
新教材開発の経過報告  

hモデル会話、会話ノート、会話ドリルを中JL、に一  

波辺 恵子 西村よしみ  

加納千恵子  

要  旨   

当センターで開発中のコミュニカティプ・アプローチを日指した初級日本語教材に  

関して、モデル会話、会話ノート、会話ドリルの部分を中心に、その作成の基本方針  

および作業経過を報告するとともに、初級日本語集中コースで使用してみた上での反  

省を含めながら、コミュニケーション能力養成のための今後の課題を考える。  

〔キーワード〕 コミュニカティプ・アプローチ、コミュニケーション能力、  

コミュニケーション場面、コミュニケーション・ストラテジー  

1．はじめに  

19甜年度以来、当センターでは、6カ月の日本語集中コースの前半で使用される初級のための新  

しい教材の開発が進められてきた。また、19呂9年度からは、試作版を実際に授業で使いながら、改  

盲丁作業が進められている。   

日本で生活する外国人留学生の研究活動を支えるのは、なによりもまず、良好な人間関係ヤ快適  

な日常生活である。そこで、この教材では、日本語による基礎的なコミュニケーション能力rl）を  

身につけることを初級の到達目標とLた。   

本稿では、まずこの新教材FNewSltuationalFunctLOnalJapanese（仮題）」（以下FNSF』の  

作成過程および概要を示し、次にモデル会話、会話ノート、会話ドリルについて、それぞれの基本  

方針、作成過程、聞損貞などを述べ、最後に教材全体としての今後の展望および間蹟点をまとめ  

た。  

2．教材の作成過程と概妻  

2．1作成過程   

まず、留学生と研究者が経験する機会が多く、学習の必要があると思われるコミュニケーシ ョン  

場面を選んでモデル会話を作成し、難易度や重要性を考慮しながら各課に配置した。またもう一つ  

のモデルとして、その場面でのできごとを、日記などの形で後から記述する報告文を加えた。   

次に、それぞれの場面でコミュニケーションを可能にしているストラテジー⊂2）やコミュニケー  

ションの背景となっている情報などを取り出して、それを解説する会話ノートを作成した。］方、  

文法については、rNSF』の到達目標を達成するのに必要な文法能力とはなにかという視点から、  
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従来から初級の学習項目とされている文法項目を見直しつつ、モデル会話および報告文に使われて  

いる表現形式を考慮して、各課の文法ノート｛3⊃ を作成した。   

さらに、それぞれのノートで取り上げた項目について、Structure Drills（以下、Sドリル）、  

会話ドリルを作成し、会話ドリルのまとめとして、特定の場面での総合的なコミュニケーション練  

習としてのロールプレイを加えた。また、ドリルの作成と平行して、既習項目の運用能力をチェッ  

クするために、ゲーム性を取り入れたタスク刷も作成した。   

最後に、学習項目の復習とまとめを4課ごとに配置し、教材の冒頭には、イントロダクションお  

よぴプリセッションを加えた。イントロダクションでは、学習者に対して日本語の具体的なイメー  

ジを示すために、発音、文字、文法、敬語などについて簡単な解説を加えた。またプリセッション  

では、学習者が、肯定・否定、過去・非過去、スピーチスタイル（formal・CaSual）などを、文  

末の音声的特徴からある程度判断できるようにするために、音声テープを使った練習を作成した。  

2．2 軽重   

新教材FⅣSFJの対象、到達目標、使用条件、および内容の構成は、以下のようになっている。  

（1）〔対象〕   ：日本の大学および大学院で留学、研究生括を送るために来日し、  

日本語能力がゼロに近い初級の学習者  

（ただし、既習者も必要な部分を選んで使用できる）  

（2）〔到達目標〕：日本で留学、研究生活を送るのに必要な、  

コミュニケーション能力を身につけること  

（3〕〔学習時間〕 二約300時間   

〔媒介言語〕：英語   

〔全体の構成〕：教科書のサブタイトル  

1．htroduction（日本語の基礎知識）  

2．Presession（予備練習）  

3．Lessons   （23課）  

4．正巳vi㌣打（4課ごとに6回）  

（4）〔各課の内容〕：1．ModelConversa［ion  

2．Repqrt  

3．ⅣewⅥr町由丘ndE叩re55jo鵬 （jnl＆2）  

4．Grammar Notes  

5． New Wordsin Drius  

6．Strl】亡t11re DrjユIs  

7．CollverSation Notes  

8， Conversation Drills  

日本語による基礎的な   

本稿での呼び方  

・・一イントロダウション   

→プリセッション   

・→本課  

・→復習とまとめ  

→モデル会話  

・→報告文  

→語彙表体文）  

→文法ノート  

→語彙表（ドリル）  

・・→Sドリル  

ー十会話ノート  

→会話ドリル   
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9．Tasks alld ActlVitleS  

IO．KanjlWords to Read  

＊（3）の2および困の1，5，6，8と9の一部につtlてはテープも作成Lた。  

・・→タスク  

→・漢字表  

3．モデル会話  

3．1 場面の選択   

社会生活の中には様々なコミュニケーション場面が考えられるが、「NSF」では、対象とする  

学習者と到達目標を考慮して、日本の大学で研究活動をしている留学生と研究者にとって身近で必  

要度の高い場面を最優先することにした。   

まず筑波大学の留学生約30人に対するアンケート調査を行い、その結果と日本語教育学会による  

外国人留学生の行動場面についての調査報告などに基づいて、適当な場面を選び出した。さらに、  

場面シラバスに関する先行研究や既に使用されている日本語と英語の教材を参考にして、重要な場  

面が抜け落ちていないかチェックした。同時に、各場面のモデル会話を試作しながら、rNSF』  

の到達目標をふまえて具体的な学習項目について検討し、最終的にコミュニケーション場面を決定  

し23課に配置した。（資料く1＞参照）   

『NS F』で選ばれた場面は、話しことばによる相互的コミュニケーション、つまり、会話を中  

心にしたものである。しかし、社会生活におけるコミュニケーション場面の多様性を考えると、文  

字などの視覚材料が娯体となる場面での基薩的なコミュニケーション能力も重要である。先に述べ  

た留学生に対するアンケート調査では、「上］本語を勉強Lて何ができるようになりたいか？」の答  

えとして、話しことばについてのものが多かったが、「漢字が読めるようになりたい」とか「新聞  

が読めるようになりたい」など、書きことばについてのものも見られた。これについて、FNSFJ  

では、ひらがなの読み書きおよび身近な漢字の読み能力を学習項目にとりあげ、書きことば場面の  

モデルとして、モデル会話の後に報告文を加えた。また、タスクにも書きことば場面での練習を取  

り入れた。このほかに、初級コースの副教材として、基本漢字の読み書き能力を身につけるために、  

拍asIC Kanj1800k基本漢字500Vol．1＆2j（19舶）を使用している。  

3．2 登囁人物と背景の設定   

『NSFj におけるモデル会話の主な役割の一つは、学習者に対して、コミュニケーシ ョン場面  

の具体的なイメージを示すことである。そこで、教材の親しみやす昔や一貫性などを考慮して、全  

場面を適して留学生を含めた共通の人物を登場させ、時の流れに合わせて各場面の背景を設定する  

ことにした。   

また、モデル会話のもう一つの重要な役割は、コミュニケーション能力の具体的な運用例を示す  

ことである。したがって、登場人物にはできるだけ自然な日本語を話してもらいたい。しかし、外  

国人が自然な日本語を話すという、学習者の現実からかけ離れた設定もできれば避けたい。そこで、  
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コミュニケーション場面として矛盾しないかぎり、登場人物は日本人にした。その結果、日本人だ  

けが登場する場面が全体の60％近くを占めることになった。   

全場面を貫く筋立てとして、日本の大学で留学生括を送る男女二人の留学生とそれをとりまく日  

本人の友人や指導教官などが、いろいろなコミュニケーション場面を経験しながら人間関係のネッ  

トワークを作っていく過程を設定にした。この設定は、時の流れヤ場面によって柔軟に変化する人  

間関係の中で、スピーチスタイルの適切な運用例を示すことにも役立つと思われる。   

主な登場人物は、コンピュータ・サイエンスを専攻するインドからの留学生アリ（男）と同じ専  

攻の山下（男）、二人の指導教官の木村教授（男）、それに山下の友人で経営政策専攻の田中（女）  

と同じ専攻のイギリスからの留学生リサ（女）、さらに山下の先輩で助手をしている鈴木の6人。  

主な活動範囲は東京郊外にある F松見大学』という架空の大学とその周辺である。『NSF』では、  

以上のような設定について学習者に具体的なイメージを与えるために、第一課に入る前に登場人物  

のプロフィールと大学周辺の地図を載せた。以下に示Lたのは、そのプロフィールをもとにした主  

な登場人物の人間関係囲と、実際に rNS Fj に載せた架空の町の地図である。  

塵蜜  

盈ノで抑営簑軒  

盈タけ－の営葉蹄  

盈郵銅 品和＿ト  
盈レストラン盈木星  

盈病臥 盈路上  
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〔大学周辺の地図〕  

蝉熊井封 北門短・ 師観  
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廟っ槻  

叔  
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3．3 モデル会話の位置づけ   

モデル会話はいわばその課の顔である。また3．2でも述べたように、モデル会話の主な役割は、  

コミュニケーション場面の具体的なイメージおよびコミュニケーション能力の具体的な運用例を示  

すことである。つまり、モデル会話は、その課を学習すれば何ができるようになるのかという、学  

習者の切実な疑問に答えることによって、学習者が自らの意志で学習を始めるために最も重要な、  

最初の動機づけを行うのである。したがって、FNS F』におけるモデル会話は、上手に真似をす  

るためのモデルではない。ここでは、日本人の言語生活、コミュニケーション場面を、いわば「覗  

き見する」ことによって、そこで行われている談話の流れやストラテジーといったものに気づかせ  

ようというわけである。そのため、モデル会話の登場人物は、外国人としてのコミュニケーション・  

ストラテジーの必然性がない限りは日本人になっている。   

以上のことから、モデル会話によって示されるコミュニケーション場面は、学習者にとって十分  

魅力的でわかりやすくなけれぼならない。「わかりやすい」というのは、使われている表現形式が  

短いとか会話の内容が簡単だとかいうことではない。その課を学習すれば何ができるようになるか  

が、わかりやすく示されているということである。また、会話の流れヤ表現形式は、与えられた場  

面の中でできるだけ自然でなけれぼならない。不自然で嘘っぼいモデル会話が、学習者にとって魅  

力的であるはずがないからである。だからといって、生の資料をそのままモデルにすればいいとい  

うことではない。ここでいう「自然さ」というのは、まだ実現されていない、学習者自身の一国か  

ぎりのコミュニケーション場面のモデルとしての「自然さ」であり「本当らしさ」である。   

モデル会話の作成にあたっては、分担して試作したものを常に数人で読み合わせながら、自然で  

わかりヤすく魅力的なモデルを目指して検討を重ねていくという方法をとった。また、同時に登場  

人物や背景などの場面を構成する様々な要素を、教材の中にどのように提示するかについても検討  

した。その結果、各会話ごとに、会話の流れを図式化したフローチャートと、場面を印象づけるた  

めのさし絵を加えることになった。次のページに示したのは、rⅣSFJ第10課のモデル会話の部  

分である。  
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】仁     七     ■  
店月 ：llかかでございますか■  

