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1.はじめに

土日基金文化センタ- (以下TJVと略す)は-般を対象とした日本語講座を設置しているが､

TJVの受講生には｢話す｣ことを優先し言書く｣ことをあまり重視しないという傾向があった｡

しかし､コンピュータ-を使った rワープロ演習｣の授業が開始され､受講生の作文を集めた

ジャ-ナル 『オラン通信』が発行されたことにより､受講生の ｢書く｣ことへの関心が高まり､

-A-人の ｢書く｣量も増えてきている0本稿では､『オラン通信』がどのように作成されてい

るかに焦点を当て､その前段階の ｢ワープロ演習｣､ジャーナルの作成手順､受講生の作文執筆

過程での行動などを報告する0

2_｢書くーjに対する受講生の意識

2004年 1月末から4月上旬にかけてTJVの受講生の学習動機などを調べるアンケー ト調査を

実施した.:｢四技能のうちどの技能を優先するか｣という質問に対して､大多数の受講生が ｢話

す｣を上位に挙げており (表1参照)､TJV受講生の ｢口頭コミュニケーション｣志向の強さが

わかる｡本田 (2004二157)は ｢外国語教育の 『コミュニケ-シヨン化』は､つねに､音声言語

において志向されてきた｣とし､それが ｢『話す』ことと 『聞く』ことを授業の最重要テーマと

する｣傾向に結びつき､｢書く｣コミュニケーションに関しては十分な検討がなされてこなかっ

たと指摘している｡また､安藤 (1996)は日本語教育においては誤用など形式面に焦点を当て

た分析以外の作文教育についての研究が少ないこと､教育現場での作文教育は論文作成をめざ

した大学の予備教育として実施されていることが多いことなどを指摘している｡

現在はEメールや携帯電話の普及が進み､｢書く｣こともコミュニケーションの一手段になっ

ている｡また､｢書く｣ことの主流は ｢手で書く｣ことから ｢コンピューターで書く｣ことへと

移行しつつあり､大学での論文執筆といった特殊な状況でなくとも､日常生活において ｢書く

コミュニケ-,ション｣の現場が拡大しつつあるOこのように ｢書く｣ことが身近なものとなっ

た状況では日本語教育においても ｢書くj ことを避けて通ることはできないものと思われる｡

TJVは-般講座であり､多くの受講生は倉八 (1992a)の分類したアメリカ型の統合的動機､

つまり､好奇心的動機で日本語を学習している｡学習者が能動的に参加できる活動が学習動機

を高めるという研究結果 (倉八 1992b;三矢 1999)も出ており､｢書く｣ことにおいても学

習者が能動的に参加できるような環境が求められるのではないだろうかO

表1 四技能の康先順位 ･- どの技能の上達を望むか

(調査期間 て2004年 1月-4月 回答者:TJV日本語紙座受講生)

3 rワ一一プロ｣演習

TJVでは2003年 10月に初級半ば以上の受講生の中で希望者を対象に｢ワ-･づ Ej演習｣クラ



スを開講 したO｢ワ--プE3演習｣ではり-プロの基礎として ｢fj本譜ワ--プロの使い方をマスタ

-する｣｢漢字かな混 じり文を書 く｣｢ワープロで短い作文を書 く｣｢漢字に ルビを振る (1~JVの

日本語り-プロは漢字のふ りがなが自動的には出てこない設定になっているので､自分でふり

がなを入力 しなければならない)｣というようなことを行った.2003年 10月から2004年6月

までの rワ-プE3演習j実施状況は以下の7とおりであるO

<20C13年秋学期～2005年春学期 ｢ワープロ演習｣>
①2003年秋学期 (io月-12月) ☆り-プロ演習開始

対象 :･;三クラス以上の希望者†

内容 :日本語ワープロの基礎

②2輔4年冬学期 [:頂月-尋邦 ☆ 『オラン通信』砕寝藁 頚賛成者多数

対象 ･Cクラス以上の希望者

内容 二ワ-プロ演習未受講者 .pL日本語り･-プロの基礎､『オラン通信第1号』用作文

③2抑堵軍容学期 (冬扇0-7鋸 歯 『オラン通膳第1号』発行

対象:iFJrクラス以上の希望者

内容 =ワ--プE3演習禾受読者 p- 誤審話ぎプ--プm覇基礎誹 牙･笥≡_j過信買電茸』涌樵玄

ワ一一プロ演習既習者 ･ト=r7Lr:プロ傍響､_LF=すうLt_/:嵐信等1%13卿 官文

④2相確率観学期 潤 月-.相即 倉 『密事=Fo通信第2号』発行

対象 _:i.ララ∴以上un)希望者

内容 .ウー/:p]-'u演習未受講者 - -ij本語り十 LjJの基敵 LT-7膏---9.二J通信第 2阜i漸JF.又

7--:jrj演習既習者 ･- rジーLプロ復習､階 ラン通信第 2号rl_i帯作文

☆頂2月下旬 - 3腹帯完成 領2月莱 日 月階 ラン通信業望牽ぷ発行

･92005年冬学期 ､1声卜4月)

