初級学習者のための効果的な読み書き指導の教材開発の実践報告
安田昌江
ミシガン大学
要旨
本稿は 2011 年～2013 年に実施した読み書き指導の教材開発の実践報告である。初級レベルでは文法、語
彙の習得、会話に焦点が当てられ、読解指導はおそろかにされがちである。その結果、中級レベルにな
って読解を苦手とする学生が多い。そこで、学習者が母語のスキーマを使って、楽しみながら積み上げ
式に読解のストラテジーを勉強することにより、初級から中級、ひいては上級への移行がスムーズに、
かつ確実に行われることを目的とした教材を開発した。「読み書き」を 1 つの宿題とすることで、「読
み」のストラテジーが「書き」の作業でも使えることと、学習者の自律的学習の習慣を養うことを目的
とした。2 年間の教材開発と実践の結果、学生と講師へのアンケートを通して、学習者の読解力を上げ、
読解に対する苦手意識を軽減するという当初の目的は達成されたと言える。
キーワード：初級学習者、読み書き、積み上げ式読解指導、読解のためのストラテジー
1.

はじめに

大学の外国語のコースにおいて、読み･書き･会話･聴解の 4 技能のバランスのいい習得は必ず指導目標
に組み込まれているのではないだろうか。それにもかかわらず、読み書きの指導は時間がかかることも
あり、限られた授業時間の中でどれぐらい時間をかけられるか、どのような指導をするか、できるかは
教師にとって大きな課題になっていると言える。本稿では、2011 年の秋学期から 2013 年の冬学期にかけ
て、筆者が実践した初級学習者のための読み書き指導の教材開発の報告を行い、その成果と課題につい
て検討することを目的とする。
教材開発の背景
学生が読解に対して苦手意識を持つのはなぜかと考えた場合、学生にとっての読解の目的がクラスで
の質問に答えたり、試験や宿題で評価されたりすることになっているが原因の一部ではないかと思われ
る。本来、「読む」という行為は情報を得たり、楽しんだりするためにするものだが、外国語コースに
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おいては読みの目的が楽しみから離れたころにあるのではないかと考えられる。そこで、読解の目的を
学習者が学んだ語彙・文法・漢字が習得されているかを見ることとするのではなく、情報を得ること、
楽しむこととするという Phillips (1984)の提唱を、読解力向上のための教材開発の基本理念とすることと
した。また、作文も読者がいて、自分が書いたものへの反応が得られれば、それがコミニュケーション
の手段となり、「書くこと」が楽しくなるのではないかと考えられる。学習者が読むことと書くことを
楽しめる教材を開発し、ひいてはそれが学習者の読解、作文能力の向上になるのではないかと考え、こ
の教材を開発することとした。
2.1.コースの概要
筆者の勤務する大学の日本語プログラムの概要は表 1 に示した通りである。日本語 1 年生のコースは、
週 5 コマ（1 コマ 50 分）x15 週を二学期間で行うコースである。本大学では、1 年生と 2 年生で初級レベ
ルの教科書を終了し、2 年生の後期の途中で中級レベルの教科書に入り、3 課まで学習する。3 年生で中
級レベルの教科書を終了したのち、4 年生で、Media Japanese, Business Japanese, Academic Japanese,
Translation, Japanese Pedagogy へと進む。3 年生の履修率も高く、2 年生を終了した学生は卒業しない限り
3 年生に進むのが現状である。ただ、この 3 年生、つまり、中級レベルに達した学生の中に読解力が弱い、
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また、読解に対して、苦手意識を持つものが多いということが中級レベルを教える講師の間で話題にな
り、なぜ読解力が弱いかに関して、以下の 2 つの要因が挙げられた。
表 1 日本語課コースの概要
学年
1 年生
2 年生
3 年生
4 年生

ASIANLAN 125 & 126
ASIANLAN 225 & 226
ASIANLAN 325 & 326
Media Japanese
Business Japanese
Academic Japanese
Translation
Japanese Pedagogy