山下 ： ええと、こ打色で僻地由、ち牒ませんか。  

店且 ： はい● じ●あ、こ与らなどはいかがてしょう。  

山下 ： もう少し明るい色のほうがいいんですけど。  

店員 ： モれで11、こちらは。  

山下 ： ううん．．．。色はいいんでナけど、アサインポち▲ウとね。  

♯  ■  ♯  

店月 ； こちらは、丑近紀行¢影でナが．  

山下 ： モうですね■ こっちむほうかいいか虻■  

し●あ、これをくだ書い．  

ェ ＿  M o d亡1 C o n Y 亡 r8 ■l上 中n  

引用Ti亡t打i：1r．1i＝lbllユ，虞亡u靂l即亡ー（雷）．1巾■t即1Lor叩¢r▲lβr．  

1引‖“柑h」（店月）  

Sヱ拍i1日川き；■Yコ“軸王11脚○雷l01b●d印1rt■軸l∫tOr6．加㍉印加ⅦPlO tわ℡  

51h rJoor br tll亡▼1lロー 相dl細i事 r（】r■11rが 墓1＝e 靂■モil巳【．  

1JOu叫柑Itl叫irl上場l閃Il■lo b叩l】蓋 一事吋ril亡郎8．   

Flo■－亡h■rl：  

On thc e】e帽l亡IF  

ちりがとうございまサー 8000円に確ります．  

1iい0  

1万円おあずかりいたし圭す．少々お待ち下さいt  

お持たせいたし蜜Lた．200ロ円のおかえLでございまナ■  

どうも．  

どうらありがとうございました■  

店見  

山下  

店月  

店員  

山下  

店月  

ご盤店ください王して、ありがとうございます．  

上へまいります．ご利用指戦をお知らせくだきいませ。  

封阻．お願いします。  

ユ階かしこまりました。おあと、ございませんか．  

すみません。6拇、お如いします．  

5階、かしこまりました。上へ重いります．   

削ま5階へまいります。紳士皿、紳士用品の遷り糊でごさい壬ナ．  

お待たせいたLました．5貯でございまナ．  

上†へ■－ク エ  

写  
11へ－－，：  

山下 ：  

エγへ■－，：  

エlへ一－，：  

（売り場で）♯♯♯♯♯■♯■幕書■♯♯♯＊■♯ll■■♯  

山下  

店見  

山下  

店月  

山下  

店月  

山■下  

店月  

山T  

すみません－  

はい．いらりし●いませ．  

大書いサイズのセーター、ありまナふ－  

はい－ こ与与にごぎいます－  

ええと、このLLゥていうめti、ぱくには太さしヽかな●  

そうでナね。′一分・一に⊥っても与ポいまナから、  

どうぞあちらでお試しください■  

あ巧、試層雇Il●  

はい。あの、あちら仁ございます●  

ああ、どうも●  

一日－  

ロ：．  R亡p O rl   

く 日 記 ＞  

卓上う、デパートに行って、セーターを貫いました．8ロ＝D O円しまLた●  

LLサイズのあおいのを貫Il壬した一でも、そでがち▲つと基いです．LLサ  

イズエロ⊥サイ丈のはうが上かったです．形は最近流行のデザインですが、色は  

じみでナ■たぶんばくのセーターの中で一番Uみでしょう●  
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3．4・残された問題   

FNSFj における最も重要な役割は、学習者に動機付けを与えることである。  

そのためには、クラスでどのように扱うかが問題となる。試作版を使い始めた当初は、学生に会話  

のテープと内容理解のための簡単なチェックシートを渡し、複で教師がそれをチェックするだけで  

あった。しかし、学習者にとってその課で学習したことを後で再確認することも重要であると思わ  

れる。会話ドリルが終わってからもう一度何らかのかたちで、モデル会話をクラスで扱った方がい  

いのではないかという意見も出てきた。   

この他にも、検討すべき課題が数多く残されている。その一つは、日本人場面と外国人場面では  

必要なコミュニケーション能力が違うのに、日本人場面をモデルにしていいのかという問題である。  

ストラテジーで、ある程度その点に関してカバーしたが、まだ外国人場面に関する十分な検証がさ  

れていない。また、会話作成のスタッフに女性が多かったことから、言葉遣いや話題の選び方に偏  

りがないかという点についても検証しなければならない。   

最後に、rNS F』の考え方を踏まえて、モデル会話を効果的に使うためには、どうしてもビデ  

オ教材の作成が望まれる。  

4．会願ノート  

4．l． 会商ノートの作成過程   

rNSFJは、コミュニカティブ・アプローチを目指した方法で、コミュニケーション能力を身  

につけることをその目標としている。だが、『NS F』の作成に参加した我々はコミュニカティブ・  

アプローチという言葉をよく口にするものの、一体「何」を「どのように」教えたらコミュニケー  

ション能力が身につくのかという共通理解を持っていない。そこで、コミュニカティブ・アプロー  

チに関する参考文献を読むのだが、NaturalapproaehとかNotionalFtlnCtionalapprDaChと  

かいう多くの教授法があって、一層混乱する。コミュニカティプ■アブロhチについての漠然とし  

たイメージ、方向性は見えるのだが、決定的な定義なり方法論を期待している我々は、不安に陥っ  

てしまうというのが現状である。このようなコミュニカティブ・アプローチに対Lて、畠（1989）＝‖  

は、その基本的な特徴として、以下のようなことを述べている。   

「新しい教授法の第山の特徴は、多様性と曖昧さとを前提とした柔らかいシステムとして自らを  

主張していることにある。多様性とは、一つの教授法だけを取り上げてそれを絶対視し、その他の  

教授港をすべて無意味なもの、間違ったものとして切り捨てるような立場を取らないということで  

ある。」   

構造主義に支えられた、AudlO－llngualMethod では、言語体系に関する知識を教えるという  

目安があった。だが、コミュニカティブ・アプローチでは、コミュニケーション自体が、体系化さ  

れるものでないのであるから、定義付けや体系化ができないということこそ、その本質的な特徴で  

あろう。コミュニケーションそのものが「多様で、曖昧で、柔軟なシステム」であるがために、常  
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に我々は、学習者のコミュニケーション能力を伸ばすために、「何を教え」、「どのようにして訓  

練していくか」という試行錯誤を繰り返Lていかなければならない。  

TNS F』の会話ノート ＝佃S Fj では、Conversation Notesという項目名である）は、モデ  

ル会話から「何を」どうして切り取ったかという我々のコミュニカティブ・アプローチのシラバス  

の一例である。本章では、我々がコミュニカティプ・アプローチというものをどのように捉えてい  

るかを会話ノートをたたき台として明らかにLて行きたい。   

会話ノートの作成過程で、最初の重要な課題は、モデル会話から「何を」「どのような観点から」  

切り取っていくかということであった。まず、我利まモデル会話の作成と平行して、モデル会話に  

含まれている言語機能の項目を網羅的に列挙Lた。しかし、言語機能だけを学習していても、コミ  

ュニケーションの能力は伸ばすことが出来ない。言吉百様能のリストは、学習者が言語機能を辞書的  

に使用するときには役に立つが、機能だけを記述しても場面性がないと学習者に具体的なイメージ  

を与えられない。そこで、どのような観点から整理し、どのような記述をすれば学習者に有効なも  

のとなるかという検討を始めた。   

前章で述べられているように、モデル会話では、出来る限り自然のコミュニケpションに近い、  

学習者の興味を引く形態と内容を提示してある。学習者は、それをテープで開き、読むことによっ  

て、コミュニケーションの場面を具体的にイメージすることができる。その時、学習者は、その場  

面における状況、伝達の内容、会話に参加している人の関係、感情などを曖昧であるが全体的なも  

のとして捉えている。会話ノートでは、学習者の理解しているコミュニケーション場面のイメージ  

を分析して、明確化し、習得できる形のものとして提示しなければならない。つまり、コミュニケ  

ーションの要素をシラバスとして組立て、学習者に提示しなけばならないのである。   

そこで、現々は会話ノートの構成を次の2つの軸で説明することにした。各項目の詳しい説明は  

次節に譲る。  

1．Generalinformation  

・社会言語的な言語情報  

・場面に依存する情報・知識  

・言語機能のまとめ   

2．Strategie  

「このような時や状況には、このようにいいなさい」ということを  

状況、会話に奉加している人間関係、音調などが分かるような情報  

として解説した。   

以上のように、会話ノートは、日本人のコミュニケーション場面の情報を学生に与え、コミュニ  

ケーションを円滑に行うための助けとした。それと同時に、会話ノートは、その後に続く会話ドリ  
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ルの意義付けを学習者に与えるものとして有効である。コミュニカティブ・アプローチといえども  

