
トップダウン型とボトムアップ型の連携による

　　独話聞き取りの教室活動について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中込　明子

　　　　　　　　　　　　　　　要旨

　中上級レベルで効果的な聴解指導を行うためには、まず対象となる学生

の日本語能力、聴解能力を把握し、到達目標を設定することが必要である。

次に、設定したカリキュラムプランに基づいてトップダウンとボトムアッ

プの両方の技能を養成するために、筆者は半年闇の聴解授業の中で、二種

類の教材を利用した。そしてこれらの技能の連携を図る教室活動を行うこ

とにより、一定の効果が見られた。最後に、今回のプランに沿って行った

実際の授業にっいてアンケートを行い、学生からの評価を参考に、より効

果的な授業のあり方を探った。

［キーワード］トップダウン処理、ボトムアップ処理、独話の聞き取り、

　　　　　　　予測、部分ディクテーション

1はじめに

　中上級レベルの日本語の聴解教育では、講義のような一方通行の、独話

の聞き取り指導が必要になってくる。その際、大づかみに内容を把握する

ようにさせる指導方法と、細部まで正確に聞き取らせる二つの方法がある。

前者は、背景知識や文脈の構造の理解から、言語体系の知識（音韻・構文・

意味的なもの）の理解へと進むトップダウン処理である。また、後者はこ

れと反対に、個々の音声の聞き取りの積み重ねから全体の理解に至るボト

ムアップ処理である。このような二っの方向の指導が必要だということは、

これまでも指摘されてきた（土岐1988、當作1988、西郡・金城1989）。土

岐は前者を「大まか聞き取り」、後者を「細か聞き取り」としている。

　通常、我々は母語では、意識しなくても自動的にalltomatic　processes

で情報を処理している。だが、外国語学習の場合にはより深く聞いて集中

することで慎重にその言葉を解析するcontrolled　processesで処理せざる

を得ないことが多いという（柳1995）。ところが学習者は言語知識の不足

により、聞こうとしても聞き取れないということがある。また、文脈や背

景知識といった非言語知識の不足によって予測・推測がうまくできなかっ
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たりする。そのためどうしても音の聴取に比重がかかり、記憶力や情報処

理の負担が大きくなって、次々に流れて来る音声情報についていくことが

できなくなってしまう。そこで学習途上にある聞き手にとっての課題は、

伊東（1993）が述べているように、いかにうまく予測するかと共に、いか

に個々の音声の聞き取りを自動化するかということになるだろう。つまり、

controlled　processesへの負担軽減のために、予測等のストラテジー訓練

をすることと同時に、controlled　processesの部分を十分に訓練して、そ

の処理過程をautomatic　processes化しておくことが必要なのである。た

だし、言語能力が不十分なまま安易にストラテジーに依存すると、先入観

などによって間違った解釈を導く可能性が大きくなるという問題があるこ

とが柳により指摘されている。また一方、ボトムアップの方向での処理過

程を自動化することは最も根本的な解決策であると思われるが　、母語な

みの言語能力を身につけるには相当の時間がかかり、これに片寄ることは

効率性の点でも問題がある。つまり、結局この両者の連携が重要だという

ことになるのである。本稿では今回実施した聴解のカリキュラムの中で、

トップダウン型とボトムアップ型の二つをどのように実際の教室活動に取

り入れていったかを紹介し、学生のアンケートを中心に今回の授業全般へ

の評価にっいても考察する。

2カリキュラム

2－1学習者の聞き取り能力と到達目標

　対象者は東京外国語大学で補講を受講する研究留学生である。かれらは

来日直後に行われるプレイスメントテスト（1）により初級（A）から上級

（E）までの5つのクラスに分けられる。ここで紹介するのは1996年度後

期Dクラス（中級後半から上級にかけてのレベル）の聴解の授業である。

　学生の国籍は、韓国・ベトナム・ハンガリー・インド・インドネシァ・

オーストラリア・オランダの7か国で、各1名ずつであった。7名のうち

4名が日本語・日本文化研修留学生、3名が国費留学生であるが、日本語

あるいは日本文化等（2）を研究テーマとしている点で共通している。古文

の翻訳を仕事にしている者や、自国で日本語教師をしている者もおり、学

生達は日本語あるいは日本文化への関心が高かった。レベルに関しては、

プレイスメントテスト及びクラスで行ったクローズテストの結果から、日
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本語の力が上級には達しない者もいることがわかった。

