
 

 

 

 

 

音声コミュニケーション教育の

実践をとおした実習生の学び 

 

 

 

 

 

 

2018 年 2 月 

 

早稲田大学大学院日本語教育研究科 

千 仙永



i 

目次 

第 1 章 研究の背景と目的 ................................................................................................... 1 

1.1 音声コミュニケーションという視点からの教師教育へのアプローチ ........................ 2 

1.1.1 音声コミュニケーション教育への転換 .................................................................. 2 

1.1.1.1 発音矯正 ........................................................................................................... 2 

1.1.1.2 音声コミュニケーション教育 .......................................................................... 4 

1.1.2 省察が重視される教師教育への転換 ..................................................................... 6 

1.2 問題の所在 ..................................................................................................................... 7 

1.2.1 音声の性質による問題 ........................................................................................... 7 

1.2.1.1 音声の意識化・言語化・表記の難しさ ........................................................... 7 

1.2.1.2 教育現場における音声の扱いにくさ ............................................................... 9 

1.2.2 学習者の発音に対する認識の問題 ....................................................................... 10 

1.2.2.1 寛容の意味 ..................................................................................................... 10 

1.2.2.2 同化政策 ......................................................................................................... 13 

1.2.2.3 発音のバラエティ .......................................................................................... 15 

1.2.2.4 教師は寛容でいていいのか ........................................................................... 17 

1.2.3 教師教育における問題 ......................................................................................... 19 

1.2.3.1 コミュニケーションと音声の関連づけの欠如 .............................................. 19 

1.2.3.2 音声教育に関連した実践の欠如 .................................................................... 20 

1.2.4 音声教育研究における問題 .................................................................................. 22 

1.2.4.1 音声教育をとおした教師の省察の中身が論じられていない問題 ................ 22 

1.2.4.2 音声教育観が十分問われていない問題 ......................................................... 23 

1.2.4.3 音声教育をとおして得た実践的知識が具現化されていない問題 ................ 24 

1.2.5 教師教育と音声教育における教育観のずれ ........................................................ 24 

1.2.5.1 教師教育における教育観のずれ .................................................................... 24 

1.2.5.2 音声教育における教育観のずれ .................................................................... 25 

1.3 研究の目的 ................................................................................................................... 26 

1.3.1 音声教育観の形成と変容 ...................................................................................... 27 

1.3.2 実践をとおしてこそ身につく実践的知識 ............................................................ 27 



ii 

1.3.3 「音声教育実践」における参加者間のインターアクション .............................. 28 

1.4 論文の構成 ................................................................................................................... 29 

1.5 小括 .............................................................................................................................. 32 

第 2 章 日本語教育の変遷と理論的枠組み ........................................................................ 34 

2.1 日本語教育の変遷 ........................................................................................................ 34 

2.1.1 従来の日本語教育におけるパラダイムシフト..................................................... 34 

2.1.2 音声の捉え方から見る日本語教育の変遷 ............................................................ 36 

2.1.2.1 音声に意識が向けられていない日本語教育 ................................................. 37 

2.1.2.2 音声の正確さを重視する日本語教育 ............................................................. 37 

2.1.2.3 音声より内容を重視する日本語教育 ............................................................. 38 

2.1.2.4 音声を自己実現の手段として捉える日本語教育 .......................................... 39 

2.1.3 音声の捉え方から見る教師教育の変遷 ................................................................ 41 

2.1.3.1 音声に意識が向けられていない教師教育 ..................................................... 41 

2.1.3.2 音声の正確さを重視する教師教育 ................................................................ 42 

2.1.3.3 音声より内容を重視する教師教育 ................................................................ 43 

2.1.3.4 音声を自己実現の手段として捉える教師教育 .............................................. 43 

2.2 実習生の学びの分析に用いられる理論的枠組み ........................................................ 46 

2.2.1 日本語教育を文脈とした学習者にとっての音声コミュニケーション教育 ........ 46 

2.2.1.1 社会参加に求められる音声コミュニケーション教育 ................................... 46 

（1）学習者にとっての社会参加 ............................................................................. 46 

（2）学習者と他者との関わり ................................................................................. 48 

（3）他者との関わりの中で生み出される自己実現 ................................................ 51 

2.2.1.2 音声コミュニケーション教育を捉える学習観としての自律学習 ................ 53 

（1）自律学習の起源と日本への到来 ...................................................................... 53 

（2）日本語教育における自律学習 ......................................................................... 54 

2.2.1.3 音声コミュニケーション教育の必要性 ......................................................... 56 

2.2.2 教師教育を文脈とした実習生にとっての音声コミュニケーション教育 ............ 59 

2.2.2.1 音声コミュニケーション教育の実践をとおした実習生の省察 .................... 59 

（1）実習生の語りと意味づけ ................................................................................. 59 

（2）実習生の学びと成長 ........................................................................................ 61 



iii 

（3）実習生と他者とのインターアクション ........................................................... 63 

2.2.2.2 音声コミュニケーション教育の実践をとおした音韻知識の学習 ................ 66 

（1）言語教育におけるメタ言語能力 ...................................................................... 67 

（2）教師教育におけるメタ言語能力 ...................................................................... 71 

（3）音声のメタ言語能力に関する研究 .................................................................. 72 

2.2.2.3 研究手法としての実践研究 ........................................................................... 74 

（1）実践研究の提起 ................................................................................................ 74 

（2）音声教育を文脈とする実践研究の実態と課題 ................................................ 76 

2.3 小括 .............................................................................................................................. 77 

第 3 章 研究調査の概要および調査協力者 ........................................................................ 80 

3.1 日本語教育実習および日本語教育実習生 ................................................................... 80 

3.2 研究調査フィールド .................................................................................................... 81 

3.3 研究調査概要 ............................................................................................................... 85 

3.3.1 調査協力者 ............................................................................................................ 85 

3.2.2 筆者の支援者としての役割 .................................................................................. 86 

3.2.3 研究倫理 ................................................................................................................ 87 

3.2.4 調査目的と方法..................................................................................................... 88 

3.2.5 分析方法および論文作成のプロセス ................................................................... 89 

3.4 小括 .............................................................................................................................. 90 

第 4 章 音声教育の意味づけ .............................................................................................. 91 

4.1 A にとっての音声教育の意味づけ .............................................................................. 92 

4.1.1 受講動機に見られる音声教育の意味づけ ............................................................ 93 

4.1.1.1 音声より内容を重視する教育観 .................................................................... 93 

4.1.1.2 同期との話し合いからの気づき .................................................................... 94 

4.1.2 音声教育の考え方・捉え方の見直し ................................................................... 95 

4.1.2.1 意味伝達と音声教育 ...................................................................................... 96 

4.1.2.2 会話レベルの音声教育 ................................................................................... 97 

4.1.2.3 聞き手に与える印象と音声教育 .................................................................... 98 

4.1.2.4 対比する教育観の共存 ................................................................................... 99 

4.2 B にとっての音声教育の意味づけ ............................................................................ 100 



iv 

4.2.1 受講動機に見られる音声教育の意味づけ .......................................................... 100 

4.2.1.1 文型や読解中心の日本語指導 ...................................................................... 100 

4.2.1.2 面接指導における音声教育の乏しさ ........................................................... 101 

4.2.2 体系的な音声教育への求め ................................................................................ 102 

4.2.2.1 体系的に発音を教えること ......................................................................... 103 

4.2.2.2 B 自身の発音や日本語指導に関する省察 ................................................... 104 

4.2.2.3 教育現場における「体系的な音声教育」の試み ........................................ 105 

4.2.2.4 音声学習成果に対する認識の捉え直し ....................................................... 107 

4.3 C にとっての音声教育の意味づけ ............................................................................ 109 

4.3.1 受講動機に見られる音声教育の意味づけ ........................................................... 110 

4.3.1.1 教師としての自己啓発の必要性 ................................................................... 110 

4.3.1.2 文字と音の一致という音声教育 ................................................................... 111 

4.3.1.3 拙い発音による不利益 .................................................................................. 113 

4.3.2 学習者サポートのために必要な基本事項 ........................................................... 116 

4.3.2.1 音韻知識の学習 ............................................................................................. 116 

4.3.2.2 韻律要素を含む音声教育 .............................................................................. 118 

4.3.2.3 日本語としてあり得ない発音を避けるための音声教育 .............................. 119 

4.3.2.4 音声に対する意識づけのサポート .............................................................. 120 

4.4 D にとっての音声教育の意味づけ ............................................................................ 122 

4.4.1 受講動機に見られる音声教育の意味づけ .......................................................... 123 

4.4.1.1 アナウンサーとしての知識と経験による音声指導 .................................... 123 

4.4.1.2 教師としての知識と経験の乏しさ .............................................................. 124 

4.4.2 音声教育における専門知識と経験 ..................................................................... 124 

4.4.2.1 音声教育における専門知識の具現化 ........................................................... 125 

4.4.2.2 音声教育に必要な経験の具現化 .................................................................. 127 

4.4.2.3 学習目標と指導内容の捉え直し .................................................................. 128 

4.5 E にとっての音声教育の意味づけ ............................................................................ 131 

4.5.1 受講動機に見られる音声教育の意味づけ .......................................................... 132 

4.5.1.1 音声より内容を重視する教育観 .................................................................. 132 

4.5.1.2 面接指導における音声教育の乏しさ ........................................................... 134 



v 

4.5.2 苦手意識の克服................................................................................................... 134 

4.5.2.1 意識を向けて聞き分けるために必要な音韻知識 ........................................ 135 

4.5.2.2 対比する教育観の共存 ................................................................................. 136 

4.5.2.3 実習生間における悩みの共有 ...................................................................... 138 

4.6 F にとっての音声教育の意味づけ ............................................................................ 138 

4.6.1 受講動機に見られる音声教育の意味づけ .......................................................... 139 

4.6.1.1 専門性の高い分野であると認識される音声 ............................................... 139 

4.6.1.2 学習者に関わることへの慣れ ...................................................................... 139 

4.6.2 専門性と学習者への慣れ .................................................................................... 140 

4.6.2.1 日本語指導への慣れ .................................................................................... 140 

4.6.2.2 学習者との関わりの中で生かされる視点 ................................................... 142 

4.7 G にとっての音声教育の意味づけ ............................................................................ 143 

4.7.1 受講動機に見られる音声教育の意味づけ .......................................................... 143 

4.7.1.1 音声教育の現状に疑問を持たない日本語教育の学習者 ............................. 143 

4.7.1.2 学習者との会話の中から察知した音声教育の必要性 ................................. 144 

4.7.1.3 音声に対する苦手意識 ................................................................................. 145 

4.7.2 音声教育観の確立と苦手意識の克服 ................................................................. 147 

4.7.2.1 人間関係や場によって異なる音声の意味づけ ............................................ 148 

4.7.2.2 苦手意識の克服のために徹底的に備える音声教育 .................................... 150 

4.8 H にとっての音声教育の意味づけ ........................................................................... 152 

4.8.1 受講動機に見られる音声教育の意味づけ .......................................................... 152 

4.8.1.1 外国語学習経験における音声学習 .............................................................. 152 

4.8.1.2 先輩教師の真似および外国語学習経験を生かした音声教育 ...................... 153 

4.8.2 発音教育という概念への好奇心 ......................................................................... 155 

4.8.2.1 発音教育の意味づけ .................................................................................... 155 

4.8.2.2 発音教育に優れた教師像 ............................................................................. 156 

4.8.2.3 発音教育という概念と理想の教師像の共存 ............................................... 158 

4.8.2.4 教師としての「劣等感」の克服 .................................................................. 160 

4.9 I にとっての音声教育の意味づけ ............................................................................. 162 

4.9.1 受講動機に見られる音声教育の意味づけ .......................................................... 162 



vi 

4.9.1.1 音声に意識を向けていなかった日本語指導 ............................................... 162 

4.9.1.2 音声指導に関する乏しさ ............................................................................. 163 

4.9.2 音声指導に関する学習の必要性 ......................................................................... 164 

4.9.2.1 音声と文法は同じという教育観の生まれ ................................................... 165 

4.9.2.2 音声ならではの困難点「揺れ」 .................................................................. 165 

4.10 J にとっての音声教育の意味づけ .......................................................................... 166 

4.10.1 受講動機に見られる音声教育の意味づけ ........................................................ 167 

4.10.1.1 音声を重視する教育観 ............................................................................... 167 

4.10.1.2 音声にこだわった日本語指導 .................................................................... 167 

4.10.1.3 場当たり的になっている音声教育への省察 ............................................. 170 

4.10.2 音声教育に関する知識の願望 .......................................................................... 171 

4.10.2.1 学習者の高度の到達目標 ........................................................................... 172 

4.10.2.2 さまざまな教育観を持つ実習生間のインターアクション ....................... 172 

4.10.2.3 音声の自律学習をサポートするための教師の役割 .................................. 174 

4.11 K にとっての音声教育の意味づけ .......................................................................... 175 

4.11.1 受講動機に見られる音声教育の意味づけ ........................................................ 176 

4.11.1.1 教師としての在り方に対する問題意識 ..................................................... 176 

4.11.1.2 日本語指導における音声教育の試み ......................................................... 178 

4.11.2 教師としての音声教育の模索........................................................................... 179 

4.11.2.1 意識的に学習者の発音を聞き取ること ..................................................... 179 

4.11.2.2 音声教育の捉え方の変容 ........................................................................... 180 

4.11.2.3 学習者に母語の発音を意識させること ..................................................... 182 

4.12 L にとっての音声教育の意味づけ .......................................................................... 183 

4.12.1 受講動機に見られる音声教育の意味づけ ........................................................ 183 

4.12.1.1 音声学習過程の観察への要望 .................................................................... 183 

4.12.2 「音声教育実践」をとおした学習者の音声学習過程の観察 .......................... 184 

4.12.2.1 音声学習における意識の分かれ目の発見 ................................................. 185 

4.12.2.2 日本語教育者としての認識の芽生え ........................................................ 186 

4.13 M にとっての音声教育の意味づけ ......................................................................... 187 

4.13.1 受講動機に見られる音声教育の意味づけ ........................................................ 187 



vii 

4.13.1.1 外国語学習経験に起因する音声学習の記憶 ............................................. 187 

4.13.1.2 音声教育の可能な教師を目指すこと ........................................................ 189 

4.13.2 日本語音声教育のための知識や教育観の育み................................................. 190 

4.13.2.1 音声学習目標の決定権 ............................................................................... 191 

4.13.2.2 音声の自律学習のサポート ....................................................................... 194 

4.13.2.3 意識づけのための手段としての音声学習素材 .......................................... 195 

4.13.2.4 学習者との関わりの中での実践 ................................................................ 197 

4.14 N にとっての音声教育の意味づけ.......................................................................... 197 

4.14.1 受講動機に見られる音声教育の意味づけ ........................................................ 198 

4.14.1.1 中国の大学での日本語学習委員の経験 ..................................................... 198 

4.14.1.2 発音の上達から持てる自信 ....................................................................... 199 

4.14.2 音声教育が行える教師になることへの願望 .................................................... 200 

4.14.2.1 学習者によりよい発音を示すための発音練習 .......................................... 201 

4.14.2.2 学習者としての視点の活用 ....................................................................... 202 

4.14.2.3 実習生としての自信 .................................................................................. 203 

4.15 小括 .......................................................................................................................... 203 

4.15.1 音声教育の意味づけの変容 .............................................................................. 206 

4.15.2 受講動機そのものの変容 .................................................................................. 208 

4.15.3 本章の分析結果と次章との繋がり ................................................................... 209 

第 5 章 音韻知識の学習 .................................................................................................... 211 

5.1 「アクセント確認Ⅰ」に関するエピソードの分析 .................................................. 212 

5.1.1 アクセントと意識の結びつき ............................................................................ 213 

5.1.2 アクセントの揺れの確認 .................................................................................... 216 

5.1.3 アクセントの改善意識 ....................................................................................... 217 

5.1.4 アクセントの原則の検討 .................................................................................... 219 

5.1.5 アクセント辞典の活用 ....................................................................................... 221 

5.1.6 アクセントの視覚化 ........................................................................................... 222 

5.2 「アクセント確認Ⅱ」に関するエピソードの分析 .................................................. 223 

5.2.1 音韻知識と合致しない発音の発見 ..................................................................... 223 

5.2.2 スーパーバイザーによる音韻知識の提示 .......................................................... 223 



viii 

5.2.3 振り返りと音韻知識の意味づけ ......................................................................... 224 

5.3 「漢字の促音化」に関するエピソードの分析 ......................................................... 226 

5.3.1 答えられない質問との出会い ............................................................................ 226 

5.3.2 研究論文および書籍から得た音韻知識 .............................................................. 226 

5.3.3 学習者の知る権利を尊重した語彙選定 .............................................................. 228 

5.3.4 促音化しないものを含めた教材作成 ................................................................. 231 

5.3.5 振り返りと音韻知識の意味づけ ......................................................................... 232 

5.4 小括 ............................................................................................................................ 234 

資料 5.1............................................................................................................................... 236 

資料 5.2............................................................................................................................... 237 

資料 5.3............................................................................................................................... 238 

第 6 章 補助教材の作成 ................................................................................................... 239 

6.1 『補助教材リスト』の概要 ....................................................................................... 239 

6.2 補助教材の内容および作成過程の分析 .................................................................... 240 

6.2.1 外来語を素材とした「日本語の音」の補助教材 ............................................... 242 

6.2.2 手拍子を活用した「日本語のリズム」の補助教材 ........................................... 247 

6.2.3 状況や場面が描かれた絵を素材とした「話しことばの発音」の補助教材 ...... 253 

6.2.4 音の変化を素材とした「話しことばの発音」の補助教材 ................................ 258 

6.2.5 注文や買い物に関わる素材を活用した「アクセント」の補助教材 ................. 261 

6.2.6 新聞記事を素材とした「アクセント」の補助教材 ........................................... 267 

6.2.7 ミニマルペアを素材とした「アクセント」の補助教材 .................................... 271 

6.2.8 変換ミスや川柳を素材とした「アクセント」の補助教材 ................................ 277 

6.2.9 音声コミュニケーション場面を素材とした「イントネーション」の補助教材 281 

6.3 小括 ............................................................................................................................ 283 

第 7 章 実習生間のインターアクション ......................................................................... 284 

7.1 「音声教育実践」におけるメーリングリストの概要 .............................................. 284 

7.1.1 メーリングリスト作成の経緯 ............................................................................ 285 

7.1.2 筆者の支援者としての役割 ................................................................................ 286 

7.2 メーリングリストの機能と内容 ............................................................................... 287 

7.2.1 メーリングリストの機能 .................................................................................... 287 



ix 

7.2.2 メーリングリストの内容 .................................................................................... 289 

7.3 メーリングリストにおける意見交換の特徴 ............................................................. 293 

7.3.1 振り返りと計画との繋がり ................................................................................ 293 

7.3.2 実習生による音声教育活動の明確化 ................................................................. 297 

7.4 小括 ............................................................................................................................ 302 

第 8 章 学習者とのインターアクション ......................................................................... 304 

8.1 実習生のプロフィール .............................................................................................. 304 

8.2 学習者の発言から気づかされた学び ........................................................................ 306 

8.2.1 音声学習に対する学習者のニーズや目標 .......................................................... 306 

8.2.2 学習者の質問に見られる音声の意識化 .............................................................. 309 

8.2.3 音韻知識の習得による学習者の問題意識の変容 ................................................ 311 

8.2.4 発音や音声学習に対して学習者が抱く不安 ...................................................... 312 

8.3 学習者の音声学習における行動から気づかされた学び ........................................... 314 

8.3.1 学習者の音声学習に対する熱心さや達成感 ...................................................... 314 

8.3.2 音声の自律学習を行っていく学習者 ................................................................. 316 

8.3.3 発音の揺れに対して柔軟に受け入れる学習者................................................... 319 

8.3.4 学習者が持っている音声学習における自己修正能力 ....................................... 321 

8.4 小括 ............................................................................................................................ 323 

第 9 章 総合的考察 ........................................................................................................... 324 

9.1 「音声教育実践」をとおして構築した音声教育観 .................................................. 324 

9.1.1 音声コミュニケーション教育の目的およびその決定権 .................................... 324 

9.1.1.1 意味理解と意味伝達のための音声コミュニケーション教育 ...................... 325 

9.1.1.2 自己表現のための音声コミュニケーション教育 ........................................ 327 

（1）日常会話における音声コミュニケーション ................................................. 328 

（2）評価を伴う場面における音声コミュニケーション ...................................... 329 

9.1.1.3 学習者自身による音声コミュニケーション学習の目的の決定 .................. 330 

9.1.2 音声コミュニケーション教育に関わる要素の捉え方 ....................................... 332 

9.1.2.1 音声コミュニケーション教育の方針 ........................................................... 332 

（1）音声の自律学習という方針 ........................................................................... 332 

（2）徐々に現れる音声の自律学習の成果 ............................................................ 334 



x 

（3）教室を超える音声の自律学習の場 ................................................................ 336 

9.1.2.2 指導内容と指導方法 .................................................................................... 336 

（1）何を教えるか ................................................................................................. 336 

（2）どのように教えるか ...................................................................................... 338 

9.1.2.3 学習者の能力 ............................................................................................... 340 

（1）教室外における音声の意識化および聴解の力 .............................................. 340 

（2）発音の自己修正能力 ...................................................................................... 340 

9.1.2.4 教師の役割 ................................................................................................... 342 

（1）音韻知識の指導 .............................................................................................. 342 

（2）音声の意識化の促し ...................................................................................... 343 

（3）音声学習のツールや方法の共有 .................................................................... 344 

（4）情意面での状況理解と励まし ....................................................................... 345 

9.2 「音声教育実践」をとおして得た実践的知識 ......................................................... 347 

9.2.1 音声の省察によるメタ言語能力 ......................................................................... 347 

9.2.1.1 音声の省察を促進する要素 ......................................................................... 347 

（1）音声に関する戸惑い ...................................................................................... 347 

（2）音声への意識向け .......................................................................................... 348 

（3）音韻知識のインプット ................................................................................... 349 

（4）音声と関連した作業 ...................................................................................... 350 

（5）音声の仕組みに対する気づき ....................................................................... 352 

（6）音声に関する振り返りと意味づけ ................................................................ 352 

9.2.1.2 音声を省察するプロセス ............................................................................. 354 

9.2.2 音声教育活動の明確化 ....................................................................................... 356 

9.2.2.1 補助教材における学習目標の明確化 ........................................................... 357 

9.2.2.2 学習者に沿った視点の育成 ......................................................................... 359 

9.2.2.3 音声と諸領域との関連づけ ......................................................................... 361 

9.2.2.4 音声と日常生活との繋がり ......................................................................... 363 

9.2.2.5  authenticity を考慮した音声コミュニケーションの視点の育成 ............. 364 

（1）状況的真正性からみる音声コミュニケーション .......................................... 365 

（2）交流的真正性からみる音声コミュニケーション .......................................... 368 



xi 

9.3 「音声教育実践」をとおした他者とのインターアクション ................................... 371 

9.3.1 実習生間のインターアクションをとおした学び ............................................... 371 

9.3.1.1 言語化をとおした音声の省察 ...................................................................... 371 

9.3.1.2 音声教育の計画・実行・振り返り・再構築というサイクルの生成 ........... 372 

9.3.2 学習者とのインターアクションをとおした学び ............................................... 373 

9.3.2.1 音声教育観の省察 ........................................................................................ 373 

9.3.2.2 音声教育観の再構築 .................................................................................... 375 

9.4 音声教育観、実践的知識、インターアクションの関係 ........................................... 376 

9.4.1 音声教育観と実践的知識の関連性 ..................................................................... 376 

9.4.2 音声教育観とインターアクションの関連性 ...................................................... 377 

9.4.3 実践的知識とインターアクションの関連性 ...................................................... 378 

9.5 小括 ............................................................................................................................ 379 

第 10 章 結論 .................................................................................................................... 382 

10.1 本研究のまとめ ....................................................................................................... 382 

10.1.1 音声教育観 ........................................................................................................ 384 

10.1.2 実践的知識 ........................................................................................................ 384 

10.1.2.1 音声の省察によるメタ言語能力 ................................................................ 385 

10.1.2.2 音声教育活動の明確化 ............................................................................... 385 

10.1.3 インターアクション ......................................................................................... 386 

10.2 日本語教育を文脈とする音声コミュニケーション教育の意味と重要性 ............... 388 

10.2.1 社会的文脈の中で音声コミュニケーションを捉えること .............................. 388 

10.2.2 音声コミュニケーションにおける音声の役割................................................. 390 

10.2.3 学習者の音声の自律学習をサポートすること................................................. 393 

10.3 教師教育を文脈とする音声コミュニケーション教育のサポート .......................... 395 

10.3.1 「音声の省察力」とは ..................................................................................... 396 

10.3.2 音声を省察するプロセスの活用 ....................................................................... 399 

10.3.3 インターアクションをとおした音声の省察 .................................................... 401 

10.3.4 教育年数を問わない音声の省察のサポート .................................................... 402 

10.4 研究の意義 ............................................................................................................... 404 

10.4.1 社会的文脈における音声コミュニケーション教育の位置づけ ....................... 404 



xii 

10.4.2 実践研究という手法による音声コミュニケーション教育へのアプローチ .... 405 

10.4.3 音声に着目したコミュニケーション教育 ........................................................ 406 

10.4.4 二重構造のサポートおよび自発的な学びの場の描き出し .............................. 407 

10.5 今後の課題 ............................................................................................................... 409 

10.5.1 教師教育における音声コミュニケーション教育の実践というサポート ........ 409 

10.5.2 海外の日本語教育現場における音声コミュニケーション教育の実践 ............ 410 

10.6 小括 .......................................................................................................................... 410 

謝辞 ..................................................................................................................................... 412 

参考文献 ............................................................................................................................. 413 

 



1 

第 1 章 研究の背景と目的 

 

本研究は、日本語の音声コミュニケーション教育の意味と重要性を論じ、日本語教師教

育（以下、教師教育）1への提言を行うものである。日本語教育に「音声コミュニケーショ

ン教育」2が提唱されてから十数年経ったが、未だに多くの教育実践の現場では「発音矯正」

に留まった音声教育が行われている。それは、音声コミュニケーション教育そのものに対

する認識の不足によるものと考えられる。教育現場の変化には、具体的かつ実践的な示唆

を行うことが必要である。教育現場に変化をもたらすための具体的かつ実践的な示唆とし

て、音声コミュニケーション教育とは何か、音声コミュニケーション教育とはどのような

教育観に基づいて構築されるものか、音声コミュニケーション教育を実践するとはどのよ

うなものか、音声コミュニケーション教育を実践する中で日本語教師（以下、教師）と日

本語学習者（以下、学習者）にはどのような学びが生まれるのか、など具体的な答えをも

って音声コミュニケーションの意味と重要性を提唱していく必要がある。そこで、本研究

では、音声コミュニケーション教育を実践すべくデザインされた実践（以下、「音声教育実

践」）の中で、日本語教育実習生（以下、実習生）3がどのような学びを得ていくかを分析

することで、上記の問いに対する具体的な答えを模索したい。 

本章では、研究の背景として、「発音矯正」から「音声コミュニケーション教育」へ転

換が起こった音声教育4の背景、そして教師教育において「教師トレーニング」から「教師

の成長」へのパラダイム5転換とともに、「教師の省察」が重視されるようになった背景を

紹介する（1.1）。次に、従来の教師教育の文脈の中で音声コミュニケーション教育が論じ

られてこなかった問題の所在を、（1）音声の性質、（2）学習者の発音に対する認識、（3）

                                                   
1 本研究では、教師教育を、教師養成と教師研修の総称として使う。教師養成は、これから教

師になろうとする者のための教育を意味する。教師になるためには、（1）大学における教員

養成課程の履修、（2）日本語教師養成機関の 420 時間の講座の履修、（3）日本語教育能力検

定試験の合格、のいずれかの方法で日本語教師になる資格を得る必要がある。教師研修は、

現職の教師のための再教育を意味する。前述の 3 つの方法ですでに教師としての資格を有し

た者が、自己啓発のために受ける教育を指す。なお、学部における教員養成課程を指すとき

には、語を変えずにそのまま使う。 
2 「発音矯正」と「音声コミュニケーション教育」を対比させるときだけ、鍵括弧をつける。

音声コミュニケーション教育に関する論を展開していく際には、鍵括弧をつけない。 
3 本研究の調査協力者を指すときには「実習生」、日本語教育全般における日本語教育実習生を

指すときには省略せず「日本語教育実習生」という。 
4 「発音矯正」と「音声コミュニケーション教育」の総称として「音声教育」という語を使う。 
5 パラダイムとは、「ある時代を代表する教育の考え方の枠組み」という意味である。 
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教師教育、（4）音声教育研究、（5）教師教育と音声教育の教育観、という 5 つの側面から

問題の所在を指摘する（1.2）。また、本研究の目的をもう一度整理し、実習生が音声コミ

ュニケーション教育の実践をとおして得た学びを分析するために必要な 3つの観点――（1）

音声教育観、（2）実践的知識、（3）インターアクション――を示す（1.3）。最後に、論文

の構成（1.4）を述べる。 

 

1.1 音声コミュニケーションという視点からの教師教育へのアプローチ 

1.1.1 音声コミュニケーション教育への転換 

本研究は、音声コミュニケーション教育という視座に立って、音声教育の意味と重要性

を論じるものである。なぜ本研究では、音声コミュニケーション教育という視座に立つの

か。まず「発音矯正」および「音声コミュニケーション教育」という音声教育の捉え方を

対比させながら、音声コミュニケーション教育の重要性を論じる。 

 

1.1.1.1 発音矯正 

外国語教育において音声教育というと、多くの教師や学習者にとって「発音矯正」のイ

メージを思い浮かべることが多い。「発音矯正」とは、教師が学習者の発音を聞いて、発音

の良し悪しを判断し、教師のモデル音声を学習者に真似させ、それを何度も繰り返すこと

で、「正しい音声」が学習者に身につけられるとされる指導である。「発音矯正」という音

声教育の指導法というよりも、行動主義の影響を受けた、外国語の文型練習――対置、模

倣、反復――をする中で、学習者の間違った発音を直すという指導といったほうがよいか

もしれない。文型練習の中で学習者の発音を正すというのが音声教育のやり方として認識

され、日本語教育においても「発音矯正」を音声教育として認識している教師や学習者は

多い。 

上記の「音声教育＝発音矯正」という認識を反映する現状として、教師の役割が挙げら

れる。日本語教育が組織的に行われたのは 1960 年代からであるが、当時の教師の役割と

して、学習者の発音を「矯正」（文化庁 1971、日本語教育学会編 1982）することが明記さ

れているほどである。しかも、従来の日本語教育において、非母語話者教師には文法や読

解の指導が、母語話者教師には音声6や会話の指導が強みとされ、暗黙の役割分担が行われ

                                                   
6 本論文では、音声と発音を次のように使い分けている。発音するという行為、自分の発音、

他者の発音、学習者の発音というように、人が話すときに発せられるものは、発音という語
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てきた（日本語教育学会編 1982、岡本 2010、高橋 2010）。母語話者教師の役割として、

発音を聞いて判断する「直感的なセンス」（大平 2009）や「モデル音声」の提示が求めら

れていた。国内の教師に対する学習者のビリーフに関する調査においても、発音に関して

は母語話者教師への期待度が高い反面、非母語話者教師への期待度は低いことが明らかに

なった（辛 2006）。アジア諸地域の日本語教育有職者にとって、「発音指導」こそが海外で

母語話者教師の果たすべき役割ともされている（平畑 2008）。また、澤邊・金（2005）に

よる韓国の中等教育を対象とした調査では、日本語母語話者がゲストして参加する意義に

「自然な日本語の発音のモデル」になれることが挙げられている。「音声教育＝発音矯正」

という認識のもと、音声教育を行う教師の役割が母語話者に偏っている現状が見て取れる。 

ところで、1980 年代、音声より内容を重視するという立場のコミュニカティブ・アプロ

ーチの登場とともに、「些細な誤り」（高見澤 1989 p.92）を指摘する教師はよくない教師

と見なされ、「発音矯正」は批判の的とされるようになった。その背景として、認知主義や

社会文化的アプローチが挙げられる。 

前述したように、行動主義の影響を受けた「発音矯正」は、教師の「キュー（刺激）」に

学習者は「発音を繰り返す（反応）」という指導が行われる。教師の判断により、学習者の

間違えた発音はその場でリピートさせられ、機械的に直されていく教育方法に対して、学

習者自らの内省による学習力は育まないとされ、認知主義の立場により批判されるように

なった。 

「発音矯正」という音声教育の捉え方においては、教師にとっても学習者にとっても「正

しい音声」という呪縛に縛られやすい。このような「正しい音声」が存在するという教育

観、学習者の発音を逸脱したものと見なしている教育観に対する批判も存在する。そもそ

も、「矯正」ということばは、歯の矯正や骨盤矯正など、歪んだことを正すという意味で使

われることが多い。「発音矯正」という文脈では、歪んだ発音を正す、つまり間違えた発音

を「正しい音声」に近い形に直すという意味合いが強い。しかも、モデルとなる日本語母

語話者の発音を規範とし、それに近づかせようとする「発音矯正」は、日本統治時代にお

ける「同化政策」だと批判する見方もあり、「発音矯正」とされる音声教育は批判されるよ

うになった。 

                                                                                                                                                     

を使う。教育の対象、学習の対象を指すときは、音声という語を使う。ただし、発音矯正の

ように従来の音声教育を指すときは、発音指導という語を使う。よって、研究の調査フィー

ルドで得た知見によって新たに構築された概念を指すときは、音声教育または音声学習とい

う語を使う。 
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上記のように「発音矯正」が批判される現状に対して、「発音矯正」と一括りにして音声

教育まで批判する必要はないと、筆者は考える。「発音矯正」とされる音声教育の捉え方は、

学習者の発音そのものにしか焦点が当てられていないため、人間関係の場、表現主体、理

解主体といった、コミュニケーション教育という視点（蒲谷 2011）が抜けている。また、

社会的文脈7から音声が持つ役割を認識し、音声教育を再考する必要がある。 

 

1.1.1.2 音声コミュニケーション教育 

音声教育を「発音矯正」のように発音そのものだけを切り取って捉えるのではなく、人

間関係や場が関わる音声コミュニケーションという文脈の中で、表現主体の言いたいこと

が意図どおり理解主体に伝わるか、という視点で音声教育を捉える必要がある。21 世紀に

入り、日本語教育では、コミュニケーションにおいて音声が果たす役割、学習者にとって

音声学習が必要な理由、音声教育の目的、学習目標などを踏まえたうえで、音声教育を考

える総称として「音声コミュニケーション教育」が提唱されるようになった（杉藤 1999、

定延 2004、戸田 2004）。コミュニケーションに影響を及ぼす音韻要素（例えば、リズム、

アクセント、イントネーションなど）を理解し、どのようにすれば理解主体により伝わる

発音で話すことができるかを考え、表現主体の言いたいことが伝わりやすい表現できるよ

うにするための音声教育である。音声によって伝わるコミュニケーションの中には、意味、

意図、気持ち、印象が含まれるが、音声表現が適切でなければこれらのコミュニケーショ

ンに支障が起こり得るという考え方である。なお、「音声コミュニケーション教育」とは、

「発音矯正」と同様に、音声教育を捉える視点であり、指導法を指すわけではない。 

また、学習者のニーズは多様化しており、日本社会の一員として活躍する学習者が増え

つつある。学習者は、さまざまな場と人間関係において、日本語を言語として学ぶ者とし

てではなく、日本社会を構成する一員――研究者、教師、声優、俳優、エンジニア、社員、

福祉・介護者、サービス業のスタッフなど――として生きている。このように一構成員と

して日本社会を生きるうえで、場や人間関係に相応しい音声表現を用いてコミュニケーシ

ョンを取ることは、自己表現のための行為であり、延いては人間関係の中で他者に認めら

れ、自己実現を成し遂げていく過程とも結びついていく。音声コミュニケーション教育の

視点に立つことで、音声は自己表現さらには自己実現を遂げていくうえでの一手段である

と認識することができる。 

                                                   
7 本論文の 2.1.1 参照 
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例えば、さまざまな場面――場と人間関係の総称（蒲谷 2011）――において、学習者は

音声表現を用いて自己表現を行っている。面接などで日本語母語話者の候補者と同様の基

準で審査が行われる場面、プレゼンテーションで業務や研究に関する成果をアピールしな

ければならない場面、職場や取引先に情報や指示を伝える場面、金銭に関わる交渉が行わ

れるビジネス場面、顧客にサービスを提供する場面など、学習者が日本社会で活躍する場

面において、音声コミュニケーションが行われることは数えることができないほど多い。

また、日本社会で人間関係が深まっていく中で、お礼、謝罪、哀悼の意を表すさまざまな

音声コミュニケーションの場面に遭遇する。 

また、コミュニケーションは、表現主体と理解主体の両者によって成立するものであり、

場や人間関係によって求められる音声は異なる。前述の「発音矯正」が表現主体としての

学習者の発音のみに焦点を当てていたとすれば、「音声コミュニケーション教育」では、理

解主体としての姿勢、つまりどのように受け入れるかにも焦点が当てられている。例えば、

「聞き手の国際化」という論考が挙げられる（土岐 2010）。つまり、表現主体と理解主体

が相互に理解し合い、表現主体として理解主体にとってわかりやすく伝えること、理解主

体として表現主体の発話に耳を傾けることを通じて、相互が理解し合う姿勢が大事である。

また、学習者が理解主体として、表現主体の音声表現を理解するためにも音声コミュニケ

ーション教育は必要と言える。 

今後も学習者が日本社会において、生きる場そして人間関係は、さらに広がっていくと

予想される。そのような場面において、学習者は、意味伝達はもちろん、場や人間関係に

合う音声表現で自己表現を行い、表したい自分を演出していく権利を持っている。そして、

理解主体に自分が望むとおりに認めてもらい、その中でまた新たな人間関係が構築され、

学習者の活躍の場が広がっていくと考える。同化政策だと批判されていた「発音矯正」と

いう音声教育とは異なり、学習者の自己表現のための音声教育が必要となり、そのときに

必要な「音声コミュニケーション教育」を実施し、学習者の音声学習をサポートすること

こそが、真の音声教育ではないかと考える。 

本研究では、音声コミュニケーション教育という視座に立って、日本語教育という文脈

の中で学習者の音声学習を教師がどのように捉えるべきか、また教師教育という文脈の中

で教師の音声コミュニケーション教育の実践を教師教育者がどのように支えるべきかを考

える。 
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1.1.2 省察が重視される教師教育への転換 

日本語教育における教師教育は、1990 年を起点に「教師トレーニング」から「教師の成

長」への転換が起こったとされる（岡崎・岡崎 1997、横溝 2000）。岡崎・岡崎は「教師ト

レーニング」では「何を、どのように教えるか」が問われる一方で、「教師の成長」では「い

つ、なぜ教えるか」が問われるという。また、「教師トレーニング」では、ベテラン教師か

ら新人教師にモデルとなる教え方を伝授するため、トレーニングを受ける教師の主体性は

あまり意識されていなかった。一方、「教師の成長」では教師の主体性を認め、一人ひとり

の教師が自分なりにシラバスを批判的に捉え、実践し振り返る姿勢が強調される。 

「教師の成長」パラダイムにおける教師の在り方として、「自己研修型教師」（Nunan1989、

岡崎・岡崎 1990）という考え方が理想的であるとされる。自己研修型教師は、他人が作成

したシラバスや教授法を鵜呑みにするのではなく、自分の目の前にいる学習者に合った教

材や教室活動を創造していくとされる。また、自ら行う実践を「『考え、実行に移し、結果

を観察し、改善していく』という過程全体を担う」教師である（岡崎・岡崎 1997 p.16）。

本研究では、岡崎・岡崎の言を援用し、教師は、「音声教育の計画、実行、振り返り、再構

築というサイクル」（千 2017a）をとおして、「自己研修型教師」として「教師の成長」を

遂げていく存在と捉える。 

「教師の成長」において「教師の省察」は欠かせない概念である。飯野（2012）は教師

教育の流れを第一の立場、第二の立場、第三の立場にまとめている。第一の立場は、行動

主義の学習観を背景にしている。何をどのように教えるかが重視され、ベテラン教師のや

り方を模倣して身につけていくとされる。ちょうど「教師トレーニング」パラダイムに当

てはまるが、このパラダイムでは教師の省察は問われない。第二の立場は、認知主義の学

習観を背景としている。「教師の成長」パラダイムに当てはまり、なぜ教えるかという省察

の過程が重視される。しかし、その省察は主に個人の中で完結してしまうことを飯野は問

題視している。そして、第三の立場は、社会文化的アプローチの学習観を背景とする。教

師が所属したコミュニティーの中で他者とのインターアクションをとおして省察が行われ、

教師のみならず構成員や実践コミュニティーも変容していくと捉えたものである。飯野は、

社会構成主義という視座から「教師の成長」パラダイムを論じることの重要性を述べてい

る。 

このように「教師の成長」が提唱されてから、「教師の成長」の中でもすでに一度、認知

主義から社会構成主義へのパラダイムの転換が起こっており、教師教育研究において「教
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師の成長」は目新しい概念ではない。ところが、音声教育をとおした教師教育における「教

師の成長」パラダイム、すなわち教師の省察に関する論は未だにほとんど見られない。そ

の理由として、音声教育の捉え方が「発音矯正」に留まっており、前述したように「発音

矯正」は発音だけに焦点が当てられ、場当たりの指導で済ませてしまう教師が多いことが

挙げられる。そのため、教師にとって「音声教育の計画、実行、振り返り、再構築という

サイクル」（千 2017a）をなかなか経験することができない。 

では、前述した音声コミュニケーション教育という視点から音声教育を捉えた際に、教

師教育の文脈の中でどのような論が展開されていくのであろうか。音声コミュニケーショ

ン教育という視座に立って、音声教育を実践する中で教師はどのような省察を行い、教師

として成長を遂げていくのだろうか。このことを明らかにすることは、今後の教師教育を

文脈とした音声教育に示唆を与えると期待できる。 

 

1.2 問題の所在 

従来の教師教育の文脈の中で、音声コミュニケーション教育は十分に論じられてきたと

は言えない。本節では、その理由を挙げ、どこに問題があるかを示す。音声の性質による

問題（1.2.1）、学習者の発音に対する認識の問題（1.2.2）、教師教育における問題（1.2.3）、

音声教育研究における問題（1.2.4）、教師教育と音声教育における教育観のずれによる問

題（1.2.5）、の 5 点を取り上げる。 

 

1.2.1 音声の性質による問題 

音声の性質による問題を取り上げる。音声の性質による意識化・言語化・表記の難しさ、

そして教育現場における音声の取り扱いの難しさである。 

 

1.2.1.1 音声の意識化・言語化・表記の難しさ 

1.2.1.1 では、音声の性質を 5 つ取り上げ、音声そのものが教師教育において扱われにく

いとされる理由を挙げる8。 

                                                   
8 第 2 章では、音声の捉え方によって日本語教育における教師教育を 4 つ――（1）音声に意

識が向けられていない教師教育、（2）音声の正確さを重視する教師教育、（3）音声より内容

を重視する教師教育、（4）音声を自己実現の手段として捉える教師教育――に分類を試みる

が、どの分類においても、音声は本来そのものが持つ性質によって、教師教育において扱わ

れにくいものとされてきた。 
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（1）音声は省察しにくい。 

（2）音声が含む情報をことばや記号で表すことは難しい。 

（3）音声の特徴を表記するうえで統一性がない。 

（4）音の作り方（調音法）、音が作られる位置（調音点）を表すことが容易ではない。 

（5）音声の特徴を表す音響分析は容易ではない。 

 

（1）に関して、音声を省察しにくいというのは、音声の特徴を観察したり分析したりす

ることが難しい状態であることを指す。音声は、文字言語とは異なり、発声とともに消え

てしまうため、目に見える形で残るものではない。文化庁（1971）は、音声教育の教材や

指導書が現れない理由として、「日常意識して使うことの少ない音声の問題を客観的に捉え

て学習の素材とすることの難しさ」を挙げている。日本語の音声に堪能な母語話者であっ

たとしても、日常生活をとおして常に音声に意識を向けて話したり聞いたりするわけでは

ないので、すぐに音声の特徴を分析できるというわけではない。 

（2）に関して、母語話者にとって音の違いがわかり、発音ができたとしても、その特徴

をことばで説明することは難しい。音声をとおして伝える情報には、言語的情報、パラ言

語的情報、非言語的情報の 3 つ（鹿島 2002）がある。内容の部分に当たる言語的情報は、

音声を聞いてその内容を文字に起こすことは可能である。しかし、音声の高低・強弱・長

短、ポーズなどを記すことは簡単ではない。しかも、感情や心的態度を表すパラ言語情報、

声質を表す非言語情報を表記することはさらに難しい。 

（3）に関して、アクセントを一例として説明できる。アクセントには、さまざまな表記

方法が用いられている。和田（1980）は「東京アクセント体系における〈4 拍名詞の 5 つ

の型〉とその表記法」として、17 種を挙げている（pp.287-285[(8)-(10)]）。しかも、日本

語教科書においても、著者の裁量に任されており、その表記が統一されていない。印刷や

編集のしやすさによって、表記が決められることもある。 

（4）に関して、日本語教師養成講座や日本語教育能力検定試験では、調音法、調音点、

口腔断面図の理解が求められ、教師になるためにはそれらの知識を覚える必要がある。し

かし、土岐（2010）は、音声を伝える要素である「音声記号」や「口腔断面図」などが「万

能ではな」く、書き手と読み手の間に「共通の基盤」が保証されないという（p.32）。つま

り、「音声記号」や「口腔断面図」を使って音声を表したとしても、それを読み取る側がそ
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の知識を持っていなければ無意味である。単音のみならず、韻律の特徴においても、同様

の問題がある。 

（5）に関して、近年、音響分析ソフトの発達により、声の特徴を視覚的に表すことが可

能になった。例えば、スペクトログラムやピッチ曲線を用いて声の特徴や変化を表すこと

ができる。ただし、視覚化された韻律的情報を解釈するためには、読み手側に解釈するた

めの力が求められ、その力を持っていない人にとっては理解が難しいであろう。このこと

に関して、河野（2014）は現役教師が音声学的知識を得ることに当たり、「音声学の用語

は、ふだんの生活で使わない用語が多」く、「口腔内の構造など、理系っぽい」（p.266）

と述べていることを指摘している。より容易な音声の表記法の開発が期待される。 

上記の理由により、音声は教師教育の中で扱われにくいと認識され、教師教育の中で音

声コミュニケーション教育の議論は少なかったと考えられる。また、上記の理由により、

教師には音声に対する苦手意識が生まれやすい。教師教育をとおして、音声を意識化・言

語化・表記する機会を創出する必要がある。 

 

1.2.1.2 教育現場における音声の扱いにくさ 

音声は、文法、語彙、表記、待遇などの諸領域と関連しているにもかかわらず、ほかの

領域に比べて教育現場における指導において扱いにくいとされる。日本語教育現場におけ

る音声の扱いにくさを、以下の 3 点を観点に論じる。 

 

（1）音声の意識化・言語化・表記の難しさ（1.2.1.1）が教育上にも現れる。 

（2）学習者にとって音声の意味づけはそれぞれ異なる。 

（3）学習者が置かれている学習環境はそれぞれである。 

 

（1）に関して、音声言語は文字言語とは異なり、視覚化されたものとして残らない。教

師が学習者の発音を聞いて気になった部分があったとしても、教師がその音声をそのまま

再現したり言語化したり表記するには限界がある。さらに、一度に多量の音声が流された

場合に人間の記憶にどこまで残っているかという問題がある。 

（2）に関して、学習者それぞれが目指す自己表現や音声学習の到達目標は異なる。自己

実現の手段として音声および音声学習を捉えたときに、その自己実現の意味づけは、学習

者自身によるものである。同じ教室の中で、自己実現の手段としての音声および音声学習
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の捉え方が学習者によって異なると、教師には何を基準にして、どのような目的で日本語

の音声教育を取り入れていくかという判断が求められる。 

（3）に関して、教室を学習者の音声の自律学習をサポートする場であると捉えたとき、

学習者がどのような環境で音声学習を行うかはそれぞれ異なってくる。教室の中で学習者

全員に向けてサポートを行うときには、学習者ごとに自律的な学習の場の環境が異なるこ

とを考慮する必要がある。近年はインターネットの普及により、いつでもどこでもインタ

ーネットを用いて音声学習を行うことが可能ではあるものの、国や地域によって学習環境

が異なる可能性がある。優れたインターネット環境を持つ日本で音声の自律学習のツール

を知った留学生が、国や地域に戻ったときにも支障なくその音声学習ツールを使えるかど

うか、考慮される必要がある。 

 

1.2.2 学習者の発音に対する認識の問題 

日本語教育現場では、たびたび次のような言説があり、学習者の発音に対する理解主体

の寛容が求められるようである。 

 

（1）理解主体である日本語母語話者が寛容な態度で多様な発音を聞き取るべきである。 

（2）ネイティブレベルの発音を強要するのは、日本統治時代の同化政策であり、多文化

共生社会を目指す今の日本語教育には相応しくない。 

（3）英語には、国や地域によって発音のバラエティがあるように、日本社会においても

さまざまな学習者の発音をそのまま受け入れ、日本語として認めるべきである。 

 

これらの言説に対して、筆者は次のように考える。 

 

1.2.2.1 寛容の意味 

（1）「理解主体である日本語母語話者が寛容な態度で多様な発音を聞き取るべきである」

いう言説について、言語教育における寛容の意味を考えてみたい。 

土岐（2010）は、理解主体に寛容を求める現状について批判的に捉えている。土岐は、

1970～80 年代の言語教育理論による施行が流布するようになってから、音声教育は一部

でいっそう否定的に扱われるようになったことを指摘している。 

 



11 

多様化社会の現状を踏まえて、いろいろ音声特徴には寛容であるべきであって、

画一的に押し込めるべきではないとも言う。その結果、教師の中には、文法や音

声の「些細な誤り」は無視しても良いと考え、そのままにする例も現れたという

（高見澤 1989）。いずれも、一面では最もな意見である。こういう考えが本当に

世の中全体に広がっていれば理想的である。しかし、こういう考えがいかなる言

語の世界でも押しなべて通用するのかと言えば、一概にそうとも言い切れないと

ころがあろう。（pp.224-225） 

 

土岐は、学習者のいろいろな音声特徴に「寛容であるべき」という考えを「理想的」だ

と捉えつつも、現実社会ではそういった寛容な考えが通用しないときもあることを指摘し

ている。現実社会がすべて寛容な考えで学習者の発音を聞き取ってくれれば、確かに音声

教育は必要ないかもしれない。 

また、土岐は、「音声特徴には寛容であるべき」という言説の発信源は、英語教育の世

界であったという。それは、「環境の違いによって醸し出されたアメリカ英語、オーストラ

リア英語、シンガポール英語などの名称で呼ばれる言語集団が（中略）それぞれが肥大化

し、自己主張を始めたのである。」（p.225）という。そもそも世界に広がった英語を母語

として使う人の英語の音声特徴と、日本語を母語としない学習者の音声特徴を同船上にお

いて比較することはできないが、筆者がここで強調したいのは、アメリカ英語、オースト

ラリア英語、シンガポール英語などが「自己主張」としての言語・文化の特徴を表してい

るという点である。この点を日本語に適用してみると、もし学習者が自分の出身地域の言

語・文化、また日本社会で見せたい自分のアイデンティティを表すために、外国語訛りの

日本語を使うのであれば、それは「自己主張」として問題ないと思う。だが、教師を含む

理解主体が「音声特徴には寛容であるべき」という言説を主張し、「外国人訛りの日本語発

音であっても内容がわかればよくて、音声教育は必要ない」という教育観と押しつけたり、

学習者の音声学習における目的や到達目標に線引きをしたりしては、学習者が「自己主張」

したがる自分の表したいイメージやそれに合う音声の学習に対する欲望は、実現されなく

なるのではないか。 

そもそも寛容は、誰によって決まるのであろうか。寛容の意味は、『日本大百科全書』
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において、次のように定義される9。 

 

特定の宗教、宗派やその信仰内容・形式を絶対視して他を排除することなく、異

なった立場をも容認すること。寛容される側からすれば信教の自由に相当する。

寛容は単に個人の徳目（心の広さ）ではなく、むしろ社会的な次元にかかわり、

宗教と政治ないし国家との接点で生じてくる問題である。歴史上、寛容もその反

対の非寛容も多くの実例があるが、一般に同一の社会（地域）内に複数の宗教が

並存するようなところでは寛容の傾向が強く、いずれかの宗教が優位にある場合、

非寛容への条件が与えられているといえよう。アジア地域では概して異宗教が共

存することが多く、寛容が通例であった。これに対し、古代ローマ帝国の遺産を

受けて成立した中世以後の西欧では、キリスト教会が唯一の正当性を主張し、異

端や異教徒への非寛容が続いた。西欧において近代的な寛容（信教自由）の原則

が定着するのは、ほぼ啓蒙（けいもう）主義の時代（18 世紀）以後のことである。 

 

寛容ということばの派生は、キリスト教徒が自分たちとは異なる信仰や不信仰に対して

認めるというところにある。「寛容」という考えは、「優位」であるものがそうでないもの

に対して持つ考え方であり、理解主体による表現主体に対する一方的な理解である。つま

り、さまざまな日本語の発音を寛容の態度で受け入れるというのは、日本に在住する母語

話者による、優位性の低いとされる非母語話者の受け入れ態度を示す。非母語話者が母語

話者の発音を寛容のある態度で受け入れるという表現はあまり聞かない。むしろ、どの立

場にとっても等しい表現または考えを用いるべきであり、必要な姿勢は、寛容ではなく多

様な発音を認め合う「尊重」かもしれない。そして、尊重すべき対象は、よりわかりやす

い発音で自分の言いたいことを伝えようとする日本語非母語話者の音声学習に対するニー

ズや到達目標ではないだろうか。 

また、寛容は英語で tolerance と訳されるが、我慢、忍耐という意味を含んでいる10。

学習者にとって音声学習の機会が与えられれば、よりわかりやすく伝わりやすい発音で、

表現主体と理解主体両方がコミュニケーションを取っていくことが可能になる。学習者に

                                                   
9 JapanKnowledge Lib『日本大百科全書（ニッポニカ）』“寛容”の項（2017 年 12 月 4 日参

照） 
10 JapanKnowledge Lib『小学館ランダムハウス英和大辞典』“tolerance”の項（2017 年 12

月 4 日参照） 
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とって理解主体となる母語話者に自身の発音を聞くことを耐えさせ、我慢させようとする

思いはないのではないだろうか。一方が一方を我慢させるという関係性では、両者の関係

が等しいとは言えない。学習者は、日本語母語話者によって「寛容のある姿勢で理解され

るべき存在」と見なされるべきではない。自分の発音を磨き、よりわかりやすい発音で自

分を表現したいと思う学習者にとって、音声教育を行う必要がある。 

 

1.2.2.2 同化政策 

（2）「ネイティブレベルの発音を強要するのは、日本統治時代の同化政策であり、多文

化共生社会を目指す今の日本語教育には相応しくない」という言説について、そもそも言

語教育における「同化」とは何か考えてみたい。また目指すべき音声の学習目的や到達目

標は誰によって決まるのか。ここでは、同化の意味と、音声学習の目的の決定主という 2

つの観点から、上記の言説に対して反論する。 

まず、そもそも言語教育における「同化」とは何か。宮崎（2009）は、「同化は、言語

習得の過程において、『敢えて避ける必要のないプロセス』として受け入れる立場に同意し

たい」と自らの立場を示したうえで、「同化・共生は相反する二項対立的概念として捉える

べきではなく、相即不可分の関係にある」という見方を示している。 

また、宮崎は Lo Bianco et. al（1999）の Third Place という概念を引用し、新たな捉

え方を示している。Lo Bianco の Third Place は、次のような趣旨で作られた概念である。

（1）学習者自身の母文化で培われ、自らのアイデンティティを形成した場を First Place

とし、（2）目標言語文化圏である Second Place を示したうえで、（3）主体的な学習者の

座標軸を構築しながら Firstでも Secondでもない Third Placeを模索するという作業が重

要である。宮崎は、Lo Bianco の Third Place という概念を引用しながらも、Second Place

を完全排除しては Third Place の意味合いもなくしてしまうと指摘している。 

 

同化のプロセスである“Second Place”（目標言語文化）への接近なくして、Third 

Place（学習者による主体的な位置）の構築は望めないと考える。学習者は、同化

のプロセスの中で、自らの立ち位置を変容させながら、新たな座標軸を求める作

業も同時に行っていることを認識するのではないだろうか。同化を経て、どのよ

うに自らの軸足を定めるかという課題を考察する力を養う必要がある。（p.170） 
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宮崎は、「同化のプロセス」の中で、学習者が「自らの立ち位置を変容させ」ること、「新