習慣的な繰り返しによる訓練無しには、発話力はつかない。教室での会話ドリルはともすれぼ、形  

式的な訓練に陥いりやすいが、それを防ぐために、何のために練習を行っているのか、ドリル項目  

の練習によってどのようなコミュニケーション能力が身につくのかということを学習者に常に明示  

し、目的意識を明確にしておくことは、学習の動機付けを高める上で必要なことである。  

4．2． 会議ノートの構成と内容   

会話ノートは、Generallnformation（以下G．l．）とStrategies（以下S，）という2  

つの軸で構成されている。以下、それぞれについて、基本的な作成方針、および内容について述べ  

ることにする。  

【GeneralInformation】   

日本語のコミュニケーション場面では、会話に参加する人の関係に関する言語表現がコミュニケ  

ーションを成立させる大きな要因である。また、言語的要素だけではなく非言語的要素、挨拶やお  

辞儀の仕方などについての情報も学習者にとって必要な知識であるし、練習によって体で覚えるこ  

とは重要である。これらは、日本という社会の構造や日本人の価値観・思考方法に基づいている。  

言語構造だけを独立させて分析する構造主義的な方法では、挨拶とか敬語表現を言語知識として教  

えるが、それだけではコミュニケーションの助けにならない。つまり、異文化間のコミュニケーシ  

ョン・ギャップを解消するためにも、社会言語学的な知識は忘れてならないのである。   

また、レストランやデパートなどで使われる定型的な表現（場面に依存する表現）や、電話機の  

使い方なども学習者が聞く情報として押さえておかかナれぼならない。これらの表現は、聞いて理  

解すればいいものであって、聴解タスクの練習にも親．み込まれている。   

G．1．で説明している項目は以下のものである。  

竃GeneraIhformation の内容舞   

1．社会言語的な情報  

・丁寧表現のレベル  

・感謝と応答  

・先生と学生の関係  

・敬語表現  

・話し手と聞き手の関係  

■お辞儀・挨拶  

・プレゼントの渡し方  

・病気見舞いについて  

第1課  

第4課  

第8課  

第1D課  

第18謀  

第19課   

ク   

第22課  
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t慰め、祝いについて   

・男女の言葉の使い分け  

2．場面に依存した表現や情報   

・郵便局   

・レストランの情報   

・電話の情報   

・病院の情報   

・デパートの情報   

・本屋の情報   

・道の聞き方   

・電話の情報   

・図書館の情報   

・タクシーの情報   

・日本の家屋の情報   

・料理・台所の情報  

3．言語機能のまとめ  

■会話を円滑にする表現   

・短い応答表現   

・物の受渡しの表現   

・会話の切り出し・躊躇の表現   

・呼蕃トけ・聞き返しの表現   

・「じゃ」の使い方   

・終助詞の表現   

・言い訳の表現   

・代案の表三現   

・感情表現   

・許可の表現   

・相づち   

・行為を依頼する表現   

・詫びの表現   

・本題の切り出し表現   

・久しぶりに会った表現   

・感情表現   

・話題の転換・展開の表現  

■ケ   

第23課  

第2課  

第3課  

第6課  

第9課  

第10課  

第11課  

第12課  

第14課  

第15課  

第16課  

第19謀  

第20課  

第1課  

第1課・第6課  

第2課  

第4課  

第6課  

第6課  

第7課  

第8課  

第17課  

第20課  

第8課  

第9課  

第8課  

第21課  

第13課  

第16謀  

第21課  

第17課  
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〔G．Ⅰの具体例（L．17）〕   

Ⅵ  C olt V 亡 r S ■ tlo n N o t e s  

＜G¢nモーlllnrorl拍t10nS＞  

① Co爪爪eellYe書  

Te haYeilreadllearnt the eleJentd Th王ch have fLZnCtions related to   

thedl＄COur＄eOr亡Ont亡Et．For exa．ple．’L：や■．■さっそくですが■．’実  

は－．●それで■and sロOn．Th叩are亡i11ed■conne亡t王Ve＄●．Dl亡tiom且rle与  

引叩1ainlb¢meaniれg Of these Conn亡亡IIve▼Ords．8ut therlre  

dirfictJllto TFaSter．BeeaLJSe these TOrds not onlr convel the  

巾やimlng but thes色■モanin即de叩md h亡aYilJO几tbe叩e亡1fi亡亡Ont引H  

lれ 血i亡h thl∋ eIpr郎靂ion5 0亡亡ur．   

In th王sIe左右on．■モ■iIIIe且r爪l血亡uSi印0†■ところで’．加e亡01川0爪  

use of’ところで．1s to chan■e Lhe topI亡． Yhen thc叩eakerI卓  

1emt】oninglhe topt亡and Tanほ to pres軸t 且n8■ tOp王亡 t巾l亡hIs not  

part oIthe presented’llne－ oT d王rectioJIOflh七COTtVerSitlon．  

Ob卓eT叩Ihel01lo■i叩：  

e．g．1（L郎SOnlTI  

The fIr占t10pi亡  

音楽会へ招待ナること  

．＿＿＿＿＿＿＿」＿＿－＿＿＿＿＿  

：ところで   
l＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿l  

l  

l  

Th8写eCOnd；lopi亡  

山下さんも音楽会に誘ってもいいか   

IrL the exaqp）e above．the topIcis’青葉台’；it see71S therei＄nO  

Jajor chaTtge Of the topic． 打oTeYerin the fiTSt tOPi亡 Suzuki－SaJt  

王nYited Lisa一写an且rEd Tanah－S3n且ndIn the second topic Tanaka－San tOOk  

COntrOl．chaTtged th811ne or conversatloTL且ndirLtrOduced th8TteT tOPic．  

e．g．2  

天気の話  

■－－一一一－－－■－－－一一一一－－－一一一－－－－－一一一－－一一ヽ  

：ところで、tお顔いがあるんですが＝  
●－ ■ －－ ■ －■■■・■ ■－■■－－－－一－－－－－－－－－－－ －■－－ ■－一  

l  

軒訳のチェッタを見てほLい  
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宅Strategies＞＞   

モデル会話において会話の流れを作って行くのは、主に日本人の学生である。これは、初級の教  

科書に日本語が上手な外国人が登場するのは不自然であるという判断で決定したことである。だが、  

ここで問題になるのが、母語話者のコミュニケーション場面（日本人場面）と、外国人と日本人と  

のコミュニケーション場面（以下、外国人場面）＝りの相違である。同じ状況で、同じ意味内容を  

伝達する場面を設定しても、登場人物を日本人だけにするか、あるいは、日本人と外国人を登場さ  

せるかによって、コミュニケーションの方法が異なってくるのは当然であろう。日本人学生をモデ  

ル会話の中心に据えることによって見えなくなるコミュニケーションの特徴をいかにして補うかと  

いうことが我々の課題である。ネウストナニー（198り（7）は、日本語教育の研究課題に加えるもの  

として、次のようなものを挙げている。  

1．外国人場面の特徴を明らかにし、それを学習者に教えること。  

2．外国人場面の特色を学習者に利用させること。  

3．外国人場面から脱出できる方法を教えること。   

外国人場面の特色を利用する方法、困難な外国人場面からの脱出方法をストラテジーとして指導  

項目のリストを作った。ここで、ストラテジーという言葉についで考えなければならない。普通コ  

ミュニケーシぎン・ストラテジーというのは、会話の最中に適当な言葉、表現が見つからない場合  

や会話能力が不足している場合、それを補うための村処の方法をストラテジーと考えている。しか  

し、我々は、ストラテジーの定義を会話のストラテジーだけでなく、異文化間（広い意味での外国  

人場面）コミュニケーションにおけるギャップが生じた場合そこからいかにして脱出するかという  

方法もストラテジーとして加えることにした。特に日本語のコミュニケーション場面では、対人関  

係に基づいた言語表現がキーとなる。異文化コミュニケーションがうまく行くか行かないかは、そ  

れぞれの社会構造・文化的構造が類似しているか掛けはなれているかによっているのだが、これら  

の構造の違いを、G．1．で知識として提示すると同時に、ストラテジーとして、困難な状況から  

の脱出方法や、外国人であることを有効に利用する方法として提示した。我々のストラテジーは記  

述方法としては、いわゆる、Ⅶow to ものド に近い。つまり、「このような状況や時には、この  

ようにいいなさい。」という書き方をしている。   

そこで、以下のようなストラテジーのリストを作成した。作成にあたり田中望（1988）＝＝の機能  

表を参考にした。（資細く3＞参月割 田中のコミュニケーション・ストラテジー という語のコミュ  

ニケーションを2人以上の間の音声的な表現として使っている。我々は、会話のストラテジーとい  

う言葉を使い、コミュニケーション・ストラテジーと区別した。  
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Ⅰ．会話のストラテジー  

コミュニケーション・ストラテジー  

Ⅲ．人間関係のストラテジー   

1．対他のストラテジー  

2．対自のストラテジー   

各項目を以下にあげる。  

Ⅰ．会話のストラテジr  

A．コントロール・ストラテジー  

会話を開始したいとき  

会話を終了したいとき  

話題を謀示する （前置き）  

話題を広げる話題を変更する  

話題を展開するとき  

話題をまとめ終了する  

自分が発話したいとき  

相手に発話してもらいたいとき  

会話を円滑に行うため  

ターンを耽る  

あいづち  

話を2人で作る  

発話を促す  

時間稼ぎ （ためらい）  

独り言  

B．セレクション・ストラテジー  

回避表現  

回避  

発話能力の不足を告げる  

外国語使用  

簡略化  

スイッチ  

中止  

チェック  

省略  

チェンジ  
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C．リペア・ストラテジー  

音丁正  

補足  

Ⅱ．人間関係のストラテジー  

1．対他のストラテジー（好ましい関係を維持しようとするストラテジー）  

A．挨拶  

その日初めて会ったとき  

久しぶりに会ったとき  

初めて会った人へ  

別れの挨拶  

短期  

長期  

お祝い  

健廉  

訪問  

B．シンパストラテジー  

感謝する  

共感や同意を求める  

褒める  

相手への関心を示す  

相手の状況を聞く  

C．スピーチ・レベルのシフト  

相手との距離を保つ  

相手との距離を縮める  

男女の言葉の使い分け  

D．ソフトニング・ストラテジー  

椀曲に  

ことわる  

詫びる  

2．対自のストラテジー（困難な状況からの脱出・自分の立場を言明する）  

意見を述べる  

賛成する  

反対する  

代案をのべる  
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主張する  

相手の関心を引く  

言い訳する  

詫びる   

断わる  

命令する  

依頼する  

＜S t r a t e gie s＞の例（L．20）  

S－l．恥■tq 亀tlr11亡OnY8丁5且tit）れ⑤：一口■ユIeln伸一qrtunlty   

轟I古田rけro廿 hJ叩l¢■■貴亡叩匹r！馴りモ5亡∫霊O モー川トロ押印】暑．  

＝「机Iy．れ川．関川l山はl沌 tbe bost ローh耶t書手写b∫p丁目葛hほIH古Dr h即  

boⅦ叩．＝町hlh‖‖いrel¶d 印On．   

t．耳．客：いいお部屋ですね。   It■き■l叩d TO叫．＝川’tllT  

主人rいいえ、とんでもありません． p8．n01机111＿  

客：本当にすはらしいです上，も、あれ11日未の人葺きですか○  

主人；ええ。九州（さ●うし■う）の未だちカーらもらったんですけど。  

客：そうですか。されいですわ。  

主人：九州には行ったことがありますか。  

客：l、いえ、まだないんですけど。  

主人：実【士ね、あの人形l土、‥．（toれl【nⅦed）  

hlor tl亡脚亡ヨl舌．一肌亡In prll古書the王一亡101b郎．bel馴帽hり且・亡h・  

電．l．1．Åニ垂れいなばうしで寸守㍉  

8：そうかしら。ありがとうございます。  

王・A：すてきなヰグタイですねD  ヽ1   

月：いや、とんでもなl、廿安物（やすらの）です上ロ   

A：ても、色がとてもいいですよ。  

B：そうかな。  

き．A：あ、かわった（dlI†er印t．Un印t■ロn）ライターでナね8   

Bゾ粟ほ、きょねん，1リて寅ったんです上b  

S一念．io－tロー■tl川叩■ヒOn¢  

l－t一山hllo・lnlモ叩r亡＝」馴Il肘町■川■l■山巨川■▼”1Ⅳlhb亡  

■d亡山■もセロ℡川l■下rtll■d．  いょ  
招よっモ量  誓沌  

＝ちモうて量  

It011tl叫l■山1l亡＝川は．T11■lJ剛．Tb暮¶り○□†即■t耶畑■亡▲l．  

Tt山一一間tbl■l叩tt】－l．b“．‖  l01日叫■t■‖．  

払．  
1乱、  

ごヰー′  
吊hl，七  

ft・H  

粗＝  

Oh・ho▼珊t亡叩trdlqg■l即川   仙．■■叩l七鯛■帥11†lt■＝l  

Io・M・払l－11tl．  hl刑相川t▼t．  

lo、It■■廿nけ■tl■叩亡○■l．  
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4．4． 会話ノートの問題   

以上、会話ノ－トの方針、構成について検討してきた。最後に、Savignon（19831のコミュニケ  

ーション能力の構成要素に関する分析を踏まえ、会話ノートの問題点を考えてみたい。S且VlgnOn  

（1983）は、言語でコミュニケーションを円滑に行えるようになるために必要な能力として次の4つ  

をあげている。  

言語のコドの習得  

会話に参加する者の地位、会話の目的、金言引こおける社会的規則、活着  

の話し方苦度等  

様々なタイプの会話において、意味を伝えるためにいかにに文法的文を  

1．文法能力  

2．社会言語学的能力  

3．談話構成能力  

使うかの能力、形式の亡Ohesion と、意味のcoherenceの能力  

4．コミュニケーションのストラテジー能力  

会話の最中に適当な形式を思い付かないとか、ある種のタイプの能力が  

充分にないときにどのように対処するかの能力   

我々の会話ノートでは、談話構成能力に関しては、充分に触れられていない。話題の転換・展開  

に関するストラテジ¶としては、かかれているが、照応・省略については、談話分析に関する研究  

が充分とはいえないので、今後の課題である。  

5．会話ドリルのあり方  

5．1 コミュニカティブな教授法の原則   

コミュニカティブ・アプローチという言葉から我々がまず思いつくのは、会話場面、そこに見ら  

れる対人関係、そこで使われる表現形式とその表現意図、表現態度、そしてそのような会話を成立  

させるために必要な文化的、社会的背景に関する知識と運用力といったものを、いわゆる文法知識  

や規則のほかに学生に学ばせなければならないということである。新しい教材を作るに当たっては、  

より自然なモデル会話を作る、場面や対人関係、社会習慣や表現意図などを整理し、ノートの形で  

記述する、練習もできるだけ実用的なコンテキストのある形で作る、といった努力が各教育機関で  

なされているようにみえる。   

しかし、どのようなコミュニカティブ・アプローチ主義者であっても、言語を学ぶ際の文法、言  

語規則といったものを無視してよいと考える教師はいないだろう。そして、問題は現実のカリキュ  

ラムの中でその二つのバランスをどうとっでいくか、ということなのである。現に、当センターの  

日本語コースにおいても、文法中心のSドリルと、会話機能中心の会話ドリルとを授業の流れの中  

でどのように位置づけ、結び付けていくか、という具体的な問題が出て来ている。  
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しかも、実際のところ、文型練習や文法ドt」ルといったものに関しては、過去数十年にわたる研  

