
中級読解とディスカッション 日 ⅢB)

総合力を養うことを目標とした授業の試み

ロンドン大学soAS 黒沢晶子

1.はじめに

初級が終わったばかりの学習者が生教材を使って読解およびそれに基づくディスカッション

と作文をする､という授業で､どんな教材が適切で学習効果があがったか､生教師 こ特有の問

題点をどう処理すtるか､どんな自主教材を準備したか等の点について､2年間の授業からまと

めてみた｡

2 jEIB 授業の目的と構成､評髄

この授業は､SOASで日本語を専攻する学部2年生(jn,ための必修科目のひとつで､JYⅢB

機能語を掛L碇学習していくの闇 すし､柑 鰐では､その基礎,j:)_揖こ立って､現代巨怪 の時事 弧

社会 ゐ文化的間藤を扱った生教相を読むというカリキュラムになっているO烹(,各適3時間 3

MHTJjの学習巨細勺は､読解能力を強裾 ノ､rj本語で話 し､書く力を伸ばす二 とである｡この
ち

科 目は､例年non-naも紬espeakerと nativespeakeT教師によるチL-ム F,ティー-テンゲで,｡遇

裂離 各 卸 分)の授業が行われてきた｡且回目の授業 をLWiTi-at拍espe盆er教師担当)qは i2

当巨 では∴ 7-irj人の小さなクラス3つに分け､主教材の漢字 苛語数 日本語による質疑応乳

デLfスカッション､短い作文などをする/J同じ教材を使い､且回目が perception､2回目がそ

れをproductioriにつなげていく授業となるわけである0

2回目の授業では､主教材以外に､関連したテーマで副教材の読み物を初見で一定の時間

内に読み､質問に答えることもする｡これは､とかく精読､学習読みに終始しがちな読解の授

業に､母国語では一番普通の読みである速鼠 多読の要素を取り入れようという趣旨で行っている｡

速読､多読というのは､外国語学習でする場合､既習の文型､語嚢を中心にして作られた教材を

使うのが最も効果的であろう.しかしJⅢBでは速読､多読教樹も生のものを使用したため､テーマ

には主教材と何らかの共通性があるものの､語桑は重ならないものが多い｡その代わり､生教材を

使うことによって､現代日本の時事的､社会 ･文化的問題-の視野をさらに広げることができる｡

未習の漢字､語秦はできるだけ少ないものを選んだが､必要に応 じて語桑表を付けることで補

いとした｡従って､この副教材の読み物を初見で読む､という授業は､速読､多読-の橋渡し

という位置づけが適当だろうo

評価は､5月に行われる最終試験 (翻訳､読解､作文)が80%､平常点(漢字テス ト ディ

カリキュラムについては､SOAS機関報告を参照｡
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クテ-ション､読解 ･作文､口頭表現､出席)が20%となっている｡

