
中級学習者のための談話能尭向よを目指 した

会話教育の試み

大分大学 隈本順子

はじめに

大分大学の日本語コースのレベルは初級レベル 1から最上級 レベル 6までの6段階に分け

られているOそして､初凍 レベルである132を除いてレベル 3以上では､各レベルで会話､
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本 論で扱う中級学習者 というのは､畢上級に相当するレベル4の学生 た ち を 指 す｡彼らの

ほ とんどは ｢文法シラバス｣で日本語教育を受け､文法的には正 しい 文 が 汚れ て も､｢会話

が下手だ o j とか､Eもつと会話技能を高めたい,Jjという願望を抱いている学生 たちであるし.

履修前のアンケ､-弓､調査によると､｢敬語が的確に使えるようになりたい√さ_iという学生も

いるが､｢もっと相手とヌふ し一 一一, ズに会話が してみたいu｣㌢上手に日本人とコミュニケ-ショ

ンが取れるようになりたいL,｣とい う希望が大変多い｡このような学習者のこ-トズに応える

べく､2005年の前期にレベル4の会話クラスが誕生することとなった｡彼らに必要なの

は､｢文法シラバスに基づいた会話教育｣でなく､｢談話レベルにおける会話教育｣が必要だ

という観点から､新 しい〇一一-スが生まれたのである｡

学習者の背景は韓国語話者 12名､中国語話者4名､英語話者 3名､グルジア語話者 1名

の計20名である｡滞 日歴は4月の時点で､昨年 且0月来巨‖ま6名､今年4月来日は14名､

3年前に滞在歴 1年が 1名であった｡クラスの構成は圧倒的に韓国入学生が多く､しかも本

学に来て間もない学生たちであるが､彼 らの多くは日本人との日常会話には不自由しない学

習者であるO しかし､一方､滞 日歴半年の学習者の多くは､初級 レベルから短期間に急速に

日本語を習得 した者 と英語母語話者で､韓国語話者のグループに比べると､会話能力の点で

落ち､最後まで後者のグル--～-プにとってはかなりの心理的プレシヤーがあったと考えられる.

1.日本語教育における会話教育に関する先行研究

会話教育にかかわらず新 しいコースを始める前には､そのコースの中で当然､｢何を教え

るか｣が問題になる｡言い換えれば､中級レベルの会話教育のシラバスが必要になってくる｡

しかし､実際的な問題 として､談話 レベルでの会話教育を謳ったシラバスも､またその考え

に基づいた市販の教科書もほとんどないのが現実である｡そこで､今まで提唱されてきた会

話教育のシラバスや先行研究を参考にして､それから取り入れ られるものを選び､談話 レベ
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ルの観点から会話教育を試みることとした｡

構造言語主義の流れを汲む文法シラバスが謳歌していた日本の日本語教育界でも､80年

代後半から ｢文法至上主義｣に対抗する ｢コミュニカテイブ 号アプローチ｣を信奉 し､独立

した会話教育シラバスを提唱する人たちが現れたO海外では 1983年に Canaleがコミュ

ニケ-ション能力として文法､社会言語学､談話､ス トラテジーの4能力が必要であること

を提唱したが､その後､日本でもその影響を受けて､日本語教育に応用する人も少なくなか

った｡まず､その先駆者的な畠の会話教育シラバスとその教え方を参考にした｡

畠は従来の文法､語嚢教育に付随した形での会話教育ではなく､｢会話の進行｣に関わる

｢会話ス トラテジ-｣の必要性を説いている｡彼の ｢会話ス トラテジー｣とい うのは､｢日

本語会話ス トラテジ-の項目リス ト｣の中で､狭義と広義の意味での項 目の二つに分けられ

ている｡彼はまた､教えカの過程として､まず､｢会話ス トラテジー｣の提示 し､それを教

室内外で使用 し､そして､それを教師が訂正するという手順で実施 しなければいけないと主

張しているO(畠 1988:旦15)

