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1．はじめに

外国語学習において、文法的結束性・意味的一貫性のある複数の段落を的確に
構成し、流暢に話す力（以下「段落構成力」とする）は、超級学習者に求められる
能力（ACTFL, 2012）であり、最終目標の1つである。しかし、段落構成力の育成
には長期間を要す（嶋田 , 2015）。そのため、学習早期からの育成方法を確立する
必要がある。学習早期においては、まず、段落構成力の基礎となる関連性のある
複数の文（「塊」）を作り話す能力の育成が欠かせない 1。しかし、一般的に初級か
ら中級前半レベルの授業では文法や語彙を正確に産出する能力の育成が重視され
るため、「塊」を作り話す能力の育成は十分とは言えず、育成の方法も見当たらな
いのが現状のようである。
筆者は2020年春学期に体験談を「塊」で話すための教材と指導法を考案、中級
授業で実践し一定の効果を確認した。しかし、その一方で学習者が単文を多用す
るという課題も明らかになった（後掲）。そこで、2021年春学期の中級授業で学
習者の単文の使用を減らすことに指導の力点を置いた授業実践を行った。本稿で
は先行研究・授業概要の説明後、いかに単文使用を減らす指導を行ったのかを紹
介したい。
なお、本稿では体験談を、Labov（1972）が研究対象としているnarrativeと同義
とみなし、「実際に起こった（と思われる）一連の出来事に合わせて語ることに

1. 嶋田（上掲）は複数のまとまった文を「固まり」と呼んでいるが、関連性の薄い羅列文も「固まり」と
して容認していることから（p.179）、本研究では、それと区別するために別の漢字を当てた。
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よって過去の体験を再現する一手法」と定義する。また、体験談は物語の一種と
捉え（メイナード , 2005）、次章では、学習者が物語を話すことに関する先行研究
の中でも特に本稿が参考とした指導方法・教材について概説することとする。

2．先行研究

中井（2005）は中上級学習者に対して映画のストーリーを聞き手に分かりやす
くなめらかに伝えることを目指した指導を行っている。指導の際、中井は学習者
の発話を文字化して分析し、修正が必要な箇所を指摘し学習者に考えさせること
で育成を試みている。レ（2018）は学習者の知識を確認した上で、非明示的問い
かけなどで学習者の気づきを促し、必要に応じて教師が明示的説明を加える方法
が効果的だと述べている。中井とレ（いずれも上掲）の指導方法を参考に、野口
（2021）は学習者に「塊」で体験談を話してもらう活動を行っているが、次段落で
は野口が指導方法以外に参考にし、本実践でも参考とした視覚教材について概説
したい。
山本（2014）はStory Map（SM）という物語を構成する枠組を視覚的に示した教
材を使い、日本の小中学生に物語を書いてもらうといった活動を行っている。次
章図1-IがSMの一例となる（次章で詳述する）。SMは「設定・登場人物・問題・
解決・結末・評価」といった枠組を構成概念として使っているため、伝統的な構
成概念「起承転結」よりわかりやすく、また、枠にはめることで、思考を整理し、
聞き手にわかりやすく、更にはストーリーを生むことで聞き手をひきつけられる
（山本 , 上掲）。このような利点を理由に、野口（上掲）はSMの活用を試み、一定
の効果を挙げたことを報告しているが、その一方で課題として、学習者の発話に
は接続表現が少なく、単文の使用が終始多かったことを挙げている。単文の多用
は稚拙な印象を聞き手に与えかねない。また、段落構成力の育成を念頭に置くな
らば、単文同士を適切につないで複文にするなど、単文を減らす指導が欠かせな
い。本実践では、主にこの課題についての取り組みを報告したい。

3．授業の概要

2021年4月から7月末までの期間、筆者が担当した上智大学の初級修了レベル
授業（初級から中級への橋渡しを目的とする日本語の授業：1日100分、週5回、
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合計14週）について報告する 2。新型コロナウイルス（COVID-19）のため授業は全
てコミュニケーション用プラットフォームZoomを使ってのライブ授業（ビデオ
は教師・学習者ともに常時オン）であった。学習者は6名で 3、日本語学習歴は1～
4年、話す能力は初級中位程度から中級中位程度（ACTFL, 2012: 9）と比較的幅が
あった 4。日本語を学ぶ理由は日本語を上達させたいという点で共通している。
使用教科書は『中級の日本語【改訂版】』（An integrated approach to intermediate 