3 教材の選択

教材となる読み物は､次のような基準で選んだ)まず､現代日本の時事的､社会 ･文化問題

をテーマとしたもので､学習者が関心を持て､かつディスカッションの素材となりやすいもの､

そして､ことばを学ぶのが主目的ではあるけれども､普通の日本人読者が読んでも十分に面白

いと思えるものであることを念頭に置いた｡生教材を教材に使う価値は､学習者が普通の日本

人が読むのと同じものが読めた､という達成感､満足感が味わえること､また書き下ろしの教

科書にない時事性 ･面白さを持つということにある｡内容の面白さは､次を読もうという意欲

につながるだろう｡

こうした基準を満たした上で､さらに学習者の学力 (初級修了､漢字約700字学習済み)に

合った比較的シンプルな日本文である必要がある｡既習の漢字･語嚢､文型等を活かしながら､

処理可能な質 ･量の新出があり､長さは､主教材2-13′J-ゾ(2-4回分)､副教材1ノヾ -シ古く1

回で読み切れる量)程度のものを選ぶようにした｡

テーマを決め､テキストを探すのは､nonl一ativespeakerとnativespeaker教師の両方で

行った｡例として､テーマ ｢差別｣で選んだのは､ 『ごく普通の在日韓国人』の中の就職問題

についての章だったが､これは文章の平易さ､語嚢の適当さ､内容が陳腐でないこと､筆者が

読み手である学生と近い立場にあること､現代の最近の情報であることなどによる｡

3.2 主教材のテーマと読みもの

以下に､主教材として使った読み物を挙げる｡96/97,95/96の項の数字は読ん沼憤番を表す｡

フ~一一マ 読みもの 長さ 回敬 96/97 95/96

しぐさの文化 『握手 1.2』(産能短大国際交流センター(1991) 計 2. 1 5

｢日本語を楽しく読む本 中級｣)2 2頁

小説 星新一(1975)『企業の秘密』(新潮社 ｢どこかの事件｣) 12頁 5 2 6

女性 .アジア 松井やより(1996?)『北京で燃えた女たち』岩波デツルツト 6頁 4 ､~3

No.391 pp5-ll

女性 .姓名 朝日新聞記事(1994.9.27)『選択的な夫婦別姓 58%が 5段 1.5 4 4

導入に賛成 世論調査』

差別 妻伝子(1987)『ごく普通の在日韓国人』朝日新聞社 13頁 屯5 5 8

pp172-184

癌告知 『母-の思い 忌み明けの挨拶状』(1996) 2頁 4 ;6

朝日新聞記事(1995.5.2)『がん告知広がる』厚生省 4段

朝日新聞記事(1995.1.12)『余命保険 支払い韓求､本 5段

2 阿部謹也(1986)『逆光のなカの 中世』 (日本中.什 ス9-ル出版部)､ 樋口清之(1984)『日本の風俗の謎』 (大和

書房)を日本語中級学習者用に⊥部書き換えたもの｡巻末に原文｡
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中級3｣(学校図書 ｢小学校国語