究と実践の成果として、ある程度効力の高いドリル形式がいくつか確立されているが、コミュニケ  

ーション能力をつけさせるための練習、ドリル、ということになると、まだ定型すら確立されてい  

ない状態ではないだろうか。ロールプレイ、シミュレーション、プロジェクト・ワーク、ドラマ、  

などと呼ばれる新しい形式も相介されてはいるが、それらはそのままクラスで行うには時間がかか  

りすぎたり、単発的に終わってしまったりしがちなため、毎日積み重ねさせる練習として行われる  

というよりは、応用的、まとめ的に使われることの方が多いのが実状である。では、日常的には、  

どのような練習を積み重ねていったらよいのか。絵ヤ写真をふんだんに使って、形ばかりは「コミ  

ュニカティプ」風に見せてはいても、その内容は、依熊としてオーディオ・リンガル■メソッド時  

代のドリル形式を引きずっていることが多く、代入練習ヤ単純な変換練習の変形で、種類が乏しい  

といわざるを得ない。これで果して、本当にコミュニ舟ティプ・アプローチが目指Lているコミュ  

ニケーション能力がつくのだろうか。今こそ、コミュニカティプ・アプローチのための効果的な練  

習の方法、指導の方法を真剣に考えていかなければならないのではないか、というのが、新教材  

FNSF』を作成、試用してみて感じた率直な感想である。   

K．モロウ〔19呂4）も、第1部「指導法」のところで、「過去数年来の英匡‖ニおける英語教育の  

最大の特徴は、どのように教えるべきかということよりも、何を教えるべきかのほうに関心が集ま  

っていることである」と述べており、「現在のコミュニカティプな教授法は、多くの場合、ある特  

定の指導技術（例えば、学習者をグループやペアに分けるといったヤり方）ヤ指導手順（例えば、  

ロールプレイなど）に過度に集中している」と指摘している。そして、コミュニカティプな教授法  

として考えなければならない原則を5つにまとめている。⊂8〕  

1．常に「何ができるようになるための学習か」を学習者に意識させ、その「何か」ができるよ   

うになったかどうかを学習者自身がはっきりわかる形で終わるべきである。  

2．形悪を個別に学習し、後でこれらを組み合わせる練習を行う、といった統合的手順と、テキ   

スト全体を提示して学習のためにそのテキストがどのように構成されているかに焦点を当てて   

いくという分析的手順の両方を利用するべきである。  

3．伝達過程も言語形式と同様に重要である。  

3．1インフォメーション・ギャッ7’（Information Gap）を埋める  

3．2 選択iChoi叫をする  

3．3 相手の発話・反応を評価し、フィード・バック（Feedba止）する  

4．学習は相当程度、学習者に責任をもたせるべきである。  

5．学習者に誤りを犯させることは必ずしも誤りではない。  

モロウのいう5つの原則を念頭において、また実際にクラスで使ってみた上での反省に立って、  
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FNSFjの会話ドリルをそのねらいと形式の面から検討し、より効果的なコミュニカティブ・ド  

リルのあり方を考えたい。  

5．2 会話ドリルのねらい   

モロウの原則1．でいわれている「何ができるようになるための学習か」ということに関連して、  

FNSF』の会話ドリルのねらいを考えてみよう。   

たとえば、Sドリルとは何ができるようになるためにするのかといえば、文法ノートにある文法  

項目ヤ文法規則、言語形式を習慣化、定着化させることがねらいであろう。もちろん何のためにそ  

のようなものを走者させなければならないかといえば、その上には「日本語をコミュニケーション  

の手段として使えるようになるため」という大目標があるからであり、この点は会話ドリルも同じ  

である。   

しかし、では、会話ドリルとは会話ノートにある知識やストラテジーを走者させることがねらい  

だ、といってしまえるだろうか。つまり、文法などはどうでもいいから、ブロークンでも何でも目  

標とするコミュニケーション行動をさせることができれば、それで会話ドリルの目的が達成された  

といえるのだろうか。答えは否であろう。Sドリルと会話ドリルとがバラバラなことをやっていた  

のでは、学習者が知っている文法や社会文化的知識を実際の場面での機能や意味と結びつけ、使え  

るようにすることができない。目標となるコミュニケーション行動を支えているのは、会話能力と  

いわれるようなコミュニケーション・ストラテジーや社会文イヒ的知款や談話構成力だけではなく、  

文法能力もあるからである。したがって、会話能力の養成だけを会話ドリルの目的とするのは片手  

落ちで、そこで必要な素材となるべき文法能力や言語形式を実際場面でどう使うか、どう使ったら  

間違いなのか、を意識させることも大切であることを忘れてはならない。   

さて、FNSFj の会話ドリルを作成するにあたっては、一つ一つにできるだけモロウのいう厚  

別1．の学習目的にあたるものをつけるように努めた。（資料＜3＞を参月割 始めの方の課は英語で、  

後の方ではやさしい日本語で何ができるようになるための練習か、を書くようにした。しかし、実  

際には．第1課1）TolntrOduce oneself、2）Tointroduce someoneto someone のように具体  

的な会話機能になっているところと、第1課3）Topics for the first meeti鴫 のように話題に  

なっていると ころ、第2課2）When the person you are talkingtois going to the same  

placeのように状況説明になっているところ、第5課5）PractlCe the dialogue t）y ehanglng  

the underlined partのように練習方法の指示になっているところ、第7課1）Telephone nt．mber  

のように言語形式の種類になっているところ、第10謀1）エレベータの中で（In an elevator）、  

2）売り場で（At the sales counter）のように場面になっているところ、第13課6）雑談1－＋本題  

ように話の流れになっているところ、などバラバラであり、まだ統一がとれていない。   

資料＜4＞は、第1課から第10謀までの会話ドリルに使われている文法項目（文法ノートで取り  

上げられ、解説されている学習項目）と会話項目（会話ノートで取り上げられ、解説きれている社  
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会文化的説明とストラテジー）、それにその課の会話ドリルに使われているが、文法項目としては  

取り上げて説明されていない項目（表中では必要項目と呼ぶ）、の3つの分布を示した表である。  

表の上の1）、2）、3）、という番号は、会話ドリルの番号だが、その中は対人関係や場面の改まり度  

などによって、a＿、b．、C．、と細分化されている。左側にある文法項目がドリルの中で使われて  

いれぼ△、会話項目が使われていれば0、必要項目があれば×で記した。   

それらをみると、その課で目標としているコミュニケーション行動のために会話ドリルで学習さ  

せようとしている項目と、そのために必要とされる項目と、その課の文法ノートなどで扱われてい  

る文法項目との間にズレがあることがわかる。例えば、第1課は、そのズレが最も少ない課であり、  

文法項目、会話項目ともドリルでまんべんなく使われているが、文法ノートで提示されている「と」  

は、会話ドリルには全く現れていないし、それを知らなくてもパーティーでの紹介というコミュニ  

ケーション行動は可能である。また、ドリルの5）6）は、会話を始めるおよび会話を終る時に交わさ  

れる挨拶的表現の単なる口慣らし的練習であって、特定の文法項目は必要とされていない。 第2  

課のドリルを見ると、助詞や動詞のていねい形 ほす形）の活用が全く現れていないのに驚くだろ  

う。市川（198射が指摘しているように、この謀は動詞文初出の課であり、文法ノートの重点は動  

詞と助詞の使い方に置かれている。それが会話ドリルになると、動詞や助詞は省略されてしまう。  

そして、説明のない終助詞やCasualformsがどんどん出てくるのである。この傾向は第3課以降も  

満く。第4課では「場所聞き」という会話機能と存在丈の習得という文法の目標が学習項目の面で  

比較的一致しているが、第5課、第6課では、活用形の走者がSドリルのねらいとなっているのに  

対して、会話ドリルでは別のねらいとなっている。第8課、第9課の会話ドリルに使われている学  

習項目をみても、そのねらいのズレはさらに明らかである。その結果、このような課は学習目的が  

はっきりせず、ドリルの効率も下がって、「むずかしい」という印象を学生に与えている。第11課  

以降の分析はまだ途中であるが、FNS F』を授業で試用していて、学生が最初につまずきを見せ  

はじめるのが、このあたり（8課、9課）であるところから、このズレは学生の学習過程にとって  

かなりの負担となっている可能性がある。これは単にドリルのあり方という問題だけではなく、教  

授法における文法能力養成と会話能力養成という2つの目標の位置づけに関わる問題であろう。   

モロウの原則の2．「統合的手順と分析的手順」というのは、会話ドリルのあり方を考える上でか  

なり重要なポイントであると思われる。Sドリルというのは、どうしても形態を個別に学習し、後  

でこれらを組み合わせる練習を行う、といった競合的手順になるものである。会話ドリルにおいて  

も、もちろんいきなり長い自然な文を正しいイントネーションと発音でスラスラ言えるはずもない  

から、ある程度最小ユニットに切って、口慣らしをすることは必要であるが、テキスト全体を大き  

く掴んで、それがどのように構成されているか、話がどう流れているか、に注目させ、意識させて  

コミュニケーション行動をとらせるという分析的手順も大切であろうと思われる。FNS FJでは、  

モデル会話だけでなく、会話ドリルにも必要に応じてフロー・チャートを示し、個々の表現、言い  

回しや応答だけでなく、一連の流れをつかませる練習も試みている。  
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次の例は、第5課「わからないことを聞く」のドリル郎である。このような練習は、ロール・  

プレイの変形と呼べるかもしれないが、読めないメモの内容（実物）や貼ってあったり置いてあっ  

たりする所を変えることで、同じ会話機能、同じ言語形式を使っていても、いろいろな状況で自然  

な練習ができる。  

B）You found three meIT10ratldumin the TleXt Page，  

Make a dlalogue by foIlowing the亡hart wlth your teacher，  

＿！担＿＿   

¢モl■ttemtlon  

一
■
－
 
 

ミもorll亡叩On写○  

1h℡■～んでナけど  

‡bortI亡叩01柑咽  

A．何て幸いてある  

8．何て疎む  

亡．英だで、何ですか・  

EtpIlれitI01l  

亡oJt11rlllll0   

lnflIr■11lon  

Ⅰ●坤On■●   

モロウの原則3，にあげられている「インフォメーション・ギャップを埋める」、「選択をする」、  

「相手の発話・反応に合わせてフィードバックする」ということも、コミュニケーション能力をつ  

けるための練習には必要である。ドリルに与えられたキューを使うだけでなく、学習者が自分の知  

らない情報を得るプロセスを体験したり、自分の意志で何らかの選択をしたり、相手の反応に応じ  

て応答を変えたりする練習というのは、実際のコミュニケーションに近くなるからである。ただし、  

そのような練習は、教材という形で書いてしまうと、実は、事実上インフォメーション・ギャップ  

が存在しないことになってしまう場合もあるので、学習者に配るべき別々のカードのサンプルをの  

せるとか、やり方のモデルのみを示して、後は学生自身にキューを作らせるというような形になる  

かもしれない。   

さて次の例は、インフォメーション・ギャップを作って練習させるもので、第16課「タクシーを  

呼ぶ」のドリル6）の一部である。この練習では、Bの役（道を数える方）とAの役（説明をうける  

方）の学生は、下のような何も善かれていない地図を別々に渡される。Bだけが、キJ」－“の文を読  
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み、自分の地図に□（目印）と■（現在地）のマークを書き入れ、それをもとにモデルのような道  