たな座標軸を求める作業」を同時に行っていくことが重要だという。つまり、第二言語や

外国語学習において、目標言語の文化内で求められる社会的規範、音声でいうとアクセン

トの意味弁別技能やイントネーションによる気持ちを伝える技能を学びつつも、その中で

学習者が掲げる表したい自分のイメージに合わせて音声の学習目標という「新たな座標軸」

を自ら構築していくのである。「同化」、つまり「ネイティブレベルの発音」は、目標言語

文化をより理解するために示される道しるべとして捉え、その里程標の先にある音声の特

徴を十分理解したうえで、学習者自ら掲げる「新たな座標軸」に向けて、音声学習が行わ

れていく必要がある。 

次に、上記の主張をする教師は、学習者を自律的な表現主体として捉えているだろうか。

日本統治時代の日本語教育は他律によるものだったとすれば、現在における日本語教育は

自律によるものである。現在の学習者は、誰かによって強圧的に日本語を学んでいるわけ

ではない。自らの意志によって、自ら掲げた目標を達成するために日本語を学んでいるの

である。 

日本社会を生きる表現主体としての学習者は、自分の思考能力、学習能力、業務能力、

コミュニケーション能力を総合的に培っていくために、日々努力する。それに伴って、日

本語能力も培われていく。日本社会の中を一構成員として努力を重ねて生きるうえで、教

室の中の学習者としてではなく、自分の考えていること、勉強してきたこと、経験してき

たことなどを、組み合わせて表現主体として自分自身を表現していく。その際に、音声は

コミュニケーションにおける手段となる。自分が考えたこと、努力したこと、またその成

果を見せるうえで、わかりやすく伝えやすい発音を駆使して、自分が表したいことを表現

していく。つまり、自己表現の手段として音声を捉えることができる。 

我々は人間として向上心を持っており、それは他律によるものでなく、自律によるもの

である。本研究では、音声コミュニケーションにおいて、音声は自己実現の手段であり、

そのために音声教育は必要だという立場を取る。自己実現とは、「人の自己充足への願望、

すなわちその人が潜在的にもっているものを実現しようとする傾向」（マズロー1970/1987 

p.72）を指す。学習者が備えている能力を磨き、夢や目標に向かって努力し、遂げていく

ことは自己実現である。音声コミュニケーションにおいて、学習者は自分の価値観、知識、

努力の成果などを、音声を媒介として伝えていく。こういった自分が掲げた夢や目標に向

かって、表したい自分を表現する手段として、音声は位置づけられ、そのために音声教育
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の意義は存在する。他律による同化政策と、音声教育を同じ脈絡で捉えるのは望ましくな

く、音声教育は学習者の自律による目標設定や学習という脈絡で捉えるべきである。 

 

1.2.2.3 発音のバラエティ 

（3）「英語には、国や地域によって発音のバラエティがあるように、日本社会において

もさまざまな学習者の発音をそのまま受け入れ、日本語として認めるべきである」という

言説について考えてみたい。英語には、イギリス英語、アメリカ英語、オーストラリア英

語、フィリピン英語、シンガポール英語、インド英語など、さまざまな英語が存在してい

る。様々な英語があるように、日本語にもさまざまな日本語があってよいという考えがあ

るようである。この考えは、「外国人訛りの日本語発音であっても内容がわかればよくて、

音声教育は必要ない」という教育観と一脈通じるところがある。音声学習の到達目標が他

律によって決められるか自律によって決められるかという側面から、これらの言説や教育

観について考えてみたい。 

まず、日本語と英語を比較した土岐（2010）の論考を紹介する。土岐は、このような主

張について、「発信元自体の実績や日本語社会の規模や実情を考慮せずに、そのような考え

をそっくり鵜呑みにして、学習者に対して一方的に主張し続けることには、いささか疑問

をおぼえる。」（p.226）と批判している。そもそも英語におけるバラエティが生まれた背

景には、イギリスの植民地時代の歴史が存在する。そのような背景を考えると、前述した

とおり、他律による言語政策が作用していることがわかる。しかし、学習者自ら掲げる言

語学習の目標は、言語政策とは異なるレベルで考えるべきである。また、土岐は「上層社

会で使われている英語とそれ以外で使われている英語には、明確な違いがある。」（p.225）

と指摘している。所属したコミュニティーおよびその中で構築されるアイデンティティに

よって、その人が掲げる音声学習の目標は変化する。他律ではなく、学習者自らそういう

目標を掲げていくことを考えると、さまざまな日本語の発音があっていいという主張は、

学習者一人ひとりの夢や目標を考慮したうえでの主張なのか疑問が残る。 

次に、アイデンティティを表す戦略的な手段として、発音が用いられる場合もある。戸

田（2011）は、自身の体験を振り返り、英語発音への意識が変容した経験を述べている。 

 

社会における新参者であることを他者にアピールするために、敢えて日本語訛り

の英語発音を使っていた。それは筆者にとって他者依存を示す協力要請のストラ
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テジーでもあった。その後、（中略）オーストラリア社会の構成員としての自覚が

目覚め、英語の発音が変化した。（中略）意識的にオーストラリア訛りの英語を話

すことが多かった。（中略）専門外国人として、研究や教育について母語ではない

英語で話すとき、前述のように同情を得るための日本語訛りでも、不必要に媚び

た印象を与えかねないオーストラリア訛りでもない、自分を表現するための発音

を改めて意識するようになっていった。（中略）筆者にとって英語の発音と意識の

変容は、オーストラリア社会における自己の成長とアイデンティティに密接に関

わるものであった。（p.62） 

 

戸田は、オーストラリア社会における本人の属性に合わせて、英語の発音を変えていく

ストラテジーを取っていたという。（1）オーストラリア社会における新参者としての自己

表現のために、敢えて日本語訛りの英語の発音で話していたこと、（2）オーストラリア社

会の構成員としての自覚により、オーストラリア訛りの英語を話していたこと、（3）専門

外国人として、自分を表現するための発音を意識するようになったこと、という 3 つのス

テップの変化を述べている。 

そして、戸田（2011）のエピソードでは、オーストラリア社会における自己の成長とと

もに英語の発音にも変化があった。理解主体にどう思われたいかというより、表現主体と

して自分をどう表現したいかに視点が移っていることがわかる。日本語教育においても、

日本社会の一員として生きる人材が増えつつあり、彼らは日本社会において重ねてきた努

力の成果として得た自身の属性とともに、表現したい自分はさまざまであり、学習者とし

てのアイデンティティを押し続けるよりは、専門人材としての表したい自分のイメージが

存在するのではないかと考える。そこで、表したい自分のイメージに合う発音で自己表現

を求めている学習者は当然、存在するのである。 

一方、日本社会において、外国人っぽい日本語を敢えて演出する場合もある。例えば、

日本で活躍する韓国人俳優や歌手は、韓国出身であることが売りであるため、敢えて韓国

語訛りの日本語発音を使うことがある。このことに関しては、岩崎（2015）の論考におい

て、日本社会で活躍する非母語話者の音声戦略でも明らかになっている。マネジメントの

会社の人やファンの立場では、彼らの韓国語訛りの日本語発音を望んでおり、韓国人歌手

はそういった自分に求められるアイデンティティに合わせた発音を戦略的に用いている現

状がわかった。岩崎の研究から明らかになってはいないが、仮にその韓国人歌手が日本在
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住してから歳月が経ち、日本語が上達するにつれ発音も上達したとしても、もしかしたら

歌手として活動をするときには、敢えて韓国語訛りの日本語の発音を使い続ける可能性も

ある。 

このように、学習者は自分のアイデンティティを表すために戦略的に発音を使いこなし

ている。表したい自分のイメージに合わせて発音を駆使したいという学習者にとって、そ

の学習目標は学習者が自ら掲げるものである。冒頭で問題提起した、さまざまな日本語が

あってよいとか、「外国人訛りの日本語発音であっても内容がわかればよくて、音声教育は

必要ない」という主張は、学習者の表したい自分のイメージ、それに近づこうとする努力

や向上心を軽んじているのではないだろうか。 

 

1.2.2.4 教師は寛容でいていいのか 

上記における学習者のさまざまな発音に対する寛容を主張するのは、教師にも多くいる

ようである。しかし、教師は寛容でいていいのだろうか。教師の役割に焦点を当てて、寛

容に対する教師の取るべき姿勢について考えたい。 

土岐（2010）は、教師の役割を「日本語社会への橋渡し」としながら、学習者が発音に

よって被る可能性のある不利益について触れている。 

 

自分自身の置かれた情況や自己の目標設定によって音声教育を必要だと考えて 

いる学習者が、現に被る、あるいは近い将来被るかもしれない不利益に対してど

う責任が取れるのであろうか。その時、学習者の前に、その教師たちの姿はもう

ないのである。（p.226） 

 

日本語でコミュニケーションを取るうえで、さまざまな人間関係や場において学習者は

発音が原因となって不利益を被ることも否定できない。自分の教え子が教室外における日

本社会において発音による不利益を被ったとき、教師としてのサポートは行わず、そうい

う評価を下している日本社会を批判するだけでは、何も変わらない。学習者が日本社会を

生きるうえで、不利益を被らず、これまで培ってきた思考能力、学習能力、業務能力、コ

ミュニケーション能力を適切に表現していく際に、それらを支える音声学習のサポートを

しなければならない。 

教室内で教師が学習者の発音に対して寛容な態度を取るとしたら、それは教室外でどれ
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だけ通用するのであろうか。ここでは、筆者が経験したエピソードを紹介する。東京都内

の某大学内に位置するコンビニエンスストアで目撃したことである。授業と授業の間の利

用客が集中する休みの時間に、レジの周りには、商品の注文、計算、弁当の温め、商品の

手渡しなどで非常に混んでいた。このコンビニエンスストアは、利用客が集中する時間に

なると、中央のレジ（a）とともに、通路を挟んで少し離れたところにレジ（b）を増設す

る。筆者が利用したとき、レジ（b）には、外国人留学生に見えるアルバイト生がいた。

そのアルバイト生に利用客がコーヒーを注文したとき、アルバイト生はレジ（a）にいる

同僚に向けて「すみません」と呼びかけ始めた。しかし、アルバイト生の発音が同僚に届

かず、4-5 回「すみません」を繰り返していた。声の音量はそれほど小さくなかった。発

音が同僚に届かなかった原因として、「すみません」の一つひとつの音の要素が日本語とし

て聞き取りにくい発音になっていたことが挙げられる。その間、レジ（b）の列に並んで

いた利用客は、レジ（a）の列に移動し始めた。 

大学の休み時間 10-15 分の間に素早く買い物を終わらせ、教室へ移動するため、利用客

は急いでいる。利用客は自分が注文した商品を素早く手に取って移動したがる。そもそも

効率的な買い物のためにコンビニエンスストアを利用しており、迅速性と正確性が求めら

れる場面である。自分が注文した商品がいかに迅速かつ正確に手に入ることを求め、利用

客にとっては、レジ（a）の列に並び直したと考えられる。 

教室外ではこういった厳しい現実社会が存在する。にもかかわらず、音声は気にしなく

ても、気持ちがあれば伝わるとか、感情を表す表現は世界共通だから学ばなくてよいと唱

える教師がいるようである。土岐（2010）が指摘したように、留学生のアルバイトが職場

にいるときに、教師はその場に存在しない。日本社会において一構成員として働いている

学習者は、教室での教師の寛容な態度を果たして望んでいるだろうか。教師の役割が「日

本語社会への橋渡し」（p.227）であるなら、学習者にどのようなサポートをすべきであろ

うか。 

日本語におけるコミュニケーションに役立つ音声が規則的に存在しているならば、学習

者は表現主体としてそれらの音韻知識を学ぶ権利がある。コミュニケーションにおいて意

味が伝わりやすい音声を身につけさせるため、音韻知識を指導し、日本社会の一員として

劣る評価を受けることがないようサポートするのが教師の役割ではないだろうか。 
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1.2.3 教師教育における問題 

教師教育における問題として、コミュニケーションと音声の関連づけが欠如しているこ

と、音声教育に関連した実践が欠如していることが挙げられる。 

 

1.2.3.1 コミュニケーションと音声の関連づけの欠如 

音声教育は音声コミュニケーションという文脈の中で考えられているというより、音声

だけを切り取った形で扱われている。音声科目の内容は、音声学の知識を習得する形の教

育に片寄っている。それゆえ、音声は教師になるための条件11を満たすために暗記する知

識だという認識が強い。その背景を探るために、文部省（1985）および文化庁（2000）の

政策に見られる音声の位置づけに注目する。 

1985 年にはじめての教師養成における指針として「日本語教員の養成等について」（文

部省 1985）が報告された。教師に必要な知識・能力は、「日本語の構造に関する体系的、

具体的な知識」「日本人の言語生活等に関する知識・能力」「日本事情」「言語学的知識・能

力」「日本語の教授に関する知識・能力」などのカテゴリーからなる。そのうち、音声は「日

本語の構造に関する体系的、具体的な知識」のカテゴリーに入っている。 

教師教育のパラダイムシフトに伴い、2000 年には新たな指針として「日本語教育のため

の教員養成について」（文化庁 2000）が報告された。この指針は、コミュニケーションを

核とし、「社会・文化に関わる領域」「教育に関わる領域」「言語に関わる領域」の 3 つの

領域からなる。さらに、3 つの領域の区分として、「社会・文化・地域」「言語と社会」「言

語と心理」「言語と教育」「言語」の 5 区分が設けられている。そのうち、音声は「言語」

のカテゴリーに入っている。 

上記の 2 つの政策から、音声は、「日本語の構造」（文部省 1985）を構成する要素および

「言語」（文化庁 2000）そのものとして位置づけられていることがわかる。だが、1.1.1

で述べた音声教育における転換を考えると、2000 年に入っても音声は「言語」そのものと

してしか認識されておらず、政策においてすら音声は日本社会の中でコミュニケーション

と関連づけられていない。前述したとおり、音声教育の捉え方として、「発音矯正」から「音

声コミュニケーション教育」へと転換が起こった。また、学習者は日本社会の中で表現主

                                                   
11 日本語教師になるためには、主に 3 つの条件のうちいずれかを満たすことが求められる。（1）

大学における教員養成課程の履修、（2）日本語教師養成機関の 420 時間の講座の履修、（3）

日本語教育能力検定試験の合格。 
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体および理解主体として音声コミュニケーションを取り、人間関係や場に合う音声表現を

とおして自己を表現し、延いては日本社会における一構成員として自己実現を成し遂げて

いく者とされる。このような音声コミュニケーション教育の捉え方から音声教育を考える

と、音声を「言語」そのものに限定せず、「言語と社会」や「言語と教育」のカテゴリーの

中にも位置づけるべきである。教師になるための条件の中には、音声を単なる言語の要素

としてだけでなく、コミュニケーションの中で捉え、音声が持つ役割を社会的文脈と関連

づけて認識できるように、問い直しが必要である。 

また、「教師の成長」パラダイムという文脈から音声を見ると、教師養成に関する政策の

改訂において、「いつ、なぜ教えるか」という問いが欠けていることが指摘できる。音声を

言語そのものとして捉えるだけでは、従来の教師教育における音声科目のように、音声学

をとおした日本語の言語構造の理解で終わってしまう。 

音声コミュニケーション教育を展開していくためには、音声の捉え方の見直しが政策の

中から検討される必要がある。なぜなら、政策は多くの教師養成機関の指導方針やカリキ

ュラムが形成されるうえで関わっているからである。日本社会と関連づけて音声教育を行

う理由を考え、教師として自分なりの音声に関する教育観、つまり音声教育観を持てるよ

うに教師教育の捉え直しが必要ではないか。教師になる前も、また現職教師になってから

も、音声教育について学ぶ機会は少ない。そのため、音声教育というと、教師養成時に経

験した音声学の理論的知識を暗記するというイメージを持っていたり、苦手意識を持って

いたりする教師が存在する。教師養成における政策において、音声の捉え方の見直しが至

急な課題であると言える。 

日本語教育の政策の中で、コミュニケーションの中で音声を捉える必要があり、学習者

が日本社会の中で音声コミュニケーションを取って、自己表現を行い、延いては自己実現

を成し遂げていくことを再認識する必要がある。また、教師にとって「いつ、なぜ音声教

育を行うか」という音声教育の目的が問われる機会が設けられる必要がある。つまり、音

声教育を言語そのものとしての知識習得で終わらせず、音声をコミュニケーションまた社

会的文脈の中で捉え、音声コミュニケーション教育の在り方を考える機会が必要である。 

 

1.2.3.2 音声教育に関連した実践の欠如 

1.2.3.2 では、教師教育において、音声教育に関連した実践が欠如していることを、（1）

教師養成へのサポート、（2）現職教師へのサポート、という観点から指摘する。 
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1 点目に、教師養成における実践の制度である教育実習において音声教育が欠如してい

ることが挙げられる。1.1.2 で紹介した「自己研修型教師」（Nunan1989、岡崎・岡崎 1990）

として成長するために求められるサポートの場として、教育実習が挙げられる。教育実習

は、1985 年の文部省の指針では「日本語の教授に関する知識・能力」、2000 年の文化庁の

指針では「言語と教育」というカテゴリーに含まれており、昔も今も教師教育においては

重視される。教師養成のカリキュラムは、言語学系科目、日本語学系科目、教授法系科目

などの理論科目を履修した後、教育実習を行うという流れが一般的である。しかし、これ

らの教育実習のシラバスには、文型シラバスや場面シラバスを採用することが多く、音声

に着目したものは見られない。そのため、音声学に関する理論的知識は身についたとして

も、「音声教育の計画、実行、振り返り、再構築というサイクル」（千 2017a）を経験する

機会が設けられていないという結果が起こり得る。 

現行の教師養成制度では、音声教育を経験する機会が設けられておらず、現職の教師に

なってから個人の裁量に任せて音声教育が行われることになる。しかし、文法や文型に関

しては教育実習をとおして指導の経験を身につける反面、音声に関しては実際にどのよう

に指導するかという経験を身につける機会が設けられていないというのはなぜだろうか。

その理由として、教師養成制度において、音声教育は「発音矯正」として捉えられており、

教育実習をとおして計画的・体系的に学ぶものとして認識されていないことが考えられる。

しかし、「音声コミュニケーション教育」という視点での音声教育を展開していくためには、

実践をとおして音声コミュニケーション教育の実態を体験する必要があり、そのためには

音声に特化した教育実習、あるいは従来の教育実習の中に音声教育を取り入れることが望

ましい。 

2 点目に、上記の問題は教師養成カリキュラムのみならず、現職の教師にとっても「音

声教育の計画、実行、振り返り、再構築というサイクル」（千 2017a）を経験するための

支援は不十分である。さらに、音声に関する実践的知識がないまま教師として独り立ちす

ると、教育現場で音声教育を取り扱いにくくなる。多くの日本語教育現場では、文型シラ

バスが中心で、カリキュラムの中に音声教育は盛り込まれておらず、必要に応じて教師の

裁量に任される。多くの教師は、モデル音声を提示し、学習者に繰り返してもらうという

オーディオリンガル法を採用しているようである。しかし、実践的な知識のないまま、オ

ーディオリンガル法の指導を行っても、音声教育をとおした教師の成長は期待しにくい。

そのため、現職教師になってからの音声教育支援も視野に入れて改善していく必要がある。 
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このように、教師養成の段階のみならず、現職の教師になった段階においても、音声教

育の実践の場が少なく、実践から得られる知識（以下、実践的知識）を身につける教師教

育の場が設けられていない。教師教育において音声教育に関する支援制度を整える試みを

せず、ただ教師の裁量に任せるのは、問題である。実践をとおして、音声教育の目的、シ

ラバス、指導内容、やり方を考え、「音声教育の計画、実行、振り返り、再構築というサイ

クル」（千 2017a）を体験的に学ぶ必要がある。教師教育の制度や内容に、音声教育に関

する実践的知識を学ぶ機会を取り入れることを検討しなければ、音声教育をとおした教師

の省察は期待しにくい。 

 

1.2.4 音声教育研究における問題 

音声教育をとおした教師の省察に関する実践研究の報告や成果は、日本語教育の諸領域

の実践研究の中でも最も少ない。また、研究の内容にも次のような問題がある。 

 

（1）音声教育をとおした教師の省察の中身が論じられていない問題 

（2）音声教育観が十分問われていない問題 

（3）音声教育をとおして得た実践的知識が具現化されていない問題 

 

1.2.4.1 音声教育をとおした教師の省察の中身が論じられていない問題 

（1）について、音声教育をとおした教師の省察の中身は見られない。近年、音声教育に

おける「教師の成長」を訴え、音声教育の実践をとおした「自己研修型教師」に言及する

文献（磯村 2009、小河原・河野 2009、河野 2014）が増えてきており、教師の省察が注目

されている。河野（2014）では、「音声教育を通して、生身の人間である、教師の役割を

考えてみよう。」（p.280）、「音声教育の発展のために重要なのは、教授法の開発などだけ

ではなく、教師自身の成長であることを自覚しよう。」（p.284）と教師へ呼びかけている

様子が見て取れる。しかし、音声教育をとおした教師の成長は何か、その中身は論じられ

ていないようである。教師それぞれが持っている教育現場が異なっていることから、一人

ひとりの教師が音声教育をとおして得た学びや省察は異なると予想される。そのため、実

際に教師が音声教育の実践をとおしてどのような学びを得て、省察していったか、さまざ

まな現場からの記述が必要であり、その学びを発信することで、音声教育をとおした教師

の省察の中身が具現化する。今後、音声教育をとおした教師の省察に関する報告や研究成
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果を積み重ねていく必要がある。 

 

1.2.4.2 音声教育観が十分問われていない問題 

（2）について、日本語教育実習生や教師が音声教育を行うにあたって、どのような音声

教育観を持っているか言及されていないのは問題である。すなわち、なぜ音声教育を行う

か、または学習者にとって音声学習がどのような意味を持つかなどの根本的な問いが抜け

ている問題である。音声教育の実践フィールドにおける日本語教育実習生の学びに着目し

た研究が存在する（鮎澤ほか 2010、鮎澤 2012）。これらの論考は、日本国内の日本語教育

実習生が海外の教育現場に赴いて教育実習を行ったものや、来日した学習者を対象に教育

実習を行ったもので、教育実習の中に音声教育を取り入れた興味深い研究である。音声教

育の実習を行うための教材作成や振り返りによる日本語教育実習生の学びについて述べら

れている。ただ、指導内容は、音声そのものの指導であって、コミュニケーションの中で

音声をどのように捉えているか、音声教育を行う理由は何かという問いが日本語教育実習

生に問われているかどうか、不明である。日本語教育実習生にとって「何をどう教えるか」

という技術的な学びのみならず、「なぜ音声教育を行うか」つまり音声教育観12にも着目す

る必要がある。日本語教育実習生が自分自身に「なぜ音声教育を行うか」を問うことで、

指導実践が学習者にとってどのような意味をもたらすか、その意味を果たすために教育実

践の内容はどのように評価できるか、など自身の指導実践を省察する機会に繋がる。その

ために、日本語教育実習生にとって、技術的な学び以上の効果をもたらすことができるだ

ろう。 

また、小河原・河野（2002）は、音声教育を行っていない教師が、音声教育を行わない

理由について報告している。この報告はなぜ教師が音声教育を行わないのかその理由を探

り、より音声教育が実践できるようになるための方案を考えるうえで役立つ視点である。

ただ、それに加えて、音声教育を行っている教師が「なぜ音声教育を行うか」という音声

教育観にも着目した研究が積み重ねられていくことで、今後の音声教育の研究の発展に示

唆が得られるだろう。 

                                                   
12 教育観とは、教師が持っている教育に対する考えや信念を指しており、教育実践に影響を及

ぼす。例えば、正しい音声を聞いてその音声を声に出して何度も繰り返すことで、正しい発

音が身につけられるという教育観を持っている教師は、教師自身の発音または CD の音声を

学習者に何度も聞かせ、それを繰り返し発音してもらうという教育実践を行う。音声教育観

は教育観の一部であり、音声に特化した教育観を指している。（1.3.1 定義参照） 
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1.2.4.3 音声教育をとおして得た実践的知識が具現化されていない問題 

（3）について、音声教育の実践を行うことで、その経験から日本語教育実習生や教師が

得た知識に関する言及が少なく、音声の実践的知識は何か明らかにされていない。音声教

育の目的、方針、目標を実現させるシラバスや指導内容、やり方など、音声教育の指導に

関する実践的知識、それに関する議論は非常に少ない。また、「音声教育の計画、実行、振

り返り、再構築というサイクル」（千 2017a）を記述した研究が少ない。実践的知識は、

音声教育を計画立てる過程、実践した内容を振り返り、その省察によって再構築していく

サイクルを詳しく記述する中で浮き彫りになるのではないかと考える。このような実践的

知識は、教育現場や参加者によって異なってくる可能性はあるものの、それらの知識が積

み重なっていけば、共通した音声教育ならではの実践的知識も発見できるだろう。 

以上の点から、従来の音声教育研究において、教師の省察、音声教育観、実践的知識が

注目されていないのは問題である。 

 

1.2.5 教師教育と音声教育における教育観のずれ 

これまで日本語教育において、「教師の成長」という教師教育パラダイムの中で、音声教

育が捉えられてこなかったことには、教師教育および音声教育における教育観の捉え方の

ずれが存在する。教師教育における教育観のずれと、音声教育における教育観のずれを取

り上げる。 

 

1.2.5.1 教師教育における教育観のずれ 

「教師の成長」パラダイムの捉え方は、学習観や教育観、および教育実践の立場によっ

て、異なってくる。1.1.2 に述べたとおり飯野（2012）は、日本語教育の実践を三つの立

場に分類している。第一の立場である行動主義の学習観は、「教師トレーニング」と関連し

ており、教師が持つ資質や能力を獲得していくことを教師の成長と見なしている。第二の

立場である認知主義の学習観は、「教師の成長」概念の登場と重なり、教師の成長過程、成

長要因、成長を促す方法、教育観の変容を捉えた教師教育の研究に影響している。だが、

飯野はこれらの研究は教師の内面の変容のみが着目されていると批判し、第三の立場であ

る社会文化アプローチの学習観に立って、教師が関わる複数のコミュニティーにおける他

者とのアイデンティティの交渉、関係性の変化、コミュニティーの変容を、複数の異なる
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立場の教育実践との関係から、包括的に捉える必要があると唱えた。飯野は、第三の立場

を「客観的に存在する確固とした日本語を、個人が頭の中に知識や技能として獲得してい

くとする、行動主義や認知主義の学習観、および構成主義を批判的に捉える、社会文化的

アプローチの学習観および社会的構成主義に立つもの」（p.9）と定義している。 

ところで、こういった学習観や教育観の対立は、音声教育と「教師の成長」の溝をより

深めたようである。「教師の成長」パラダイムは 1990 年から転換が行われており、教師教

育研究において目新しい概念ではない。しかし、「教師の成長」パラダイムにおいて、音声

教育が積極的に論じられることはなかったように読み取れる。その背景には、多くの教育

現場において音声教育は「発音矯正」に留まっており、教師の発音を真似て何度も繰り返

して発音することで、「正しい音声」を身につけていくとされる音声教育を、行動主義の副

産物として捉える認識が存在する。そのような認識は、社会的文脈の中で他者とのコミュ

ニケーションの中から内容を理解することが重要であり、正解は一つだけではなく構成員

によって構築されていくものだという学習観や教育観を持つ教師によって批判の的とされ

やすい。 

しかし、音声コミュニケーションという観点から捉えると、それは決して学習者が一方

的に「正しい音声」に向かって近づいていくものではない。表現主体および理解主体であ

る他者とのインターアクションの中で、日本語の音声表現で学習者は自己表現を行い、他

者とコミュニケーションを取る中で学習者は日本社会の一構成員としての存在意義を形成

していく。どの社会に所属するかによって、また、自分がどのような印象を他者に与えた

いかという学習者自身が掲げる目標に合わせて、音声表現を使い分けていくのである。 

また、社会の一構成員として音声をとおして自己表現し、他者との関係性の中で自己実

現を遂げていくという側面から考えると、必ずしも音声学習は学習者の個人の中で行われ

るものとは限らない。社会構成員として日本社会を生きる学習者自身の存在意義とも関連

しており、そのことは他者との関係性の中で構築されていくものだと考えられる。筆者は、

他者との関係性の中で学習者が抱える音声学習の目的や目標も変容していくと考える。そ

れはさらに学習者の変容に留まらず、学習者を取り巻く日本語話者にとっての外国人に対

する認識の変化をもたらす可能性があり、延いては日本社会への変容も起こり得る。 

 

1.2.5.2 音声教育における教育観のずれ 

また、従来の音声教育の捉え方にも問題がある。音声教育は「発音矯正」として認識さ
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れており、教育内容の範疇は、文脈と切り離された一つの発話であり、一語の中の単音と

認識されることが多いようである。そのため、「重箱の隅をつつくような発音矯正」のイメ

ージが強く、発音が正確でなくても前後文脈で意味がわかるのではないかという批判もさ

れてきた。しかし、それはコミュニケーションにおける音声の捉え方や音声教育の範疇が

一部しか捉えられていなかったことの結果である。音声をコミュニケーションの中で捉え、

音声教育の範疇を単音レベルから韻律レベルへ、意味伝達と意味理解から気持ちや話者の

印象の伝達まで広げて考えると、それは人間関係の構築、延いては社会参加における自己

実現まで繋がる。こういった「音声コミュニケーション教育」という視点から音声教育を

捉える必要がある。そうすることで、今後の音声教育における教師教育に示唆を与えると

期待できる。 

また、答えが複数存在するか一つ存在するかで、音声教育を取り巻く議論には、異見が

存在する。本研究における調査フィールドは小さなコミュニティーではあるが、その中で

日本語教育実習生や教師は他者との関係性の中から、アイデンティティを形成し、一つの

コミュニティーを作り上げていく。日本語教育実習生や教師それぞれが持っている背景や

知識、関係性などによって、実践の内容、教材、教案は異なり、その多様性により学びも

異なってくるだろう。 

一方、構成員によって構築されるとされる思考や価値観などとは性質が異なり、社会の

共通認識として確固とした日本語の音声が存在する。仮に日本語教育実習生や教師が 10

人いれば、人の数だけの教育観があり、10 人の話し合いによって補助教材の内容や実践の

やり方も異なってくる。しかし、教える素材である日本語の音声は、社会的規範として、

例えば共通語には共通語ならではの、また方言であれば方言ならではの共通に見られる音

声の仕組みが存在する。このように共通に見られる音声の仕組みが存在するという点が、

音声ならではの教育実践の楽しさ・妙味であり、教師としての専門性に繋がる要素ではな

いかと考える。 

 

1.3 研究の目的 

本研究は、従来の「発音矯正」ではない「音声コミュニケーション教育」という視座に

立ち、教師教育の文脈の中で、音声コミュニケーション教育をどのように捉えるべきかを

論じるものである。そのために、教師教育の一環として設置され、かつ音声コミュニケー

ション教育を実現すべくデザインされた「音声教育実践」を調査フィールドとする。教師
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教育という文脈から、実習生の学びを分析する。具体的には、実習生が音声教育をどのよ

うに、「音声教育の計画、実行、振り返り、再構築というサイクル」（千 2017a）を形成し

ていくか、実践のプロセスを多角的に分析することを試みる。 

では、上記で述べた実習生の学びを明らかにするために、どういう視点が必要であろう

か。本節では、本研究が「音声教育実践」における実習生の学びを分析する観点を提示し、

研究課題（Research Question、以下 RQ）を設定する。 

 

1.3.1 音声教育観の形成と変容 

1 つ目の分析観点は、音声教育に関する考え方で、つまり音声教育観である。音声教育

観を定義するために、いくつかの論を紹介する。岡崎・岡崎（1997）は、言語教育観を「言

語をどのように教えると効果的か、また言語教育とはどのようなものであるべきかなどに

ついての考え方」（p.70）という。細川（2005）は、「どのような力を育成するのかという

目標・目的は明確にされるべきであり、自然発生的に生じるものでは決してない」という。

そして、「教師の役割とは何か」を考えることは、「『私はなぜ教えるか』という教師自身の

実践に対する問題意識の表れ」（p.6）だという。本研究では、二者の論を踏まえ、音声教

育観を次のように定義する。 

 

・音声をどのように教えるか。 

・音声教育とはどのようなものであるべきか。 

・音声教育においてどのような力を育成するか。 

・音声教育における教師の役割は何か。 

 

これらの音声教育観が「音声教育実践」をとおしてどのように構築されていくかを明ら

かにすることが、1 つ目の RQ である。 

 

1.3.2 実践をとおしてこそ身につく実践的知識 

2 つ目の分析観点は、音声教育に関する知識である。音声教育に関わる知識を大別する

と理論的知識と実践的知識に分けられる。従来の教師教育では、音声学を中心とする理論

的知識の習得が主な音声教育のサポート内容であった。実際に学習者に音声教育を実践す

ることで得られる実践的知識に関するサポートはほとんど行われておらず、教師養成講座
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においては理論的知識を習得し、現職の教師になってから実践的知識が習得されると捉え

られてきたようである。しかし、教師教育の段階において音声教育に関する実践的知識の

サポートがなければ、実際に現職の教師になってからも音声教育を行うことは少ないと予

想される。音声教育を教師の裁量に任せるのであれば、まず教師教育の現場では、日本語

教育実習生や教師に、音声教育を実現させるためのシラバスや指導内容、やり方などの実

践的知識を蓄積できるようにサポートを行うべきではないだろうか。ただ、現時点では、

日本語教育実習生や教師が音声教育の実践をとおして身につけられる実践的知識とは何か、

その実情すら明らかにされていない。今後、教師教育において音声教育に具体的な提言を

行うためには、実践的知識を示していく必要がある。そこで、「音声教育実践」をとおして

身につけられる実践的知識とは何か明らかにすることを、2 つ目の RQ として設定する。 

 

1.3.3 「音声教育実践」における参加者間のインターアクション 

3 つ目の分析観点は、「音声教育実践」におけるインターアクションである。教育におい

ては常にインターアクションが伴われる。もし自主的な学習といっても、学習素材と学習

者の間にはインターアクションが存在する。複数の学習者が存在する場合、学習者同士で

のインターアクションが存在する。教師と学習者が存在する場合、教師と学習者の間にイ

ンターアクションが存在する。また、チームティーチングで教える場合、教師の間にもイ

ンターアクションが存在する。本研究の調査フィールドの「音声教育実践」も、チームテ

ィーチングで教える現場であり、実習生同士のインターアクションにおいてどのような学

びが生まれるだろうか観察することができる。また、実際に学習者に音声指導を行う実習

もデザインされているため、学習者とのインターアクションにおいて、実習生にとってど

のような学びが生まれるだろうかを観察することもできる。この 2 点を中心に「音声教育

実践」におけるインターアクションがどのような働きをしたか明らかにすることを、3 つ

目の RQ とする。 

 

上記の分析観点に基づき、本研究の目的を達成するために、次の RQ を設定する。 

 

RQ1：「音声教育実践」をとおして実習生が構築した音声教育観はどのようなものか。 

RQ2：「音声教育実践」をとおして実習生が得た実践的知識はどのようなものか。 

RQ3：実習生を取り巻くインターアクションは実習生の学びにどのような働きをしたか。 
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以上の RQ を明らかにし、実習生が音声コミュニケーション教育の実践を行っていく中

で、どのような学びを得ていくか論じる。本研究の成果から、音声コミュニケーション教

育の意味と重要性について述べ、今後の教師教育において音声教育をサポートするとき必

要な視点を提案する。 

 

1.4 論文の構成 

本論文は、全 10 章から構成される。 

第 1 章では、研究の背景、問題の所在、研究目的、本論文の構成について述べる。 

第 2 章では、日本語教育の変遷を追い、本研究で実習生の学びを分析・考察する際に用

いられる理論的枠組みをまとめる。日本語教育におけるパラダイムシフトを音声の捉え方

に着目して捉え直し、新たなパラダイムとして音声を自己実現の手段として捉えるという

立場を提唱する。次に、音声コミュニケーション教育の意味と重要性を論じるために必要

な理論的枠組みを提示する。1 つ目に学習者にとっての音声学習を理解するために必要な

論考をまとめる。2 つ目に、実習生にとっての音声教育を理解するために必要な論考をま

とめる。 

第 3 章では、研究調査フィールドである「音声教育実践」について説明する。調査協力

者の詳細、筆者がどのように実践研究に取り組んだかを説明する。一般的な日本語教育実

習や日本語教育実習生という用語の整理をしたうえで、本研究における「音声教育実践」

および実習生の捉え方を論じる。 

第 4 章では、14 名の実習生が「音声教育実践」を受講した動機を探り、その受講動機を

観点に「音声教育実践」をとおして得た学びを 14 名それぞれについて分析する。受講動

機を分析観点として用いる理由は、研究者である筆者が恣意的に決めた観点で彼らの学び

を論じることを避けるためである。実習生一人ひとりが「音声教育実践」に持ち込んだ問

題意識を尊重し、問題意識が「音声教育実践」をとおしてどのように変容していくか個人

的に分析する。また、第 5 章から第 8 章までの分析観点を決めるうえでも、実習生一人ひ

とりの受講動機と省察内容を考慮する。 

第 5 章から第 8 章までは、「音声教育実践」の内容分析である。実習生が得た学びをエ

ピソード形式でまとめる。第 5 章では、実習生が音韻知識を学習する様子を分析する。第

6 章では、補助教材を作成していく過程を追い、音声教育活動の中身を分析する。第 7 章
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では、メーリングリストをとおした実習生間のインターアクションに着目する。第 8 章で

は、実習場面における実習生と学習者とのインターアクションに着目する。 

第 9 章では、第 4 章から第 8 章までの分析結果を総合的に考察し、RQ に対する答えを

示す。 

第 10 章では、14 名の実習生の学びを踏まえたうえで、音声コミュニケーション教育の

意味と重要性を論じ、教師教育において音声教育を捉える際に必要な視点を提案する。最

後に、研究の意義および今後の課題を述べる。 
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図 1.4 本研究のフローチャート 
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1.5 小括 

本章では、まず、研究の背景として、「発音矯正」から「音声コミュニケーション教育」

に転換が起こった音声教育の背景を紹介した（1.1.1）。「発音矯正」とは、教師が学習者の

発音を聞いて、発音の良し悪しを判断し、教師のモデル音声を学習者に真似させ、それを

何度も繰り返すことで、「正しい音声」が学習者に身につけられるとされる音声教育の捉え

方である（1.1.1.1）。一方、「音声コミュニケーション教育」とは、人間関係や場が関わる

音声コミュニケーションとう文脈の中で、表現主体の言いたいことが意図どおり理解主体

に伝わるために学習者の音声学習をサポートするという、音声教育の捉え方である

（1.1.1.2）。次に、教師教育において「教師トレーニング」から「教師の成長」へのパラ

ダイム転換が起り、「教師の省察」が重視されるようになった背景を紹介した（1.1.2）。「教

師トレーニング」は、モデルとされる教師の指導を真似て訓練をとおして指導の仕方を身

につけるとされる。そこでは、何をどう教えるかという問いが重視される。一方、「教師の

成長」パラダイムでは、一人ひとり教師の個性を尊重し、計画や振り返りにおける省察を

とおして教師が成長していくとされる。そのため、なぜ教えるかという問いが重視される。 

また、従来の教師教育の文脈の中で、音声コミュニケーション教育は十分に論じられて

きたとは言えない。そこで、教師教育の文脈の中で音声コミュニケーション教育が論じら

れてこなかった問題の所在を挙げた（1.2）。まず、音声の性質による問題（1.2.1）として、

音声の意識化・言語化・表記の難しさ、教育現場における音声の取り扱いの難しさを指摘

し、学習者の発音に対する認識の問題（1.2.2）として、寛容、同化政策、発音のバラエテ

ィを巡った議論、および教師は寛容でいいのかという問題提起を行った。次に、教師教育

における問題（1.2.3）として、コミュニケーションと音声の関連づけの欠如、音声教育に

関連した実践の欠如を取り上げ、音声教育研究における問題（1.2.4）として、音声教育観

が十分問われていないこと、音声教育をとおした教師の省察の中身が論じられていないこ

と、音声教育をとおして得た実践的知識が具現化されていないことを挙げた。最後に、教

師教育と音声教育における教育観のずれによる問題（1.2.5）として、教師の成長というパ

ラダイムの中に音声教育の論考が少なかった理由を教育観のずれという観点から取り上げ

た。 

教師教育の文脈の中で音声コミュニケーション教育を論じていくためには、音声コミュ

ニケーション教育を実践する現場にて、音声教育をどのように、計画、実行、振り返り、

再構築していくかを明らかにし、その中でどのような音声教育観を構築し、実践的知識を
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得ていくかを具現化する必要がある。そのために、本研究では、音声コミュニケーション

教育を実現すべくデザインされた「音声教育実践」を調査フィールドとし、音声コミュニ

ケーション教育の実践を行う実習生が得た学びを分析する。また、実習生の学びを分析す

るための観点――（1）音声教育観、（2）実践的知識、（3）インターアクション――の 3

つを示した。 

上記の分析観点に基づき、本研究の目的を達成するために、次の RQ を設定した。 

 

RQ1：「音声教育実践」をとおして実習生が構築した音声教育観はどのようなものか。 

RQ2：「音声教育実践」をとおして実習生が得た実践的知識はどのようなものか。 

RQ3：実習生を取り巻くインターアクションは実習生の学びにどのような働きをしたか。 

 

最後に、本論文の構成を述べ、フローチャートで論文の全体像を示した（1.4）。 
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第 2 章 日本語教育の変遷と理論的枠組み 

 

本章では、まず、従来の日本語教育の変遷を概観したうえで、音声の捉え方に着目して

日本語教育および教師教育の変遷を捉え直す（2.1）。次に、本研究において実習生の学び

を分析するために用いられる理論的枠組みを整理する（2.2）。 

 

2.1 日本語教育の変遷 

本節では、従来の日本語教育の変遷を踏まえたうえで、音声の捉え方に着目して日本語

教育の変遷を捉え直すことを試みる。2.1.1 では、従来の日本語教育におけるパラダイムシ

フトを概観する。2.1.2 では、音声の捉え方に着目し、日本語教育のパラダイムシフトを再

考する。2.1.3 では、2.1.2 で明らかになった音声の捉え方を観点に、教師教育の変遷を捉

え直す。 

 

2.1.1 従来の日本語教育におけるパラダイムシフト 

本項では、従来の日本語教育におけるパラダイムシフトを、言語習得と教師教育という

2 つの観点から概観する。 

まず、言語習得におけるパラダイムシフトについては、小柳（2002）、戸田（2006）、宮

崎（2007）の論考が参考になる。ここでは、3 人の論考を中心に、言語教育におけるパラ

ダイムシフトの概観をまとめる。 

第二言語習得において、指導の際に何を重視するかにより、Focus on Forms（FonFS）、

Focus on Meaning（FonM）、Focus on Form（FonF）という考え方が挙げられる。FonFS

は、オーディオリンガルや文法訳読法に基づいた、文法的正確さを重視する考え方である。

しかし、FonFS は「学習したことが長く残らない、流暢さが身につかない」（小柳 2002）

と批判され、FonM が注目されるようになった。FonM は、ナチュラル・アプローチやイ

マージョン・プログラムなどに見られる、「意味やコミュニカティブな言語活動を重視する

考え方」（宮崎 2007）である。しかし、FonM も、「流暢さを身につけることはできても、

文法の正確さが身につかない」（小柳 2002）と批判され、そこで提唱されたのが、FonF

である。FonF は、流暢さと正確さの両方を同時に伸ばせると期待され、意味を重視した

活動の中で言語形式に意識させるやり方が用いられる。戸田（2006）は、このような教育

活動を「ポスト・コミュニカティブの時代」の到来と述べ、音声教育においても、コミュ
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ニケーションを重視した教室活動の中でいかに効果的に音声を焦点化し、音声習得を支援

していくかが重要だという。 

一方、宮崎（2007）は、FonFS、FonM、FonF には共通的に「社会文化的視点」が欠

如していることを指摘している。少なくとも音声教育を考える際には、社会的文脈の中で

音声がどのような役割を果たすのか考え、そのうえで音声教育の必要性を述べていく必要

があると考えられる。 

日本語教育におけるパラダイムシフトを論じた文献の中で、特に教師教育に着目したも

のとして、次の 4 点が挙げられる。 

岡崎・岡崎（1997）は、教師の主体性を観点に、教師教育のパラダイムが 1990 年代に

「教師トレーニング」から「教師の成長」へ転換したと捉える。「教師トレーニング」では

「何を、どのように教えるか」が問われるのに対し、「教師の成長」では「いつ、なぜ教え

るか」が問われる。「教師トレーニング」では、モデルとなる教え方を、ベテラン教師が新

人教師に伝授し、訓練をとおして教える。一方、「教師の成長」では教師の主体性を認め、

教師の個性によって自分なりにシラバスを批判的に捉え、実践し振り返る姿勢が強調され

る。「自己研修型教師」（Nunan1989、岡崎・岡崎 1990）は、「教師の成長」パラダイムに

おける理想的な教師の在り方とされる。これは、自ら行う実践を「考え、実行に移し、結

果を観察し、改善していく」という過程全体を担う教師である。 

佐々木（2006、 2010）は、教育観を観点に日本語教育のパラダイムシフトを概観した。

言語構造の理解と定着を重視する教育観による（1）「教育する」時代、1980 年代半ばか

らのコミュニケーション能力を重視する教育観による（2）「支援する」時代、1990 年代

半ばからの社会的成員としての学習者を重視する教育観による（3）「共生する」時代にパ

ラダイムシフトしてきたとし、2010 年代から第 3 のパラダイムシフトを目前にしている

という。また、教師教育に関連づけて、（1）を「個人的訓練型教師養成」、（2）を「分析

的訓練型教師養成」、（3）を「自己成長型教師養成」と分類した。さらに、それぞれの教

師養成を代表する教育方法として、「個人的訓練型教師養成」ではオーラルメソッドを、「分

析的訓練型教師養成」ではコミュニカティブ・アプローチを、「自己成長型教師養成」では

自律学習／協働学習を挙げている。 

飯野（2012）は、学習観を観点に日本語教育のパラダイムシフトを概観した。そして、

日本語教育における実践の立場を、次のように分類している。文法訳読法をはじめとして、

第一の立場はオーディオリンガル法を代表とする「行動主義の学習観」、第二の立場はコミ



36 

ュニカティブ・アプローチを代表とする「認知主義の学習観」、第三の立場は「社会文化的

アプローチの学習観／社会的構成主義」である。このような多様な実践の立場は、現在も

混在している。教師はその異なる立場の教育機関の間を移動する存在であり、また教師が

そのように移動しているため、教育機関に異なる立場の混在が存在する。 

日本語教育におけるパラダイムシフトは、指導の際に何を重視するか、教師の主体性、

教育観、学習観など、さまざまな観点から論じられてきており、これらはすべて日本語教

育を考えるうえで重要な視点である。ところが、音声コミュニケーションにおいて欠かせ

ない要素である音声を観点に日本語教育を捉えているものは管見の限り見当たらない。し

たがって、日本語教育におけるパラダイムシフトを音声という観点から捉えることは、日

本語教育および教師教育における音声教育の在り方を考えるうえで一助となる。 

また、宮崎（2007）や飯野（2012）が指摘したように、言語習得や教師教育において、

社会的文脈13を取り入れた観点は重要であり、音声および音声教育を考えていく際にも必

要である。そのため、次項からは学習者を取り巻く社会的文脈を考慮しつつ、社会におけ

る音声の捉え方に着目して新たに日本語教育の変遷を追うことを試みる。 

 

2.1.2 音声の捉え方から見る日本語教育の変遷 

本項では、2.1.1 の従来の日本語教育のパラダイムシフトを踏まえつつ、日本語教育にお

いて、音声が社会的文脈の中でどのように捉えられてきたかを辿る。音声の捉え方を観点

に、（1）音声に意識が向けられていない日本語教育、（2）音声の正確さを重視する日本語

教育、（3）音声より内容を重視する日本語教育、（4）音声を自己実現の手段として捉える

日本語教育、へ変遷してきたことを述べる。音声の捉え方を形成した背景を知るため、日

本社会および世界における変化を追う。 

  

                                                   
13 社会文化的アプローチでは、「言語だけでも主体だけでもない、それらを取り巻く文脈や状

況も含めた全体」が研究の分析単位となる（西口 2005 p.717）。本研究では、日本社会の中

で音声を捉え、学習者が日本社会の一構成員として音声コミュニケーションを取るうえで、

音声はどのような役割を果たすかを、学習者と他者との関わりの中で考察していく。その際

に、音声だけを切り取って考えるのではなく、社会そしてコミュニケーションの中に音声を

位置づけて考えるため、社会的文脈で音声を捉えるのだと言える。社会文化的アプローチの

基礎には、ヴィゴツキー（Vygotsky）の媒介の概念が存在する。それは、「人々の知的営み

は、文脈や状況から切り離された『真空』のなかで行われているのではなく、つねに周囲の

道具や記号（言語、数など）に媒介されながら成立している」（西口 2005 p.717）という考

え方である。 
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2.1.2.1 音声に意識が向けられていない日本語教育 

音声に意識が向けられていない日本語教育は、16 世紀のヨーロッパにおける外国語教育

に起因する。代表的な教授法は、伝統的教授法とされる文法訳読法である。 

ヨーロッパにおける外国語教育では、文字言語が重視され、音声言語は軽視されていた。

当時のラテン語は、学術、専門的職業、交易などにおいてヨーロッパで共通して用いられ、

階層の高い者たちの教養の証しとなった。ゆえに、グラマースクールを中心にラテン語文

法教育が行われていた。当時のグラマースクールのラテン語授業に代表される学習方法は、

聖書や文学作品の翻訳であった（戸田 2006）。いわゆる文法訳読法において、音声言語を

どう扱うかには、意識が向けられていなかったと言えよう。このような教育観に影響を受

けていた宣教師による日本語学習は、日本語の文法をラテン語の文法に当てはめることで、

日本語の特徴を理解するという方式をとっていたことが推察できる。 

音声に意識が向けられていない日本語教育が見られるのは、16 世紀後半に布教活動のた

め渡日したキリシタン宣教師の日本語教育に遡る。日本で初めて日本語教育が組織的に行

われるようになったのは、宣教師や修道士のための日本語教育14であるが、間もなく禁教

令や鎖国政策により、組織的な日本語教育は行われなくなった（熊沢 1991）。禁教令によ

りキリスト教の布教活動が停止するまでの間、宣教師は布教地日本の言語を習得し、聖書

を日本語に訳し、伝道活動を行ったとされる（原田・今井 2001）。当時の宣教師により、

日本語をラテン語文法に当てはめた書籍15が書かれたことから、文法を重視するという当

時の教育観が反映されていることがわかる。鎖国政策により、表に出られなかった外国人

宣教師は、書物をもって文字言語中心に学習していたのであろう。当時の宣教師のほとん

どがヨーロッパから来ていることから、ヨーロッパにおける文字言語を重視する教育観が

強く影響していると推測される。 

 

2.1.2.2 音声の正確さを重視する日本語教育 

音声コミュニケーションにおける音声の正確さを重視する日本語教育は、18 世紀から世

界的に広まった教育観の影響を受けている。代表的な教授法として、オーディオリンガル

                                                   
14 戦国時代である 1549 年、鹿児島にイエズス会の宣教師が渡日し、布教地日本において日本

語学習を始めた。1581 年には、宣教師や修道士のための日本語教育が組織的に行われるよう

になった。 
15 代表的な書籍として、ジョアン・ロドリゲスの『日本文典』（1601）や『日本小文典』（1620）、

ディエゴ・コリャードの『日本文典』（1632）が挙げられる。 
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法が挙げられる。 

産業革命をきっかけに貿易が進むにつれ、ヨーロッパでは商業のための口頭能力が必要

となった。それまでの文法訳読法では、口頭能力の向上に限界を感じるようになったため、

音声言語を重視した直接法が提唱された。 

また、アメリカでは、第二次世界大戦におけるスパイ養成などの軍事目的として、口頭

能力の向上が必要であった。軍事目的で日本語要員を養成するためには、迅速に言語学習

を成し遂げる必要性が高く、なおかつ正確な発音が重視される。当時の構造主義言語学や

行動心理主義言語学などの学問の成果を反映したさまざまな口頭練習方法が開発されるよ

うになった。ASTP16という教授法は、言語教育において成功を収めたとされ、現在も世界

の言語教育にて用いられることが多い。オーディオリンガル法は、ASTP の口頭練習の方

法として開発されたものである。ネイティブ教師の発音を真似して、繰り返す発音練習が

行われた。 

日本語教育が組織的に行われるようになった 1960 年代は、オーディオリンガル法がさ

まざまな教育現場で用いられており、現在もこの方法を使って日本語指導を行う教師は少

なくない。 

 

2.1.2.3 音声より内容を重視する日本語教育 

1980 年代から、音声より内容を重視する日本語教育が注目され始めた。その背景には、

音声のような細かい形式は気にせず、学習者の言いたい内容をできるだけ話せるように支

援するという教育観が存在する。日本では、1970 年代から外国からの帰国者や難民の受け

入れによる日本語教育のニーズが高まり、新たな学習者層が増加した。これまでの日本語

の音韻や文法の構造に関する説明を中心とした直接法では限界が生じ、実際の生活に必要

な会話の力を習得してもらう必要があることが浮き彫りになってきた。音声のような細か

い形式にはあまり気を配らず、言いたいことが話せるようにという教育観が広まり、内容

を重視した会話中心のコミュニカティブ・アプローチ時代に移り変わったのである。それ

とともに、音声より内容を重視するコミュニカティブ・アプローチのさまざまな教授法が

開発されるようになった。 

                                                   
16 ASTP（Army Specialized Training Program）は、言語の構造は学習者と母語が同じであ

る言語学者に母語で学び、口頭練習をとおした発音や会話の練習はネイティブ・スピーカー

に学ぶという教育方法である。 
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音声より内容を重視する教育観の形成を追うと、1960 年代ヨーロッパでオーディオリン

ガル法に対する不満や不信が高まっていたことや、1970 年代に概念シラバスや機能シラバ

スが開発されたことに遡ることができる。教師のキューに機械的に答える学習方法、そし

て実際のコミュニケーションの場で自分の意志を伝えることができない学習者が多いこと

に疑問を抱く教師が増えてきた。そして、1970 年代にヨーロッパで概念シラバスや機能シ

ラバスが開発され、成人学習者の意思を伝達するための工夫が行われ始めた。 

 

2.1.2.4 音声を自己実現の手段として捉える日本語教育 

21 世紀は、学習者の自己実現を支援する日本語教育が注目されるようになり、音声は自

己実現の手段として捉えることができる。音声を自己実現の手段として捉える日本語教育

が現れた背景には、次のような日本社会の変化が挙げられる。 

日本社会は、日本人のみならず外国人も構成員として位置づけるようになった。日本は

「留学生 30 万人計画」に基づき、優秀な留学生を獲得していくグローバル化を展開して

いる。優秀な留学生は、就職または研究等をとおして日本社会を構成する一員として活躍

していく。こういった日本社会を構成する一員として活躍していく学習者は、他者との関

係性の中で自分のアイデンティティを形成していく。学習者は、他者に認めてもらうこと

で、日本社会における自分の存在意義を実感することができ、そのような力が原動力にな

って、日本社会の中で活躍していく。 

上記の日本社会における変化は、日本語教育にも影響を及ぼしている。宮崎（2006）は、

これからの言語学習、言語教育は「学習者が自己実現を果たす過程で不可欠なアイデンテ

ィティを形成する作業であると捉える必要がある」（p.2）という。日本語教育の動向は、

ただ日本語をことばとして教えるのではなく、ことばを用いて日本社会の中でアイデンテ

ィティを形成し、自己実現を果たすための作業として日本語教育が行われているのである。

それは、日本語教育の中で音声を捉える際にも適用できる。学習者が日本語を使って音声

コミュニケーションを取っていく際に、なりたい自分により近づいていき、他者に認めて

もらい、そのような関係性の中でアイデンティティが形成される。これにより自分自身の

存在意義を認識することができ、それは自己実現に繋がると言える。 

自己実現というのは、学習者一人ひとりによって意味も到達目標も異なってくる。学習

者の音声をとおした自己実現は職業や研究などでその人が持つ能力や成果を示し、認めて

もらうという能力面のみならず、人間関係の中でどのような人格や性格の自分を表したい
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か、他者にどのように受け入れてもらいたいのか、といった人間性という面もかかわって

くる。戸田（2011）は、「学習が進むにつれ、学習目的も更新されるため、学習段階によ

って、一個人であっても目指す日本語能力は変化していく」とし、その中で音声教育の目

標は「目標言語が話されている社会の中で自己実現を果たすために、聞き手に伝えたい内

容・気持ち・印象などを自由に表現できる音声をめざすもの」だという（p.63）。その際、

人間関係や場に合う音声表現を使いこなすことで社会に馴染むことは円滑となり、学習者

のアイデンティティも能力面と人間性という面から同時に形成されていく。このように日

本社会および日本語教育の捉え方の変化とともに、自身の能力や人間性を表すために音声

表現が必要となり、表したいイメージに合わせて音声表現を使いこなしていくことで、そ

れが他者にも伝わり、他者から認めてもらうことで、自己実現を遂げていくことが可能に

なってくる。 

音声を自己実現の手段として捉える日本語教育は、音声コミュニケーション教育の展開

と密接に関わっている。本研究では、音声教育を音声だけ切り取って考えるのではなく、

表現主体と理解主体のコミュニケーションの中で捉える。学習者は社会の一構成員として

他者との関わりを取る中で、表現主体および理解主体として音声コミュニケーションを取

り、表したい意図、発話内容、印象を伝える。そのときに、意味や印象などを自分の意図

どおりに伝えていくためには、音声教育が必要である。本研究では、このように音声をコ

ミュニケーションの中で捉え、表現主体としての学習者が音声を用いて自己表現すること

をサポートし、他者と関係性を構築するうえで望んだとおりのアイデンティティを形成す

ること、さらには学習者が抱えている目標や夢を達成させていくという意味で、音声を自

己実現の手段として捉える日本語教育、すなわち音声コミュニケーション教育の重要性を

訴えるものである。 

こういった社会的文脈は、音声教育に関わる教材の内容や学習ツールの開発にも影響を

もたらした。教材の内容については、文型や場面シラバスが主流だった従来の日本語教育

に一線を画すように、音声シラバスの教材が開発されつつある。例えば、コミュニケーシ

ョンにおいて伝えたいことをわかりやすい発音で伝えることを目標とした音声教育用教材

（戸田 2004）、高度な到達目標を持つ学習者のためのプレゼンテーションに求められる口

頭能力向上を目標とした教材（中川ほか 2009）が挙げられる。日本語の音韻知識を学び、

それを活用することで、目的や場面に合わせて伝わりやすい発音で話せるようになること

は、まさに音声を手段とする自己実現だと言える。 
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学習ツールについては、教室以外の場で音声学習を支援するツールが考案・開発されつ