永久平和主義』

きのしたたけお､おおっかあ

T缶~てこlトIn＼

蔓相月日に向かって;JqFスタートで決まる一隻の振り分け』
日 フつ無敵"なoLになる法｣よりpp36瑠:i,PPi3-減

新聞記事(1995｡は 27)『ベールはがされたオウム
の構造 孤立し社会に敵意､

3｡3 使ってみた結果

3¢30且 95/髄 に使ったが､ 96/97には使わなかったもの

『科学者の道jH,も テーマ に 蘭 の説の誤りが明らかなら､それに反対を唱えるのは科学者

と して正しい (が､田本､では難しいト烏といったも画餅 ､ものを含んでいるのだが､文体がや

や 単調で､学生たらの読書意欲をかきたて なかった.J

『憲法三日l:t､新出の漢語語桑が多事ぎt文藻も暴くと漸 比不釦 こなっ;,:しまった｡漢字その

も瑚 こは既習のものが多く､また本文には総ルビがふってあったが､ほとんどが非漢字磨出身

のS揖ASの学生たちにとって､語嚢として馴汲みのない漢語のオンパレ､--盲ヾであり､2畢生

の Ji学期 ともJtpう時期に読むには不適当だった｡読むのが暗号解読に近い作業になってしまい､

pri3duc七iorlに結びつけるところまでいかなかっfl,

『べtTZL,はがされたオウム』は､時事性にも富み､学生たちの興味を紬 ､たが､背景の理解

が困難で､語菜も難 しいものが多かった｡

『開削こ向かって』距夕-トで決まる一生の振り分け狛 こついては､96/97は､同じテーマで

最近の話題 (北京女性会議)を凝ったテキス トに置き換えた｡

3｡3.2 予想とズレがあったもの

世論調査を解説した 『夫婦別姓』は､初めて読む新聞記事として読みやれ ､ものである｡し

かし､夫婦の旧姓をつなげて新姓を作ったり改名したりの容易な欧米や､もともと夫婦が別姓

を名乗る中国の学習者にとって切実な問題ではないため､学生の興味を引かず､ディスカッシ

ョンの盛り上がりに欠けた｡教材としてひどく不適当というわけではないが､当初の予想とは

異なる結果になった｡

3.3.3 適切で学習効果のあがったもの ★:資料 1参照

『握手 1･2』★は､中級の学習者用に原文が適切に書き換えられていて読みやすい｡しかも､

1年生の3学期を日本で過ごして帰ってきた学生たちの文化的歴史的関心に応える内容を持っ

つOJ0



ている｡自分たちが日本人の習慣を見て､不思議だと思ったり､おかしいと感じたこと､違い

を見つけたことなど､学生たちには言いたいことが色々あり､ディスカッションや作文に発展

させていくには格好の素材となった｡

『企業の秘密』 (星新一)は､イディオムが多く､このレベ/レの学習者にとって読むのが易

しいとは決して言えない｡しかし､ ｢次はどうなるか｣という小説を読む楽しさが味わえる｡

小説が楽しめた､ということは､学習者にとっては大きな発展であり､その後の日本語学習に

もはずみをつけるきっかけとなるようだ｡

『ごく普通の在日韓国人』★では､大学生である筆者が就職問題で体験した不安と希望､両

親の意外にも保守的な反応や姉､友人､知人たちの応援､個人レバンレでは差別がないのに社会

レベルでは整然たる差別が残っている､という微妙な問題が､無理なくバランス感覚をもって

語られていく｡自然な共感を呼ぶ内容に加え､文章も読みやすく､適当な教材と言える｡

3.4 副教材の読みもの (初見､速読用)

『禁酒』(産能短大国際交流センター(1991)日本語を楽しく読む本 中級｣) 笑い話

『振り向き賃』 (同上)イランでの買い物交渉法､習慣

『ピンクの靴を染色』 (朝日新聞家庭欄 ｢ひととき｣) 男の子の色､女の子の色

『子に ｢悪魔｣と命名､是か非か』 (朝日新聞記事) 親の命名権と子供の福祉

『世界地図の中心』 (日経新聞コラム) ヨーロッパ中心の地図､アジア中心の地図

Fv､くつ目ですか』 ｢天声人語｣ 数え方の基準 (三周忌､二つ目の駅､右から三人目)

4 テキス トの語 情報×既有の知識

｢読解とは既有の知識と､テキス トから得られる言語情報の相互作用の過程である｣

(interactive-corrpensatorynxxlel,St弧OVich1980) (谷口46)という｡何かを読むとき､

読み手の側は白紙の状態なのではなく､言語知識を含め､すでに持っている様々な情報によっ

て､テキストの内容を予測しながら読んでいる｡外国語学習者は､言語知識とともに読解を助

ける様々な知識が母国語で読むときのようにあるわけではない｡暗号解読にならない効果的な

読みをするためには､テキストの相当部分が既習の言語知識で処理可能であること､また必要

に応じて､読む文章の背景となる知識を補うことなどが必要だろう｡また､読むということ自

体にも慣れていないとスピードは出ない｡学生たちは､1年次から､まとまった日本文を読む

訓練を続けている｡ことに1年生の最後の3分の1は､日本の家族､教育､宗教などについて

の文章を読み､中級-の橋渡しをしている｡2年生になってから､いきなり書きことばの文章

を読み始めるわけではない｡

JⅡBで使ったテキストの言語情報の特徴として､まず挙げられるのは､文長が短い(20-30

字台が多い)ということである｡国立国語研究所 (1951)の調査 ｢『読みやすさ』の基礎的研究｣

では､児童雑誌の平均文長が29.1字､大衆雄誌で37.5字､総合雑誌の58.7字､専門雑誌の

75.7字などとなっているo中級日本語教科書では､『日本語表現文型中級H』の平均が38.88
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字 ということだ) (山本 i989) 生の日本文としてはもちろん､中級教科書と比べても､かな