一方､岡崎は ｢会話ス トラテジー｣を ｢会話を円滑に運ぶためのルール､及びそのル-ル

に従い､会話の進め方にとって適切な表現を選択しコミュニケーション目的を果たす方策｣

と捉え､教室での会話教育では､実際に起こりうるコミュニケーションの場面を想定 したロ

ールプレイで練習を行い､その場面で ｢会話ス トラテジー｣を適切に用いるよう教師が指導

することとしているo(岡崎 198:92)教室でのロールプレイの練習には､岡崎等の ｢ロール

プレイで学ぶ会話 こんなとき何と言いますか｣(1)(2)は､いろいろな場面を想定 して

作られていて使いやすく､これも教材の一部として使用することとした｡

最近の談話 ｡会話分析研究の中から会話教育-の応用や示唆を与えるものは､まだごく僅

かであるが､中井 ｡大場 ｡土井 (2004)は ｢談話レベルでの会話教育における指導項 目｣の

具体的な案を提案 していて､大変参考になる｡中井等はその談話 ･会話分析の観点からの会

話教育と上述 した会話ス トラテジーの観点による会話教育を合わせ､更にビジターセッショ

ンと演劇プロジェク トの実践教育から得られたものも総合的にまとめ､談話レベルでの会話

シラバスとして提唱しているのである｡一つ重要なことは ｢会話ス トラテジー｣の提唱者た

ちは､文法教育から切 り離したシラバスを主張したが､土井等は文法教育を切 り離 した会話

教育シラバスはあり得ないという視点に立っている｡筆者も同じ考えに立っていることと､

｢談話 レベルでの会話教育における指導項目案Jとしては､現在発表されている唯一のもの

であるので､その項目の中から適宜取り上げることとした｡この指導項 目案は話し手と聞き

手に分けられ､談話技能の必要項目として4つの項目を挙げている｡それらは､言語的項 目､

非言語的項目､音声的項目であり､四つ目は言語 ｡非言語 ｡音声の3項目を合わせた総合的

技能項目であるOここでは紙面の制約上､指導項目案を紹介できないが､項目案の詳細は中

井等の論文を参照されたし｡(中井他 2004:82-85)

他の参考になった先行研究については､後記の参考文献リス トに加えておく｡
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2.会言責教育授業の構造

既に述べたように､コースシラバスは中井等の指導項目案の中から適宜取 り入れ､こちら

のニーズに合うよう調整 した｡

教材は自主教材以外に ｢ロールプレイで学ぶ会話 こんなとき何と言いますか｣を参考に

したOまた､会話技能と同時に重要な聞く能力を高めるために､毎週の授業の前には予習と

して聴解練習を課 した｡その練習には 『聞いて覚える話し方 日本語生中継 (中～上級編)過
のスキット (聞き取 り用CD)を使用した｡この教科書は聞く能力を高め､場面に応じて適

切に話せる能力､つまり談話技能の養成が目的で､韓国入話者にも充分チャレンジだと感じ

られる内容である｡その構成は機能的に組み立てられ､同じ言語機能であっても様々な場面

を想定し､それに伴い異なる談話レベルの会話が多く提示されている0

この聞く練習は授業では単なるスキットの内容を理解する練習としてではなく､そのスキ

ットの人間関係､距離L,表現､イントネ-･ションなどについて､授業で話し合い太閤関係の

距離による表現の違いなどを学生に意識させ､理解を促すことにした0

教室活動は､コ--スの初めから終 わ り ま で 同 じ 学 生が､ロ- ル̂ プ レ イ､シミュレ-山ション

を使って練習 したが､練習後はクラスで発表し､それについて教 師 が 言語的､非言語的､普

声的な観点からフィー-ドバ ックした｡,ブイ- ドバッタは教師からだけでなく､学生からも取

りたかったが､時間の制約上､困難であったnv

ビジタi-セッションについては､帝に敬語が使える状況を期待 したが､実際にはビジタ-

が大分大学の学生であったため､改まった状況下での表現などを実際に使 う機会がなかった

のが残念である｡

評価については､くり 中間 (筆記)テス ト40% 昌2)期末 (ロ--ソレプレイによる会話)

テス ト40% ;(3)毎週の宿題､出席等20%としたが､これが妥当かは今後､更に検討

を加えるべきであると考えている｡特に､中間テス トは筆記だけでなく､授業内容の比重か

ら考えれば､聞き取 りも必要であろう｡

3.課題とまとめ

最近､会話教育に関するテキス トは少 しずつ出版されはじめているが､適当などデオ教材

がないことが問題である｡特に非言語要素については視覚教材が必要であるが､今回の授業

では､ビデオの代わ りに学習者のパーフォマンスをビデオに撮って､フィー ドバックの際に

使用すれば､学習者の注意を喚起する上で､更に効果があったかもしれない｡

ロールプレイについては ｢不自然だ｣という批判があるが､山内('2005)｢最も手軽で､最

も発展性のある練習方法だ｣と言っているが､筆者もその通 りではないかと考える｡山内は

ロールプレイには ｢場面持ち込み｣型ロールプレイと ｢現実そのまま｣型ロールプレイの2

種類があり､ロールプレイは進化 していると考える｡前者が従来のロールプレイであり､文

型､表現等を先に導入 してロールプレイするものを第一世代ロールプレイ､タスクの後で導
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入するのを第 2世代口-ルプレイと呼んでいる｡ この種のロ-ルプレイは､どれだけ不 自然