つある。近年は、MOOCs17の発達により、日本語の音韻知識や音声学習方法などを紹介す

る講座（Waseda Course Channel、edX）が無料で公開されており、音声学習のためのツ

ール（OJAD18）も無料で利用できるようになった。自分の伝えたいことをわかりやすい

発音で伝えることを自己実現とするならば、そのために音声学習を継続し自律的に行って

いくことは自己実現を成し遂げるための過程の一部だと言える。これらの学習ツールの開

発は、学習者には自律的に学習を管理する能力が備わっており、音声の自律学習をとおし

て自己実現を成し遂げられるという教育観があってこその成果だと考えられる。 

以上の日本社会の変化および音声教育の捉え方を踏まえ、筆者は学習者の自己実現を念

頭に置いた音声学習を、次のように捉える。自らが属するコミュニティーの中で自分を表

すために必要な音声表現を認識し、その音声表現を身につけることを目標として掲げ、音

声の自律学習を進めていくことが、自己実現としての音声学習と言えるのではないか。 

 

2.1.3 音声の捉え方から見る教師教育の変遷 

2.1.2 では、日本社会および世界における音声の捉え方の変化が日本語教育に影響を及ぼ

していることがわかった。本項では、2.1.2 でまとめた日本語教育の変遷を、教師教育に着

目してもう一度追い、音声の捉え方が教師教育にどのような影響を及ぼしているか検討す

る。 

 

2.1.3.1 音声に意識が向けられていない教師教育 

音声に意識が向けられていない教師教育では、教師は文法規則を分析し、ことばで説明

                                                   
17 MOOCs とは、Massive Open Online Courses の略語で、インターネットをとおして受講

できるオンライン講座を指す。日本語の発音をコンテンツとする代表的な MOOCs として、

Waseda Course Channel と edX の発音講座が挙げられる。Waseda Course Channel は、

早稲田大学が Waseda Vision 150 の核心戦略の一つとして、教育と学修内容の公開を目標

としたウェブ上の公開講座である。コンテンツの一つである日本語発音の講座（http://cour

se-channel.waseda.jp/contents/C0000002658/）は、世界のどこからでもインターネット環

境が整えられていれば、アクセスでき、音声学習を行うことができる。edX は、Harvard 大

学と MIT の共同開発によるオンライン講座のプラットフォームで、2016 年 11 月から早稲

田大学を起点に Japanese Pronunciation for Communication が配信されている（https://

www.edx.org/course/japanese-pronunciation-communication-wasedax-jpc111x）。 
18 OJAD とは、日本語教師および学習者のために開発されたオンライン日本語アクセント辞書

である（http://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/jpn/pages/home）。工学の技術と日本語教育の

視点を融合した、新たな音声学習支援ツールと言える。 
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できるようになることが求められる。ヨーロッパにおいて文字言語が重視されていた時期

には聖書や文学作品の翻訳が主な学習方法であると前述した。この時期に行われたとされ

る音声教育を強いて挙げるなら、詩の韻律特徴を修得するためのものがある。ただし、音

声コミュニケーションにおいて話者の意志を伝達するための音声としては捉えられていな

かった。当時の教師教育においても、音声に意識が向けられていなかったと言えよう。 

一方、音声に意識が向けられておらず、文法訳読法を採用する教授法は、日本の中等教

育における古典などの国語教育や英語教育にも見られ、日本語授業にも現存している。文

法訳読法を採用している教師は、おそらく自分自身が受けてきた言語教育の影響で、日本

語授業の中でも、学習者の母語に訳す活動を行っていると推察される。 

 

2.1.3.2 音声の正確さを重視する教師教育 

1960 年代に日本は高度の経済成長を遂げ、学習者は急速に増加した。その結果、日本語

教育機関では短期間で多数の教師の養成が求められ、日本語教育が組織的に確立した。当

時の教師養成を「個人的訓練型」（佐々木 2010）と示したが（2.1.1）、特にこの時期に教

師養成に力を注いでいた人物として、長沼直兄と E. H. Jorden が挙げられる。音声言語を

重視し、コミュニケーションにおいて音声の正確さを重視していた彼らの教育観は、当時

の教師に影響を及ぼしていたと推測される（河路 2012、高見澤 2005）。 

音声の正確さを重視する教師教育は、1960 年代から 1990 年代までの日本語教育におけ

る教師教育の関連文献に現れている。政策レベルの文献や、研究者や教師教育関係者が執

筆した教師用指導書から、音声の正確さを重視する教育観が窺える。音声教育を行う教師

の役割として、学習者の発音を「矯正」（文化庁 1971、日本語教育学会編 1982）すること

が求められ、学習者の間違えた発音を正すのがよい教師とされる。教師が話す音声は「美

しく正しい」（文化庁 1971）ものでなければならず、教師には「模範となる発音」（文化庁・

国立国語研究所 1975）や「正確な発音のモデル」（日本語教育学会編 1982）を示す能力が

求められた。発音矯正という教師の役割を果たすためには、教師にはモデル音声を提示し、

学習者の発音を聞いて正しいかどうかを判断する能力が求められる。そのために「訓練」

（日本語教育学会編 1982、高見澤 2004）が行われた。この時期に出版された音声の指導

書には、「教師トレーニング」「マニュアル」「ハンドブック」（今田 1989、猪塚・猪塚 1994）

などの表現が見られ、「教師トレーニング」のパラダイムが現れている。このことを考える

と、音声の正確さを重視する教師教育では、パターンプラクティスやミムメム練習などの
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口頭練習が「唯一絶対」の教授法であったことも理解できる。また、「矯正」を行うことは、

日本語母語話者教師の役割として認識される。日本語教育学会編（1982）の「日本人教師

が発音・会話・作文等を指導し、その国の教師が文法や翻訳等を指導する」（p.4）という

説明がそのことを裏付けている。 

 

2.1.3.3 音声より内容を重視する教師教育 

音声より内容が重視される 1980 年代になると、文法や音声などの「些細な誤り」（高見

澤 1989）を指摘する教師より、学習者が話す内容の中身に注目する教師が、よい教師とさ

れた。オーディオリンガル法は、重箱の隅をつつくような発音矯正と批判され、コミュニ

カティブ・アプローチが注目される。この時期には、音声より内容を重視する教師教育が

行われていたと推察される。 

この時期は 2.1.1 で述べたように、教師教育に「実習」を取り入れた「分析型訓練教師

養成」（佐々木 2010）が盛んになり、教師教育には実習が取り入れられ、デモンストレー

ション（鎌田ほか 1996）の観察や分析が行われた。ただ、この時期における「実習」は、

文型や場面シラバスによるものであり、音声は取り扱われていなかった。実習の中には、

さまざまなコミュニカティブ・アプローチの教授法が見られるという特徴がある。 

教師教育における音声教育は、教師になるための条件を満たすために行われていたと言

える。1986 年から、日本語教育能力検定試験が施行されたが、教師になるためにこの試験

に受かるべく、音声学の知識を暗記することが求められており、その制度は 30 年経った

現在も続いている。1990 年を起点に「教師の成長」へと教師教育パラダイムシフトが始ま

ったことを考えると、音声教育においては日本語教育能力試験に受かるための音声教育し

か行われておらず、「教師トレーニング」に留まっていると言えよう。 

 

2.1.3.4 音声を自己実現の手段として捉える教師教育 

2000 年以降、音声を自己実現の手段として捉えるようになった日本語教育において、教

師には学習者の音声の自律学習をサポートする役割が求められる。音声教育を行う教師の

役割、教師に求められる能力、音声に着目した教育教育の在り方を概観し、音声を自己実

現の手段として捉える教師教育について論じていく。 

音声教育を行う教師の役割は、「発音を矯正することではない」（戸田 2004）と認識され

るようになった。その代わりに、次のような役割が期待される。 
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（1）「体系的なシラバスを作り、適切な方法の適切な使用によって計画的・継続的に指導・

支援する」（小河原 2005 p.56） 

（2）「学習者自身が発音の基準を作り出していくことをサポートする」（小河原・河野 2009 

p.117） 

（3）「学習者が自分の音声について意識し、自ら学び、練習し、考えていくことを、教師

が『手伝う』というかかわり方」をする（磯村 2009 p.146） 

 

学習者が教室の外でも自律的に音声学習を実現していくために指導・支援することが、

新たな教師の役割として現れている。 

教師に求められる能力は、教師個人が持つ背景を考慮したうえで論じられている。音声

シラバスに則った教師用指導書（戸田 2004）では、「日本語教師のすべてが東京語話者で

あるというわけでは」ないことや、「海外で日本語を教えている教師の 7 割以上が、日本

語を母語としない」（pp.3-4）教師であることが考慮されている。音声教育を行う教師の母

語が日本語でなくても、「正しい」とされる東京方言話者でなくても、音声教育ができると

いう考えが見て取れる。2.1.1 で述べた「教師の主体性」および「教師の個性」（岡崎・岡

崎 1997）が重視されるようになった教師教育のパラダイムシフトが、音声教育において教

師に求められる能力にも現れていると言えよう。 

教師用指導書の内容としては、従来の音声学とは異なった、コミュニケーションという

視点から音韻知識を紹介したもの（戸田 2004）が挙げられる。また、磯村（2009）、小河

原・河野（2009）、河野（2014）は、音声教育を実践するにあたって教師の省察を促して

いる。例えば、「学習者が発音の基準を自ら作り出し、明確化し、意識せずとも発音できる

ように、教師は何ができるのかを、教師自身で実践の中で観察することを通して試行錯誤

していく」（小河原・河野 2009 p.117）姿勢が求められるようになった。つまり、教師も

音声教育の実践をとおして学んでいく存在とされる。 

以上を踏まえて、音声を自己実現の手段として捉える場合の教師教育では、学習者のみ

ならず教師自身も音声教育を展開していくことによって、成長を成し遂げていく主体だと

言える。ここで言う音声教育とは、学習者が音韻知識をもって音声の特徴を理解したうえ

で、発音に意識を向けながら自律的に音声学習を進めることができるようにサポートする

ことである。そのサポートをするために、教師には次の 3 点が求められる。 
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（1）音韻知識を持つこと 

（2）省察すること 

（3）「音声教育の計画、実行、振り返り、再構築というサイクル」を持つこと 

 

音声を省察するというのは、音声に意識を向けて、「高い」「低い」などのメタ言語を使

って、音声の特徴を分析・説明できることである。その際に音韻知識を持っておくのは、

省察およびメタ言語で分析・説明しやすくなるだろう。また教師は、これまで構築してき

た教育観や指導法をもって、教育実践を計画し、実行に移す。そして、その教育実践を振

り返り、既存の教育観や指導法を再構築していく。上記の 3 点を身につけることで、「自

己研修型教師」として、成長は遂げられていくのではないだろうか。 

 

表 2.1 日本語教育における教師教育の変遷 

時期 

従来の分類 音声の捉え方による分類 

岡崎・岡崎

（1997） 
佐々木（2006、 2010） 飯野（2012） 本研究 

1960

以前 
  文法訳読法 

音声に意識が向けられていない教

師教育 

1960 
教師トレーニ

ング 

モデルとなる

教え方 

訓練 

「教育する」時代 

言語構造の理解と定着重視 

個人的訓練型教師養成 

オーディオリンガル法／直接法 

行動主義の学習観 

オーディオリンガ

ル法 

音声の正確さを重視する教師教育 

1980 
「支援する」時代 

コミュニケーション能力重視 

分析的訓練型教師養成 

コミュニカティブ・アプローチ 

認知主義の学習観

／構成主義 

コミュニカティ

ブ・アプローチ 

音声より内容を重視する教師教育 

1990 
教師の成長 

自己研修型教

師 

計画、実行、

観察、改善 

「共生する」時代 

社会的成員としての学習者重視 

自己成長型教師養成 

自律学習／協働学習 2000 
社会文化的アプロ

ーチの学習観／社

会的構成主義 

音声を自己実現の手段として捉え

る教師教育 
2010 第 3 のパラダイムシフト 

 

2.1 のまとめとして、表 2.1 に日本語教育における教師教育の変遷を示した。左の縦軸に

時期による分類をしているが、主流だった時期を示しているだけであり、時期ごとに日本

語教育のパラダイムシフトが明確に行われていることを意味していない。なぜなら、一つ

の教室の中でもさまざまな教育観に基づいた日本語指導実践が行われているからである。

2010 年以降に文法訳読法の姿が消えたわけではない。日本語教室の中では、内容重視の会

話授業を行いつつ、文法訳読法で文型の指導が行われている場合もある。つまり、教育観

は消えていくものではなく、常に共存すると捉える。したがって、音声の捉え方によって
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さまざまな教師教育が存在する中、本研究は音声を自己実現の手段として捉える場合の教

師教育に立って、音声教育の課題や展望を述べていくことにする。 

 

2.2 実習生の学びの分析に用いられる理論的枠組み 

本研究において実習生の学びを分析するために用いる理論的枠組みを整理する。 

本研究では、音声コミュニケーション教育を実現すべくデザインされた「音声教育実践」

をとおした実習生の学びを明らかにすることを主な目的としているが、その学びは二重構

造になっていると言える。まず、実習生は学習者の音声学習をサポートすることから、日

本語教育現場における音声学習に関する理解を深める必要がある。このときの学びの主体

は学習者である。次に、実習生は前述した音声学習をサポートするために、教師教育とい

う文脈の中で実習生として音声を教えるための学習を行う。このときの学びの主体は実習

生である。 

本章では、前者の学びを「日本語教育を文脈とした学習者にとっての音声コミュニケー

ション教育」（2.2.1）、後者の学びを「教師教育を文脈とした実習生にとっての音声コミュ

ニケーション教育」（2.2.2）とし、それぞれ関連する論考をまとめる。 

 

2.2.1 日本語教育を文脈とした学習者にとっての音声コミュニケーション教育 

音声コミュニケーション教育の意味や重要性を考察するために、音声コミュニケーショ

ン教育が出現した経緯を社会的文脈から捉える（2.2.1.1）。そして、その社会的文脈の中

から新たな学習観として台頭した自律学習を紹介する（2.2.1.2）。これらの社会的文脈を

踏まえたうえで、音声コミュニケーション教育の必要性に関する論考をまとめる（2.2.1.3）。 

 

2.2.1.1 社会参加に求められる音声コミュニケーション教育 

（1）学習者にとっての社会参加 

 日本社会は、日本人のみならず外国人も構成員として位置づけるようになった。文部科

学省ほか関係省庁（外務省、法務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省）は、平成 20

年 7 月 29 日に、2020 年を目途に「留学生 30 万人計画」19という策定を公表し、優秀な留

学生を獲得していくグローバル化を展開している。優秀な留学生は、就職または研究等を

                                                   
19 文部科学省ウェブページ「『留学生 30 万人計画』骨子の策定について」http://www.kantei.

go.jp/jp/tyoukanpress/rireki/2008/07/29kossi.pdf（2017 年 12 月 4 日参照） 



47 

とおして日本社会を構成する一員として活躍していく。また、法務省入国管理局は、平成

24 年 5 月 7 日から、高度外国人材の受入れを促進するため、高度外国人材に対しポイント

制を活用した出入国管理上の優遇措置を講ずる制度を導入している20。 

このような背景をもとに、学習者の日本社会への参加を目指した日本語教育の試みも見

られるようになった。熊谷・佐藤（2011）は、社会参加を目指す活動を計画する際のポイ

ントとして、（1）内容を重視する活動、（2）学習者個人の興味を尊重する活動、（3）多様

性を理解する活動、（4）文脈を重視する活動、（5）学習者の自己実現を支援する活動、を

提案している（pp.viii-xi）。学習者が社会に参加し日本語を使って自己実現を遂げていく

ように支援することが教師の役割として注目されている。 

言語教育においては、これまでネイティブ・スピーカーを志向する教育の目標が掲げら

れてきたが、一構成員としての学習者を捉えるという視点から、言語教育の目標が改めて

問われるようになった。熊谷・佐藤（2011）は、社会参加を目指す外国語教育は、ネイテ

ィブ・スピーカーをモデルとした言語教育を超えることができるという。 

 

社会参加をめざした外国語教育は、学習者を「ネイティブ」への途上にある「不

完全」な言語使用者という弱い立場に置くのではなく、社会（コミュニティー）

の責任ある一員として扱うため、（中略）「ネイティブ」をモデルとした言語教育

を超えることを可能にする」（p.xvi） 

 

熊谷・佐藤は、社会参加を目指す外国語教育では、学習者を「社会（コミュニティー）

の責任ある一員」として捉えることの重要性を強調している。このことは、音声教育にお

いても同じことが言える。1.1.1.1 で述べたように、ネイティブ・スピーカーをモデルとし

た発音矯正では、学習者の発音を逸脱したものと見なし、それをモデルとなるネイティブ・

スピーカーの発音に近づかせるための指導を行う。しかし、社会参加を目指す日本語教育

では、所属コミュニティーによって相応しい音声が異なり、人間関係や場においても異な

ってくる。そのため、ネイティブ・スピーカーといっても一つの決まったモデルが存在す

るわけではなく、学習者が表現したい自分のイメージに合わせて音声表現を選んでいくこ

                                                   
20 法務省入国管理局ウェブページ「高度人材ポイント制による出入国管理上の優遇制度 高度

人材ポイント制とは？」http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/system/index.html（20

17 年 12 月 4 日参照） 
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とが求められる。 

目指すべき音声が一つだけではなく、学習者が所属したコミュニティーと自分が表した

いイメージと関わるという論は、より高度な専門職を持つ学習者が増えたこととも関連す

る。近年、日本社会の一構成員として活躍する学習者が増えつつある。そのことを表す概

念の一つとして、「専門日本語教育」が挙げられる。これは、「専門（研究活動）のための

日本語教育」（深尾 1999）を指す。「専門日本語教育」を実践している機関として、例えば、

国際交流基金が挙げられよう。関西国際センターでは、外交官・公務員、司書、大学院生、

研究者を対象に専門日本語研修が実施されている。上田・大隅（2002）は、学術を目的に

来日した研究者の日本語研修をフィールドとした調査を行っており、研修を受けた学習者

の全員が「学んだ日本語で最終的に何らかの研究活動を行うことを希望する」という。こ

のように高度の人材として日本に訪れる学習者の場合は、それぞれが求める自分を表すた

めの音声表現は必ずしも一律ではなく、場や人間関係によって、異なってくることが予想

される。 

さらに、日本社会における社会参加の意味は、必ずしも職業的動機に限らず、地域にお

ける日常生活とも関わっている。戸田（2007）は「音声がコミュニケーションにおいてど

のような役割を果たしているのか」（p.46）を示す事例として、イントネーションに関する

エピソードを紹介している。そのエピソードでは、ある留学生が自分のことをいろいろ面

倒見てくれる親切な日本人との日常会話において、「そうですか」のイントネーションの間

違いで、理解主体に誤解された様子が見られる。近所付き合いという側面から、社会参加

における音声コミュニケーションの一例として解釈することができる。 

このように学習者にとって、学校、職場、地域社会など、多様なコミュニティーにより

溶け込んでいくために、音声コミュニケーション教育が必要である。 

 

（2）学習者と他者との関わり 

本研究は、日本語で音声コミュニケーションを取る学習者が日本語で自己表現を行い、

一社会構成員として他者と関わりを取る中で自己実現を遂げていく、という社会的文脈か

ら音声教育を捉える。こういった枠組みにおいて欠かせないのは、他者の存在である。他

者が存在しないと、音声コミュニケーションも、社会の構成員としての他者との関わりも、

その関わりの中での自己実現も、成立することは期待できないからである。 

細川（2002）は、ことばの機能を「思考」と「伝達／受容」に置いたうえで、何のため
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にコミュニケーションをするのかという問いに、次のように答えている。 

 

たとえば、社会の中で自分が存在するという証を確認するためであると、仮に仮

定してみよう。それは、社会の中での自己の実現であり、言い換えれば、自分の

居場所を求めることであり、この自分の居場所とは、すなわち自己アイデンティ

ティのことである。社会としてのコミュニティの中で自己の居場所を求めること

こそ人間として本来的な姿に他ならないからである。（pp.134-135） 

 

細川は、コミュニケーションをとおして「自己アイデンティティ」を確立していくとい

う。他者との関わりの中で、自分の考え、表現したい内容、表したい自分を、ことばを用

いて他者に伝える。他者にそのことを受け入れられつつ、その人のアイデンティティが作

られていく。そして、そのようなプロセスを経て、「社会の中での自己の実現」を遂げてい

くのである。そのときには、「自分の考えを過不足なく表現できる能力を身につける」

（p.135）ことが大事である。自分の考えを過不足なく伝えるためには、さまざまなこと

ばの要素が関わるが、音声を媒介としたコミュニケーションの中で音声表現は欠かせない

要素である。他者との関わりの中で音声表現をとおして表現したいことを「伝達」し、ま

た他者の音声表現を媒介としてその人の言いたいことを「受容」していく。「自分の考えを

過不足なく表現」するために、音声が果たす役割は言うまでもなく重要である。せっかく

「思考」した内容があっても、音声が原因で「伝達／受容」における支障が生じれば、「自

己アイデンティティ」は話者の意図どおり確立することができなくなる。他者との関わり

の中で音声コミュニケーションをとり、「社会の中での自己の実現」を遂げていくのであれ

ば、そのことをサポートするために音声コミュニケーション教育は欠かせないものとなる。 

また、熊谷・佐藤（2011）も、他者と社会の存在を指摘している。 

 

社会参加をめざす言語教育が究極的に強調したいことは、言語を学ぶ・使うとい

うことは、本質的に、社会的な営みであるということ。ことばをつかって自分自

身を表現するためには、自己に対峙する他者が必要であるということ。そして、

社会の存在を抜きにした言語使用は意味がないということ。また、自己実現を可

能にするためには、それを実行する場、そしてそれを認めてもらう場としての社

会（コミュニティー）が必要であるということ。さらに、その社会でメンバーの
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一人として生きていくためには、よりよい社会づくりを担う責任があり、それは

つまり社会参加をしていくということである。（p.xvi） 

 

熊谷・佐藤は、「言語を学ぶ・使う」ことが「社会的な営み」であり、「他者」と「社会」

の存在を抜きにしては自己「表現」も「自己実現」も考えられないという。音声コミュニ

ケーションにおいても同様のことが言える。社会の構成員として他者との関わりの中で自

分自身を表現し、社会の一員として社会に参加していくのは「社会的な営み」である。 

我々は他者との関わりの中で、表現主体と理解主体の役割を常に交代させながら、コミ

ュニケーションを取っていく。表現主体として表したい意図、気持ち、発話の内容、自分

のイメージなど、音声表現を用いて理解主体に伝える。それは、理解主体に意図どおりに

受け入れられるときも、音声表現の問題により誤解を招くときもあり、そのような行為を

繰り返しながらコミュニケーションを取っていく。そして、そのコミュニケーションの中

で、表現主体の発話の意図や考え、および表現主体の人格、キャラクター、能力などは、

他者からの評価が擦り合わさって、その人のアイデンティティが決められていく。そのこ

とが、我々が日々取っているコミュニケーションであり、他者との関わりなのではないか。

その際に、表現主体の音声表現は、その人の性格や人格の表れと見なされることが多い。

しかし、学習者にとって教育現場においてそのような音声表現について学ぶ機会はどれほ

どあるのだろうか。こういった社会的文脈の中で学習者がどのような音声教育のサポート

が必要かを考えてみるのが教師の責任であり、役割ではないか。 

学習者のアイデンティティは、他者との関わりの中で決められる。どのような自分を見

せたいか。自分は他者にどのように受け入れられるか。他者は自分に対してどのような判

断や評価を下すか。我々は一人でも表したい自分を決めることはできるのかもしれないが、

それが意図したとおりに表せたかを決めるのは、他者との関わりである。つまり、アイデ

ンティティは学習者一人では決して決めることができない、社会的な性質が強いものであ

る。このアイデンティティの捉え方として、宮崎（2009）は、「確立（establishment）す

るものではなく、むしろ、変容（transformation）する対象と捉えるべきである。」という。

そして、1.2.2.2 で紹介した Lo Bianco の Third Place という概念を用いて、社会参加に求

められる姿勢を示唆している。 

 

目標ではなく、自己の成長過程で現れる、段階的で確立されていない、形成途中
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のアイデンティティ（inter-identity）のような概念がふさわしいのではないだろ

うか。まとめると、学習者の責務としては、自らの言語文化（“First Place”）に

寄りかからず、また“Second Place”に安住することなく、自らが主体的に構築

した座標軸（Third Place）に基づいた言語観によって習得した目標言語でインタ

ーアクションする社会参加者になるべきである。（p.170） 

 

宮崎は、「目標言語でインターアクションする社会参加者になる」ことを強調しつつ、「形

成途中のアイデンティティ」という概念を示している。つまり、人間関係や場によって、

また所属する社会やその中での地位によって、学習者は表現主体として表したいイメージ

を常に更新していき、他者との関わりの中で自分のアイデンティティを構築していくので

ある。音声コミュニケーションという文脈から考えると、音声は、アイデンティティを構

築する他者とのインターアクションの中で、学習者が自分の表したいアイデンティティを

表現し、また他者によってアイデンティティが決定される際の一指標としての役割を果た

しているのではないか。 

 

（3）他者との関わりの中で生み出される自己実現 

他者との関わりの中で自己表現を行い、さらに自己実現を成し遂げていくという社会的

文脈を、日本語教育からより一般的な概念へと、視野を広げて説明する。前述した、社会

参加、他者との関わり、自己実現という概念は、心理学分野に基づくものである。社会の

一構成員として、自分を表現していき、自ら掲げている夢や目標を実現していくことは、

欲求を達成しようとする人間の基本的な特性である。 

心理学分野でこの理論を提唱したのはマズロー（1970/1987）であり、「人間の基本欲求

説」と呼ばれる。マズローは、人間の基本的欲求を 5 つの段階――（1）生理的欲求、（2）

安全の欲求、（3）所属と愛の欲求、（4）承認の欲求、（5）自己実現の欲求――に分類した。

人間の欲求というのは、（1）が満たされると（2）が出現し、（2）が満たされると（3）が

出現するという、相対的優勢さによりその階層を構成している。簡単にいうと、剥奪によ

って生理的な欲求に支配され、満足によってより社会的な目標が出現してくる。マズロー

は、「人は、自分がなりうるものにならなければならない。人は自分自身の本性に充実でな

ければならない。」（p.72）とし、このような欲求を「自己実現の欲求」と呼んでいる。ま

た、自己実現とは、「人の自己充足への願望、すなわちその人が潜在的にもっているものを
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実現しようとする傾向」（p.72）を指しているという。前述した、生理的欲求、安全の欲求、

所属と愛の欲求、承認の欲求が先だって満足された場合に、それを基礎にして自己実現の

欲求がはっきり出現する。 

前項で述べた、就職または研究活動をとおして日本社会を構成する一員として活躍する

学習者、研究者、外交官、公務員らの自己実現を次のように解釈することができる。マズ

ロー（1970/1987）は、5 つの基本的欲求――（1）生理的欲求、（2）安全の欲求、（3）所

属と愛の欲求、（4）承認の欲求、（5）自己実現の欲求――を挙げている。収入、奨学金、

仕送りなど安定的財源による在留資格が認定されており、学校や会社などのコミュニティ

ーに所属し、人間関係を形成している学習者は、より高次の欲求を目指していると考えら

れる。マズローは、高次の欲求と低次の欲求の差異を明らかにしている。高次の欲求に満

足することは、「生存的意義のうえに成長的意義もある」とされ、「いっそう望ましい主観

的結果――真の幸福、平静さ、内的生活の豊かさ――がもたらされる」（p.147）という。

学習者にとって所属しているコミュニティーの中で日本語でのコミュニケーションは支障

なく取れているが、外国人訛りの発音による幼い印象やきつい印象などを払拭し、自分が

表したいイメージどおりの自分を表現すために、より高度な日本語能力を身につけたいと

いう夢を抱く学習者もいる。その日本語能力を支える一つとして、音声表現が挙げられよ

う。特に音声は、発話と同時に表現主体がどのような印象を理解主体に与えるかを左右す

る。日常的なコミュニケーション場面のみならず、こういった学習者の特徴として、研究

発表や仕事のプレゼンテーション、商談など、より高度な日本語発音が求められる場面に

しばしば接していることが挙げられる。このような場面において、学習者はこれまで自分

が培ってきた能力、専門性を表すために音声表現を行い、理解主体に伝えたいイメージ通

りに伝えることができる。こういった音声表現は学習者の自己実現を遂げるうえで一つの

手段であることは間違いない。 

発音は、学習者にとって自分をよりよい人間であることを示すために磨いていくもので

ある。筆者は日本語の発音で自己表現をするのは、「審美的欲求」とも関連があると考える。

マズロー（1970/1987）は、「美・調和・単純・完成・秩序などに対する衝動があり、これ

らは審美的欲求と呼ばれている。表現・実行・運動的完成に対する欲求は、この審美的欲

求に関連している。」（p.2）という。例えば、面接の場に行くときにスーツを着て、女性で

あれば髪を結んだり男性であればひげを剃ったりするなどの身だしなみを整える。整える

のは服装だけではなく、その場に合う内容を話すことはもちろん、その内容にふさわしい
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音声表現も工夫する。他者に清潔感や誠実さを表そうとする欲求を我々は持っており、そ

の欲求は学習者が日本社会で生きるうえでも働いており、満たす必要のある欲求である。 

さらに、よりよい発音を身につけることを求めるのが単なる「審美的欲求」で終わって

はならず、こういった欲求が音声の自律学習を継続させる「動機づけ」として作用すると

捉える必要もある。マズローは、「個個人の独自可能性と種に共通の可能性を追求する自己

実現または自己完遂の欲求などにより動機づけられている。」（p.2）としている。このよう

に学習者は自ら抱える欲求、よりよい自分を見せたいという欲求、他者に認めてもらいた

いという欲求により、音声学習を動機づけられる。 

また、学習者は表したい自分を表現するために、音声学習を行い、誰かによって強制的

に学習を行うのではなく、自ら音声学習を遂行していくことをとおして、夢や目標などを

遂げ、自己実現を遂げることに繋がる。学習者には、自分を磨いていき、潜在的な可能性

を発揮する権利がある。 

 

2.2.1.2 音声コミュニケーション教育を捉える学習観としての自律学習 

（1）自律学習の起源と日本への到来 

自律学習という概念が第二言語教育において使われ始めたのは、1960 年代のフランスで

あった。成人に対する生涯教育の提供という目的から、Modern Languages Project が立

ち上げられ、その成果として大学における教育機関 C.R.A.P.E.L.21が設立された。創設者

の Yves Châlon は「言語学習における自律の父」と呼ばれている。言語学習の対象者が成

人であることから、「self-directed learning」（自己主導型言語学習）が目指されていた。

（福田 2007、Aoki1998、Benson2001、Holec1981） 

自律学習は、学習方法や教授法としての概念ではなく、学習者が持っている自律性を指

す意味で、学習者オートノミーと呼ばれることも多い。Yves Châlon の後継者である Holec

（1981）は、「autonomy」を「the ability to take charge of one’s own learning」（p.3）

と定義しており、学習者が自律的であるためには次の 5 つの決定に対する責任を負わなけ

ればならない。 

 

―determining the objectives; 

                                                   
21 Centre de Recherches et d'Applications Pédagogiques en Langues の頭文字を取った名称

である。 
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―defining the contents and progressions; 

―selecting methods and techniques to be used; 

―monitoring the procedure of acquisition properly speaking (rhythm, time, 

place, etc); 

―evaluating what has been acquired.（p.3） 

 

つまり、学習者が自律的であるためには、学習目的および学習内容・進行を定め、学習

方法や技術を選び、習得の過程をモニターし、何が習得できたかを評価する、というすべ

ての学習過程における選択を学習者自ら行い、その選択に対する責任を負う必要がある。 

自律学習という概念が日本に入ってきたのは、ヨーロッパやアメリカなど西欧をとおし

てだが、文化差に着目した議論が行われることもある。Littlewood（1999）は、個人主義

を背景とした西欧から生まれた自律学習という概念が、集団主義的文化を持つアジアに通

用するのかという疑問を投げた。これに対して、（1）個々人の学生の異なる背景を文化と

いう一括りにして考えるのはよくないという反論（Aoki&Smith1999）、（2）文化よりも

知識伝達型の教育制度が原因だという反論（Pierson1996）、（3）文化よりもむしろ習熟度

と関連があるという反論（峯石 2006）、などが提起されてきた。 

学習者オートノミーに関して一番大事な議論として、教師主導を辞めて学習の全過程を

学習者に放任すれば、自律学習になるという議論は避けては通れない。学習者オートノミ

ーは自然発生的に機能するものではない。もちろん学習者はそういう能力を潜在的に身に

つけているのは間違いない。潜在的に備えられている学習者オートノミーを、教師の積極

的な働きかけにより刺激し、機能させていく必要がある。そのためには、学習目的や目標

に関する教師の問いかけ、学習内容の提示、学習リソースの提供、どの段階で学習が躓い

ており、その次の段階に進むためにどのような解決策が考えられるか、という情意面での

サポートが必要になってくる。つまり、自律学習を促すための教師の役割は、教師主導型

の知識伝達型の授業以上に重要である。 

 

（2）日本語教育における自律学習 

日本語教育における自律学習は、Aoki（1998）をはじめ 1990 年代から注目されるよう

になった。青木（2005）では、「学習者オートノミー」という概念を「学習者が自分で自

分の学習の理由あるいは目的と内容、方法に関して選択を行い、その選択に基づいた計画
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を実行し、結果を評価できる能力」（pp.773-774）と説明している。「学習者オートノミー」

を育てることは、「社会の意思決定に責任をもって参加できる市民を育てることにつながる」

（p.774）ことを目指している。 

前述したとおり、日本社会の一構成員とされる学習者の言語学習には、教師が示す規範

を、学習者は真似し、教わるというような一方的な日本語教育ではなく、学習者自らが日

本語を学ぶ目的・内容・方法を選択し、自分の学習の進み具合を調整していき、学習の成

果を自ら評価するという、自律学習が相応しいとされるようになった。もちろん、教師の

「教える」という役割が不要と見なしているわけではない。学習過程に必要な情報、学習

方法やツールを共有し、学習過程において持ち得る悩みや不安を解消できるよう働きかけ

る役割を果たす必要がある。このように一構成員として日本社会を生きる学習者にとって、

自分の日本語学習を管理・評価し、日本語を習得していくことで、日本社会により溶け込

み、自ら掲げた目標を達成していくのが望ましい。佐藤・柴田（2014）は、「学習とは、

自分自身の目的を達成、つまり、自己実現のために、生涯かけて、それぞれが主体的にお

こなうべきものであり、教師や教室活動というのはそのための支援にすぎない」（p.223）

という。このように、教師は、学習者の自己実現に繋がる自律学習を目指してサポートす

ることが求められると言えよう。 

音声教育においても、学習者の自律学習が注目されている。小河原（2009b）は、音声

教育の目標を次のように述べる。 

 

学習者や学習観、さらには学習環境が多様化している現状では、学習者が必要な

ときにさまざまな考え方や情報、手段をリソースとして利用し、自分の目的や嗜

好に合わせて取捨選択して学習していくことができれば理想的である。このよう

にとらえた場合、音声教育の目標は「学習者の自律的学習能力を育てる」、つまり

学習者自身が学習の目的、そのための内容、方法を選択し、計画、実行し、その

過程や結果を評価できるようにするという方向に向かっていくのではないだろう

か。（中略）しかし、音声教育における自律的学習の可能性についてはこれから実

践的検討とその蓄積が必要である。（p.50） 

 

小河原は、音声教育の目標は「学習者の自律的学習能力を育てる」ことにあるという。

このように音声教育を文脈とした論考でも、自律学習は注目されている。しかし、小河原
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が指摘しているように、「音声教育における自律的学習」に関する「実践的検討とその蓄積

が必要」である。なぜなら、音声教育における自律学習を目指した教育実践からの発信こ

そが音声の自律学習とは何かを具現化させることが可能だからである。日本語教育や教師

教育に向けて、音声の自律学習の実態と重要性を、具現化された答えをもって唱えていく

ことが重要ではないか。 

 

2.2.1.3 音声コミュニケーション教育の必要性 

2.2.1.1 と 2.2.1.2 で述べてきた理論的枠組みをまとめると、以下のようになる。 

 

（1）社会的文脈から立ち上がってきた音声コミュニケーション教育：社会参加、他者と

の関わり、自己実現 

⇒ 日本という異文化社会を生きる学習者は、他者と関わる中で、音声コミュニケー

ションを取る。培ってきた努力の成果、能力、価値観などを音声で表現する。学

習者は、他者から評価を受け、一人の社会構成員として夢や目標を実現させ、な

りたい自分に近づいていくことで、自己実現を遂げていく。 

（2）学習観としての音声コミュニケーション教育：自律学習 

⇒ 学習者は自ら音声学習の目的を掲げ、自身の音声学習の目標、内容、方法などを

選び、学習成果を把握したり評価したりしながら、音声の自律学習を行っていく。 

 

本研究は、上記の 2 つの社会的文脈および学習観から、音声コミュニケーション教育を

捉えることが望ましいと判断する。そして、音声コミュニケーション教育を展開していく

ことが今後の日本語教育を発展させていくうえで重要な課題だと捉えられる。 

音声コミュニケーション教育の必要性は、日本語教育のみならず、日本語を母語とする

話者にとっても重要な概念として認識されている。1998 年改訂が行われた学習指導要領に

おいても、また 2008 年に改訂が行われた学習指導要領においても「生きる力」としての

音声言語は認識し続けられている。「話すこと・聞くこと」の教育が国語教育において重視

される。日本語教育における音声コミュニケーション教育の必要性は、1990 年代後半から

提唱された（杉藤 1999）。 

日本語教育における音声コミュニケーション教育の必要性は、2.1.2.4 で述べたように、

コミュニケーションにおいて伝えたいことをわかりやすい発音で伝えることを目標とした
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音声教育用教材（戸田 2004）、高度の到達目標を持つ学習者のためのプレゼンテーション

に求められる口頭能力向上を目標とした教材（中川ほか 2009）の開発から、見て取れる。

学習者が、伝えたいことをわかりやすく伝え、日本社会で他者との関わりを深め、学校、

職場、地域社会などの多様なコミュニティーに溶け込んでいくために、音声コミュニケー

ション教育は必要とされる。 

定延（2004）は、音声コミュニケーション教育の必要性として、（1）多くの学習者によ

って音声コミュニケーションが施行されること、（2）放っておいても教室外で自然に日本

語音声コミュニケーションのストラテジーを身につける学習者は一部に過ぎず、そのスト

ラテジーの理解も十分ではないこと、（3）日本語音声が教室外で自然と身についたとして

も、それが学習者本人のキャラクターと合うかどうかは別問題であること、を挙げている。

そして、定延は学習者が志向する日本語音声コミュニケーションとは、「美しい、正しい日

本語音声コミュニケーション」というものよりも「現実の日本語音声コミュニケーション」

であることを指摘している。また、音声コミュニケーションの要素として、フィラー、つ

っかえ、イントネーションとアクセント、りきみ、空気のすすりを挙げている。定延が何

度も繰り返し述べているように、つっかえやりきみができるように練習をさせろと訴えて

いるわけではない。「コミュニケーション上、重要な役割を果たしているのであれば、『そ

れがなにごとである、どういう意味を持つのか』は、教える必要があるのではないか」（p.12）

という、知識として知っておく必要性が論じられている。りきみの説明では、会話の中で

何度もりきみを使いながら、本人は自覚していない教師のエピソードが紹介されている。

上記のエピソードのように自分の話す日本語の音声に自覚のない教師が音韻知識を得て、

音声を省察する経験によって、どう変容していくのであろうか。 

筆者は、表現主体として理解主体に伝える内容の側面と、与える印象の側面から音声コ

ミュニケーション教育が必要な理由を、表 2.2.1.3-1 と表 2.2.1.3-2 のように考えている。 

 

表 2.2.1.3-1 表現主体として理解主体に伝える内容 

（1）音声によって、内容を聞き取ってもらえない。 

例）仕事の場面、迅速性・正確性が求められるとき 

（2）音声によって、伝えようとする内容に誤解が生じる。 

例）文脈の中で、または繰り返し行われる会話によって内容の誤解を補う機会がある場面



58 

もある。それは、理想的なコミュニケーションの場面だと考えられる。しかし、そういう

理想的なコミュニケーションの場面だけが存在するわけではない。特に金銭が行き来する

場面、限られた時間内に情報を伝えなければならない場面にも我々は毎日のように遭遇す

る。 

（3）表現形式が同じでも、音声によって意味が変わることがある。 

例）強調や句切りによって意味が変わる 

イントネーション→「そうですか」了解、喜び、落胆、ためらい、疑念（戸田 2004、2007） 

（4）文字で表すことができないが、音声の要素でコミュニケーションが成り立つ場合があ

る。 

例）りきみ、フィラー、イントネーション、空気のすすり（文脈に合うものとそうでない

ものの許容範囲が暗黙的に存在する）→人間関係とも関わってくる。（定延 2004） 

 

表 2.2.1.3-2 表現主体として理解主体に与える印象 

（1）表現形式が同じでも、音声によってさまざまな気持ちを表すことができる。 

音声のメリットとして捉えることもできる。文字だけだと誤解を与えそうな文脈でも、音

声の使い分けでよりよいコミュニケーションを取ることができる。 

（2）日本語のレベルが上達しても、最後まで母語の癖が残るのは音声である。 

例）初中級でよく見られる助詞「は、が」の誤用は、日本語学習が進むにつれ誤用は目立

たなくなる。待遇表現も、上級者になるにつれ、どういう場面でどういう待遇表現を使う

か学習するようになる。語彙、語法も増え、読み書きは問題なくなる。ところが、超上級

者になっても最後まで残っているのは、発音における母語の癖である。 

（3）理解主体による表現主体の性格や能力の判断の材料となりやすい。 

母語話者にも同様のことが言える。表現主体の性格や能力は、理解主体による判断や評価

によって意味づけられる。 

 

では、上記のように意味や印象が変わってくる音声表現の学習を、どうすれば自律的に

行っていくことができるのだろうか。残念ながら、現状の日本語教育の研究では、音声の

自律学習に関する論や、教師がその教育をどのように展開していくべきかなどの論は非常

に少ない。しかも、日本語教育現場には、音声教育に特化した授業実践が少なく、教師に
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も音声コミュニケーション教育とは何か、どのように展開していくべきかわからないこと

が多いと推察される。そこで、本研究では、音声教育に特化した教育実践を調査フィール

ドとして、その中から音声コミュニケーション教育について学んでいく実習生の学びを追

うことにした。実習生がどのような知識や教育観を得て、学習者の音声の自律学習を実際

に体験することで、どのようなことを学んでいくか、徹底的に分析・考察する。そのよう

な教育実践でこそ、音声教育ならではの理論が立ち上がってくるのではないか。その理論

に基づいて、今後教師教育のサポートを考えていくべきである。 

 

2.2.2 教師教育を文脈とした実習生にとっての音声コミュニケーション教育 

本項では、実習生の省察（2.2.2.1）、および音韻知識の学び（2.2.2.2）を分析するため

に必要な理論をまとめる。次に、本研究では音声コミュニケーション教育の実践における

学びを分析するために、実習生を対象にフィールド調査を行った。そのような研究手法の

根底にある実践研究についての理論をまとめておきたい（2.2.2.3）。 

 

2.2.2.1 音声コミュニケーション教育の実践をとおした実習生の省察 

（1）実習生の語りと意味づけ 

本研究の第 4 章では、実習生の語りの中に見られる音声教育の意味づけを分析する。意

味づけは、動詞「意味づける」が名詞化したものであり、「意味づける」とは、「物事に意

味や理由をつける。意義や価値をもたせる。」22ことである。 

本研究における「音声教育の意味づけ」とは、実習生が教師として行ってきた音声教育、

また外国語学習者として経験した音声学習に対して意味や理由を与えることであり、日々

日本語指導やサポート場面で接している学習者にとっての音声や音声学習が持つ意義や価

値を与えることである。そして、実習生の「音声教育の意味づけ」は、「音声教育実践」を

とおして変容すると捉える。「音声教育の意味づけ」は、実習生がこれまで経験してきた日

本語教育、外国語学習、学習者に関するエピソードを語る中で浮き彫りになると考える。

そして、音声教育の意味づけには、実習生一人ひとりの音声教育観が反映されていると考

える。 

教師の日本語教育に対する意味づけに関する論考として、オーストラリアにおける教師

の意味世界を捉えた太田の論考（2009）、さまざまな日本語教育現場を移動する教師の成

                                                   
22 JapanKnowledge Lib『デジタル大辞泉』“意味付ける”の項（2017 年 12 月 16 日参照） 
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長を捉えた飯野の論考（2010）が挙げられる。 

太田（2009）は、教師による語りには、「自分自身の意味世界」が表現されているとい

う。そして、「個人的で具体的なストーリーを丁寧に分析し、個々の日本語教師の意味づけ

を解釈する作業」によって、「社会やコミュニティに流通する語りに回収されない、一人ひ

とりの日本語教師の個別性や多様性を描くことができる」という（p.24）。本研究では、一

人ひとりの実習生が音声コミュニケーションという視点から学習者にとっての音声や音声

学習をどのように意味づけ、個別の経験と「音声教育実践」での経験を結びつけどのよう

な音声教育観を形成していくか、明らかになるのが期待できる。 

飯野（2010）は、ライフヒストーリーとライフストーリーの違い23を明確にしたうえで、

ライフストーリーにおける語り手と聞き手の相互作用が重要だとし、その相互作用をとお

して教師の成長支援の可能性を指摘している。日本語教育の実践者として自らのアイデン

ティティを付与した飯野は、教師にインタビューをしてライフストーリーを聞く行為によ

り、語り手と聞き手両方にとって成長の可能性があるという。具体的には、「聞き手も自ら

の実践を振り返りつつ、語り手の経験に別の意味を与えるきっかけを作ったり、また、聞

き手自身の経験に別の意味を与えたりといった（中略）実践者同士の相互使用が実現する」

という。それゆえ、「認識と行動の変容のきっかけを与えるような、成長支援の可能性を持

っている」と指摘した（p.21）。そのためには、「聞き手である教師にとっても、語り手の

経験を自分の経験と結びつけて質問」することが重要で、「自分とは異なる語り手の経験の

意味づけに出会うことによって，自分の経験にも新たな意味を見出」せるという（p.32）。 

本研究では、学習者、日本語教育の実践者、研究者である筆者と、日本語母語話者／日

本語非母語話者、教師経験の有無などの異なる 14 名の実習生との、一対一のインタビュ

ー手法を取り入れる。筆者の背景により、おそらく母語話者同士での話し合いとは異なる

性質が見えてくるのかもしれない。ただ、仮に母語話者同士の場合でも、また地域や年齢、

または日本語教育に携わったかどうか、もしくは音声教育に興味があるかどうかなどによ

って、語られる内容は異なってくるだろう。また、実習生と筆者はそれぞれの経験や背景

                                                   
23 教師のライフヒストリー研究は、研究者が教師のライフストーリーを聞き取り、その内容を

「歴史的社会的文脈」に位置づけて解釈し、ライフヒストリーを構築するものである（グッ

ドソン 2001）。つまり、ライフストーリーが集められ、社会的文脈および歴史と関連づけら

れ、ライフヒストーリーを形成する。ライフストーリーのほうが、語られるその場、そして

語り手と聞き手のやり取りによる語りの構築過程そのものに重点を置くと考えられる。本研

究では、実習生と筆者のインタビューによって構築される音声教育に関する語りに重点を置

くため、ライフヒストーリーより、ライフストーリーの性質を持っていると言える。 
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をもってインターアクションを取っていくことで、互いにも変容していく可能性がある。 

また、本研究では実習生の語りをデータとして示し、その語りの背景となる「音声教育

実践」の状況を詳しく記述することを試みる。桜井（2005）が指摘したように、「手続き

の『透明性』をはかること」（p.50）に留意し、各章において実習生および筆者の背景やイ

ンタビューやエピソードを取り巻く状況を丁寧に説明する。 

 

（2）実習生の学びと成長 

教師教育のパラダイムは 1990 年代を起点に「教師トレーニング」から「教師の成長」

へ転換した。「教師トレーニング」では、教師として必要とされる技術や知識を指導者から

教わり、訓練によって指導能力が身につけられるとされる。一方、「教師の成長」という考

え方では、「実践―観察―改善のサイクルを教師が主体的に担うことによって教師としての

専門性を自ら高めていく」（岡崎・岡崎 1997）とされる。 

「教師の成長」パラダイムにおいて、上述の「実践―観察―改善」のサイクル以外にも、

「省察」という概念は欠かせない。Wallace（1991）の「省察モデル」によると、「既存の

スキーマや教育観」から、「与えられた知識」と「経験から得た知識」に支えられる「実践」

と「省察」を繰り返し、教師としての「専門的な能力」が身についていく。つまり、「省察」

は、教師の成長において非常に重要な概念であると言える。 

本研究は、Wallace（1991）の省察モデルに基づき、「音声教育実践」の方針や授業のシ

ラバスなどを「与えられた知識」と捉え、学習者とのインターアクションを交えながら新

たに得た気づきを「経験から得た知識」と捉える。よって、「音声教育実践」は「与えられ

た知識」に、学習者とのインターアクションをとおして得た実習生の学びは「経験から得

た知識」に該当する。この二つに支えられた「実践」をとおして、実習生は「省察」を行

っていると想定し、その「省察」のプロセスは、「既存のスキーマや教育観」を行き来しな

がら発音指導とは何かを理解していく、つまり「専門的な能力」を学んでいく過程と考え

る。以下、この内容について述べていく。なお、「既存のスキーマや教育観」を分析するた

めに、第 4 章では実習生の教育歴、受講動機などを述べる。実習生が「音声教育実践」を

とおして学んだ音声教育観や実践的知識を「専門的な能力」に当たるものだと考える。 
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図 2.2.2.1 省察モデル（Wallace1991、筆者訳） 

 

また、教師の学びを研究したものとして、アクション・リサーチが注目される。日本語

教育における代表的な論考として、横溝（2000）が挙げられる。横溝は、アクション・リ

サーチを「自分の教室内外の問題及び感心事について、教師自身が理解を深め実践を改善

する目的で実施される、システマティックな調査研究」（p.17）と定義している。そもそも

アクション・リサーチの起源は、社会変革促進運動や第 2 次大戦中の軍事作戦にある。そ

の発端は、グループダイナミックスの創始者とされる Lewin にある。例えば、Lewin は、

労働者や軍人の生産性という観点から、業務や軍事行動に関わる決定を、管理職や上司に

任せるより、労働者や軍人自身が決定させ参加させたほうが、生産性がよいとし、参加者

が自分の問題として業務に取り組むかがいかに重要かについて論を示している。（p.12） 

Kemmis et al.（1988）により、上記のアクション・リサーチは「a spiral of cycles of 

self-reflection」または「the self-reflective spiral」（螺旋状の省察のサイクル）と呼ばれ、

「individual steps of planning, acting, observing, reflecting, re-planning (and so on) 

and their reiteration」（計画、行動、観察、省察、再計画のそれぞれの段階）が重要であ

る（p.9）。また、それらの段階を螺旋状に示したモデルを示している（pp.18-19）。このサ

イクルは、研究方法として教育の分野にも応用されてきた。 

横溝（2000）は、教育の分野におけるアクション・リサーチの特徴を以下のように列挙

している。 

 

（1）状況密着型である（小規模であることが多い） 

（2）（授業を行っている）本人が行うものである 

（3）状況の改善・変革すなわち教育の質の向上を目標に行うものである 

（4）協働的でありうる 

（5）起こした変化によって他の人が影響を受けるものである 
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（6）自分の教室を超えた一般化を直接的に目指すものではない 

（7）柔軟性があり取り組みやすく現場の教師向きである 

（8）システマティックである 

（9）評価的であり内省的である（pp.17-19、各項目の詳細説明は中略） 

 

本研究は、実習生自身が研究を行うものではないが、「音声教育実践」の中で、実習生が

「計画、行動、観察、省察、再計画のそれぞれの段階」において責任を持って参加してお

り、その段階をとおして自分たちで行う実習の内容をよりよくしていくという点で、アク

ション・リサーチの考え方と非常に似ている部分がある。そこで、「音声教育実践」におけ

るサイクルの形成や参加者による問題意識とその改善の様子を分析・考察する際には、ア

クション・リサーチを取り巻く議論を参考にしたい。 

 

（3）実習生と他者とのインターアクション 

本研究では実習生が「音声教育実践」の中で、他者とインターアクションを取り、そこ

からどのような学びを得ていくかを分析する。「音声教育実践」における実習生を取り巻く

他者とは、実習生同士、学習者が挙げられる。 

本研究の第 7 章では、実習生同士のインターアクションを分析する。実習生は、実習で

使う補助教材や教案を、意見交換をして作り上げ、実習が終わった後の振り返りをとおし

て、問題を改善していく。このような実習生同士のインターアクションをとおして、実習

生はどのような学びを得ていくのであろうか。 

2.2.1.2 で紹介した、自律学習という学習観は、実習生同士の学びにも適用できよう。学

習者が自律学習を行う力、つまり学習者オートノミーを育てるに当たって、教師の自律性、

つまりオートノミーがどのように関わるかという議論も行われている。 

Benson（2001）は、学習者オートノミーを育てるためのアプローチを、（1）リソース

をベースとするもの、（2）IT 技術を利用するもの、（3）学習者の発達に焦点を当てるもの、

（4）学習活動の計画に学習者を参加させるタイプのもの、（5）カリキュラムの作成に学

習者を参加させるタイプのもの、（6）教師オートノミーに重点を置くもの、の 6 種類に分

類している。このうち、6つ目が教師オートノミーに関わる議論である。また、Little（1995）

は、「 the development of autonomy in learners presupposes the development of 

autonomy in teachers.」（学習者オートノミーの育成は、教師オートノミーの育成を前提
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としている）という。つまり、教師にオートノミーがなければ、学習者オートノミーは育

てられないと言える。 

一方、青木・中田（2011）は、教師オートノミーは学習者オートノミーの必要条件では

あるが、十分条件ではないと、指摘している。「教えることを学ぶ『学習者』として教師の

学習者オートノミーを育てる」のは、学習者オートのミノーを育てることに役立つが、そ

れは「必ずしも学習者オートノミーへの肯定的態度や学習者オートノミーを育てる能力の

発達に結びつくものではない」という。また、「教師主導型の授業で生徒を上手にコントロ

ールするために内省しリサーチすることも可能」（p.10）であることを理由として挙げてい

る。 

上記の論考をまとめると、教師のオートノミーを育てることは、学習者オートノミーを

育てるための授業をすることに繋がる可能性がある。それゆえ、教師教育にも教師のオー

トノミーに重点を置くのが望ましいと考えられる。本論文の 1.1.2 で述べた「自己研修型

教師」（Nunan1989）の考え方とも繋がっている。「自己研修型教師」とは、「自分自身で

自分の学習者に合った教材や教室活動を創造していく能動的な存在」（岡崎・岡崎 1997）

である。このように自律学習を遂行する学習者を育てる教師には、教師としての自律が求

められ、教師と学習者の自律が、言語教育において重要だと認識されるようになってきた。 

では、こういった教師としての自律的な姿勢はどのように育まれていくのだろうか。青

木（2006）は、教師オートノミーを育てるためには、どのような環境を整える必要がある

かを論じ、教師教育にできることとして、「日本語教師のためのトーキング・ショップ」と

いう授業を紹介している。この授業は、教育現場での経験について教師同士が話し合う場

として位置づけられ、教育経験についての物語が教材になっている。「自分の物語に関連し

た他のメンバーの話に耳を傾けることで、新たな気づきを得る」ことが期待され、授業の

終了後は「全員が、その日の話し合いについて考えたことを書き、メールで他の人たちに

送って」いるという（p.152）。また、青木は、次の Clark（2001）の論考を引用し、教師

同士の会話には、7 つの機能が働いているという。 

 

それらは、暗黙の理論やビリーフを言語化すること、他人の目で世界を見ること、

個人として、また実践家としての自信を育てること、希望と人とのつながりを取

り戻すこと、理想やコミットメントを再確認すること、具体的な授業技術や問題

の解決法を身につけること、学習に関する会話を学生とするにはどうしたらいい
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かを学ぶこと、です。（p.152） 

 

