
海外日本語学習者の視点に立った教科手会帝とは

-会話場面とアンケート調査を手がかりに-

一宮由布子十.古賀美千留王

1.問題の所在

現在,国内外で広く使われている初級教科書には, -般的に初級の授業で必要とされる項目が

過不足なく載せられているo しかし,海外の教育機関では,これらの教科書に何らかの不足を感

じ,自作の教材を準備するケ-スも多い.

既存の初級日本語教科書に掲載されている各課の冒頭などに配置されているrモデル会話JくF例

1コJから,海外の日本語学習におい七問題になりうる点を考えるo

くデパ-トでン

ラオニ ちょっとすみませんo

店員こ はい.

ラオこ かばん売り場はどこですかo

店員こ かばん売り場ですかo 5階ですo

ラオニ どうもo

E例1コ既存の初級教科書の会話例 くF新日本語の基礎Iilより1

この会話は, -見練習には程よい難易度の分かりやすい会話に思えるが, r実践的かどうかJと

いう観点から見た場合,日本国内と国外では異なる評価j,ミ与えられる可能性があるo

国内の日本語学習者にとっては- この会話は習った当日からでも実際に使える会話であり,応

用練習として様々な施設での使用場面を想定し,拡がりを持たせた活動にすることが可能であるo

しかし,例えばスロべニアのような日本語環境に恵まれているとは言えないところでは,日本語

の使用ができるデパ-トやショッピング.センタ-は存在しないため1この会話はほぼ教室内に

限定された,パタ-ン練習に近い性質の会話練習にとどまってしまうo したがって,教師はその

国で日本語を学ぶ学習者が使えるような会話を考え-教科書に補足する形で教材を作成する必要

が生じている.

リュブリヤ-ナ大学くスロベニアlでは-現在- 1年生を対象とした初級目本語教科書の作成

に取り組んでいるo 本学の学習者が持つ課題の-つとして,会話-の苦手意識が挙げられるo l

年生を対象に2007年7月に行った調査でも-回答者の約半数が四技能のうち r話すJことが苦

手だと答えてV,る.この原因として- 目本語使用の機会の少なさから生じる自信のなさや恥ずか

しさなどが考えられるが,与えられた環境の中でこのような苦手意識を少しでも軽減するために,

会話演習で使用する教科書会話く各課冒頭のモデル会話や会話練習の部分1を有効に活用し,実
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践につなげることができないか,とvlう意見が教員間で出されている.

では1リュブリヤ-ナ大学の日本語学習者にとってr有効に活用できるJ r実践的なJ会話例と

はどのようなものだろうかo本稿では,初級日本語教科書の構成要素の中から,特にモデル会話

や会話練習に注目し- スロべニアを-事例として-海外在住の学習者の視点に立った会話作成の

可能性を探ることにしたい.

2.新教科書の方向性

前節で見たように, r話すことJ -の手助けとしてモデル会話や会話練習を見た場合,既存の教

科書の当該部分には,国外の目本語学習者の実状にそぐわなvl点が散見されるo

この間題は-会話のr場面J lに注目することでより明確に捉えることができる.例えば,古賀.

常木.守時く20051が行った調査では,既存の初級教科書の会話場面には,私的.公的ドメイン

が多く採用される傾向があることが分かっている.

次のE図1コ は- 2005年10月に行った全学年対象の調査結果である.最も多く回答を得たの

は-教育ドメインである r大学Jでの日本語使用である.次にメ-ルやHP閲覧等のインタ-ネ

ット上での使用,あるいは旅行先など,私的ドメインに関わる場面が多いことが分かる2o M.古

賀ほか く20051l

大苧

e-mair

旅行先

HP

手紙

チヤツト

電話

スロベニアの弓現光地

リュブリヤーナ

o% 20% 40% 60% 80% 100%

E図1コリュブリヤーナ大学における学習者の日本語使用場面 く古賀ほか く20051l

また-学習者の目標やニ-ズについても同様に調査を行ったところ- 日本-の旅行や読書,映

1 CEFくCommon European Framework ofReference for Languageslによる会話の4つのドメイ
ン く私的.公的.職業.教育Jを分析の指標とした.
2 日本語を習う前の段階である1年生にはrどのような場面で日本語を使うと思うかJという r予想J

を答えてもらったため-上級生とは回答の傾向が異なっているo例えば,公的ドメインでの会話が想

定される rスロベニアの観光地Jやruユブリヤ-ナJでの日本語使用について, 1年生はr使うだろ

うJと考えているが- 他学年の回答から,実際はそうではなvlことがうかがえる.
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画鑑賞などの私的ドメインー または教師と話すとし1う教育ドメインでの日本語使用が目標として

