
まとまりのある文章を書くためにはどうすればよいのか

一初級クラスにおける作文指導の実践報告一

晩撃東学留学生センタ--- 富谷敦美

0.はじ軸 二 一本実践の出発点と目標一

初級レベルにおいて ｢書く｣技能の指導は､健の3技能と比べてシラバスも､教授方法も確

立していないCこれは､初級レベルでは ｢書く｣活動が､既習文型の確認のために単文レベル

で ｢文を搾る｣ことや､自由搾文で内容よりも書いた 胤 に焦点が当てられてきたためであ

ると考えられる｡しかし､学習者が日本語で書く場合は､日本人の知人に宛てた手紙や,研究

牡にとって､ ｢日本語でレポ一一トが寿けるようになる｣ことは重要である｡そのような学生に

対して､効果的に ｢まとまりがあり､読み手に伝わりやすい文阜_!を昏けるようにするために

は､上述のような､学年が番いtJものを単に訂iT:～7イードバ･ソJ/するという韓遇いの方法だ

けではなく､文章作成に関する事項をシラバス催し､体系的を指導を行っていく必要があるO

鱒二史除草全体を考える悶ま､様j&な観点から分析し>eシラバスを構築していくことが墓要であ

る｡挙筋ではまとまりのある文章を書くため最ニ㌻壌章の談話構成_‖ニ着目したシラバス構築と

それに基づいた指導実践について報告LfJ_い{:.

且｡初級学習者の作文の問題点

初級段階では文型や語嚢の駅前が大きむうなど日本語能毎そのものにも問題があるが㌦文法や

語秦能力などの他に､読み手が明倖する論理構成Ll.合すt̀いか ､ため読みにくいということが

指摘されているG (筒井 (i996)樋口 (1997日 では ｢読み手が期待する論理構成｣とはどの

ようなものだろうかO以下､初級学習者が吾いた作文を例i二 読みにくさの要田を探ってみた

いO (注 1)

用 ｢私のヘヤについて｣ (エチオピアA学生LL日本語学習4過開削

わたしのへやにベッドやつくえやいすがありますOそれからはんぽことくつぽこがあります0回それかられいぞう

ことトイレがありますO

ベッドとつくえといすはわたしのヘヤのすみにあります｡(ら)トイレはれいぞうこのまいにあります｡れいぞうこの

なかにやさいやにくやトマトがあります.(C〉そしてわたしのヘヤにほかのものがあります｡

この作文は語桑の表記に若干の間違いがあるが､文法的に見て (学習した文型では)誤桐で

はをい｡しかし､(a妙)文は明らかに不自然な感じがするO一般的に､部屋にあるものの情報と

して ｢物と認識している｣冷蔵車と ｢場所と認識している｣ トイレを並列して提示することは

ない｡ま真 bめ文はトイレの場所を説明しているが､冷蔵車の前にあると述べても､読み手に

とっては ｢冷蔵庫｣の位置が明らかでか ､ので､この文は情報価値が除くなる｡また､ ｢場所

と認識している｣ トイレをそれより小さい ｢物と認敢している｣冷蔵庫に視点を当てて説明し

ているので､読み手は奇異な印象を受けるのではないかと考えられる0(C桓)文はこの文章の最

後の文であるが､ rほかのものがあります｣と読み手にとって新出の情報で終わっているため､
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読み手にはまだ文章が続くような印象が与えられるO樋口 (1997)は､ ｢初級学習者の作文で

は 伽 の情報∃と r新出欄 のバランスが悪く､それが分かりにくさの原因になってい

る｣と述べているが､この作文例も同様の結果となっていると考えられる｡

(2汗私のまち｣ (ベトナム入学生 ｡日本語学習8週間E3) (注2)

おんなの人はえきをでて､かさをとっていましたoたぶんしごとからかえっていました｡しょうてんカ恥､であるい

てにくやにはいってそれから牛肉をかいました｡はなやをとおりました｡くすりやもとおりました｡なにもかいませ

んでした｡(a)べんりなみせ (コンビニエンスストア)にはいって､ぎゅうにゆうをかつて､みせをでてから､ねこは

ほやくほしりました｡から､女の人がねこをみることができませんでした｡しん‡乱,しましたね｡それからねこをさ

がしましたが､いろいろなところでねこはどこにしりませんでした｡うちへかえってから､ねこはもういました｡女

の人はねこをだきました｡ねこはあたたかくなりました｡女の人はうれしくなりました｡

この文章の書き手は ｢おんなの人｣に視点を置き､文章を展開しているoしかし､(a妊)文で

は､女の人とねこの行為を ｢て形｣で接続している｡このように旬と句の接続の問題や文と文

の接続の問題が筆者の担当した初級学習者の作文では数多く見られた0

その他､筒井 (1996)が指摘しているように､文章の結束性を高めるための手段である ｢主

題の省略｣や ｢指示語の億円｣などにも開港を抱えていることが､筆者が担当した学習者の作

文にも数多く観察された｡

2.シラバス作成にむけて

｢まとまりのある｣文章が成り立つためには ｢テクスト性jが不可欠である｡池上 (1982)

