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普通の教師は 

    言わなければならないことを喋る。 

良い教師は 

    わかりやすいように解説する。 

優れた教師は 

    自らやってみせる。 

 

本当に偉大な教師というのは 
    生徒の心に火をつける。 

 

  William A. Ward (1921-1994) 

 



今回のお話の狙い 

１．学習者の心に火をつける教え方に 

  ついて重要なポイントを示す。 

 

２．第二言語習得研究は、そのような 

  日本語指導とどう関係があるのか 

  を示す。 



１．はじめに 

◆日本語学習者の誤用 

 

(1) 先生、びっくり話してください。 
 

(2) 中国は、大きいナベが有名です。 
 

(3) 姉はニコいます。 
 



１．はじめに 

◆目的 
 

学習者に火をつける日本語指導のためには、 

Ⅰ 学習者の言語使用をよく観る 

Ⅱ 学習者がどのように学んでいるかを知る 

Ⅲ 学習者の立場にたって、一人ひとりのた 

  めの日本語指導を目指す 
 

ことが重要であることを述べる。 



2.1 学習者の誤用  

 

 

教師にとって・・・学習者がわかっていることと 

         わかっていないことがわかる。 

 

研究者にとって・・習得過程の解明につながる。 

 

学習者にとって・・自分のルールを試している。 

        誤用は習得が進んでいる証拠。 

誤用はたいせつである。 

２．学習者の学び方を観る・知る 



2.2 学習者のストラテジー 
 
 学習者の誤用は、学習者自身が考えた自分のルールを
確かめている証拠。 
 
頭が痛くて休んだ○  頭が痛くて薬を飲んだ。○ 
頭が痛くてがまんができない。○ 
 
   「～て」は便利だ。「～て」を多く使う。           
      学習者のストラテジー（工夫） 
 
          
 

        学習者の誤用    

        頭が痛くて病院へ行きたい☓   



2.2.1 言語転移 
 学習者の母語やそれまでに習った外国語 

 が影響すること。   

 

どこがおかしいかわかりますか？ 

 (4) お金がない、から車を買いました。 

   

 (5) 新しい生活は平安なりました。 

   
 

 

 



2.2.1 言語転移 
 

(4) お金がない、から車を買いました。 

  I have no money, because I bought a car. 

  →車を買ったから、お金がありません。  
    

     because = から、だから 
 

  国へ帰りたい、だから（国に）家ができた。 

  →家ができたから、国へ帰りたい。 



2.2.1 言語転移 
 

(5) 新しい生活は平安なりました。 

 

  →新しい生活に慣れて、落ち着きました。 

 

    ・「先生、昨日はよく睡眠しましたか」 
 

 ・「日本は多品種、多価格になっている」 

  



2.2.2 単純化（同じ形式を多く使う） 
 

(6) [昼食のすしは]少し高いだった。 

  しかし、とても楽しいだった。 

            （スペイン語話者） 

 

 

  

 

  元気だ → 元気だった 
  休みだ → 休みだった 



2.2.2 単純化（同じ形式を多く使う） 
 

(7) 東京へ行ったら（→行ったときは）、ホテル 

   にとまりました。   （インドネシア） 
 

(8) 雨が降ったら（→降ったから）、行きません 

   でした。        （フィリピン） 
 

(9) 北海道に行ったら（→行くなら）、いっしょ    

   に行きましょう。       （タイ） 

「とき」/「から」/「なら」→→→「たら」 
過剰一般化（overgeneralization) 



2.2.2 単純化（同じ形式を多く使う） 
 

 

 

 

教科書にある 
接続表現 
１５種類 

学習者が使う 
接続表現 
６種類 

(10) さむくて（→寒いから/ので） 
   セーターをつけよう（→着よう）。                             
                 （タイ）  
  



2.2.3 チャンク（固まりで使う） 
 

(11) 食堂で（→に/へ）ごはんを食べに行きます。    

(12) ～北京で（→に）ある会社に勤めた。 

(13) たばこ屋の前に（→で）会うように言ってく 

   ださい。 

(14) この唄はこのアルバムの中に（→で）一番  

   良いだ（→良い）と思う。 

 

 学習者のチャンクのルール 
「場所・地名＋で」 「位置＋に」 



  
2.2.3 チャンク   

「に」の誤用例 「で」の誤用例 
文献 寺 福 市 迫 文献 寺 福 市 迫 

中に 
  

● ● 
  

● 
  

● 

● 
中で ●     ● 

後に     ● ● 後で         

前に ●   ●   前で         

(地名)に ●   ● ● (地名)で ● ● ● ● 

田舎に         田舎で     ● ● 

食堂に         食堂で     ● ● 

● 誤用   ● 正用 

表１ 「に」と「で」の誤用と正用の出現 



2.2.4 代用のマーカー 
 
 
 