Japanese [Revised edition]）（Miura & McGloin, 2008）で、第1課から8課までを行い
4技能のバランスのとれた上達を目指す。当実践に最も関連する「話す」技能の目
標は「外国人とのコミュニケーションに慣れた日本人との短い会話（話す内容は
覚えこんだものに限定されない）に大きなトラブルなく参加できるようにする」
である。そして、本実践の目的はこの大目標に即し「自分が体験した出来事を教
師の協力を得ながら『塊』で話せるようにする」である。
授業前には予定表（表1）、SMと補助教材（図1-I, II）と学期末に学習者に活動を

振り返ってもらうための振り返りシートを準備した。表1は期間中に扱う教科書
の内容と体験談のトピックを一覧にしたものである。表1「タイトル：体験談に関
連した項目」欄には教科書各課のタイトルと扱う内容の中で体験談に関連した内
容を記した。「回」は授業通算何回目に体験談に関する指導を行うかを示し、「体
験談」欄にはトピックを示した。体験談の練習は各課の授業内容にもっとも関連
した日に行うよう計画した。

2. 4月25日（日）東京都に発せられた緊急事態宣言のため4月26日（月）～4月30日（金）の1週間が休
校となったが、補講措置などにより14週分の授業を行った。

3. 当初は9名であったが、学生の移動、履修中止などで修了者は6名だった。
4. 体験談の記録（音声と文字化した文章）の筆者による保存と匿名を条件にした論文等での使用の許

可は文面を以って全員から事前に得ている。本稿が焦点を当てる学生2名については、本稿の第5
章で詳述する。
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表１：予定表
課 タイトル：体験談に関連した項目 回 体験談

初日 オリエンテーション：日本について 1 日本の一番好きなところやもの

1 紹介：自己紹介 4 名前についての思い出

2 あいさつ言葉：夏休みの出来事 9 夏休みの出来事

3 日本への留学：日本へ来る準備 24 留学で大変だったこと

4 ホームステイ：家族の説明 26 家族との思い出

5 大学で：日本での出来事 36 日本に来てからの出来事

6 レストランで：食べ物 43 食べ物についての体験談

7 レクリエーション：趣味 /特技 55 趣味 /特技についての体験談

8 アルバイト探し：アルバイト 61 アルバイトについての体験談

次頁図1-Iは各学習者が自らの体験談を「塊」にして話すことを支援するための
SMである。本実践では「塊」の構成の枠組を図1-Iに示したように、①Problem/
Cause/Reason（問題／原因／理由）、②Solution/Result/Action（解決／結果／行動）、
③Evaluation/Feeling/Emotion（評価 /感想 /感情）の3つとした。物語の構成の枠組
は前章に示した6つ程度とされている（山本 , 2014; Labov, 1972等）。しかし、話
す活動は書く活動よりも認知的負荷がかかる（Mackey他 , 2002）。それを軽減す
るため、枠組は必要最小限に抑えた。本実践で使用する①～③の枠組は、山本と
Labov（いずれも上掲）が物語の必須要素としている「問題・解決・評価」を基に
したものである。枠組①と②の「問題・解決」「原因・結果」「理由・行動」はそれ
ぞれ関連性が強く、様々な談話構成の基盤となっており、ストーリー性も生む、
最小で最適な枠組と考えた。枠組③は枠組①と②に起因する、話す動機・感情表
現で（Labov, 1972）、学習者が体験談を思い起こすきっかけにもなりえる。なお、
図1-Iに示した日本文は授業初日に見本として紹介する体験談の要点を示した文
で、これと同様のSMは第8課まで用意した。
図1-IIは学習者の発想を支援するための補助教材で、構成の各枠組（上部）にあ

てはまる意味要素（各枠組の下部）を例示したものである。例文以外に意味要素
を多く提示することで、学習者は自分の体験を比較的容易に想起し、構成しやす
くなると考えた。この図は必要に応じて学習者に表示した。なお、図1-Iと IIの
右への矢印は話す順番、下の2つの矢印は評価や感情の対象を指している。
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4．授業初日の「塊」で話す活動

初日は授業概要を説明した後に「日本の一番好きなところやもの」について
「塊」で話してもらうという活動を行った。この活動には個々の学習者の話す能
力を測る目的もある。下記（1）～（9）が導入からの流れで、［  ］内に授業での主
な反応などを記した。（1）～（5）と（8）は、中井とレ（いずれも前掲）の研究成果
を根拠に段階を踏んだ導入を行った。（8）のフィードバック（FB）については、次
章で詳述する。

