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0.はじめに

本稿では､私たちの学科で行っている授業の一一環としてのスピ-チ発表活動の報告を前半で述べ､

後半ではそのスピーチ活動の学生による自己評価をどのように行えばよいかという問題を論じる｡

iチ背景

リュブリヤーナ大学文学部アジア 曽アフリカ研究学科日本研究講座の ｢現代Ej本譜Ⅲ｣は3年次の
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この授業では､夏学期に中間試験の代わりにスピーチ発表会を行う｡本学科では日本語演習は3年次

までで,その後は､卒論に向けて自主的に学部の勉強を進める必要がある｡その準備として､このス

ど-】一一チ発表会は ｢正式な場で複数の人を前に､ひとまとまりの内容のものを日本語で発表し､質問に

答える技術を養う｣ことを目的として､過去3年間慣例化している,,

スピし--テ発表会は､毎年3月束 ごろ､次の要嶺で行っている｡

待ち時間 学習者 -Å当り約五0分 (スピー--チ5分､そのあとの質疑応 答5分 )

聴衆 学習者UIjクラスメ一一-ト､学科日本研究関係スタッフ_uE3本 か ら gj客 員 教授､同時期に学科

で実習中のEi奉の大学 (院)隻

3年生担当の教師は司会とビデオ録画をするがLU質問することもあるnJ 聴衆の負担を考え,.昨年度

からはスピ､一-チ発表会を2日間に分けて行っている｡以下はち過去 3年間のスピ-チ発案会のテーマ

発表と自己評価に参加した学習者数､発表活動の手順である,

テ-マ

200旦/02 スロベニアの歴史上の人物について

2002/03 巨∃本にある面白いもの､珍しいもの

2003/04 E3本の人に紹介したい入,または物

学習者数

発表 か自己評価16人

発表17人､自己評価15人

発表15Å_V自己評価12人

手順

a｡テ-マに基づいて､各自､発表したい内容を決めるQ

(例 :日本の人に紹介したいもの-養蜂箱の戸板､ポス トイナ鐘乳洞)

b.自分の選んだテーマに基づき､文献その他で調べた内容を原稿にまとめるO

また,発表の際の補助資料 (OHP,ハンドアウト [難しい語嚢リス ト｣など)も用意する｡

C｡原稿を教師に提出､構成や文法､表現などの間違いを直す｡

d.教師と一対一で話す (読む)練習をする｡

スピーチのテーマは､はじめの2年間は教科書の内容に準じたものにしていたが､聴衆にEj本から

のお客様を迎えることから､3年目にはスロヴェニア人の学生が日本人に紹介したいものに切り替え

た｡これにより､スピーチを準備する学生のモチベーションが増したと考えられる｡準備はスピーチ

発表会の2週間以上前から始めるが､学習者によっては時間を十分かけて準備することができない｡

また､上記の手順を見ても分かるように､授業以外の時間に個別指導も行わなければならないため､

教師側の負担も大きい｡

3.自己評価 シー トの妥当性

スピーチのビデオ録画は､発表会のあと､各学習者が自分の発表部分の録画を見て自己評価するた

めに行っている｡各学習者にビデオを見に来てもらい､録画を見ながら ｢自己評価シー ト｣に記入､
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提出してもらう｡学習者用自己評価シ- 卜の内容は､過去3年間に少しずつ改良している｡改良の内