想定されていることが確認された く亡図2コlo

日本へ旅行する

先生と話す

本く小説lを読む

映画を見る

テレビを見る

友達と話す

新聞を読む

日本語のHPを読む

専門的な話をする

日本話の教科書を読む

スピーチをする

0% 20% 40% 6 0% 8 0%

E図21学習目標とニーズく古賀ほかく2005Jl

100%

これらの調査から,スロベニアの学習者は,主に教育ドメインと私的ドメインで日本語を使用

する傾向が強いことが分かるo

しかし-方で,既存の初級教科書の会話には- 私的ドメインと公的ドメインが多く採用されて

いるo また,同じ私的ドメインでも,先述の E例1コ のように,目本在住の学習者を想定してい

るものがほとんどであるため,海外の学習者には設定が分かりづらい場合も少なくないo したが

って- スロベニアの学習者がこれらの教科書を使って学習した場合一 彼らにとってニ-ズの少な

い場面を優先的に学習する可能性が高く,学習者は会話部分だけ-足とびに日本における生活の

場面-送られてしまうことになるo

以上の結果を踏まえて,リュブリヤ-ナ大学において現在作成中の新教科書では- 学習者の実

際の日本語使用場面に即した会話作成を試みている.以下,2006年秋から使用した新教科書のr試

作版Jく以下, r試作版Jlで実際に採用した会話の例を具体的に検討していくo

3.新教科書の会話例

3.1概要

まず-試作版の概要について述べる.試用期間は2006年10月から翌2007年の1月まで, 1

年生の現代目本語の授業の前学期で使用したo 学生-の配布は,学習する課について,事前に

e-1earning専用サイトからのダウンロ-ドしてもらうという形をとったo

レベルは初級の前半で, Fみんなの目本語I jlに相当するo各課の構成は, 0品詞及びスロべニ

ア語対訳付きの語嚢表, elモデル会話- C31語嚢練習, Cilスロベニア語での文型説明, 61文型練習,

C9会話練習- Cfl復習- とし-
-つの文型毎にゆへ魯が繰り返されるo この中で本稿の r会話Jに
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関わるのは, relモデル会話Jと r魯会話練習Jであるo

rC2,モデル会話Jは,各課の新出文型を実際に使用する際の典型例を提示するという性格を持

つo したがって,口語に特徴的な文末表現やあいづち等も取り入れているo -方でr61会話練習J

は1各文型の r形Jの定着をはかるための練習という位置づけになっているo 学習者はまずr61

文型説明Jで文法的構造を理解した後, r61文型練習Jく主に r書くJ練習が中心となる1で理解

確認を行い,次に r話すJための基礎的練習となる r61会話練習Jに移行する.したがって,こ

こでの会話の r型Jは,どちらかというと古典的スタイルに属するものであり,会話演習の授業

では,実際の会話により近い内容の補助教材を使用した.なお-今後これらの補助教材を活用し,

rC61会話練習Jと rO復習Jの間に,新出文型の応用的使用を目的としたrモデル会話BJとr発

展練習Jを加える予定である.

試作版の会話の場面については,前項で示した調査結果を考慮し,私的ドメインと教育ドメイ

ンをできるだけ多く採用したo 各ドメインの分布は以下の通りである く仁表1コIo

亡表1コr試用版Jのモデル会話.会話練習のドメイン分布

特にテキスト前半部分は,日本語を学び始めたばかりの学習者は教室内での日本語使用が圧倒

的に多いであろうという判断から,教育ドメインを中心として採用している.私的ドメインは,

モデル会話.会話練習ともに最も多く採用しており,教室外での実践的な使用を目的に,大学と

その周辺を主な会話場面を設定している.また,会話内の登場人物には,日本研究コ-スの1年

生を中心に- 同コ-スの上級生や教員,日本.ヨ-ロツパ内からの留学生,日本からの教育実習

生,日系企業の駐在員とその家族など-リュブリヤ-ナ大学の学習者が実際に出会う可能性の高

い人物を設定したo

3.2 教育ドメインの会話例

教育ドメインに関わる会話は,教室や教員の研究室,図書室等,学習者が日本語を使用す

る機会が多い大学内を具体的な場面とし, 1年生がごく早い段階で遭遇するであろう状況を

考慮して作成している.以下に例を挙げる3o

3実際の教科書は分かち書きで,漠字使用は既習のものだけとしているo また,会話内の斜線部分は

実際にはスロベニア語表記であるo
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度者の慶--一戯1j61I.傘を五れTい名o

シュミットこ

石川

マチェク

今日は終わりましょうo さようなら.

牌lら学皇力皆丁行ぐのを.屠送るノ
. .

.これはシュミットさんの傘ですかo
いいえ- 私のではありません.