【授業初日：日本の一番好きなところやものについて】
（1）今までに物語を書く授業はありましたか。［9名中6名がある］
（2） 物語には何が必要ですか。［大学で創作文を学んだ学習者（中間テスト後履

修中止）がbeginning, body, endingでbodyにproblem, endingに solutionを書く
と回答］

（3） 教師が「子供の時に千と千尋の神隠し（Spirited Away）を見てすばらしいと
思って、もっと日本のアニメが見たいと思うようになりました。それか
ら、たくさん日本のアニメを見ましたけど、鬼滅の刃（Demon Slayer）が最
高だと思います。アニメはほんとうにおもしろいです」という例文を紹介
し、それをパワーパイント上に示す。

（4） どんな構成かを考えさせる。［上（2）の学習者がほぼ的確に指摘した］
（5）SM（図1-Iと II）を示し意味的枠組①～③について英語で説明する。

図1-I：Story Map 図1-II：補助教材
①

Problem/Cause/
Reason

②
/Result/

③
/ 

Feeling/

子どもの時「千（せん）
と千（ち）ひろSpirited 
Away」を見た。

たくさんアニメを見た。

すばらしい。
もっと見たい。

キメツDamon 
Slayerが最高
（さいこう）。
おもしろい。
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（6） 学習者自身のことについて、約3分でSMを見ながら枠組①～③に入る文
を考える。ルールとして、分からない単語はアプリケーションソフトウェ
ア（アプリ）で調べても良いが、メモはできるだけとらない（とっても単語
程度）、翻訳アプリは使わないことを説明する。

（7） 独話に近い形式で体験談を語ってもらう。教師は聞きながら相槌・質問な
どをする。

（8） 体験談は録音、文字化し、後日学習者個々と面談しながら、FBを非明示的
問いかけから始め、必要に応じて明示的説明まで行う。

（9） 修正を加えた体験談を改めて語ってもらい、修正された箇所の意識化を 
図る。

5．単文の使用を減らす試み

初日に学習者9名が話した体験談の「塊具合：結束性（接続方法など）、意味的一
貫性、流暢さ（沈黙の程度など）」は程度の差はあったが各々に改善すべき点が見
られた。本稿では学期開始時に特に単文使用の多かった2名をとりあげ、どのよ
うなフィードバック（FB）を行い、どのような変化が見られたのかを説明したい。
この2名の話す能力は学生Aが初級中位（学習歴4年）、学生Bが初級上位（学習
歴2年半）程度であった。
下例1～4は、学生AとBの学期当初の体験談（例1、2）と学期末の体験談（例

3、4）である 5。中井（2005）の分析方法を参考に、学習者の発話文（アンダーライ
ン部分）の右側（縦線の右）に文構成（単・複文）を示した 6。学期当初は、例1、2
のように単文の使用が多く、接続表現がほとんど使用されていない。

例1：学生A「日本の一番すきなところ・もの」
a）家族の旅行に大阪に行きました .  b）おもしろいものがたくさんあります .  

c）おおさかの ,お好み焼きが一番好きです .  d）この味は ,すごく ,くて ,おいしかった
です .  e）これは ,新しい食べ物 ,あー ,食べ物 ,そー ,  f）それは ,おー ,おなかがいっぱ
いです .

a）単文 . b）単文 .

c）単文 . d）複文 .

e）単文 . f）単文 .

5. 紙幅の都合上、教員の質問とFillerの一部（例3、4では大部分）を省いてある。
6. トランスクリプト内の記号については文末資料を参照されたい。
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例2：学生B「日本の一番好きなところ・もの」
a）日本語で ,えー , 漢字が1番好きです .  b）アルファベットと全然違う .えー , 

c）違いますから , 面白いだと思います .  （一番好きな漢字は?）  d）多分 ,天気の気がす
きです .  e）きれい漢字だと思います .  （漢字はたくさん覚えている?）  f）300ぐらい
漢字がわかるかもしれない .  g）もっと勉強したい .〈笑い〉

a）単文 . b）単文 .

c）複文 . d）単文 . 

e）複文 .f）単文 . 

g）単文 .