順の説明を行う。Aの学生はBの説明を聞いてはじめて、その位置を知ることになる。Aが説明を  

聞いて□と■を書き入れた地図を、あとでBの地図と合わせてみる。慣れてきたら、キューは与え  

ず、Bの学生自身に考えさせることもできる。  

6） 道を数える（Tote11way）  

（［］：1andlark／■：▼here Bl＄）  

B：Mirltand口onlhe f01lo▼InE■ap berore rou play且．  

A：Nirk LIJtdロorL the fo110T［Tl（PiP afLerlOu F）l町ed A．   

1・駅・右に入る   →ロ左側・病院「松見病廃」  

■モ¢手前のヰ屋（ヱ膵が喫茶店になってい古）  

2■北・左に曲がる →□右側・ホテル「松見ホテル」  

■そこの一階の喫茶店（「けやき」という名剛  

」筐芸」L JL  
可「可「「「   

そして、学生に選択権を与える練習の例として、第17課「音楽会への誘い」のドリル1）のa．を  

見てほしい。これだけでは、単に決められたセリフのどちらかを言うだけのように見えるが、実際  

の練習の際は、いろいろな方法で変化がつけられる。たとえば、誘っている人の絵あるいは写真を  

示して返答させると、ハンサムな人だったら受ける、年よりだったら断わる、とかいう選択ができ  

ることになる。誘う側と誘われる側に分かれて、それぞれスケジュール表を持っていて都合を聞き、  
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あいでいる日を見つけるとか、大人数のクラスなら、誘う側が次々と人に都合を聞いて歩いて、自  

分とスケジュールの合う人を探す（早く見つけた人が勝ち）とかいうゲームの形で練習することも  

できる。もちろんこの後に誘いとか観みとかを続けることもできる。  

1）a．下線を変えて、友達の都合を固く練習をしなさい。  

l）今日の午後  

封 来週の金曜  

封 明日の夜  

（i亡亡印t）  

（do亡Ii瓜亡）  

（1∈t印l）  

＝今度の週末 （de亡1lれモ）  

5．来月の即日 （ポ用pt）   

相手の反応に応じて自分の発話を修正する練習の例としては、第8課「欠席願い」のドリル4）の  

a．の一部をあげておく。学生は、与えられたキューを使って、先生に許可を求めるが、先生の返事  

が肯定か否定かによって、白骨の返答を変えなければならない。ここでは、先生の返事として典型  

的なものを2つサンプルとして示したが、相手の反応というのはやってみなければわからないので、  

本当はあらかじめ書いておくことはできない。実際に練習をさせる時には、教師が臨機応変に言語  

形式を変え、学生に肯定、否定のどちらかを判断させてみるとよい。   

4）Asking for permission  

t．Tbtntlboul▼hlt tbo壬tu山九tlhoqldれけ．  

1．来月、屯へ舟・九も   抗戦（いナん）を休む   

王．これカ1ら病院へ行く  有村（し●くだい）喜あした出ナ  
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モロウの原則4．の「学習者に責任をもたせる」というのは、学習者主導型の練習を考えよ、とい  

うことであろう。常に教師対学生で、教師が状況をコントロールする練習ではなく、学習者がとに  

かくやってみるというような練習を考える必要があるだろう。第14謀「忘れ物」のドリル4）のa．で  

は、下のように絵と英語で色などを指定しているが、実物を使えば、説明に学生の創意工夫も生か  

せる。しかし、このような練習で臨機応変な説明がスラスラできるようになるまでには、与えられ  

たキューや絵を使っての条件反射的なスピード練習も大切である。  

4）どんな物か説明（せつめいto explaln）する  

■．下の絵tえ）卓見て、椚（れい）のょうに悦明Lなさい．  

q王どん在勤でナか●  

▲三大さくて丸い白の指でナ．中にタサキーが人，ているんですけど．   

モロウの原則5．でいう誤りとは、文法的あるいは発音の誤りのことではなく、コミュニケ］ショ  

ン活動における「試行錯誤（Try and Errorりを指すものである。外国語でコミュニケーション  

するという異文化体験においては、始めから何の誤りも犯さないということのほうが現実にあり得  

ないことであり、誤りを犯して初めて習うということにもなるものである。Sドリルにおいては、  

誤りを犯させたり、聞かせたりすると、それが習慣化するのでいけないというのが定説であるが、  

それと同じように会話ドリルを考えるのは現実的でない。ただ、会話ドリルにおいても誤りを犯さ  

せたままにしておくのではまずしlわけで、いかにそれが誤りであると実感させるか、フィードバッ  

クの方法が問題であろう。この点に関しては、FNS】了』の会話ドリルではまだ考慮が足りないと  

ころである。  
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5．3 会議ドリルの形式   

さて、ドリルのねらいが定まっても、それをどのような形式で練習させるかという問題もある。  

新教材FNSF』でもさまぎまな形式のドリルが使われているが、どのようなものが多いかという  

傾向をみるために、一応次のように分類してみた。  

（1）代入練習 会話フレームを与えて、空所に代入するべき語ヤ句、文などをキューを示してあ  

るものである。キューをそのまま代入するもの、適当な形に変えて代入するもの、  

相手の代入によって選択のある代入など、いろいろなバリエーションがある。  

（2）反応練習 聞いたり、見たり、読んだりして、それに反応して行動するものである。  

例えば、教師の話を蘭きながら相づちを打ったり、説明を聞いて図や絵をかいた  

りする練習、反対に、図や絵を見て説明したり、問答したりする練習、読んでそ  

の指示通りに行動したりする練習などがある。  

〔3）状況練習 状況や課題を与えて、学生と教師、あるいは学生同士で適当な会話を実現させる  

練習。必要な語や句などを与える場合も、キュ∵－としてではなく、見本として提  

示するにすぎない。ロ＝ル・プレイが典型的な例である。   

資料＜5＞に第1課から第23課までのドリルを分析したものがあるが、各練習の下にある「単」  

「GJ「CJ「F」というのは、それぞれ「単純な練習」（ギャップ、選択、フィードバックを含  

まない）、「インフォメーション・ギャップ（Gap）を含む練習」、「選択（Choice）がある練習」、  

「相手の反応に応じてフィードバック（Feedba止）する練習」という意味である。最後の練習別合  

計数をみるとわかるように、代入練習の数が圧倒的に多く、しかも単純な代入練習が多い。もう少  

し工夫して、より本物のコミュニケーションに近い形の練習にするべきであろう。   

各課の会話ドリルの最後にはロール・プレイ的なものを配置することになっているので、状況練  

習に分類されているドリルの数は一応多いが、このような総合的な練習にいく前に効果的なドリル  

を数多くこなしておかないと、ロール・プレイに時間がかかりすぎてしまう結果になる。また、ロ  

ール・プレイにもいくつかの形式が見られる。一番よくある形は、英語または日本語で、状況や学  

生がするペき役割を説明してあるものである。   

第2課「郵便局」（＜例1＞）と、第11課「本を注文する」（く例2＞）のロール・プレイの例  

を下にあげておく。  

＜例1＞ You go to the post office［o send anair mailletter to your co untryin the  

afternoon and meet yo11r frlerld on the way，  

く例2＞ 先生から本のリストをもらって、本屋で注文します。漢字（かんじ）の読み方がわ  

からなかったら、先生に聞いてください。本屋で、どのくらい時間がかかるか聞いて  
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ください。3週間以上（いじ上う）なら、注文しないでください。  

第20謀「料理の作り方」（く例3＞）のように、話の流れのみを示したロール・プレイもある。   

＜例3＞ 台所で友だちが料理を作っています。  

→卜まめる」  その料理の作り方を聞く   話しかける  

第18課「電話」の6）b．（＜例4＞）のように流れが分岐している場合もある。   

＜例4＞ 伝言を伝えてもらう  

Making a亡a11  

Asking to call the person on the phone 

1 いる  l いない  

Talkinn with him Leaving your message  

Finishing your call  Flnishirlg yOur CaLl  

1．指導教官の研究室  

2．指導教官のお宅  

3．友だちの家  

4．友だちの会社  

5．4 会話ドリルの問題   

さて、会話ドリルのねらい、形式について検討してきたが、ここでその間題点をまとめると、次  

のようになろう。   

まず、会話ドリルのねらいをしぼるためには、教材全体として、文法ノート、Sドリルと会話ノ  

ート、会話ドリルの位置づけと、両者間の学習項目のズレをどう扱うかを検討する必要がある。ま  

た、会話能力に関する到達度を評価する方法も考える必要があろう。現在のところ、4謀ごとのク  

イズの際にロール・プレイをやらせて評価する方法を試行しているが、各課ごとに目標とするコミ  

ュニケーション活動ができたかどうかを学生自身に評価させる「到達度の自己チェック・シー  

ト」（9）も考案されている。   

次に、ドリル形式の問題としては、代人練習以外の形式によるドリルを工夫することが急務であ  

る。その際、できるだけインフォメーション・ギャップ、選択、フィードバックを含んだ形の練習  

になるように考慮するべきであろう。ただし、会話ドリルで真のコミュニケーション練習をするた  

めには、その前に十分口慣らし、耳慣らしをしておくことが必要であり、それができていないと、  

時間ばかりかかって、本当の会話らしくなくなる。本物のコミュニケーションには、スピードも大  

切な要田になるからである。もちろん口慣らし、耳慣らしであっても、単なるオウム返し練習では  
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なく、場面や状況が自然で現実的なものであるべきことはいうまでもない。耳慣らしの部分は、現  

在センターの聴解班で宿親の形で聞いてくる教材を考案中であるが、会話ドリルの中で、いかに効  

果的に口慣らしをさせながら、本物のコミュニケーションに近づけていくか、というのが大きな課  

題である。本物に近いコミュニカティブな練習という意味では、おそらく会話ドリルにはやはり限  

界があり、さらに続くタスク（Tasks and Activlties）のセクションに期待したいと思う。   

最後に、ドリル練習を行う教師の心構えの問題もある。コミュニカティプな練習を行わせる段階  

では、教師は「教え込む」存在から「観察者、助言者」へと変わらなければならない。学生の能力、  

性格などを的確に把握した上で、本物のコミュニケ｝ション活動が行われやすい雰囲気を作る、と  

いう「コーディネーター」としての力量が要求されるのではないだろうか。もしかしたら、教師自  

身の変革が一番難しい問題かもしれない。  

6．今後の課題とまとめ   

今までの考察をまとめると以下のような課題がある。  

〔モデル会話〕  

1．日本人場面と外国人場面とで必要なコミュニケーション場面の検証。   

2．言葉遣いや話題の選び方について偏りがないかを検証する。   

3．モデル会話の内容理解のためのチェック方法を考える。   

〔会話ノート〕  

1．コミュニケーション能力の一つである談話構成能力の養成のために談話分析と談話文法の研究  

を進める。   

2．ストラテジーと言語機能の区分を明確にする。  

3．コミュニカティプ・アプローチにおいて文法ノートと会話ノート符担う役割を明確にする。   

［会話ドリル］  

1．会話ドリルで目指す学習項目の位置づけを明確にする。（S．ドリルとタスクとの関係）   

2．インフォメーション・ギャップ、選択、フィードバックを含んだ形の練習形式を更に増やす。  

3．ドリル練習を行う教師用のマニュアルの作成が必要である。   

これらの課題を検討し更に改訂を進めて行かなければならない。それと同時に、このようなコミ  

ュニケーション能力をどのような形で評価するかも忘れてはならない。現在の評価は、主に文法能  

力を測定するための筆記試願とコミュニケーション能力を測定するためのインタビューとによって  

行われているが、まだ充分なものとは言えない。   

また、今回の教材は、単に教科書とtlうかたちのみならず、その周辺の教材、音声テープ、ビデ  

オテープ、CAIソフトなどの総合的な教育環境の設定とともに考えられなければならない。  
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7．おわりに   