　田丸（1991）は、まずオマッジオのプランを参考に「聞く能力」に関し

て学習者がACTFL日本語能力基準のどのレベルに位置するかを見て、

それに基づいた聴解指導の到達目標を定めている。筆者は今回、この田丸

のカリキュラムプランを参考にした。先に述べたプレイスメントテストの

中の聴解の得点とクローズテストの結果、及び前期から続けてこの聴解の

授業に出ている学生のレベルを考慮すると、筆者が担当したDクラスの学

生の日本語能力は、中級一上から上級程度であると思われる。そして目標

とするのは、一段階上の上級一上位である。以下に、中級一上から上級、

さらに目標とする上級一上位レベルの日本語能力についてのACTFLの
記述（3｝を示す。

中級一上：◎異なった時点や場所に関する話題についての、結合した話題

　　が長く続いていく場合でも、話についていき、理解しつづけることが

　　可能。

　◎ただし、主題や詳細にはっいていくことができないこともあり、その

　　ため、理解が一定ではない。

　◎話題にっいては上級レベルの聞き手と大差ないが、理解力は質、量と

　　もに劣る。

上級：◎現場面と直接関係ない種々の話題にっいて、結合した談話の主題

　　や細部のかなりが理解可能。

　◎様々な言語上、または超言語上の要因のため、理解力が安定しないこ

　　とがある。

　◎事実関係の情報をあつかうテキスト（インタビュー、身近な話題にっ

　　いての短い講義、ニュース、報告など）が教材として使われる。

　◎（こそあど等の）cohesive　devicesに気付いてはいるが、それを音声

　　のテキストでの考えの連なりを理解するためには使いこなせない。

　◎日本語を母語とする者が標準日本語で首尾一貫した内容で話すなら、

　　専門的でない、ひとまとまりの話の理解は可能。

　◎早口でなければ、テレビやラジオ放送の内容の骨子をっかむことがで

　　きる。

上級一上位：◎標準語の発音で話された話は、ほとんどの場合、主題の理

　　解が可能。
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　◎叙述上や言語上の複雑な広がりを持つ話法に関しては理解を続けるこ

　　とができない場合がある。

　◎テキストの表面的意味を越えた、文化的な含みのある意味には気がっ

　　くが、伝えられんとする事の社会文化的なニュアンスを把握できない

　　ことがある。

　◎抽象的な漢語表現も一部理解できる。慣用表現や句、もう一段複雑な

　　統語上の文法などの理解にはまだ不確かなところがある。

2－2教材
　上記の到達目標に基づき、大まか聞き取り用にテレビの教養番組を録画

したもの（以下「ビデオ」とする）を、また主として細か聞き取り用に中

級聴解教材のテープ（以下「テープ」とする）を利用した。

　一コマの中で同一の教材を用いて、大まか聞き取りと細か聞き取りの両

方を行うこともできる。しかし1コマ90分の間ずっと同じ教材を使用し、

しかもそれが一回で終わらないとなると、学生も集中力が続かず退屈して

しまう恐れがある。一つの長い教材を丁寧に扱いながら、その中にいろい

ろな活動を盛り込む。その一方で、できるだけバラエティーに富んださま

ざまなトピックを取り上げて、学生の語彙力や日本の社会・文化に関する

知識を広げる。このような相反する二っのねらいがあったため、毎回授業

の中でビデオとテープの二種類の教材を使用することにした。ただし「大

まか聞き取り用」と言ってもその中で細かい語句をチェックすることもあ

るし、同様に「細か聞き取り用」と言っても、大まかな内容把握等ができ

ているかどうかを確認するためのタスクは行っている。

　表1には、使用した「ビデオ」と「テープ」の教材の特徴をまとめた。

また表に挙げた項目のほかに、テーマに関する背景知識については次のよ

うな違いが見られる。

「ビデオ」：学生達は過去に滞日経験のある者が多く、またそうでない場

　　　　　　合も専門が日本語・日本文化等であるため、テーマ（日本語

　　　　　　の中の曖昧な表現）について既にある程度の背景知識を持っ

　　　　　　ている。

「テープ」：毎回様々な話題が出てくるので、学生はそれらに関する背景

　　　　　　知識をもっていない場合が多い。だが授業では、まず導入部

　　　　　　のイラストにより視覚情報を提示し、次に「はじめに」の部
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表1．二種類の教材