また、同様に教師間のインターアクションを重視する論考として、Edge（1992）によ

る Cooperative Development が挙げられる。教師が協力して自己成長を目指すための工夫

として、教師間で抱えている問題を話し合い、互いの問題意識を明確にしていくもので、

教師の省察を深めていくことができるとされる。 

上記で取り上げた青木（2006）、Clark（2001）、Edge（1992）の論考は、教師同士の

話し合いが、教師の自己成長に繋がるという点で参考になる。ただ、聴き手の役割は良し

悪しを判断せず、話し手の考えをそのまま受け入れるという点では、カウンセリングに近

く、互いに教育実践を作り上げていく手法ではない。 

上記の教師同士のインターアクションの働きを、本研究における「音声教育実践」に結

びつけて考えると、次のようなことが言える。音声の仕組みや特徴について言語化するこ

とができる。また、他者の音声教育観を知ることで、それをとおして自分の音声教育観を

別の視点から捉えることが期待できる。さらに、その話し合いが継続的に行われることで、

岡崎・岡崎（1997）が示した「『考え、実行に移し、結果を観察し、改善していく』とい

う過程全体を担う」作業が、協働で行われることで、一層省察が促されることが期待され

る。それにより、音声教育活動の目標が明確になり、専門性が高められることに繋がるの

ではないだろうか。このように、教師オートノミーの論考や教師間の Cooperative 

Development という論考は、実習生間のインターアクションを考察するうえで参考になる。 

本研究の第 8 章では、実習生と学習者間におけるインターアクションを分析する。熊谷・

佐藤（2011）は、社会参加を目指す活動での教師の役割として、（1）「知識伝達者」（2）

「絶対評価者」（3）「支援者」（4）「教室コミュニティー（教室活動）の一参加者」という

役割を挙げている。そのうち 4 つ目の役割は、「教室（学習）コミュニティーの一員とし

て活動に参加し、学習過程での喜びや悩みを共に経験し、考え、学ぶという『教室コミュ

ニティー（教室活動）の参加者』という役割」である（p.xvii）。本研究における実習生は

実習活動において「教室コミュニティー（教室活動）の一参加者」として、学習者とのイ

ンターアクションの中から学びを得ていくと予想される。 

また、実習生は「音声教育実践」をとおして、実際に学習者に音声教育を行うため、省

察が促されることが期待される。佐伯（2007）では、「ちゃんとわかっていなければなら

ないという状況の認識と、そこに関わる役割や責任の意識」（p.156）が生まれると、単な
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る学習よりそれ以上の効果が見出せることが示されている。つまり、従来の教師教育にお

ける音声学の科目のようにただ理論的知識を覚えるのではなく、学習者に教えるという状

況が実習生にとって音韻知識を説明できるレベルまで理解しなければならないという意識

を持たせることに繋がると考えられる。また、そのことは、実習生にとって音声の省察を

促すうえで機能するのではないだろうか。 

上記の理論的枠組みをもって、本論文の第 7 章、第 8 章では、実習生を取り巻くインタ

ーアクションを分析する。 

 

2.2.2.2 音声コミュニケーション教育の実践をとおした音韻知識の学習 

本論文の第 5 章では、「音声教育実践」をとおして実習生が音韻知識を学習する様子を

エピソード形式にまとめ、その中に見られる実習生の学びを分析する。実習生が音韻知識

を学習する理由は、音声の仕組みを理解し、指導の場面においてその仕組みを学習者に説

明する必要があるからである。その学びを考察する際に理論的枠組みとして用いる「メタ

言語能力」という概念を説明しておく必要がある。「メタ言語」24は「言語特徴を捉え、分

類、記述するための言語で、日常生活とは違う文法語としての言語」（中尾 2001）を指す。

本研究では、「音声のメタ言語能力」という概念を、日本語の音声の仕組みを理解したうえ

で、ことばや記号で説明できる力という意味で使う。音声の仕組みを一段高いところから

観察し、音声におけるルールを発見し、カテゴリー化したり同じような特性を持つ例を挙

げたりして説明できる力を指す。 

 

                                                   
24 Tunmer and Bowey（1984）によると、メタ言語はメタ認知の構成要素とされる。メタ認知

は、メタ記憶、メタ学習、メタ注意、メタ社会認知、メタ言語によって構成される。さらに、

メタ言語は、音韻意識、語意識、形態意識、語用論意識の 4 つの意識によって支えられてい

る。また、メタ認知は、1970 年代に Flavell（1976）やブラウン（1978/1984）によって提

唱された。Flavell は「その人自身の認知過程と所産、あるいは、それらに関連したことすべ

て（たとえば、学習に直接関係する情報やデータの属性）に関する知識」（ブラウン 1978/1984 

p.6）という。また、ブラウンは「自分自身の遂行について内観したり、他人の視点と自分の

視点とを区別したりする能力を必要とする」（ブラウン 1978/1984 p.9）ものという。このよ

うに、メタ認知は自身の認知活動を一段高いところから捉えた認知という意味で使われる。

ただ、メタ認知という概念は、1.2.5.1 で説明したように、内省や学びが個人の中で完結して

しまうとされ、内省や学びは他者との関わりの中で構築されていくものだとする社会的構成

主義によって批判される。本研究では、「メタ言語能力」という用語を使うものの、個人の中

で完結したという意味で用いているわけではないことを断っておく。なお、本研究では上記

の点を意識して、「内省」ではなく、「省察」という用語を用いる。 
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（1）言語教育におけるメタ言語能力 

「メタ言語能力」は、言語を一段高いところから観察し、自身の言語活動を振り返り、

その中に存在する規則や機能を発見する能力を指す。母語の場合、幼児のときから自然習

得しており、無意識の中で話していることが多い。そのため、無意識にある自身の言語生

活を対象化し、その仕組みを分析することで、規則や機能などに気づくことが可能になる。 

ここでは、「メタ言語能力」の発端となる Language Awareness Movement を紹介し、

日本の国語教育・外国語教育・日本語教育における「メタ言語能力」に関する研究を整理

する。 

「メタ言語能力」は、「言語への気づき」という側面から、1970 年ごろヨーロッパやア

メリカの言語教育において盛んになった Language Awareness Movement と重なる部分

が多い。イギリスでは、母語としての英語教育25が十分な成果を上げていないという問題

意識から、Language Awareness Movement が始まった。Association for Language 

Awareness では、Language Awareness（LA）を次のように定義している。 

 

We define Language Awareness as explicit knowledge about language, and 

conscious perception and sensitivity in language learning, language teaching 

and language use.26 

（私たちは言語認識を、言語についての明示的な知識と、言語学習、言語教育、

言語使用における意識的知覚および感受性として定義する。） 

 

LA は、母語の英語教育から発端した概念であるが、「母語としての英語教育と外国語教

育の教師たちが実は共通の問題を抱えており、言語教育という広い枠組みで打開策を見出

さなくてはならない」（福田 2007b p.104）という認識が広まり、外国語教育においても

LA は重要な概念とされるようになった。 

また、LA を日本語に訳す際に、「意識化」か「気づき」かで議論がされてきた。福田（1999）

は、Conscious Raising（CR）と Language Awareness（LA）という概念が混同されがち

                                                   
25 福田（2007b）によれば、「イギリスでは、従来から存在するウェールズ語やゲール語に加え

て、移民も多く、英語の能力が社会階層とも結びつく傾向があるので、言語の学習は常に問

題になっている。」（p.113）という。 
26 Association for Language Awareness のホームページにおける LA の定義を参照。http://

www.languageawareness.org/?page_id=48（2017 年 12 月 9 日参照） 
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だとし、定義の違いを明らかにしたうえで、外国語教育に CR と LA をどう使うべきか論

じている。 

 

LA は CR ほど日本では知られておらず、CR と LA の日本語での記述もまた解釈

のゆれを招きやすい。ビビアン・クック（1993:35）の『第 2 言語の学習と教授』

（米山朝二訳）では、CR を「意識化」、LA を「言語理解」とし、それぞれ「第

2 言語のさまざまな特徴に学習者の注意を引いて援助する」、「言語それ自体の理

解を深めることで学習者を援助する」と定義づけている。／CR を「意識化」と

するのはある程度定訳となっているようだが、「意識化」では“rasing”の意味合

いは伝わってこない。そこで中田は、「言語の仕組みを『意識のレベルに乗せる、

意識的に気がつくようにする』方法」（1992:64）として、「言語意識昂揚」（1993:54）

という語を用いている。一方、LA を「言語理解」とするのは、「理解」というこ

とば自体、多義的な解釈を招きがちである。むしろ「言語への気づき」のほうが

より原義に近いのではないかと筆者は考える。（p.7） 

 

福田は、CR の日本語訳として「意識化」は“rasing”の意味が含まれておらず「言語

意識昂揚」のほうが適切であり、LA の日本語訳として「言語への気づき」が原義に近い

と提案している。 

日本では「メタ言語能力」「メタ言語意識」というキーワードが用いられ、言語教育にお

いて重要な概念として広まるようになった。生越（2007）は、メタ言語能力が注目される

ようになった背景について、次のように述べる。 

 

メタ言語能力が研究対象となってきた背景には、母語能力、特に読み書き能力の

低下が問題視された 1970 年代のイギリス社会・教育界において、識字能力向上

の一視点として、「言語への気づき」が関心を集めることになったという事情があ

る。（p.13） 

 

生越によると、メタ言語能力は、母語の「識字能力の向上」に必要な能力として注目さ

れ、登場してきた概念だという。こういった背景を持っているため、「メタ言語能力」は、

母語の教育、つまり国語教育を文脈として論じられてきた。例えば、生越（2007）、松崎
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（1991）が挙げられる。生越（2007）は、「メタ言語能力」を「言語を客体として意識・

観察・運用する力」と定義している。そして、「メタ言語意識」は「通常意識下にある言語

に関する知識を取り出して対象化しようとする意識あるいは気づきのこと」とし、メタ言

語意識を呼び起こす能力を「メタ言語能力」であると、意識と能力の関係を示している。

そのうえで、「メタ言語能力」を 4 領域――（1）音韻への気づき、（2）単語への気づき、

（3）文法への気づき、（4）運用上の気づき――に分類している。 

松崎（1991）は、国語科授業において「メタ言語能力」を育てることが重要だと認識し、

「メタ言語能力」を育てる教材の開発を試みた。授業や日常生活で習得した知識を駆使し

て、言語運用をモニターし、調整する機能を「メタ言語能力」としている。松崎は、「メタ

認知」の一種である「メタ言語能力」の獲得において「授業や日常生活で習得した知識を

使わなければならない必然の状況」という学習場面の設定が重要だという。そのため、「メ

タ言語能力」を育てる教材開発においても、「言語知識を使って何とかしてある条件を克服

する必然の状況を作り出すこと」を試みている。松崎が試みた教材は、敬語使用に関する

「メタ言語能力」を育てるものである。 

また、平成 29 年に公示された文部科学省（2017）の新学習指導要領では、「言葉の働き」

について次のように述べられている。 

 

言語が共通にもつ言葉の働きに関する事項である。自分が用いている言葉の働き

を客観的に捉えることは、国語科で育成を目指す資質・能力の重要な要素である。

言葉がもつ働きに改めて気付くことで、児童は言葉を自覚的に用いることができ

るようになる。（『初学校学習指導要領解説―国語編―』pp.16-17、『中学校学習指

導要領解説―国語編―』p.16） 

 

このように国語教育において、「自分が用いている言葉の働きを客観的に捉え」、「言葉を

自覚的に用いる」という教育をとおした、生徒のメタ言語能力を育てることが注目されて

いる。 

一方、前述した生越（2007）の引用部で示されているように、「特に読み書き能力の低

下」（点線部）がその出発点とされているように、文法教育においてこの「メタ言語能力」

が用いられることが多い。また、メタ言語能力を育成する際に、国語教育と外国語教育の

連携を図った試みも見られる。次に紹介する斎藤ほか（2012）の論考では、中等教育段階
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における国語教育と外国語教育に向けて「メタ文法能力」という概念を提唱している。 

 

言語コミュニケーションを別の視点から、あるいは一段高いところから観察して

いることになる。／このような視点から言語を観察し、論じるための言語を「メ

タ言語」と言う。当然ながら言語学をはじめ、言語を学術的に扱う学問諸分野は、

このメタ言語を用いて研究・論考をしていることになる。また、言語をそのよう

な視点から観察して運用することのできる能力を「メタ言語能力」と呼ぶ。言語

能力には、発音も含め、さまざまな要素が存在するが、それを文法事項に特化し

たものを、本科研プロジェクトでは「メタ文法能力」と呼ぶ。（p.468） 

 

斎藤ほかは、国語教育において、特に文法「事項に特化した」メタ文法能力の育成に向

けて文法指導の展望と課題をまとめており、「言語横断的にメタ文法能力・メタ言語能力を

育成することを目指す研究は、理論的にも実践的にも充実しつつある」という。ここでい

う「言語横断的」とは、国語と外国語教育両方を指している。 

大津（1989、2016）も国語と外国語教育の連携を取ったメタ言語能力の育成を強調して

いる。大津（1989）は、文法知識を客体化して利用することを可能にする能力を「メタ言

語能力（meta-linguistic abilities）と呼んでいる。そして、「メタ言語能力の発達の促進が

国語教育・英語教育それぞれの中核をなす目的の一つとして位置付けられなくてはならな

い」こと、「メタ言語能力の発達の促進を軸として国語教育と英語教育の連携が検討されな

くてはならない」ことを主張している（p.27）。 

また、大津（2016）では、メタ言語知識を言語知識についての知識としたうえで、メタ

言語知識を使う能力を「メタ言語能力」と定義している。そして、メタ言語知識を使って、

母語について知り、外国語を学ぶことの重要性を唱えている。外国語学習と母語学習の違

いを次のように述べる。 

 

外国語学習においては、母語や狭義の第二言語（当該言語が生活言語として使わ

れている環境で獲得する、母語以外の言語）の獲得に比べて、当該言語との接触

量も少なく、前者のようにおおすじ無意識的な獲得は期待できないのが一般的で

す。そこで、意識的かつ意図的な学習が必要となります。（p.7） 
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大津は、外国語学習は母語の学習とは異なり、「意識的かつ意図的な学習が必要」という。

ただし、「ことばの普遍性」があるため、母語のメタ言語知識を外国語学習に応用できると

いう。 

 

母語に関しては直感（intuition）が利きます。その直感を利用して、母語を基盤

にメタ言語知識を形成するのです。形成されたメタ言語知識は（少なくとも学習

開始当初には）直感が利かない外国語にも適用可能です。ことばの普遍性がある

からです。（中略）直感の利く母語を対象としてメタ言語知識を育成し、つぎに、

それを利用して外国語の学習を行う。この結果、学習者は母語と外国語という二

つの異なった、しかし、同質のシステムを対象としたメタ言語知識を手に入れる

ことになり、母語の効果的運用力に一層磨きがかかることになります。（pp.8-10） 

 

大津は、「ことばの普遍性」があるとし、国語教育で育んだメタ言語知識が外国語学習に

用いられるという。このように日本では、国語教育と外国語教育の連携が図られている。 

一方、日本語教育では「メタ言語表現」は注目されているものの、「メタ言語能力」に関

する研究は、国語や英語教育の分野に比べると非常に少ない。学習者が講義を聞く際に「メ

タ言語表現」を手掛かりに、講義理解の補助や口頭発表能力の向上のための研究が行われ

ている（犬飼 2004、大塚 2002、片山 2003、寅丸 2010、李 2015）。 

 

（2）教師教育におけるメタ言語能力 

教師教育においても、教師のメタ言語能力の育成は重視されている。 

中尾（2001）は、英語教育の目標を「英語コミュニケーション能力の向上」「メタ言語

意識の深化」とし、両者は振り子のように相互補完的で、総合的なものだという。両者の

関係を次のように説明する。 

 

コミュニケーションの現場（ないしは模擬的な現場）に頻繁にさらされることは、

言語規則を内在化させ、メタ言語意識を深める基盤を構築し、他方、メタ言語意

識の深化は、言語理解の効率性、体系的把握の貢献し、結果、コミュニケーショ

ン能力を高めることができる。（p.105） 
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そして、英語教師に求められる専門性の一つとして「メタ言語意識の深化」を取り上げ、

「教師のメタ言語意識が深いかどうかで（中略）同じ教材を扱っても自ずとその意味付け

は異なってくる」という。中尾は、「メタ言語意識」を「言語に距離を持ち、その力に驚き、

あるいは疑って見ることができる態度や意識のこと」と定義している。「メタ言語意識」が

備わることで、「言語（英語や日本語）を場当たり的ではなく、その背後の仕組みにこだわ

り、体系立て、統一的に捉えようとする資質が培われる」という。 

また、（1）では、国語教育と外国語教育を連携させることによって、メタ言語能力は活

性化することを述べたが、それを受けて、日本の教師教育では、対照言語学の授業をとお

して「メタ言語能力」の育成が図られる様子も見られる。縄田（2015）は大学における教

育学部言語教育専攻における「日英対照言語学」を報告しているが、この科目は、国語教

育・英語教育両コースの必須科目である。その意義は、「日本語・英語といった個別言語を

超えた『ことば』の視点で言語教育を捉え直す」ことにあるという。また筆者が所属した

大学院にも「対照言語研究」という科目があり、日常生活の身近なところに存在する言語

の規則性について、日本語・英語・中国語・韓国語の音韻体系を比較して、音声の仕組み

を捉えさせることが目的である。このように学部や大学院レベルでも、言語の教師を目指

す者には、メタ言語能力が必要だと捉えており、その力を身につけさせるためのカリキュ

ラムが整備されつつあることがわかる。 

日本語教育における教師の「メタ言語能力」に関する研究は、坂口（2005）、佐藤ほか

（1999）が挙げられる。坂口は、教師や大学生による非文（非文法的な文）の分析を行い、

「教員養成の対象者となる日本語母語話者は、一般的に日本語分析に関する経験が乏しく

熟達度も低い」とし、教師の養成において「例文利用の意識化を図り、例文から多くの情

報を得るように促す必要がある」（p.42）と述べている。また、佐藤ほかは、新出語彙を導

入する際に、教師が語彙の意味内容を伝えるために、メタ言語を使いこなすことの重要性

を述べている。 

 

（3）音声のメタ言語能力に関する研究 

上記で述べた言語教育や教師教育におけるメタ言語能力の論考は、文法を中心とした文

字言語が研究対象となっている。その理由は、そもそも「メタ言語能力」や「言語への気

づき」の起点である Language Awareness Movement が、母語の「読み書き能力」に関連

しているからだと言えよう。 
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音声のメタ言語能力の意義を明示している論考は少ないかもしれないが、言語教育にお

いて学習者や教師にとって音声のメタ言語能力を育むことが大事であることは言うまでも

ない。日本語学や日本語教育学を問わず、数多くの音声と関連した文献が存在しているの

は、そのことを反映しているのではないか。 

音声は言語の諸要素の中で最も無意識に習得され、その特徴を分析したり説明したりす

ることは難しいとされる。母語として話す言語の音声は、乳児から言語音声の下地作りが

始められ、弁別能力が定まっていく（柏崎 2002 p.68）。そのために、自然に音の認知がで

きるようになる。母語話者は自然に育まれた認知の下、さまざまな音声表現でコミュニケ

ーションを取っていく。ことばの意味を伝えるために、一々声の高さを上げよう下げよう

という意識をしなくても、自分が伝えたい内容を相手に伝えることができる。 

一方、声の高さが上がっているか下がっているかという変化に意識を向け、高低変化を

分析したりことばで説明したりしようとすると、思ったより難しいという経験を、教師で

あれば誰もが一度は経験をしたことがあるだろう。それは、音の認知はできていても、そ

の認知を超えた高次元からは捉えていないからである。ここではメタ認知の概念を援用し

て説明を行う。メタ認知は、「認知が成立した後から、認知を超えて認知と一緒に出現する」

（海保 2002 p.9）とされる。メタ認知のメタとは、「高次な」「超」という意味であり、物

事の全体像を上から見下ろすような俯瞰的視野を指す。音声の場合、自分の声が上がって

いるか下がっているかという音韻的な特徴を把握することであり、またどういう場面や人

間関係によって発音を使い分けているかという使用に関する特徴を把握することでもある。

本研究では、このように音声の特徴を、分析したり説明したりできるように把握している

ことを、音声のメタ言語能力と呼んでいる。 

幸い、近年は音声のメタ言語能力を育むための授業実践も見られるようになった。戸田

（2011）は、早稲田大学で担当している「コミュニケーションのための日本語発音 5-6」

という講座を紹介している。その講座の目標は「日本語のコミュニケーションにおいて、

聞き手に伝えたい内容が伝わる発音で話せるようになること」であり、その目標を達成す

るために、授業内で 3 つの能力を育てている。 

 

1．音声に一定の規則や型があることを理解し、母語と日本語の音韻的差異を把

握し、音韻知識を実際のコミュニケーションにおいて運用する能力。 

2．文字に現れない要素が多く無意識に陥りやすい音声特徴を意識化し、自分の
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問題点を発見しつつ、発音に注意を向けて話す能力。 

3．発音の学習方法を身につけ、工夫をしつつ、自律的に学習を継続していく能

力。（p.63） 

 

この 3 点は、音声教育において育むメタ言語能力と言えよう。日本の学校教育において、

国語教育と外国語教育の連携を図った教育実践が行われるように、戸田の教育実践では「母

語と日本語の音韻的差異を把握」することを育んでいる。次に、戸田の「無意識に陥りや

すい音声特徴を意識化」することは、冒頭で定義したメタ言語能力、つまり「言語を一段

高いところから観察し、自身の言語活動を振り返り、その中に存在する規則や機能を発見

する能力」と一脈相通すると言える。 

ただし、教師が持つべき音声の「メタ言語能力」に関する論考は、まだ不十分であり、

今後も明らかになっていく必要がある。上記の先行研究から、教師にとって音声の「メタ

言語能力」が重要だという認識は教材の開発から推察できるものの、その重要性が明記さ

れていないこと、また教師がどのようなプロセスを経て音声のメタ言語能力を身につけて

いくかも究明されていない。このことが、教師教育の現場において、教師に音声のメタ言

語能力を身につけさせる活動が少なくなっている原因の一つではないかと考える。第 5 章

では、「音声教育実践」における実習生が日本語の音韻知識を学習する様子を分析するが、

その中で音声のメタ言語能力を身につけさせるためのヒントが得られればと思う。 

 

2.2.2.3 研究手法としての実践研究 

近年、日本語教育において実践研究が注目されている。以下では、実践研究が提起され

た背景、および音声教育を文脈とした実践研究の実態と課題をまとめる。 

 

（1）実践研究の提起 

従来の日本語教育において、日本語学で得た言語構造の知見から得られた理論を、日本

語教育における実践に応用するという論が一般的だとされてきた。また、日本語教育現場

で教育を行うのは教師の仕事、そして教師が行った教育の成果を研究するのは研究者の仕

事というふうに二分化されていた。 

近年は、日本語教育における実践研究の重要性が唱えられてきている。細川（2007）は

「教育実践＝研究活動」であるという思想を主張し、実践と研究が不可分であり、往還す
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べきものであるという「実践研究理論」を提起してきた。また、舘岡（2008）は、教師の

教育観を反映した「実践から立ち上がる理論」を提起し、実践研究をとおして、教師は教

育観を明確にしていくと主張する。本研究では、音声教育をテーマとした教育実習という

点から、特殊な現場である。現場によって、カリキュラム、設立意図、地域の違いがある

ため、一見すると、すべての教師教育現場に応用可能であるとは考えにくい。 

しかし、「音声教育実践」という現場から立ち上がった「理論」からは、日本語教育全般

に向けて、示唆できる視点も得られるはずである。舘岡（2008）が「二度と同じ現場にあ

りえないという意味で、原則は変わらざるをえないが、同時に多くの現場に共通したもの

があるという意味では、不変の部分も含んでいる。」（p.43）と指摘しているように、実習

生が学びを得ていく過程を分析し、それを受けて今後の音声コミュニケーション教育にお

ける日本語教育実習生や教師の学びを醸成する要素を考察する際に、普遍的な理論も立ち

上がってくると、筆者は考える。 

実践研究を論じるときに、冒頭でも述べた「教師の成長」や「自己研修型教師」の概念

は欠かせない。「自己研修型教師」では、自ら実践を計画し、実行し、振り返り、また次の

実践に反映していくというサイクルの形成が強調される。 

細川（2007）は実践研究を「教師自身が自分の実践を振り返りつつ、その意味を確認し、

他者とのインターアクションを積極的に受け入れ、より高次の自己表現をめざそうとする

活動である」（p.86）と定義している。「私はどのような教室をめざすのか」という問題意

識が重要であること、その問題意識から出発した実践をとおして教師として自己表現して

いくことが「実践研究」の原動力という。また、細川（2010）は、実践研究が日本語教育

にもたらすものとして、（1）自らの実践への内省のきっかけとなる点、（2）実践の内容そ

のものの再検討が生じること、（3）教育を社会にひらく視点が生まれること、の 3 点を挙

げている。このように実践研究は、教師自身の教育実践を省察させるため、実践研究をと

おして「自己研修型教師」としての成長が期待できると言える。 

舘岡（2008）は、実践研究を「教師が自らのめざすものに向けて、その時点で最良と考

えられる学習環境をデザインし、よりよいと思われる実践を行い、それを実践現場のデー

タにもとづいて振り返ることによって、次の実践をさらによくしようとする一連のプロセ

スである」（p.43）と定義している。両者に共通する実践研究の肝要な点として、自分自身

の実践を振り返ること、その振り返りから次の実践活動に結びつけていく点がある。つま

り、教師教育の現場に限らず、教師は日々の実践をとおして自らの問題意識から実践を計
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画し、実行し、振り返って、次の実践に結びついていくというサイクルをとおして、教師

としての成長を遂げていく存在である。 

市嶋（2009）は、日本語教育学会誌『日本語教育』を 1 号から 135 号に掲載された全論

文を分析し、1510 本の論文のうち、言語学、国語学、第二言語習得など、実践と切り離さ

れた文脈で行われた研究がほとんどであり、日本語教育実践に関わりのある論文は 120 本

だけという報告をした。さらに、その中でも音声教育における実践研究となると、その数

はもっと限られてしまう。音声教育における実践研究の報告や議論が少ないというのは、

しばしば指摘されてきている（小河原 2009a、小河原・河野 2009）。今後、音声教育の発

展のためには、さまざまな教育現場において実践研究として音声教育が報告、共有、議論

されていく必要がある。 

 

（2）音声教育を文脈とする実践研究の実態と課題 

日本語教育現場の教師が持っている音声教育観や指導の実態、また日本語教育実習生の

学びなどは、研究論文として明らかにされつつある。小河原・河野（2002）は、海外にい

る教師がどのような音声教育観を持っているか、そしてその教育観に基づいてどのような

指導を行っているかという指導の実態を明らかにした。しかし、一回限りのインタビュー

からなる横断的な研究であり、音声教育観の形成の流れについては言及されていない。 

また、日本語教育実習生が音声教育の実践を行っている場面やその振り返りを分析・考

察した音声教育研究もある（鮎澤ほか 2010、河野 2009）。これらの研究の共通点として、

一回限りの実習ではなく、コースをとおした日本語教育実習生の学びを視野に入れており、

縦断的視点で音声教育の実践を捉えている点が挙げられる。以下、それぞれの論文につい

て詳しく述べる。 

鮎澤ほか（2010）は、海外実習をとおして音声教育の実践を行った日本語教育実習生の

反省点や次回に生かせる点など、省察に基づいたさまざまな学びを述べている。しかし、

実践の前の教育歴やこれまでの教育経験から音声教育観をどのように形成してきたか、そ

れぞれの日本語教育実習生の音声教育観がどのように変容されていったかは、言及してい

ない。日本語教育実習生の学びを考察するためには、実践を受講する前に日本語教育実習

生がどのような教育観を持っており、それが実践をとおしてどのように変容していったか

まで述べられる必要がある。そうではないと、短絡的な実践報告で終わるおそれがあるか

らである。 
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河野（2009）は、学習者に「独自の基準」を持たせることを目指した音声教育の実践を

行い、実践の文字化資料と日本語教育実習生の振り返りの文字化資料を用いて、音声教育

に必要な教師の能力を分析している。振り返りの文字化資料を分析・考察した試みから、

一見、日本語教育実習生の省察を重視しているように見えるが、「教師の成長」という側面

から見ると十分な考察がなされているとは言えない。まず、日本語教育実習生本人がどの

ような教育観を持って実習を行っているかが示されていない。次に、音声教育活動の手順

や、日本語教育実習生にするべきこと（DOs）、してはいけないこと（DON’Ts）が明示さ

れており、ベテラン教師の授業を見て模倣する「教師トレーニング」に陥るおそれがある。 

日本語教育実習生の学びを述べるためには、縦断的な視点で、日本語教育実習生がどの

ような背景に置かれており、活動や出来事によって音声教育観をどのように構築させてい

くかという、一連の流れの中で学びを捉える必要がある。上記で述べてきたように、社会

的文脈の中で音声教育を捉え、音声コミュニケーション教育の実状を、連続性を持って論

を展開していくという視点は、今後音声教育の実践研究の発展のために欠かせない視点だ

と考えられる。 

 

2.3 小括 

本章では、従来の日本語教育の変遷を概観し、本研究における理論的枠組みをまとめた。 

従来の日本語教育の変遷を、まず言語習得と教師教育という 2 つの観点から概観した。

FonFS、FonM、FonF という言語習得の考え方および、それらは社会的文脈が欠如してい

ると指摘されていることを述べた。そして、教師の主体性、教育観、学習観を観点とした

教師教育のパラダイムシフトを概観した（2.1.1）。 

一方、音声コミュニケーションにおいて欠かせない要素である音声を観点に日本語教育

を捉えているものは管見の限り見当たらないことを指摘し、本研究独自の音声の捉え方に

着目した観点から、日本語教育の変遷を捉え直した。それは、（1）音声に意識が向けられ

ていない日本語教育、（2）音声の正確さを重視する日本語教育、（3）音声より内容を重視

する日本語教育、（4）音声を自己実現の手段として捉える日本語教育、へ変遷してきたこ

とである（2.1.2）。さらに、音声の捉え方を観点に教師教育の変遷をもう一度追い、音声

の捉え方が教師教育にどのような影響を及ぼしているかを検討した（2.1.3）。なお、本研

究は、上記の（4）音声を自己実現の手段として捉える日本語教育および教師教育、とい

う視座に立ち、音声コミュニケーション教育の意味と重要性について述べる。 
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本研究では、音声コミュニケーション教育を実現すべくデザインされた「音声教育実践」

をとおした実習生の学びを明らかにすることを主な目的としているが、その学びは二重構

造になっている。つまり、（A）実習生は学習者の音声学習をサポートするために、学習者

が音声を学ぶ必要性や、学習者にとっての音声学習の捉え方、音声学習に現れるさまざま

な実態に関する理解を深める。それと同時に、（B）実習生は学習者の音声学習をサポート

することで、実習生としての省察を行い、音声を教えるための音韻知識を学習していく。

このように、「音声教育実践」における学びの主体は、学習者と実習生両方とされる。本章

では、前者（A）の学びを「日本語教育を文脈とした学習者にとっての音声コミュニケー

ション教育」（2.2.1）、後者（B）の学びを「教師教育を文脈とした実習生にとっての音声

コミュニケーション教育」（2.2.2）とし、それぞれに関連する論考をまとめた。 

2.2.1 では、日本語教育を文脈とした学習者にとっての音声コミュニケーション教育を捉

える際に必要な理論を 3 つの論点にまとめた。1 つ目（2.2.1.1）に、音声コミュニケーシ

ョン教育の意味や重要性を考察するために、音声コミュニケーション教育が出現した経緯

を社会的文脈から捉えた。日本社会における外国人構成員の位置づけ、学習者の多様化、

日本語教育の目的の多様化に伴い、学習者の日本社会への参加を目指した日本語教育の試

みが見られるようになった。日本社会に参加するようになった学習者は、他者との関わり

の中でアイデンティティを構築していく。音声コミュニケーションという文脈から、学習

者が自分を表すための自己表現の一手段として、音声は欠かせない。また、自らの音声学

習を遂行していくことをとおして、夢や目標などを遂げ、自己実現を遂げることに繋がる。

学習者には、自分を磨いていき、潜在している可能性を発揮する権利がある。こういった

理由により、本研究では自己実現という観点から音声コミュニケーション教育を捉える。

2 つ目（2.2.1.2）に、上記の社会的文脈の中から新たな学習観として台頭した自律学習を

紹介した。自律学習の起源を探るため、ヨーロッパおよびアメリカにおける自律学習の理

論を整理し、日本における自律学習の論考をまとめた。また、日本語教育における自律学

習に関する論考をまとめた。3 つ目（2.2.1.3）に、上記の社会的文脈および新たな学習観

をもとに、音声コミュニケーション教育をどのように捉えるべきかをまとめた。それは、

（1）社会的文脈の中で、社会参加および自己実現という視点から音声教育を捉えること、

（2）学習観としての自律学習という視点から音声コミュニケーション教育を捉えること

である。この 2 点をまとめたうえで、音声コミュニケーション教育の必要性に関する論考

を紹介した。 
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2.2.2 では、教師教育を文脈とした実習生にとっての音声コミュニケーション教育を論じ

る際に必要な理論を 3 つの論点にまとめた。1 つ目（2.2.2.1）に、実習生の省察を捉える

際に用いられる語りとその意味づけに関する論考、実習生の学びと成長を捉えるために必

要な論考、他者とのインターアクションに関する論考をまとめた。2 つ目（2.2.2.2）に、

音韻知識の学びを分析するために必要な理論をまとめた。それは、言語教育におけるメタ

言語能力、教師教育におけるメタ言語能力である。そのうえで、メタ言語能力は主に文法

に関するものが多いことを指摘し、音声のメタ言語能力について述べた。3 つ目（2.2.2.3）

に、「音声教育実践」をとおした実習生の学びを明らかにするために用いられる、実践研究

の手法に関する論考をまとめた。日本語教育において実践研究の提起されるようになった

背景を踏まえ、音声教育を文脈とする実践研究において、社会的文脈から音声をどのよう

に捉えるかという視点が抜けていることを指摘した。また、連続性を持った実践の展開と

その中で実習生の学びを捉えた論考がないことを指摘し、本研究の重要性を述べた。  
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第 3 章 研究調査の概要および調査協力者 

 

本章では、日本語教育実習および日本語教育実習生の意味を踏まえたうえで、本研究の

フィールドの「音声教育実践」および調査協力者の実習生について説明する。そして、筆

者が研究者としてどのように実践研究に取り組んだか示す。 

 

3.1 日本語教育実習および日本語教育実習生 

日本語教育実習は、教師養成において、日本語教授に必要な知識や能力を身につけるた

めに設けられる科目である。日本語教師としての資格を得るために日本語教育実習の履修

が求められる。日本語教育実習生は、その科目を履修する者を指しており、教案や教材を

作成し、学習者を対象に日本語教育実習を行う。 

文化庁（2000）は、「日本語教員養成のための標準的な教育内容」を次のように 4 区分

しているが、教育実習はそのうち 4 つ目の「日本語の教授に関する知識・能力」に該当す

る。 

 

1－（1）日本語の構造に関する体系的、具体的な知識 

1－（2）日本人の言語生活等に関する知識・能力 

2 日本事情 

3 言語学的知識・能力 

4 日本語の教授に関する知識・能力 

 

日本語教育実習の内容は、教師養成機関によって異なる。例えば、日本語教育機関での

授業見学、授業ビデオの分析、教案作成および模擬授業などが挙げられる。また、模擬授

業を行う場合、チームティーチングの形を採ることが多い。表 3.1 のように、教育実習は、

ほかの科目よりも 3 倍程度の時間と努力を要する。その理由として、一般的に教育実習の

科目は、実習を計画し振り返るための授業並びに実習から構成されるからである。授業で

は、実習の教案および教材・教具を検討する。実習では、日本語指導の教案や教材・教具

をもって、日本語を母語としない学習者を対象に指導を行うことで、日本語指導や学習に

おける諸相がわかってくる。つまり、日本語教育実習生は、試行錯誤を経って日本語指導

を学び、学習者が日本語を学んでいく様子を観察することができる。理論的知識とは異な
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り、日本語指導に関する実践的知識および学習者のさまざまな様子がわかってくる。よっ

て、日本語教育実習は、教師の養成において欠かせないものである。 

一方、表 3.1 からわかるように、音声科目は一般的な教師教育において、1－（1）の「日

本語の構造に関する体系的，具体的な知識」の範疇とされることが多い。一方、4「日本

語の教授に関する知識・能力」を身につけさせるために設けられる教育実習のシラバス、

文型を範疇としたものであり、教育実習の中で音声を取り扱うことは少ない。 

 

表 3.1 「日本語教員養成のための標準的な教育内容」（文化庁 2000） 

区   分 

一般の日本

語教員養成

機関 

大学の学部 

（日本語教育） 
大学院修士課程 科目名例示 

副専攻 主専攻 A コース B コース  

1－（1）日本語の

構造に関する体

系的、具体的な知

識 

150 時間  10 単位 18 単位 4 単位 11 単位 

日本語学（概論，

音声、語彙・意味、

文法・文体，文

字・表記） 

1－（2）日本人の

言語生活等に関

する知識・能力 

30 時間 2 単位 4 単位 
4 単位 2 単位 

言語生活、日本語

史 

2 日本事情 15 時間 1 単位 4 単位 日本事情 

3 言 語 学 的 知

識・能力 
60 時間 4 単位 8 単位 7 単位 5 単位 

言語学概論、社会

言語、対照言語

学、日本語史 

4 日本語の教授

に関する知識・能

力 

165 時間 9 単位 11 単位 9 単位 10 単位 

日本語教授法、日

本語教育教材、教

具論評価法、実習 

合   計 420 時間 26 単位 45 単位 24 単位 28 単位  

（備 考） 

1 上記の知識・能力の他に表現・理解力等の日本語能力、外国語に関する知識・能力、

世界の諸地域に関する知識の習得を図る必要がある。なお、日本事情には学習者の背景

により古典及び文芸を含み得る。 

2 大学院修士課程の A コースは、大学の学部における日本
ママ

教員養成の主専攻を修了した

者を、B コースはそれ以外の者を対象としている。 

3 一般の日本語教員養成機関の授業時数は、大学の学部における副専攻課程の 1 単位を

15 時間とし、実習については 45 時間として算出したものである。 

 

3.2 研究調査フィールド 

本研究の調査フィールドである「音声教育実践」は、東京都内の某大学大学院において

教師教育の一環として設置された実践科目の 1 つである。この「音声教育実践」では、コ

ミュニケーションに焦点を置いて学習者を対象に「聞きやすくわかりやすい発音で話す」
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ための発音指導を行うことを目的としている。音声項目をシラバスとした、前例のない独

特な教育実習である。筆者がこの教育実習を調査フィールドとして選定した理由は、文型

や概念シラバスが中心となる従来の教育実習においては、教育実習生にとっての音声に関

する学びが見られないからである。つまり、教育実習における実習生の音声に着目した学

びを明らかにするために、「音声教育実践」を調査フィールドとして選定した。 

この大学院は、国内・国外の現役教師、社会人、新卒大学生、留学生を受け入れており、

出身学部・学科は問わないという方針を採っている。「音声教育実践」の受講者の中には、

国内・国外の現役教師、社会人、新卒大学生、留学生が揃っており、多種多様な背景を持

った実習生がいた。本研究では、背景に関わらず、「音声教育実践」の受講者を「実習生」

と呼ぶ。ただし、「教師経験のある実習生」と「教師経験のない実習生」というふうに、教

師経験をもって論を展開するときには、区別して呼ぶこととする。 

「音声教育実践」の全体の流れは、図 3.2 のとおりである。 

 

図 3.2 「音声教育実践」の全体像 

 

「音声教育実践」の構成は、毎週 1 時間半の実践と、その準備等を行う 1 時間半の授業

からなり、15 週間で 1 学期が終了する。前述した目的を達成するために、授業と実践は次

のようにデザインされている。 

授業では、その週の実践で指導する内容について、担当教員と実習生間で議論を行う。
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具体的には、音声項目の理論整理を行い、実践における講義内容の確認、および実習内容

の振り返りと計画を行う。また、音声教育に関する考え方を共有していた。例えば、発音

の意識化と自律学習の定着を目標とする「音声教育実践」では、発音の学習効果は即座に

見られるものではなく、教室の外でも練習を自律的に繰り返していくことで、徐々に発音

は向上するという考え方が共有された。また、コミュニケーションに焦点を置き、アクセ

ントやイントネーションなど、許容範囲に関する考え方も共有された。このような考え方

に基づいた教案や補助教材も検討されていた。 

実践は、調査フィールドの大学の留学生センターの発音クラスと連動しており、発音ク

ラスの受講生である留学生を対象に発音指導を行うものである。前半 45 分間は担当教員

による講義が、後半 45 分間は実習生による実習が行われる。講義では、担当教員が『コ

ミュニケーションのための日本語発音レッスン』（戸田 2004）およびオンデマンド講座を

用いて、音韻知識の説明を行う。実習では、授業で計画した教案に沿い、実習生が自作し

た補助教材をもってグループ指導が行われる。グループ指導の内容について、主に授業内

で担当教員とともに検討を行うが、その時間をより効率的に使うため、実習生は自らメー

リングリストを作成し打ち合わせを行うなど、授業外でも振り返りと計画の場を設けてい

た。 

授業概要および到達目標は表 3.2-1、授業のシラバス27は表 3.2-2 に示す。 

 

表 3.2-1 授業概要と到達目標 

授業概要 

この実践研究では、様々な母語をもつ日本語学習者を対象とした発音指導の

実践を通して、これからの日本語音声教育について考えていく。まず、複数

の言語と日本語の対照研究を行い、学習者の母語と目標言語である日本語と

の相違点について、音韻論的観点から考察する。また、学習者の発話につい

て、聴覚印象に基づいた音声分析を行う。このような作業を通して、母語別

日本語学習者による発音の特徴について理解を深めていく。発音の授業にお

いて個別指導を中心とした実習を行い、実習後は、音声分析、自己分析、相

互評価を通して、総合的にフィードバックを行う。 

授業の 日本語学習者の発音上の特徴と、その原因が分析できるようになる。日本語

                                                   
27 15 週間のうち祝日が含まれるため、14 回の対面式授業からなる。 
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到達目標 学習者のための発音指導が実践できるようになる。 

 

表 3.2-2 授業のシラバス 

回数 指導内容 回数 指導内容 回数 指導内容 

1 回 オリエンテーション 6 回 名詞のアクセント 11 回 イントネーション復習 

2 回 発音練習のポイント 7 回 い形容詞のアクセント 12 回 気持ちを伝える話し方 

3 回 日本語の音 8 回 動詞のアクセント 13 回 母語別発音練習 

4 回 日本語のリズム 9 回 アクセント復習 14 回 総復習 

5 回 話しことばの発音 10 回 イントネーション 

 

この「音声教育実践」は、音声教育を重箱の隅をつつくような発音矯正ではなく、コミ

ュニケーションに焦点を置いて「聞きやすくわかりやすい発音で話す」ことを目的として

いる。日本語の音韻知識を体系的に学び、発音を意識して話したり聞いたりする習慣が身

につけられること、つまり自律学習の定着を目指す。 

「音声教育実践」は、表 3.2-3 で示すように、二重構造のサポート28が特徴的である。「音

声学習のサポート」（A）は、日本語教育を文脈としており、実習生が学習者の音声学習を

サポートするという意味範囲で使う。「音声教育のサポート」（B）は、教師教育を文脈と

しており、実習生に対する音声教育のサポートという意味範囲で使う。A は B の意味範囲

に含まれる構造となる。 

 

表 3.2-3 サポートの構造 

 授業 実習 

学びの主体 実習生 学習者 

サポートの主体 教師教育者 実習生 

分野 教師教育 日本語教育 

本研究における用語 音声教育のサポート（B） 音声学習のサポート（A） 

 

                                                   
28 2.2.1 では「音声学習のサポート」（A）に関する理論的枠組みを、2.2.2 では「音声教育のサ

ポート」（B）に関する理論的枠組みを説明した。 
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3.3 研究調査概要 

3.3.1 調査協力者 

2012 年度春学期の「音声教育実践」の参加者は、実習生 6 名、学習者 35 名、担当教員

1 名、支援者として参加した筆者である。2012 年度秋学期は、実習生 8 名、学習者 30 名、

そして担当教員 1 名および支援者として参加した筆者である。このうち、調査協力者は春

学期の 6 名の実習生と、秋学期の 8 名の実習生の合計 14 名の実習生である。調査協力者

の母語、日本語教育経験、教師養成の受講経験、日本語教育能力検定試験に関する情報を、

表 3.3.1 に示す。実践と連動している留学生センターの発音クラスは、さまざまな国から

日本に来た留学生を対象としており、学習者の母語は多様である29。なお、学習者の日本

語レベルは中上級である30。 

 

表 3.3.1 調査協力者の情報（2012 年度の調査当時） 

名前 母語 日本語教育経験 教師養成の受講経験 
日本語教育能

力検定試験 

A 日本語 
日本：日本語学校 6 か月 

台湾：日本語学校 5 年 
420 時間の養成講座 合格 

B 日本語 
日本：日本語学校 5 年（プライベートレッ

スン含む） 
420 時間の養成講座 合格 

C 日本語 
日本：日本語学校 23 年（企業派遣、自宅

出向き、プライベートレッスン含む） 
420 時間の養成講座 合格 

D 日本語 

フランス：ボランティア 2 か月 

イギリス：プライベートレッスン 10 か月 

日本：企業派遣 1 年半 

通信教育の養成講座 未受験 

                                                   
29 学習者の母語は、中国語、韓国語、英語、ドイツ語、チェコスロバキア語、タイ語、ミャン

マー語の 7 言語である。そのうち、中国語母語話者が最も多かった。 
30 音声教育実践は、中上級レベルの学習者を対象とする留学生向けのクラスと連動している。

中上級レベルの判断基準は、「日本語レベル判定テスト(J-CAT)」（http://www.j-cat.org/）に

よるものである。調査フィールドの大学では、J-CAT を用いて、点数結果をもとに学習者の

日本語レベルを判定する。学習者には、日本語レベルに合わせて日本語科目を受講するよう

に勧めている。テストの内容は、聴解、語彙、文法、読解の 4 つのセクションからなり、受

験者の解答の正誤によって問題と問題数が変化するシステムである。受験時間も受験者によ

って変わり、45 分～90 分程度になる。 
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E 日本語 
フランス：日本語教室（専門学校）2 年 

日本：日本語学校 3 年半 
420 時間の養成講座 合格 

F 日本語 なし 副専攻 未受験 

G 日本語 日本：地域ボランティア 10 か月 420 時間の養成講座 合格 

H 日本語 
メキシコ：日本語教育機関 3 年 

アフリカの国：日本語教育機関 2 年 
学部の教員養成課程 合格 

I 日本語 

アメリカ：高校 2 年 

中央ヨーロッパ：高校 2 年 

カナダ：継承語学校 4 年、大学 1 年 

420 時間の通信講座 合格 

J 日本語 中国：朝鮮学校（中高）2 年 なし 合格 

K 日本語 日本：日本語学校 3 年 420 時間の養成講座 合格 

L 日本語 なし なし 未受験 

M 日本語 なし 
420 時間の通信講座

（受講中） 
合格 

N 中国語 なし 
中国の大学の教員養

成課程 
未受験 

 

3.2.2 筆者の支援者としての役割 

「音声教育実践」において、筆者は支援者として関与観察（鯨岡 2005）を行った。筆者

は壁のような参与観察ではなく、敢えて構成員と積極的にやり取りを行い、互いの学びを

構築しながら実践を観察する方法を採用した。なぜなら、実践そのものは、参加者全員に

とっての学びの場であり、構成員によって学びが構築されていくものだと捉えるからであ

る。 

筆者は支援者として、自分の研究に役立てたり自分の教育観を押しつけたりすることが

ないように注意した。そのうえで、実習生が立てた意見交換を軸に一参加者としての意見

を述べるようにしていた。例えば、活動の振り返りや計画のときには、筆者は韓国語母語

話者としての日本語の学習経験を生かし、学習者の立場から意見を述べていた。また、意

見交換が躓いたり方向性が定まらなくなったりしたときに、筆者はこの「音声教育実践」
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に以前から参加してきた経験31を生かし、自分の意見を述べた。このような場合は、活動

の目標に立ち戻って考えるのが役立つという気づきを得ていたため、活動の目標は何か問

いかけるようにしていた。以下、筆者による書き込みの一例を紹介する。 

 

③ゲームについて 音節言語を持つ英語や韓国語母語話者にとって、新大久保（し

んおおくぼ）や新宿（しんじゅく）における特殊拍は、前の文字と一音節として

理解しがちであり、本当に「日本語の音」を理解するのに適切な活動だったのか、

疑問に残るところです。今後、授業の目的をよく考えたうえで、運用レベルでの

議論を増やしていくべきだと実感しました。（筆者、2012 年 4 月 25 日 1:48） 

 

上記の書き込みは、7.1 でもその前後の文脈を詳しく説明するが、実習生 A が書き込ん

だ振り返りの呼びかけに対して、筆者が一人の参加者としての意見を述べている様子がわ

かる。つまり、A が立てた 3 つ目の議題のゲームについて、韓国語母語話者としての日本

語学習時の経験および活動の目標に関する意見を述べていた。このように、支援者である

筆者は、「音声教育実践」の一参加者として、授業、打ち合わせ、メーリングリストにおい

て実習生とともに意見交換を行った。 

 

3.2.3 研究倫理 

本研究は、早稲田大学大学院日本語教育研究科・日本語教育研究センターの研究調査倫

理ガイドライン32に従い、調査フィールドで研究調査を行う前に、研究調査倫理審査を受

けた。その目的は、次のとおりである。 

 

日本語教育にかかわる者は、すべての人の基本的人権と尊厳を尊重し、これを侵

さず、人の自由と幸福と平和の追求のために日本語教育の研究・実践に関わるこ

とをめざす。そのために、日本語教育の研究調査を行う者は、研究に関わるすべ

ての者に対して、人権を守り、心身の安全を確保し、健全な生活を送れるように

                                                   
31 筆者は「音声教育実践」において、受講生、ティーチングアシスタント、ボランティアとして参加し

てきた。 
32 早稲田大学大学院日本語教育研究科・日本語教育研究センター「研究調査倫理ガイドライン」

https://www.waseda.jp/fire/gsjal/assets/uploads/2016/04/guideline.pdf（2017 年 12 月 4 日

参照） 
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適切な配慮を払うことに努めなければならない。（p.1） 

 

日本語教育に関わる者として、「人権」を守りつつ「研究・実践に関わる」義務がある。

筆者はこの点に留意し、自分自身が行う研究調査フィールドでの研究活動において自分と

関わる全ての人の人権が守られることを心がけた。まず、「音声教育実践」の担当教員に口

頭で事前に調査概要を説明し、「音声教育実践」を調査フィールドとし、研究調査を行って

もよいという許諾を得た。その後、筆者は、ガイドラインに従って、調査協力者に以下の

点を口頭および書面で説明した。 

 

第 4 条．【説明と同意】 

調査者は、あらかじめ研究調査に協力する者に以下のことを説明し、原則とし

て文書により署名および同意を得たうえで研究調査を行うものとする。 

（1）人権擁護とプライバシーの保護  

（2）研究の目的 

（3）研究の方法 

（4）安全性の確保 

（5）研究成果の公表 

（6）その他、必要とされる事項（p.2） 

 

「音声教育実践」は、筆者にとっては研究調査フィールドとなるが、調査協力者にとっ

ては授業の単位が関わる授業である。そのため、研究調査に同意しなかった場合でも、そ

の実習生にとって成績における不利益が生じることはないことを説明した。また、研究協

力に同意した場合でも、随時撤回することができるように配慮した。 

以上の点を十分理解してもらうために、質問を受けつけ、説明を理解した場合にチェッ

クをしてもらった。その後、「調査協力に同意します」「調査協力に同意しません」という

二つの選択肢から自由意志で選んでもらった。なお、「音声教育実践」に参加する学習者に

とっても、本調査により発音クラスを取るうえで不利益が生じないように配慮した。 

 

3.2.4 調査目的と方法 

調査は、次の 4 つの手順で実施した。 
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（1）「音声教育実践」の授業と実習に参加した。 

「音声教育実践」は、毎週 1 時間半の授業と 1 時間半の実践から構成され、15 週間

で一学期が終了する。1 時間半の授業では、担当教員と実習生が参加し、音韻知識の

検討および実習に向けての意見交換を行う。1 時間半の実践では、担当教員、実習生、

学習者が参加し、実践の前半 45 分間は担当教員による講義、後半 45 分間は実習生に

よる実習が行われる。 

（2）実習生主体の打ち合わせに参加し、メーリングリスト33に登録した。 

毎週実習を振り返って作成される実践報告シートや総括レポートなど実習生の提出

物、補助教材をデータとして集めた。 

（3）筆者と実習生一対一で、2-3 回のインタビューを行った。 

各実習生に対して 1 回につき 1 時間程度のインタビューを実施した。インタビュー

の目的は、筆者が観察できなかった実習生の行動や内面を知ること、一人一人の実習

生に実習に関する省察を促すことであった。実習で使った補助教材を見ながら、実践

をとおして得た学びを中心に半構造化インタビューを実施した。初回インタビューで

は「音声教育実践」の受講動機や日本語教育の背景、それ以降は「音声教育実践」に

おける学びを主に質問し、自由に語ってもらった。インタビューの内容はすべて録音

し、文字化資料を作成した。 

（4）すべての調査において、フィールドノーツを持参し、記録した。 

実習生の発言や意見交換の雰囲気、支援者としての筆者の気づきなどを記録した。 

 

3.2.5 分析方法および論文作成のプロセス 

コーディング作業の手順および論文作成のプロセスは、次のとおりである。データのコ

ーディングに関しては、佐藤（2008）を参考にした。 

 

（1）インタビュー文字化資料、メーリングリストの意見交換内容を熟読し、一つの内容

                                                   
33 メーリングリストとして設定されたメールアドレスに宛ててメールを送信すると、登録され

たメンバーのメールアドレスに一斉に送信される仕組みである。春学期の 6 名の実習生、秋

学期の 8 名の実習生はそれぞれ学期ごとのメーリングリストを作成した。筆者は両方のメー

リングリストに登録してもらった。メーリングリストは、実習の教案や補助教材を共有し、

意見交換を行う目的で用いられた。 
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のまとまりで分節化した。 

（2）話のまとまりの分節の内容を表すコードをつけた。 

（3）コード同士を比較、カテゴリーを生成した。 

（4）インタビュー文字化資料およびメーリングリストの意見交換内容と、カテゴリーを

照合する作業を繰り返し、カテゴリーの統合・分割を行った。 

（5）以上の分析方法が妥当かどうか確かめるために、生成されたカテゴリーとデータの

照合を行った。 

（6）カテゴリーごとにテーマを決め、研究発表や研究論文としてまとめる作業をとおし

て、カテゴリーごとに分析および考察の質を高めていった。そして、カテゴリーごと

に本論文の各章に配置した。 

（7）カテゴリー間の関係を精査した結果、実習生の学びとして、音声教育観、実践的知

識、インターアクションの 3 点が明らかになった。 

（8）この 3 点を研究課題として設定し、研究課題に答える形で論文の構成や各章を再配

置した。 

（9）データを分析する際に、フィールドノーツおよび補助教材などを参考資料とした。 

 

3.4 小括 

本章では、本研究の調査フィールド（3.1）、研究調査概要（3.2）について説明し、本研

究における教育実習および実習生の捉え方（3.3）を述べた。 

3.1 では、本研究のフィールドである、音声コミュニケーション教育を実現すべくデザ

インされた「音声教育実践」の全体像を示し、授業概要、到達目標、授業のシラバスなど

を紹介した。 

3.2 では、調査協力者を紹介し、筆者が「音声教育実践」に支援者としてどのように関

わったか述べた。次に、研究調査に着手するにあたって研究倫理問題に抵触しないように、

研究調査を行う前に研究調査倫理審査を受け、調査協力者の倫理保護のために注意したこ

とを述べた。最後に、研究調査をはじめ、分析、論文作成に至るまでのプロセスを示した。 

3.3 では、国から定められている日本語教育実習と日本語教育実習生の意味と、調査フ

ィールドの大学院における教育実習の位置づけを踏まえたうえで、「音声教育実践」を調査

フィールドと選定した理由を述べた。また、本研究における実習生、筆者の支援者として

の役割などについて述べた。 
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第 4 章 音声教育の意味づけ 

 