最後にこの教科書を作成するにあたって、留学生教育センターの先生方だけでなく、筑波大学の  

留学生のみなさんをはじめ、たくさんの方々に御協力いただいたことを深く感謝鼓します。また、  

国際交流課の方々の温かい御協力と御支援なくしては作成することはできなかったであろうことを  

思い、JL、から感謝の意を表します。  

注  

〔モデル会話〕  

（1）コミュニケーション：本稿では、人間による、音声および文字言語を主な手段としたコミュニ  

ケーションを想定しているが、ノック、電話のベル、表示記号、身振りなどの非言語的要素も、  

必要に応じて考慮する。また、コミュニケーションの機能については、情報伝達を中心とした  

実用的な機能だけでなく、良好な人間関係を保つための社交的な機能も重要であると考える。  

（2）ストラテジー：詳しくは、本稿の4．会話ノートを参照。  

（3）文法ノート：詳しくは、市川（1989）を参照。  

（4）タスク：NSFでは、その謀のタスクの達成を最終目的として考える。  

その課の文法や会話の学習項目を使って達成するコミュニケーション課題をタスクと定義する。  

（5）文献「外国人の日本語会話ストラテジーとその教育」を参照。  

（6）文献「外国人場面の研究と日本語教育」を参照。  

ネウストアニーは、日本人と外国人が接触する場面を「外国人場面」と呼んでいるが日本人だ  

けの言語場面に関しては何も書いていない。会話の参加者が日本人だけの場面をここでは、  

「日本人場面」呼ぶ。  

（7）文献「外国人場面の研究と日本語教育」を参照。  

（8）文献「日本語教育の方法－コース・デザインの実際』を参照  

ここでは、コミュニケーション・ストラテジーを会話の流れのストラテジーの意味に  

使っている。我々は、コミュケーションということをを広く定義し、会話のストラテジーとは、  

区別した。  

〔9）文献『コミュニカティブ・アプローチと英語教育Jp57－68を参照のこと。  

日劇 留学生教育センターの江村裕文氏の作成した「到達度の自己チェックシート」がある。  

文 献  

市川 保子（1989）「コミュニカティブ・アプローチの中での文法のあり方一新教科書作成を通し  

て－」r日本語学』第8巻11号 明治書院  

ジョンソン，K．＆モロウ，K．編著（小笠原八重訳）（19別）「コミュニカティプ・アプローチと  

英語教育』桐原書店  
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田中 望（198郎  

西江 雅之〔1976）  

柑本譜教育の方法十コース・デザインの実際」 大幡鯖書店  

「”伝え合い”の人類学」r月刊言語』1～4／6州11大修館書店  

J．Ⅴ．  ネウストプニー，  

（1987）  

（1982）  

（1981）  

（1989）  

（1982）  

ハイムズ，D．  

畠 弘己〔1988）  

「言語行動のモデル」r講座言語第3巷言語と行動』大修館書店   

F外国人とのコミュニケrション』岩波書店  

「外国人場面の研究と日本語教育」i日本語教育1境号日本語教育学会  

「日本人のコミュニケーション行動と日本語教育」r日本語教育」67号  

『外国人とのコミュニケ∬ション』岩波新書  

（唐須教光訳）（1974）Fことばの民族誌」紀伊国屋書店  

「外国人のための日本語会話ストラテジーとその教育」  

『日本語学』第7巻7号 明治書院  

「言語行動概説」『講座言語第3巻 言語と行動』大修館書店  林 四郎（1979）  

（1989）「言葉の伝達－コミュニケーションr J「ことばシリーズ30j文化庁  

文化庁文化部国語課（1988）『中国帰国者用日本語教育指導の手引』  

水谷 修（1986）  

（1娼9）  

（1988）  

「教科書に現れた言語行動」F日本言吾教育』59号日本語教育学会  

「日本語教育と非言語伝達」『日本語教育』67号日本語教育学会  

『日本語教育機関におけるコースデザインの方法とコース運営上の教師集団の役  

割の分担に関する調査研究1日本語数青学会（文化庁委嘱）  

Communicative Syllabus Design．Canbridge U．P．  

）             ThreshholdlevelEngljsh．Pergamon P．  

Munby．J、（197即  

Van Ek，J（1975  

奉書教科書  

名古屋大学捻合言語センター日本語科（19別1『ACourseln！血derれJapanese Vol．1，2j  

名古屋大学出版会  

名古屋大学結合言語センター日本語科（1988）FACourseinModer几Japanese Vol．3j  

名古屋大学出版会  

国際協力事業団監修（1984）『技術研修のための日本語1．2，3J国際協力サービスセンター  

文化外国語専門学校編（1987）『文化初級日本語1，2，3ヨ  

日産自動車海外部編（1984）FBuslneSSJapanese』グロビ．1一社  

ジョーデン，E．（1987）和apanese－The Spoken Languege Partl 講談社インターナショナル  

ペガサス・ランゲージサービス編（1987）rBasic FunctionalJapaneseJTheJapan Times  

Brow皿，D，福地努，谷すみえ他（1987）rAnIntroduct10n tO Advaneed SpokerLJapa皿eSe』  

アメリカ・カナダ大学連合日本研究センター  

Matreyek．W（1983）Communleatingln EngJishTExampZes and Models  3．Sit11ations Pergamon P   
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資料く1＞モデル会話の場面表  

課   タイトル  

1．紹介する   

2．郵便局  

場  所  登 場 人 物  コミニュケーション場面  

簡単な自己紹介をする   

偶然会った友人にあいさつ  

する  

手紙を出す  

切手を買う  

食事を注文する  

会計で金を払う   

洗濯機のある場所を尋ねる  

電話のある場所を尋ねる  

伝言メモの意味を尋ねる  

預かってもらった宅配物を  

受けとる  

病院の電話番号を尋ねる  

診察時間を尋ねて．予約す  

る   

欠席の許可を願い出て許さ  

れる  

欠席の許可を願い出て断わ  

られる  

診察の手続きをする  

診察を受ける  

エレベータで降りる場所を  

告げる  

店員にアドバイスをもらっ  

て，セターを買う  

店員に貢いたい本のある場  

所を尋ねる  

本を注文する  

カメラ屋への行き方を尋ね  

る  

カメラ屋への行き方を尋ね  

る  

友人の紹介で人と知り合い  

になる  

古いテレビをゆずってもら  

つ  

忘れ物の問い合わせ場所を  

教えてもらう  

忘れ物を問い合わせ，取り  

に行く約束をする  

久しぶりに会った友人にあ  

いさっする  

適当な参考書を探してもら  

つ  

本の貸出し期限を確認する   

大学のパーティー   

路上  

郵便局  

レストラン  

アリ，山下，木村先生  

山下，田中   

山下，田中，局員  

山下，日中，ウエイトレス，  

会計係   

リサ，学生A  

アリ，学生B  

アリ、学生  

アリ∴事務員   

山下，田中  

山下．受付係  

3．レストラン  

宿舎  4．場所を聞く  

キャンパス  

5．わからないことを聞く 宿舎の掲示板  

6．事務室で荷物を受け取 宿舎の事務室   

取る  

7．病院に電話する  学生の研究室  

電話  

先生の研究室①   

先生の研究室（む   

病院の受付  

病院の診察室  

8．欠席願い  山下，木村先生   

山下，木村先生   

山下∴受付  

山下．医者．看護婦  

9．病院で  

10．デパート  デパートのエレベータ 山下，客，エレベータ係   

デパートの売り場  山下，店貞  

11．本を注文する  日中，店員  

12．道を開く  山下，通行人A   

山下，通行人B   

リサ，田中，鈴木  ユ3．テレビをもらう  

14．忘れ物  電話亘）  田中，バスターミナル職員   

田中，パス営業所職扇   

田中，給木  

電話㊥  

15．資料室で本を借りる  資料室  
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16．タクシhを呼ぶ  

17．音楽会への誘い  

田中，山下  

田中，タクシー会社職員  

田中，鈴木，リサ  

タクシーを呼ぶ相談をする  

電話でタクシーを呼ぷ  

コンサートに誘われる  

コンサートに誘われて，断  

わる  

はかの友人も誘うことを提  

案する   

まちがい電話をかけてあや  

まる  

指導教官の家に竜話をかけ  

る（不在）  

指導教官の家に電話をかけ  

て，とりついでもらう  

訪問のあいさつをする  

手みやげを渡す  

適当な時に別れを告げ．あ  

いさつをする  

料理を作りながら，喋につ  

いて話す  

手づくりの料理を囲んで．  

作り方について話す  

隣室がうるさいので．静か  

にするように注意する  

ゴミの出し方について注意  

を受け，あやまる  

見舞いのあいさつをする  

様態を聞いて，なぐさめる  

適当な時に別れを告げる  

仕事の手伝いを頼まれて断  

わる  

仕事の手伝いを無】！引こ頼ま  

れる   

ディスコ  
電話  

学生の研究室  

ほ．電話  電話①  

電話（郭   

電話㊥  

訪問先の玄関  

訪問先の客間  

訪問先の客間→玄関  

アパートの台所  

7バートの部屋  

山下，まちかい電話の相手   

山下，木村先生の奥さん   

山下，木村先生の奥さん   

アリ，木村先生の奥さん  

アリ，木村先生，奥さん  

アリ，木村先生，奥さん   

山下，ブラニー∴ 山田   

山下．ブラニー，リサ  

19．訪問  

20．料理の作り方  

21．苦情  アパートの部屋の人口 山下．隣室の人  

下宿  

病院の病室  

鈴木，大家さん   

田中，リサ，鈴木  22．お見舞  

23．頼みを断わる  学生の研究室  アリ，鈴木   

山下，鈴木  

－31一  



資料＜2＞GeneralInformationとStrategiesの項目  

第1課  

Levels of for皿ality  

usageofお／ご  

Short rcsponses to皿ake a conversation go sAOOthly  

aizuachi  

short r印1y  

Addressing peop18  

～さん  

Short question  

oAit thelaBt Part Of thc question  

in the dialogue  

仙川tO Start a COJIVer5ati（川at a Party  

鹿知の人への切り出し  

未知の人への切り出し  

用件の切り出し  

Hov tointrodu亡母yOur8elf or others  

自己紹介  

他の紹介  

Hot‘tO fiIlish a conversation  

会話の打ち切り／場の転換  

下→上の打ち切り／場の転換  

欝2誹  

Post offi亡e SerViceinJapan  

Paying aJld receivingJnOJley  

お金を漉す／小鏡がないとき  

受取の札  

おつりの金額が違う  

H珊tO Start a CO爪VerSatin2（On the stre8t）  

道で知合いに出会ったとき  

行き先を告げる必要がないとき  

H…t0 8tart a COn㈹rSation3（For askir岨）  

職業的なサービスを依頼する  

未知の人に何かを尋ねる  

仙川tO a畠k for soJlethinE at th8PO5t Offic  
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H珊Lo send a mall  

How to buy post亡ards，POStalstaJnPS，etC  

第3課  

Wai亡erルaitress＄e叩reSSions，  

塞が店に入ったときの挨拶  

At Lhe casher  

一緒に支払う／別々に支払う  

Cash8帽eXPre＄畠ions  

おつりを渡す  

How t¢aSk for what you n七色d  

必輩なものがあるかどうかを尋ねる  

How to re亡eive副）nething  

How to a£k for加r¢ti皿e  

少し待ってもらう  

Ho甘tO Order  

注文を聞くとき  

Telling y（川r Choi亡e  

Giving a¢On亡1usion  

算4課  

王dio皿atic signs of畠tarting to say so皿ething  

会話切り出し／許題の転換  

疇躇  

Thanks and respo几SeS  

感謝／謝意  

How to ask甘hモre SOm8thingi＄  

物の所在を開く  

人の所在を開く  

H瑚もo ge亡疇hat you dld not bear repeated  

聞き返し  

鮎川tO get址e旦ea扇ng of a r把≠l化rd  

意味を尋ねる  

鮎川tO皿ake sure of u帽j血forma亡ion  

前の青葉の繰り適し  
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仙川tO gai几ti鮎tO亡011餌t yOur though七日  