ビデオ テープ

媒体 音声と映像 音声

一テクストタイプ
説明・解説（インタビュー） 説明・解説

改まった話し言葉 書き言葉に近い

スタイル

生の音声言語（フ｛ラー、納臥言駄勘、

@　雄り逼L、達い噺、発音不構電鰍等を含む）

不自然ではないが

@　原稿を読んでいる

テーマ 日本語 毎回異なる様々な日本事情

長さ 　　　長い
?��P0分ずっ使用

　　　　短い

i各課とも1分に満たない）

レベル 生教材（コントロール凱） 語鑑。揖文とも輯から上墨レベルへ0賃養し的嫁囎

分のクイズで、キーワードあるいは背景知識を音声によって

与えている。

3教室活動

3－1テープを使用した授業

　　『毎日の聞き取り50日』（4）を毎回一課使用した。選んだのは学生が関心

を持ちそうな話題の課である。テキストにあるタスクの他に、筆者が用意

した部分ディクテーション（資料1）を組み込んで、大まか聞き取りと共

に細か聞き取りの指導を行った。

［資料1］
　　　　　　　　　　ディクテーション　　　氏名（　　　　　　）

「ええ、自欺が灘に蹴あた“り、蝶を長ぺる憲まですね、1962挙が縮焦118キ

　　　　　　　　　ご①　　　　　　　　　　　　　　　　hL

まで藷ちてしまったんですね。その環菌は、まあ、邑栄又の寮笙かつ．　IE・illt・ecパソを蝕り、　ゲツテ貿長べたりしま

すからね。磐い災は。それがですね、そのう、避ごろはまた珍

　　　　　　　　　　　　0・と　　　5ひりiう　 かたと

　　　　　　　　　　　o
のは、

　　④

1犬あたりの柄費量の議り方も止まったみたいっていう

　　　」
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以下に、「テープを使用した授業」の教室活動の流れとそれぞれの活動

のねらいを示す。

イラスト　テキストの最初のページにあるイラストを見て、その課の内
　↓　　　容を予測する→スキーマの形成・活性化・トップダウン

はじめに
↓

クイズ形式で新出語やキーワードを音声（テープ）で与える

音声と意味を手掛かりに漢字の想起練習一スキーマ活性化

テープ（一回目）聞いた後「問題1」（Oxにより大まかな内容把握確認）

テ↓（N目）灘藷調饗3奮亨謝文型の正確な翻，

　↓　一ボトムアップ
テープ（三回目）書き取った部分をチェック（ボトムアップ）→すぐ回収

↓紗　タ

↓

「問題llと皿」、文字を媒介にして質問に答える（スキャニ

ング、スキミング等）ノートテイキングが目標

まとめ スクリプト配布、問題の答え確認、テキスト読む、話し合い

→テキストに関する社会文化的知識等の再確認

　部分ディクテーションとして書き取らせているのは1課につき4～5箇

所で、それぞれの書き取る部分は4文節程度に抑えている。これは、書き

取る部分が長くなると、ディクテーションに慣れていない学生は、ほとん

ど書き取れなくなってしまうこともあるからである。また、今期の授業で

文末部分を中心に書き取らせたのは、文末の形式名詞や補助動詞など、い

くっかの文法項目が組み合わさった箇所は、学生が聞き取れない部分だと

の指摘がある（5）ためである。このようなムードに関する部分を正確につか

んでおくことは、細かく聞き取る場合には、話者の表現意図・態度を知る

うえで重要だと思われる。しかし一方、講義等の長いものを聞いて大づか

みに内容を把握する際には、これと反対に文末部分は聞き流すことのでき

る部分と考えてもよさそうである㈹。文末表現に慣れておくことで（その

部分を認知した上で）、聞き流せるものは聞き流すことができれば、その
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分、内容を聞き取る方に集中できるのではないだろうか。