は､ ｢態東性｣､ 博立性｣､ ｢全僻糊草道｣が文章のテクスト性を支えTいると述べている｡

結剰勤ま｢文と文の間の続き具合の聴 ｣､卓立性は ｢文章中で特に目立たせて提示する部別 ､

全体的構造は ｢テクスト全体にかぶせられる枠｣である｡これらの談話構成に関わる事項のう

ち､初級では特に個々の小さい談話 (いわゆる ｢段落｣)を構成するために不可欠な基本的な

談話技能を教えるべきであると考える｡また､初級段階では文型や語嚢が制限されており､文

棋聖が単純で観察しやすいため､学習者に談話構造に着目させることが容易であるという点と､

初級段階では表現できることが粧拙で退屈なものになりがちだが､読話構造を考える学習活動

は成人学習者の知的欲求を満たすことができる点が大きな利点でもある｡以下に､1で述べた

初級学習者の作文の問老などから､初級段階で指導するのが適当と考える項目を挙げる｡

① 文中の省略可能な語句

ある主寓で文章を書く場合､主題を省略することで文章内の結束性を高め､主寂を再設定す

ることにより談話の切れ目を示す

例)峯娃ミャンマー人ですo私は岐阜大学の留学生でlo友達のルポさんはフランス人です｡

② 意味のつながりと葦競表現

文の意味上のつながりを考え､二文を一文に接続する方法 (て形接続､-が､～ので等)や､

接続語を用いて文と文のつながりを表わす方法 (原因-理由 ｢だから｣などl)

③ 文脈指示のソ系代名詞

書き言葉で問題になる文脈掲示のソ系代名詞と現場指示の代名詞との違い
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④ 書き手の視点と文型との関係

書き手がとる立場の違いと使相文型の違い

例)書き手が観察者の場合_, ｢女の丸はうれしあったですC｣ とは言わず ｢女の太はうれし
LIl11 L1 lIヽトーJL-一一

かったと思いますO ｣と述べる｡

⑤ 叙述の腐醇

-｢肢的に大きいものから小さいものへ叙述 またも後ろの情轍の方が重要視されやすい

⑥ 談話の最初の文と最後の文

談露のトピック患部 -!る文を赤 城 に まとめ舜文を最後に番く

抜上の指導項目を一つずつ頃日をとり上げてそれだけを籍導することは卿 能であるの

で､初級で学ぶ文法事項や語嚢と､関係の深い項目や導入有能な項目を考慮しながら､文章の

トピックと提出順序を考えたOまた､積み上げ方式で項目を導入し､少しずつ復習Lをがら進

められるように配慮した｡

3.教材の構成と指導の手階

数脚 注5つのタス夕で構成さilfrいる｡,搾文のクラス五回 毎彊都 で且つの計ピッタをとり

あを果 前回の脚 を復習しながら､新出の談話章蹄 を導克するという項目積み上げ方式で

ダラス活動を行ったE,鎚下を二教樹の構成と蒋導の芋版を説野軒るO具体的を教鰯膏腿 資熱望に

撮泰するo

Oよみましょう1:あるトLJ･･:十で吾いた複数の文 措:_3)または短いモデル音字を提示

⑳がんがえまLノよう :各ユニットの重要な談義技術を疑示

eよみましょう2(注41

◎と似た複数の文を投示し､学生はそれらを内容から談話 (段落)に分けるタスタを行うO

ダスタの結果やその理由についてクラスで志し合うoこの場合､解答は且つに限らず､学生の

思考過程を重視し､複数の結果が出た場合は､学生にどちらのほうがより分かりやすいか考え

させるLI

Oれんしゆう:◎を○で提示した談話技術を周いて書き直し､ ｢まとまった｣文章にする｡

命かきましょう :学生がユニットに関係のあるトピックで､学習した談話技術を手がかりに

作文を書くO書いた作文は､提出後教師が文法 ｡表記レベル､談語レベルの間違いに,それぞ

れ異なる色のペンでマ-クをし､返却するO学生は訂正し､教師と次回の授業で確認する｡

4.まとめ一実践の成果と今後の課霞一

上述の方法で指導実践を岐阜大学留学生センター日本語研修コース初級クラス (20週間×2

期)で行い､実践の成果を見るために教材の括導前に書かせた作文と比較したところ､指導後

に書カせ た作文は ｢文章のまとまり｣という観点においては大きな向上が見られた｡また､単

なる既習文型の羅列に終わる作文ではなく ｢どんな内容をいかに書けば読み手に伝わるのか｣

ということを常に意識して文章を書くようになり､このことからも談話構成に着目したシラバ

スを構築することに意味があることカ確認できた｡なお､この指導方法は､決して単文レベル
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の文法や語嚢､表記の間違いを無視したものではなく､文章を書く活動をより大きな視点から

