo

やあ､いらっしゃい｡

や､や､ようこそ｡ヤンさん､太郎です｡

はじめまして｡太郎です｡

はし､:
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太郎 : よろしく｡

加藤 こ さあ､いきましょうO太郎､くるま｡

太郎 : はい｡

加藤 : これ (おねがい します)｡いい (で)すねO

秦客C:ちょっとO これはあなたのですか｡

17LIJ/:

諾こいも-.- ･.日､二･オく廿 Ld ･VIV.ん｡ Lや｡

5 学習者の反応

初級学習者は最初の 2ケ月で集中的にひ らがな､カタカナを習得 す るCその際に個々の音素の特徴

は書き取 りと合わせて徹底 して教える｡ 孟たこLr)期間に平行 して､筑波大学が開発 したプレ iセッシ

ョンを副 腎らしに擾周 (S主tu逸書血a旦FLmC三三OTiauaPa謂eSeAVo呈,量.NoはS.P.47-58参照)(,3ケ月目からイン′

テンシブ ¢リスニンダを始めるが､第 3話 ぐらいまでは､ひらがなを書 くことに苦労 している｡ ま た ､

この ころまでほ約 3_分の短いスキッ トを書き取るのに最低30民は聞かなければならないよ うだ｡ 1

年 日が終わったころには､5[司ぐらいで聞き取れるよう乙こなる)このこうになれば､耳で ｢聴いて｣

覚えた単語や文を自然に､また高頻度で産出できるようになる｡また､ス ト- リー性のある ｢ヤンさ

んと日本の人々｣を楽 しみに して聞 くようになるG

6 問題点と課題

本大学における日本語教育は､日本人 ビジネスマンと会話ができる日本語能力を習得することが目

的とされてお り､話す能力 と聴 く能力の獲得に重点がおかれている｡そ こで､ 1996年度からはこ

の目的が達成 されたか どうかを見る目安 として､ジェ トロ日本語テス トを受験することを学生に勧め

ている｡試験の結果分析は来年以降になるだろう｡
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