り短めのテキス トを使ったことになる｡ 平均文長の数字から予測できるように.1構文は比較

的シンプルで､長い適低値蝕儒な欄 維なものはほとんどない.:_.十瓦 漢字､語嚢､慣摺句な

どには､2年生の学生たちにとっての新出が多い｡文体 そ語葉は書きことば中心 (である体､

連用中止法の多用､書きことばに使われる語嚢の多周)である｡JTⅡBで学生が求められたのは､

長文の構文分析力よりは､初級の基礎の上に立って､書きことばの文体に慣れ､漢字 ｡語嚢を

増や していくことだったと言える(-,

母置語による読みでは､既有の言語知識以外にも様々な背景知識が読解を助けている｡外国

語学習においても同じことが言えるだろうO澗 Bの授業では､読む前にその文章の話題に触れ､

学習者の既得知識､経験などを引き出すようにした｡また､本文に書かれていないが､文意の

理解に必要と思われる事柄があれば､説明するようにした｡例えば､ 『握手 巨2』では､手締

めが具体的にどんなときにどのように行われるか､ 『ごく普通の荏 田韓国人』では､歴史的な

経緯 と現状 腺 私 E3本での権利と義務､指紋押掛部 についてである｡説明は､na柄 espea敗e‡-

教師の授業で は 臣∃本譜で行った,_､

f:3 話 し､嘗 i授業-- 相 を ど う 話 し ､ 若 く か 蔓J調欝-･2珂弼の授業)

jr正誤の 目標のひとつは､文章 の 内容を受 身の立場で理解す る だ け で なく,.そこに艶 若 き た

ことばを使って､内容について話 したり害いたりできるようにすることにある｡

田打寝vespeakば の教師が担当する2回目の授業では､内容､j論旨を問う問 題 に答え た あ と ､

学 習者の国ではどうか､鋸 きはどう考 え るか､などについて話 し合い､最後に短い文 に ま と め

るようにした,ディスカッション例 : (作文は､資料2参照)

匂日本人の慣習的しぐさで不思議だと思ったこと､おもしろいと思うこと 腱 手)

噛主人公は役員になるだろうか､それとも会社を辞めるだろうか (企業の秘密)

尋タイの農村や漁村で起きている ｢開発｣による問題に日本はどうからんでいるか

(北京で燃えた女たち)

i人種差別はどうして起こるのか､またどんなときに一番問題になるか (在日韓国人)

看豪州や東南アジアで従来のヨ-ロッパ中心の地図でなく､アジア中心の地図をかくように

なってきたのはなぜカ㌔ また､なぜアメリカ人は日本が大変遠い国だと思っているのか

(世界地図の中心)

｡家族が不治の病にかかったら告知するか､また自分は告知を受けたいか (癌告知)

学生たちは､1年生の3学期に日本の大学-行き､ホームステイをしているので､許すこと

自体には余 り抵抗がなくなっている｡また､書くことも､ 1年次の作文の授業で､基本的な訓

練を受けており､ある程度慣れている｡問題は､使い慣れた話 しことばの層の上に､どうやっ

て書きことばを重ねていくかだった｡ディスカッションでは､です ･ます体のスタイルの中に､

例えば ｢影響を与える｣ ｢… が増加 している｣ し ざるを得ない｣といった (テキス トに出

てきた)表現を積極的に使 うことを奨励した｡ ｢薬を作る会社｣で通じるからいい､とするの
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でなく､せっかくテキストに出てきたのだから ｢製薬会社｣を使うように､意識的にしむける