そうですかo

侶醐ノナ遜,i,で来名ノ

あZすみません.

その傘は私のです王

マチェクさんのですかo はい,どうぞo

E例2コ教育ドメインの会話例0

E例2コ は-授業終了時の教室の様子を括写したもので,教師の石川と二人の学生による会話

であるo この例では,実際の教室の様子に配慮しているo 実際に日本語演習に使用する教室には

入り口横にコ-トかけがあり,学生はそこに上着や傘などの私物を置くのだが,そこに忘れ物を

してしまい, -旦外に出た学生が走って戻ってくる様子がしばしば見られる.そのような場面を

想起させることで,教室内での練習にリアリテイを持たせようとしたものであるo

次の E例3コ も同じく実際の教室の様子を描写したものであるが- 教室内の設備に注目すると

同時に,授業風景の中でよく見られるやりとりを会話練習として取り入れているo

石川 テストは1 0時までです.

では- 始めましょうo

コシルニ 先生,すみませんo

今,何時ですかo

石川 9時4 0分です.

コシルこ ありがとうございますo

E例3コ教育ドメインの会話例く21

リュブリヤ-ナ大学の日本研究コ-スでは,毎週月曜日の会話演習内に,前週の授業内容の理

解を確認するための小テストが行われるが- 教室に時計が無いため- 実際に上のような会話がし

ばしばおこなわれる.先の E例2コ と同様一 教師と学生のやりとりとなっているo

会話に消極的な学生の傾向として,ごく簡単な教室用語の使用もためらうことが多いoしかし1

少なくとも r時間を聞くJという間いに関しては,この会話を練習して以降,同じ場面で日本語

を使う習慣が学生間で定着するという効果が感じられたo
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3.3 私的ドメインの会話例

次に- 私的ドメインでの会話例を見ていく. E例4コ は,日本人留学生と教師との会話である4o

虜やき,i,ぱ鰍lら虜っTぐる5Jll克.生を.君つItるo

大場こ 先生,こんにちは.

石川こ ああ,大場さん.こんにちは.

大場こ 今からPetitcaf6でコ-ヒ-を飲みます.

先生も-緒に飲みませんかo

石川 そうですねo 飲みましょう.

亡例4コ私的ドメインの会話例く彰

三行目のrPetitcafiJは,リュブリヤ-ナ大学文学部の近くにあり,学生がよく利用する喫茶

店の名前である.この部分を r喫茶店Jとvlう-般名詞にすれば既存の教科書によく見られる会

話となるが,あえてそのまま固有名詞を採用した結果,学習者の反応は大変興味深いものとなっ

たo 具体的には,この会話を見た持舜間に馴染みのある店名に目がひきつけられ,積極的に会話の

内容を把握しようとしていたo また,その後の練習では,各自が飲食店にとどまらない様々な業

種の店名に置き換え,自主的に発展練習-繋げていたo

.また,この会話は本来学習者同士での使用をねらって作成したものだが,同時期に東北福祉大

学からの研修生がリュブリヤ-ナに滞在していたため,. 1年生に紹介する場を作ったところ,学

習者側がこの会話を自発的に応用して研修生を市内観光に誘う場面も確認されたo

亡例4コ における上記のような効果はいい意味で作成者側の予想を超える出来事であったが,

試作版ではrスロベニアで日本人と話すJという状況を念頭に置いた会話も多.く採用しているo

ヤンき.i,.言ランさ,i,.あやさ.i,j61LlhフI瑠L Tいi.

コシノレ

大場

コシノレ

大場

マチェク

大場

スロベニアはどうですか.

そうですね.きれいですねo 町は小さいですねo

それから,人が親切です.

スロベニア語はどうですか.

とても難しいです.

スロベニアの食べ物はどうですか.

おいしいですが,とても多いです.

でも,あまり高くありませんo

E例5コ私的ドメインの会話例C21

E例5コ は,スロべニア人日本語学習者と日本人留学生による,スロベニアについての会話で

ある.既存の教科書においてよく見られるのは質間する側と答える側が逆の,つまり r日本はど

うですかJという質間を受けた学習者が日本の印象を答える,という状況の会話である.しかし,

4大学内での会話だが,内容を考慮した結果私的ドメインとして分類したo
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スロべニアの学習者の場合を考えると, 1年生の段階では- 留学生や教育実習生等,日本から来

た rゲストJにスロベニアの印象を聞くことが多いo

このように,学習者の現在の行動範囲内でも習った会話を実践に移すことができるという実感

はたは実践に役立ちそうだといった見通しう は.学習意欲の椎持にも役立つのではないかと考

えられるo

4.学習者による中間評価

前項で示したような会話を学習者がどのように捉えたかを把握するため,試作版を授業で使用

した1年生を対象に,ウェブによるアンケ-ト調査を行った.これを,試作版-の学習者からの

中間評価として捉えたいo

主な内容は,試作版全体に関する質間と,教科書を使った自主学習の状況について質問したも

のである.アンケ-トの言語はスロベニア語を使用し- 有効回答数は12であった5o 得られた結

果の中から-試作版での rモデル会話Jと r会話練習Jについての学習者の評価を観察したい.