教科書
げんき I
げんき II+とびら（3 課まで）
とびら

課/学期
6 課/学期
7 課/学期
6 課/学期

授業数
5 時間/週
5 時間/週
4.5 時間/週

2.2. 読解指導の問題点
初級学習者における読解力不足の要因としては、1) カリキュラムによる読みの指導の時間の制限、
2) 教科書の問題が考えられる。読みの指導の時間の制限については、本大学の場合、1 年生は週 5 日、つ
まり、毎日日本語の授業があり、他大学に比べて恵まれた環境だと言える。しかし、各課の試験、中
間・期末試験、プレゼンテーションの発表を除くと、1 つの課にかけられる時間は 9 時間となる。また、
授業の大半は文法・語彙の習得や会話に焦点が当てられがちで、読解の指導は時間をかけることができ
ないという状況であった。次に、教科書の問題であるが、よく｢完璧な教科書はない｣と言われるように、
どんな教科書にも長所と短所がある。現在使用している初級レベルの教科書には｢文法・会話｣の部分と
｢読み・書き｣の部分の単語がリンクしていないため、学生は未習の単語の多い読み物を読まなくてはな
らず負担が大きいという問題点があった。それに加え、教科書で読解のストラテジーが紹介されていな
いため、読みの指導が不十分であった。読む技術を教えていないため、試験の読解問題では文法・語彙
の習得を調べることはできでも、教えていない｢読む技術や能力｣が伸びたかどうかは調べられなかった
わけである。
そこで、この教科書を使いながら初級レベルから積み上げ式に読解の訓練をし、初級から中級、ひい
ては、上級への移行がスムーズに、かつ、確実に行われる教材を開発することにした。また、この教材
を使うことによって、学生が読解に対して苦手意識を持たなくなる工夫も加え、教材開発を行った。
3.教材開発の際の留意点
3.1. 読み書きの総合的指導
まず、「読みと書き」を合わせて 1 つの宿題とした。その目的は、｢読み｣のストラテジーを｢書き｣で
使うことができるようにするためである。宿題のフォーマットは、1) 学生は読解に必要なストラテジー
の説明・解説を読む、2) 短い練習問題をする、3) スキーマを刺激したり、文の背景の知識を持たせたり
する前作業をする、4) 読みの本作業をする、5) 後作業的に｢書く｣活動をすることとした。これにより、
何かを読み、その内容について考え、自分の意見を書くという流れを作ることができると考えた。
この教材を宿題として出すことにした理由は、読み書きはとかく時間がかかる作業で個人差が大きく、
宿題なら各自のペースでできるので、学習者が自主的かつ計画的にすることができると考えたためであ
る。さらに、自律的学習の習慣を養うこともできると考えた。また、この宿題の読みの部分は、宿題を
返却した後、解答をコースサイトにアップロードし、学生が自分で答え合わせをし、自分で間違いに気
づくことでより学習効果が上がることを目指した。これにより、教師の採点の負担を軽減することにも
留意した。
3.2. 読み教材における留意点
｢読みの部分の教材開発の際の留意点｣には、以下の 5 点が挙げられる。
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① 教科書の「文法･会話」の部分と「読み･書き」の部分のリンクの強化
使用教科書は読みの部分に未習単語が多いという問題点があったので、読み教材で出てくる未習単語
を文法･会話編の単語に加えて導入することとした。文法・会話編の新出単語は 1 課につき平均約 55 な
ので、これに読み書き編の単語を 5 つぐらい前倒しして加える程度にし、学生にとって負担にならない
ようにした。
② 読解の目的の再考
読解の目的を学習者が学んだ語彙・文法が習得されているかを見ることとするのではなく、情報を得
ること・楽しむこととするという Phillips (1986)の理論に基づき、内容を学習者が日々の生活で経験しそ
うなものや、興味を持ちそうなものにし、かつ、生教材も積極的に取り入れることに留意した。
③ Schema の活用
Ommagio (2001)の「理解する過程ではコンテクストと背景についての知識が非常に重要である」とい
う提唱、および Carrell and Eisterhold (1983)の Schema Theory に基づき、学習者が母語の知識や経験を使っ
て、より効果的に読む練習が出来る教材を作成することに留意した。
④ 読解力を身につけるためのストラテジーの導入
読解力を身につけるためのストラテジーを 1 課に 1 つ入れていくこととした。この際、ボトムアップ
とトップダウンの読み方を効果的に織り交ぜることに留意した。
読解力を身につけるために各課で入れたストラテジーは表 2 に示した通りである。前半は、まず、文
字に慣れること、文構造に慣れることなど読解力の基本となるものにし、学習者が苦手意識を持たず、
楽しんで読めるようにスキーマを生かせるような内容を導入した。後半では、読解で役に立つストラテ
ジーを順に導入した。
表 2 読解力習得のためのストラテジー