さをなくさせるかが問題であるとするO後者の ｢現実そのまま｣型ロールプレイは､共有の

テーマを持つ二人が自然に話せることが利点で､これを第 3世代ロールプレイと呼ぶ｡そ し

て､そのロールプレイの課題は ｢人がどんな時にこの人と話したいと思 うようになるかを探

り出すこと｣であるとする｡(山内:2005:126-130｡)

筆者が行ったのは第 2世代ロールプレイであるが､｢現実そのまま｣型ロールプレイは自

然な発話を生み出せる点で ｢進んだロ-ルプレイ｣あるが､現実のクラス ･マネージメン ト

の観点から言えば､非効率で手間のかかるロールプレイであるといえる｡とはいえ､今後､

この ｢現実そのまま｣型ロールプレイが授業の会話練習として実施可能なのかどうか､試み

る必要があるだろう｡

最初､学生たちのロールプレイを観察して､まず一つ共通する点に気がっいた｡それは､

話し手が話している間､聞き手の反応が不自然であるということである｡沈黙 し､ただ聞い

ている場合が多く､話 し手も不自然に長く話しているのである｡実際の会話では起こる相づ

ち､適当な割 り込みなどがあまりないのである｡岡崎 (1987)のいう ｢聞き手中心の談話の

指導｣が必要であった｡岡崎は相づちの指導､同情 s共感のことばを入れる練習､談話参加

の指導を具体的に細かく提示している｡(岡崎 1987:170-173)｢良質な聞き手養成の指導｣が

まず求められたが､具体的には ｢伝言｣のロールプレイの中で､相手の話の要点をつかんで

短く要約する練習をできるだけ多く行った｡ しかし､これだけでは十分でないことが後にな

って分かったが､これは初級の段階から談話レベルでの会話練習が必要であることを示 して

いると考える｡

ビジターセッションではビジターをどのように活用するべきかが､当初からあまり明確で

なかったことと､ビジターが若い学生であったので敬語を使用する機会が実際なかったこと

などが原因で､あまり満足のいくものではなかった｡今後の課題の一つである｡

次は､日本語母語話者である教師が非母語話者である学習者に対して､母語話者の規範を

どこまで通すのかという点である｡実際の教室活動で (具体的には ｢苦情を言 う｣機能の練

習中)､学習者の文化的な背景が反映された､日本語母語話者同士とは異なる学習者たちの

会話が観察されたD彼らが苦情を言う際に使ったスピーチレベル､言語表現､談話構成にお

いて､母語話者の規範とはずれがあった｡日本語母語話者の規範が絶対なのかという問題で

あるが､筆者はそうでないと考える｡中井等も ｢教師は､日本語母語話者の話 し方の規範を

『絶対的に正しいもの』として､表 2のような談話技能の指導国目を固定的に捉え､学習者

に押しつけてはならないであろう｡つまり､コミュニケーションでどの言語にも共通する部

分と､文化的､個人的にずれる部分を把握した上で､学習者自身で母語と日本語の相違点に

ついて考えさせ､身につけたいものをより自由に選ばせるような環境作 りが必要であると言

える｡｣(中井他2004:87-88)

最後は学習者の談話能力向上をどう評価するかという大きな課題である｡今回の成績評価
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では､期末テス トのロールプレイで談話能力を評価項目の-つに入れたが､十分ではないO

以上､談話レベルでの会話教育は課題を多々抱えているが､今後の研究に期待 したいO
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付録

日本語4E(総合)について 隈本順子

対象 :基礎文法を習得 し日常会話は困らない中上級レベルの学習者｡

目的 :

｡まず､｢聞く｣能力を養い､｢話す｣能力も同時に高めること｡

よりよいコミュニケーション能力の習得 E* 相手が述べた情報を正確に聞き取 り､相手の

感情､意図を正確に把握 し自分の言いたいことを誤解 されなく伝えられる能力がコミュニケ

ーション上で必要だからである｡

･さまざまな場面に応 じた適切な会話能力の習得を目指す｡特に､あらたまった場面での 口

語表現能力を養 うこと｡

内容 :

サ言語機能を中心に､それが場面､人間関係によってどのような表現､話の進め方が必要か

を勉強する｡主な機能は以下の通 りである｡

1.伝言をする

2.勧誘する

3,許可を求める

4.情報を伝える

5.依頼､指示する

6.文句 ･不満を言 う

7.提案する

･上記の機能を様々な場面での表現 ｡語嚢 +非言語要素 +敬語などを練習する｡

教科書 :特定の教科書は使用 しない｡自主教材を配布｡

成横の出し方 :

｡出席 C宿題 やクラスの準備 ｡活動など 20%

や中間試験 (筆記) 40%

｡期末試験 (会話) 40%

注意事項 :

｡授業を4回休めば期末試験を受ける資格はない｡

｡遅刻はしないこと｡遅刻 2回は欠席 1回とみなす｡
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