本章では、実習生の語りを一人ひとり分析することをとおして、音声教育の意味づけ34を

明らかにする。「音声教育の意味づけ」とは、2.2.2.1 で説明したように「実習生が教師と

して行ってきた音声教育、また外国語学習者として経験した音声学習に対して意味や理由

を与えることであり、日々日本語指導やサポート場面で接している学習者にとっての音声

や音声学習が持つ意義や価値を与えること」である。「音声教育の意味づけ」は、実習生が

これまで経験してきた日本語教育、外国語学習、学習者に関するエピソードを語る中で浮

き彫りになると考える。そして、「音声教育実践」をとおして変容が見られると考える。そ

のために、実習生の語りに注目し、分析観点は実習生一人ひとりが抱える「音声教育実践」

に対する「受講動機」とした。 

太田（2009）や飯野（2010）の論考でも明らかになっているように、教師の語りはその

人の意味世界を反映しており、これまで教師としてどのような生き方、学習者の捉え方、

指導の仕方をしてきたかを知るための尺度になり得る。実習生の語りの中には、その人が

音声をどのように捉えるかという考えが表れている。音声教育をどのように意味づけるか

というのは、その人が受けてきた言語教育、社会経験、置かれた言語環境などによって異

なるだろう。また、「音声教育実践」での学びをとおして過去における経験の意味づけが変

容することも考えられる。本研究では、音声教育の意味づけは、その人が持っている音声

教育観の表れだと捉える。そして、「音声教育実践」を受講することで、音声教育観を構築

していくとともに音声教育の意味づけも変容していくと予測する。 

実習生が「音声教育実践」をとおして構築した音声教育観を明らかにするために、まず

受講動機という観点から、「音声教育実践」の受講前における音声教育の意味づけを明らか

にする。次に、その受講動機をどのように到達させていったかに着目し、「音声教育実践」

をとおした音声教育の意味づけの変容を探る。 

受講動機は、音声教育を意味づけるうえでの出発点となる。また、教育の効果や意義を

論じるうえで、一人ひとりの意味づけは欠かせないものである。「音声教育実践」の成果を

                                                   
34 本章では、協力者の語りを最大限生かした分析を試みるため、発音指導や音声指導など音声

教育に関わる語が混在している。データの内容を引用しながら分析するときには、協力者の

語りのまま語を用いるが、分析結果をまとめる際には音声教育という用語に統一して使うこ

とにする。なお、本章のタイトルに、「音声コミュニケーション教育の意味づけ」ではなく「音

声教育の意味づけ」という語を使った理由は、分析観点である受講動機は「音声教育実践」

を受講する以前の経験により形成されたと捉えるからである。 
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考えるときに、2 つの側面から考えることができる。1 つ目は、教員や学校側が決めた目

標に到達したかどうかということである。2 つ目は、実習生一人一人が抱えている受講動

機や自ら決めた到達目標が達成されたかということである。前者がトップダウン式だとす

れば、後者はボトムアップ式だと言える。トップダウン式で学びを測ったときには、学校

側から決めている基準でしか見えてこない可能性がある。しかし、ボトムアップ式で学び

を測ることで、実習生一人ひとりの視点から得た学びが見えてくる。実習生一人ひとりの

視点から「個人的」かつ「具体的」な学びを丁寧に分析するのは、「社会やコミュニティに

流通する語りに回収されない、一人ひとりの日本語教師の個別性や多様性を描く」（太田

2010 p.24）ことを可能にする。つまり、学校側が決めていること以上の学びが見出せるか

もしれない。 

以上を踏まえて、本章では、「音声教育実践」の受講前と受講後における音声教育観の変

容を探る材料として、実習生一人ひとりの音声教育の意味づけを分析する。 

 

4.1 A にとっての音声教育の意味づけ 

A は、私設日本語教育機関にて 420 時間の教師養成講座を受け、教師になった。日本国

内の日本語学校で半年くらい日本語指導経験を積んだ後、台湾に渡った。教師として、5

年ほど日本語指導を行った。その後、日本に帰ってきてから都内の日本語学校で日本語指

導を行っている。A の音声教育の意味づけの分析結果を表 4.1 のようにまとめられる。 

 

表 4.1 A にとっての音声教育の意味づけ 

意味づけ 

時間軸 
教育観・指導 音声教育の意味づけ エピソードの意味づけ 

受講前 

音声より内容を重視する

教育観を持っていた 

音声のことを気にしない コミュニケーションが取

れないエピソードを経験

しても発音に着目した意

味づけはしない 

受講動機 

大学院同期との話し合い

による教育観の揺さぶり 

発音の問題がコミュニケ

ーションにおいて支障を

起こす可能性がある 

音声教育を試みるが、発

音を教えられないことに

気づく 

受講以降 

コミュニケーションにお

いて音声は意味伝達や印

象を与えるうえで大事だ

と捉え直す 

学習者の発音に関するエ

ピソードの再びの意味づ

け 

コミュニケーションにお

いて意味や印象を伝達す

るために音声は大事であ

る 
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4.1.1 受講動機に見られる音声教育の意味づけ 

4.1.1.1 音声より内容を重視する教育観 

A は、台湾で日本語を指導したときには発音のことは気にしていなかった。音声より内

容を重視するという教育観を持っており、細かい発音のことは気にせず、学習者が自由に

日本語を話せるように指導してきた。 

 

A：私、もともとあんまり発音とか音声に気を使ってこなかったんですね。自分

が勉強するときもそうだし、教えるときも何か細かい違いは通じればいいん

じゃないかなっていう気持ちがすごく大きくて。ずっとそういうのに全然注

意を払ってこなかったんですけど。 

 

A は、言語学習や指導において発音には気を使ってこなかったという。また上記の語り

からは、発音を「細かい違い」と捉えていたことがわかる。A は教え子の台湾の学習者が、

Aの日本人の友人と対話を交える中で学習者の言っていることがAの友人に通じないこと

を目の当たりにしても、そのことが発音の問題により生じたとは捉えていなかった。この

エピソードは、A の日本人の友人が台湾に遊びに来たときに、お土産ショップに学生と一

緒に行ったときのことである。お土産ショップには、石鹸が置いてあったが、日本人の友

人はそれが石鹸というのを知らず、台湾の学習者に質問をしたという。しかし、学習者は

何度も「石鹸」と発音しても、日本人の友人は学習者が「石鹸」と言っているのがわから

なかった。石鹸を目の前に置いていながらも、学習者の発音では意味が通じておらず、そ

のやり取りを見ていた A が結局「石鹸だよ。」と一言伝えるだけで、A の友人に「石鹸」

のことを一瞬でわかってもらったという。しかし、このことを A は発音による問題だと認

識していなかった。 

 

A：台湾人の学習者でときどき私とは話ができるのに、私じゃないふつうの日本

人と話ができない。それでたぶん発音の問題とかもあって話ができない人と

かもいて、ちょっとは気になってたんですけど。それでもあんまり気にして

いなかったんですね。 

 

ここで、A の発音に対する考えの違いを示したい。A は言語によって発音に対する考え
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が異なっている。A 自身が英語を学んだときの環境は、日本国内における中等教育であり、

発音のことはほとんど気にせず文法を中心に学習していた。教師として台湾に赴任したと

きには、生活のために中国語を覚えていた。買い物では、発音の問題でほしいものが買え

なかったり笑われたりするなどの経験を重ね、中国語は発音、特に声調を間違えると全く

通じない言語だと認識している。しかし、日本語を教える教師としては、ある程度、発音

が異なっていても意味が通じると認識している。つまり、学ぶ環境や言語によって発音に

対する考えが異なっている。 

 

A：まず英語を習うときは本当に全然気にしてなかったです。もう本当学校から

勉強しているし、どちらかというと文法中心ですよね。そのあと、台湾に行

ってから中国語を勉強してて。私、中国語は別格だと思ってたんです。私、

中国語勉強するときはすっごく発音に気をつけていたんですけど。中国語っ

て、あの四声があるからちゃんと発音しないと全く通じないんですね。だか

ら、何か自分の中で中国語は別格。だけど、何か日本語はある程度ずれてい

ても通じるだろうって思ってました。 

 

このように A は、日本語は発音に特に気をつけていなくても、言いたいことが伝わると

認識していた。そのような発音に対する考えのもと、目の前で学習者と日本人が会話をし

ていて、会話が通じない場面を目の当たりにしても、特にその理由が発音にあるとは考え

ていなかったのである。 

 

4.1.1.2 同期との話し合いからの気づき 

日本語の音声教育を特に行ってこなかった A だが、なぜ「音声教育実践」を受講しよう

としたのだろうか。そのきっかけは、大学院で出会った同期との話し合いから、発音につ

いて改めて考えてみるようになったことである。 

 

A：大学院に入ってからだと思います。あの、同期で音声をやるって Z さんとか

にそういう話を聞いているうちにだんだん「あ、そっか。音声によってその

コミュニケーションに支障が生じることって結構あるんだな。」って思い始め

て。 
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A は、同期との話し合いにより、発音にも意識を向けて指導実践を行ってみようと思う

ようになった。だが、実際に教育現場でいざ発音に注意を向けた指導を行おうとしても、

自分自身が音声教育について素人であることに気づく。 

 

A：そこからちょっと発音にも注意をして教えなきゃいけないやと思うようにな

ってきたんですけど。でも、やっぱり考えてみると、今まで自分が注意して

なかったから全然考えられないなと思って。 

 

当時、A が音声教育として思い浮かべるイメージは、教師養成講座で学んだことのある

調音点や調音法といった音声学の知識を覚えるものであった。 

 

A：やっぱり一番最初は、養成講座みたいな、音がどこで発音されてるみたいな

のが中心だったのが。 

 

A は自分が教師養成講座で学んだ音声学の知識を学習者にどのように教えればよいかわ

からなかったのであろう。そのような悩みを抱えていたAは大学院の同期と相談しながら、

「音声教育実践」の受講を決めた。 

 

A：前回取った人とかが「今回の音声の実践取れば、もう本当発音に関してはす

ごいプロフェショナルみたいなのができるようになるよ。」って言っていたか

ら、ちょっと取ってみようかなと思って。 

 

以上から、A にとって「音声教育実践」の受講動機が形成された背景がわかる。A の語

りから、発音に着目して周りの教師の仲間と話し合いをしてみると、これまで重要だと思

ってこなかった発音に意味づけをするきっかけに繋がる可能性が示唆される。 

 

4.1.2 音声教育の考え方・捉え方の見直し 

A は「音声教育実践」をとおして、音声教育の考え方や捉え方を見直したいという受講

動機を抱えている。本項では、A の受講動機を分析観点に、音声教育をどのように意味づ
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けていくかを分析する。 

 

・A の受講動機：音声教育の考え方・捉え方を見直したい。 

 

4.1.2.1 意味伝達と音声教育 

A は、教師として台湾で日本語を教えていたときの発音に関するエピソードに、「音声教

育実践」を取った当初は、あまり意味づけをしていなかった。 

 

A：台湾にいたときにも、台湾人の学習者でときどき私とは話ができるのに、私

じゃないふつうの日本人と話ができない。それでたぶん発音の問題とかもあ

って話ができない人とかもいて、ちょっとは気になってたんですけど。それ

でもあんまり気にしていなかったんですね。 

 

しかし、「音声教育実践」を受講してから、コミュニケーションにおける支障をもたらす

発音が存在しており、その支障を防ぐために音声教育を行う必要があると認識するように

なった。 

 

A：うん…。でも、実際にその私と学習者は話せるけど、一般の日本人と学習者

が話せないという場面も見たことがあったので、台湾で。私の友だちが日本

から来て、私と友だちと私の学生の何人かとご飯を食べるときとかに、私と

学生はふつうに話せるのに、私の日本人の友だちと学生が話せない。話せな

いっていうかそれは文法的な難しさとかそういう問題もあると思うんですけ

ど。でも、単語レベルでもときどき通じないときがあって、やっぱそれって

発音の問題のことがときどきあったんですよね。確かすごく覚えてるのが、

石けんの話をしてたんですよね。お店に行って石けんが売っていて、私はち

ょっと離れたところにいて、私の日本人の友だちが「これ、何？」みたいな

ことを私の学習者に聞いたら、その子は、はっきり覚えてないんですけど、

とにかく石けんの発音がおかしかったんですよね。たぶん「せ」小さい「っ」

もあるし、「け」が「げ」みたいな感じになって、アクセントもおかしいから、

たぶん「せげん」みたいになっちゃってて。私の友だちは物も見てるし、音
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も聞いてるのに、わからなくて。二人で「えっ、何だ？何だ？」みたいな感

じになって。私が呼ばれて「何これ？」って言われて、「あ、せっけんだよ。」

って、「あ、そっか、そっか。石けんか。」みたいなことがあったのをすごく

覚えてるんで。（Y：それこそコミュニケーション。）そう、そう。支障が出

てる例ですよね。 

 

A の変容の特徴として、2 つ考えられる。1 つ目は、エピソードの中に問題になってい

た発音がなぜ通じなかったのかを分析している。「たぶん『せ』小さい『っ』もあるし、『け』

が『げ』みたいな感じになって、アクセントもおかしいから、たぶん『せげん』みたいに

なっちゃってて」と A は記憶を探り、学生の発音を分析している。2 つ目は、そのエピソ

ードをコミュニケーションにおいて支障が出ている例だと意味づけをしている。つまり、

A はコミュニケーションにおいて支障が出ているレベルなら、音声教育を行うべきだと考

えるようになった。 

 

4.1.2.2 会話レベルの音声教育 

A は、「音声教育実践」をとおして、音声教育を「会話の中でのレベル」で捉えるように

なった。「会話の中でのレベル」で捉えるという意味は、単音のみならず韻律を含めた、高

低変化を伴う単語や文レベルを指す。これまでは教師養成講座で学んだ知識の中でも特に、

調音法、調音点に着目した単音レベルの発音指導のイメージを持っていた。A は昔の考え

と今の考えを対比させ、音声教育を次のように意味づける。 

 

A：イメージは、変わった点は、やっぱり一番最初は、養成講座みたいな、音が

どこで発音されてるみたいなのが中心だったのが。そこから考えると全然違

いますよね。例えば、イントネーションとか。もっと音一つひとつも一番最

初にやったんで、やらないわけではないと思うんですけど、もっと会話の中

でのレベルっていうか。複合語アクセントっていうと何となくわかるんです

けど、複合語っていうのでまたアクセントが変わるとか、そういうのってあ

んまり日本人でも注意しないから。うん、本当にこう誤解が生じないための

発音練習の感じがして、面白かったです。 
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A は、これまで音声教育を、単音一つひとつ取り立てるような指導だと思っていた。調

音点や調音法から単音がどのように発音されるかに着目していて、会話のレベルでは細か

い発音より内容を重視する教育観を持っているため、前後文脈で単音レベルでの問題をカ

バーできると考えていたのである。しかし、高低変化による意味の違いやイントネーショ

ンによる意図や気持ちの伝え方も音声教育の範疇として捉えるようになった。つまり、単

音レベルの「発音矯正」という音声教育のイメージから、韻律レベルを含めた意味伝達と

いう範疇で考える「音声コミュニケーション教育」というふうに、音声教育を意味づける

ようになった。 

 

4.1.2.3 聞き手に与える印象と音声教育 

A は、「聞き手に与える印象」という側面からも、音声教育の意味づけをしている。A は

「音声教育実践」を受講する以前は、発音より内容を重視しており、発音のことは気にせ

ず学習者が自由に話すようにという日本語指導を行ってきた。ところが、「音声教育実践」

を受講してから、聞き手が持つ印象と発音を関連させて考えるようになり、これまで教師

として経験したエピソードを再解釈している様子がわかった。 

 

A：今まで会った学習者があまりこうフィラーができてない印象があって。特に、

「へえ。」とか。「あれ？」とか「えっと。」とかはもう初級からやるからまだ

いいんですけど。「へえ。」とか「ふん。」とかあんまり、そもそもあまり使わ

ない人が多いっていうのもあるんですけど、使ったとしても何かすごく不自

然だったり。「さあ。」とかも使い方によっては失礼な印象を受ける気がして。

「どこ行ったか知らない？」「さあ…。」ならまだいいんですけど、何かすご

い短く「さあ。」みたいに言われるとやっぱちょっと失礼だし、そういう。う

ん、「へえ。」とかも使ってる人もいるけど、使っててもすごく不自然で、聞

くと馬鹿にされてるような気がするところが。今までにそういう印象を受け

た人が何人かいるんですよ。たぶんその人はそういうつもりで使ってないと

思うんですけど、口真似をされてるような気がして。私が言ってる「へえ。」

とかいうのをこう面白がって使ってる感じがしてて。何か不愉快な〔笑い声〕

記憶がちょっとあって。 
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A はコミュニケーションにおいて、失礼になる発音、不愉快に感じる発音、聞き手にと

って馬鹿にされているような印象をもたらす発音に対して、問題意識を持っていた。だが、

これまで発音を取り立てて考えてみる機会がなく、この問題意識を日本語指導に生かして

みようという意識もなく、これまで過ごしてきた。しかし、「音声教育実践」において拙い

発音で起こる影響を考えたときに、拙い発音が原因で不愉快な印象を受けたエピソードを

意味づけた。その問題意識を生かし、「音声教育実践」では、「気持ちを伝える発音」とい

う単元を担当し、自身の変容した教育観を反映させた補助教材を作成することができた。

つまり、これまで温存してきた問題意識を取り立てて議論し、指導計画を立てていくこと

で、問題意識を具現化させ、音声教育に関する指導力をより深めることができたと言える。 

A は、「音声教育実践」を受講する以前は、発音より内容を重視していたため、発音によ

るコミュニケーションの支障は起こらないと考えていた。しかし、発音に着目してコミュ

ニケーション場面を振り返り、コミュニケーションにおいて発音は、意味や印象を伝える

うえで重要な役割をすると再び意味づけをするようになった。 

 

4.1.2.4 対比する教育観の共存 

A は、「音声教育実践」を受講する以前は、音声より内容を重視する教育観を持っていた。

学習者が話している内容に焦点を置いていたため、発音にはあまり気を配っていなかった。

筆者は、A が「音声教育実践」をとおして、学習者の発音に注意を向けるようになったこ

と、またコミュニケーションの中で発音が占める範囲が増えたことに対して、教育観の揺

れや矛盾などはないか質問をした。A は次のように答えていた。 

 

A：矛盾はあまり感じないですね。どうだろう。うん…、やっぱりコミュニケー

ションに支障が出るレベルっていうのは、絶対これは言わなきゃ駄目だとい

うところもはっきりわかるし。ただ矛盾というか、レベルによって変わるっ

ていう考え方が私の中ではすごくある気がします。 

 

A は、音声より内容を重視していて、音声のことは気にしなかったが、現在は音声も気

にするようになったことに対して、矛盾を感じることはないと言う。しかも、これまで経

験してきたエピソードを、発音によって「コミュニケーションに支障が出る」例として意

味づけるようになった（4.1.2.2）。A の語りから、新たな考え方によって既存の教育観そ
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のものを否定するわけでもなく、既存の教育観、つまり音声より内容は重要だという考え

を保ちつつ、その考えに音声もコミュニケーションを支える役割を果たしているのだとい

う新たな考えを持ち合わせていることがわかる。 

 

4.2 B にとっての音声教育の意味づけ 

B は、日本国内の日本語学校で教鞭を執って 5 年経った中堅教師である。「音声教育実

践」を受講している間も、日本語学校とプライベートレッスンを続けていた。B の音声教

育の意味づけの分析結果を表 4.2 のようにまとめられる。 

 

表 4.2 B の音声教育の意味づけ 

意味づけ 

時間軸 
教育観・指導 音声教育の意味づけ エピソードの意味づけ 

受講前 

文型や読解中心の指導 

リピートやモデル音声を

録音して渡すなどの発音

指導 

後回し  

受講動機 
体系的に音声教育を学び

たい 

 面接指導のときに発音が

引っかかる 

受講以降 

教育現場における「体系

的な音声教育」を試みて

いる様子が見られた 

体系的とは、音韻知識に

基づいて発音に関する説

明ができるようになるこ

と 

音声学習に関わる諸事情

を理解するようになった 

自身の発音やこれまでの

音声教育の省察 

 

4.2.1 受講動機に見られる音声教育の意味づけ 

4.2.1.1 文型や読解中心の日本語指導 

これまで B が日本語学校で行った教育実践は、文型や読解の指導が中心になっていた。 

 

B：やはりあんまり音声というものに、すごく時間をかけて取り組んだことが今

までなかったんですね。どうしても文型だとか読解のストラテジーとか、そ

ういうものに目が行ってたばかりいてたんですけど。 

 

B の語りからわかるように、日本語指導の中で音声教育に時間をかけて取り組んだこと

はない。 
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B：まず音声というものに、こんなにだけ、音声についてこれだけ考えたことが

なくて、今までの経験の中でなかったので、どうしても何となく後回しのよ

うな、それでいて。まあ、やるときも、その場その場の対処のような形で、

じっくり時間をかけて考えたことがなかったというので。 

 

このように B はこれまでの教育実践の中で、音声教育を「後回し」としてきたことがわ

かる。 

 

4.2.1.2 面接指導における音声教育の乏しさ 

音声教育が「後回し」になっていたという B にとって、大学受験のための面接の指導の

ときだけは、学習者の発音で引っ掛かるものであった。B は音声教育を普段から行ってい

ないことについて次のように省察を行っていた。 

 

B：ただ、やっぱり最後の面接指導とかするときに、どうしても音声が引っ掛か

ってしまっているんです。しかし、引っ掛かるんですけども、もうひたすら

練習しなさいとしか、そう。もうそのときにはもう時間もないですし、言え

ない状態なんですが、それより前にもうちょっとこう何かできることがある

んじゃないかなという反省がまあつねに、あの 12 月の面接指導35のときには

いつも思ってたんですけれども。 

 

B はこの面接指導において、どのような音声教育を行っていたのであろうか。それは、

気になる学習者の発音に対して、リピートさせることが多かった。しかし、B 自身にとっ

て納得がいくような音声教育はできていなかった。 

 

B：せっかく綺麗に出来上がった原稿が、やっぱり音声の、うん…、あれで。す

                                                   
35 B の語りで言う面接指導とは、日本国内で大学受験を受ける留学生のために日本語学校で行

う面接の指導を指す。日本語学校では一般的に 12 月に面接対策のインタビュー練習を行う

という。B の語りによると、面接時に聞かれそうな質問をまとめた質問表を事前に学生に配

り、それについて学生は答えを書いて覚えるなど準備をしてきて、日本語教師と一対一で模

擬面接を行う。 
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ごく、あ、何かいいこと言ってるんだけど、その勿体ない感じとかがあるん

ですけども、その場ではもう本当に、例えば、私の声を録音したものを家で

聞いてもう一回練習しなさいとか、そのぐらいしかもうできないというのが、

何かちょっと物足りなさをちょっと感じてたんですね。 

 

このように B が実践を受講する以前は、音声についてあまり考えたことがなく、文型や

読解を中心とした指導を行っていた。その中でも B が行っていた音声教育は、12 月の面

接指導に限ったものであり、その方法はリピート法であった。B はこういった音声教育に

乏しさを感じていた。 

 

4.2.2 体系的な音声教育への求め 

B は、「音声教育実践」をとおして、「体系的に」音声教育を行えるようになることを期

待している。 

 

B：やっぱり体系的に学んで、体系的に教えられるようになりたいという、ちょ

っと具体的じゃないんですけれども。例えば、説明するときも、今までみた

いにただリピートして、真似しなさいと言うんではなくて。ちゃんと根拠あ

る説明ができるようになるとか。 

 

B はこれまで行ってきたリピート法の発音指導では体系的に音声を教えられないと自覚

している。これまでは、教室の中でリピートさせたり、B 自身の音声を録音して学習者に

真似して練習するように指導してきた。しかし、体系的に音韻知識を学び指導することで、

学生の発音を聞いて「何か違う」と言うのではなく、「何が違う」と言えるようになる。そ

うすることで、音声学習の中に気づきが生まれると考えた。音韻知識を持っていないまま

だと、個人差や地域差があるという説明で終わってしまいがちである。しかし、音韻知識

を持つことで、教師の説明に説得力が増し、学習者はなぜ発音練習を行うべきかをしっか

りと認識したうえで、音声学習に取り組むことができると考えた。「音声教育実践」をとお

して教師として音声を体系的に学び、根拠ある説明をもって、今後学習者に体系的に音声

教育ができるようになりたいという受講動機を掲げている。 
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・B の受講動機：音声を体系的に学んで、体系的に教えられるようになりたい。 

 

4.2.2.1 体系的に発音を教えること 

B は「音声教育実践」をとおして、受講動機をどのように具現化していったのであろう

か。B は、当初「体系的に学んで体系的に教えられるようになりたい」という到達目標を

掲げていた。B が考える「体系的」な音声教育とはどのようなものであろうか。B は「音

声教育実践」をとおして「体系的」な音声教育とは何かを考えることができた。 

 

B：理論をしっかり持ってないと、やはり音声ってすごくこう個人差とか地域差

とかいろいろ何か差があるよねということで終わってしまいがちなところが

あるんですけれども。（中略）そういう傾向だとかルールとか、理論みたいな

ことをしっかり叩き込んでおかないと、説明するときの説得力ですとか、や

はりこうなぜやるのかっていう、学びに結びつかないような気がします。 

 

B は、音声教育をしっかりと行うためには、教師にとって発音の傾向やルールを把握し

ておく必要があると認識している。つまり、「体系的」な音声教育とは、発音の傾向やルー

ルを知識として持った教師が行う説得力のある指導なのである。 

 

B：学習者が「こういう発音したいんだけど。」「こういうことやりたいんだけど。」

って言うときに、こちら側がその目標を目指していろいろとやったときに、

「何か違う。」と思いながら「違います。」と言うのではなく、「どうして違う

のですか？」「何が違うのですか？」と言われたときに、何かきちんと答えら

れれば、その練習、面倒くさい練習を、何か気づきながら練習できるんじゃ

ないかなと今はちょっと思っています。 

 

「体系的」な音声教育が行える教師は、具体的で根拠のある説明ができる教師である。

根拠のある説明をすることで、学習者にとって音声学習は、リピート法のように面倒くさ

い練習ではなく、気づきが生まれる練習になる。 
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4.2.2.2 B 自身の発音や日本語指導に関する省察 

B は、「音声教育実践」をとおして、教師として自身の発音に無意識であったことを省察

している。教師が自身の発音に無意識であれば、それは決して体系的に教えられるとは言

えない。B が「音声教育実践」の中で経験した 2 つのエピソードを取り上げ、B 自身が体

系的に教えることをどのように意味づけていくか分析する。 

1 つ目は、「日本語のリズム」という単元で、山手線路線図の補助教材を授業で検討した

ときのエピソードである（5.2）。実習生は、駅名を一つひとつ読み上げながらアクセント

を確認していたが、「神田」という駅名を発音したときに全員アクセント表記に戸惑ってい

た。担当教員はゆっくり読んでみるように指導を行い、ゆっくり読んだときとふつうのス

ピードで読んだときの「神田」の発音が異なっていることを発見した。担当教員の説明に

よって、実習生は音声学と音韻論における発音は異なるという知識を学んだ。そのエピソ

ードをとおして、B はこれまで自分が行ってきた教育実践を振り返り、発音指導は果たし

て体系的だったかと省察を行っている様子が見られた。 

 

B：よくディクテーションとかをさせているときに、やっぱりふつうのナチュラ

ルなスピードでこう書かせると、だいたい「ん」が抜けてるとか、そういう

のが多いんですけれども。ディクテーションするときは、まあ、もう一度ゆ

っくり、あの、えっと、例えば、「新聞紙を取ってください。」みたいのがあ

ったとしたら、「シンブンシ」ってさらっと言うと、「シブンシ」とかなって

るのを、もう一度「〔ゆっくり〕シ
・

ン
・

ブ
・

ン
・

シ
・

」って意識してゆっくり言うとき

があるんですけど。でも、これは、あ、書かせてるだけで、ふだんの発音じ

ゃないなっていうようなのは、思いながらやってたんですけれども。それ、

そういうことをそのときにちょっと思い出して、あの自然になればなるほど、

何ていうのかな、発音についての細かい部分が流れてというか。でも、そこ

が難しさなんだなっていうところが、すごく感じました。 

 

音声学と音韻論において発音が異なることを知らなかったときには、ディクテーション

をするとき、発音に関しては無意識にゆっくり発音してしまい、普段の話し方とは異なっ

た発音をしていたのだと、B は省察していた。つまり、教師自身が発音のスピードによっ

て、高低が異なるという特徴を全く意識せず、学生にモデル音声を提示していたことは、
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決して体系的な音声教育だとは言えない。 

2 つ目は、い形容詞アクセントに関して議論していたときのエピソードである。B は自

分のい形容詞の発音が、教科書に書かれている発音と異なっていることを発見した。 

 

B：私自身も動詞は正直に無意識的にやってて。ただ形容詞に関しては、A パタ

ーン、B パターンに関しては、私の発音が教科書と違うなっていうところも

すごくあったんですよね。ただ、そういうのもあるっていう気づきもあった

し。なので、私は教科書と違う部分がすごく多かったので、自分が発音して

いるのが、あんまり気にしてなかったんですけれども。 

 

このように B は、「音声教育実践」をとおして、B 自身の発音の特徴を体系的に分析し、

把握していく様子が見られる。自身の発音と音韻特徴を関連づけながら体系的に発音を学

んだと言えよう。そして、B は自身の発音の特徴に気づくと同時に、学習者の発音を見極

める視点も得る。 

 

B：学習者の変な発音っていうことにあんまり気づいてなかったっていうのが正

直あったんですけれども。でも、やっぱり中には絶対におかしい何か不自然

な発音があるっていうのは、やっぱりあの 2 つのパターンがあるからなんだ

なっていうことをまた改めて気づきました。 

 

これまで学習者の発音を聞いていて、何がどのように変な発音なのか気づいていなかっ

たが、音韻知識をもって改めて見ると、不自然な発音に聞こえる原因が体系的に分析でき

るようになったのである。このようにして、B は最初抱えていた受講動機の「体系的に学

んで、体系的に教える」ことを達成していったと言えよう。 

 

4.2.2.3 教育現場における「体系的な音声教育」の試み 

B には「音声教育実践」以外に教師として関わっている教育現場が 2 つある。その場に

おいて、音声教育に関して学んだ「体系的な音韻知識」を生かして、音声教育を試みてい

る様子が見られた。 

1 つ目の体系的な音声教育の試みは、日本語学校で学生の発音を聞き取れるようになっ
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たことであり、気になった発音に対して体系的に音声教育も試みるようになったことであ

る。「音声教育実践」で学んだ音韻知識が教育現場でも連動して、学習者の発音を聞き取る

際に、参考になっていた。 

 

B：今も毎週火曜日に学校に行ってるんですけど、あの、日本語学校。そのとき

にも、ときどきその、やはりその中でもすごく自分なりに音声が聞き取れる

ようになったというか、学生のこうちょっと気になるアクセントですとか、

そういう部分ですごく気づきというか、はい。あの、よかったなと思う点が

ありますね。それで、アドバイスとかもやはり以前のようにただリピートさ

せるではなくて、導き方みたいなものが少しずつ何か見えてきたというよう

な感じが、はい。 

 

B は、「音声教育実践」で学んだ「人名のアクセント」に関する音韻知識をもって、学習

者が日本語学校関係者の名前を呼んだときに、その発音を音韻知識に則って分析していた。 

 

B：何かたまたまそのとき、佐藤さんという人が学校にいらっしゃって。で、や

っぱり「さと
￢

うさん」「さと
￢

うさん」36って皆言ってたんで、〔笑い声〕そう

じゃないんだよっていう。「さ
￢

とう」だよって言うと、「え？」っていう。名

前でそんなに違うんだ。「さ
￢

とうさん」と「さと
￢

うさん」じゃそんなに変な印

象与えるのかっていうことがはじめて知ったみたいで。 

 

このように B は身近な教育現場で、「音声教育実践」で学んだことを生かして音声教育

を行っていた。 

2 つ目の体系的な音声教育の試みは、プライベートレッスンのときのことである。プラ

イベートレッスンでは、日本企業で働いているビジネスパーソンを指導している。B はこ

のビジネスパーソンに 1 年間日本語指導をしていて、音声に関する指導を行わなかった。

それは、日本語が堪能でコミュニケーションにおいて問題がないため、音声教育の必要性

を覚えていなかったからである。しかし、B は自身が最近大学院で得ている気づきをビジ

ネスパーソンに話し合っているうちに、そのビジネスパーソンが持っている発音に対する

                                                   
36 「と」についている鍵記号（￢）は、アクセント核を示している。 
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ニーズを察知することができた。そして、プライベートレッスンに音声教育を取り入れて

みる。B は、実践をとおして学習者が日常生活で経験した発音に関するエピソードにも注

意して聞いてみるようになり、1 年間指導してきた学習者のニーズを改めて把握すること

になる。 

 

B：たぶん恥ずかしい思いをしたとかあると思うんですね。これもたぶん振り返

りシートに書いたと思うんですけど、あれ、「気がある。」って。（Y：ああ、

「木がある。」）「木がある。」その人です。「それ、おかしいよ、はは。」と笑

われた。（中略）アクセントとかは最後の砦だと言ってて、そこができるよう

になればすごく日本語が日本語らしくというか。 

 

B は、プライベートレッスンをしてきたビジネスマンの上級学習者が、会社の中で発音

が原因で同僚に笑われたエピソードを話してくれたことをきっかけに、上級学習者の気持

ちや音声学習に対するニーズを理解するようになった。B はプライベートレッスンの中で、

「音声教育実践」をとおして学んだ名詞のアクセントについてビジネスマンに話そうとし

たときに、ビジネスマンは、発音と関連するエピソードを話してくれた。具体的には、 

「木
￢

がある（木：尾高型）」の発音を「気がある（気：平板型）」と発音してしまい、発音

がおかしいと笑われたエピソードである。その学習者は自分の発音を周りの同僚に笑われ

たことで、プライドを傷つけられたのである。おそらくその学習者は日本社会の一構成員

として、表したい印象があったのであろう。しかし、周りの同僚に発音を笑われたのは、

自分が望んでいる印象ではなく、理想の自分と実際に見られている自分においてずれが生

じてしまったのである。 

B は、その後もこのビジネスパーソンに、「音声教育実践」で作成した補助教材を用いて、

音声教育を再度実現していた。このように B は 2 つの教育現場において、「音声教育実践」

で得た音韻知識を生かして教育現場において音声教育を取り入れていた。これまで文型や

読解中心の指導を行ってきた B は、自ら音声教育を自分の教育実践に取り入れることで、

受講動機として抱えていた「体系的な音声教育」を試みている様子が見て取れる。 

 

4.2.2.4 音声学習成果に対する認識の捉え直し 

B は、「音声教育実践」をとおして体系的な音声教育を実践する中で、学習者にとっての
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発音学習における特徴を理解するようになり、音声学習成果に対する認識を捉え直した。

ここでは代表的なものを 2 つ取り上げる（詳しくは、9.2 参照）。 

1 つ目として、発音はすぐ直らないのが当たり前だと思うようになった。 

 

B：翌週に直ってないのが当たり前だと思うようになりましたね、音声に関して

は。〔笑い声〕すごい変な言い方なんですけど、それがあの特に音声に関して

は難しいんだなっていうふうに思って。すごい変な感じなんですけど、それ

はそれで捉えるようにして。 

 

このような音声学習の捉え方に関しては、担当教員が授業において何度も強調して言っ

ていたことでもある。音声学習の成果はすぐ目に見える形で現れるものではなく、時間を

かけて練習することで徐々に成果が現れるものである。 

2 つ目として、音声教育は、学生が音声に意識を向けるように仕掛けをすることだと捉

えるようになった。上記で述べたように、学習成果がすぐに現れない発音をどのようにサ

ポートしていけばいいかを考えた結果、音声の意識化を促すことが音声学習のサポートだ

と認識しているのである。 

 

B：学習者も大切さとか理解とかが深まって徐々に一度では直らない発音を意識

してくれるんじゃないかなっていう 

 

B は、音声の意識化は発音そのものには見えないものかもしれないが、学習者の質問や

発言に表れると認識している。 

 

B：「美味しいお菓
￢

子」もあるし、「美味し
￢

いお菓子」両方聞いたことあるんです

けどっていう質問があったときに、「ああ、外でそこのところを注意して聞い

てるんだな。」って思って。今までは質問の意味の重要性に関してはあんまり

考えてなかったかもしれないです。もしその質問を受けたら、「あ、こんなこ

と理解してなかったのかな。」とかそういうふうに思ってしまったかもしれな

いですけれども、それは一つのこう意識のレベルアップとして捉えるように

なったなっていう。 
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このように B は、学習者の質問が持つ意味を改めて考え直すようになった。以前は、質

問を受けると、学習者がわらないことに着目していたが、質問の内容から学習者の発音に

対する意識化を察知している様子が見て取れる。つまり、学習者の発音に対する意識化の

様子から音声学習が進んでいるのだと判断し、その意識化の様子が音声学習成果の現れだ

と意味づけている。 

以上のことから、音声学習成果に対する認識が変化したことがわかる。また、長期的な

視点で音声学習をサポートすべきだと考えるようになった。音声学習成果を、学習者の発

音が改善されていなくても、意識の変化から捉えるようになった。ゆえに、教室での授業

時間は限られており、教師としての役割は、日常生活において音声に意識を向けられるよ

うにサポートすることにあると意味づけるようになった。 

 

4.3 C にとっての音声教育の意味づけ 

C は、23 年間教師として指導経験を持っているベテラン教師として、日本国内の関東地

域を中心に日本語教育に携わってきた。日本語学校における担当クラスは、大学進学や専

門学校進学を目指す人が 8 割、生活者 1 割、ビジネスマン 1 割の混合クラスであり、その

ほかにも、企業派遣、自宅出向き、プライベートに至るまでさまざまな形での日本語教育

を行ってきた。C の音声教育の意味づけの分析結果を表 4.3 のようにまとめられる。 

 

表 4.3 C の音声教育の意味づけ 

意味づけ 

時間軸 
教育観・指導 音声教育の意味づけ エピソードの意味づけ 

受講前 

文字と音の一致 満足のいくような音声教

育はできていない 

拙い発音によって不利益

を被った学習者を見てき

た 

受講動機 

教師としての不安 音声教育に関する基本的

なことを学びたい 

発音によって不利益を被

らないよう学習者をサポ

ートしたい 

受講以降 

基本的なこととは、音韻

知識、音声教育観などで

ある 

音韻知識を得る喜びの経

験、これまでの教師とし

ての教育観の省察 

音声学習における特徴 

音韻知識の伝達、音声教

育観に基づく音声教育に

よって、学習者をサポー

トすることができる 
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4.3.1 受講動機に見られる音声教育の意味づけ 

4.3.1.1 教師としての自己啓発の必要性 

23 年間日本語教育に携わってきた C は、日本語教育のカリキュラムが変わる中、自己

啓発しなくては教師として生き残れないという不安を持つとともに、2011 年の東日本大震

災をきっかけに留学生数が急激に減った現状を目の当たりにする。大学院進学について次

のように語る。 

 

C：ここ数年でちょっとその教科書自体がこう教育観とか学習観とかの変化に伴

って、ちょっと Can-do 式のものに変わっていくような気配が見えたりです

とか。その、コミュニカティブ・アプローチとか、まあふつうの今まで一般

的なクラスでやってる直接法のオーラルメソッド的なものとか教材とかにも、

ちょっとこう限界が見えてきたというか。このままずっとこうやっていった

ら、たぶんもう…何だろう、自分はもう進歩しないし、こう遅れたもう化石

のような教師になってしまうかなという危機感があったのが一番大きな理由

ですね。どんどん新しいもの、どんどん新しい方法が出ていて、教科書もど

んどん新しくなり、能力試験なんかの方法も変わってきている中でちょっと

勉強しないと、もう。私がそのいわゆる日本語教育能力試験っていうのを取

ったのが本当に昔で。〔笑い声〕平成 3 年とかですよ。なので（Y：今は、24

年？）もう 20 年以上前で、全くその試験の内容自体もずいぶん変わってし

まってるんですね。なので、もう駄目だと思って、その古い内容のまま行っ

ても駄目だっていうのもあって。それが一番大きな進学の理由ですね。ちょ

っと私今いる場所が栃木県なので、あの、ちょっと震災の後から学生が減る

ような傾向も見えたりして。そのまま残ってもずっと続けて残ったり、ほか

の場所とか掛け持ちでやったりしてもよかったんですけれども。もっと仕事

のコマももしかしたら今後減るのかもしれないなっていうのもちょっと頭の

中にはあって。そのときは全然あの人数が減るとかそういうのはなかったん

ですけども。うん、考えてみてちょうどこう、うん？ちょっと時間ができる

のかもしれないっていうのと。あ、じゃ、今がチャンスなのかもしれないっ

ていうのは、こうちょうど合間っていうか。じゃ、思い切ってまずは受験だ

けでもしてみようかなっていうのが。はい、進学を決めた理由です。 
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C は、教師として自身の存在意義に不安を覚え、自己啓発を目指して大学院進学を決め

た。大学院に入ってから初めての学期に履修したのがこの「音声教育実践」である。なぜ

C は、「音声教育実践」を選択したのであろうか。 

 

C：日本語教育機関ではほとんど音声だけを取り上げて、中級になっても教える

時間をちゃんと取るということは、まずないと思うんです。どこの機関でも、

本当に。で、えっと、その教えている中で、その発音が上手い人は本当に上

手い。はじめから割とできる。で、まあ、国別、母語別とかでは割り切れな

いようなものもあったりして。いつまでもいつまでも発音があまり上達しな

い人？で、どんどんどんどん差が開いていってしまうっていうのが何なんだ

ろうなってずっと思っていて。で、まあ、そのいくつかこう発音で、こう失

敗してしまったり、不利益を被ったりとか、そういう学習者をこう見てきて。

あ、やっぱり発音とかってとても大切だなというのはわかってたんですね。

で、そういう意識があった中で、こちらに入って、（中略）もう「あ、もうこ

れ！」と思ってしまったんですね。〔笑い声〕本当にもう、ぐっと引っ張られ

るような印象を受けたんですね。で、こう直接は自分がやりたい研究と音声

ってこう結びつかないって思っていたんですね。でも、絶対これはやってお

きたいもの 1 期目だと思ってしまって、受講してたんですけども。まあ、最

近になって、その漢字とも関連があるんだし、文法とも実はやっぱり音声っ

てすべてこう関連はあるんだということが少しずつわかってきたので。「あ、

よかった。」って思っているところです。 

 

C は 23 年間の教師経験の中で、学習者の発音に対する問題意識を感じていた。学習者

間で発音の差が開いていく様子や、社会の中で学習者が発音によって受ける評価などを経

験からわかっている。しかし、音声教育について学ぶ機会はほとんど得られなかったよう

である。ふだん教師経験の中で培ってきた問題意識から「音声教育実践」の受講を決めた。 

 

4.3.1.2 文字と音の一致という音声教育 

C がこれまで行ってきた音声教育は、初級の文字導入段階では、文字と音の一致という
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方針からの音声教育であった。中級になるにつれ、日本語学校のカリキュラムに沿って主

に文型中心の指導を行い、発音のことは時間をとって指導する機会は徐々になくなる。こ

のような文型中心の指導は、C が勤務していた教育機関の教育方針であった。ただ、C は

主体的に、気になる発音があったときにはクラス全体を止めてリピートさせたりするなど

の音声教育を行うようにしていた。音声教育のときには、サイレントウェイなどの教授法

の知識を生かすこともあった。 

 

C：音声をというよりも、その初級のはじめにその文字教育をする際に、その文

字と音との関連っていうことでは、発音の練習はしたんですけれども、それ

以降はちょっとおかしい発音になってしまったときに、その何も体系立てず

にその場で直したり、あとは発音がちょっとやっぱり一人ではなくて、ほか

にもおかしい人がいるっていうときは、クラス全体ちょっと止めて、指導し

たりとか言う練習をしたりとかはしたんですけれども。全くその音声ってい

う時間は、その文字、ひらがな、カタカナ終わったあとは、特に取る時間は

なかったので。 

 

C は、23 年間日本語教育に携わりながらも音声教育は思うとおりにできなかったと省察

している。C が持っている音声教育に関する知識は、漠然としたものが多かったという。 

 

自分自身も発音に関する知識が漠然としかなく、どのように指導したら効果的か、

どのように評価したら適切か、わかっていなかった。（中略）母語別に日本語の発

音に特徴があることは漠然とわかっていた。発音に敏感な学習者たちからは、こ

の発音は自分の母国語に存在しないから難しいといったことを聞いていた。しか

し、各母語の発音・音声的なルールや、日本語の発音への影響をきちんと学んだ

こともないまま、2012 年春に至ってしまった。（C の総合レポート） 

 

C は 23 年間の教育経験を持つベテラン教師だが、発音に関する知識を漠然と持ってい

た。教師になってから発音に関する学びを得る機会が非常に少ないことが見て取れる。こ

のことから、音声教育は教師の指導年数が増えるにつれ、自ずとできるようになるもので

はないという課題が伺える。 
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C は、自分自身が持っている音声教育に関する知識に満足しておらず、音声教育に関す

る知識を補うために、「音声教育実践」を受講した。C が「音声教育実践」を受講する前に

意味づけていた音声教育とは、教育機関の方針による「音と文字の一致」であり、中級以

降では計画を立てて体系的に音声教育を行うことがなかったため、音声教育の意味づけの

機会さえなかったと言える。 

 

4.3.1.3 拙い発音による不利益 

C は、これまでの教育経験を積んできた中で、拙い発音で不利益を被っている学習者を

見てきた。C は、これまでの教育経験の中で、発音の面で学習者をきちんと支援できなか

ったことを悔いている。学習者間に発音の差が広がっていくことを目の当たりにしている

が、その原因はまだ解明されていないという。C は、発音があまり上達していない学習者

の中には、大学生になってから日本語学校に再び挨拶をしに来てくれるが、日本語の発音

が上達していることも見られ、学習者はいつどのように発音を上達させていくのかという

疑問を抱えていた。 

C は、学習者にとって拙い発音が不利益を被るということを以下のエピソードからわか

っている。C は 3 つのエピソードを語ってくれた。 

1 つ目は、学習者の名前と関連するエピソードである。 

 

C：私が教師になり立ての頃の話なんですけど、とても優秀な●●の男性で、ジ

ョケンさんというお名前の方で、発音がとてもこう苦手な学生でした。で、

日本語の能力もまあ半年ぐらい勉強しただけでして、でもすぐ●●大学院の

ほうに入ってしまったので。そんなにこう日本語学習歴も長くなくっていう

感じだったんですけれども。ある日、私の家に、電話をかけてきたときに、

私がいなくて。で、私の母が電話を取ったんですね。で、私が帰ってきてか

ら「その、学生、たぶん学生さんと思うんだけど、電話があった。」で、「え？

名前何ていう子？名前何だって？」って聞いたら、「それがね…。雑巾さんっ

ていうの。何回も聞き返したけど、雑巾にしか聞こえなかった。」って言って。

「え？雑巾？」で、それで、「待ってよ。」って推測して。あ、たぶんジョケ

ンさんなのかなと思って、やっぱりそうだったんですけど。まあ、その発音

の悪さで、その何かまるでもう知的レベル的にもとてもこう低く、私の母に
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は見られてしまって、何か損をしたなっていうのが 1 点目と。 

 

C は、教師ではない母親が学習者との通話から、学習者の名前を雑巾と聞き取ってしま

ったエピソードを経験している。C の母親は、学習者の発音が原因で、学習者の印象が損

なわれることを考慮して、発話に躊躇している様子が見て取れる。C は、このように名前

を誤解されてしまったことは、学習者の知的レベルを低く見られてしまうことに繋がる可

能性があると解釈していた。 

2 つ目は、スピーチコンテストに関するエピソードである。 

 

C：あ、あと、どんなに内容が素晴らしい作文を作って、それを発表する機会が

あったとしても、スピーチコンテストなどでは、絶対優勝できないんです。

発音のせいで。いっつも準優勝。その方は中国の女性だったんですけれど。 

 

スピーチコンテストにおいて内容のみならず発音も重視されるということがわかるエピ

ソードである。 

3 つ目は、日本語学校で日本の大学や大学院への進学を目指す学習者に関するエピソー

ドである。 

 

C：これは 4、5 年前かな？割と最近なんですが。タイ人の、また優秀な方だった

んですけれど。その、大学院の研究生になりたいというので、その当時私が

いた学校が栃木県の宇都宮にあったんですね。で、●●、まあ、割と近い場

所、●●大学というところがあって。で、そこで、研究している先生の研究

室にぜひ入りたいんだということで、あの受験の準備をして、アポイントを

取って。で、面接に行ったんですね。で、まあ、面接のあとで、うん…、し

ばらくしてから、そのタイ人の女性の当時の担任がちょうど私だったんです

ね、日本語学校の。で、どういう訳か彼女が面接をしてもらったその教授か

ら私宛に学校に電話がかかってきたんです。で、緊張してしまって、あの、

「はい、はい。」って話を伺ったら、そのタイのその方の日本語能力的に？…

大丈夫なのか。日本語能力自体ではなくて。その、やはり知的レベルまで疑

われてしまって。その「大丈夫なんでしょうか。」大学院の授業にちょっとと
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てもついていけないような感じに見えたし。かなりこう、あの、知的レベル

的にも、不安を感じたようで。その、まあ、確認を取りたいというか、そう

いう電話がかかってきてしまったんですね。で、まあ、その結論から言いま

すと、彼女受け入れてもらえたんです、最終的には。ただ、どうしてもその

発音がやはり聞いていると、ちょっと拙いというか、幼いふうにこう聞こえ

てしまって。その「わたちはー」みたいな感じで。こう…、普段から確かに

話している方だったんですが。まあ、ご自分の専門的なことはかなりレベル

も高いようでしたし。その英語で論文をもう自分の論文がありましたし。あ

んまり問題にはならないのかなと思っていたんですね。もう一人タイの女性

の方で、その方よりも日本語のレベルがちょっと劣る方がいたんです。で、

彼女はなんと●●大の研究生じゃなくて、院にもうストレートで入っちゃっ

たんですね。で、そのときは、日本語のことは何も問題にならなかったんで

す。なぜなら全部英語で済んだから。なので、何かはじめの例の彼女はこう

頑張って日本語で面接をしたんですよね。だけど、面接で日本語を使ってそ

の発音が上手くなかったためにこう自分の知的レベルまで相手にちょっと不

安感を与えてしまってっていうエピソードがありまして。あ、損するんだな

って思ってしまって。もし、発音が問題なければ、何も問題なくとても優秀

な方だったのに、残念なエピソードです。（Y：それ、学習者も知ってますか？

そのエピソード。）いや、言ってないんです。 

 

C は、入試の場面において、学習者の拙い発音により知的レベルに不安を感じた大学教

授から電話を受けた。この教授は留学生の発音から知的能力を判断し、研究を成し遂げて

いくことができるだろうかという疑問を持った。しかし、C はこの電話を受け取って、学

習者への適切な支援はできず、学習者が社会から受ける厳しい評価を教師として受け止め

るしかできなかった。 

C は、「音声教育実践」を受講する前から、発音によって厳しい評価を受けるシビアな日

本社会を経験しており、学習者が発音による不利益を被らないためには、音声教育が必要

だと捉えている。つまり、日本社会において発音は学習者に厳しい評価が下される評価基

準だと意味づけをしているのである。 
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4.3.2 学習者サポートのために必要な基本事項 

C は、「音声教育実践」をとおして音声教育に関する「基本的なこと」を学びたいという。 

 

C：最終的には、えっと 1 回から 15 回まで授業があるじゃないですか。その基本

的なことは全部覚えてどこかその実践する場がもし与えられるチャンスがあ

ったら、そのまんま、またはもうちょっと自分で考えたり応用したりして、

実践をしたい。できるようになりたいっていうのが、目標です。 

 

この「基本的なこと」を学ぶことは、C が自分にとって足りないと思う音声教育に関わ

る知識である。「基本的なこと」を補うことで、音声教育ができるようになると考えている。 

C は 4.3.1.3 で紹介したエピソードをとおして、音声の重要性はわかったものの、教師

として学習者の音声学習をサポートしてあげられてこなかったことを省察している。そこ

で、C は学習者が不利益を被らないよう音声学習をサポートしたいという。そのために、

音声教育に関する「基本的なこと」を補いたいという受講動機を抱えているのである。 

 

・C の受講動機：発音の問題で不利益を被っている学習者を支援するために、「基本的な

こと」を覚えて音声教育の実践ができるようになりたい。 

 

4.3.2.1 音韻知識の学習 

C は、受講動機として掲げたように、「音声教育実践」をとおして、音声教育に関する「基

本的なこと」を身につけていった。それは、具体的にいうと音韻知識の学習である。 

 

C：自分にとってアクセントのルールっていうのがわかっていなかったので、そ

れを学べたことがまずとても大きかったことと。で、それをこう、いかにち

ゃんと操作をして、学習者にわかりやすく…。自分がルールを知ったときに、

感動したんですよ。だから、感動そのまんまこう学習者に与えることができ

たらいいなというのを、自分なりの目標にして、実習に臨みました。 

 

C は「基本的なこと」である音韻知識を「学習者に与える」ことで、拙い発音で不利益

を被る学習者をサポートすることができると考えている。 
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また、C は、音声教育を諸領域と関連づけて意味づけている。これまで音声教育を特別

なものだと捉えていたが、音声が漢字や文法などの諸領域とも関連していると意味づけを

し直すことができた。例えば、教科書と担当教員の説明から、「足んない」という話しこと

ばを一つ取ってみても、文法の制約上、元の形は「足りない」ではなく、「足らない」しか

あり得ないという音韻知識を得ることができた。音声が文法と関与していることに対して、

C は教師として衝撃的な気づきを得たと評価し、音声は日本語指導において欠かせないも

のとして、ほかの諸領域と密接に関連しているのだと意味づけていることがわかる。 

 

「話しことばの発音」で「足る」と「足りない」（足んない）を取りあげた際に、

5 段の文法制約が関与していることから、音声は、漢字や文法とも関与していて、

決して独立したものではないということがわかった。これは、衝撃的だった。（C

の総合レポート） 

 

文法と同様に、漢字と音声の密接な繋がりを学ぶこともできた。「漢字の促音化」（5.3

参照）に関する音韻知識を構築し、補助教材を作成した経験から、今までの日本語指導を

次のように振り返る。 

 

C：もっと早く知りたかったです。20 年ぐらい前に知りたかった。〔笑い声〕（中

略）学生は「く」があるのに、学校は小さい「っ」ですよね。それって本当

に初級のもう 1 課とかで出てくる語彙じゃないですか。それで、漢字の勉強

のときも割と早いうちに出てきますよね。（中略）「これはこれで覚えてね。」

みたいな言い方しかできなかったので。 

 

C は、音韻知識を持っていなかったときの漢字の読み方の指導法として「暗記させる」

ことしかできなかった。そして、漢字の促音化に関するルールを 20 年前に知りたかった

という語りから、教師として音韻知識を知らなかったことへの悔いが読み取れる。 

このように C は、教師として音韻知識を身につけ、諸領域と関連づけながら、音声教育

の「基本的なこと」を身につけることができた。音韻知識を整理し、また小領域との関連

を理解したうえで、そのことを学習者に伝えることができれば、拙い発音で不利益を被っ

ている学習者をサポートすることができる。 
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C は、アクセントのルールや「漢字の促音化」のルールを体系づけて学べたことを、「感

動」したエピソードとして意味づけている。C は自分が音声に関するルールを知ったとき

に受けた「感動」を学習者にも伝えたいという目標を掲げていた。C の語りからは、音声

を学ぶことの喜び、楽しさが伝わってくる。そして、これまで 23 年間の教育実践の中で、

体系的な説明ができず、「これはこれで覚えてね」としか言えなかったことを省察した。い

くら短い活動であっても、きちんと体系づけてルールを示すことで、学習者にとっての音

声学習に対する意識や姿勢が変わっていくのではないかと C は述べていた。 

 

4.3.2.2 韻律要素を含む音声教育 

C は、「音声教育実践」を受講する以前は、音声教育の意味範囲を、初級レベルでの単音

指導の際に文字と音声の一致の練習だと捉えていた。日本語のレベルが上がるにつれ、発

音のことを指導の範囲に入れるという意識は薄まり、文法や文型の指導に集中していた

（4.3.1.2）。 

「音声教育実践」をとおして、C にとっての音声教育の意味範囲は拡大していった。 

 

C：今まで受講する前までは、音声の指導っていうと、本当に最初の初期に文字

を学ぶときに一つの音とか単語レベルの音声教育しかできていなかったし、

そういう時間を取ることがなかったですね。で、まあ、初級、中級、上級っ

て上がる中で、たまにそれでは通じないだろうっていう特徴的なものだけは、

クラスの中でちょっと時間を割いて、指導する時間とか練習する時間とかあ

ったんですけど。取り立てて音声教育という時間はやっていなかったので。

（中略）この実践を受講していろいろな動詞や形容詞とかにもアクセントの

ルールがちゃんとあるんだ、あるんだろうなっていうのはわかってたんです

けど、それをちゃんと理解して指導するにはどうしたらいいかというのがわ

かりました。 

 

また、音声教育を特別なものだと考えていたが、ほかの領域とも関連していることを知

り、音声教育に対する考えに変化が見られた。 

 

C：最近になって、その漢字とも関連があるんだし、文法とも実はやっぱり音声
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ってすべてこう関連はあるんだということが少しずつわかってきた。 

 

C が再構築した音声教育は、単音レベルでの指導だけでなく、韻律レベルも含めて音声

教育を行う必要があると意味づけられることがわかる。 

 

4.3.2.3 日本語としてあり得ない発音を避けるための音声教育 

C は、学習者が拙い発音が原因で被っていた不利益を避けるためには、細かい単音レベ

ルでの発音を訂正するのではなく、韻律レベルを含めて日本語としてあり得ない発音にな

らないように指導することが大事だと理解するようになった。 

 

C：日本語にはあり得ないアクセントとかそういうのをちゃんと指導していけた

ら、学習者にとって伝わりやすい自分の不利益にならないように支援するこ

とができるんだなっていうことがわかって、本当に有意義でした。 

 