　3回テープを聞かせた後、回収したディクテーションは、チェックして

次の授業の最初に返却した。間違った部分、書けなかった部分を確認させ

るために、クラスで一度読ませ、語彙や表現などを簡単に復習した。

　テープを使用した授業の中のディクテーションの時間は、予測や推測と

いった聞き取りのスキルの習得をめざすというよりも、中級段階での幅広

い語彙や表現の力を高めると共に正確に聞き取ることを目標としている。

3－2ビデオを使用した授業

　使用したのは、NHKセミナー現代ジャーナルシリーズ日本語より「曖

昧表現は日本人の美意識か」　（録画、45分）である。これに関連するもの

として「1993年度外国人による日本語弁論大会」（録画）の中のスピーチ

（「日本人がズバリと言う場合」）と、新聞記事「対論一どうする日本の

あいまいさ」も利用した。

　Dunkel（1986）は聴解の指導にあたって、次の4つの基本的ストラテジ

ーを身につけさせ、上手に利用できるようにする必要があると述べている。

①内容を予想、予期するストラテジー

②自分の予測したことと実際の発話内容の差をモニターするストラテジー

③理解に必要、不必要な情報を取捨選択するストラテジー

④自分が理解したことが正しいか否かを確認するストラテジー

　今回の「ビデオ」の授業では、長い内容のものを聞いてその中心的内容、

概要を理解することを目標とした。またそのために、上記の4つのストラ

テジーを利用するようにさせた。

　岡崎（1993）は、トップダウンによる予測に基づいて読むことを援助す

るための読み活動として、読みの前の事前活動、読みそのもの、読んだ後

の事後活動の三つを挙げている。筆者はこれらを聴解の場合に置き換えて

次の三段階を設け、実際の授業の枠組とした。

［事前活動］　教師の問いかけやワークシートのキーワード、質問を手掛

　　かりに、ビデオの内容を予測したりトピックについて話しあったりす

　　る。個々人がもっている社会文化的知識等のスキーマを出し合うこと

　　により、スキーマの形成・活性化を促し、聞く目的を与えて動機づけ

　　をする。

［process－oriented　practice（7）］これは、内容を聞かせている過程で、
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　　インプットを止めたり、繰り返して聞かせながら、理解を確かめたり、

　　理解の手助けを与えたりして理解のプロセスを重視するやり方である。

　　一回の授業では、ビデオで10分程度の長さのまとまりのよいところま

　　でを視聴したが、10分間通しての視聴ではなく、いくっかの部分に分

　　け、上記のプロセスを繰り返した。予測のストラテジーも、理解に必

　　要・不必要な情報の取捨選択のストラテジーもそれぞれの部分のビデ

　　オを見せる直前に与えたほうが効果的であるからである。教師の問い

　　かけやワークシートの質問、学生の闇から出てきた疑問点などにっい

　　ての答や推測が正しいかどうかについては、できるだけ速くフィード

　　バックを与えて、モニターのストラテジーと確認のストラテジーが利

　　用できるようにした。

［事後活動］　毎回、視聴したビデオに関してディスカッションの時間を

　　設けた（10分前後）。また、このビデオの最後を見終わった後には、

　　クラスで話し合ってきたことを基に「日本語の暖昧表現について」の

　　各自の意見文を宿題にして書かせた（800字程度）。そしてさらに、そ

　　れをもとにクラスで一人ずつ発表させ、それに続く討論を行ってより

　　一層理解を深化させた。

　　　最後に意見文をまとめさせたのは、聞いたり話したりした教室での

　　活動のまとめのためであり、また、総合的な日本語能力を高めるため

　　でもあった。

3－2－1授業の実際
　ここでは、ビデオを使用した授業（第一回目）について具体的に述べる。

この日視聴させる約10分のビデオのうち、前半は日本で働く外国人（日本

語学習歴6～10年）へのインタビュー、後半はスタジオでのアナウンサー

と解説者のやりとりという構成になっている。

　はじめに、これから見るビデオが「日本語のあいまい表現」についてで

あることを述べ、今回の［事前活動］としていくつかの質問をしてトピッ

クについて話し合った。「日本語はあいまいな言葉だと思うか」また「日

本語のあいまい表現（言葉・態度等）で困った経験があるかどうか」更に

「ビデオにはどんなあいまい表現の話が出てくると思うか」を尋ねる。先

にも述べたが、このクラスの学生たちはみな日本語・日本文化等を専門と

しており、過去に日本での留学経験のある者も多い。このため、上記の質
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問には、具体的な体験を交えた様々な意見が出たが、中には「（わざわざ）

