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0. はじめに

海外で日本語を教える日本人講師に対し､現地教師陣から期待されることのひとつに､口頭表現能

力の育成がある｡ベル リン ･フンボル ト大学日本学科でも､従来より､入門期の学生 (0年生)を対

象とした会話の授業が､国際交流基金から派遣される日本人講師の担当する主要な科目とされてきた｡

しかし今回､これに加え､学生が ｢美しい日本語｣を話すように発音指導を行ってほしいとの要請を

新たに受けた｡この結果､任期である1996年 10月から1998年 7月までの間に､以下のよう

な7種板の発音指導の授業を担当する機会を得た｡

表 1 実施した発音指導の授業

授業 期 間 対象学年 時 間 数1通関あたりの時間数×回数 ●参加した学生数 (平均)

①●● 96/97冬学期(1996年 10月-1997年 2月) 0年生 15-20分 ×11 38 12:日 '

② 97 夏学期(1997年 4月-7月) 0年生 90分 ×11 22 (10)

1年生 9 0分 × 1 1 13 (6)
2年生 90分 × 5 8 (5 )

●1回以上授業に参加 した学生の数

叫①③⑥はふたつのグループに分けて授業を行った

本稿では､0年生を対象に1997年10月から1998年7月までの2学期間実施 した発音指導

(表1③と⑥)の実践報告を行い､終了時に学生に行ったアンケー トの結果と合わせ､発音指導を行

うことの意義について考えてみたい｡

1｡ 0年生のカリキュラムと発音の穀菓

本稿で取り上げる0年生とは､正規の日本学課稜の開始に先立ち､1年間日本語を集中的に学ぶコ

ースの学生である｡従来よりフンボル ト大学における0年生の指導では､コミュニケーション能力の

育成を重視してきたことが特徴であったが､発音指導が授業としてカリキュラムの中に組み込まれ(義

2参照)､継続的に行われるのは､今回が初めての試みである｡

衰2 0年生の日本葡軽業

l 月 火 水 あるいは木 金

コ マ 数(iコマは実質90分) 2 1 2(夏学期は3) 1

科 目 文 法 会 話 漢 字 ビデオ

2由 発音指導の日樺及び日的

2学期間を通じて､拍感覚 (特に特殊拍)を身につける､高低アクセントの感覚を身につける､と

いうふたつの大きな自壊を立てたoその日的は､最終的に学生が自律的に発音の訓練を継続 させてい

ける能力を身につけることであった｡ここでいう自律とは､学生が自分で耳にした日本籍を正 しく藩

札しそれをまねることができ､また､自分で自分の発音をコントロールできるようになることである¢

この自律化を可能にするひとつの手段として､まず､柏とアクセントのふたつに対する注意を促 し､

意識させることが有効なのではないかと考え､冬学期とま学期､それぞれ以下のような指導を試みた0
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3. 指準例

311. 97J98冬学期

311-I. 持導の概略

呈学細目である冬学掛 ま､韓及び高低アクセントの串介を主眼とfF.た畠擦導の軒は､始やアクセン

トの規則についての鋭明も行うが､規則を規則として頭で理解するというよりも､美麻に発音するこ

とによって規則を表現するという実践の方に重点を置いた｡練習には､学生が学んだばかりの文法項

冒 (例えば動詞のます形やて形など)と常套を用いたe これは､できる限り他のカジキ基ラムと関連

づけることが､帝に初期の集中コースの緒導には効果的であると考えたためである白そして､学生が

月曜告に新しい文鎮賓日を学び､火曜日にそれが会話釘率でどのように鏡おれるかを練習し､金曜日

にはその項目を正しい発音で定着させるといった基本的流れを計画した｡従って､ここでの発音指導
は､文法項目を定着させるための基本的な ドリルを､活用の正祉さに加え､正しノいアクセントで行う

ことと貰い換えられるG

3-112さ 指導方法

まず初回の授業に先*Lも､日本語の柏とアクセンil.について､AnhttrodLAl･LLlo17f̀,Moあ ･,7 ノ如 L,
(Mj加tanii997､以下lMJとする)の税明からそれぞれ次のような基本的情報を学生に与えた.､稗