対象.Cクナス以上の希望者

内容 :日本語ワ一一プロの基礎

⑥2005年番学期 (櫓月-6則 ☆ 『オラン通信第3号』発行

対象 二Cクラス以上の希望者

内容 二ワープロ演習未受講者 ･･.日本語ウI.プロの基礎､『オラン通信第3号』用作文

ワープロ演習既習者 ･- ワープロ復習､『オラン通信第3号』用作文

☆6月下旬 ･･･版下完成 6月末 - ･『オラン通信第3号』発行

2003年秋学期､2004冬学期の ･rワ-プE]演習｣で書いた作文がある程度集まったので､｢ワ

ープロ演習｣受講者に作文集作成を提案 してみたところ､100%の賛同を得るOさらに､作文集

を作るなら､｢既に書いた作文に加筆 したい日 新たに違う作文を書きたい｣など､｢書 く｣こと

に意欲的な受講生が出てきた｡

4.『オラン通信』発行に至るまで

2004年4月末に ｢ワープロ演習｣で書いた作文をまとめて日本語講座ジャーナル 『オラン通

1『みんなの日本語Ⅰ』(スリーエーネットワーク)16課を前学期に終了し､当学期に 17課～25課を学習して

いる段階のクラス
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信第l号』を発行する｡発行に至るまで､『オラン通信第1号iiの執筆者や編集委員2は授業日

以外にもTJVに足を運び､ジャーナル完成に力を注いだ｡『オラン通信』作成手順は表2のとお

りである｡

表2 『オラン通信』作成手順

① ワープロの使い方をマスターする｡

② 作文の基礎をマスターする｡

③ 作文を書く｡トピック･内容は自分で決める｡

④ 書いた作文を修正するO

⑤ イラスト作成 ･校正 .編集 .レイアウト･目次を作成する｡

⑥ 原稿 (版下)を印刷屋に出す｡

⑦ 『オラン通信』を発行する｡

⑧ 『オラン通信』を他機関 (あるいは個人)に配布 ･送付する｡

<担当者>

①-③ 基本的に個人作業だが､執筆途中で友人や教師に質問することもある｡

@受講生の相互修正､教師によるフィードバック

しぎ編集委員と教師､イラストはa.受講生の作品､b,Wordのクリップア--ト､

a.使用許可 (著作権)なしで使えるイラストを使用｡

⑥-⑧ 教師

当初は r書く｣ことに消極的であった受講生も､ジヤ-ナル作成という目標ができた時点で

｢書くJことに対する意欲が高まったように思われる｡その後､ワープEjをマスターしたいと

いう受講生が増え､｢ワープロ演習｣を増設することになった｡『オラン通信』は､表3に示し

たように､2号は1号に比べて作文数が1作少ないが､ページ数が3ページ増えている｡つま

り､1作あたりの文の量が増えたということになる03号は2号よりも作文数が4作､執筆者

数が5名増え､ページ数も11ページ増え､1作あたりの文の量もさらに増加しているQ

表3 『オラン通信』1号-3号の作文数 d執筆者数 ･ペ-ジ数

⊂:コち 作文数 執筆者数 ページ数 1作あたりの平均ページ数 備考

1l 19 17 18 1.059 作文に4コマ漫画を含むo同じ執筆者が2作書いたケ-スが2件o

2 18 u 21 一.235 同じ執筆者が2作書いたケースが1件o

5 TJV受講生の作文作成方法

『オラン通信第3号』に掲載する作文を作成するにあたり､手書きの下書きを準備する受講

生と､下書きなしでコンビュ-ターの前に座ってその場で書き始める受講生の2タイプに分か

れることがわかった｡下書きは､トルコ語で書いてから日本語に翻訳する場合と､最初から日

本語で書く場合がある0

2 受講生の有志2-3名からなる｡
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『オラン通信第 3号』には 22編の作文が掲載されているが､作文作成時に受講生がとった方