時間稼ぎ  

EJov to8tart and finish asking Yhere so皿ethingi畠  

注意喚起（丁寧）  

会話打ち切り（丁寧）  

相手が分からないときの打ち切り  

欝5耕  

け佃tOindtrd此e仙台鮎in topic  

話題提示  

Function of enidJIE Particleな  

独り青（終助詞）  

T］ov to ask foriELfor皿atiollfrom a stranEer  

会話の切り出し  

rTov to3Sk foriAforBation about a疇Ord．  

円れdiIlg Out about the r¢ading  

Fin出mg out about批aning  

Fihdin‡Out equivalent of EJlg．OrJap．  

甘珊tO血eck tha亡叩u have un血r占tO（Id  

確認  

∬ov to finish the conversation when the speaker‥  

古手が分からないときの打ち切り   

帯6耕  

Qui亡k respo掴8S  

気が付いたと書  

名蔚を呼ばれたとき  

手渡されたと卓  

肯定の応管  

qi¢k rt∋SpOnS8S2  

即き返し  

否定応答  

U朗E80fじや  

選択  

決定  

辞去  
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Ho甘tO t∋XPlain the purpo島台of your Visit  

How仁0亡Orr8Ct Wha亡Wa＄Said  

前に舌ったことの訂正  

訂正して選択藁を告げる  

How to make8nセⅩ亡uSe  

青い訳  

How to giYe an alternatiYe  

代案を穐示する  

封ow to ge亡imstructioれ  

指示を尉く  

指示を聞いて確接する  

第7課  

Te18Phoene爪umb8r  

日本の竜詰番号  

番号案内  

EJldiEIg Parti亡1e各  

賞聞  

既知の情報を告げる／念を押す  

碓踏する／すぐに応答できないとき／同者  

Ending par亡i亡1モ8  

感情を直接的に告げると卓  

不確定なこと  

恥w to ask for a te18Phon8れumb8r  

H銅tO皿ake a tel印hone亡all  

打0甘tO Start a畠king politly  

仙川tO a濾欄heれOffi亡e hours are  

“ow亡0■ake am appoin七山en亡  

弟8離  

A r印Or亡of abs拙亡e  

Students and teacher relationships in dapan 

杜oY tO Start．a COnVerSation4AskiRg for pernission  

FIow to bring叩a tOPic of conversation  

Jlov to ask for per皿ission Givirlg a reaSOn  
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仙川tO娼k for p¢r山ssion  

Ⅵow亡O fi山sh  

Strategies u≦ed由th s8nio柑   

IpFrOValand r¢je止ion  

fIow to build岬a COunterargu皿ent  

代秦提示  

欝9耕  

Pro亡eduresin a hospital  

ITIStruCtion for nedicalexaAination arLd眠dicine  

伽i血respoms¢S  

相づち  

仙川tO郎Plaim your s叩叩tO旧  

Hov to coJISult Yith a doctor  

Hov to Bhov that yotIdo not understaJld  

帯10譲  

Info川ation仙P01ite e叩reS畠ions  

Poli亡¢侮r臨  

Polit8eXPr¢S由on＄  

Polite prefix 

E叩reSBionsl■n a depart瓜8ntさtOre  

Im an81¢VatOr  

At a sal母S亡Ounter  

山In01】nC8ユe刀t畠  

H帥tO a8k for advic8  

購入の目的を告げる  

どちらがいいかたずねる  

肌用tO f加d what you甘an七  

色・形を適ぷ  

サイズ  

色・形が同じで他のものを探す  

打珊tO d郎1in8P0lot81y  

T宇に断わる  
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蕃11譲   

In a book stor0  

0rdering a book  

注文する  

キャンセルする  

打甜tO aSk for aれaCt for you  

行為の依報  

H冊tO aSk h（相1皿g血偲it tak台  

所用時間を尋ねる  

キャンセルする／斬わる  

Hov to5ay that you have reDebbered so皿ething   

辞12諜  

E叩ー増＄ing for sho甘irは亡h¢岨y  

揖示を聞く  

確認屈した上で  

Giving sugge畠tio爪  

Tbanls for tr011bl－き  

Introdu亡tion  

コメントをモえて紹介する   

＃1a課  

鋸川tO ap0lo山王8and gi帽eXⅢさeS  

謝る  

理由を育って謝る  

H州tO畠tart tI帽■ain亡opi¢  

How to offer and accept thimg8  

申しでをする  

申し出を受ける  

鮎川t心¢即fi川止at you血色ard   

葬14謙  

Tel印hone  

電話に鞘する静♯  

電蓄に関する表現  

批川tOinqui相互bQ止SOtething youleft beind  
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忘れものを探す  

thⅥtO COnfi川th色infor岨tion  

仙川tO d85αibe so皿色thing  

Shapモ  

Color  

Siヱe  

H州tO色叩r母島S yOur feeling  

Supri＄8  

馳亡Ouraging  

hgry  

帯15謙  

800110aれf中一IltIlelibrary  

図書個に関する付報  

翫治ti叱匹Opユe after alo叩ab畠eれC¢  

HoT tO taklabout present situation  

近況を開く  

鮎甘鴫申1kabout others  

知合いの近況を開く  

飢州tO aSk for advice abou亡books  

助青を求める  

独り青  

tlo甘tO thank占OJAeOJle for help or HoY tO decle  

仙川tO akさh甜lon£yOu亡an borro騨  

期間をたずねる   

欝18耕  

H冊tO talk about your amxiety  

不安・心配  

Catdli鴨a taXl  

タクシーにかんする情報  

Sayi咤yOur d田tinati州  

Tモ11in丘l血8r8tO ttlr爪  

仙川tO justify your色tatl¢n亡  

理由  

仙川tO■ake a sug£eStion  
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第17諜  

Conne亡tives  

話鱈の変換  

F加ale sp¢eCh and肋1¢SPe郎h  

Ihv toinvite soLeOJ18tO SOJIeting  

都合を甜く  

111VititatioTl  

行く／来るのまとめ  

仙川tO鋸¢ept ami肌itation  

仙川tO d餌1i加ヨaminvitation  

鋳いを断わる  

理由を述べて断わる  

代案を受ける  

托（用tO軋p代各島■Ode8ty  

草18謙  

U畠age Of k¢i丘0  

話し手と聞き手の関係  

論鰯に上った人への関係  

仙川tOl血e a Gallto so舶○睡＄hon8  

電話の表現，電話での話の打ち切り，  

H洲tO Call＄川モ○れ¢On仙e phon8  

相手がいるかどうかを確隠する，呼び出しを依頼する，  

∬州tO arrange血en to¢allnext  

不在の場合、戻る時間を細く，不在の場合いつもドルかを開く．  

貼Ⅶt01¢a㈹a neSSa辞  

伝書を依報する  

仙川tO d組1山th th8肝○昭nu皿ber  

帯1g謙  

Japan母島e hou88  

日本家屋に関する博報  

GreetirLg for£Oitl（Out arLd coAin（  

Bowing  

お辞儀に甜する情報  

HowヒO Start a亡○爪VerSatlom5vi由tnlng  
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玄関で，部屋で，  

H冊tO give a present  

Colloquial亡OnVerSationa18叩reSSions  

帯20耕  

Vhen talkinE about di畠hes taste aJld re亡ipies，  

料理・台所関係の請♯，材料・調味料の藷♯，  

料理に関する動詞・形容詞の語♯  

肌用tO或art a comversation8．To鮎ke an oppo・rt  

話者切り出し（相手への関心を示す）  

仙川tO eXplain th¢PrO亡¢dure  

宙の展閲の方法，  

仙川t乃praiz8畠8m80ne，  

Typ主calcaus砧Of c心血plaint  

昔に対して，ごみ，たばこ  

感情韻偏  

許しき／怒り／疲れ／残念‥  

Ho甘tO C朋岬1ain  

錦曲に表現する  

直接的に  

H仰t（）apOlogiヱe  

葬22耕  

病院の見♯いについての情報  

元気付ける表現‖  

Variou畠eXPreSSions for socialsituations，  

Condo18nCeS  

Celd）ration  

Hov to Btart a COVerSation7Visiting a si亡k person  

H研tO gi礪a P門Sent  

お見舞いの渡し方  

見♯いの凍し方，  

打ov to aks about50meOnea亡Ondition：symptom  

見舞いの表現  

他の人から開いた情報  

H甜tO¢○爪S01モhi皿  
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第23誅  

Differnt expr・eS畠ions betveenJlen and vomcn  

fIow to aks for a favor of soJleOne   

最初に、情報を告げる  

次に、相手の状況を尋ねる  

依鎖する  

肌用tO refuse a r8que8t POlotely  

理由を舌って斬わる  

申し出を受け入れられないことへの詫び  

肌用tO tfithdrav your requestiz）the everlt Of a refusal  

断わられたとき、その後の帝の続け方  

仙川tO force soneone to accept your request  

だめ押し  
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資料＜3＞会話ドリルのねらい   

第l課l）Toimtroduce orLeSelf  第5課1）tIoY tOimtrodlJCe queStion and  

2）ToiFttrOduce soleOne tO SOlほOne  

3）Topics for the fizIStlleetln且  

4）An＄Vering to the questions  

5）To be 亡alled by so暮帽One  

8）To part froⅦ さOneO几e  

T）Role play   

ask the pronuれ亡iation  

2）Ask for theⅧe且ning of the vord  

日加kl几g for theJapanese or Eng．   

亡叫uivalent  

4）Confi川iTLginfomatio  

5）ChaJIEe the urLderlined part  
りA＄king for the r¢a60n  

7HIov to fifLi5h the conversation   
Then thelisteneri与in trouble  

8）Role play  

第2課l）Greetings for t［eeting on   第6課1）To印Iain the re且50n for YOur  

the stre8t  Visit to the office  

2）Yhen the per80n YOu are t且1king   2）To correct vhat soneon8Said  

i＄ gOing to the sa）e place  3）To be corrected by soneone el写e  

3）To serLd aletter  4）To shov thatlOu CanrLOt fo1lov  
4）To buy soAethlngin a post offlce  thei7IStJluCtion  

5）To re亡eive the ehange  6）qui亡k re5pOnSe＄  

6）To buy sotLething amd pay the AOrLell）RoLe play  

7）Eole plar  

第8詳1）At the e几tranCe Of  第7課1）Telephone Runber  

2）To ask for a telephone nuTIber  
3）To4ake a telephone ca11  

4）To start askiTIg pOlitely  
5）To ask Them the office hours are  
6）ToⅧalほa爪appOint札e雨  

T）Emding parti亡l朗  8）Role plaJ  

第8課1）Askin且for per■ission to enter   

a restaurant  

2）To ask for 山at rou 書ant  

3）To order  
l）To tellyour 亡hoi亡e  

5）At the cashier  
6）Role play  

第4課1）To 且Sk ■here ■hat you are  

looklllg forl£  

2）To ask血8r8 ■ho you are   

looking for is 
3）To getlhatlOu did ELOt hear   

repeated  
りTo get th8¶eaning of a ne■ 甘Ord  

5）To pIake sure of theinfomatioJ1  
6）To ＄tart aAd finish asking Yhere  

T）Thanks and re叩OnSeS  

8）Role play  

a rOO■  

2）Asking for pern16Sio几 tO Start   

a conYerSation  

吊A＄king for per山66ion to be   

abs¢nt fron ¢1a5＄  

りA写king ror per山石石ion  

5）Appli亡ation  

6）Role play   
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第9課1）To the receptionist  帯l帽蒙 ＝あやまる  