に関しては､.柏の等時性.轍音を除きかな 1文字が1.柏に相当することの…'.点__.アクヤン吊､p関Lて

はtt相対的な高低アクセントであること,ひと･つ巨とふたっ目の泊の高さは常に異なるこ<㌦ Tナ･L･.I･

の帝の中で商い細分は抄とつしかないこと抑3点である苛

毎回の授業では､ 富AiLu を参考に､毒及び高儀アタ脅ントを視覚的をこ翠磯きせるための菅 ヂ 鴇逐 ¢

!-iP用教材として作成 し､導入､練習､訂正の際に用いた.､具体的手順 く｢名言荊十です.【掛印 L･'.) ギ･チ

次の濁りである._,

真壁ユ ニ導.入
まず､例j.のような砧と高低アクセ:,Jトをモデル化したものを堤示し..ひと-TJLlT.〕柏を fたJで､

葡別捧名のjf故により練習を行ったOここでは､学生が官でとらえたアクセントの型を正し竃貰え

ているかどうかを確落し､鞄感覚 と､アタセントの高低感覚をつかめるよう毒=なることを目指したO

例日〆⑳
た た

豊艶旦 :活用練習
次に､まず例 2の1から6のような､毎週新たに学習する詩集を用い､手順 1のモデルにそれら

をのせる形で練習し､次に､例3の野のように､例2の蓮の静*に Fですjをつけて 鳩 九です｣
(B-1)｢-やです｣(B-2)などの練習を行った｡方法は手順 1同様､教師のモデルを模倣

するリピー ト､一斉コーラス,そして個別指名で行った3ここでは､学生が既に学んだ文法項目や

詩集を､正しいアクセン トで聞き､それを視覚的にとらえ､さらに自ら繰り返すことによって正し

いアクセントと兵に定着させることを日拷した｡

例 2〉 シ/〇 三･.孟誓

i.これ 2.それ 3.あれ

5｡かみ 6.-や

例 3) 国‥垣 十 です

B-1(1これ､2.それ､3.あれ)B-2(4.かぎ､5.かみ､6.-や)
.･専ト̀∴こ .･･-義
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圭壊且 .･対話練習

毎回の発音緒等の最終段階として､肺単な対話形式まで持っていくことを目指 した｡ まず､例 4

の国のように rですか′ (上昇イン トネーション)Jをつけて rあれですか/｣(C-1)r-やで
すか′｣(C-2)などの練習を､それぞれ手順 1､2と同様の方蔭で行い､上昇イン トネー シ ョ

ンが加わってもアクセン トの型は変わらないことを確認 した後､最終的に学生同士の間で､質問 ｢あ

れですか′｣ と答え ｢はい､あれですJという対話形式でまとめるようにしたO

例4) a:凶 + ですか′

C-1(1.これ､2.それ､3.あれ)
●･･●

C-2(4.かぎ､5.かみ､6.-や)

-…㌦｡…….メ.ノ､●･-Ho一･-･●ノ

以上のような手順 iか ら3を､拍数の少ない簿女から多い爵女-という順番で繰 り返 した｡また

練習が進んだ段階で､適宜キュー となる視覚的刺戟を､柏 とアクセン トのモデルから絵カー ドに切

り替えて練習 したぅ

冬学耕は､以下の 11項 目をそれぞれ 1回の授業で扱い､最初の導入の授業を加え､計 12回の指

導を行った｡

1.名詞+です-I(I)

2.名詞+です-(2)

3.動詞 :-ます/-ました

4.動詞 :-ません/-ま しよう

5.イ形容詞 :-です

6.動詞 :て形 (促音を含むもののみ)

7.家族の呼称を用いて長音の練習

8.動詞 :辞書形/て形-(1)