 

「話せない」＝ 
「話すできない」 
   可能否定 
 
「話してください」 
「話すください」 
     依頼 
 
「話さない」 
「話すじゃない」 
     否定 
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①中級レベルでも正答率が  
 低く、正しいと判断する。 
②形容詞も動詞の正答率の 
 低さに差がない。 

【聞き取りテスト結果】 



2.3 学習者の認知能力の限界 

(16)  

  そこ（ ）右にまがったところが病院です 

 

  これはうちの問題（ ）ありまして、そちら  

  には関係のないことです。 

  

  新聞を読んでも、本当のことはなかなかわか  

  らない（ ）けです。 
 

 

 

を 

で 

わ 



なぜ、まちがうのか？ 

なぜ、固まりを作るのか 

 

なぜ、代用のマーカーを使うのか 

 

なぜ、単純化や言語転移が起きるのか 

 

 

 
人間の注意や記憶の能力には限りがある。 
２つのことを同時に処理するのは難しい。 



情報処理の資源の仕組み（高野 2002） 

             資源の総量 
 
a）内容の処理 
 
ｂ）形式の処理 
 
ｃ）同時に処理    
 
ｄ）熟達すると   

処理１ 

処理２ 

処理１                  処理２ 

処理１ 処理２ 

資源の不足 

資源の余裕 



学習者は限られた資源を 

最大限に活用する 

 
 

学習者のストラテジーの背景 

単純化・固まり・マーカー・言語転移 
 

労力の節約＝誤用の産出 



3.1 学習者のニーズを知る 

■学習者が教師に求める条件 

１．標準的な日本語    ２．学習者の母語能力 

３．修士号        ４．相談相手 

５．論文発表          ６．幅広い知識 

７．学習者の専門の知識  ８．長い経験 

９．楽しい授業     １０．柔軟性 

 

３．学習者の立場に立つ 



3.2 日本企業が社員に求める能力 
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コミュニケーション能力 

企業が新卒者の採用選考で重視した能力(2011) 



3.3 コミュニケーション能力 

◆日本人のコミュニケーション能力とは？ 

 

(i)   主張ができる 

 

(ii)  相手の立場に合わせて話ができる 

 

(iii) 報告・連絡・相談ができる 

 （ホウ・レン・ソウ） 

 
 



3.3 コミュニケーション能力 

◆外国語のコミュニケーション能力とは？ 
             （Canal & Swain 1980)          

a. 言語能力 (grammatical competence) 
b. 談話能力 (discourse competence) 
c. 方略的能力 (strategic competence) 
   コミュニケーションで支障のないように対     
   応できる能力 
d. 社会言語能力 (sociolinguistic competence） 
   語用論的な意味を理解し、状況に応じて 
   適切な表現を使う能力  



コミュニケーション上の危険な誤用 

(17) 教師：では、今から調査を始めます。  

   学生：よろしくね。（→よろしくお願いします） 

 

(18) 教師：日本では、学校は4月から始まります。 

   学生：そうなんだ。（→そうですか。） 

 

(19) 上司：この書類、大事なのでコピーをとってお   

                      いてくれないか。 

         部下：はい、はい。（→はい。） 

 



4.1 「わかる」と「できる」の違い 
 

(20)兄は黒いと赤いのネクタイはありますから、
青いのネクタイをおくりつもりです。 小さいのほ
うがありませんか。 
 

(21) a. むずかしい漢字はにがてです。 

     b. むずかしいの漢字はにがてです。 

        c. むずかしいのはにがてです。 

イ形容詞の後に「の」
はつかない。 

☓ 

４．コミュニケーションへ繋ぐ 

  日本語指導 



4.1.1「わかる」と「できる」の能力 

宣言的知識 
declarative  
knowledge 

手続き的知識 
Procedural  
knowledge 

    

   

 十分な注意を 
 必要とする処理 

 それほど注意を 
 必要としない処理 

「わかる」の能力 「できる」の能力 



「わかる」と「できる」の違いは・・・ 

すぐに反応することが大切！ 

 
時間をかけると   時間をかけなくても 

できる。        できる。 

自動化 

4.1.2 「できる」ための自動化 



◆「わかる」を「できる」に変えるた
めは、どんな活動が必要でしょうか？ 
繰り返し練習の量を増やすこと。 
 

 