2川emorize t11eS色盲boTt dialogues  

ヨ）To expl且i几yOur 町DptOnS  

4）To fD1loY theinstructlons  
5）To ask permi6Sion  

ヱ）言い訳  

釘紹介  
り趣味の話  

与）あげる←→・もらう  

り雑談→→本塩  
7）ロール・プレイ  

第14課1）公的機関に電話をかける  

2）確認の仕方  

粥忘れ物について質問に答える  

小どんな物か説明する  

5）よかった時、困った時  
り ロール・プレイ  

第15課1）久しぶりに会う  

2）近況を話す  

釘はかの人のことを話す  
l）ロール・プレイ  

5）資料室で本のことを聞く  

机丁寧に申し出を断わる  

丁目剛唄を聞く  
8）ロール・プレイ  

第16評1）蛙重して理由をいう  

2）誘いを受ける／断わる  

狛タクシーを呼ぷ相談をする  

吊電話でタクシーを呼ぶ  

い目印を言う  

6）道を教える  

7）ロール・プレイ  

8）タクシーに乗る  

第10評1）エレベータの中で  

2）売り場で  

3）アドバイスをもらう  

4）友だちに意見を聞く  

5）ことわる  

8）ロール・プレイ  

第11課1）本を注文する  

ヱ）どのくらいかかるか聞く  

如指示にしたがう  

l）「けっこう」の使い方  

与）忘れたことに気がつく  

8）ロール・プレイ  

第12詳1）Aのところを練習しなさい  

（どのくらいかかるか聞く）  

わAのところを練習場さい  

（乗り物を指定してかかる時間）  
田下繰部を変えて、練習しなさい  

l）確認の方法  

5）相づちの打ち方  

8）相づちを入れる  

T）確認の練習  

8）ロール・プレイ  
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第21課l）遠回しに苦情を言う  

2）直接に苦情を言う  

3）注意される  

出先にあやまる  

い注意されて、あやまる  
りロール・プレイ  

第22評1）病室へ入った時の挨拶  

ヱ）お見舞いを渡す  

3）ロール・プレイ  

山車故や症状について説明を聞く  

5）ロール・プレイ  

り別かれの挨拶  
T）ロール・プレイ  

吊給を見て説明する  

第2ヨ課1）頼む  

2）頼んで、引き受けてもらう  

3）頼んで、断わられる  

l）ロール・プレイ（輯む）  

与）頼みを断わる  

8）ロール・プレイ（頼みを断わる）  

T）無理に頼む  

8）ロール・プレイ（無理に飲む）  

第1T諜l）友達の都合を聞く  

2）誘いを受ける  

幻理由を伝えて誘いを断わる  

巾理由を伝えて誘いを断わる  

5）友だちを軒う  

いロール・プレイ  

丁）話題を変える  

第1畠課1）聞達い電話  
2）電話に呼び出Lてもらう  

幻伝言  

日伝言をったえてもらう  

5）伝言をったえる  

いロール・プレイ  

第19課1）あいさつ  

2）あいさつ  

銅おみやげを渡す  

l）訪問の実演  

5）話を切り上げて、帰る  

8）別れのあいさつ  

T）あいさつについて  

8）国の家と比べて話し合う  

帯川詳1）会話のきっ舟りナを作る  

2）意見や感想を言う  

3）説明する  

小説明を聞きながら、相づちをうつ  

5）ほめる  

机ロール・プレイ  
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資料＜4＞：会話ドリルに見られる学習項目 第1課  

文法項目、会話項目および必要項月  四  封  椚  l）  い  田  田  

11NはNです   △  △  △  △  △  

2「は」と「も」lhl  △  △  

聾1質問文・「はい」と「いいえ」  △  △  

2 雇間詞（何・どなた・どちら）  △  △  

Ⅲ  NのN   △  △  △  △  

Ⅳ NとN  

G①ていねいさのレベル   0  0  0  Cl  

G（訪短い返答の仕方  ○  0  0  

G③人を呼ぶときの敬称  0  0  

G⑥短い質問の仕方  0  ○  

S－1会話を始める（挨拶I  0  0  

S－2自分を紹介する（名前・国・専門）   0  0  ○  

S－3会話を終わる（別れの挨拶）  0  0  
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会話ドリルに見られる学習項目 第2課  

文法項目、会話項目および必要項目  四  田  3）  四  四  四  四  

11「ます」形  

2「が」「を」「に」（to）  

3 助詞の使い方  

皿 「は」と「も」仙ヱ  △  

Ⅲ1「で」（場所／手段）  △  

2「と」（■itb）  

Ⅳ 「なに」と「いくら」  △  

Ⅴ ～まい／一円  △  △  △  △  △  

Ⅵ 数  △  △  △  △  △  

G①計本の郵便システム  0  0  

G②お金の授受  0  0■  0  （⊃  0  

S－1会話を始める（②路上で）   0  0  （⊃  

S－2会話を始める（③依頼）  （〕  Cl  〔〕  

S－3郵便局で頼む  0  0  0  0  

1．Ca5ualfoT■S（どこ行くの／行こう）  X  X  

2．－よ／－ね  X  X  X  

3．ぜんぶ呈、これ王層願いします  〉く  X  X  ）く  X  
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会話ドリルに見られる学習項目 第a諜  

文法項目、会話項目および必要項目  四  四  釘  小  四  田  

1「に」（fro山  

Ⅱ 「一にします／なります」  △  △  △  

Ⅲ 「です」（動詞の代用）  

Ⅳ 「いっ」  

Ⅴ 「－ましょう」「－ませんか」  

Ⅵ ひとつ．ふたつ、‥・一 人．二人、‥・   △  △  △  

Ⅶ「は」と「も」Ⅳ0き  △  △  

G① ウェイト、ウェイ＝スの言い方   0  0  

G② 会計で  ○  0  

S－1はしいものを頼む  0  0  

S－2受け取る  （⊃  0  0  

S－3待ってもらう  0  

S」∴注文する  0  ○  0  

1．選択穎問文 （－か、－か）  X  

2．丁寧表現＝一対■†イ、柚コマ拍州、ナ叫）  X  X  X  

‡．NとN（－→LlのG）  X  X  
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会話ドリルに見られる学習項目 第4課  

文法項目、会話項目および必要項目  四  田  田  四  四  田  田  田  

I 「こ・そ・あ・ど」  △  △  

n 存在文：－の～に－がいる／ある  △  △  △  △  △  △  △  

Ⅲ 「～から」（‡望由）  

Ⅳ 「～なら」（if）  △  

V NとかN／NやN  △  

G①話L出す時「あの」「ええと」   ○  0  ○  （⊃  

G（診感謝とその受け  0  0  C〉  

S－1場所を尋ねる   ○  0  ○  0  

S－2聞こえなかった言葉を繰り返す  0  ⊂）  

S－ヨ意味を尋わる  0  （⊃  

S－1情報を確かめる  （⊃  0  0  （コ  （⊃  

S－5考える時間を稼ぐ   0  0  Cl  0  

S－6尋ねる時の始めと終わり  0  0  

－48－   



会話ドリルに見られる学習項目 第5課  

文法項月、会話項目および必要項目  田  ヱ）  幻  田  5）  も）  田  8）  

I 「Ⅴ－る」形   △  

Ⅱ 「Ⅴ－て」形   △  △  

Ⅲ 「Ⅴ－た」形  

Ⅳ Ⅴ－てください  △  △  △  

Ⅴ ～んです   △  △  △  △  

Ⅵ 「どうして」  △  

Ⅶ  Nって  △  △  △  △  

G①話の本題を示す   0  0  

G②終助詞「な」  0  

S－1知らない人に情報を尋ねる   ○  ○  （⊃  

S－2言葉の意味を尋ねる   ○  0  0  0  0  

S－3聞いたことを確認する  0  0  ○  

＄－4相手が答えに窮した時．切り上げる  （⊃  0  

1．Ⅴ－てある   X  X  

2．連体修飾（e．g．勉強する部屋）  X  

3，～じゃなくて、～  X  
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会話ドリルに見られる学習項目 第6課  

文法項目、会話項目および必要項目  四  田          四  

Ⅰ 形容詞文（1Adj．／HA）  △  

Ⅱ 「ひじょうにJ「すごくj「あまり」  

Ⅲ 「どう」  

Ⅳ 【 Sl V－てI、（ S2I  

V  Nでいい  △  △  

Ⅵ 「に」と「で」（場所）   △  △  △  △  

G（訂相づちのまとめ   （⊃  0  ○  （⊃  0  

G②「とや」の用法  0  ○  

S－1用件を告げる   ○  

＄一2相手の言葉を言い直す  0  0  

S－8相手の要求に応じられない場合  CI  0  

S－4代わりになるものを提示する  0  ○  

S－5指示してもらう  0  

1．「ずいぶん」  ×  

2．Nじゃなくて、N  X  ×  

－50－   



会話ドリルに見られる学習項目 第7課  

文法項目、会話項目および必要項目  四  四  四  4）  四  8）  り  田  

Ⅰ Ⅴ－たい  △  △  △  

Ⅱ －んです（2）  △  △  △  

Ⅲ （SIIが／けれど／けど、（S2I  △  △  △  

Ⅳ ・－らしい  

V  rに」「から」「まで」（時間）  △  △  △  

G（訂電話番号   0  0  0  

G②終助詞「か」rよ」「ね」「な」「かな」   ⊂）  0  ○  0  0  

S－1電話番号を尋ねる  0  ○  

S一三電話をかける  ○  0  

S－8丁寧に問い合わせる  0  ○  （⊃  

S－4官業時間を尋ねる  0  0  

S－5予約する  0  0  

－51－   



会話ドリルに見られる学習項目 第8課  

文法項目、会話項目および必要項目  四  王）  封  l）  四  り  

Ⅰ Ⅴ－ない  

Ⅱ  Ⅴ－なかった  

甲 Ⅴ－なくて  

Ⅳ Ⅴ－ている（持って・住んで・知って）  

Ⅴ Ⅴ－ていない  

Ⅵ Ⅴ－てもいい  △  △  △  △  

Ⅶ NかN  

G①欠席願い  

G②学生と先生の関係  

S－1会話を始虻る（入室・許可を求める）  0  C〉  ○  

S－2話題を提示する（～ノコけ丁子′調■）  0  0  （⊃  

S一‡許可巷求める  ○  0  0  0  

S－1反持する  0  
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会話ドリルに見られる学習項目 第9課  

文法項目、会話項目および必要項目    2）  封  l）  

I A－くて・ⅣA川で・Ⅴ－て  △  

Ⅱ Sと言っている／言った  

Ⅲ  Slので、S2  

Ⅳ A一く川Aに なる／する  

V Nだけ  

Ⅵ Nのほう  

Ⅶ 敬語（丁寧語）   △  △  △  

G（丑病院での手続き   Cl  0  

G（診病院での指示   0  0  ○  

G唱）相づち  0  

S－1症状を説明する  ○  0  

S－2医者に相談する（許可求め）  0  

S－3わからないことを示す  
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会話ドリルに見られる学習項目 第10課  

文法項目、会話項目および必要項目  ＝    釘  l）  占）  い  

】 名詞修飾（A－い／仙な州のN）  △  △  △  △  △  

Ⅲ1比較（－は－よりAdj．）  △  △  

Ⅱ2比較（－の中で～が一番Adj．）  △  △  

Ⅲ1－は －が Adj．  △  △  

Ⅲ2「は」の用法（対比）  △  △  

Ⅳ Nというのは／Nって  △  

V Adj．＋ さ  

Ⅵ 敬語（丁寧語）   △  △  △  △  △  

GG）敬語（丁寧な表現）   （〕  0  Cl  0  0  

G②デパートで使われる丁寧な表現   0  （⊃  0  ○  0  

S－1助言を求める  0  0  0  

S－2はしい物を尋ねる（色・†月■）  0  0  

S－3ことわる  ○  0  

一54－   
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