FBでは、文が単文だと「子供っぽい」印象になること、上のレベルに行くには
文をつなげることが欠かせないことを説明した。その上で、一学期間繰り返し
行ったのは、文字化した文を見ながら、どうつなげばよいか本人に問いかけ、必
要に応じて明示的説明を行うということである。FBの具体例として例2のd）と
e）の接続方法についての教師と学生Bのやりとりを紹介したい。まず、教師が
d）とe）の文をハイライトし、ここはどうつなげばいいか学生Bに考えてもらっ
た。学生Bは自信なさげに「好きで?」と回答したため、教師は「e）は理由だよ
ね」というと、学生Bはすぐ気づいた様子で「きれい漢字から、天気の気が好き
です?」と回答した。不正確な箇所はあるが、文の順番を並べ替え、複文にする
ところまでは学習者自身で修正できている。このように、つなぐ箇所の指摘、問
いかけ、必要に応じてヒントを与え、教師の期待通り、あるいは期待に近い回答
ができれば、賞賛した。うまく回答できない場合は、解説の上、正解を与えた。
このような指導を学期中繰り返した。
下例3、4に限らず、学期末には、2名とも複文の使用は相当増えたが、必ず
しも適切な接続表現が使われているわけではない（例えば、例4b）での「のに」
やh）での「と」）。しかし、学生Aは例3a）での「が」、b）とe）での「けど」の使
用、学生Bは例4f）での「が」、h）での「し」などは許容範囲内の使い方をしてい
る。学期末振り返りシートの質問「How did the teacher’s feedback help?」に 7、学生A
は選択肢（ア）I came to be conscious of telling the story togetherと（エ）I tried to say 
them correctly, being aware of what were fixed or commentedを選び、学生Bは（イ）I 
came to think about the structure of the storyと（ウ）I came to be conscious of connecting 
sentencesを選んでおり、FBには一定の効果があったことが学習者の振り返りか
らも伺える。

7. 回答欄には（ア）から（エ）の選択肢と自由回答欄がある。振り返りシートの詳細については野口
（2021）を参照されたい。
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例3：学生A

a）最近 ,あー ,バスケットボールのNBAチャンピオンシップ ,でしたが ,バックスと
言うのチームと ,サンズと言うのチーム ,したけど ,面白いくて楽しい ,しと思いま
す .　b）たくさん怪我がありますけど ,チームが ,一生懸命した ,する事は ,あ ,楽しー
みました .  c）Star,あ ,選手 ,は ,とー ,ヤヌスと言う .  d）あーとー ,足 ,の怪我がありま
す ,た .  e）怪我がありますけど ,全部 ,試合をした .

a）複文 .

b）複文 .

c）単文 . d）単文 .

e）複文 .

例4：学生B

a）1番好きな趣味は漫画を読むことです . （どんな漫画?）  b）あー ,たくさんヤンル
［ジャンル］が好きなのに ,多分 ,えー ,少年漫画が1番好きです .  c）今ブリーチと言
う漫画を読んでいます . d）ストリーは ,えー ,死神のことです .  e）漫画家ディテ久保
と申します .［中略］  f）有名な漫画ですが〈笑い〉,（あ ,そう）はい ,えーすごく長いで
す .（どんなストーリー?）あー , g）ちょっとむずかしい .  h）主人公は ,えー死神にな ,

えーなると , えー幽霊と戦います . ［中略］  i）絵が綺麗だし ,んー ,そして ,ストーリー
は面白いです .  j）全部面白い .

a）複文 . b）複文 . 

c）複文 .

d）単文 . e）単文 .

f）複文 .

g）単文 . h）複文 .

i）複文 . 

j）単文 .

6．おわりに

本稿は、学習者に体験談を「塊」で話してもらうという活動内容を紹介し、学
期当初単文の使用が多かった学習者に対する指導とその後の様子を紹介した。単
文を多用する学習者は初級修了レベルから中級前半の授業に少なからず存在す
る。そのような学習者には、まず、文をつなぐ意識を持たせることが重要で、今
回紹介したような「塊」で話す活動とFBの手順は、学習者にその意識化を促し、
話す能力を一段階上のレベルに引き上げるのに有効な指導方法の一つになりうる
と考える。また、中井（前掲）が指摘しているように1、2文程度の短いドリル練
習だけでは、なかなか適切な接続表現を使いこなせるようにはならない。今回紹
介したような体験談を話す活動とFBをできるだけ多く取り入れ繰り返していく
べきであろう。
本実践は始めて間もないため、指導した学習者数は少ない。そのため、より多
くの学習者に対して指導を続け、効果を検証していく必要がある。また、各学習
者の特質に合わせた指導方法を模索していくことも課題として挙げられる。



初級修了レベル授業における学習者が体験談を「塊」で話す実践報告：単文の多用を減らす試み

－ 155 －

資料：トランスクリプト記号
. 下降イントネーション ［　］ 文脈情報など実際の発話以外の説明
? 上昇イントネーション （　） 聞き手の発話、あいづち
, 短いポーズ 〈　〉 笑い
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