C が再構築した音声教育は、日本語としてあり得ないアクセントの指導として意味づけ

られる。このことは、逆に言うと日本語としてあり得る発音は、音声教育の中に取り入れ

ていくべきだという教育観にも繋がる。一例として、日本語母語話者間に見られる発音の

揺れが挙げられる。C は、これまで教師としてイレギュラーなものは、学習者にとって混

乱を招くと思い、敢えて示してこなかった。しかし、「音声教育実践」をとおして、学習者

は学習素材がイレギュラーなものであっても、柔軟に受け入れる発音学習姿勢を備えてい

ることに気づいた。例えば、日本語の共通語のアクセントの中には、話者の年齢や使用頻

度によって平板化するものが存在する。自転車の場合は、［低高低低］でも［低高高高］で

も、母語話者間で話されている。 

 

C：以前は、以前はというか、その日本語教師全般に言えると思うんですけど、

たぶんこれはちょっとイレギュラーなものがあったら、混乱するから出さな

いほうがいいとか、そういう学習者の負担になるのは避けたほうがいいって

いうような。まあ、音声だけではなくて文法とか何でも漢字とかでも何でも

そういう傾向があるんですけれど。 
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C は、これまで自分が敢えてイレギュラーなものを出してこなかったことを「変な親切

心」と捉えている。 

 

C：まあ、必要じゃなくても絶対どこかで学習者にとっては外の世界で出会うも

のだったり、いつかは必要になるものっていうふうに思うものは、負担だか

らと思ったりして、あんまりこっちが親切に、変な親切心で出さないよりも、

あの、こういうものなのでっていうふうにふつうに出してしまったほうがい

いんだなと。っていうこともちょっと学んで、ちょっとね、視点が変わりま

した。 

 

C が言う「変な親切心」というのは、学習者が拙い発音で日本語を話しても、教師とし

て学習者の日本語を理解し、内容に耳を傾けるという行動にも言えることであろう。C は

これまで「変な親切心」で教師として学習者が言っていることを理解しているつもりであ

ったが、4.3.1.3 で示したエピソードのように学習者は教室外で拙い発音で不利益を被った

経験をしたのである。 

C は、「音声教育実践」をとおして、これまで自身の日本語教育観や音声教育について省

察を深めながら、音声教育を意味づけていった。学習者が教室の外で拙い発音で不利益を

被ることを防ぐために、日本語としてあり得ない発音を指導する必要がある。また、逆に

日本語母語話者間においても発音の揺れがあるものは積極的に示していく必要がある。こ

のことは、学習者が教室外でも発音学習を継続していると見なすことである。このような

ことから、C は音声教育に対する意味づけをとおして、教室の意味、教師の役割なども意

味づけていったと言える。 

 

4.3.2.4 音声に対する意識づけのサポート 

C が「音声教育実践」をとおして得た「基本的なこと」として、学習者が教室外でも音

声に意識を向けて話したり聞いたりすることができるように、音声に対する「意識づけの

サポート」が挙げられる。音声教育を行う中で学習者を観察することで、音声学習におけ

る特徴を理解できるようになり、その理解のもとに教師としての役割を再認識するように

なった。 

まず、音声教育を受けた学習者の発音がその場ですぐに上達するものでなく、意識の変
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化とともに徐々に発音における変化が現れるという特徴を理解できた。 

 

「急に発音が直って正しくなる、または上達するものではないし、それを期待す

るのも間違い。」また、「意識づけをして自然な発音に徐々に変化していくプロセ

スを観察する。」ということを学んだが、自分にとっては衝撃だった。徐々に直っ

ていく、急な上達はあり得ないし期待するのも間違いだという観念がなかったの

だ。この観念を得たことは、この実践を通して得た最も大きい学びの 1 つだと思

う。（C の総合レポート） 

 

「急に発音が直って正しくなる、または上達するものではないし、それを期待するのも

間違い。」や「意識づけをして自然な発音に徐々に変化していくプロセスを観察する。」と

いうのは、授業をとおして担当教員に教わったことである。担当教員からの学びは、学習

者とのインターアクションの中で具現化されていった。 

上記の特徴を学習者とのインターアクションからさらに理解を深めたことを示す。発音

の上達はすぐに見られるものではないため、学習者には不安を抱えることが多いという特

徴が理解できた。回を重ね実習生と学習者がラポールを形成してから、学習者は実習生に

悩みを相談してきたりした。C に悩み相談をしてきた一人の学習者は、音声に特化した教

室では発音を意識して話すことができるが、教室の外でもその学習成果が発揮できるか心

配しており、発音を意識して練習し続けていくことができるだろうかという不安を持って

いた。 

 

C：「ここにいるときは気をつけるんですけど。」同じようなコメントを、ほかの

グループでも聞いたんですよ。（中略）実生活の中ではほとんどアクセントと

かあまり普段注意しない、こう心配でたぶん違うかなとか思っても、とりあ

えずあのレベル的にも通じてしまうし。周りの人も特に通じるから直しても

くれない。 

 

C は、学習者が抱える発音不安に対して、常に発音に意識を向けながら「長期的なスパ

ン」で考えるように学習者を励ましていた。次の C の語りから、実習の後半における学習

者の変化が見て取れる。 



122 

 

C：10 回以上になったら、さっき言ったように、「普段から意識して話すように

なった。」っていうのを聞いて、あ、変わったって。（中略）本当にこう自分

で意識して話すようになったっていうことを、かなり多くの学習者が言って

いたので。その意識改革をこうスイッチを押してあげるきっかけ？にこの授

業があったんだなっていうのが、学習者を見てて思ったので。それだけで、

この授業の存在価値があるんだなっていうのは思いましたね。 

 

以上のように、C は担当教員から教わった「意識づけのサポート」という音声教育観を、

学習者とのインターアクションの中で具現化することができた。 

 

4.4 D にとっての音声教育の意味づけ 

D は、声を使って情報を伝える仕事に就いたことがあり、情報をわかりやすく伝えるた

めに音声は重要な役割を果たすと認識している。2008 年に、ロンドンの英国国際教育研究

所の通信教育で教師養成講座を受講し、教師になった。ボランティア、プライベートレッ

スン、企業派遣などを合わせて 2 年半ぐらいの日本語教授歴を持っている。フランスで 2

ヶ月ぐらいのボランティア、ロンドンで 10 ヶ月ぐらいのプライベートレッスン、日本で

派遣事務所に登録し、企業に派遣される形で 1 年半ぐらい指導を行ってきた。D の音声教

育の意味づけの分析結果を表 4.4 のようにまとめられる。 

 

表 4.4 D の音声教育の意味づけ 

意味づけ 

時間軸 
教育観・指導 音声教育の意味づけ エピソードの意味づけ 

受講前 

自身が受けたトレーニン

グの再現 

ある程度日本語レベルが

経ってからでないと音声

教育が行えない 

 

受講動機 
専門知識と経験を積む 

学習目標・指導内容 

  

受講以降 

専門知識と経験の再構築 

音声教育の範囲の拡大

（レベル、内容） 

専門知識とは、日本語の

音韻知識、学習者にとっ

ての苦手項目の把握。経

験とは、学習目標に合う

活動の計画、活動の振り

返り。 

自身の英語学習経験の再

意味づけによる若者こと

ばに対する教育観の見直

し。気持ちは教えられる

ものではないと認識して

いたが、指導内容として

捉え直した。 
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4.4.1 受講動機に見られる音声教育の意味づけ 

4.4.1.1 アナウンサーとしての知識と経験による音声指導 

D は、これまで主に上級学習者を対象とした音声教育を行ってきた。それは、D 自身が

アナウンサーとして受けてきたトレーニングの経験を生かした指導であった。 

 

D：最初教えるときに、やっぱり、日本語教育っていう勉強していなかったので、

自分ができることって言ったら、自分が受けたアナウンサー教育を使うって

いう、やり方で。うん、本当に自己流なんですけど、日本語がかなりできる

人にプレゼンテーションの指導をしたりとか。あと、教え方も文法の「て型」

とかそういうの全然知らないところから始まっちゃったので、自己流でやっ

てたんですけど。でも、やっぱりそのときから、あの、話すことが好きだか

ら、もし聞く・話す・書く・読むっていうまあ技能別でいうとしたら、話す

というところが一番、自分の強みでもあるし、関心のあるところだとは思っ

ていました。 

 

D は、自身が行った音声教育が学習者に特化したものではないため、学習者が持つ悩み

や指導法は理解を深める必要があると認識していた。 

 

D：上級者とか超級者を教えるほうが多かったですね。やっぱり発音にもっとフ

ォーカスできる気がして。（中略）本当に自己流ですけど、何かを読んでもら

って、「どこが強調したいか伝わってこないよ。」「その語尾がすごく強かった

りすると、語尾だけが目立つよ。」本当に、母語話者にたぶん教えるような感

覚で教えていました。（中略）やっぱり私の視点ってどうしても、あの、学習

者というよりも日本語を使う人、だから日本語母語話者に対しての意識とす

ごく近いんですよね。だから、非母語話者が抱えている悩みとか、学習者特

有の悩みっていうのにあんまり気がついてなかったので。 

 

D の振り返りから、声を媒介とした専門的なトレーニングを使って学習者に指導をして

いるものの、教師としては物足りなさを感じている様子が窺える。 
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4.4.1.2 教師としての知識と経験の乏しさ 

D は、自身がアナウンサー教育を受けていたときの知識を日本語指導で生かしていた。

そのため、教師としての音声の知識と経験が乏しく、学習者に特化した音声教育のために

改善の余地があると認識している。 

 

D：何となく面白そうだからとか、これやっとけばいいからという理由じゃなく

て。この課の目的があって、その課の目的になってることは、学習者にとっ

て難しいことだったり、今まで知らないことだったり、やっぱり知っておく

べきことで、それをやるための練習になっているから。それをやっぱり自分

で咀嚼して、その流れでちゃんと教えられるようになりたいんですね。私は

ちょっとその理論の部分が抜け落ちているっていう気がするので。もう一回、

どういう問題を皆が抱えてるかというところから見て。で、そのために、こ

の練習が必要で。そのためには、この教材がベストっていう。それが目標、

何だろう、大きい目標なんですけど。（中略）でも、何となしに教えちゃって

たので。 

 

D は、これまでの音声教育を自己流だと意味づけ、日本語教育に特化した音声教育の知

識や経験には乏しさを覚えている。学習目標と指導内容を連動させ、より日本語教育に特

化した視点を得たいという願望が読み取れる。 

 

4.4.2 音声教育における専門知識と経験 

D は、音声教育を行う教師には、専門知識と経験が必要だと捉えており、その 2 点が D

にとって足りないと認識している。 

 

D：教師の専門性っていったら頭に浮かんだことが、専門知識と経験、二つしか

持ってなくて。具体的に考えた項目ではなかったんですね、どっちかという

と。自分が外国語の教師を探すんだったら、専門知識がある人がいいなとか、

経験のある人がいいなっていうふうに思っただけだったので。 
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ただ、どのような知識と経験が必要か、「音声教育実践」を受講する前は具体的には考え

たことがなかった。本項では、D が「音声教育実践」をとおして専門知識と経験をどのよ

うに具現化してくか分析する。また、D の語り（4.4.1.2）における、学習目標と指導内容

を連動させていく様子を分析する。 

 

・D の受講動機：学習者のための音声教育の専門知識と経験を培い、学習目標と指導内

容を連動させたい。 

 

4.4.2.1 音声教育における専門知識の具現化 

D は、一学期間の「音声教育実践」をとおして、なぜ教師に専門知識が必要かを改めて

考えることができた。専門知識の中身と必要な理由を具体的に挙げていた。 

1 つ目の専門知識として音韻知識を挙げる。音韻知識が必要な理由は、わかりやすく発

音の特徴を的確に説明するためである。 

 

D：専門知識がどうして必要かということを考えたときに、振り返りシートを見

て気づいたのが、まず一番最初の先生の授業で日本人の名字について一番多

いランキングっていうのをやったんですけど。大体語彙は皆知ってましたよ

ね、1 から 10 位まで。ただアクセントについては規則を知っていた人が誰も

いなかったし。あの、1 位から 10 位まで当てられるんだけど、発音は全く合

ってないっていうのをこう目の当たりにして。やっぱり語彙だけじゃ駄目な

んだなと思って。で、それを先生がこうアクセントのルールを結構体系的に

教えていて。何かこう下がり目のあるものと、ないものがありますよね。名

字のアクセントには。で、下がるものは 1 拍目か後ろから 3 拍目にあるって

いうルールを使ってきちんと教えて、そうすると「タカハシ」みたいな中高

アクセントに引きずられて、こう「ヤマモト」とか言っちゃう人がこうちゃ

んとそこには違いがあるっていうことをわかるように説明してて。あ、それ

がやっぱり専門知識なんだなっていうのが一つ。うん、思っていて。で、私

たちは漢字の促音化のルールを、あれ、やりましたね。あれがすごくやっぱ

りそういう意味では専門知識の代表作かなと思って、今回の実践で。（中略）

それが一応その専門知識の一つ目で。で、専門知識は今言ったのはたぶん音



126 

韻知識について。 

 

D は担当教員が講義の導入部分で、人名のアクセントについて音韻知識を用いて説明し

ている姿を見て、発音を体系的に指導することへの理解が深まった。また、実習生同士で

作った補助教材の中では、「漢字の促音化」に関する補助教材が「専門知識の代表作」だと

意味づけている。つまり、発音の体系を分析し、ルール化したものを示せる教師が専門性

を持つ教師だと D は意味づけているのである。このことから、D にとっての到達目標は、

最初決めたときには漠然としたものでしかなかったが、「音声教育実践」を重ねていくうち

に、到達目標自体もより具体的で明確になっていったことがわかる。 

2 つ目の専門知識として、学習者の苦手項目を予知するための知識を挙げる。 

 

D：学習者の苦手なことを知ってるっていう知識。音韻知識とは別に学習者の苦

手項目を予めわかってるっていう知識。それが今言った母語話者別みたいな、

あの、知識だと思うんですけど、やっぱり何かこう誰かが何かを言い間違え

たときに、その人だからできないんじゃなくて。あ、皆、結構それできない、

共有している悩みだから、それにはこういうアプローチがありますよとか。

あ、それは仕方がないですよ、母語の影響だからっていうふうに言えるって

いう知識。 

 

母語別発音練習において、D は英語母語話者のための音声教育を担当した。D はこれま

で母語話者に教えるような感覚で日本語の音声教育を行っていたため、学習者にとって苦

手な発音とは何かをわかっていなかった。それは、D が実践を取っている間に、プライベ

ートで指導を行っていた英語のレッスンにも同じく変容が表れていた。 

 

D：英語母語話者のためのあれやりましたよね。あれとか全部逆で使える。あの、

「長めに発音してください。」って言いますよね。あの、英語母語話者に対し

ては。母音を。あの、例えば、エス、オーで「so」と日本語の「そう」と、

英語のアイ「I」と日本語の「愛」だったら、「あ」と「い」を同じぐらいの

ボリュームで同じぐらいの長さで同じように扱ってくださいっていうのが英

語母語話者に対するアドバイスだとしたら、日本人には「あ」を強く言って、
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「い」は少し落としてくださいって言わないと、「I think」とかって言って

る人たちがちゃんと「I」に変える、それとか全部逆で、あ、すごい応用でき

ました。二重母音とか知らないし、あと強弱アクセントと高低アクセントっ

ていうのも日本人全然知らないので。全然英語強く発音しようとしないで、

高さでアクセント付けようとしてる。たぶん、全然上手に聞こえないから。

そう。すごい使えました。 

 

D は英語母語話者にとって苦手な日本語の発音を、逆に日本語母語話者が英語を学ぶと

きに苦手な項目に置き換えて、自身の英語指導に生かしていた。 

以上をまとめると、D が「音声教育実践」をとおして新たに構築した専門知識には、学

習者の母語を問わず日本語の発音を体系的に把握するために必要な音韻知識と、学習者の

母語による日本語発音の影響を把握し、その苦手項目を指導するための知識がある。 

 

4.4.2.2 音声教育に必要な経験の具現化 

D は、音声教育を行うために必要な経験を次の 2 点だと意味づけていた。 

1 点目は、学習目標と合致した活動を行うことである。 

 

D：経験は何であったほうがいいかというと、別に教授歴が長いことだけがいい

ことなんじゃなくて。あの、やっぱりその活動を学習目標に合わせてこうデ

ザインしていくっていうことができるっていうのは、やっぱ経験から来るん

じゃないかなっていうふうに思っていて。（中略）どうして経験ある教師に習

いたいのかなと思ったときに、実践をとおして、やっぱり教師の経験を積む

と、その学習の活動に合った教材が作れるようになったり、学習の目標に合

わせた活動がこうちゃんとデザインできるようになるんだなっていう。うん。

で、やっぱり経験は必要だなと。 

 

学習目標に合う活動をデザインできるようになるためには、経験が必要である。D の語

り「別に教授歴が長いことだけがいいことなんじゃなくて」からわかるように、教師経験

を重ねるにつれ、自ずと音声教育ができるようになるのではなく、発音に特化した活動を

経験してみる必要がある。D に、「音声教育実践」をとおして積んだ経験を具体的に聞く
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と、実習生同士で制作した補助教材に例えて、次のように答えてくれた。 

 

D：実践の活動でいえば、やっぱりこの最初に作った補助教材から最後に向かっ

ていって、経験を積んでいったわけですよね、私たちも。そうすると、最初

はたぶん見栄えのいい教材とか、楽しそうな教材とか。（Y：絵が多くて。）

そう、一つの教材にいろんなメッセージが入っちゃって、こうあれもこれも

詰め込むみたいなのを作ったりしてたと思うんですけど。やっぱだんだん経

験を積んで、そのすべてルビを振ろうとか、これだといろいろ気が散っちゃ

うから、この教材では一つのことに集中させようとか、それたぶん経験だと

思うんですね。 

 

D は、経験を積む前は、「見栄えのいい教材」「楽しそうな教材」「一つの教材にいろん

なメッセージが入っ」た教材を作っていたが、回を重ねるにつれ、「一つのことに集中させ」

る教材に変容していったという。「すべてルビを振」ることも、漢字の読みで迷わず、リズ

ムやアクセントなど発音だけに集中させるための、工夫であった。 

2 つ目は、積んだ経験を振り返ることである。 

 

D：振り返りですよね。ただ長ければいいっていうわけじゃなくて、別に「ベテ

ランの先生に習いたいですか？」って言われたら、ベテラン先生はいいんだ

けど、でも、全然振り返ってないっていうか、そういう先生だったら別に。

ね。よりも、2、3 年しか経験なくても、きちんとその経験を振り返ってこう

よくしてってるっていうことがやっぱ経験。で、本当にただの 15 週間だけ

ど、たぶんそういう意味で皆ちょっと成長したと思うので、うん。 

 

D 自身は「音声教育実践」をとおして得た経験を振り返ることで、成長したことを実感

している。以上のように、D は「音声教育実践」をとおして、経験の意味づけを行ってい

ることがわかった。 

 

4.4.2.3 学習目標と指導内容の捉え直し 

D は、音声教育活動における学習目標と指導内容について考えることで、教育観に変容
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をもたらしたことがわかった。2 つの教育観の変容を取り上げる。 

1 つ目に、若者ことばに関する教育観の変容が見られた。若者ことばの特徴の一つであ

る縮約形の発音を素材とした補助教材を制作したとき、D は最初日本語を指導する教室で

教えるべきことばではないと思っていた。しかし、若者ことばを使うように推奨するので

なく、身の回りで聞こえる若者ことばを聞いて理解するためのサポートだと捉えれば、教

室の中でも教えるべきことだと捉え直すようになる。 

 

D：結構ショックでした。これ、使うんだと思ったんだけど。でも、使うことが

目的じゃなくて、聞く力を備えるということと、ルールを知るっていうこと

が目的だと考えたら、あ、必要だなと。 

 

このように教育観に変容が見られた背景として、D 自身の言語生活を振り返ったことが

挙げられる。D は自身の言語生活を振り返ってみると、正しい発音と使わなくてもいい発

音というふうに、ことばを二分化している自身の言語観に気づく。 

 

D：だって、皆、使ってるし。あと、何となくこれはカジュアルだから、目上の

人には駄目って言っちゃいそうだったんですけど。今もそうだけど。「だった

んですけれど」って言えば、全然待遇面でも使える場面がいっぱいあるって

いうのも自分で。あの、何でしょうね。何か自分の中でもたぶん、元の形が

正しい形で、縮約形は使わなくてもいいかなってたぶん思っちゃったんだけ

ど。自然な日本語を考えると、使う？使いまくってるな（Y：〔笑い声〕）と

思って。 

 

D は、イギリス留学当時の英語学習経験を振り返り、教育機関で教えられている言語の

特徴と、実際に教室外で使っていることばに違いがあったことに気づく。教育機関で教え

られている英語は、D が正しいと捉えていた元の形が多かった。一方、教室外で現地の人々

と交流しているときには縮約のことばをよく使っていた。 

 

D：皆「In’ it?」って言うんですね。「Isn’t it?」のことを。そう、もうそれを知っ

たときは、はー、これ「Isn’t it?」って言ってるんだ、皆、と思って。そう、
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そういうの、でも教えてはもらってないんですね。（中略）言い始めると、言

いやすいんですよね。「Isn’t it?」よりも「In’ it?」って言ったほうが速いし、

発音も楽だし、それで通じるから。で、友達も皆、言ってるから。 

 

D は、声を使って情報を伝える職に就いていたことから、元の形できちんと日本語表現

を使うことを重視しており、そのような言語観から日本語指導の内容も捉えていた。しか

し、学習者の立場から、自身が英語学習者として若者ことばを使いこなせるようになった

ときの達成感を味わえたことを思い出し、学習者の視点で学習目標を再考することの大事

さにも気づかされたようである。 

 

D：やっぱり言いやすいっていうことと、あとやっぱり何かその使い分ける喜び？

（Y：うん。）フォーマルな場では言わないようにしたりとか、友達同士だっ

たら言ったりとか、することが自分のたぶん、あ、私は英語使い分けてるな

っていう、うん、初級レベルを超えてきてるんだなっていうたぶん喜びです

かね。うん。（Y：そういうのを日本語学習者も感じ、その教材を。）絶対そ

うだと思います。 

 

2 つ目に、気持ちを伝える話し方に関する教育観の変容が見られた。D はこれまで、気

持ちは教えられないものだと認識しており、気持ちを伝える話し方に用いられる音声は、

指導の範疇として捉えていなかった。 

 

D：私はイントネーションとか気持ちを伝えるって、もう個人にお任せって思っ

てたんですね。人の気持ちまで教えられないと思ってたんですけど。（中略）

特にイントネーションとかは、ネイティブだからどうしても自然にコントロ

ールできちゃってるので、わかってあげられないんですけど。 

 

D は、「イントネーション」や「気持ちを伝える話し方」という単元をとおして、音声

表現の問題で、学習者が意図せず聞き手に気持ちという側面から誤解を与えてしまいがち

であることを理解した。D がこれまで行ってきた音声教育は、情報を正確に伝えるための

工夫であった。気持ちという領域は、人それぞれの性格が表れるものだと判断しており、



131 

気持ちを伝える話し方の指導は行ってこなかったのである。 

 

D：やっぱり気持ちと発話の音声が合わないっていうこともあるんだなっていう

のをすごく実感して、（中略）そういうふうに聞こえちゃったらそういう人だ

と思っちゃうけど、全然そのつもりがなくても上がらなきゃいけないところ

で下がってたりとか、もっと上げなきゃいけないところで下がってたりとか

あったので。 

 

つまり、気持ちの伝達も音声教育活動における学習目標になり得るのだと認識するよう

になり、気持ちを伝える発音も指導内容に含まれるのだと認識するようになった。 

 

D：あ、これ本当に教えないといけない項目なんだなっていうのは改めて実感し

ました。何かこう教えられることではないって思っちゃってた部分があるん

だけど。うん、教えられるというか、教えるべきだなという気がしました。

で、ある程度できるようになったら、もちろん個人の自由というか、うん、

好みでいいと思うんだけど。最初はやっぱり導入として教えることは大切か

なと思って。 

 

ただ、最初の導入として教えるものの、強制的に指導をするのではなく、学習者自らが

選択して使っていくように指導すべきだ考えている。 

以上の 2 つのエピソードでは、D にとって音声教育活動における学習目標と指導内容を

考えさせられ、これまで持っていた音声教育観を変容させていく様子がわかった。 

 

4.5 E にとっての音声教育の意味づけ 

E は、教師になる前には、美術の教員として日本国内の中等教育機関で働いていた。私

設教師養成機関の 420時間の養成講座を履修し、教師になってからは、フランスで 2年半、

日本に帰ってきてから 3 年半、教師として携わり、6 年目の教師である。E の音声教育の

意味づけの分析結果を表 4.5 のようにまとめられる。 

 

表 4.5 E の音声教育の意味づけ 
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意味づけ 

時間軸 
教育観・指導 音声教育の意味づけ エピソードの意味づけ 

受講前 

発音より内容重視 

音声教育を行ってこなか

った 

音声教育より文型や会話

指導に重点を置く 

発音の誤用が聞き取れな

いため、特に発音に関す

るエピソードはない 

受講動機 
教師自身の苦手な項目を

克服したい、向上心 

  

受講以降 

学習者の発音学習過程に

も目を配るようになる 

音韻知識を得ることで、

学習者の誤用を聞き取る

ことができる 

対比する教育観の共存で

揺さぶられている 

 

4.5.1 受講動機に見られる音声教育の意味づけ 

4.5.1.1 音声より内容を重視する教育観 

E は 6 年間日本語指導をする中、細かい発音のことは気にせず、学習者が話したいこと

をたくさん話すようにするという指導法を採用していた。 

 

E：どうしても、その教壇に立った時に、話させたいとか、ゼロスタートの学習

者に会うことが多分ほとんどだと思うんですね、民間とか。そうすると、一

つのことばでも覚えさせたいとか、早くしゃべれるように、一緒にコミュニ

ケーション取れるようになりたいとかっていうことで、本当に音声にいきな

り注意する先生とかほとんどいないと思うんですよね。それよりも、「私は何

とかです。」って言わせたいとか、「何とかですか？」「そうですよ。」こうコ

ミュニケーションを絶対重視すると思うので、初級学生に対して、「あなたの

発音はおかしいです。」とか「こうしたほうがいいわよ。」とか言う先生はほ

とんどいないと思うんですよね。そうすると、どんどんあのそこに注意を向

かなくなるんじゃないかな。 

 

E はこれまでの教師としての経験の中で、初級の学習者が日本語でコミュニケーション

を取っていくことを重視していたため、学習者が話しているときに発音のことで注意せず、

発音に注意が薄れていくと述べる。つまり、E は、発音を気にせず、できるだけしゃべる

ようにするコミュニカティブ・アプローチの指導法を採ってきた。また、日本語学校のカ

リキュラムである、大学や専門学校の入学試験に受けさせるために文型や読解問題の対策

をすることに集中していた。 
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E：どうしても、その中級を超えて、日本語学校だと 1 年後に入試を受けさせな

きゃいけないとか、1 年後に大学入試が迫ってる。しかも、ほとんどゼロス

タートで来てる学生に教えていくのに、本当に音声に割く時間はないという

のは、本当に正直なところです。 

 

E の語りからわかるように、E はこれまで教師として音声指導を行ったことはない。文

型中心の指導を行ってきており、学習者が話すときに発音を気にせず、話したいことを話

せるようにという指導を行ってきた。 

E は、これまで音声に対する意識が薄く、6 年間の教育実践の中で学習者の発音で違和

感を覚えたことがないという。 

 

E：実は、学習者に対して、その、もっとこの人、発音がよかったらいいのにね

と思ったことが実はなかったんですよ。なかったので、これまで注意を向け

てこなかった。 

 

6 年間の教師経験をとおして、学習者の発音を意識していなかったせいか、「音声教育実

践」を取っている間も、学習者の発音で気になるところを見つけるのが難しかったという。

その理由として、E が挙げるのは「意識していなかった」ことである。語りの中には、こ

れまで学習者の発音に意識を向けてこなかったという発言が繰り返し現れている。 

 

E：やっぱり意識してないと聞けないなっていうのはすごく感じたんですよ。こ

れまでも、その中国語母語話者もいたし、フランス語母語話者も自分の生徒

としてたくさんいたのに、今回、じゃ、あの、そういうところを教えましょ

うとなっても、その自分が意識してなかったので、誤用とかがあんまり残っ

てないですよね。その、認識できない。だから、フランス人の学習者ってど

ういうところがいけないの？って聞かれても、その、意識してなかったから

答えられないんですよね。 

 

E はこれまで発音を意識して聞いてこなかったため、学習者の発音のどの部分が誤用な
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のか認識することができないという。E はこれまでコミュニカティブ・アプローチという

指導法を採用し、日本語指導を行ってきた。6 年間の教師としての経験の中に、学習者の

発音における誤用はあまり覚えていない。ところが、なぜこのように発音のことを意識し

てこなかった E は、「音声教育実践」を受講しようと決めたのであろうか。 

 

4.5.1.2 面接指導における音声教育の乏しさ 

E は、コミュニカティブ・アプローチを重視しており、音声教育に時間を割くことはな

かったが、大学の入学試験対策の面接指導で初めて音声教育の難関にぶつかる。 

 

E：今まで日本語学校で 6 年ぐらい働いてきた中で、発音矯正とか、そういう指

導一切なかったですね。本当に面接の練習になって初めて「ゆっくりしゃべ

りなさい。」とか「あなたのここは聞きにくいよ。」っていうことをするだけ

でした。その時に初めて「しまった」と思う。〔笑い声〕 

 

一般的に日本の国内の日本語学校では、12 月になると、入学試験のための面接指導が始

まる。その時期になると、E は、音声教育の必要性を感じるが、思ったとおりに上手くで

きず、悩みを抱えている様子が見て取れる。 

このように E は、これまで教師として日本語教育に携わってきた中で、面接指導の場面

を除き、音声教育を行おうとしたことは一切なく、コミュニカティブ・アプローチの方法

で、学習者が細かい発音のことに気にせず日本語をたくさん話せるように指導してきたこ

とがわかる。 

 

4.5.2 苦手意識の克服 

E にとって「音声教育実践」の受講動機は、E 自身にとって足りないと思う音声に関す

る知識や指導力について補おうとする向上心からである。 

 

E：自分が音声に逆に関心がこれまで向いてなかったから。で、もちろんこれま

でも教員として働いてきたんですけど、その中でどちらかというと、あの、

コミュニカティブなほうに焦点を当てていたので、音声を指導しようと思っ

たことがなかったので、今回専門的に修士課程に学ぶにあたって、これまで
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の不得意だった、興味が向いてなかった音声について、色々勉強したいなと

思って取りました。 

 

E は、音声教育について苦手意識を持っている。 

 

E：自分が苦手な部分を克服しようと思ったので。（中略）自分が苦手意識があっ

たので、えー、教員として教える際に、あの、自分は指導できない、まあ、

しようとあまり思ってこなかったんで、そこがあまりにもこう興味、関心が

なかったので、苦手な部分を克服しようという意識です。 

 

このように音声教育に興味・関心を持ってこなかったため、苦手な部分になってしまっ

た音声教育を克服しようと思い、「音声教育実践」を受講した。 

 

・受講動機：自分の苦手意識を克服したい。 

 

4.5.2.1 意識を向けて聞き分けるために必要な音韻知識 

E にとって「音声教育実践」をとおして得た気づきは、学習者の発音に意識を向けるこ

とが必要だという点である。そして、学習者の発音に意識を向けて聞き分けるためには、

音韻知識が必要だという点である。 

「音声教育実践」をとおして学習者の発音を聞き分けることにまだ課題が残っているた

め、総合レポートとして、フランス語を母語とする学習者にとって、日本語を学習するう

えでどのような発音の特徴が見られるか、どのような項目が苦手なのかをまとめることに

した。 

 

E：今回やっぱり聞けなかったので、次から聞けるようにと思って、そういう項

目を洗い出したっていうところです。すごく聞けないなっていうのが、今回

実践を取って、意識してなかったので、その指導の仕方もわからない、どこ

がいけないのかがわからない。問題意識がまあ何か低いのもあるだろうし、

何かそういうところにたぶん注目してないので、すごく難しかったです。 
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E にとって、「音声教育実践」をとおした発見は、学習者の発音を聞き分けるためには、

教師にとって音韻知識が必要だという点である。今後、学習者の発音をよりよく聞き取る

ためにも、音韻知識をまとめておこうと思うようになったのである。つまり、E は意識を

向けて聞き分けるために、音韻知識が必要だと意味づけている。 

 

4.5.2.2 対比する教育観の共存 

E は、「音声教育実践」をとおして、これまで持っていたコミュニカティブ・アプローチ

的な教育観、つまり発音のことは気にせず内容に重点を置いた教育観と、発音のことに意

識を向けて学習者の発音を聞き取っている自身の行動の変化に、二つの教育観が共存して

いくことに気づき、戸惑っている様子であった。 

 

E：何か変だなっていうのがすごく気になるようになって、何で変に聞こえるん

だろうっていうのをやっぱり知ってないと見つけられないなと思っています。

でも、逆に何かふっと思ったのは、今までは留学生のアクセントもその外国

人のアクセントもそんなに気にしてなかったのに、逆に何か気になるように

なっちゃったっていう、何か、えー、今まで全然発音なんか大丈夫だよと思

って聞いてたのに、逆に何か綺麗じゃないことはいけないことだという認識

が生まれたような気がして、あれ、前はこんなに何か変だっていう感じなか

ったのにと思って、何か指導する人は変だなと感じないといけないんでしょ

うけど、自分の中で微妙な気持ちが芽生えました。 

 

E は、自身の中で起こっている変化に気づき、「微妙な気持ちが芽生え」たという。 

 

E：うーん、微妙ですね。いや、本当にこう微妙です。あの、的確に間違えって

いうか、的確にその聞き分けて指導してあげたいと思う反面、その友達が話

しているアクセントまで気になるようになっちゃったっていう。（Y：悪いな

という）はい、（Y：気持ち）気持ちと半々ですね。（Y：うん。）今ちょうど

何かこの気になり出したので、それってどうなんだろうっていう気は今ちょ

っとしています。（Y：うん、なるほど。）何かそれをこう考えると、今まで

は本当に外国の人なんだし、いいじゃんと思ってたのに、ああ、何か長く聞



137 

いてるのは辛いなとか、え…それが、前は辛くなかったのかなとか、何かこ

う自分の中で本当に揺れている感じがします。 

 

E は、これまで学習者が話している日本語を聞く際に、細かい発音は気にせず、内容に

重点を置いて聞いていた。だが、「音声教育実践」をとおして、音韻知識を身につけ、発音

に意識を向ける練習をした結果、日常生活の中でも学習者の発音が気になるようになり、

教育観が「揺れている」体験をする。 

E は、「音声教育実践」を取った後、教育現場に戻ったとき、自分の教育方針として次の

ように語っていた。 

 

E：やっぱりそのときに役に立てればいいなと思って、あの、今回まとめたとい

うのもあるし、おそらく現場に行くと、気にならないと思うんですよね。や

っぱり、その、少しでも話してもらおうとか、コミュニケーション取ろうと

すると思うんですけど、その中で本当に毎回チェックをするんじゃなくて、

あの、それも、あの、最後のレポートに書いたんですけど、何かこういいタ

イミングで、正しいアクセントとかを指導をしてあげられるようになるんじ

ゃないのかなと思っています。これを今回たくさん勉強したので、次からす

ごく発音とか音声に厳しくなるかというと、たぶん自分はそういうタイプで

はないし、それはしないと思うんですけれども、でも、本当に明らかに聞き

間違えるような問題がある発音だったときには、こういう理由で、こういう

ふうに直したほうがいいよっていうふうに、いいタイミングでいい指導がで

きればいいなとは思っています。（中略）本当にその実践の場で、音声って特

別、まあ時間を取ってやる機会ってあんまりないと思うので、こう前々に進

めていく中で少しずつ入れていければいいなあと思っています。 

 

つまり、E は自分の中に存在していたコミュニカティブ・アプローチ的な教育観を守り

つつ、教育実践の中に適宜発音のことも注意しながら聞き、必要に応じて音声教育を取り

入れていきたいという新たな教育観を再構築するようになった。 
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4.5.2.3 実習生間における悩みの共有 

E は、音声に苦手意識を持っており、その苦手意識を克服していくことが到達目標であ

った。「音声教育実践」をとおして、E は自身の耳を音の高低変化に慣れさせるよう、不安

の中でも声に出して発音してみるなど努力を重ねていた。 

 

E：やっぱり「い形容詞」のアクセントとかは、自分で何か夜レポート書きなが

ら「赤い？」とか言いながら〔笑い声〕、やっぱりそこで自分で声に出して確

認しないと、はっきりとはわからないし、声に出したからといって、自分の

アクセントって合ってたのかもすごく不安になるし、こんな調子じゃ指導も

なかなかできないだろうなと自分ですごく思います。アクセントとか本当難

しい。 

 

一方、E は練習を重ねていてもなかなかアクセントの高低変化が聞き取れないという悩

みは、自分だけが抱える問題でなく、ほかの実習生も抱えている問題だという点を発見す

る。 

 

E：意外とほかの方は、何かもしかしてあんまり変わらないんじゃない？私と〔笑

い声〕部分も、あの、ある。こう意外と私と同じように不安に感じてるんじ

ゃないかなっていうような部分はすごくありました。（中略）本当に皆アクセ

ントとか、特に何か「んん
￢

んん」ってこう言わないとわからないっていう、

自分で言ったら、ああ、周りも言ってるみたいな〔笑い声〕。何だ、皆、実は

アクセント、自分ですごく自分の中で明確に聞けてるわけじゃないんだとい

うのがすごくありました。 

 

E はアクセントの高低が聞き取れないことは自分だけの問題ではなく、ほかの実習生も

持っている問題だということに気づき、仲間意識のようなものを感じ取る。こういった仲

間意識の中で、少しは音声に対する苦手意識が解消されていったのではないであろうか。 

 

4.6 F にとっての音声教育の意味づけ 

F は、大学卒業後すぐ大学院に進学しており、日本語教育経験はゼロである。学部時代
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にも専門は文学部だったが日本語教育とは関係なく、副専攻の日本語教育に関する授業を

聞いた程度の知識を持っている。F は母親が教師であるため、日本語教育に親近感を覚え

ている。F の音声教育の意味づけの分析結果を表 4.6 のようにまとめられる。 

 

表 4.6 F の音声教育の意味づけ 

意味づけ 

時間軸 
教育観・指導 音声教育の意味づけ エピソードの意味づけ 

受講前 
 音声教育は最も専門性の

高い分野 

 

受講動機 

専門性を身につけたい 

学習者に関わることに慣

れたい 

  

受講以降 
日本語指導に関する不安

が解消されていった 

  

 

4.6.1 受講動機に見られる音声教育の意味づけ 

4.6.1.1 専門性の高い分野であると認識される音声 

F が「音声教育実践」を取った理由は、日本語教育の科目の中でも音声が一番専門性の

高い科目だと捉えているからである。ほかの科目は教師用指導書が出ているが、音声の科

目の場合教師用指導書が少ないことに疑問を持っていた。F は、文法の教科書は見たこと

があるが、音声の教科書はあまり見たことがないという。 

 

F：まず音声って一番専門性が高いのかなっていう感じがしたんですね。ほかの

は、教師用指導書とか見れば載ってるけど、音声の指導書って見たことがな

かったし。 

 

F は、音声を専門性の高いものと意味づけていることがわかった。教師用指導書や教科

書が少なく、音声について学びたいという向上心から「音声教育実践」を受講しているこ

とがわかる。 

 

4.6.1.2 学習者に関わることへの慣れ 

F が「音声教育実践」を選択したもう一つの理由は、グループでの指導ができるからと

いう点である。まだ教師としての経験のない F にとって、教壇実習は負担が大きい。「音
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声教育実践」では、3-4 名の学習者を担当して小さなグループでの指導という方針を取っ

ている。そのような指導環境の中で、学習者に関わることに慣れたいという受講動機を持

っていた。 

 

F：グループで教えるっていうことが、何かこう漠然と何かいきなり教壇に立っ

て何十人にも教えるというのはちょっと不安があったので、何かグループか

ら入るんだったら、何ていうのかな…、できそうかな、とか〔笑い声〕思っ

て。 

 

日本語の指導経験がない F にとって、グループでの少人数の指導は向いていると判断し

たのである。F は到達目標として、「学習者に関わること全体に慣れたい」という。それは、

日本語指導における学習者の反応、日本語学習の様子などである。 

 

F：自分なりの到達目標。何か、慣れたい。学習者に関わること全体に慣れたい。 

 

4.6.2 専門性と学習者への慣れ 

F にとって「音声教育実践」の受講動機は 2 つある。F の受講動機から、音声は専門性

の高い分野であり、教師用指導書や教科書が少ないものだと意味づけられていることがわ

かった。そして、教師としての経験のない F にとって、小さなグループでの音声教育をと

おして、学習者に関わることに慣れたいという意味づけをしていることがわかった。 

 

・受講動機：小グループ活動の中で、学習者に関わることに慣れたい。 

 

4.6.2.1 日本語指導への慣れ 

F は「音声教育実践」をとおしてはじめて学習者と対面で日本語教育実践というのを体

験する。まだ慣れなかったせいなのか、出会った学習者の反応に委縮することもあり、最

初の 3 回は大変だと語っていた。そして、ほかの実習生が指導を行っている様子を観察し

てみたいと本音を語っていた。 

 

F：うん…。まだ、何か全然わからないんです。何か本当に教えるという経験が
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ない状態で来て、初めてこういう体験をしているところなので。うん、まだ、

まだちょっとわかってないというか。うん、色々大変、大変ですね。〔笑い声〕

（中略）うん。だから、まだ一回、ほかの人のグループのを見てみたいなと

いう気持ちもちょっとあるんですね。 

 

そこで、F には第 4 回の実習において、グループを担当せず、筆者と同じようにグルー

プを回りながら観察するようにした。 

 

F：その前々回に見学をさせてもらったのがすごくよくて、何かその雰囲気作り

に全然目を向けてなかったんですけど、それまでは。でも、やっぱりその発

話が怖くないみたいな雰囲気とか、その、ムード作りみたいなものに目を向

けられるように、それを見学からなったので、それを機にちょっと変わりま

した。（Y：特に印象的だったグループ、実習生は誰だったんですか。）C さ

んの動機づけが、例えば、「これ、全部覚えるんですか？」って言われて、「で

も、これ一個ずつやってたら、1 年後はもうすごい綺麗になってるから。」み

たいなこう上手に動機づけをなされてて、何か褒めるのもすごく上手いし、

皆やる気を出していて、それがすごくいいなと思った。そういうところにも

気を配らなければならないと思いました。（中略）もちろんそれぞれの人にす

ごいなと思うところもある反面、自分がめちゃくちゃ劣っているわけではな

いなと思いました。何か結局やってる内容は皆変わらないから、何かもうそ

れまでは若干こう自分が本当に教師として劣っているというか。経験もない

し、そういう不安もあったんですけど。見てみて、うん、何かそんな、そん

なすごい差があるわけでもないなというのをちょっと感じたので〔笑い声〕

ある意味でちょっと自信を持てました。 

 

一回見学するだけで、F は日本語教育の実習生としての位置づけを明確にすることがで

き、指導に関しても以前より前向きになっていた。 

 

F：何か初回、最初にぶちあたったのが一番端っこで、あのレベル云々の差でち

ょっとナーバスになったので。（中略）グループ変えてから、変えて、見学し
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てから、何か自分の中で何かちょっと変わってポジティブになって、何かす

ごい思い悩むことはそれからはなかったです。（中略）やっぱいろんな人がい

るんだな、いろんなスタイルがあるんだなっていうのがあって。何かこうし

なきゃいけないっていうのは逆にないんだなっていうのがあったし。 

 

このように F は、グループ活動をとおして学習者の多様さ、また見学をとおして実習生

それぞれの指導スタイルの多様さを体験し、徐々に日本語指導に前向きな姿勢を取ってい

く変容が見られた。 

 

4.6.2.2 学習者との関わりの中で生かされる視点 

「音声教育実践」で得た音韻知識や活動のデザインは、F が関わっているボランティア

活動において、学習者の反応や学習の様子を観察するうえで一つの視点になっていること

がわかる。 

 

F：あと、日本語教育のサポートのボランティアもしてるんですけど、何かすご

く「音声教育実践」37が役に立てて、今、（Y：もう立ってる？）すごく立っ

てるんです。だから、（Y：例えば？）例えば、韓国人の人が、あの、何だっ

け、あの、何だっけな、「アイスクリ
￢

ーム」を「ア
￢

イスクリム」と言ったとき

に、手を叩いてみたりとか。今日も、「暑い」と「厚い」の違いとかで、先週

使ったプリントをあげたりとか、何かすごく役立てて。だから、そういう意

味でもやっぱり発音って学習者の懸念事項としてあるんだなというのが、す

ごく実感できてるので、自分の目標にしろと言われたらあれなんですけど、

やっぱり大事なんだなっていうか。 

 

F は、音韻知識を得て、音声教育の活動のデザインをしたことが、学習者との関わりの

中で、一つの観察の視点になっていることが窺える。日々の教育実践の中に、音声教育実

践で得た知識が生かされており、F の視野を広げていったのではないか。また、F は、音

声教育を最も専門性の高い分野として意味づけていた。学習者との関わりにおいて音声教

                                                   
37 実際の語りにおいては授業名に言及していたが、授業名が特定されないように、「音声教育

実践」に修正した。 
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育実践で得た知識や経験を発揮することで、日本語教育者として少しでも自信を得ていっ

たのではないかと推察する。 

 

4.7 G にとっての音声教育の意味づけ 

Gは、金融業における長年の社会経験を持っており、定年後日本語教育に携わり始めた。

私設の教師養成機関の 420 時間コースに 1 年間通い、終了後は地域ボランティアとして

10 か月ぐらいの経験を積んできている。G の音声教育の意味づけの分析結果を表 4.7 のよ

うにまとめられる。 

 

表 4.7 G の音声教育の意味づけ 

意味づけ 

時間軸 
教育観・指導 音声教育の意味づけ エピソードの意味づけ 

受講前 

音声教育観の未確立 音声は文法より指導の優

先順位の低いもの 

二段構えのスタンス 

学習者に音声学習のニー

ズはある 

学習者のプライドを傷つ

けないように注意してき

た 

受講動機 
音声教育観を確立させた

い 

音声に対する苦手意識を

克服したい 

 

受講以降 

場面によって求められる

発音のステップが存在す

る 

徹底的に分析して、準備

するもの 

人生経験が反映された音

声教育の意味づけ 

 

4.7.1 受講動機に見られる音声教育の意味づけ 

4.7.1.1 音声教育の現状に疑問を持たない日本語教育の学習者 

G は、教師養成を受けた日本語教育の学習者として、自身が受けていた教師養成講座の

音声教育を振り返り、「基礎知識」を学ぶ場として意味づけている。実際の教育活動は、教

師の裁量に任されているようである。だが、現役の教師の話を聞くと、発音に特化した授

業は少ないという。音声教育の場は少ない日本語教育の特徴を、自身の日本語教育の学習

経験や現役教師の話から大概把握している。 

 

比較的ポピュラーな教師用教科書を手に取ってみると、音の単位、音韻の歴史、

共通語と方言、日本語の拍、音素、母音、子音、特殊音素などの項目が並ぶ（国

際日本語研修協会 2000、斎藤 2005）。これらを基礎科目として学ぶとしても、養
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成講座では実際にどのような教育活動を行うかという講義はなく、実習時間もほ

とんど確保されていない。おそらく「基礎知識は養成講座において」、「実践は教

壇にたってから」二段構えのスタンスなのだろう。しかし現役の日本語教師の話

を聞いても、発音に特化した授業を行っている日本語学校は少ないようである。 

 

G は、音声教育の場が少ないことを、疑問視せず受け入れていた。G の語りから、現状

の日本語教育現場において、教師を目指す人にとって自ずと音声教育の必要性を感じられ

なくなる現状が伺える。 

 

発音練習の場が少ないのがこの業界の通常の姿なのだと受け入れ、あまり疑問を

持たなかった。進学や日本語能力検定試験を目指す学習者にとって発音は重要事

項ではなく、発音は意味が通じればよく、だから日本語教育においても優先順位

は低いのだと理解していた。自分自身、外国人学習者全てにとって、正確な発音、

自然な発音がどれほど必要なのかという考えも抱いていた。（Gの総合レポート） 

 

前述したとおり、教師養成講座で学ぶ音声学は机の上の知識であり、教師になってから

教壇で行う音声教育は教師の裁量に任されているとしたら、G のように「発音は重要事項

ではなく優先順位の低いもの」と認識する教師にとって音声教育は行わなくなる可能性が

高い。このような経験をするのは G だけではないだろう。 

 

4.7.1.2 学習者との会話の中から察知した音声教育の必要性 

ところが、10 か月ほどボランティアとして日本語指導を行う中で、学習者とのインター

アクションをとおして、音声教育の必要性を感じ取るようになる。 

 

東南アジアの学習者から、「語彙や文法は自習できる、自然な発音を習得したいの

で、できるだけ発音を教えてほしい」という要望があったのである。他の学習者

についても、予想以上に発音習得に対するニーズは強いということがわかった。

（G の総合レポート） 

 

G は、自分なりに学習者の要望に応えるために、発音にも注意を向けてフィードバック
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を行うようにした。ただ、日本語レベルや社会的な地位の高い学習者にとって、細かい発

音の指摘はプライドを傷つけるのではないかと心配している。 

 

G：「間違ったよ」とは言わないですね。まあ、あまりにちょっとわからないとき

は、こうやって聞き返したりとか、「すみませんけど、もう一回ちょっと言っ

てみてください。」とか。「発音が間違ってますよ。」っていう言い方はなるべ

くしないようにしています。（Y：なぜですか。）僕が教えた人っていうのは、

たまたま技術者であったり高学歴であったり、勉強もしていて日本語のレベ

ルはわりと高くて。やはり、まあ、プライドもやっぱりそれなりにあるなと

いう感じがありました。だから、フィードバックの際のことばの選択には気

をつけています。 

 

このように G は地域ボランティア教室で出会った学習者の発音に対するニーズを聞い

たことをきっかけに、音声学習のニーズを察知するようになった。学習者のプライドを傷

つけるのではないかという心配をしつつ、自分なりに学習者の発音に対するフィードバッ

クを行おうとした。 

 

4.7.1.3 音声に対する苦手意識 

前述したように、G は音声教育についてどのような方法がよいのか、どのような内容を

指導すればよいかという確固たる音声教育観がなかったため、音声教育に不安を覚える様

子がわかった。それに、G はそもそも音声そのものに対する不安も抱えていた。 

G は大学院進学前の 1 年間、私設の教師養成機関において教師になるための 420 時間の

講座を履修していた。カリキュラムに含まれていた音声科目をとおして、日本語の発音に

ついて学習したが、諸領域の中でも音声が特に難しかったという。 

 

G：教師養成講座っていうのに私 1 年間通ってもう修了したんですけれども、こ

こでもいわゆる音声の講座というのがあるんですよね。ところが、やはりそ

のいろんな科目の中でも音声がやはり一番特殊で難しいなっていうのがやっ

ぱり感じたんですよ。日本人であるのにもかかわらず、音が聞きとれなかっ

たり、発音が上手くできなかったりとか。で、非常にそういうところに驚い
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たということですよね。 

 

G は、420 時間の教師養成講座をとおして音声学に関する講座を受講したものの、「音が

聞きとれなかったり、発音が上手くできなかったり」といった悩みを抱え、音声に対する

苦手意識を持つようになる。「日本人であるにもかかわらず」という発言からわかるように、

母語の発音だからわかるだろうという認識をしやすいが、実際に母語の発音を意識的に捉

えることは難しいことであると推察できる。 

 

G：発音には僕自身の問題として注目しはじめました。あの、まあ、やっぱり勉

強していて、教師養成講座なんかで、いろいろ問題を出してきますよね。（Y：

どういう問題ですか？）いろんな練習問題。（Y：聞く問題ですか？発音の問

題ですか？）聞くほうですね、どちらかというと。どうしても教師養成講座

だから、まあ、教育能力検定試験なんかも意識してるんでしょうから、聞く

ほうが多いわけですけど。それが日本人であるにもかかわらず聞けない。

（Y：うん、高さを？）高さ、アクセント、その辺は日本人でも悩んでる人

が多いと思います。それは、最初びっくりしました。何でわからないんだろ

う。これを、じゃ、外国の方がわかるかっていう感じがありますね。 

 

G の語りからわかるように、G 自身は日本語の発音を聞き取る際に「日本人であるにも

かかわらず聞けない」という悩みを抱え、G 自身の「問題として」発音に注目した。 

 

G：そもそも言語とか日本語っていうのが、教育っていうのが、音を一番、とに

かくね、まあ、文字のない言語もあるぐらいなので。一番大事だということ

は随分昔からわかってはいたんですけど、あ、こういうことなんだなってい

うことですよね。正確にやっぱり意味を伝える、意思を伝えるとかというの

が大切かなというところで。まあ、まずは音声をきちんと勉強したいという

ことでしたよね。 

 

以上のように、G は、音声そのものを、正確に意味や意思を伝えるために重要な要素で

あると意味づける。言語活動において最も重要な要素である音声を「きちんと勉強したい」
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という受講動機をもって、「音声教育実践」を受講したことがわかる。 

 

4.7.2 音声教育観の確立と苦手意識の克服 

G が「音声教育実践」を選択した理由は、音声教育観を確立させ、教師養成講座から生

まれてきた音声に対する苦手意識を克服することである。G は、音声について学習の場を

求めている。 

 

私は約 1 年前に日本語学校の日本語教師養成講座（以下、「養成講座」と言う。）

で、初めて発音指導の授業を受けた。ごくオーソドックスな内容であったが、驚

いたのは最初、内容がほとんど理解できなかったことである。特に、調音法、調

音点、イントネーションには馴染めず、日本語教育能力検定試験の勉強の中で何

とか丸呑みをしながら進めていく状態であった。このように苦手意識のある韻律

分野について、従来とは違う何か別の考え方やアプローチはないものかと思い、

新たな勉強の場はないものかと探し始めていた。その要望に最も応えてくれたの

が、本実践研究と実習であった。（G の総合レポート） 

 

G は、教師養成講座において音声学の基礎知識を学び、教育現場では教師の裁量に任さ

れる音声教育ではなく、最初から教育にどう生かすかという視点を取り入れた音声教育の

アプローチを求めている。音声に関して学べる新たな場において、音声教育を検討してい

くことで、音声そのものに対する苦手意識を克服したいと思っている。 

また、G はこれから教師になるにあたって教育観を確立していないと認識している。音

声教育に特化した教育実践をとおして、音声教育観を育んでいこうとする意志が伝わった。 

 

教師経験はなく地域日本語教室でサポート経験があるに過ぎなかったので、自分

には「教育観」と言えるような立派なものはなかった。（G の総合レポート） 

 

以上のように、音声に対する苦手意識を克服し、またこれまで確立してこなかった音声

教育観を確立したいという受講動機をもって、「音声教育実践」を受講した。 
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・受講動機：音声教育に関する学習の場をとおして、音声に対する苦手意識を克服し、音

声教育観を確立させる。 

 

4.7.2.1 人間関係や場によって異なる音声の意味づけ 

G は、「音声教育実践」をとおして、発音は場面によって求められるレベルが異なると

認識するようになった。G 自身は、地域ボランティアとして日本語教育に携わってきたた

め、地域社会の交流のための日本語会話では正確な発音は求められないと認識する。しか

し、ビジネスにおいて音声コミュニケーションで情報を間違えず伝える必要がある場面で

は、正確な発音が求められると捉える。G は発音の定義を次のように行っている。 

 

G：仕事だとか、あの、アカデミックなもので日本語の発音、学会での発表をす

るとか、あるいは、その、会社で働く、ビジネスで働く、工場で上司の指示

を受けてっていうときにはやはり正確な発音っていうのが絶対間違えちゃい

けない部分がおそらくある。ところが、日常生活で発音するときは、まあ、

さほど決定的なね。あの、命にかかるとか、金銭のダメージに関わるとか、

あんまりないはずなんですよ。ちょっとその辺は、その、発音学習というと

きには、若干次元を分けたほうが、意味合いを分けたほうがいいような気が

してるんですね。 

 

G は、アカデミック場面やビジネス場面などにおいては、正確な発音が求められると認

識している一方、日常生活の中で会話を交わすくらいなら、発音の間違いを気にしなくて

いいという。そのように G は場面によって異なる発音に対する教育観を整理することがで

きた。「発音学習というときには、若干次元を分けたほうが、意味合いを分けたほうがいい」

という考えは、G にとって新たな考えではない。おそらく G 自身が金融業界で働いた人生

経験を振り返っての意見であろう。次の語りの「社会の組織系とか、サービス業の中のレ

ベルで、指示、命令、あと正確な意思の伝達をする局面では」という部分がそういった G

の人生経験を反映していると推察できる。 

 

G：僕は自分の研究テーマが生活日本語とか地域の日本語だから、発音に完璧を

求めるっていうことは発想として僕自身はあんまりないんですよ。ただ、あ
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の、これは、まあ、文法でもそうなんですけど、絶対的に正確な発音が必要

とされる局面があると思います。例えば、あの、会社の組織系とか、サービ

ス業の中のレベルで、指示、命令、あと正確な意思の伝達をする局面では、

文字に表さないで伝えようとすると絶対的に発音は間違えちゃいけない部分

ってあるはずですね。人間関係なんかでも、やっぱり発音の強さとかによっ

ては誤解を与えかねないっていうところがあって、そういうそのデリケート

な部分における発音とかイントネーション、韻律の問題っていうのはある。 

 