あいまいな表現を使うことで、その人の考えていることや気持ち（意図）

をちゃんと伝えていると思う。」のように、あいまいな表現への理解を示

す意見もはじめから見られた。また、後で見るビデオにも出てくるが「わ

かりました」の意味をOKとかYESととれるのかどうか迷ったという意

見も出た。このような事前の話し合いにより、学生の持っ背景知識を引き

出し、スキーマを活性化すると共に、視聴する動機付けを強めることがで

きる。

　次に、外国人へのインタビュー部分（4人分、各1分前後）を視聴する。

学生たちは、画面を見ながら頷いたり小さな声で反応したりしていた。そ

の表情からも、インタビューされている外国人に共感しながら非常に関心

を持ってビデオを見ていることがわかる。インタビューは余り長くならな

いように、2人分ずっに区切ったところで、それぞれのインタビュー内容

を簡単に要約させた。この段階では細部までっかめなくても、だいたいの

内容がわかればよいのであって、ハッキリわからなかった部分は、推測し

て補ってよいのである。ここでは、③の「理解に必要、不必要な情報の取

捨選択のストラテジー」を利用することになる。学生の答えが部分的に間

違っている場合は、その部分を別の学生が指摘して訂正したり補ったりし
た。

　今回は、　［事前活動］の部分と重複するので、ここまでの部分について

はワー一クシート（資料2）に質問を挙げていない。しかし通常は、まずワ

ークシートにある質問や語句をもとに学生に予備知識を与えたり、ビデオ

の内容・展開を予測（①）させたりしている。そしてその部分を視聴し、

すぐにフィードバックを与えることで、②の「予測と実際の差をモニター

するストラテジー」が働くことになる。また、ワークシートの質問に記入

した答えが正しいかどうかクラスで話し合って確認することで、④の「理

解を確認するストラテジー」を働かせることになる。

　次に、この日のビデオの後半部分（スタジオ場面）についても、先に述

べた①～④のストラテジーを活用して、理解を積み上げていくようにした。

そしてこの日の授業の最後には、［事後活動］としてワークシートの4．

5．に関連して、学生の国の言語の中でのあいまい表現について話し合っ

た。これにっいては、「（自分の国でも）日本と同じように娩曲な言い方
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をするから違和感はない。　（インド、ベトナム、インドネシア、ハンガリ

ー）」「ビジネスなどではハッキリ言うが、そうでない場合は、相手のこ

とを考えてあいまいな言い方をすることもある。（オランダ）」「椀曲な

表現はあるが、韓国人は日本人よりハッキリ言う。その方が率直で正直だ

と思う。」「オーストラリアではハッキリものを言うが、自分は中国系な

のであいまいな表現を使う点にっいて理解できる。j等であった。

　なお、「予測」のストラテジーはこの後の授業の中でもたびたび取り上

げたものであり、教室で見る限り、学生達はかなり的確にこのストラテジ

ーを使用してビデオを視聴していることが観察された。

4授業の評価

4－1アンケート
　授業では一コマを二っのパートに分け、前半ではテープ教材を利用した

ボトムアップ処理重視の細か聞き取りを主に行い、後半ではビデオを利用

したトップダウン重視の大まか聞き取りを行った。そして最後に、こうし

た授業のやり方についてアンケート（資料3）を行った。

　まず、アンケートの1．の二種類の教材を併用した点については、全員

が二種類やってよかったと答えている。理由としては、「テープだけだと

退屈になりやすいし、ビデオだけだと実際の耳の訓練より目で見ながら分

かることも多いので、両方とも併用するのはいいと思います。／二種類の

方がおもしろいし違う能力を高められるからだ。／聴解のクラスですから・

様々な練習が必要だと思います。」などが挙げられている。

　次に、主として細か聞き取り用に行った前半の活動について見ていきた

い。まず、『毎日の聞き取り50日』は後期の総授業回数11回のうち6回練

習を行った。この回数については「適当」が4名、「少ない」（っまりもっ

と回数を増やしてほしい）が3名だった。「少ない」と答えた者は「普段

よく考えないで過ごす細かい部分もチェックできるから、もうちょっと練

習したいと思います。／毎回やりたい」等と書いている。またテープ教材

を利用した前半部分には30～40分かけたが、その所要時間にっいては、全

員が「適当」と答えている。

　授業では『毎日の聞き取り50日』の中から話題・長さ・語彙などの観点

から6課分を選んだが、そのテキストにっいては「おもしろい」が4名、
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普通が3名であった。また難易度については「普通」が4名、「難しい」