1課
2課
3課
4課
5課
6課

前期
日本語の文字と表記に慣れる
カタカナを読む
日本語の文構造を理解する
スキーマや絵を使って文を理解する
メモ･はがき･手紙の形式を理解する
縦書きの文を読む

7課
8課
9課
10 課
11 課
12 課

後期
キーワードを探して情報をまとめる
省略されている言葉を理解する
名詞修飾節に下線を引く
先を予測する
総合復習
新しい単語の意味を推測する

⑤ 5Cs の実現
1999 年に米国外国語教育教会 (ACTFL)が定めた”Standards for Foreign Language Learning in the 21st
Century”の Communication, Cultures, Connections, Comparisons, and Communities で表される 5Cs の実現を図
る内容にすることに留意した。
3.3. 書き教材における留意点
まず、書くことの目的を、新しい文法を使うために書くのではなく、学生が書きたいことを書く場と
することに留意した。そのために、学習者が読みの教材から得た知識・情報について考え、書きの部分
で自分の意見を産出するようにした。また、作文の宿題が教師と学生とのコミュニケーションの場にな
るようにも留意した。つまり、教師は作文を読む際、間違いを数えたり、点を引いたりすることに焦点
を置くのではなく、学生が書いた｢内容｣を重視し、それに対してコメントするようにした。すべての作
文の下には、｢先生のコメント｣という欄があり、教師はこの欄に、作文の内容に対しての感想を書くこ
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ととした。学生が間違いを恐れて短い文を書くのではなく、教師に伝えたいことを書くようになること
を目指した。
4. 教材の例と学習者の解答
4.1. 読解のためのストラテジー：縦書きの文を読む
これは前期の最後の課の宿題で、読解力向上のためのストラテジーは「縦書きの文を読む」ことであ
る。留意点は 5Cs を実現することと読むことを楽しむことで、教材としては新聞記事や、小説、４コマ
まんがといった生教材を使用した。
図1

6 課の宿題の例

これは宿題の 1 ページ目で、タスクは上の朝日新聞の記事と下の有島武雄の『一房のぶどう』を読ん
で、自分に分かる単語を 5 つ書き出すことである。提出された宿題には 5 つ以上、余白が埋まるほど言
葉を抜き出していた学生も少なくなく、語彙のコントロールのされていない生教材を見て、自分に分か
る言葉があるというのは学生にとって嬉しいことだということが分かる。学生の「読めて嬉しい」「も
っと読みたい」という気持ちが表れていると感じた。日本語の勉強を始めて 3 ヶ月程度であるにもかか
わらず、全部の内容は分からなくても、これだけのタスクができるというのは、学習者にも、また、教
師にも嬉しい驚きではないだろうか。この宿題の 2 ページ目はまんがの｢サザエさん｣を使い、漫画の吹
き出しに縦書きのせりふを入れるようにした。年度末に実施した学生へのアンケートで一番人気が高か
ったのはこの宿題で、生教材を使って楽しむことができているようである。以上のような練習で縦書き
の文に慣れた後で、本作業として「お気に入りのレストラン」について書かれた文章を読み、内容理解
確認のための質問に答える。書く活動では、日本人向けの地方紙に自分の好きな店のお勧めの記事を書
くというタスクが与えられ、学生は自分の意見を産出する。以下に学生の作文の例を紹介する。
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図2