9.動詞 :辞書形/て形-(2)

lO.動詞 :-ない

日｡動詞 :辞書形/-ない

3-2. 98某学期

312-1. 指等の概略

冬学期が全体指導､つま りコーラスが活動の中心であったのに対 し､2学期 目の夏学期 は､一人一

人の学生が柏やアクセン トをどのようにとらえているかを知るためにディクテーションを行い､その

結果を学生にフィー ドバ ックするとい う形で個別指導的要素を取 り入れた｡ これは､指導の 目的であ

る自律化を促すため､学生 自身に自分がどの程度拍 とアクセン トをとらえられているか謎蔵 させ よ う

としたためである｡ これに加え､夏学期は､ディクテーシ ョンに用いた早番を見て､そこにつ けられ

たアクセン ト記号の通 りに発音するという形で自分の発音をコン トロールする訓練を行ったOさらに､

毎回テーマとして取 り上げた特殊袷のミニマルペア (病院 と美容院など)を含んだ短文 と､アクセン

トのミニマルペア (佐藤 と砂糖など)を含んだ短文を､それぞれふたつずつ用い､単語を越 えた レベ

ルでの練習も試みたC

教材には､ディクテーションにはAuralComprehensionPractL'ceinJLPaneSe(Mizutani1979､以下AC
pJとする)か ら､短文練習には 『教師用 日本話教育ハン ドブ ック⑥発音』 (国際交流基金 日本語国

際センタ- 1989)からそれぞれ抜粋 したものを用いた｡

3-2-2. 指等方法

主監と :特殊柏を含む単商のディクテ-ション

ACPJの中か ら､例 1のような特殊柏を含む単語を毎回 15個程度開き､ひ らがなで書 き取っ

た｡

例 i) 1.びよういん 2.ぴょういん 3.こきよう 4.こきょう
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手順 2:アクセン トのディクテーション

手順 1と同じ単語を用い,今度はひらがな (かたかな)が既に書いてあるディタテ-ション周紙
ヱ:r 腐rワの l･ち五LLPアノウ･抄､ノkm:意:LFF38}虫垂約一1阜■hヽ L/T早さ▼lミ7ヽ,Ir､~′-Ii-~~~E▼,F■一J手禁じ芦す.～1-rA--J'tit,-6

例2日 b鮎 2中込部 首 3･飛 退 4･塾 ま

豊艶旦 :アクセン トの記号通 りに発音する

手将 星-.2の答えとして-.例 ･3のような､単簿にアクセン ト記号のついたものを配布 し,そ招ア

クセン ト怒号の通 りに発音する廉~菅をした白

まず､轟 と高塩アタ老ン トの塾だけをチェックするた範に､-,̂ずつ学生を指名 して前学期同様

｢たた - 寺｣で発現 した後､その型の通 鋸こ単静を密ませ､単静のみを全体で盟-ラスしたOこ

うして全体でチェ.:,,クした後､二人ずつのペアで練習させ､その間は各ペアを回って僻別のチェッ

クにあたった｡そ して再び全体で3-･ラス及び額別籍名で練習を行った¢

Jl: _/I: ､ . ..: , 1':､･

豊巌真 言短文練習
例 4の 畳のような ､幹殊飴のミニマルペアを含んだ短文と､2のようなアクセントのミニマルペ

アを 食んだ短文をそ れぞれあたt,wbずつb手牒 詔と同様に､まず全体で､次にペアでb最後に再び全

額 で という額番で顔 習 し た語

例 射

__:i.,.i._･･ J._,工 ∴ 二 ･
(空港行きの急行をL=乗ったO∋

ご 塁とよさんは主星皇がすさ.;>j■:
(佐藤さんほ砂欝が好きだ匂う

一旦匝且 ,･:!Tィ 一一ト~′̀ : 汁クと凌暫

次の週に もデ ィタ デ-か習:,/を返却tf-た擾-.それを見ながら再びデー】-プを聞き､復習 として二手稀
語､ 轟を換 り返 した ｡

夏学期は､以上のような手順で長音､軽音､促音､拙者のよっつの特殊抱をそれぞれ 2回ずつ取 野

上げ､これに最後の復習及びフイ- ドパックの授業を加え､計 9回の指導を行った｡

4. 学生の反応 :アンケ-･トの結果から

2学期 目である夏学期の終了時に､学生に発音の授業についてのアンケ- ト日でイツ語)を取ったや

且9名から回答があり､以下の 4事項についてそれぞれ次のような結果が得 られたO

且 遁むよ こ発音の授業娃有意義だと思いましたか? それ とも必要ないと思いましたか? それ
はどうしてですか? (記述式)

結 果 ニ1名の r日本語の発音は日本にいる時,練習 した方がいい と思います｡Jとい う回答

を除き､全ての学生が発音の授業の意義を諌めていた (資料に全回答を掲載)a

且 ｣乳_i :授業はお もしろかったですか ? つまらなかったですか ?