ようにした｡また､書くときは､このほかに､である体で書くなら､それにふさわしくない接

続詞 (例 :ですから､でも)を使わないこと､ひとつの句の中での語秦のアンバランスな組合

せを避けること(例:参政権も幸福追求権もくれない日本社会)､文体を統一すること (です ｡

ます体とだ･である体をひとつの作文の中で混ぜない)などが主な留意点だった｡

6 生教材の処理

生教材には､それが学習者の学力や興味に合っているか､ということ以外に､生のものであ

るがゆえに初めから教材として作られたものにはない種々の問題がある｡例えば､書き下ろし

の教材ではコントロールされて出てこない表記や文法上の非規範的､非標準的な使用､文体の

混在などである｡

カタカナは､初級では主に外来語やオノマトペを書き表すのに使われる､という形で紹介さ

れる｡しかし､実際のカタカナ使用は､その範囲を越えており､常用漢字以外の字 (例 :オレ､

ウソ)や本来ひらがなか漢字で書けることばがカタカナになっているもの (例 :甘いヨミ､サ

ツ回り､ニホン語日記)も少なくない｡後者の例は､カタカナを使うことで､それが口語的 ･

俗語的な表現 ･茶化した言い方であったり､通常の意味で言っているのではない､というニュ

アンスを込めたりしている｡

また､送りがなには､標準的ではないが実際に使われることのあるもの (手先き)や､現在

の学習指導要衝で許容扱いになっているもの (例 :落す､安上り)が出てくる｡漢字も､常用

漢字表にない音訓 (例 :拡がる､お腹､地図を描く)が使われている｡

そのほかに､標準的には漢字で書かれることばが筆者の好みや癖でかなで書かれた結果､ど

こで切って読むのか､どういう意味なのか分かりにくくなったケース (例 :そのご､ご期待に

そう､なんとかなっとくしてくれる､だれからもれたかは)もあった｡まだ語嚢の限られてい

る学習者には､ ｢そのご｣が ｢その後｣であり､ ｢ご期待にそう｣の ｢そう｣が ｢そうです｣

ではなく r添う｣だと瞬間的に判断するのは難しいのである.

文法では､ ｢出てこれた｣のように現状ではまだ標準的とは見なされていない例が､会話の

中にではなく､地の文中に使われている例があった｡

以上のような表記 ･文法上の非規範的､非標準的な使用は､学習者のレベ/レによっては､労

力コストが学習効果を上回る危険を避けるために､書き換えたほうがいい､ということになる

だろう｡しかし､JⅡBでは､このような例は日本語の使われ方の実際とその広がりを表して

おり､適切な説明を与えれば､2年生には十分処理可能で､それを知ることも大切だと判断し

て､書き換えることはしなかった｡

文体については､1年次から､ひとつの作文中で､です ･ます体とだ体を混用しないよう指

導をしているのだが､生の文章の中には､両方の文体が使われ､しかもそれが独特のリズムを

生み出しているものがある｡副 教柳こ使った読み物の中にそういう例があったので､意識的に

｢筆者はふたっの文体をどのように使い分けているか｣を問題として取り上げた｡
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7 読み物に合わせて準鰐した自主教材 (教科書体使用)

書き下ろしの教材なら､初めから学習すべき事柄が明瞭だが､生教材の場合は､そうではな

い｡そして､そこに出てきた新しい漢字なり語嚢なりをすべて覚えなければならないわけでは

ない｡何と何が学習すべき事柄なのか､はっきりさせないと､焦点がしさ軌 ず､学習者の労力

が拡散してしまい､何も身につかない､ということになりかねない｡学習事項とその範囲をよ

り明確にするために､下記の自主教材を作ったC (a､d､eは95/96年度から､それ以外は

96/節 年度) Cは､新しい漢語語嚢が出てきても､ある程度意味の予測がつくように､読み

のス トラテジーのひとつとして､漢語の構成要素､接辞などを問題形式で学べるように､とい

う趣旨で作った｡また､テキス トには主に明朝体が使われているが､寝室教材悶ま教科書体を

使用した｡文字を書くときのお手本としては､教科書体が最も適しているからだが､教科書体

は同じポイントでも明朝体に比べ､小さく見えるo見やすくするため､弟/だが必要な賂倉､ル

はl君⊃

ビにはゴシックを使った く例 こ漁網)