6 課の学生の作文の例

このように学生が地域の店について書くというのは、5Cs の中の Community、つまり、地域への密着・
連携が図れているのではないだろうか。ここで筆者の個人的な経験を挙げれば、２年前の宿題で紹介さ
れていた「パネラ」というベーカリーの食べ物を実際に買いに行き、本当においしかったので、紹介し
てくれた学生にお礼を言ったことがある。また、あまりに多くの学生がおいしいと薦めているという理
由で、そのレストランに食べに行ったことがある同僚もいた。これこそ、作文を書くという活動が教室
の外に広がったいい例だと言えよう。また、教師は学生が発信した情報を受けて行動しているわけで、
真の Communication が成立していたとも言える。
4.2. 読解のためのストラテジー：話の先を予測する
次の宿題の読解力向上のためのストラテジーは話の先を予測するというもので、教材は昔話である。
留意点は情報を得ることと楽しむこと、学習者が興味を持つ内容にすることである。また、5Cs の実現を
図るようにもした。
まず、はじめの説明の箇所では、先を予測する活動は母国語ですでにしているはずだと一言スキーマ
の活用に言及した。そして、比較級の文法が入る課なので、練習問題として「～より～の方が強い」と
いう表現で話が進んでいく日本の昔話の｢ねずみの嫁入り｣を使用した。話の途中で止まって、この先ど
うなるか考える時間を作るようにした。生教材に近いため語彙のコントロールがされていないので、絵
を使って学生の負担が軽くなるようにした。
図3

7 課の宿題の例
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次に、本作業としてかさ地蔵を読むが、これも途中で 2 度止まって先を予測するようにした。
内容理解確認のための質問としては、まず、絵を時間軸に沿って並び替える問題や正誤問題に答える
ようなトップダウンの読み方を求める質問があり、その後で、名詞修飾節に下線を引かせたり、動詞に
ついて、このアクションは誰のアクションかなどを問うようなボトムアップの読み方を求める質問を設
けた。
書きの作業の作文のタスクは特別な日について書くというもので、お正月、クリスマス、バレンタイ
ンデー、ハロウィーン、誕生日などが人気のトピックとなっている。以下に学生が書いた作文の例を挙
げるが、例 (1) はバレンタインデーについて書かれたものである。筆者はこの学生の書いた作文の中の
「バレンタインデーに町が赤くなります」という表現を読んで、限られた既習語彙と文法を使ってよく
ここまで工夫して書いたものだと感心した。「赤くなる」という表現で、温かい、嬉しい気持ちが伝わ
ってくるような気がした。例 (2) は筆者にとって忘れられない作文である。この作文で、ラマダンという
行事の意味を知るだけでなく、この学生の人柄、考え方についても知ることができた。忍耐強い人にな
りたい、貧しい人々について考えられる人になりたいという学生の心の声を聞くことができたからだ。
図4

7 課の学生の作文の例

(1)
(2)
ラマダン
ラマダンは一ヶ月あります。ラマダンの時はあまりいろい
ろなことをしません。午前五時ごろ 食べものをたくさん
食べます。おなかがすきます(become hungry)。でも、私は
つよい人です。おなかがすきますが、ぜんぜん食べないつ
もりです。ときどき私の五さいのいもうとと六さいのおと
うとは、少し食べます。いもうとより私のほうがつよいで
す。
ラマダンの時、私はいろいろなことをならいます(to
learn)。たとえば、まずしい(poor)人についてかんがえます
(to think, consider)。それから、私はにんたいづよい人でな
くてはいけません(must be a patient person)。
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4.3. 読解のためのストラテジー：新しい単語の意味を推測する
次の宿題の読解力向上のためのストラテジーは、知らない単語が出てきた時には、すぐ辞書を引くの
ではなく、前後の文脈や文の構造を元にその単語の意味を推測することで、教材としては日本の行事を
使った。留意点は読むことを楽しむことと 5Cs の実現である。これは１年生の最後の課だが、単語の意
味を類推するためのストラテジーを 3 つ紹介してある。それらは、1) 知っている漢字があれば、その漢
字から単語の意味を類推すること、2) 文の構造を見て、その単語の品詞が何であるかを推測すること、
3) 前後の文脈から内容を推測することである。それに加え、こういったストラテジーの使用は母語でも
しているはずだとスキーマについても改めて言及してある。
本作業として日本の七夕について読ませ、本文には意図的に未習の単語を入れた。学生は解説にあっ
たことを頭に入れながら読み進め、意味を推測するという作業を行う。例えば、「まじめ」という未習
の単語について、これが名詞か形容詞か動詞かを考えさせ、この言葉の意味を推測して書くようにとい
う指示がある。全部を読み終わった段階で解答を見て、推測していた意味が正しかったか自分で確認で
きるようにしてある。内容理解の確認の問題としては、神様は優しい人だと思うかという問いに対して
自分の意見と、その理由を書く問題もある。
図5