法を表 4にまとめてみたO手書きの下書きをもとに書かれたものが 12編､下書きなしで書かれ

[=ものが 10編あり､下書きのうち､日本語で書かれたものが9編､トルコ語の下書きをEj本譜

に翻訳 したものが 3編あった｡結果として､下書きの有無にかかわらず､最初から日本語で文

章を書 く受講生鈴ほうが多かったO

表卑 下書きの種類

ll.｣__

ij:覇本語 T一一-->LJ:汁,払コ語を詔本語に翻訳

次に作文をいつどこで書き.,どのように提出するかであるが､i:11自分でTJVのコンビ_1-･一事

方法をとっ若齢る (豪語参照ラO

章Li TL肘受講生(･'_l;.:,'-･･･二汁リ‥わ

､ー:~}--.･∴･華人九ら注 目沫肌∴.妄箱 .~再し一;I:声 ∴∴淋し.り愛護_;t二が/'･:;i,i;=二･ ㌦喜満室(:=壷耳 し .:.-･･. .j J

--ri作文作成 卜修正勘さ~ニ軒lJ十,=!j,･･:I,･､

寺請生が作文を書L-もてL,I-･る最中ーある持 上 書芸.･~T:7,.'.i,宣モ軽 重土中 十･=頚 プ頂 _療しこを;iL.Tb: I, ,:三言 J享

に利用し-,{=上/;--スは以下のとおりである._.

十人的｣り ---,鼠 .数帥｣Tliii-j受講生..i:-･鉦分野に註しい人

･､至1物的リtかL.･-ス .インタ-J･-ネット 辞書､教科書､雑誌､本

学習者の自律学習を促すもの (追払eTarn 護995言Uema臨覗 旦996∋としで経文碍授業に取り

入れられることが多Ll｡『オラン通信』の作文執筆および修正過程では､他の受講生からのアド

/iイスや質問で執筆者が目主的に作文を修正するという場面も見られ､教師が強制 しなくても

相互助言が発生することが確認できたLi､.また､特殊な分野の知識のない日本語教師には対処で

きない項目もあり､受講生がインタ-ネットで調べたり､専門知識のある人に闘いたりしたケ

:ミ ｢ピア･レスポンス｣｢ビア･フィード/く･ソウ｣と呼ばれることもある.,

4例 =私は九州にも行きましたOでも､九州は長野ほど好きになれなくて､すぐ長野へ帰りましたo私の誕生

旦旦三重ストプアミリ二と皇二キを作って食ノミ茎迄宝｡バスの中で会った一人の日本人が私をいろいろ助けてく

れて､いっしょにいろいろな話をしてから､食事をおごってくれました｡私はびっくりしましたが､うれしか

ったです｡- ｢ホストファミリーはどこにいるのか｣と他の受講生から質問o･- ｢長野にいるJという答えO

-さらに ｢どのバスか｣と他の受講生から質問O- F九州から帰るバス｣という答え.-このふたつの質問か

ら執筆者は自分の作文が時系列的に混乱していることがわかる0

度正文 :易は九州にi行きiLf=Oで舌.九船 長野ほど好き/=なれを{T.すぐ長野へ膚 EjgLたD層 Ej

〟/収の中で会っf=-人のB.本人が凝着いろいろ助けT{カこ いっLよ/=いろいろibL-D-=5声Lて切1ら､食卓首

おごっT<カiLたo彪ばがっ<LJL夏Lj=かこうカLかっt=ぞto長野へ頗っTから､易の露告Bf=木スf･

プア言Ij-とグー手きつ管って倉べ夏L/たo
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-スもあった5Oなお､受講生がとった主な作文修正方法は以下のとおりである｡

①教師からア ドバイスを受ける｡

②他の受講生からアドバイスを受ける｡

③専門知識のある人からアドバイスを受ける｡

④インタ-ネットで調べる.

⑤辞書で調べる｡

⑥明確化要求をきっかけに､自分で考える｡

7.今後の課題

当初は r書く｣意欲に欠けていたTJV受講生もジャーナル作成という目標ができたため､｢書

く｣ことに興味を示し始めている｡ジヤ-ナルに掲載する作文を書くことは形としての作品を

完成するということでもあるC｢作品｣の場合は自分が書いたものを提供するのであって､読者

からの反応があるにしても､コミュニケ-ションとしては基本的に-方向であるO今後は交涜

の始まった日本人学生とのメール交換などによる双方向のコミュニケーションもとり入れたいO

メ-ルのやりとL.)を誌上公開という形でジャー-ナルに掲載することも可能であるL,また､ジヤ

-ナル作成に興味を示し,ているものの予算的な問題でジヤ-ナル作成が困難という他機関の一

般講座もあるので､他機関の受講生も 『オラン通信』に参加できるようになんらかの方策をと

りたいと考えて丁いる.｡
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#EjZ-:舛@厨タ/のための信膚雷を作風 ､
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