と答えた者が3名だった。難しい理由にっいては「知らない言葉」あるい

は「よく聞き取れない言葉が多い」ことが挙げられていた。しかしテープ

を聞く前に、キーワードやポイントとなる言葉については「はじめに」の

部分でクイズ形式で確認がなされている。またテキスト自体は、このクラ

スの学生にとってそれほど難しいものとは思えない。それなのに、「難し

い」と答えている者が半数近くいるのは、ディクテーションで特に文末部

分などを書き取らせたためではないかと思う。大まかな内容は把握できて

いても、文末部分の正確な聞き取りという点になると、学生たちのディク

テーションは誤りがかなり多い。文末部分はほかの部分に比べてスピード

も速く、音声的にもあまり明瞭には発音されていない。しかも、いくっか

の文法項目が組み合わさっていることが多いので、学生にとって難しいの

であろう。授業では学生のディクテーションを回収し、誤りをチェックし

たものを翌週に返却して、自分のできなかった箇所を確認させた。

　当初、細かい誤りを指摘されることを学生が嫌がるのではないかという

懸念があったが、実際にはそのようなことはなくて、後に述べる3．4．の質

問に対する回答からもわかるように、細部に至る正確な理解をチェックす

る必要を学生自身が感じていることがわかった。

　アンケートのIIの3．ディクテーションは役に立ったかとの質問には、全

員が「はい」と答えている。　「普通は内容がだいたいわかったら十分だと

思って、細かいことには注意しないから、とても役に立ちました。」のよ

うな細部の聞き取りを評価する意見が2名、表記との関係で「漢字の練習

になるし、ふだんあまり早く書かないので、少しは早くかけるようになっ

たと思う。／…特に、自分のスピードがわかるようになるから大切だ。」

との意見が見られた。皿の4．ディクテーションにっいての意見・感想とし

ては「はじめはなかなかできなくてイライラしてたんですが、慣れてから

は本当に好きになった。／個人的にはディクテーションが役に立っと思い

ますので、もうちょっと回数を増やしてもいいじゃないかと思いました。

／前は前後から意味がわかっただけだが、ディクテーションのおかげで、

今、言葉一っ一っがわかるようになっていると思います。／おもしろくて

とても役に立った。／非常に勉強になる。」などと、学生がその効果を認

めており、好評だった。　次に、皿．のビデオについての学生の反応を見て
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いきたい。まず、一回に見る長さとして10分は適当だったかという質問に