12 課の宿題の例
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次に、織姫が実際にいると仮定して、織姫が書いた悩み相談のブログを読んでアドバイスをするとい
う指示があり、学生は自分の考えを書く。学生からのアドバイスには色々なものがあるので、下に例を
挙げる。
図6
(1)

12 課の学生のアドバイスの例
(3)

(2)

(4)

(1) や(2)の「がんばってください」「残念ですね、でも、大丈夫ですよ」などという表現には、織姫を
励まそうという学生の気持ちが込められているのを感じる。また(3)のアドバイスには学生が生まれ育っ
た国の文化と日本の文化の違いが表れており、同じ文章を読んでも背景にある文化の違いで理解や反応
が違うということがよく分かる例である。(3)の「おりひめさんは今年何歳ですか。どうしてまだ何（で）
も父が決めますか。」という表現には、大人になっても親の言いなりになっている織姫に対して、子供
に自立を求める国で育った学生がいらだちを感じていることが表れている。
以下に後作業として学生が書いた作文の例を挙げるが、作文は与えられた３つのトピックのうち、自
分の好きなものを選んで書くというものになっている。ホームシックにかかっているとか、お金持ちに
なりたいなど、色々な悩みや願いが書かれていて、読みながら身につまされたり笑ったりと、教師にと
って読むのが楽しみな宿題となっている。

図7

作文のトピックと学生の作文の例
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5. 教師のフィードバック
先に、作文の宿題を教師と学生とのコミュニケーションの場にしたいと書いたが、ここで、作文の宿
題が学生と教師の真のコミュニケーションの場になっている教師の FB の例を挙げておく。上の作文の例
にも教師のコメントがあるが、次に挙げた例は筆者が読んで感動した同僚の書いたコメントである。こ
の学生の作文は、見て分かるように間違いは多いが、「自分はお腹がすいている人やお金がない人を助
けたい、そのために政治を勉強している」と書いてあり、教師からはその内容がすばらしいとコメント
してある。これこそ、まさにコミュニケーションの場で、教師はこの学生がどんな人柄で、何を考えて
いるかを知り、それに対して感想を書いているわけである。筆者が学生の立場なら非常に嬉しいと感じ
るだろう。
図 8 学生の作文に対する教師のフィードバックの例
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6. 宿題の採点方法
作文の採点方法としては、全部で 20 点満点で、そのうちの 15 点が読解に関する問題となっている。
この読みの部分に関しては、教師はやってあるかないかを見るだけで、解答をコースサイトにアップロ
ードし、学生が自分で答え合わせをするようになっている。書きの部分の配点に関しては、ほとんどの
学校で同様の採点基準が用いられていると思うが、表 3 の基準で採点した。
表3
Ac
P/K
Ex
Con

accuracy
penmanship, kanji
grammar
patterns/expressions
contents/length










Org

organization


Extra

Extra point




作文の採点基準

1
間違いがほとんどない
字の間違いがない
よく漢字を使っている
丁寧に（きれいに）書い
ている
新しい文法･表現･言葉
が使ってある
内容が豊か
与えられたスペースを
十分使って書いてある
文の流れがいいので、
読んでいて分かりやす
い
接続詞･段落がある












0.5
間違いが気になる
字の間違いがある
習った漢字を半分ぐら
い使っている
字が汚い
あまり新しい文法･表
現･言葉が使ってない
内容が浅い
2/3 程度書いてある
文の流れにやや問題
があって、分かりにくい
ところがある
接続詞･段落があまり
ない











0
間違いだらけ
字の間違いが多い
漢字がほとんど使ってない
字が汚すぎる
ほとんど新しい文法･表現･言葉が
使ってない
半分程度しか書いてない（よって、
内容も浅い）
文の流れが悪いので、読んでも、
わからない
接続詞･段落が全くない