結 果 : 9人
(47.4%)

7人

1 2

- つまらなかった
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質 問 3:授業は難 しかったですか? 易しかったですか?

結 果 :

1 2 3 4 5

- 易 しかった 難 しかった -

jL過し生 :引き続き発音の授業に参加 したいですか? もう参加したくないですか?
結 果 : 12人

'Flyo'
(36人○yo)

1人

1 2 3 4 5

- もう参加 したくない また参加したい -

1の記述回答及び4の結果から､ほとんどの学生が発音の授業の意義を蕗め､また今後 も望んでい

ることがわかった｡ しかしながら､3の結果が示すように､学生にとって日本語の発音､しかも r美

しい日本語Jは､決 して易 しいものではないことも事実であり､これは指準の際にも実感 したことで

ある｡このため､せっかくの発音練習の械会が挫折感を味わわせるだけのものに終わらぬよう､指導

の際は一人一人の学生に対する.配慮､クラスの雰囲気作りに細心の注意を払うよう努めた｡ この成果

は多少なりとも2の結果に反映されたようである｡

5. まとめと今後の扶育

今回の発音指導の試みは､そもそも現地の教師陣がその重要性を静銀 したために実施されたもので

あったが､アンケー トの結果､教師陣だけではなく学生側も非常に肯定的に評価 していることがわか

った｡発音練習は､日本語の乗境のない､いわゆる外国語 としての日本静を学んでいる学生にとって

は特に､独学が困難なものである｡今回の実践を通じ､まずは発音の訓練の機会があること自体に大

いに意義があり､その意味からも､発音指軌 j:海外で教える日本人講師が今後積極的に取 り組んで行

くべき課題のひとつで揺ないかという謬強を強めた｡

本稿では発音指導の効果について触れることができなかった｡学生のアンケー トにも､発音練習は

有意義であると静めつつも､効果については疑問視あるいは満足していないという回答があった｡今

後は,各レベルの授業で収集 した音声テープ､ディクテーション等の資料を､ ドイツ人学習者の音声

習得研究と関連づけながら分析し､どのように効果的な指導が行えるかという課唐に取 り組み,再び

現場にフィー ドバックしていきたい｡
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<資料 :記述式アンケ- トの回答>

質 問 も :発音の綬巣は有意義だと患いましたか苧 それとも必要ないと患い意したか? それ

はどうLでですか?

回 答 こ19名 (1から4は日本韓､5以下は ドイツ帝による回春)