G は社会参加において必要となる日本語の音声を場面によって意味づけている。地域ボ

ランティアの教室や地域住民と交える会話においては、正確な音声が求められる必要はな

く、人の個性を表した話し方でよいと考える。しかし、雇用関係が締結されていて、その

組織の中で指示や命令に従い、接客をしたり、取引先と商談をしたり、仕事の成果を発表

したりする場面において、音声に意味づけが異なってくる。場合によっては、正確な表現

で情報を伝え、理解主体の気持ちが損なわないよう、注意する必要がある。G は、このよ

うな状況や場面における音声を「絶対的に正確な発音が必要とされる局面がある」と意味

づける。 

ただ、G は目的意識なしで、ただネイティブに聞き違えるように完璧な発音を目標とす

るのは、音声教育の意味を見出せないのだという。 

 

G：日本人らしくなろうという発想は、まあ、僕個人としてはあんまり意味がな

いというか。よくあるじゃないですか。日本人になりたいとか。学生の中に。

どうしてなのかな。（Y：日本人に間違えられたいとか。）うん、あるんです

よ。僕つい最近聞いてますけど。別にそこまで求める必要ないのかな。ただ

ね、流暢に話したらかっこいいし、まあ、韓国の学生さんなんかでもね、ち

ょっとほら日本語優秀な学生がかっこいいとかさ、台湾でも。その発想はち

ょっと、僕〔笑い声〕。 

 

このように G は、明確な目的を考えずただネイティブに聞き違えるような発音を目指す

という音声学習の目標はあまり望ましくないと考えている。 
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正確で自然な発音への志向は、学習を進めるためのモチベーションとして重要で

ある。学習者にはハイレベルな発音は必要ないという考え方は、教える側の勝手

な判断である可能性が高い。ただし理想的に近づくプロセスのなかで、日常生活

に必要な発音、コミュニケーションに必要な発音、仕事や作業上で絶対的に正確

さが求められる発音というようなステップが存在するのではないか。（G の総合

レポート） 

 

「音声教育実践」をとおして、G は、金融業界に携わってきた人生経験をもとに、音声

コミュニケーションに求められる「発音のステップ」があると整理していた。G は、「音

声教育実践」を受講する前には、音声教育についてあまり考える機会がなく、日本語教育

現場において音声教育の場が少ないという問題を疑問視せずそのまま受け入れていた。し

かし、「音声教育実践」をとおして、音声教育の必要性を再考し、日本社会に参加する学習

者にとって求められる音声とは何かを考えるようになった。日本語教育経験は少ないもの

の、社会生活をとおして得た経験と結びつけ、G 独自の新たな教育観を生み出していた。 

 

4.7.2.2 苦手意識の克服のために徹底的に備える音声教育 

4.7.1.3 で述べたように、G は、日本語の音声に対する苦手意識を持っている。G はこの

苦手意識を克服するために、新たな学習の場を求めて「音声教育実践」を受講した。G は

どのようにしてこの苦手意識を克服していったのであろうか。 

G は、秋学期の実習生 8 名の中でも特に熱心に議論に参加し、補助教材作成に取り組ん

でいた（5.1、6.2.6）。アクセントの高低感覚を身につけるために、何度も声に出して発音

をして「アクセント確認Ⅰ」を行い（5.1）、アクセント辞典を用いて調べてアクセントを

すべて補助教材につけた実習生用の資料を用意していた（6.2.6）。G は、アクセントを指

導する前に「アクセント確認Ⅰ」を行う理由として、教えるためには、意識せざるを得な

いことを挙げる。 

 

G：結局ね、あの、ああいうアクセント意識して教えたこともないし、自分が学

習したこともないわけですよね。自分が発話していることばが耳にこうやっ

て届いてる部分に、果たして高いのか低いのか、高さにも何か違いがあると

いうことですね。第 1 拍目の音も高さでも若干違いがあるっていうところか
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らすると、やっぱりその 1 拍目と 2 拍目が違うということを言われてもね。

どの程度違うのかっていうのが、キャッチ自分でできてないんですよね。（中

略）教えるとなれば、やっぱりちょっとそういうところは意識せざるを得な

いから、最初にこうやってチェックしたほう皆いいんじゃないですか。 

 

G は、日本語の発音の高低を聞き取ることが難しいと認識しており、その苦手意識を克

服するために、アクセントを一つひとつ確認しておき、実習生用の資料としてアクセント

を視覚化したものを用意したのである。 

また、母語別発音練習では、すべてのグループにおいて共通の新聞記事を持って、名詞・

い形容詞・動詞のアクセントに注意して発音する活動が用意された。G は、担当の韓国語

母語話者にとって間違えやすい発音をすべてリストアップし、教師用指導書のような形で

実習生用としてまとめていた。このような努力について筆者は感心し、どうして一つひと

つの語彙に対して間違えやすい発音をリストアップしたのか質問した。G は、自分の性格

と関連づけて次のように答える。 

 

G：徹底的にやらないと気が済まないタイプなんですけど、まだ実力はついてな

いんですけど、あの、やっぱり分解していくときには必ず予測、あの、教室

活動をするときに、相手がどう出るかっていうのを、もう何でもそうなのか

わかんないですけど、予測をしながらやるかやらないかでは、全然違うと思

うんですよね。で、おそらくこうだろうというふうに予測をしながら、授業

を進めたいっていうのが僕の考え方でこういうシートを。 

 

G の学習者が間違えやすい語彙を「予測」しながら「徹底的」に誤用の原因などを分析

し、補助教材を作成していた。学習者がどのような語彙で発音を間違えやすいのかを予測

し、その予測したことをリストしてまとめる様子が見られた。おそらく前述した「アクセ

ント確認Ⅰ」や実習生用の資料としてアクセントを視覚化したものを用意したのも、G の

「徹底的にやらないと気が済まない」性格の産物だったと言えよう。このことは、G のこ

れまでの社会人としての人生経験が表れているのではないだろうか。G にとって、音声教

育とは、教師として音声教育に必要とされる高低感覚を身につける必要があるものとして

意味づけられる。また、学習者の誤用を事前に知識として習得しておくものであり、徹底
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的な準備によって、教師として自信を持って音声教育を行っていくことができるものとし

て意味づけられるのであろう。 

 

4.8 H にとっての音声教育の意味づけ 

H は、学部時代に教師養成講座を履修し、教師としての資格を取得した。その後、数年

間社会経験を積み、青年海外協力隊の教師として海外に派遣された。はじめて教師になっ

たのは、メキシコの日本語学校であった。その後、アフリカの日本語教育機関を経て、大

学院に進学した。教師としての教授歴は 3 年間である。H の音声教育の意味づけの分析結

果を表 4.8 のようにまとめられる。 

 

表 4.8 H の音声教育の意味づけ 

意味づけ 

時間軸 
教育観・指導 音声教育の意味づけ エピソードの意味づけ 

受講前 

先輩教師の真似や外国語

学習経験を生かした発音

指導を行った 

音声学習は楽しく達成感

を味わえるものである 

 

受講動機 
発音教育について理解を

深めたい 

  

受講以降 

学習者の自律的な発音学

習と、教師から学習者へ

と知識を伝授するという

教育観の共存 

発音教育の意味づけ 

発音教育に優れている教

師像と劣等感 

劣等感そのものの捉え直

し 

非母語話者および方言話

者との比較 

 

4.8.1 受講動機に見られる音声教育の意味づけ 

4.8.1.1 外国語学習経験における音声学習 

H は自身の外国語学習経験から文法や音声が好きで、音声に興味を持って日本語と外国

語の構造的な違いに興味を持ち、学習を進めてきた。 

 

H：もともとは外国語勉強してっていうところからかもしれないですけれども、

それで日本語と外国語がこんなに違うっていうので。で、日本語勉強し始め

て、うん、面白いなっていうふうになって、特に音声とか文法というところ

が。で、それで、面白いなって思ったらやっぱり気づくのもそういうところ

が多いみたいなところですかね。（中略）英会話学校に大人になってから行っ
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て、で、その辺からですかね。あ、でも、多分、その前から何か英語は何か

発音はいいって言われてたんですよね。もしかしたら、それがこう何か自分

の中でキラキラ体験みたいなものがあるのかもしれませんね。 

 

H は自身の外国語学習経験から、音声学習に対する好印象を持っている。外国語学習者

として自身の発音を褒められたときの嬉しさや達成感など、自ら体験しているのである。

H は、音声学習を、楽しいものであり達成感を味わわせてくれるものだと、ポジティブに

意味づけている。 

 

4.8.1.2 先輩教師の真似および外国語学習経験を生かした音声教育 

音声学習をポジティブに捉えている H だが、教師としてはどのような音声教育を行って

きたのであろうか。H は、メキシコで教師としてはじめて教鞭を執ったが、メキシコの学

習者にとって「や行」と「じゃ行」の発音の区別がつかないという事実には衝撃を受けた

という。 

 

H：私一番はじめメキシコで日本語教師になったときに、はじめての学習者がメ

キシコ人、あ、メキシコに行ってやったので、メキシコ人だったんですけれ

ども、「や行」と「じゃ行」の、この間も話しましたけど、区別がつかないっ

ていうのが私にとってはやっぱりすごく衝撃的で。 

 

H は、メキシコ学習者にとって「や行」と「じゃ行」の区別がつかない現象を、日本語

母語話者が英語を学ぶときに発音で苦労する L と R の発音の区別に例えながら、意味づけ

ていた。自身が経験してきた日本語母語話者にとっての L と R の発音の区別がつかないと

いう現状が、英語母語話者にとってどのように受け止められるか理解できるようになった。 

この「や行」と「じゃ行」の発音に対する H の指導法は、2 つ挙げられる。1 つ目は、

教育現場の先輩が行う教育実践を見て真似しながら日本語指導を行う方法であった。「や行」

「じゃ行」の混乱に関しても先輩から教わった指導法、つまり「いや」「いよ」などの二重

母音を用いた指導を行った。 

 

H：うんと、その「や行」と「じゃ行」の区別を、何でしょう、理論的にどうな
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ってるかっていう部分は、そのときは全然わからなかったのですけれども、

とにかく「や、ゆ、よ」を「じゃ、じゅ、じょ」で発音する人が非常に多か

ったので、その「じゃ、じゅ、じょ」を「や、ゆ、よ」にするにはどうすれ

ばいいかっていうので、あの、二重母音で「いや」とか「いよ」とかってい

うのを、こういうふうにやると、できるようになるよって言われて、実際に

そういうふうにやると、学生たちもできるんで、あ、なるほどなっていう。 

 

2 つ目の指導法は、「や行」「じゃ行」の指導法としては、単語の綴りを覚えてもらって、

音と文字を一致させる方法である。 

 

H：私もやってたんですけど、ほかの先生たちも、いわゆるディクテーションっ

ていうので、文字と音を一致させるみたいな感じのことをよくやってて。だ

から、うんと、特によく使う単語、例えば、「誕生日」とか「月曜日」「火曜

日」とかっていうのを、何度も何度もディクテーションして、文字で覚える

っていうようなのをやってましたね。 

 

この指導法は、H 自身が英語学習法として L と R の区別を上手くしていくために行って

いた学習方法でもあった。 

 

H：日本人の L と R も一緒だと思うんですけど、頭の中で switch 変換をしない

と多分厳しいんじゃないかっていうふうに思うんですね。私もいつも L と R

って発音はできるんですよね。だけど、どっちがこの、例えば Problem のと

きに、どっちが L でどっちが R だっけっていうのは、もう単語をあの頭の中

でスペルとして覚えて、そのときは、ここが L だ、ここが R で発音するみた

いな感じで。 

 

H は外国語学習経験を自分の日本語教育実践の中に生かしながら、音声教育も実践して

きた。 

このように、H は教育現場において、先輩教師の指導を真似して二重母音を用いた指導

を行ったり、自分の外国語学習経験を生かした単語の綴りを覚えてもらったりする指導法
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を採っていた。 

 

4.8.2 発音教育という概念への好奇心 

H は、前述したように、先輩教師の真似をしたり自身の外国語学習経験を生かしたりし

ながら音声教育は行ってきたものの、それは単なる発音への訂正であり、「発音教育」とい

うものは行ったことがないと認識している。H は「音声教育実践」のガイダンスをとおし

て「発音教育」という概念を知った。これまで考えも至らなかった「発音教育」について

学びたいと思って、「音声教育実践」の受講を決めたのである。「発音教育」とは、H が「音

声教育実践」をとおして得た学びである。 

 

H：実際に発音教育っていうのを、発音自体には興味はあったんですけど、発音

教育というのをやったことがなかったんで、どんなものかというので、取り

ました。（中略）実際に自分で発音教育のようなものを丸きりやったことがな

かったんで、まあ、そういう発音教育みたいなものがあるっていうことすら

知らなかったので、うん、ですね。 

 

・受講動機：発音教育とは何かを考えたい。 

 

4.8.2.1 発音教育の意味づけ 

H の受講動機は、発音教育とは一体どのようなものかを理解することであった。「音声

教育実践」をとおして発音教育とは何かを考えた結果、H にとって発音教育とは次のよう

に意味がつけられていることがわかった。 

 

H：発音の練習っていうのはどういうものなのかっていうのと、何か発音の練習、

うん…何でしょうね…。何か発音の練習って授業の中だけでやっぱり行われ

るものではないっていうのがすごく私の中ではあるんで。うん、何か学習者

が授業以外のところで発音の練習ができるようになるため、学習者をそうい

うふうに育てるための授業、発音の授業なのかなというふうに思うんで。 

 

H が「音声教育実践」をとおして学んだ発音教育とは、教室の中で発音練習をするので
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はなく、教室外で発音練習を遂行していくことができるよう、「学習者を育てる」教育であ

ると意味づけるようになった。 

 

4.8.2.2 発音教育に優れた教師像 

H は、発音教育を行っていく教師の役割を重要だと認識している。そして、H は自分自

身が発音教育を行う教師として資質を持っているか問う様子がインタビューの中で見られ

た。H は、「音声教育実践」をとおして自分自身を、発音教育を行う教師としては劣って

いると評価している様子が見られた。 

 

H：今、考えているっていうのが、すごく何か母語話者としてのデメリットをす

ごく感じている時期って言いますか。（中略）うん…、最近は本当に劣等感と

かがすごく強くて。 

 

何が H に「劣等感」を感じさせたのであろうか。H とは異なる言語背景を持った、非母

語話者実習生と方言話者実習生が挙げられる。H は、（1）発音そのものや発音学習が持つ

重要性への気づき、（2）発音学習における難しさ、という 2 つの観点から、H 自身を教師

として優れていないと意味づけていた。 

 

（1）発音そのものや発音学習が持つ重要性への気づき 

H は、発音そのものや発音学習の重要性に気づくうえで、コミュニケーションにおいて

発音のせいで失敗をした経験は重要だという。 

 

H：なぜかというと、やっぱり私たちっていうのはコミュニケーションにおいて

発音が原因で破綻をしたことがないんですよね。あの、少なくとも日本語に

関しては。（中略）もし表現意図が伝わらないとしたら、発音というよりも、

うん、何か別のところにあるんで。（中略）衝撃的な出来事がないんで、気づ

きは起きにくいのかなって。 

 

H は、コミュニケーションにおいて発音そのものが重要だという気づきや、学習者にと

って発音学習が必要だと気づくことが、母語話者教師にとって難しいと考える。その理由
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として、母語話者教師はこれまで発音が原因でコミュニケーションにおいて失敗をした経

験がないからだという。 

 

（2）発音学習における難しさ 

母語話者教師にとって発音学習の経験がないため、発音を学習するうえでどのような点

が困難か予測しにくいという。 

 

H：発音学習っていうのを、私、日本語に関してはやったことがないので、あの、

音声の勉強？についてはやったことがあるけれども、発音の学習っていうか

習得っていうのをやったことがないので。そこですごく何ていうんでしょう

ね。ノンネイティブの先生たちっていうのは、今までそういう経験を経てき

てるから。何ていうんでしょうね。発音教育に関しては、私にとってはベテ

ランなんだと思うんですよ。私たち日本人っていうのはそういう意味では、

やっぱり発音教育においては、特に発音教育、今までやってなかったから、

本当に素人じゃないですけどなんだなっていうのをすごく実感してて、最近。 

 

H は、母語話者教師と非母語話者教師を比較しながら、発音を自然に習得してきたため

発音学習を体験できない母語話者教師は「発音学習の素人」であり、発音学習を行ってき

た非母語話者教師は「発音学習のベテラン」だと意味づけている。 

また、東京以外の地域出身の方言話者の実習生も、標準語の日本語のアクセントを指導

するためには、発音を学習する必要があるため、方言話者の実習生を学習者の目線を備え

ている教師として意味づけていた。H は東京方言話者であるため、学習者の目線を有して

おらず、発音学習に伴う気持ちが理解できないという。 

 

H：地方出身で、あの、よく I さんとかがどこで落ちるのかがよくわからないと

か言ってると、それってすごく学習者目線じゃないですか。どこで落ちるの

かよくわからない、自分のアクセントがすごく不安だみたいなものって。で

も、私はそれが逆にものすごくしっかりしたものが頭の中にあるから、だか

ら、いや、それはここでしょうって、それはこうでしょうみたいな感じで、

ついついこう上から目線になっちゃったりとか、えー、どうしてわかんない
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のみたいな感じになっちゃってっていうのがたぶん自分で逆に何か悪いこと

っていうふうに。うん、で、私は何か学習者の目線を持っていないみたいに

何か頭の中にしっかりとした何かそういうアクセントの基盤とかがあるがゆ

えに何かできない人の気持ちがわからないみたいな。 

 

東京以外の地域出身の方言話者の実習生の一人である I の発音が東京方言と異なってい

て戸惑ったエピソードを、H は学習者の目線から発音を捉えられると意味づけ、I を学習

者に寄り添った指導ができる存在だと捉える。H は東京方言話者として「アクセントの基

盤」があるがゆえにデメリットを感じているという。 

 

H：どこが難しいのかがわからない。そうですね。うん、うん、うん。何かすご

く母語話者としての何か基盤みたいなものが私の中にはしっかりあるんで、

そうですね。その学習者目線というものが言われないと全然わからなくて。

で、そう。うんと、例えば、I さんのことばとか、あとやっぱり N さんのこ

れが難しいんだ、例えば、「行かな
￢

い」みたいな感じの「な」が高くなっちゃ

うとかっていうのはもう自分では全然何かこう、何ていうんでしょうね、そ

こが難しいとは考えたことがなかったみたいなところの指摘っていうのは。

うん、そういうのが自分では全然見えなくて、「えっ、そこ、難しいの？」み

たいな。 

 

H は、東京以外の地域出身の実習生 I を、非母語話者実習生 N や学習者が発音を学ぶ際

の苦衷を察することができると判断している。そして、H 自身のことを学習者の気持ちを

理解することができない教師と見なしている。 

 

4.8.2.3 発音教育という概念と理想の教師像の共存 

H は、教師はこうあるべきだという理想の教師像を持っている。それは、学習者の日本

語に関する質問には何でも答えられる教師である。H は、発音教育において、理想の教師

像に至っていない現在の自分自身に「劣等感」を感じている。 

 

H：私の中で先生とはこうあるものっていうのが多分あって、で、うん、多分、
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私の性格だと思うんですけど、すべてを知っていたいですね〔笑い声〕。多分、

こう何か学習者からの質問にすべて答えたいんですよね。で、何かやっぱり

答えられないっていうのがすごくあって、すごく悔しいから、うん… 

 

H は、学習者から受けたすべての質問に対してきちんと答えられる教師を、理想の教師

像として捉えている。つまり、発音教育に関しては、発音に関する質問、発音学習に関す

る質問など、さまざまな質問に答えたいという願望を持っている。さらに、質問に答える

ことのみならず、発音に関する説明ができることも理想の教師像には求められると捉えて

いる。 

 

H：直感的にわかるっていうのはメリットだなってようやく思って。〔笑い声〕で

も、その直感的に何か違うと思ったことが、うんと、まだ、私としてはまだ

勉強が足りないっていうというか、知識が足りないから、何でそれが、うん

と、ちょっと不自然だったのかちょっと説明ができない。で、その説明でき

ないっていう部分は、やっぱり自分で勉強していくしかないのかなと。うん、

うん。うん、思います。 

 

H は母語話者としてのメリットとして、学習者の発音を聞き取った際に、適切かどうか

「直感的にわかる」という点を挙げつつ、発音教育をするうえでこのメリットだけでは不

十分で、不自然だと思った発音について理由づけで「説明ができ」るようになる必要があ

ると考えている。おそらく、H が抱えている理想の教師像は、「直感的にわかる」だけで

は不十分で、学習者に納得いくような「説明」をして答えられる教師なのである。 

しかし、H が本来「音声教育実践」をとおして身につけようとしていたのは、発音教育

の方法を理解することである。発音教育とは、学習者が教室外で自律的に発音練習を継続

していくために支援するものである。H が言う「学習者からの質問にすべて答えたい」と

いうのは、学習者の自律を考慮した教育観とはやや相反しているようにも解釈できる。な

ぜなら、真の意味での発音教育であれば、学習者が自律的に発音学習を遂行していくうち

に疑問が出た場合、教師にすぐ聞いて依存するのではなく、学習者が自らさまざまなツー

ルを活用して解決していく力を育む必要があるからである。つまり、学習者の自律学習の

サポートという教育観と、教師は一方的に学習者を教え、学習者は教師からの知識を受け
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入れる存在という教育観が、共存していることが読み取れる。H は、「音声教育実践」を

受講しながら二つの相反する教育観を行き来し、教師としての悩みや葛藤を抱えていたの

ではないかと考えられる。 

 

4.8.2.4 教師としての「劣等感」の克服 

学習者にとって練習が必要な箇所、発音学習を行ううえでの困難点など、H 自身にはわ

からないため、発音学習の経験を持つ非母語話者、つまり「発音教育の先輩」に教えても

らうしかないという。そして、H は、学習者にとって練習が必要な箇所や難しい項目を知

識として蓄えるしかないと考えている。 

H は、発音教育を行うためには、学習者にとっての難しい項目や学習における困難点を

予測するための知識が必要だと認識している。 

 

H：どこが難しい、学習者にとって、どこが難しいのかっていうのがわからない

んですよね、やっぱりね。で、それが、うんと、とりあえず言語対照分析を

してここが難しいというのがわかった。じゃ、それを知識として蓄えておこ

う。例えば、この間、N さんとか Y さん38とかがこういうところが練習が必

要だ。難しいからというふうに言われて、ああ、そうなんだって、それを知

識として蓄えて何かこう次の実践で生かしていくっていうような感じで、何

か、何ていうんでしょうね。私たちは人から聞いたりそういう学習者から聞

いたり、その先輩たちの発音学習、発音教育の先輩たちからいろいろなこと

を聞いてそれを知識として蓄えていくしかできないのかなと最近すごく考え

ててですね。 

 

H の語りから、「言語対照分析」の観点から得られる知識は、文献等を参考にして蓄え

る一方、学習経験をとおしてしかわからない知識は、経験を持った人に聞かない限り蓄え

ない知識だというふうに、発音教育に必要な知識を二分類していることがわかる。 

そして、これらの知識を蓄えて H は次のような教師になりたがっている。非母語話者教

師と同等なレベルで議論ができる教師になるために、発音教育について勉強を進めている。 

 

                                                   
38 筆者のことを指している。 



161 

H：何か今まで文法教育、文法教育というか。今まで発音やってなかったので、

文法ばっかりっていうか。こうやるときに、やっぱりこう何ていうんでしょ

うね。ノンネイティブ先生ってこう文法を勉強してきてるから、すごく詳し

いんだけれども。私も文法すごく勉強したので、すごく好きだから。まあ、

絶対に負けないっていう自信はあったんですよね〔笑い声〕。そう、何か、よ

く日本人だからわかんないだろうと言われるのがすごく私は嫌で、で、すご

く勉強、まあ、好きだったのもあるんですけど、すごく勉強して。で、何か

同等のじゃないですけど、こう討論ができるぐらいは勉強したつもりだった

んですけど、うん、発音に関しては、全然知らなかったなっていう〔笑い声〕。

で、今、勉強しています。 

 

H は、「日本人だからわかんないだろうと言われるのがすごく私は嫌で」という発言か

らわかるように、「直感的にわかる」ことで済むのでは満足せず、文法に関する知識を蓄え

てきており、文法の説明ができる教師として自分自身を育ててきた。一方、発音に関して

は音韻知識や発音教育に関する知識が不足しているために、自信を持って音声教育ができ

る教師として位置づけることがまだできないが、知識を蓄えることで克服しようと考えて

いる。 

H は、「音声教育実践」をとおして、H 自身にとっての理想の教師像、非母語話者の実

習生、東京以外の地域出身の実習生に比べて「劣等感」を感じると述べている。しかし、

筆者とのインタビューの中には、H 自身が音声教育に関して足りない部分に気づき、知識

を蓄えていくという過程をポジティブに捉えようともしている様子が見られた。 

 

H：そうですね。でも、うん、うん、何ていうんでしょうね。それをやっている

自分っていうんですかね。例えば、何か学生たちから質問があって、答えら

れなかったので、それを一所懸命調べてわかるようになったとかっていうの

は、私にとってはすごく嬉しいこと？（Y：そうですね。）なので。 

 

このように H は、「劣等感」を感じるとともに、自分に足りない点に気づき、そこを補

っていくために努力していけるという点は、H 自身にとってよいことだと認識している。 
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4.9 I にとっての音声教育の意味づけ 

北海道出身の I は、高校の英語教師として 8 年間教鞭を執り、当時の高校の現職教員を

海外に派遣するプログラムに参加することをきっかけに教師に転向した。通信講座をとお

して、教師になる資格を取った。その後、アメリカの高校で 2 年、中央ヨーロッパの高校

2 年、カナダの継承語学校 4 年および大学 1 年の、教師歴を持っている。I の音声教育の

意味づけの分析結果を表 4.9 のようにまとめられる。 

 

表 4.9 I の音声教育の意味づけ 

意味づけ 

時間軸 
教育観・指導 音声教育の意味づけ エピソードの意味づけ 

受講前 

文法中心の指導 最初に教えた学習者は、

音声コミュニケーション

を必要とする学習者では

なかったため、音声教育

の必要性を感じていなか

った 

学習者の母語や背景の異

なるクラスでの教育実践

をとおして、発音にはじ

めて意識化することがで

きた 

受講動機 

自己啓発、自分にとって

足りない音声の指導につ

いて学習したい 

文法書に比べて教師用指

導所が足りず、音声教育

の知識の乏しさを感じる 

 

受講以降 

音声も文法と同様に体系

的に学び、教えられる 

文法の指導に関する学習

を現場での指導をとおし

て行ってきたように、音

声の指導に関する学習は

これからである 

アクセントの揺れが存在

することを知り、音声は

文法より揺れがあるため

難しいと考えるようにな

った 

 

4.9.1 受講動機に見られる音声教育の意味づけ 

4.9.1.1 音声に意識を向けていなかった日本語指導 

I は、これまで日本語指導をする中で、主に文法中心の指導を行ってきた。 

 

今まで自分が行ってきた授業を振り返ってみると、文法や文型練習が中心であり、

音声指導というものは授業でほとんど取り扱って来なかった。（I の総合レポート） 

 

日本語の音声に注意してこなかった背景として、学習者の到達目標が音声コミュニケー

ションにあったわけではなく、海外の中等教育機関における異文化理解の一環としての外

国語教育だったことが挙げられる。 
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I：最初の二か国はやっぱり同じ国の人たちが、っていうか、そこの国の子たちだ

から、まあ日本で教えていたわけでもないので、まあ、やっぱり英語話者の

発音だなとかっていうのは確かにあったんですよね。ただ、やっぱこう日本

にすぐ行くとかそういうわけではないので、そんな特に指導はしなかったけ

れども、でもやっぱその中でも発音を真似ようとして上手になる子も、なる

っていうか、上手にしようとする意識を向ける子も確かにいたんですね。本

当典型的な英語話者の発音だったし、最初は。中央ヨーロッパの国は、結構

日本語を発音しやすい言語なので、結構英語に比べたら綺麗なんですよね、

発音は。 

 

I にとって、学習者の発音にはじめて意識を向けたのは、学習者の母語や背景がさまざ

まな国における教育実践である。カナダの大学で日本語を教えていた際に、母語の異なる

学習者が一つのクラスに集まっていて、それぞれ日本語の発音の特徴が異なっていた。特

にその中でも中国語を母語とする学習者の発音で、教師養成講座で学習した濁音の区別が

つかない現象が具現化した。I は、その経験をはじめて音声に意識を向けたエピソードと

して意味づけている。 

 

I：カナダでは、あの、カナダ人、英語話者のカナダ人と、あと、中国人の留学生

が取るんですよね。だから、カナダ人と中国人のクラスなんです。日本語を

取るクラス。そうすると、いろんなアクセントがあって、それで、私そのと

きはじめて中国人学生を教えたんですよね。やっぱ濁音の問題があって、聞

いてはいたけど、実際そこで自分の学生がはじめてそうなるのを見て、同じ

ふうにこう言ってごらんって言っても、やっぱり濁音が、になっちゃうとか

っていうのは、これ、どうしたらいいんだろうっていうのがそのとき。その

ときはじめてこう意識化されたっていうか。 

 

4.9.1.2 音声指導に関する乏しさ 

I は、カナダの大学ではじめて学習者の発音に意識を向けられるようにあり、教師養成

講座で得た知識を活用して、音声指導を試みていた。具体的には、「新出語彙のリピート、

テキストの本文や会話の読み、スピーチコンテストの指導」のようなものである。 
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音声に関して行ったことと言えば、新出語彙のリピート、テキストの本文や会話

の読み、スピーチコンテストの指導ぐらいであった。学生の発音で気になる部分

があった時は、学習者の母語の中で似たような音を探してイメージさせたり、上

手に言えない場合は、口の開け方や舌の位置などを示しながら、何度も繰り返し

てリピートさせたりするというものだった。しかし、それだけでは当然、学生の

発音はよくならない。中国人学生に濁音をどう教えたらよいのか、英語のように

聞こえる日本語はどうしたらいいのか、指導法がわからずにいた。文法の指導法

については多くの参考書が出ているのに比べ、音声に関する書籍は圧倒的に少な

い。たとえ日本語の音声について勉強できたとしても、それをどのように指導す

るかは別の話である。（I の総合レポート） 

 

音声の指導法として「学習者の母語の中で似たような音を探してイメージさせ」、「口の

開け方や舌の位置などを示し」、「何度も繰り返してリピートさせ」ることを試してきたも

のの、学習者の発音は改善できないままであった。I の悩みとして、的確な音声の指導法

がわからないこと、関連した書籍が少ないことが挙げられる。また、教師養成講座で日本

語の音声の知識は得たものの、実際の指導を行うためには乏しさを感じることがわかる。 

 

4.9.2 音声指導に関する学習の必要性 

 I には教師として、自分にとって最も足りないと思う音声教育に関する学習を進めるた

めに、「音声教育実践」を受講した。 

 

I：受講のきっかけは、えっと、やっぱり今までは文型とか、あと、構文を中心に

やってたので、授業をやるときに。なので、スケジュールを見たときに、そ

れ以外の例えば音声だったりとか語彙だったりとかあって、そういうのはも

う絶対に取ろうと思ってたんですよね。 

 

I は大学院授業のスケジュールから、自分にとって足りないと思う音声に関する授業を

受講することに決めた。4.9.1.1 で述べたように、I はこれまで教師として文型中心で指導

を行ってきたことを省察している。そして、自分に足りない音声や語彙などを補おうとし
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ている向上心が見て取れる。I は、「音声教育実践」をとおして、「音声の知識を学び、そ

れをどのように教えていくのかを学びたい」と思っている。 

 

・受講動機：文法や文型の指導のみならず、発音の指導もできるようになりたい。 

 

4.9.2.1 音声と文法は同じという教育観の生まれ 

I は、前述したように、これまでの日本語指導は文法中心であった。文法書を読んで体

系的に勉強してきており、年数を重ねて文法の知識を培ってきている。ところが、「音声教

育実践」をとおして I が気づいたのは、音声の指導も文法と同様、教師が体系的に勉強し

てからのことであり、文法と同様に音声も体系的に指導することができるという点である。 

 

I：音声も文法とかと共通してて、こう体系的に覚えるというそういうものがある

んだなというのがわかった。（中略）文法はすごくやっぱり最初に勉強するの

で。でも、わかんないこといっぱいあるんですよね、日本語の文法。それで

文法書だけ読んでるんじゃなくて、学習者から質問されてはじめてわかるこ

ととかもいっぱいあって。やっぱそうやって年数を重ねて文法の知識って増

えていくものだから。音声はこれからだなと思って。うん。ただその同じ発

想なんだというのがわかった。 

 

I がこれまで行ってきた日本語指導は、文法中心の指導であった。文法の知識を文法書

から体系的に学んできており、学習者からの質問によって教科書には書かれていないこと

にも気づくことが多々あった。音声の体系的な知識は、これから学習者とインターアクシ

ョンを取っていくことで一層深まっていくと期待している。このように、音声も文法と同

様に体系的に学んで教えていくことができるのだと意味づけるようになった。 

 

4.9.2.2 音声ならではの困難点「揺れ」 

I は、音声は文法と同様、教師にとって勉強する必要であり、体系的に教えられるもの

として認識している。一方、文法と比べ、音声ならではの困難点を感じている。 

 

I：文法とかよりももっと何かこう揺れが大きいかな？と。（中略）例えばその表
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に書いてある一応パターン化されてる形容詞だったらAとBのパターンとか。

でも、揺れがあるからすごく難しいし。自分がそういうふうに発音しないと

ころもあるので。それを最初から覚えなければならないというのもあって、

何か、関西のアナウンサーってこうやって標準語を訓練するんだろうなとか

思いながらやったりとか。〔笑い声〕そう、そう、そう。そう言えばこうやっ

て文法も勉強してたんだよなっていうふうに思ったりとか。 

 

I にとって、音声ならではの困難点は、発音に「揺れ」が存在するという点である。I は

北海道出身で、「音声教育実践」での実習生間のインターアクションをとおして、自分の発

音が東京方言のアクセントとやや異なる部分があることに気づく。また、I は海外在住歴

が長いため、最近の若者ことばのアクセントについて、「音声教育実践」の実習生間のイン

ターアクションをとおしてはじめてわかった。そのため、I にとって「音声教育実践」は、

発音の「揺れ」に気づく場であったのである（5.1）。 

以上をとおして、I にとって音声教育は、文法に比べて、地域差や年齢差による揺れが

存在するものとして意味づけられている。また、その揺れによって、難しいものと意味づ

けている。 

 

4.10 J にとっての音声教育の意味づけ 

J は、日本の会社で数年間働いた後、日本語教育能力検定試験を独学で勉強して合格し、

教師としての資格を手に入れた。420 時間の教師養成講座等は受講していない。日本国内

の区で活動しているボランティア団体で 1 週間 2 時間日本語を指導し、その後は、中国に

渡り 2 年間朝鮮族の学校にて中高生を対象に日本語を指導した。J は、「音声教育実践」を

受講する以前から、音声教育観は確固たるものである。J 自身が外国語学習をする際には、

ネイティブに近い発音を目指す学習者であった。そして、J が教師として日本語を指導す

る際にも、音声教育には特に拘って熱心であった。J の音声教育の意味づけの分析結果を

表 4.10 のようにまとめられる。 

 

表 4.10 J の音声教育の意味づけ 

意味づけ 

時間軸 
教育観・指導 音声教育の意味づけ エピソードの意味づけ 

受講前 言語教育において発音は学習者にとって自己実現スピーチコンテストにお
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重要である 

場当たり的な指導 

の手段 

そのために教師が発音を

訂正する 

いて発音は優勝を左右す

る手段である 

徹底的な音声教育を行う

ことで、学習者に優勝さ

せてあげたかった 

実際に音声教育を受けた

学習者は、その後もなめ

らかな発音を身につけて

話すことができた 

受講動機 
体系的な音声教育につい

て学びたい 

  

受講以降 

さまざまな教育観がぶつ

かった時に、「学習目的と

学習目標」に立ち戻って

考える 

音声の自律学習をサポー

トすることが教師の役割

である 

同じ「音声教育実践」を

取っている実習生間であ

っても教育観はさまざま

である 

 

4.10.1 受講動機に見られる音声教育の意味づけ 

4.10.1.1 音声を重視する教育観 

J は、自身の外国語学習時から発音を重要だと思っている。 

 

J：自分が外国語を習うときに、絶対こうネイティブに近い発音じゃないと嫌だ

から。で、よくこう通じれば気にしない人もたくさんいるじゃない？でも、

私はそういうのは嫌で、もう習うんだったらちゃんとこうその言語体系のち

ゃんとした音声を学ばなきゃいけないと思ってるので、きっとそういう人は

日本語を学ぶ人にもいるだろうと思って。音声教育って意外とそのちょっと

前の流行は、やっぱ通じればいいっていうのが結構主流だったので、それに

反発する気持ちがすごくありましたし、今もある。で、まあ、音声ってすご

く大事だなと今も思っています。 

 

実習生の中でも特に J は、外国語学習における音声は重要で、音声教育を大事だと考え

るという、確固たる音声教育観を持った一人であった。 

 

4.10.1.2 音声にこだわった日本語指導 

J は、2 年間の中国での教育実践において、特に音声教育に力を入れていた。主に朗読

大会やスピーチコンテストに向けての指導であった。 
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J：学年が小さい子は、中一、中二だと、『桃太郎』とかそういうもの読んで。え

っとね、大きい学年とかなると自分の作文を読むんだけど、うん、まずアク

セントを全部書くのね。原稿は割と大き目の字で書いて、こうアクセント全

部書いて。（中略）例えば「七人の小人」とかっていうときに、どうしても「し

ちにん」その無声化ができなかったりするのを、ここは「し」だよ、ここは

「ち」だよって、丸をつけて、この印は無声化ってやると、何か練習してき

て、家で。あとは私の読んだあの音声を家で聞いてっていうことかな。 

 

海外の日本語教育現場における中高生の日本語指導の中で、J は文学作品や学習者が書

いた作文にすべてアクセントを書いて、アクセント指導を行ったり、無声化の指導を行っ

たりしていた。 

J は音声教育をとおして、中高生の学習者の発音が上手くなっていくのを見て、教師と

してやりがいを感じているように見えた。 

 

J：すごい細かいところまでやっても絶対勝たせてあげたかったから、大会で。

先生は「もうそこまでしなくても大丈夫。」と言ったんだけど、私は最初、は

じめてやるからどこまでやったらいいかよくわからなくて、聞いてる人も審

査委員も日本人もいるから、あ、これは何か全部やらなきゃいけないなと思

って、そういうのも全部印をつけて。（Y：すごいですね。）今、思うとよく

子どもがそれについてきたなと思うんだけど、子どもだからあんまり不思議

に思わない。 

 

J は自分が行った発音に対する指導がやや厳し目だったと認識しつつ、中高生の学習者

たちは苦に思うことなく、上手くついてきてくれたことに感心している。「絶対勝たせてあ

げたい」という語りから、J の学習者一人ひとりに対する愛情が見て取れる。そして、J

が自分の指導する学習者に「絶対勝たせてあげたい」と思った背景には、次のような社会

背景も影響していることがわかった。 

 

J：優勝させたかったっていうのは、なんと言うの、それはまたなんか話がちょ
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っと違って、実は。中国って、よくわかんないけど、子供のときからのずー

っと履歴書みたいなのがあって、どこどこの大会でなんか優勝したとかそう

いうのがもう、就職するまでずっとあるんだって。でそれがすごく大事なの、

ね。確かに、親は必死なのね。自分の子を一つでも多くの大会に出して、一

つでも賞をもらうっていうのが。それで、私が居たときは、いつもこう、力

を持ってる親の子供が出てたわけ、大会に。すごく不公平なのね、正直。で、

私のときはなんか、そうじゃなくって、やりたい子にやらせてあげたいし、

その子たちがその、そこで賞を取るっていうのは、日本だったりで思ってる

よりもすごく、大事なことらしい。それで、そういうなんか履歴を作ってあ

げたかった。あの時はね。 

 

J は、スピーチコンテストに出て受賞するのは、力を持っている親の子供が多く、その

ような社会現象に疑問を抱えていたのである。実力のある学習者に努力次第で賞を取る喜

びや達成感などを味わってもらいたいと思っている。J は日本語のスピーチコンテストを、

ただ単に綺麗な日本語で話すことができたかどうかを評価される場として意味づけていた

わけではない。学習者が今後の人生を生きていくうえで、生まれつきの力ではなく、努力

次第に自分が望むことを手に入れることができるという知恵を身につけさせたかったので

あろう。スピーチコンテストで優勝をすることで、努力さえすれば夢は叶うという自信を

得る場として意味づけていたことがわかる。そこで、その夢を実現させる手段の一つとし

て、発音を認識しており、音声教育をその学習者の将来のために徹底的に行ったのである。

以上のことから、J は音声教育を学習者の夢を実現させるための、また勇気づけられるた

めの手段として意味づけていることがわかる。そして、一度音声教育を行っておけば、そ

の後の学習者の日本語学習には発音を意識してさらに綺麗な発音で日本語をしゃべるよう

になることを実感としてわかっていた。 

 

J：すごいよく音を聞き分けて、どんどんどんどん上手になるんだよね、練習し

たら。で、その集中的に大会のために練習するんだけど、まあ、代表で選ば

れて学校で何人か選ばれてやった子たちはそれが終わった後も、アクセント

は多少崩れるんだけど、こう全体的なこう何て言うのかな日本語らしさって

いうのって、残っていて。や、それはやっぱりすごいなと思って、最初はそ
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の朗読みたいなものをこう教育に取り入れたら割とこの後々までこう日本語

のプロソディーがこう体で覚えられるんじゃないかなと考えてましたね。 

 

音声教育の効果を実感した J は、音声教育を学習者にとっての自己実現の手段として捉

え、今後も続けていこうと思っている。 

 

4.10.1.3 場当たり的になっている音声教育への省察 

J は、これまでの教育実践の中で特に音声教育に力を入れてきた。そのような J が「音

声教育実践」を受講しようと思ったのはなぜだろうか。 

 

ただ当時は、発音指導に対する知識がなく場当たり的に教えることになってしま

ったため、発音を教えることに関して体系的な知識を身につける必要があると考

え、「音声教育実践」39を受講することにした。（J の総合レポート） 

 

J は中国における教師時代の音声教育を、「発音指導に対する知識がなく場当たり的に教

える」と意味づけている。そして、J 自身には「体系的な知識を身につける必要がある」

と意味づけているのである。これまで J は、自分の指導を受けた学習者の発音がどのよう

に聞こえるかを判断しながらの手探りの作業であった。 

 

J：今の実践でやってるみたいなあんな体系的な知識はなくて、複合語になった

らこうなるとか。その形容詞、動詞に型があるとかそういうのはなかったけ

どね。（中略）私、はじめて、あ、日本語の文ってアクセントだけじゃ読めな

いんだな。アクセントだけだとやっぱこういうふうになっていくじゃない？

（中略）アクセント記号だけだとすごい変に読むから。（中略）そういうルー

ルがあるんだなっていうのを知って驚いた。（中略）それ知らなかったよね、

日本人だから。 

 

J はこれまでの自分の音声教育法を自己流であると意味づけ、「体系的な知識」が不十分

だと捉えている。「場当たり的」な指導から「体系的」な指導へと移行を願っている様子が

                                                   
39 授業名が特定されないように、「音声教育実践」に修正した。 
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読み取れる。 

 

4.10.2 音声教育に関する知識の願望 

J にとって、「音声教育実践」における受講動機は 3 つある。 

1 つ目は、「日本語教育に必要な音声に関する知識を学ぶ」ことである。J はこれまで J

自身が持っていた知識は日本語音声学の知識で、「教育実践に必要な」日本語音声に関する

知識の体系を学ぶ必要性を感じていた。 

 

音声教育に対しては関心があったが、私が持っていた知識は、日本語音声学の知

識であった。日本語の「ん」はいくつもの異音を持つ、摩擦音はこれ、破擦音は

これ、などというものである。このような知識は、学習者の発音する音が日本語

の音とどう違っているのかを、指導する側が理解するには役立つものの、実際指

導する際には専門用語を使えるわけでもないし、そのような知識を学習者にその

まま伝えても意味がない。そこで効果的な音声指導を行うために「教育実践に必

要な」日本語音声に関する知識の体系を学びたいと考えた。（J の総合レポート） 

 

その理由は、音声学の知識は教師が理解するためには役立つものの、学習者にはそのま

ま教えることができないため、「教育実践に必要な」知識を学びたいということであった。 

2 つ目は、「どのような教材をどのように使えばいいのか」を考え、音声教育が行える方

法を学ぶことである。J はこれまで自身の教育実践を「結局 CD の音声や教師の発音をリ

ピートさせ、アクセントや単音レベルの間違いをその都度修正するということに終始して

しまった」という。つまり、教室その場で間違えた発音があったときに修正して正しく言

えればよしとする、場当たりの指導だったのである。 

3 つ目は、「学習者の母語によらない指導法を学ぶ」ことである。J が関わっていた教育

現場は、海外の中等教育現場であり、彼らは同じ言語を使っているため、母語による影響

は似ていたという。それに反して、日本国内の教育現場においてさまざまな言語を母語と

する学習者が集まった場合にもできる指導方法を身につけたいと思っている。 

これらの受講動機は、J がこれまで行ってきた教育実践から培ってきた問題意識を反映

しているのである。 
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・受講動機：発音は元々から重要だと認識している。日本語教育に必要な音声に関する知

識を学ぶことで、「体系的」な指導を行えるようになりたい。①どのような教材をどのよう

に使えばいいのか、②音声教育が行える方法は何か、③学習者の母語によらない指導法は

何か、を知りたい。 

 

4.10.2.1 学習者の高度の到達目標 

J はこれまで海外の中等教育機関での教師経験を持っていたが、「音声教育実践」では、

大学生のさまざまな背景を持つ学習者の発音学習を観察するようになった。 

 

J：私が一番最初驚いたのは、学習者が何かここに来る必要あるの？っていうぐ

らい、皆、別にそんな発音に問題ないよね。で、それを見たときにかなり衝

撃を受けて、本当に衝撃だったのね。だから、その発音って悪いものを直す

んじゃなくて、本当にその個人、個人個人のこう違いから出てくる欲求って

いうかなんだなっていうこともわかりました。 

 

J は、「音声教育実践」の実習クラスを受講している学習者の発音は十分聞きやすかった

にも関わらず、それよりも高い到達目標を掲げて発音クラスを受講していることに衝撃を

受けたという。一般的に発音指導は、「悪い」発音を「直す」というイメージが持たれやす

い。しかし、「音声教育実践」に集まった発音に意識が高い学習者は、「悪いものを直す」

のが目標ではなく、表したい自分のイメージに合わせて発音をよりよくしたいという高度

の到達目標を抱えていた。J は、一人の韓国人学習者との対話から「見せたい自分に発音

を合わせる」ことが音声学習の目標であることもわかった。学習者とのインターアクショ

ンをとおして、これまでただネイティブのように話したいからという漠然とした音声学習

の目標ではなく、現在の発音も伝わりやすけど、表したい自分を表現するための発音学習

という、より高度な音声学習目標を抱えている学習者と出会うようになった。 

 

4.10.2.2 さまざまな教育観を持つ実習生間のインターアクション 

4.10.1.1 で述べたように、J は音声を重視する教育観を持っている。J は「音声教育実践」

を受講し始めた当初、「通じればよい」と思う巷間の教師とは異なり、音声教育に集まって

きた実習生なら教育観には差が出ないだろうと考えていた。 
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日本語の発音指導についても、目指すべき発音は 1 つで、そこに到達するために

実践を行うのであるから、教育観に違いが出るなどとは思ってもいなかったので

ある。今振り返ればおかしい気がするが、初めのころは本気でそう考えていた。

最初はメンバー8 人それぞれの考え方をなかなかまとめることができず、打ち合

わせが毎週数時間も続くことに納得がいかなかった。（J の総合レポート） 

 

しかし、J の予想とは異なり、秋学期に集まった実習生 8 名はそれぞれ異なる教育観を

持っており、8 人の意見を収斂していくのは大変時間がかかっていた。実習生間の打ち合

わせには筆者も参加しており、筆者も 8 人の意見がなかなかまとまらず、議論がどこに向

かっているかわからなくなることがときどきあった。そのときに、J が述べるように、合

意点は「学習目的と学習目標」に立ち戻ることであった。 

 

打ち合わせも回を重ねるごとに、その回の学習目的と学習目標だけは絶対にぶれ

ないように徹底する、と認識を共有することでスムーズに進むようになっていっ

た。議論が迷走した時は「学習目的と学習目標」に戻ればよいということも少し

ずつわかっていき、無駄な議論が減っていったように思う。（J の総合レポート） 

 

「学習目的と学習目標」に立ち戻って、議論の道しるべを認識することは、J が参加し

た秋学期に限ることではない。筆者のこれまでの経験から、複数の実習生で議論の結論が

定まらなくなったとき、常に学習目的とは何だったのかに立ち戻って考えることで、不要

な議論は排除し、効率的に結論に至ることができた。J は、筆者や N など、すでに「音声

教育実践」に関わったことのある人からの意見が参考になったと述べている。 

 

このような議論に導いてくれたのは、「音声教育実践」40を経験済みの先輩や、こ

の実践を学習者として受講してから TA41の立場になった留学生が、それぞれの立

場から、適当なタイミングで適切な発言をして助けてくれたことが大きかったこ

とを述べておきたい。（J の総合レポート） 

                                                   
40 授業名が特定されないように、「音声教育実践」に修正した。 
41 Teaching Assistant の略語である。 
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以上のように、J は、実習生が抱えている教育観がそれぞれ異なるため、議論がまとま

らなくなったときに、「学習目的と学習目標」に立ち戻って考えてみるという学びを得た。

この気づきは、J が掲げた 2 つ目の到達目標である「どのような教材をどのように使えば

いいのか」を考えるうえで、大きな気づきを与えたと考えられる。「どのような教材をどの

ように使えばいいのか」に対する実習生の意見はそれぞれであった。だが、「学習目的と学

習目標」を意識することで、それに合う活動をデザインしていくことを学べたのである。 

以上のように、J はさまざまな教育観を持つ実習生と共に音声教育の活動や補助教材を

作成するときに、教育観のぶつかりなどによって意見交換が進められなくなったときには、

「学習目的と到達目標」を再認識することで、解決できると意味づけている。 

 

4.10.2.3 音声の自律学習をサポートするための教師の役割 

J は受講動機として、1 つ目に「日本語教育に必要な音声に関する知識を学ぶ」こと、2

つ目に「どのような教材をどのように使えばいいのかを考える」ことを挙げていた。J は

「音声教育実践」をとおして、それぞれの回において日本語教育に必要な音声に関する知

識を学ぶこともできたが、それよりも音声教育そのものの捉え方に変化が起こった。 

新たな音声教育の捉え方は、音声学習そのものは学習者が行っていくものであって、教

師が場当たり的に指導を行うだけでは、学習者にとっての音声学習にはならないというこ

とである。 

 

日本語の発音の音声学的知識を教えるわけでも、唇の形や舌の位置を細かく教え

るわけでもない。教師の仕事は、おおまかに言えば、学習者が日本語の発音につ

いて自ら学びを得るための仕掛けを作り、それを学習者に示すことなのである。

（J の総合レポート） 

 

J の語りにより、「学習者が日本語の発音について自ら学びを得るための仕掛けを作」る

ことは、教師にできる自律的な発音学習のサポートとして意味づけられる。 

 

学習者は教室で得た学びをもって、教室の外でその知識や方法を試し、フィード

バックを得て自分のものとしていく。発音に対する明示的な知識があるため、耳
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に入る日本語の発音に対して意識が高くなるし、話すときも発音に意識が向く。

こうして目標の発音を獲得していくための好循環が生まれるのであろう。（J の総

合レポート） 

 

そして、学習者は自ら教室で学んだ知識をもって、教室外で自ら学習を進めていくので

ある。つまり、これまで教師が学習者の発音の問題を解決してあげようとした教育観から、

学習者自らが自身の発音の問題を解決していくためにすることが音声教育だという教育観

へと、J の教育観の変容が見られる。教師の役割は、教室外で学習者が自律的に発音学習

を進めていけるように、教室内で自律発音学習に必要な知識や方法をサポートすることで

ある。このように、音声教育における教師の役割という側面から、以前は教師が訂正する

ものだと思っていたが、学習者が自律的に音声学習を進めるようサポートすることが重要

だと認識するようになった。 

また、3 つ目の受講動機であった「学習者の母語によらない指導法を学ぶ」ことも、教

師の役割が学習者の音声の自律学習をサポートすることであることを認識することで、ま

さに学習者の母語によらない指導法を身につけていったのだと言える。 

 

4.11 K にとっての音声教育の意味づけ 

K は、日本国内で 3 年間の教師経験を持っている。私設教師養成機関にて 420 時間の講

座を修了し、教師になる資格を取得した。教師養成講座の中でも音声科目を担当していた

講師の授業は面白く、音声にポジティブなイメージを持っている。また、同僚からの誘い

によって、音声に関するワークショップや研究会に参加してきた。K の音声教育の意味づ

けの分析結果を表 4.11 のようにまとめられる。 

 

表 4.11 K の音声教育の意味づけ 

意味づけ 

時間軸 
教育観・指導 音声教育の意味づけ エピソードの意味づけ 

受講前 

音声学の知識を生かした

単音レベルでの指導 

教師になったばかりの頃

は、学習者の発音が聞き

取れず苦労していたが、

年数が経つにつれ違和感

を覚えなくなった 

学習者の発音に違和感を

覚えていても指導しない

日本語教育現場への疑問 

受講動機 
 音声教育の捉え方、指導

法を学びたい 

教師としての在り方に疑

問を抱く 
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受講以降 

音声教育の範囲は、単音

レベルから韻律レベルま

で 

音韻知識を得ることで、

学習者の発音を意識的に

聞き取れるようになった 

日本語母語話者が持って

いる発音に関する語感を

知識として伝える必要が

ある 

自分自身が日本語母語話

者として日本語の発音に

無意識であったように、

学習者も自身の母語に無

意識であるはず 

だから、学習者の母語と

日本語の違いに気づかせ

る指導を取り入れるよう

になった 

 

4.11.1 受講動機に見られる音声教育の意味づけ 

4.11.1.1 教師としての在り方に対する問題意識 

K が実践を受講するにあたって自身の問題として抱えていたのは、学習者の発音に慣れ

ていることである。日本語学校に着任したばかりのときは、学習者の発音を聞いて、何を

言っているかわからなかった。 

 

K：日本語教師になったばっかりのときに、まず何か学習者が言ってることの意

味がわからない、聞きとれないっていうのもあったし、ただ何かやってる内

にだんだんそれがふつうになってきて。だから、変な発音で話してるのに気

がつかない自分…。 

 

教師になったばかりの頃は、学習者の発音が聞き取れず、何度も聞き返していた。だが、

教師としての経験を積むにつれ、徐々に学習者の発音に対応することができるようになる。

その結果、発音がよくなくても聞き返すことなく会話を進められるようになった。このよ

うな自分の姿を、当時は「教師として自分が学習者の発音に適応したのだ」と認識してい

た。 

ところで、K は日々の日本語学校での生活の中で、教育現場の問題としては、教師間で

学習者の発音のことで話題になるが、誰も指導をしようとしない現状に気づいていた。日

本の大学受験に向けて、日本語学校では、学習者の大学進学に関する相談を受けつくこと

も、教師の仕事の一つである。そのときに教員室に来たある学習者を巡ったエピソードで

ある。 

 

K：何かいわゆる勉強ができるみたいな人は結構いるんですよね。何かペーパー
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テストは点数がいいけど、何か大学進学相談でこう先生の部屋とかに来たと

きに、何か何を言ってるのかがよくわからない人とかもときどきいるし、（中

略）何か職員室で話題になってて、あ、もうあれは N1 って書かないほうが

いいんじゃないかみたいなことまで言われてて、何かそれってどうなのかな

と思ったんですね、そのときに。話題にはなるけど、誰も何も教えようとし

ない？感じがあって、先生の中にはあるのかなっていうの、気になりますけ

ど。ただ、じゃ、どうするの？と言われると、何か時間もないし、そんなこ

とよりやることあるでしょうみたいな感じの現状にはちょっと疑問を持ちま

すけど、うん。 

 

K は教員室の中で学習者の発音が話題になるが、誹謗にとどまっており、誰も音声教育

をしようとしない現状について残念に思い、居心地の悪さのようなものさえ感じていた。 

K は、このような日本語教育現場における居心地の悪さとともに、教師としての自分の

姿が果たして大丈夫であろうかという問題意識を抱えていた。学習者が教師ではない日本

人とコミュニケーションを取る場面で果たしてコミュニケーションが通じるであろうかと

いう疑問も残っていた。教師になったばかりの自分が経験したこととも相通じることがあ

るのだと、自己省察を行っていたのである。そして、学習者の発音に慣れている自分のこ

とを、教師としていかなるものかという省察に至る。 

 

よく考えれば外国人と接触し慣れていない日本語母語話者は当初の私のよう

に彼らの発音を聞き取れないこともしばしばあるであろうし、教師が学習者

の日本語の発音に「慣れた」ということは、逆に学習者の違和感のある発音

を「聞き流し始めた」ということになると気付いたときに、日本語教師とし

てそれでいいのだろうかと疑問を抱いた。（K の総合レポート） 

 