Creativity がある
伝えようという気持ち･
意思がある

7. 成果
7.1. 学生へのアンケート調査結果
7.1.1. 宿題への全体的な評価
2013 年 4 月に学生へのアンケートを実施した。学生は 1 年生後期の期末試験直前にアンケート用紙を
受け取り、無記名で回答した。114 名中 65 名の回答が得られた。まず、この宿題で読解のためのストラ
テジーを学ぶことが出来たかという質問に対しては、75％の学生が学んだと答え、77％の学生がそのス
トラテジーが役に立ったと答えている。次に、この宿題が楽しかったかという質問に対しては 64％が肯
定的な答えであった。「楽しかった理由は何か」という問いに対して複数回答を許可したところ、56％
の学生がトピックが日常的な内容だったから、71％が内容が面白かったから、92％が日本の文化と関係
があったからだと答えた。5Cs の一つである Culture、文化があると、学生は強く興味を持つということ
がこの結果から分かる。
次に、作文については、51％が宿題は楽しかったと答え、トピックが面白かったと回答している学生
が 65％いた。作文の採点で、間違いで点を引かれなかったので、正確に書くことよりも内容にフォーカ
スできたと答えた学生が 69％いた。次に、教師のコメントについて、86％の学生が教師のフィードバッ
クを読むのを楽しみにしていたと回答した。教師がコメントを書くことで、作文を書くことが意味ある
ものになったと答えた学生が 95％おり、この宿題が学生と教師のコミュニケーションの場になっていた
と言えるのではないかと思う。実際に、読み書きの宿題を返す時、学生は一番に教師のコメント欄を読
み、笑ったり、クラスメートに見せたりしていた。

10

7.1.2.宿題のトピックについて
宿題の読み物の中で、どのトピックが好きだったかというアンケートに対する答えでは、前期では葉
書を読むものと、サザエさんのマンガが評価が高かった。作文のトピックとしては、旅行先から絵葉書
を書くものと、自分のお勧めの店の記事を書くものが人気が高かった。
後期の読み物のトピックとしては、ねずみの嫁入り、かさ地蔵、ついで七夕と、日本文化を扱ったも
のに人気が集中している。ここでも、5Cs、特に、文化を織り込むことの効果が実証されたと思う。また、
作文のトピックとしては日記を書くものと、特別な日について書くものが人気が高かった。
7.2.講師からのフィードバック
教材を使用した 4 名の講師からのフィードバックとしては、まず試験について、試験の読解問題で正
答率が上がった印象があるということ、学生が読むスピードが速くなった印象を受けるという回答があ
った。試験に関して言えば、教える文法も語彙も同じなので毎年どうしても似た内容の試験になるし、
また、試験時間も同じなので似た量の試験になるが、この読み書き指導の宿題を取り入れる前にかかっ
ていた時間と比べると、学生が試験を終えるのが早くなったとの回答が得られた。また、学生が作文を
書くことを楽しんでいるように思うと言う意見もあった。加えて、宿題の一部を自己採点としたことに
よって、宿題の採点にかかる負担が減ったとの意見もあり、概ね肯定的な回答が得られた。
8. おわりに
結論としては、数値化はできていないが、講師からのフィードバックから、読解力をあげるという当
初の目的は、達成されたと言えるのではないだろうか。また、学生に対するアンケート結果から見る限
り、読み物が楽しかった言う回答が多かったので、読解に対する苦手意識を減らすことができたと言え
そうだ。その要因は、5Cs の実現と Phillips (1984)の提唱した読解の目的を楽しむこととすることが効果
を発揮したのであろう。教師の目は読解力のみに向けられがちだが、まず学生が読むこと、書くことを
楽しむことが大切だ思う。楽しいという気持ちを持ち続けることができれば、自ずと読解力も上がって
いくはずだと言える。
今後の課題として、まず、3 年生につなげるための 2 年生の教材開発の必要性がある。また、読みの宿
題の内容について、クラスで意見交換する場を設ければ、読む活動をより活発化させることができるの
ではないかと考える。
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