は、ほとんどの学生が「ちょうど良い」「適当」と答えている。1名だけ

「もう少し短い方がよい」と答えた学生がいて「（内容を）覚えきれない

からもうちょっと短くしてほしい」と書いている。だが「もう少し長くて

もいいですが、10分程度より短かったら足りないと思います。」と書いた

学生もいた。ビデオを使った授業は、前半の細か聞き取りの授業とは反対

に、長いものを聞かせて話の概要・要旨を把握するのが主なねらいである。

したがって、後半の45分の中で見る長さとして、10分は適当だったのでは

ないだろうか。また、教材にして欲しいビデオとして、日本事情に関する

もの（歴史、文化、社会的な話題）、ドキュメンタリー、ニュース等が挙

げられていた。

　1コマの後半に行った、ビデオを使用した授業では、聞くこと以外にも

ディスカッションをしたり、関連のある新聞記事を読んだりした。そして

クラスでの討論を基に意見文を書かせ、一人ずつ自分の書いたものに関し

て発表させた。こうした活動を、もっと取り入れてもよいかという質問に

は、「いいと思うし必要だと思う。／はい、もっとやった方がいいと思い

ます。」などのように肯定する意見が5名だった。これ以外の2名の記述

を見ると、「（聞くこと以外の読む、書く、話す）は他の授業にもあるの

で少なくても良いと思います。／聴解のクラスですから、ビデオを見て話

し合ったり発表したりするのはいいと思いますが、他の活動（8）に時間を

取られるのはもったいないと思いますが…。」のようになっており、必ず

しも聞くこと以外の活動を否定しているわけではないことがわかる。

4－2平均誤答率の変化
　今回の授業の初日と最終日に、ディクテーションのテスト（9）を行った。

部分ディクテーションではなく、ひとまとまりの内容の全文（5つ）を書

き取らせるもので、同じテストを2回行った結果を分析した。各文を文節

単位に区切り、平仮名表記を基準にして7人分の正誤の認定を行った。1

回目の平均誤答率は27，2％で、2回目は17，7％と、9，5ポイント誤答率が下

がっていた。これは、細かく聞き取るディクテーションの練習の一っの成

果と考えて良いと思われる。このクラスの学生は、クローズテストの結果

からも日本語能力にあまり大きな差はなく全体に優秀であった。そのため

1回目のディクテーションが割合よくできていて誤答率も少なかったので、

一89一



1回目と2回目の平均誤答率の差があまり大きくならず、誤答率の減少が

10ポイントを越えなかったものと思われる。

5おわりに

　以上、カリキュラムプランの段階から、アンケート及びディクテーショ

ンのテストの結果の分析までを見てきた。トップダウンとボトムアップの

連携、及び二種類の教材を分けて使ったことなどは、授業についての学生

との話し合い及びアンケートやディクテーションテストの結果から、効果

があったと言える。

　今回使用したビデオはインタビューと解説部分で構成されている教養番

組が主だったが、学生のニーズと希望によって今後はより幅広いジャンル

から教材を作成し、どのように教室活動の中に取り入れていくのが効果的

か更に検討していきたい。

　また、学生自身に到達度を自己評価させてみるなどの工夫を行うと共に、

より実証的な方法で授業の効果を測定することが今後の課題だと思われる。

〈注〉

（1）文字・語彙、文法、読解が各50点、聴解が30点の試験が行われるが、

　聴解を除く合計点（150点満点）によりクラス分けが行われる。

（2）このほかに社会言語学、対照言語学がテーマの者が1名ずついる。

（3）田丸p．　117の訳（A皿erican　council　on　the　Teaching　of　Foreign

　Languages．　ACTFL　Proficiency　Guidelines．1986．）による。

（4）これは中級の聞き取り教材であり、このテキストの特徴は表1．の「テ

　ープ」の項に示してある。

（5）フォードp．59参照。

（6）フォード、小林（1989）は講義・講演の聴解において、聞き流せる部

　分を教えることにより学習者の聞き取りの負担を軽減しようとした。

　その中で、我々が補語（一定の格に立っ名詞）の名詞から、後ろにく

　る述部をかなり正確に予測し得ることから、述部を、聞き流せる部分

　として挙げた。

（7）當作p．　61，p．63に詳しい。
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（8）新聞記事を読んだときのことを指す。

（9）テストの詳細については中込（1995）を参照。

［主な参考文献］

岡崎　眸（1993）「相互交流モデルと読み教室のデザイン」

　　　　　　　『日本語学科年報15』東京外国語大学

伊東治己（1993）「『オーラル』Bの授業をどう組み立てるか」

　　　　　　　『現代英語教育』9月号

田丸淑子（1991）「上級聴解授業の出発点一反省にもとつくプランづくり一」

　　　　　　Working　Papers，　Vo1．2，　International　University　of　Japan

當作靖彦（1988）「聴解能力開発の方法と教材一聴解のプロセスを考慮した

　　　　　　　練習」　r日本語教育』64号

土岐　哲（1988）「聞き取り基本練習の範囲」　『日本語教育』64号

中込明子（1995）「ディクテーションの誤答分析から見た聞き取りの研究一

　　　　　　　中上級日本語学習者を対象として一」SLRJ6：IUJ
　　　　　　　CONFERENCE　PROCEEDINGS

西郡仁朗・金城尚美（1989）「2っの聴解教材（ボトムアップ型・トップダ

　　　　　　　ウン型）聴解教材の開発とその背景」『研修紀要第1号』

　　　　　　　沖縄国際センター

フォード順子（1991）「聴解ディクテーションの『誤聴』分析一中・上級の

　　　　　　　文法の困難点を探る一」『日本語教育論集』第7号

　　　　　　　筑波大学留学生センター

フォード順子、小林典子（1989）「聴解授業『講演・講義を聴く』を行っ

　　　　　　　て一聞き取りの負担を軽くするために一」

　　　　　　　『日本語教育論集』第5号筑波大学留学生教育センター

柳　喜和（1995）「Listening教材の背景と構造」『名古屋学院大学外国語

　　　　　　　教育起要』No．　26　pp．47－60

Dunkel，　P．　A．　（1986）　Developing　Listening　Fluency　in　L2：Teoretical

　　　　　　　Principles　and　Pedagogical　Considerations．　MOdern　La－

　　　　　　　nguage　Journa170．2．　99－106

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京大学）

一91－一



（（（

）

一

［φう糞期］

一

｛¢1

冨真期］

一92