1L日本籍の発音は日本にいる時､練習した方がいいと思います∴ たた'練習は蘇しかったです(

ドイt/,'にいましたから｡

12･とても役に51･pr)と思いますL.発音やイントネーションは大切ですから授業がもっと歩ければい

いかもし.れませんC

3､大変なことでしたけどとても掛 こ立ちました｡

轟o発雷の授業は乗切だと患いますさ

-5--それ以外の多くのものより..発音が重要であることがある,)なぜなら､それによって本質的な

こないと⊆_-~パ ト,そil/i:1も,.発音LI)練習は有意義であり､将来､E吉本語を--幡･う盤針 ･こ効果的であ
lT:_I.･J.I_

添J,私もる航 有鷺義である噛 むがかし鶏療愈ながらをれ投銭がついた孤は､綱鷹か田轟静の撹 藻 を

受 けIdだ'からであやた73鼎初は､轟かの練習が㌔鴬嬢がわからずっ意味がない真鍋 ≡愚43藍 や お

そらLこ森吉311･一二弓 !>.フi二二二.れに･T'い~再､--)と解税が必要なのではないかo

lt; 有意義である｡何度も繰1)返すこ.羊丁によって､だんだんこれは正 しいとか,ニ]いi間違いITと

ilゝうような芸遥:が拓いて判断できるようになった 宅私たちにわかる範露内野ことだ看貫甑だ転ラL,

助詞のプ表-･-一･息も定着が易しく感じられるよ封こな47,たモ

8Mもちろん､有意義であり､必要なものである⑳それは_,初めから正確な凝督喜三傑れる,ことが乗

切だからである((私にとって特にそれを授業で練習できることは非常にいいことであるLl)

9･大変有意義であるO特に小グノト-プの場合｡ネイティブスピ-カー一によって自分の発音を直し

てもらうことは､絶対に､長く集中的な学習の重要な部分であり続けなければならない.､

-1O･正確な発音は大切だと思 うが､アクセントの練習が実際に役に立つかどうかは疑問である.授

業で習ったことを自動的に再現することは実際にはほとんど不可能だからである｡

!王･授業は必要であると思 う｡授業によって､初めて私は日本語を正確に発音することの重要さを

知ったからである｡ちょっとしたアクセントの違いが全く違った意味を生む｡

苫2Dもちろん､有意義である｡なぜかというと､発音は簡単ではないからであり､また､特に聞き

取りが日本語の場合上達が斉しい (わたしにとって)からである｡

旦3号どちらかというと有意義である¢その期間に大きな成果は望めないとしても,聞き取り､発音

の蘭で少しと連できる｡

14｡有意義である｡何度も何度も繰り返すことによって､いつか嘗静に対する感覚を身につけるこ

とができる｡

呈5.どちらかといえば有意義であるが､必ずしも効果的ではなかった｡しかし､言語感覚がよくなった｡

互6.必要である｡しかし､時間が短すぎ､あまり効果がなかった｡

呈7.あらゆる語学教育には､発音の訓練が欠かせないと思う吉

相.日本語を正しく話すことを学ぶために､有意義である｡

19.有意義である｡ しかし短すぎた｡
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.旦 _旦｣と:発音の授業の感想を書いてください｡(任意回答)

回 答 :12名 (iは日本籍､2以下はドイツ帯による回答)

1.発音の練習はとても厳 しかったです｡最初にアクセントやいろいろ別なことが全然できません

でした｡でも､よく授業に行きましたから､少しよくなりました｡このことは私の弱い点であ

まり好きではありませんでした｡しかし本当に役に立ちました｡

2.楽しかったが､よくわからないところがあった｡長い文章は一度で正しく読むのが耗 しい｡授

業が終わってから､残念ながらあまりたくさんのことが記憶に残っていなかった｡

3.総合的に見て､私は金曜日の8時からのグループがいつもとてもくつろいだ気分で､楽 しく､

リラックスした感じだった｡それを通して授業から多くのものを吸収できた｡

4.残念ながら､グループの一人一人に効果が行き凍るには､あまりにも時間が少なすぎた｡テス

ト的な性格がいくらか強すぎて､それに対して準備が少なすぎた0

5｡他の外国語のように､私が初めてひとつの文を正しいとか聞達いとか聞くことができたとき､

そして自分の判断が正しいものだったとき､私は本当に感激 した｡

6.発音練習は非常によかった｡特に1学期日に先生が絵カー ドをいつも持ってきたときに､非常

に大きな努力をしていることがわかった｡詩集はとてもよく覚えた｡

7.グループがもっと活動的であればよかった｡それでも､これは日本語を習う次の段階のために

有意義で､しかも重要な可能性であった0

8｡先生の授業の仕方について感激した｡彼女の元で勉強することは私にとって非常に楽 しいこと

だった｡

9.よかった.個人的な昔兄としては､1.説明､2.ディクテーションの栃の方がよかったc

10.発音と正確なテンポの原則をよく教えてくれた｡それからこの難 しいアンケー トも｡

Il.発音の授業は私にとって楚 しかったけれども非常によい印象を受けた｡

12.よかった｡

25