下の E図3コ は, rモデル会話と会話練習はどのような場面で役に立つと思うかJという質問に

対する学習者の回答をグラフ化したものであるo

モデル会話.会話練習はどんな場面で役に立つと思いますか

大学で.日本請の授業で

サークル.クラブなどの趣味の活動の場で

メ-ルのやりとりなどの連絡で

アルバイトなどの仕事の場で

形式ばった場面で

大苧で.日本語の授菓以外で

家で

リュブリヤーナの町で

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

亡図3コ試作版に対する学習者の評価

教育ドメインである r大学の日本語の授業Jで役立っ,という回答が最も多く- 次いで私的ド

メインに分類される r趣味の活動の場Jや rメ-ルのやりとりJ等が選ばれているo

ここで,公的ドメイン くr形式ばった場面でJ rリュブリヤ-ナの町でJlや職業ドメイン くrア

ルバイトなどの仕事の場でJJでの会話に役立っ,と答えた者がどちらも約半数いる点が, 2005

年の調査とは異なるo この設問が実際の日本語使用場面を間うものではなかったとはいえ- 上記

のこつのドメインに関わる状況での日本語使用を学習者が想定しているという事実は無視できな

い.しかし,いずれにせよこの結果からは,学習者がある程度ねらい通りに- こちらが意図的に

5有効回答数が2005年調査に比べて少ないのは- 2007年の当該学年の学習者数が少なかったことに
よるo
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設定した会話場面を,設定された会話場面でr役に立つJと考えたと捉えることができるだろうo

この設間は選択形式であったが,別に自由回答欄を設け,モデル会話や会話場面の具体的な使

用方法について記述を求めたo その結果,次のようなコメントが見られた.

.具体的な場面で決まり文句の使用ができるo

.インタ-ネットで日本のペンフレンドを見つけ,習った会話文を使って回答ができる.

.会話をよりよくつなげていくことができる.

これらの記述からは,大学での教育場面や私的な活動の場などで,作成された会話が学習者の

目本語接触場面に円滑に作用していた可能性も考えられるo

以上の中間評価アンケ-トから,作成者側が意図した教育ドメイン.私的ドメイン-の特化と

具体的な場面設定が学習者に理解されていること,実際にテキストの会話文を活用している ほ

たはしようと考えているl様子がうかがえるo

5.今後の課題

本稿では-海外の日本語学習者の日本語佳用場面に合わせた教科書会話の事例研究として,ス

ロベニアの目本語学習者を例とし-古賀.常木.守時く2005lの調査結果を反映させた教科書の

r試作版Jの概要と,試用後の中間評価について報告した.中間評価では-作成者側の意図が学

習者から-定の評価を得ることができたと言えるo

しかし-教育ドメイン,私的ドメイン重視を原因とした問題点も浮上したo -つは,ここ数年

のスロベニアの状況変化によるものであるo先述のように,前回調査時を羊は学習者の日本語使用

場面として-公的ドメイン.職業ドメインはほぼ皆無であったが,スロべニアにおける日本大使

館の開設や観光客の増加等により,このこつの場面における日本語使用の可能性が高まってきて

いるo今後一教科書に提示する会話にこれらの場面を加えることについて検討する必要があるだ

ろう.

また,会話の舞台をスロべニアに絞ったことで日本事情-のサポ-トが手薄となったという点

も1今後検討すべき課題の-つだo これは学習者アンケ-トでも指摘されており,日本文化に対

する彼らのニ-ズが高いことは明らかであるo この点については,会話場面や話題を調整すると

ともに,各課に日本-の留学経験がある上級生.卒業生等による rコラムJ形式の読み物を加え

対応を図ろうと考えているo

今後も,学習者のニ-ズに可能な限り合致した,初級からの会話能力向上に役立っ会話作成を

試みてVlく予定であるが,その臥スロベニアが持つ地域的特徴を積極的にとLワ入れるという今

回の試みが,既存の初級用教材に対して同様の問題を抱える他の地域-向古ナての-つのテストケ

-スとなれば幸いである.そのためにも,今後引き続き教科書会話をロ-カライズすることによ

って生じる利点.欠点を詳細に把握する事は必要不可欠であろうo

-1く冶-
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