捉え直し､効果的な冶導を目指したものである｡

今回提示した指導項目は初級学習者の作文を適して筆者が観察したものを基にしており､初

級で教えるべき項目が網羅できているわけではないため､今後､実際の日本語の文章の談話分

析の結果や､初級で学習する文法事項や語嚢などを考慮に入れてシラバスを改良していかなけ

ればならないと考えている｡また､筆者は日本語教師の日で学習者の作文を評価しているが､

一般の日本人の読み手がどのような文章を ｢よい文章｣と考えているのかという点も調査した

上で､ ｢読み手に分かりやすい文章を書くため｣の初級作文指導実践を今後も進めていきたい｡

(注1)留学生の書いた作文の文法や語嚢の間違いは訂正していない｡記号､下線､括弧内の

説明は筆者による｡

(注2)ビデオ日本語教材用 本譜でだいじょうぶ｣(国立国語研究所)ユニット1-7｢私

の町｣を視聴後､書いたものである｡視聴前に何の学習活動も行っていないが､学生が作文を

書く際に動詞 r抱く｣を導入している｡

(注射 ｢複数の文｣は話題上のつながりはあるが､省略や指示詞を用いて結束性を高めて書

いたものではないため､ ｢文章｣ではなく｢複数の文｣という表現を用いている｡

(注射 ユニツ吊こより､ は みましょうH を使うこともある｡
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[資料1 97年度棚

ユニット1:｢自己紹介と友胤

省略可能な言葉について (主題の省略),名詞の接続 ト で｣を優って

ユニット2:｢私の一日｣

最後の文 (cDrdl血xi)､省略可能な詩句について､凄続詞 ｢そして｣｢それから｣､接続助詞 ｢～がj

ユニット3:｢犬山の研修旅行｣コンピュータにインプットする

今までの指導項目に気をつけて書く (省略と接続表現)

ユニット4:｢私の部展｣ ｢私の国｣

トピックの ｢は｣､大きいトピックと/1､さいトピックについて､述語のつなぎ方について､葦続助詞 トが｣

｢～て｣ト から｣､雄 司｢そして｣｢それに｣｢でも｣

ユニット5:｢意見と希望について｣

談話の最初の文 (ラベルの文)と最後の文､接続詞 ｢だから｣

ユニット6ニ｢私の町｣ (ビデオを見て､ストーリーを書く)

現在と感情表現 ･判断表現 (体験者と観察者としての札束と表現の違いについて)

ユニット7:棒牌 について｣
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醇 を表わす言葉 ｢まずj ｢つぎに｣ ｢それから｣ ｢さいごに｣

ユニット8:｢施行案内文｣
列挙を表す言葉 ｢まずJErっぎに｣｢それから｣

[資料2 教材例 ユニット5｢意見と希望について_‖
[よみましょう1〕 宅替⇒むすめ_)

① 私のむすめはやさしいです｡② 私のむすめはとてもをまけものです｡③ 私のむすめは私のしごとを手つだい

ませんO@ 私のむすめのへやはとでもきたをいですO⑤ 私のむすめばいつもテレビを見ています｡⑥ 私のむす

軸 まぜんぜんべんきょうしませんO① 私のむすめのせんしゆうのテストは50てんでした｡⑨ 私はむすめにもっ

とべんきょうしてほしいとおもいます.

▼ ラベル 一一

∇ りゆう -a

▼ さばう 一一

[かんがえましょう]

①私のむすめはやさしtJlですO+ ② 私のむすめばとてもをまけものですC

⑤ 私のむすめはt/yjもテレビを見ています + @ 私のむすめばぜんぜんべんきょうしませんO

｢ヽ
聖二もう!..,-%ちどよみましょっIl

私のむすめばやさしいですが､番㈱ 経とてもをまけ尊さのです｡

納 車め越私のしごとを争つだいません｡顔榊 秒､､滞はとでもきたないです C,脚 線いつもテレビを

見てひもで､㈱ ぜんべんきょうしません{J,㈱ せんし癖うのテストは5tjてんでしたO

蓋 藍畠 榔 もっとべんきょうしてほしいとおもいますO

[れんしゅうvl

互 電子ども-おかあさん蓄 電 竜つま-おっと3

① 私の母はキャリアウ--マンですO ① 私のおっとはヘビ-スモーか-でヰo

② 私の母はいつもよる8時に家にかえります｡ ② 私のおっとはまい日40本たばこをすいます｡

③ 私の母はごほんをつくりません｡ ③ 私のおっとはおさけも好きです｡

④ 私の母はいつもコンビニエンスストアでおべんとうを ④ 私のおっとはピールをたくさんのみますO

買いますO ⑤ 私のおっとはしゅうまつにいつも家でねています｡

⑥ 私のおっとはしゅうまつになにもしません｡

⑦ (ここの蕗分は学生が考える)

wF t虫へ,>ヰ一つヰl一･ ~ヽ■〉-ノ､.A- ー~~くlヽZ

(む に この部分は学生が考える)

(参 10年軌 私のつまはきれいでした.

③ 私のつまは私とけっこんしてからふとりました｡

④ 私のつまはぜんぜんけしょうをしません｡

(9 私のつまはぜんぜんスポーツもしません｡

(参 私のつまはいつもテレビの前でポテトチップスを食 てヾいます｡

(う (ここの部分は学生が考える)

[かきましょう]あなたの友だちか､カで くにきほうを言ってください.
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