容は主に次の点である｡

a｡なるべく多くの答えを引き出すため,各質問事項をていねい文で具体的に述べる｡

例 : ｢発表の形式｣- ｢発表の形式 (はじめと終わりの言葉など)はよかったですか｡｣

b.発音 ･イントネーションに関しては､学生自身が気がつかないところにも目を向けさるために､

｢発音は正確か｣という質問の仕方から､ ｢あなたが発音した次の言葉をよく聞いて､どのように

直せばいいか考えて下さい｡｣という文のあと､各学生の発表の中から問題があると思われる語句

を抜き出して箇条書きにし､ (例 :a.スロベニア､b.養蜂､など)ビデオを見てもらうときには

アクセント辞典を横において確認させる｡

C.教師へのフィー ドバックや､この活動に対する学生の意識も考慮に入れるため､3年目には次の

ような質問項目も加えた｡

｢スピーチ発表会をして良かったと思いますかO理由も書いて下さいo J

｢自分のスピーチのビデオを見るのはためになると思いますか｡理由も書いて下さい.｣

｢もう一度このスピ-チをする機会があったら､どんなことに気をつけようと思いますか｡ ｣

以上のような改良を重ねて､2003/04年度の ｢自己評価シー ト｣ (資料 1)に至っているが､学生に

よるスピ-チ自己評価の意義は次の2点になると考えられるO

乱 公の場で日本語を話す場合､どんなことに気をつければよいかを学習者に考えさせる｡

b｡ 教師へのフィー ドバックを求め､スピーチ活動を含めた授業内容の向上へつなげるO

49スピーチ発表会に使用するその他の資料

･聴衆用評価シー ト

スピ-チ発表会に来てもらう学科日本研究関係スタッフ､日本からの客員教授や実習生には､スピ

-チを聞きながら聴衆用評価シートに書き入れてもらうo聴衆の中には､日本語教育が専門ではない

人も含まれるので､この評価シー トの書式も工夫する必要を感じ,過去3年間に少しずつ形を変えて

現在に至っている (資料 2参照)｡これらの評価シー トは最終的にそれぞれのスピーチ発表を行った

学習者の手にわたるようにする｡つまり､学習者は､自分の担任教師だけではなく､他の日本語話者

にも聞いてもらい､評価してもらうので､自分の日本語スピーチに対するより客観的な印象を知るこ

とができる｡

･学習者聞き取りシー ト

スピーチ発表会では､学習者は自分が発表するだけではなく､クラスメー トのスピーチにも耳を傾

けてほしい｡その意図があって,学習者には聞き取りシー トへの記入を課している｡今まで､一人の

発表につき1-2行の日本語文で要旨なり､感想なりを書いてもらう形をとっている0

5.これか らの課題

このスピーチ活動について､学科スタッフの間でも話し合った結果､これからの課題として次のよ

うな事柄を考慮する必要を感じている｡また､アンカラの連絡会議の発表後にも､参加者の中か ら貴

重な御意見や御提案をいただいた｡

a｡母語による自己評価や相互評価も取り入れるべきか｡

上に述べたように,いままでは学習者用自己評価シー トを日本語で用意していた｡学生によっては､

自分のスピ-チのビデオを見て気がついたことの中で､さらに細かいことについては母語 (当学科に

おいてはスロヴェニア語)で詳しく述べたいと感じる者もいるかも知れない｡また､学習者同士がク

ラ呆メ- 卜の発表に関して感想や意見を述べ､お互いの向上を目指すことも考えられる.

村田 (2004:70-71)は､グル-プビデオ観察セッションの効果として､- 一人では気付きにくい点
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をお互いに教えあう､ ｢効果的な情報伝達｣について考えを深めさせる､学習者の観察/評価基準を

教師が参考にして評価を見直す､発表時の心理面の問題を共有し､どうしたら緊張を克服できるか話

し合う､などの利点を挙げているO

このような考えを取り入れようとすれば､学習者の母語もよく理解する教師が､学習者達の話し合

いに参加し､または学習者同士の話し合いの報告を受けたり､彼らの母語による自己評価を分析した

りして,それを授業内容に還元して行く必要がある｡当学科の場合は､授業時間数が限られている中

でこれを実行するのはなかなか難しいが,授業内容の一部を自宅学習にすることで,相互評価の時間

を設けることが可能である｡学習者の母語を理解する語学教師もいるので､この点は問題ない｡また､

上に述べた ｢学習者聞き取りシ- ト｣の記入を一部母語 (スロヴェニア語)で行い,学習者の相互評

価に利周するという方法も考えられる｡

b.スピ-チ活動の頻度を増やすことで､効果が増すのではないか9

これも過去数年間慣例化しているが､当学科の3年生は冬学期に､夏休みの読み物の発表をクラス

内で行い､成績には影響しない範囲で簡単にクラスメートと教師の評価を受けているOこの発表もビ

デオに録画 (またはテ-プに録音)して､発表の形式や､日本語のスピーチにおけるアクセントやイ

ントネーションの指導も行っておくと､夏学期t･]=戌 ピ---チ発表会の効果もより多く期待できると思わ

れるc

cs学習者の発音 曲アクセントの指導

外国語教育 に こでは日本語教育)の--環とレてスピーーチ 活動を行うのは､ ｢明瞭で理解可能な発

音を身につけさせることを目標とする｣ ｢その言語の母語話者が十分に受け入れ､理解できる発音を

削 旨す｣ (Scarceiia&0Xford1992:239)からであるQここで扱った3年次のスピーチ 活動では､

教師側､または日本語を母語とする聴衆の側から見て､理解不可能なアクセントやイントネ-ション

が気になったC国外の日本語教育ではT.ふつう学習者の母語が共通なので､クラス全体に共通した発

音の癖や母語干渉の傾向をつかむことができるGこの利点を落屑して､長期 (入学時から)における

計画的な発音､アクセント指導が必要だと感じているO

連絡会議では､ (1)発音やイントネ-Lションに神経質にならずに､発表の内容や構成に対レての

評価をすればよいのではないか､ (2)学生による自己評価に力を入れているなら､彼らの自己評価

の内容も含めて最終成績を出せばいいのではないか､などの御意見をいただいたOこの活動をさらに

すすめる上で参考にさせていただきたい｡
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豊牲⊥

現代日本語IIl スピーチ(2004年 3月29日､31日)の自己評価

1.発表の仕方はどうでしたか｡ (視線､態度､資料の見せ方､話すスピードなど)

2｡あなたが発音した次の言葉をよく聞いて,どのように直せばいいか考えてください｡

a.

b｡

C｡

d.

4.質問に対する応答の仕方はどうでしたか｡

5.スピ-チ発表会をしてよかったと思いますかO理由も書いてくださいO

6,自分のスピーチのビデオを見るのはためになると思いますか｡理由も書いてくださいO

7.先生や実習生のコメントは､どんな点であなたのためになりましたかOまた､コメントが分かり

にくかった場合は､何が分からなかったか書いてください｡
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資料_2__

現代E3本譜3 発表評価シー ト

数字に○をつけてくださいO よと主

･発表の形式や態度‥.‥‥.‥.5

e発音､アクセント‥‥｡.‥‥.5

･発表の内容.‥ ‥ " . ‥ ‥ . , . . 5

｡文法､語嚢‥ < ‥ 6 . , ｡ ,5

中質間に対する応答ミ‥ 壬‥ ‥ ;;5

短く感想をお願いします｡

よかった点一一一l¶山肌 叩

ふユ皇 もう少し努力してほし邑

3

cYU

CrJ

3

CY:)
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