◆コミュニカティブな活動にするため
には、どんなことに気をつけたらいい
でしょうか？ 
教科書の練習ではなく、習った文型
が現実的に、自分の言葉で使える場面
を作ること。 



インフォメーションギャップ 
（聞き手と話し手に情報の差） 

「日本人の話し方の論理」 
  窪田富男（1990） 
  『敬語教育の基本問題(上)』 
 

 〇一人が一つの情報を所有  
 〇残りの情報を収集  

やってみましょう。 

4.2 コミュニカティブな指導の要素 



選  択  性 
（話し手に表現の自由度） 

ロールプレイ 
 

あなたは日本料理店で働いています。 
大学の勉強が忙しくなったので、 
現在は、週３日働いていますが、 
週２日に変えてもらうように店長に 
頼んでください。。 



選  択  性 
（話し手に表現の自由度） 

(1)店長, ちょっと、お時間、いいでしょ
うか？ 

(2)店長、お話したいことがあるんです
が…。 

(3)すみません、少し時間をいただけま
せんか。 

(4)店長、言いたいことがあります。 



フィードバック 
（聞き手から反応が返ってくる） 

〇電話での場所確認 

〇電話で上映時間、営業時間を聞く 

〇名刺交換 

〇ロールプレイ 

〇メッセージや情報の伝達 



有意味性（必然性） 
（言語使用に意味があるか） 

  

          ●「これは何ですか」 

           「それは本です」 

            

          ○何かわからない物を  

           見せたり、袋に入れ 

           て音を出す。 

           「それは何ですか」   

 

有意味性 
 

「ごっこ」では
なく、その表現
が適切な意味を
持つ場面で使わ
れるようにす

る。 



オーセンティシティ 
（現実味があるか） 

 

         ●やかんはお湯を沸かす時     

          に使うものです(Ａ教材).            

            

           

オーセンティ
シティ 

 
できるだけ現実
の場面に近い状
況を心がける。 

http://westernmama.cocolog-nifty.com/blog/2011/02/post-32c6.html
http://iemo.jp/13873


実生活の場面を重視した 
漢字学習 （嶋田 2008) 

日本語で買い物が 
できる 

牛 豚 鶏  

百 千 万  

円 引 産  

税込  
税別  



相手（学習者）本位の考え方で 
 

• コミュニケーション能力を育成する 
 
 

• 相手(学習者)が何を必要とするのかを 
 理解し、日本語指導を実施する。 
         
 
• 構文を教えるのではなく、どのような場面
で、どう使うのかを体得させる。        



4.3 インプットとアウトプットの工夫 

シャドーイング 
 

 

 

 

英語教育では、先行研究によりその有効性が実証 

されている。 

 玉井（2005）, 門田・玉井（2004） 

 聴解力、復唱力が伸び、構音速度が速くなる。 

 

 

 

 
 

                           シャドーイングとは、聞こえてくるインプット
に対し、ほぼ同時に、同じように発話する活
動。 



シャドーイングでわかったこと 

a. シャドーイングは、音読や書写よりも若干、    

     効果が高い。 

b. 低いレベルの学習者に効果が高い。 

c. 発音が伸びるだけでなく、文法能力にもいい影 

 響が見られる。 

d. 教材は、易しくても難しくても効果はある。 

e. 教材を与えるだけでなく、必ずフィードバック 

 を実施することが重要である。 

 



◆授業にどのように導入するか 

【効果】 

効果があるかないかではなく、何のために利用す
るのかを明確にすること 
  

【無理させない】 

学習者一人ひとりに合ったシャドーイング 
 

【フィードバック】 

一人ひとりの学習者にＦＢを与えることが重要。 

 

進歩の見える化・達成感 



１．学習者の心に火をつける教え方に 

  ついて重要なポイントを示す。 

    学習者一人ひとりに気を配った指導 

    を行うことが重要 

２．第二言語習得研究は、そのような 

  日本語指導とどう関係があるのか 

  を示す。学習者の学びの過程を理解
し、   

    一人ひとりを知るとに貢献する。 

 

５．おわりに（まとめ） 



(Ⅰ) 学習者がどのように学んでいるかを観る・知る 

★学習者の誤用は、学習者の工夫であり、ストラテ   

 ジーである。 
 

(Ⅱ) 学習者の立場になる 

★学習者は、柔軟性の高い教師を求める。 
 

(Ⅲ) コミュニケーションのための日本語指導 

★「できる」にするためには、自動化がたいせつ。 

★コミュニカティブな指導のためには、授業に工夫 

 とＦＢ（教師の注目）、そして達成感が重要。 

 

 

要点をまとめると・・・ 

 