a 漢字語嚢リスト:新出漢字3､読みかえ 芸者変化 :読みの特定しにくい語 録7_泰0弟購

b 漢字練習聞達 :既習の読みと読みかえを対比させたもの､新出の漢字の読み書きoすべて

デをス トの文中での使い方｡〕答つき､自習鳳 この範囲からテストに出題

に 漢字 匂ことばの使い方 :漢語の構成要蘇.接辞､同音異義､音瓢 複数の読み､連濁

d 読解問題､要約､意見を書く課題

e 漢字テスト

f 本教材朗読テ-プ 日 学期のみ)

8 おわりに

素材を入れ替え､自主教材をふやして学習のガイドラインを明確にした結果､96/97年度は､

前年度よりも漢字テストなどの成績の平均も上がり､学生のコ--ス評価も大変高くなった｡中

級に適当な生教材がどんなものかという目安もできた｡また 『握手』のようにレベルに合わせ

た適切な書き換えをすることで､選択の範囲はもっと広くなる｡中級の読解教材の開発には､

それもひとつの方法だろう｡97//98年度からは､カリキュラムの変更に伴い､･2年生は全員日

本の大学で1年間勉強することになり､この学年の授業はSOASでは行われなくなる｡しか

し､広い意味で中級の生教材を使った授業ということで､この2年間の試みを今後の授業に生

かしていきたいと思っている｡

◆ 資料

1 教材 文例

396/97の新出漢字削 iIAから459字､川 Bから154字の計613も 1年次と合わせて1300字余りとなる｡
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(新出漢字 逐 :読み書きを覚える 壁 :読みだけを覚える 剰単 :覚えなくてよい)

･握手1 産能短大国際交流センダー(1991)｢日本語を楽しく読む本 中級｣

壁羽 耳童から茎約の成立を確墜するための行為であった｡つまり､確 的な行為であった.

手の平の墓らかい部分を合わせるのは､相手と一つだという意垂を持つためだった｡実際､

手は法行為の上で大事な意味を持っていた｡塑建時代では､家臣になりたい人間が両手を合

わせる｡そして､主人がその手を自分の手で包むと､王延の契約が成立した｡このや り方が

中世のキリス ト教会に入って､両手を合わせて祈る慣習が生まれたと考える学者もいる｡そ

れ以前のキリス ト教会では､祈る時は両手を高く上にあげていたのである｡

･ごく普通の在日韓国人 妻信子(1987) 朝日新聞社

マスコミの世界は､外から見るとすごく進歩的にうつる｡社会の悪を型聾 し､正義を追求す

る社会の木鐸に見える｡この世界に就職差別があるんだろうかという甘いヨミが私にはあっ

た｡だから､ノ亡酒己し､反対する親にも強気の態度で出ていた｡

2 学生の作文 (部分) 例 (語嚢レベルで添削したもの)

･日本の手締めの意味はおもしろいと感じます1テキス トによると､手締めは､何人もの人が

共同の関係が成立したことを神の前で確認する行為です｡イギリスでは同じ行為は違 う意味が

あり､その使い方は全然違います｡フットボールの試合でチームをはげますためにフアンは手

締めをします｡同時に歌をとても大きい声で歌いますも (握手 96.10女子学生)

･西洋社会は個人主義に基づいているように思えるO従って､死にかかっている人に真相を知

らせないでおくのは､事情はどうあろうと言い訳にはならない｡しかし､日本人にとっては､

家族を苦しみから守るために何も言わず一人で苦しむのは､患者の知る権利を認めて苦 しませ

るより大切だという考えは当然のことだ｡ (癌告知 97.4 男子学生)
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