以上のように、K は教師になったばかりのときには学習者が話している日本語が聞き取

れなかったのだが、時間が経つにつれ、学習者の発音が聞き取れるようになった。学習者

の発音を流してしまっていて大丈夫だろうかという、教師としての在り方に不安を抱えて

いる。 
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4.11.1.2 日本語指導における音声教育の試み 

学習者の発音に慣れていた K だが、単音レベルで学習者の母語の影響が見られる特徴的

な発音を指導しようと試みたこともある。K が持っている音声教育に関する知識は、教師

養成で教わった調音点・調音法であった。Kは自分が持っている音声学の知識を生かして、

学習者に説明しようとした。 

 

K：「ス」とか「ツ」とか「シ」？「サ行」とか「シ」「チ」とかはすごく気にな

って、やってみたんですけど、働いてるときに自分、あ、でも、授業の中で

なので、そんなに時間も取れないし、まあ、でも、結局そんなに大した指導

はしてなくて、ただ、結果的には発音できるようになってたのかな。（Y：具

体的にどんな指導をしてましたか？）そのときは、全然その発音指導に対す

る知識がなかったので、能力試験に出てきた図をこう描いて〔笑い声〕（Y：

あの教育能力試験？〔笑い声〕学生に？）〔笑い声〕何かあの変な顔の図ある

んじゃないですか、断面図。（Y：〔笑い声〕）何かそれをとりあえず描いては

みたものの、まあ、あんまり伝わらずその場はそのまま流れて（Y：〔笑い声〕）

〔笑い声〕。ただ何か時間が経って、あれ、そういえば最近気にならなくなっ

たなって思ったんですね。 

 

K は、口腔断面図を黒板に書いて、「シ」「チ」と「ス」「ツ」といった発音の違いを視

覚的に見せようとする。しかし、K の説明は学習者にはうまく伝わらず、学習者に理解し

てもらうことはできなかった。このような経験から、養成講座で学んだ音声の知識を学習

者にそのまま伝えることは無理があるのだと認識するようになる。ただ、時間に経つにつ

れ、学習者の発音の問題は目立たなくなっていた。自分が行った指導が的確だったかとい

う自覚はなく、いつの間にか学習者の発音は直っていた。つまり、どのような方法が効果

的だったか省察する機会を持つことはできなかった。 

K は、日本語学校の時間に追われるカリキュラムの中でゆっくり音声教育について考え

ることができず、音声教育に関する問題を棚上げにして、3 年間過ごしてきたと振り返っ

ている。 

 



179 

4.11.2 教師としての音声教育の模索 

K は、これまで教師として学習者の発音やその指導に意識を向けていなかったことの省

察とともに、どのような指導ができるかを模索するという受講動機をもっている。 

 

実際に学習者の発音のどこに自分が違和感を感じているのか、また原因がわかっ

たとしてもどのように指導すればいいのかさっぱりわからなかったのである。か

つて養成講座に通っていたころに音声の知識だけは勉強したものの、実際に指導

する際にそれを学習者にそのまま教えることもできず、さらに日本語学校の時間

に追われるカリキュラムの中ではゆっくり発音指導について考えることもできず

に、結局そのままこの問題を棚上げにしてここまで来てしまった。教師として発

音指導をどうとらえるべきかを考え、また実際に発音に関してどのような指導が

行えるのかを模索するために今回「音声教育実践」42を履修した。（K の総合レポ

ート） 

 

K は「音声教育実践」をとおして、これまで「棚上げ」にしてきた音声教育に関する自

身の問題と向き合い、解決していきたいと述べている。教師として学習者の発音に慣れて

いる自分を点検し、教師として音声教育をどう捉えるべきかを考えること、そして音声に

関してどのような指導が行えるのかを模索したいという。 

 

・受講動機：学習者の発音への慣れの克服、音声教育の捉え方や指導法を模索したい。 

 

4.11.2.1 意識的に学習者の発音を聞き取ること 

K は受講動機の 1 つ目として、これまで教育現場において学習者の発音に慣れてしまっ

たことを克服したい点を挙げた（4.11.1.1）。K は、「音声教育実践」をとおして、音韻知

識を得ることによって、徐々に学習者の発音を自分が得た音韻知識を照合させながら意識

的に聞き取る習慣を身につけるようになった。一例として、以下の K の総合レポートでは、

アクセントに関する音韻知識を得ることで、K の教師としての聞き取りに次のような変化

が起こっていることが見て取れる。 

 

                                                   
42 授業名が特定されないように、「音声教育実践」に修正した。 
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アクセントに関しては、「平板型」などの型は知っていても、品詞によってあれほ

どルールがあるとは意識していなかったし、また一人でアクセントの特徴につい

て机に向かって勉強したとしても、実践を行っていなければおそらくこれほど記

憶に残らなかっただろう。名詞、動詞、形容詞それぞれのアクセントの特徴をき

ちんと理解することで、これまで自分が学習者の発音のどこに違和感を感じてい

たのかを教師として意識的に探すことができるようになった。（K の総合レポー

ト） 

 

「音声教育実践」を受講する以前も、K は私設の教師養成機関をとおして、音声学の知

識を学んだ。そのため、日本語のアクセントには平板型を含んだ 4 つのパターンがあるこ

とは知識として知っていた。しかし、品詞によるルールの変化は知っておらず、「音声教育

実践」をとおしてはじめて品詞によるアクセントのルールの変化を理解した。品詞による

アクセントのルールの変化を理解することで、学習者の発音を聞き取る際に、音韻知識を

ヒントにして違和感を覚えた発音の特徴を分析できるようになったのである。K の語りか

ら、何となく違和感を覚える発音であっても、教師が的確な音韻知識を持っていない場合、

違和感を覚えた理由が分析できないため、そのまま聞き流してしまうことが予想できる。 

そのことは、K がこれまで単音以外に違和感を持つ発音を具体的に思い出すことが難し

かったことからも言える。K は「音声教育実践」を受講する以前の音声教育に関するエピ

ソードの中で、単音の発音で違和感を覚えたことや、音声教育の経験を語っていた。それ

は、K がこれまで単音の発音に関する知識を持っていたことに起因すると考えられる。し

かし、コミュニケーションにおいては、辞書形よりもさまざまな活用形で使われることが

多い。だから、学習者の発音を聞いていて何かしらの違和感は覚えていても、判断基準が

ないため、どこがなぜ違和感を覚えさせるのかわからないままであった。しかし、活用形

のアクセントのルールを学んでからは、「学習者の発音のどこに違和感を感じていたのかを

教師として意識的に探す」ようになったのである。 

 

4.11.2.2 音声教育の捉え方の変容 

K が捉える音声教育の範囲は、単音のみならず、アクセントやイントネーションなどの

韻律レベルまで拡大するようになった。また、日本語母語話者として持っている発音に関

する語感を学習者が持っていない場合、音声教育の範囲になり得ると捉えるようになった。 
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まず、単音のみならず、アクセントやイントネーションなどの韻律レベルまで音声教育

の範囲として認識するようになった。K は教師として 3 年間日本語学校で働いたときに、

なかなか学習者の発音には違和感を覚えていなかったが、その中でも特にタイ人学習者の

「シ」「チ」「ツ」の発音には違和感を覚えていたという。つまり、K は「音声教育実践」

を受講する前は、単音レベルでの発音が気になり、音声教育を試みていた。しかし、「音声

教育実践」をとおして、単音のみならず、アクセントやイントネーションなど韻律レベル

を含めて、音声教育を意味づけるようになった。アクセントに関する例は 4.11．2.1 で述

べたため、ここではイントネーションにおける気づきを表す語りを示す。 

 

イントネーションに関しても、日本語学校で教えていた当時は教科書の会話練習

などで漠然と「疑問文は最後を上げて」といった指導を行っていたが、文の種類

や意図によってイントネーションが変化することを全く考慮していない指導であ

ったと反省した。今後は発話意図などもきちんと考え、イントネーションにも意

識を向けながら指導を行いたい。（K の総合レポート） 

 

K の語りから、単音も同様だが、これまでは文字に見える情報だけをもって音声教育を

行おうとしていたことに比べて、今は「発話意図」を踏まえたうえで、その意図に合うイ

ントネーションにも意識を向けて指導していきたいという、新たな教育観を得たことがわ

かる。 

次に、日本語母語話者が共通的に持っている音声関する語感を学習者が持っていない場

合、その語感を知識として伝える必要があると認識するようになった。 

 

K：やっぱり語感の問題は「きらきら」と「ぎらぎら」の違いって何か日本人は

すぐ感覚的にわかるんですけど、何かその「ぎらぎら」のほうが何か強い感

じとか重い感じとかっていうのはわかるみたいなんですね。濁音とかちょっ

と重い感じがするとか、そういう感覚はわかるみたいですけど、何か綺麗な

感じと汚い感じってあるじゃないですか。それはよくわからないみたいで。

何か濁音がつくとちょっと汚い感じがする。汚い感じ？ありますよね。（中略）

「けらけら」と「げらげら」だと、何かちょっとイメージが違うとかそうい

うのはやっぱりわかりにくかったみたいですね。（中略）そういうのはやっぱ
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り教師は伝えるべきなのかなと思いますね。 

 

K はオノマトペの例を挙げて、音声教育の指導内容に関する考えを述べているが、これ

は音韻知識を得たからこそ形成された教育観と言える。 

以上の語りから、アクセント、イントネーションなどの韻律レベルを音声教育の範囲と

して捉えるようになったこと、日本語母語話者が持っている発音に関する語感を知識とし

て教える必要があるというのは、K にとって音声教育に対する新たな意味づけと言える。

音声に関するさまざまな知識が教師として学習者の発音を判断したり、指導したりするう

えで役に立っていることがわかる。 

 

4.11.2.3 学習者に母語の発音を意識させること 

K は、発音学習をサポートするための教師の役割として、学習者に母語の発音を意識さ

せることを挙げていた。 

 

これまで日本語の発音指導を行う際に重要なものは日本語の音声に対する知識 

だと思っていたが、この実践を通して日本語音声の知識に加え学習者の母語に対

する知識も非常に重要なものだと気が付いた。もし私が日本語教師をしていなけ

れば、これほど日本語の発音に関する知識を学んではいないであろう。それと同

じく学習者も自分の母語に関する知識はあまり持っていなことをこの実習を通し

て学んだ。（K の総合レポート） 

 

興味深いのは、K が日本語母語話者である自身が教師になる以前は、母語の日本語発音

に対して無自覚であったことを想起しながら、学習者それぞれが持つ母語に対する知識や

意識が薄いだろうと予測している点である。このように、K は「母語話者」という視点を

もって、学習者一人ひとりも何かしらの「母語話者」であることを認識し、自分にとって

足りなかった「母語話者」としての知識を、学習者にも適用して彼らの音声学習をどのよ

うにサポートすればよいか考えていたのである。 

 

しかし母語の特徴を意識することで日本語の発音にも注意が向くという例が実習

内で度々見られたので、学習者に自分の母語の特徴を意識化させる手助けをする
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スキルも発音指導を行う教師に求められると感じた。そのためには教師側にも学

習者の母語に関する知識が多少なりとも必要であろう。その知識があれば、学習

者にとって難しい点や日本語の発音に問題がある場合はその原因などを知る手が

かりとなるし、学習者に母語の特徴を意識させることもできよう。（K の総合レ

ポート） 

 

それとともに、教師として学習者の母語に関する知識を少しでも知っておくことで、学

習者の母語に対する知識や意識を高めていくようサポートしようとする K の変容が見て

取れる。 

 

4.12 L にとっての音声教育の意味づけ 

L は、学部を卒業したあとすぐ大学院に進学しており、教師養成の講座を聞いた経験は

なく、日本語教育能力試験も受けたことがない。教師としての経験はないが、学部の時か

らの日本で留学している学習者との交流を多く持ってきていて、その中で日本語の質問を

受けることが多々あった。L の音声教育の意味づけの分析結果を表 4.12 のようにまとめら

れる。 

 

表 4.12 L の音声教育の意味づけ 

意味づけ 

時間軸 
教育観・指導 音声教育の意味づけ エピソードの意味づけ 

受講前 

日本語指導に携わったこ

とはない 

発音が上達する学習者と

上達していない学習者の

分かれ目には何があるの

だろうか 

学習者の友達から、文法

に関する質問は受けてい

ても、発音に関する質問

は受けたことがない 

受講動機 

 学習者が音声をどのよう

に学習していくのか観察

したい 

 

受講以降 

教師としての視点に目覚

められるようになった 

学習者の発音学習におけ

る上達への分かれ目は、

意識的に音声学習を行う

のかそうでないかによる 

自分の発音は、生シャド

ーイングの素材になり得

ることを知った 

 

4.12.1 受講動機に見られる音声教育の意味づけ 

4.12.1.1 音声学習過程の観察への要望 

L は、日本語教育の現場での経験がないため、まず学習者が日本語を学んでいく過程を
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実際に見てみたいと考えている。そして、学習者との交流の中で、文法に関する質問を受

けるけど、発音に関する質問を受けたことのないことについて不思議に思っている。学習

者の中には発音が上達している人とそうではない人がいて、その違いは何かと疑問に思っ

ていた。日々の学習者との交流から思っている疑問をもとに、「音声教育実践」の受講しよ

うと決めた。「音声教育実践」をとおして、学習者の音声学習の様子を観察したいという。 

 

L：教育現場で経験がなかったので、実際に学習者がどうやって、その、学んで

いってるのかなっていう現場が見てみたかったっていうのと、あと、学部時

代にいろいろと留学生と交流する機会があって、例えば、文法とかその「こ

の単語の意味は何？」っていうのはいろいろ聞かれたんですけど、発音の質

問っていうのは一度も受けたことがなかったですね。一度も受けたことがな

いんだけど、発音がいい人はいいし、悪い人は本当に上級者の人でも、あ、

あんまり何を言ってるのかわからない人もいて、この違いは何なんだろうっ

て思って、この実践を実際にやってる現場を見てみたいと思ったんです。 

 

以上から、L の受講動機は、日々の学習者との交流の中で受けた質問の内容、発音の上

達の差といった、日常生活のエピソードから抱いた素朴な疑問によるものであることがわ

かった。 

 

4.12.2 「音声教育実践」をとおした学習者の音声学習過程の観察 

L にとって、教師としてどうやって教えるかよりも、まず学習者はどうやって音声を学

習しているかを観察したいという受講動機が優先的であることがわかる。そして、学習者

がどのようなときに音声に意識を向けるようになるのかに着目して音声学習の過程を観察

しようと考えている。 

 

L：今まで発音に意識を向けてなかった学習者がどういうタイミングで気づくの

かっていう、その気づく瞬間とかそういうものが観察してわかっていければ

いいなと思いました。 
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・受講動機：学習者がどうやって音声を学んでいくのか観察したい。 

 

4.12.2.1 音声学習における意識の分かれ目の発見 

L は、4.12.1.1 で述べたように、学習者の音声学習過程を観察したいと思っている。「音

声教育実践」の中で学習者とのインターアクションをとおして、L は音声学習過程を観察

していた。 

 

L：一番最初にグループになったときには、その「自分たちで辞書使って、アク

セントチェックしてください。」っていう課題があったときに、こう辞書開い

て「どうぞ。どうぞ。」って何回も言ったのに、一度も使ってもらえなかった

んです。で、結局自分たちの知識で頑張って問うてみようとして、やっぱり

全部は合ってなかったんですね。 

 

秋学期の実習では、アクセントの回において母語別にグループ分けをし、同じグループ

を 2 週連続で担当する工夫をしていた。学習者の母語によって、難易度や間違えやすいと

ころが異なると思ったからである。最初の L が担当したときに、アクセント辞典をもって

アクセントを調べる活動で、学習者はなかなかアクセント辞典を使わず、自分の頭に入っ

ている知識のみで、アクセントを推察していた。 

 

L：なんだけど、その次の授業のときに、ああ、今日も頑張って進めなきゃいけ

ないのかなとこう辞書を「どうぞ。どうぞ。」って言わなきゃいけないのかな、

どうやろうかなと思ってたら、学習者のほうから「辞書いいですか？」って

言って、こう自分から調べ始めたので、あれ？この一週間で何があったのか

な？（Y：へえ、何があったんだろう。）〔笑い声〕そうなんです。同じグル

ープだったから、その違いがはっきりわかって、（Y：うん。）あ、これは自

分でその調べるツールにアクセスする方法がわかったっていう気づきだった

のかなっていうのを、すごくびっくりしたんですよね。 

 

ところが、2 週目に同じグループを担当したときに、学習者は自らアクセント辞典を引

いて、アクセントを調べていたのである。学習者の行動の変化から、L は音声学習におけ
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る意識の変化を察知している。つまり、L にとって、発音が上達する人と上達していない

人の分かれ目は、音声学習過程において自ら発音を調べるツールを意識的に探して自律的

な学習に生かせるかどうかにあると意味づけられる。 

 

4.12.2.2 日本語教育者としての認識の芽生え 

L は「音声教育実践」を取り始めた頃は、学習者が発音をどのように学習していくかに

深く興味を持っており、教師としてどのように音声教育を行えばよいかという教師として

の意識は薄かった。ところが、「音声教育実践」の回を重ねるたびに、L 自身を教師として

意味づけるようになっていく様子が見て取れた。発音に特化したクラスならではの気づき

かもしれないが、L は学習者とのインターアクションの中で、実習生である自身の発音が

学習者によって鋭く観察されていることに気づいた。 

 

L：うん、何だろう、生きたシャドーイングの素材なのかなって思って。あの、

こっちでほかの学習者に指導してるときに、向こうで、私の口を見て、マン

ブリングをしている学習者がいたんです。学習者で。「はあ、見られてる。」

と思って。〔笑い声〕（Y：〔笑い声〕）だから、いつもシャドーイングのチャ

ンスを窺ってる学習者にとってはすごく役に立つのかなと思って。 

Y：うん、そうですね。引き締まりますね、何か。 

L：そうなんです。この間も「このアクセントはこうですね。」って教えたとき、

「でも、先、先生は違うアクセントを使ってました。」って言われて、ひやっ

としたんです。見られてたって。〔笑い声〕 

Y：へー、それって具体的にどんなアクセント？ 

L：どんなアクセントだったのかな…。うんと、活用のとき、活用が出てきてた

から、多分、（Y：い形容詞とか？）い形容詞か動詞、まあ、どっちかですよ

ね。動詞だったのかな。（Y：鋭い。）鋭くて、ひやっとしてました。「はい、

こういうこともあるんです。」って〔笑い声〕。 

 

L は、教師としての経験がゼロであり、「音声教育実践」において実習生として日本語を

教えることが初めての日本語指導場面であった。L が日本語指導を行っている間、学習者

は L の発音をマンブリングするなど、注意深く L の発音を観察していた。学習者の反応を
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見て、L は自分自身を「生きたシャドーイングの素材」として意味づけている。自分自身

の発音が学習者にとって音声学習の素材になり得るのだと気づかされ、日本語教育者とし

ての認識が芽生えた。 

L は、当初の受講動機として、学習者がどのように音声を学習していくかを観察したい

と述べていた。しかし、L は自分が学習者を観察したのみならず、自分自身も学習者によ

って観察されていることに気づかされたのである。つまり、「音声教育実践」において、実

習生と学習者両方が相互の発音を注意深く観察していたと言える。 

 

4.13 M にとっての音声教育の意味づけ 

M は、L と同様、学部を卒業したあと、すぐ大学院に進学した。学部時代に教員養成課

程や私設の教師養成講座を履修したことがなく、日本語教育能力検定試験も受けたことが

ない。教師としての経験はゼロである。M の音声教育の意味づけの分析結果を表 4.13 の

ようにまとめられる。 

 

表 4.13 M の音声教育の意味づけ 

意味づけ 

時間軸 
教育観・指導 音声教育の意味づけ エピソードの意味づけ 

受講前 

誰もが努力さえすれば発

音の達人になり得る 

途中で諦めてしまう日本

人のタイ語学習者のこと

が理解できなかった 

外国語学習における音声

学習成功経験 

受講動機 
音声教育に関する知識や

教育観を育てたい 

  

受講以降 

音声の自律学習における

特徴を理解することがで

きた 

学習者それぞれが目指す

発音の到達目標がある 

音声学習の目標は学習者

が決定権を持つものであ

る 

これまで自分が日本人の

タイ語学習者に押し付け

てきた音声学習方法につ

いて省察することができ

た 

 

4.13.1 受講動機に見られる音声教育の意味づけ 

4.13.1.1 外国語学習経験に起因する音声学習の記憶 

M は、外国語学習者として英語とタイ語の学習経験を持っている。英語を勉強したとき

とタイ語を勉強した時で、音声学習に関する考えの変化を経験している。まず、英語に関

しては「発音は上達しないものだ」という考えを持っていた。 
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M：中、高、大、確実二年生ぐらいまで授業として英語の授業を取ってたんです

ね。で、8 年間か、8 年間の英語の学習に費やしてきたのに、やっぱり自分

の英語の発音にすごいコンプレックスがあって、その、今ではちょっと馬鹿

げてたなと思うんですけど、発音って直らないものだと信じてた、信じてた

というか、直るものだと思ってなくて。で、やっぱり自分の発音って日本人

訛りっぽい日本語っぽい英語なんだっていうのが自分の中に意識にずっとあ

って、だからあんまり話したくないし、恥ずかしいから聞き手に聞かれるの

も恥ずかしいから話したくないし、なかなかこう上手になるためには話すこ

とがいいってわかってても、うん、躊躇して、あまり自分に英語を曝したく

ないってずっと思ってて。 

 

ところが、タイ語学習時に英語学習時持っていた音声学習に関する考えが180度変わる。 

 

M：でも、大学二年生のときに、まあ、結構半ば英語はもう諦めようと思って、

で、違う言語勉強してみようと思って、で、タイ語の授業を取ったんですね。

で、いろいろ動機はあったんですけど、タイ語ってもう明らかに日本語と違

って、英語とも違って、まず声調があるというので、そのとき、ちょっとで

もこう声調の上がり下がりを間違ったら全然伝わらなくて、単語一つを取っ

ても。それで衝撃を受けて、自分で発音をかなり意識して勉強するようにな

って、そのときの先生もすごいいい先生で、発音に関しても徹底的に最初の

半年くらい教えてくれて、それで、自分でもいろいろ例えばパソコンで自分

の声を録音して、聞いて、で、ドラマとか見て、そのドラマの人が言ってい

る感じと自分を比べて、どう、一緒かな、違うかなとかやってみたり、自分

でもこういろいろ試行錯誤をするようになって、で、段々通じてきて。で、

「本当にタイ人みたいタイ語の発音だね。」とかすごい言われるようになって、

やっぱ発音って練習したら努力次第で、あの、よくなるし、ネイティブに近

づくのもできるし、直せるものなんだというのを本当に実感して、大学二年

から四年にかけて。で、実感して。 

 

M にとって外国語発音学習における意識の変わり目として、タイ語の授業を取ったこと
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が挙げられる。M は、タイ語の音声学習に成功した体験があるため、音声学習への意識が

高まった。タイのドラマを見ながらシャドーイングをしたり、タイ語教師に発音に関する

アドバイスを受けたりすることで、発音を上達させてきた。タイ語に堪能になった M にと

って、誰もが発音練習すれば、ネイティブレベルにまで上達することができる。 

 

4.13.1.2 音声教育の可能な教師を目指すこと 

M は、自分自身がタイ語学習者としてタイ語を試行錯誤しながら学んできたことを思い

出し、教師として学習者に発音に関するアドバイスができる教師になりたいと以前から思

っていた。 

その一つの要因として、タイ人のタイ語教師が音声教育に積極的に取り組んでくれたこ

とを挙げていた。 

 

M：先生にもすごい感謝しているし、発音は努力次第でまず変われるんだって知れ

たこと自体すごい私の中では大きかったので、やっぱ教える人のこう意識次第

で学習者もいろいろ変われるんだなと思って、すごい印象に残っています。 

 

教師が持っている音声教育に対するポジティブな教育観が、学習者にとっても音声学習

を行ううえでポジティブな影響を与えると考えられる。M は自分にタイ語の発音を指導し

てくれた教師のように、日本語の発音指導ができる教師になりたいと考えている。 

 

M：自分が日本語を教えるってなったときに、その、日本語学習者に対しても、

うん、結構そのタイ語のときには、人の助けを借りずに自分でいろいろ試行

錯誤をしながら、ああでもない、こうでもないといって、いろいろ悩みなが

らやったんですけど、自分が教える立場になったときに、こういろんなアド

バイスができたらいいなと思うので、探しててこの授業に会ったというのも

あるんですね。 

 

日本語の音声に関するアドバイスができる教師になりたいという教師像を持っている。

だが、実際に M は日本語の音声に関する知識を持っておらず、日本語を話すときに自分が

発音に無自覚であることを述べていた。 
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M：あまりにも自分が日本語の発音に対して自覚がない、まあ、ネイティブだか

らっていうのもあるけど、無意識に何でも話して、アクセントとかもあまり

気にしてないし、イントネーションとかも普段気にすることもなかったので。

まず自分が教える立場になるっていうのを想定して、どういうふうに教えて

いったらいいのか。で、日本語の発音の構造っていうか、体系とか、パター

ンとか、そういうのを具体的に知って。 

 

また、M は教師としての経験がゼロで、学部を卒業してすぐ大学院に進学したため、指

導の経験が積める場を望んでいた。 

 

M：しかも、あの、教える機会もすごい充実してる、毎回 30 分ぐらいも取って

自分一人に対何人かで直接指導することができるので。いい機会だなと思っ

て取りました。 

 

このように M が「音声教育実践」を選択した背景には、タイ語教師の音声教育に対する

ポジティブな考えから影響された音声学習に対するポジティブな姿勢、日本語に対する無

自覚さ、そして実習として学習者と対面で指導の経験が積めるという 3 つが起因している

ことがわかった。 

 

4.13.2 日本語音声教育のための知識や教育観の育み 

M は、日本語の発音を指導するための知識や方法、理念や教育観を育てたいと思って、

「音声教育実践」を受講した。 

 

日本語の発音を専門的に教えるための知識や方法を得、どのような発音教育を目

指すかという理念や教育観を育てたいという思いから、実践を受講したいと強く

思っていた。（M の総合レポート） 

 

4.13.1.1 や 4.13.1.2 から述べたように、M は自らの外国語学習経験をとおして、音声学

習による達成感を理解しており、自分が味わえたような達成感を学習者にも味わってもら



191 

いたいと考えている。そのために、日本語の音声学習に関する知識や方法を知り、音声教

育に関する理念や教育観を育てたいという受講動機を抱えていることがわかる。 

 

・受講動機：音声学習の達成感が共有できる教師になるべく、専門知識や方法を身につけ、

理念や教育観を育てたい。 

 

4.13.2.1 音声学習目標の決定権 

M は、「音声教育実践」をとおして、音声学習の目標は学習者それぞれによって異なる

という点に気づいた。 

 

M：自分がどのレベルまでなりたいか、発音において。母語話者レベルぐらい、

ネイティブみたいに完璧になりたいのか。それともまあ伝わればいいやと思

ってるのか。それもあの、本当に人それぞれで目指すレベルが、あの発音の

授業に、この授業をとってた人の中でも差はあるじゃないですか。それに気

づけて。 

 

「音声教育実践」と連動している発音クラスは、音声を学ぼうと自ら発音クラスを選択

して受講した学習者が集まっている。ところが、M は学習者の母語も背景も、またそれぞ

れが掲げる音声学習の目標も異なる状況の中で、教室の中で目指す発音をどのように示せ

ばよいか考えさせられたと語っている。 

 

M：まあ、授業の中ではその一人一人のこの人は完璧にしたい人、この人はそこ

まで合わせられないのも現状だから、そこで先生があの最低限伝わる発音を

こう指導するところに心がけましょうという話があって、それですごくその

話に納得して。 

 

「最低限伝わる発音」を指導することとは、「音声教育実践」の担当教員の教育観が反映

されたものであり、このような教育観に基づいてデザインされた育実実践であることから、

M がそのような気づきを得たのには一理がある。ただし、それだけでなく、M はこの教育

観をもとに、これまで自分が持っていた発音に関する考えを分析し、新たな教育観へと構
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築していく様子が見られた。 

M は、自身の外国語学習歴から現在の日本語指導に至るまでの、外国語関連授業や学習

をとおして、音声に関する考えを変容させてきた。4.13.1.1 で述べたとおり、大学 2 年か

ら始めたタイ語学習をとおして、発音は努力次第にネイティブレベルまで到達可能である

ものだと捉えるようになった。そして、ネイティブレベルという理想の到達目標を向かっ

て誰もが努力する必要があると捉えていた。そのため、音声学習に努力を重ねず、到達し

ない学習者を理解できず、押しつけがましい考えをしていたと振り返っている。 

 

当時は、微力ながらも自分の成功体験を他の学習者に生かしてもらいたいという、

今考えるとなんとも押しつけがましい考えをもっていた。筆者は、タイ語を日本

語の母音体系で発音している友達に、なんとか改善してもらいたいと度々働きか

けたことがある。その人の発音を良くないと決めつけ、自分の練習方法や練習リ

ソース等を紹介したのである。しかし、それはただの紹介に終わり、彼らは次の

学期にはタイ語の受講を辞めていた。当時は、彼らはなぜ発音を改善しようとし

ないのだろうと疑問に思っていた。（M の総合レポート） 

 

このような、発音がなかなか上達せず困っている学習者を助けようとしていた M 自身の

教育観は、「音声教育実践」をとおして再構築することになる。M は、発音の到達目標は、

教師を含め他人によって決めつけられるものでないと認識するようになった。学習者自身

が決めるものであり、人それぞれ異なるということを理解している。そこで、タイ語学習

者に音声教育を行おうとしていた自分自身の教育観を次のように捉え直し、音声教育観を

再構築することになる。 

 

どのような発音をしたいかというのは、話すその人自身が決めることであって、

まわりから強制されて教えられても何も変わらないし、その学習者にとってはむ

しろ迷惑であるということである。しかし、当時の筆者は頭でっかちで、言語教

育に発音教育という専門化された分野があれば、万人を助けることができるだろ

うということなどを考えていた。（M の総合レポート） 

 

M は、タイ語の発音の上達を、身をもって体験しており、練習次第に誰もが上手になる



193 

ものだと認識していたが、音声学習に関して学習者それぞれが掲げている目標は異なるこ

とを理解した。そして、学習者本人が発音を上達しようという目標を持っていないときに、

無理矢理に教える側が目指すべき発音を決めつけ、音声学習を押しつけることは望ましく

ないことだと、自身の音声教育観を再構築するようになった。 

M は、「音声教育実践」をとおして、「最低限伝わる発音」を身につけてもらうことが音

声教育の目的だと意味づけた。M は、「音声教育実践」を受講する以前、タイ語を学習し

ていたときに目指すべき発音は一つだけだと思っていた。それは、タイ人に間違えそうな

タイ語の発音であった。つまり、M は、タイ語の到達目標をタイ人に間違えそうなタイ語

で話すことと設定した。M にとってタイ人に見られるというのは、タイ語学習のやりがい

を感じさせ、達成感を味わわせるものであった。 

M が所属していたタイ語クラスの日本人のタイ語の発音は、たどたどしく、M は、日本

人クラスメートは、もっと練習が必要だと判断していた。そして、自分が行ってきた学習

方法を押しつけていたという。なかなかタイ語の習得が上手くいかず、タイ語学習を諦め

てしまうクラスメートの姿は、M にとって理解できないものであった。ここで、M の到達

目標は、表現主体としてのピラミッド型の到達目標の中でも、高次の自己表現であり、M

にとってタイ人のようだという褒めは、タイ語学習動機を維持させ、もっとタイ語が好き

になり、タイ人との交流も楽しいものとなってきた。ところが、M のタイ語クラスの日本

人学習者にとって、タイ語の発音の到達目標は、M より下位レベルの意味伝達であり、そ

の意味伝達すら上手くいかず苦労していたと考えられる。 

しかし、M は、「音声教育実践」をとおして、学習者一人ひとりが目指す発音は異なる

というのを理解するようになった。ある学習者は、日本人に間違えるような日本語音声表

現を目指しており、ある学習者は意味が通じればよしとする。 

「音声教育実践」の実習に集まった 30 名程度の学習者はそれぞれ目指す発音が異なっ

ていた。そのことから、M は目指すべき発音をどこに置くかで悩んでいた。そして、音韻

知識を持って伝わる発音の範囲を理解するとともに、「最低限伝わる発音」を身につけても

らうことが音声教育の目的だと意味づけた。M のエピソードでは、学習者によって到達目

標がそれぞれ異なっている様子が見て取れる。つまり、意味さえ通じればよいと思ってい

る学習者もいれば、より高い到達目標を掲げて自己表現の手段として音声表現を身につけ

たいと思う学習者もいる。その到達目標を決めるのは、あくまでも学習者の選択である。 

M は、タイ語学習に成功した経験から、誰もが努力さえすればネイティブのような発音
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は手に入れられると考えていた。そして、周りのタイ語学習者にも自分が行ってきたタイ

語学習の工夫を伝えようとしていた。当時の M は、学習者が目指すべき発音は一つであり、

皆がそれに向かって努力することで目指す発音を手に入れることができると考えていた。

しかし、「音声教育実践」において、発音クラスに集まった学習者の中にも目指すレベルが

それぞれ異なっていることや、学習者が目指すレベルによって学習意欲や学習スタイルが

異なることを知った。そこで、学習者が目指す発音や音声学習の到達目標は、教える側が

決めるものでなく、学習者本人が決めるべきだと理解するようになったのである。 

 

4.13.2.2 音声の自律学習のサポート 

 M は、「音声教育実践」のシラバスや授業デザインについて、次のように述べる。 

 

M：一番この授業で大切というか、私が大切だと思ってたのが、まず、発音に普

段の生活でも意識を向けることっていうのが何かすごいこの授業の根本、柱

になっているような概念っていうか、気をつけたいことだったので、その発

想を先生から聞いたときに、あ、やっぱそのほうがいいって考え直しました

ね、そのときは。 

 

M は、この「音声教育実践」の到達目標を、教室外の普段の日常生活においても音声に

対する意識を向けて自律的に音声学習していくことだと理解している。 

 

「教室外の自律的な発音練習につなげるような実践活動を意識することが大切だ」

（中略）実践では、アクセントを自分で調べて、確認できるようにすることが大

きな目標の一つであった。そのため、実践中に、わからないアクセントがあれば

自分で（電子）辞書を使って調べて確認するという作業を取り入れた。11 月 26

日第 8 回の実践では、アクセントが分からなかったら自分でアクセント辞典を使

って調べるということを、活動を始める前にきちんと伝えたため、アクセント辞

典を片手に学習する姿がみえた。特に、自分の国の料理を紹介するという活動の

前に、TA43が指示していないのにもかかわらず、自分が言いたい動詞のアクセン

トを辞典で調べてプリントにメモしてから発表する学習者もいて、発音の自律的

                                                   
43 Teaching Assistant の略語であるが、実習生自身のことを指している。 
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な学習方法を実践できているようでとても感心した。（M の総合レポート） 

 

M は、授業にデザインされていた「教室外の自律的な発音練習につなげる」ことに沿っ

て、学習者がいかに自律的に音声を学習していくかサポートをしながら、学習者の様子を

観察していることがわかる。学習者の音声学習姿勢の変化から、自律的に音声を学習する

こととは何かを体験していたと言える。つまり授業の中にデザインされていた「自律学習」

とは、学習者とのインターアクションの中で具現化されたのである。 

 

実践中に、発音の問題点を指摘することもできるが、全てを解決できるわけでは

ない。そのため、この科目の履修終了後も、どのように自分で発音を学習してい

くかという部分にアプローチすることがとても大切だと思う。なぜなら、発音は

一昼夜で習得できるものではなく、日々の練習の積み重ねが必要だからである。

（M の総合レポート） 

 

M は、音声学習の特徴として、「一昼夜で習得できるものではなく、日々の練習の積み

重ねが必要だ」ということを理解したことがわかる。 

 

学習者が自分で発音を練習しようと思ったときに、どのようなリソースで何の練

習をすればよいかという方向を指し示すことができるのが専門家ではないかと思

う。（M の総合レポート） 

 

つまり、M が「音声教育実践」をとおして、学習者それぞれが抱える音声学習における

到達目標は異なることを理解した。次に、学習者が自分の発音を上達させようと思ったと

きに教師に何ができるかを考えている様子がわかる。学習者の音声学習を自律的かつ長期

的に続くものだと捉え、「どのようなリソースで何の練習をすればよいかという方向を指し

示す」ことができる人が音声教育の専門家だと捉えるようになった。 

 

4.13.2.3 意識づけのための手段としての音声学習素材 

M は、練習素材を見極め、学習者の自律学習を促すうえで、素材をどのような目的で導

入するかを判断する力を身につけた。例えば、授業では担当教員から 100 個程度のミニマ
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ルペアが提供され、それをどのように使うかは実習生に任されていた。M はミニマルペア

をはじめは発音の練習素材だと考えていたという。しかし、議論を重ねていく中で、練習

するための素材ではなく、アクセントによって意味が変わる発音がこれだけあるとのこと

を、学習者に知ってもらい、アクセントに意識を向けるための手段であったことを理解す

るようになる。 

 

M：あれの一つの目的として、発音がアクセントが変わると意味が違っちゃう名

詞、動詞、形容詞がこんなにたくさんあるんだよと気づかせることが結構私

だけじゃなく、先生もそのときおっしゃってて。あー、そうですね。思い出

しました。私、結構、練習の場だと思ってたから、100 個渡したら練習でき

ないし。（Y：ああ、全部練習すると思ってたんですね？）そう、そう。だか

ら、結構もうできる範囲で、できる数を渡したほうがいいんじゃないかなっ

て思ってたんですけど、インパクトをとって、これだけあるんだという意識

を持ってもらうこと。（中略）結果的に 100 個配って、で、3 回ぐらいでした

かね。授業に入る前に、い形容詞のときも名詞のときも動詞のときも確認を

して、あれやるだけでも、まずアクセント変わったら意味が変わるというの

もそもそも知らない人もいたと思うし、数があれだけある。それでも制限す

るんですね。なので、あれだけあるというのを知ってびっくりすることだけ

でもすごい効果があったと思います。 

 

たった 3 回の授業の中で 100 個に至るアクセントを練習し、覚えることは学習者の発音

向上に繋がるだろうが、教室外における学習者の音声の自律学習という側面から考えたと

きに、ただ目の前の単語を覚えるだけでは、自律学習面ではあまり効果が期待しにくいか

もしれない。したがって、100 個程度の単語リストが並ぶミニマルペアという学習素材を、

覚えて練習する素材ではなく、アクセントによる意味の違いに意識を向ける材料として意

味づけるようになった。 
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4.13.2.4 学習者との関わりの中での実践 

M は、「音声教育実践」を受講した学期にはじめて日本語チューター44としても勤め始め

ていた。日本語チューターとして学習者の日本語をサポートするときのエピソードを紹介

している。 

 

M：何か「虹の会」というサークルがあって、（中略）何か日本語のイベントをし

たり、それに結構彼女が行ってて、彼女がいつも「ニ
￢

ジの会」「ニ
￢

ジの会」と

言うんですよ。で、最初わかんなくて、「へえ、二時に何するの？」って言っ

てずっと、「夜の二時？それとも昼の二時？」とか言ってずっと何か最初わか

んなくて、「ニ
￢

ジの会、ニ
￢

ジの会で、カウントダウン、年末に行った。」とか

言ってて、「へえ？何で二時に？」〔笑い声〕と思ってて。「ちょっと漢字見せ

て。」って言って、そうしたら「虹」だったんですね。あ、それは「ニ
￢

ジ」だ

ったら時間の午前午後の二時になっちゃうから、「虹」って言ったら、雨が降

ったあとのかかる虹だよって言うことで、あ、日本語ってアクセントとか違

ってたら意味変わるんだねって彼女がそこでぼそっと言ってた一言があった

ので、あ、これは発音に意識が向けられた瞬間だなと思うことはあったんで

すけど。 

 

M は、サポートしていた学習者との会話から、レインボーを意味する「虹」と時刻の「二

時」のアクセントの違いに気づく。このように「音声教育実践」外の教育現場において、

学習者の発音と音声の自律学習の一環として気づきの瞬間などを観察している様子が見て

取れる。 

 

4.14 N にとっての音声教育の意味づけ 

N は、本研究における実習生のうち、唯一非母語話者の実習生であり、中国語母語話者

である。N が卒業した大学は中国と日本で契約を結んでおり、最初の 2 年間は中国の大学

で勉強し、その後の 2 年間は日本の大学で勉強をするというシステムを備えている。その

ため、N は大学の 1 年生と 2 年生を中国で、大学の 3 年生と 4 年生を日本の大学で過ごし

                                                   
44 調査フィールドの大学の日本語教育センターの Teaching Assistant の一つ。外国人留学生の

日本語学習をサポートする。 
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た。その後は、日本の大学院に進学した。教師としての経験はないが、学習者として中国

と日本における日本語教育を受けてきた。N の音声教育の意味づけの分析結果を表 4.14

のようにまとめられる。 

 

表 4.14 N の音声教育の意味づけ 

意味づけ 

時間軸 
教育観・指導 音声教育の意味づけ エピソードの意味づけ 

受講前 

日本語学習の経験の中、

音声学習に積極的に取り

組んできた 

発音の上達は学習者の自

信に繋がる 

発音が上達した学習者

は、よい成績を取ること

ができ、日本語と関わる

進路に進んだ 

受講動機 

発音の上達は、日本語で

話すことに自信を持た

せ、日本語学習のモチベ

ーション、進路にも繋が

る。 

音声教育が行える教師に

なりたい 

 

受講以降 

 音声教育活動の目標を達

成したときに実習生とし

ての自信に繋がった 

実習生としてよりよい発

音を示すために発音練習

や確認が必要である 

 

4.14.1 受講動機に見られる音声教育の意味づけ 

4.14.1.1 中国の大学での日本語学習委員の経験 

N は、中国の大学に在学していた頃、クラスを代表する学習委員として、朝の自習時間

に中国人のクラスメートを対象に音声教育を行っていたという。アクセント辞書の調べ方

をクラスメートと共有していたエピソードを、次のように語る。 

 

N：朝、授業入る前に 30 分間取って皆さんに配り紹介しました。で、電子辞書の

この文字は、この③っていうのはどんな意味ですか。この⓪っていうのはど

んな意味ですか。で、あれを先生のいないとき、私から教えて、そうすると

もう電子辞書も使えるようになって、電子辞書で発音チェックしたりとか使

えるようになって。どうしてああいうことをやったかというと、何か本当に

もう 5 人以上かな、あのクラスメート、電子辞書持ってきて、「N さん、こ

の③、この⓪、何の意味ですか？」って私に聞きました。そうすると、多分

わからないのは大抵かなと思って、一応学習委員ですので、じゃ皆に教えま

しょうって思ってて、一週間ぐらい、一週間毎日、授業に入る、当日の全部
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の授業に入る前に三十分取って一時間のこういう何か自習らしくない自習を

やりました。 

 

N は自ら率先して、クラスメートのために、アクセント辞書の使い方を共有した。クラ

スメートから日本語のアクセントに関する質問を受けることも多々あった。そして、N は

次のように普段の大学生活から、自律的に日本語の音声学習を行っていた。 

 

N：毎回のその教科書は一応●●大学の教科書を使ってたんですけど、あの発音

にも確かに③とか②の記号あったんですけど、間違いだらけなんですよね。

それはね、本当に間違ってるところが多すぎて。（中略）●●大学の教科書は

そもそもその丸、③とかあれついてなかったんですけれども、中国に訳した

ときにはそれをわざと入れたので、でも、間違いだらけですので、あれ、も

し直さないと本当にこんなに化石化したら大変だなと思って、毎回新しい授

業に入る前に、日本人の先生と一緒にまず私が辞書で調べたり、で、テープ

で聞いてチェックして間違ってるところ直して、それで、日本人の先生にも

ちょっと見てもらって、これでよろしいでしょうか。で、そして、新しい授

業に入る前に、このリストのどこのどこが発音こうですよ。間違ってますよ。

一応全員に教えて、こういうふうに一年間やりました。 

 

 N は、中国の大学で日本語を学習していた頃から、日本語の音声に対する学習意欲が高

かったことが見て取れる。 

 

4.14.1.2 発音の上達から持てる自信 

N は、これまで学習者として周りの学習者を観察しながら、発音に対する考えを構築し

てきた。それは、発音がいいことは、日本語で話すことに自信を持って、日本語学習のモ

チベーション、将来の進路などにも影響を及ぼすという考えである。 

 

N：中国で日本語を勉強してたとき、最初に気づいたのは、あの、発音がいいか

悪いかと、成績がいいか悪いか、ちょっと関連性があるっていうこと？です

よね。やっぱり発音のいい学生であれば、何か喋るのも自信持ってて、自分
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発音変じゃないので、何となく自分もわかってますので、あの、日本人の先

生と喋るのもそんなに怖くなくて、クラスで答えるときとかも自信持って、

割とどんどんどんどん成績上がっていくんですけど。でも、発音のよくない

学習者は恥ずかしいとか自信ないとかこういうすごいネガティブな気持ちで、

そして結局最後まあ、今、私の大学時代のクラスの皆もう卒業してますよね。

結局、就職するときに日本語捨てましたよね、4 年間日本語勉強したのに。

でも、自分の日本語は喋れないので捨てました。自分の発音はどうしても変。

結局最後まで多分「読む」「書く」は、ある程度できるんですけど、喋れない

し、で、あの、ときどき自分の発音、話せない、発音聞いてもわからない。

そうすると、もう「聴解」も直接影響あって、だから、発音はあの日本語全

体の能力アップに、あ、関係あるなと思ってましたよね。それは、最初の気

づきでした。 

 

N は、自分自身を含め、多くの学習者を観察してきた経験から、学習者の発音と、成績

や卒業後の進路が関係していると意味づけている。発音が上達したら、自信を持って学業

が進められ、将来も日本語と関連した職業に就くことが多いという。発音が上達すること

で、学習者は自信が持てる。N は、音声をその人の進路まで関連づけて考えていることか

ら、自己実現を達成させていくための手段として音声を意味づけていると言えよう。 

 

4.14.2 音声教育が行える教師になることへの願望 

 N は、日本での留学を終わらせた後は、中国に戻って教師として日本語を教えていくこ

とを計画している。自分が教師になったときに、音声教育が行える教師でありたいという

夢を持っている。 

 

N：将来やっぱり中国に帰って、あの、中国で日本語教師になるときもこういう

音声のこういう教え方も自分の授業に持っていきたいので。だから、この授

業をとおして、まあ、いろんな皆で一緒に補助教材をディスカッションした

り、で、あと、教え方を勉強することもできて、すごく将来的には役に立つ

かなと思って取りました。 
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N は、日本語の音声教育について学ぶことは、将来的に教師として役に立つと意味づけ

ている。4.14.1.2 で述べたように、N にとって学習者の発音の上達は、日本語で話すこと

に自信を持たせ、日本語学習や進路にも繋がると意味づけられる。そのことから、N が学

習者に音声学習のサポートを行いたいという夢は、単なる発音の上達を到達目標として考

えるのではなく、学習者の日本語学習のモチベーションや将来の進路にもよい影響を及ぼ

す教師として学習者と関わりたいというものである。 

 

・受講動機：発音の上達は学習者の自信に繋がるため、音声教育が行える教師になりたい。 

 

4.14.2.1 学習者によりよい発音を示すための発音練習 

N は、これまで自分の日本語の発音を上達させるために発音練習を行ってきたが、「音

声教育実践」においては、実習生として、学習者によりよい発音を示すためにさらに発音

練習を行った。 

 

N：実習生として入るとき、なるべく自分の発音、最初から最後までたとえ今日

の授業と関係なくても正しく発音できるように注意したんですよね、やっぱ

り。（中略）毎回記事とか少なくとも 5 回くらい練習してましたので、そう

じゃないとちょっとたぶん。で、お昼のときご飯を食べながら、M さんに「こ

の発音もう一度発音してください」とか、やっぱり緊張しますよ。でも母語

話者の方ももしかしたらこの授業を取ることで、自分今まで方言の発音とか、

まだ気づいていない方言の発音とか気づくことができると思います。 

 

周りの実習生に発音に関する質問をしたり、一人で発音練習をしたりしながら、よりよ

い発音で音声教育ができるように準備していた。 

また、秋学期において実習生全員で、アクセント確認を行っていたが、そのことを N は

次のように意味づける。 

 

N：皆で一緒にチェックして、あ、これはこういうふうに読みますよとか、これ

は「れっしゃ」（平板型）か「れ
￢

っしゃ」（頭高型）か、これどっちのほうが、

で、皆でチェックしたらすごい安心感はね。（中略）こんな感じでやっていき



202 

たいな。で、あとは、やっぱり自分の癖はね、皆で一緒にチェックしないと、

何か誰か、例えば私だけ辞書引いたりとか。でも、例えばときどきはね、辞

書で引いても出ないのがいっぱいありますので。あれは、私の立場からは母

語話者の意見聞きたいですよね。 

 

N は、実習生全員でアクセント確認ができたのは、よりよい発音を示すうえで「安心感」

を得ることに繋がったと意味づけている。また、一人でアクセント辞書を引いても出てこ

ない語のアクセントについては、母語話者の意見が聞けたので、よい学びの場として意味

づけていることがわかる。 

 

4.14.2.2 学習者としての視点の活用 

N は、唯一非母語話者の実習生であった。実習生間のインターアクションの中では、特

に N の学習経験に関する質問が多く見られた。 

 

履修者の中唯一の日本語非母語話者であるため、ミーティングの時に、まるで日

本語学習者の代表として常に意見を聞かれました。「N さんはこの教室活動をど

う思いますか」「N さんはどこが一番重要だと思いますか」のような質問がたく

さん来ました。おかげで、意外に自分の学習経験も学習者視点も十分生かせまし

た。教師だけではなく、同時に学習者の一員としてこの実践に関わっていたよう

です。（N の振り返りシート） 

 

実際に N は、打ち合わせや授業において「自分がこのクラスを受講している学習者なら」

という視点からいろいろと発言していた。例えば、学ぶ内容の質がよければ、活動の面白

さや量などはあまり関係ないという、自らの学習経験を生かした発言などである。 

 

N：学習者が求めている教室活動とは何？それは今までの教案もときどき 4 個、5

個の教室活動入れたりとか、こういう回もありましたよね。そうすると、わ

りと量じゃなくて、量より質のほうがもっと重要ですよね。学習者が役に立

つと思ったら、たとえ教室活動少なくても、ちょっと面白くなくても、きち

んとやってますよ、皆も。でも、たとえどれほどいっぱい入れたりとか、何
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か形式どんどん変わってて面白いなってこういう教室活動ばっかりで、でも

学習者が役に立たないと判断したらそれは無駄、あまり意味のない教室活動

になっちゃいますよね。 

 

N は、このように学習経験を生かして、「音声教育実践」を構築していく構成員として

積極的な発言を行っていた。 

 

4.14.2.3 実習生としての自信 

N は音声教育を実践することで、実習生として自信を得る様子が見られた。 

 

N：自分も普段間違って発音してますので、ほかの方もたぶん方言の影響で間違

っている発音をする場合もあると思って、そこを 40分間最初から最後まで、

すごく気をつけて、間違えないように気をつけて発音するのがちょっと大変

でした。でも、なんか終わってから、先ほども言ったように達成感はね、ち

ょっと今まで私がとった中で達成感が一番大きい。やりましたっていう。 

  

N は、「音声教育実践」を準備する過程の中で、自分の発音が間違わないように、一所

懸命発音練習をしており、実習中にも特に自分の発音に気をつけていたという。そして、

実習が終わったら、いつもとは違う達成感を味わうことができたという。4.14.1.2でNが、

学習者にとって発音を上達させることは自信に繋がるのだと意味づけていたように、N は

「音声教育実践」をとおして、準備した音声教育活動の目標を達成したときに、実習生と

しての自信を得ることに繋がったと意味づけることができる。 

 

4.15 小括 

本章では、実習生の「音声教育実践」の受講動機に見られる音声教育の意味づけと、「音

声教育実践」をとおした音声教育の意味づけの変容を明らかにした。本章の分析結果は、

表 4.15 のようにまとめられる。4.15.1 では、実習生の音声教育の意味づけに共通的に見ら

れる変容を 4 点にまとめる。4.15.2 では、受講動機そのものの変容をもって、実習生の音

声教育の意味づけの変容をまとめる。最後に、4.15.3 では、本章の分析結果が次章にどう

繋がっていくかを示す。 
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表 4.15 音声教育の意味づけの変容 

実

習

生 

音声教育の意味づけ 
省察の 

対象 「音声教育実践」の受講前 「音声教育実践」の受講後 

A 音声より内容を重要する

教育観を持っていた。音声

教育は必要性があまり感

じられていなかった。 

コミュニケーションにおいて発音は意味伝達や

印象を与えるうえで大事だと捉え直した。内容

を重視する教育観が変わったわけではないが、

既存の教育観に誤解のないコミュニケーション

のためには音声学習が必要だと認識するように

なり、教育観がより深まった。 

実習生の

教育観 

 

音韻知識 

B 文型や読解中心の日本語

指導を行い、音声教育は

「後回し」になっていた。

リピート法で音声教育を

行ってきた。体系的な音声

教育はできていないと自

覚している。 

体系的な音声教育とは、音韻知識に基づいて発

音に関する説明ができることである。B 自身の

発音を省察することで、音韻と音声レベルでの

発音が異なっていることを自覚した。これまで

行ってきたリピート法と、日常生活における音

声とは異なるモデル音声を提示していたことを

省察した。また、自身の教育現場で音声教育を

試みることで、上級学習者の発音学習に関する

ニーズを把握でき、音声教育の必要性を認識し

た。音声学習成果に対する認識が発音の意識化、

長期的な視点に移り、日常生活をとおした音声

学習のサポートを教師の役割として認識するよ

うになった。 

実習生の

教育観 

 

学習者の

音声学習 

C 発音の問題で不利益を被

っている学習者がいるこ

とはわかっていた。しか

し、納得のいくような音声

教育はできていない。音声

教育とは、文字と音の一致

だと思っていた。中級以降

になると、音声教育を行わ

なくなる。 

教師として音韻知識を学ぶことの喜びを知っ

た。この喜びを学習者にも味わってもらいたい。

音韻知識を整理して学習者に伝えることで、学

習意欲も教室の雰囲気も変わっていくのだと捉

えるようになった。以前は、文字と音の一致ま

でが音声教育の範囲だと捉えていたが、韻律要

素を含めて音声教育の範囲を捉え直すようにな

った。韻律レベルでの音韻知識を指導すること

で、学習者は拙い発音によって被る不利益を克

服できる。また、音声学習において意識づけと

長期的な視点で音声学習を捉えるのが重要だと

認識するようになった。 

実習生の

教育観 

 

音韻知識 

 

学習者の

音声学習 

D 声を媒介とした専門職の

経験があり、その知識経験

を生かして日本語指導を

行ってきた。ただ、学習者

に沿った視点から音声教

育の知識と経験を積みた

い。 

専門知識と経験がより具現化していった。専門

知識とは、日本語の音韻特徴の理解、学習者の

苦手項目の把握だと意味づけていた。経験とは、

学習目標に合う活動、またその活動を振り返る

ことだと意味づけていた。また、学習目標を考

え直し、若者ことばや気持ちを伝える話し方も

指導内容として捉えるようになった。 

実習生の

教育観 

E 音声より内容が大事だと

捉えている。発音に苦手意

識を持っており、学習者の

以前は、学習者の発音で気になる点がなかった

のに、「音声教育実践」をとおして学習者の発音

で気になる点が増えてきている。学習者の話し

実習生の

教育観 
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発音で違和感を覚えたこ

とは特にない。自分の苦手

意識を克服したい。 

ている内容が重要だという教育観と音声を気に

している教育観が共存して揺さぶられることも

ある。教師自身の苦手意識を克服するために、

音韻知識をまとめておきたい。以前より、学習

者の発音に意識を向けられるようになった。 

音声に対

する苦手

意識 

F 日本語教育の経験がなく、

はじめての日本語指導で

ある。学習者に関わること

に慣れたい。教壇実習では

なく、グループ活動という

点から受講した。 

「音声教育実践」で得た知識や経験が日々の学

習者との関わりの中に生かされている。学習者

との関わりに慣れることができ、日本語教育者

としての自信を持った。 

実習生自

身 

G 音声教育の優先順位が低

いという現状を、日本語教

育における一般的な観念

として受け入れていた。学

習者の要望に合わせ、発音

指導を試みる際には、プラ

イドを傷つけないように

注意した。 

金融業界に携わってきた人生経験をもとに、音

声コミュニケーションに求められる「発音のス

テップ」があると意味づけている。日本語教育

経験は少ないものの、社会生活をとおして得た

経験と結びつけ、G 独自の新たな教育観を生み

出している。また、音声に対する苦手意識を克

服するために、徹底的に音韻知識を整理し、自

身の発音の特徴を観察し、省察していく様子が

見られた。音声教育を行うためには、教師にと

っても音声の学習が必要である。音韻知識およ

び教師自身の発音を分析し準備することで、自

信を持って音声教育が行える。 

音韻知識 

 

音声に対

する苦手

意識 

H 発音は重要だと思ってい

るが、教育現場ではカリキ

ュラムに従った文型中心

の指導が多い。音声教育の

方法としては先輩教師の

真似や外国語学習経験を

生かしてきた。 

発音教育という概念を知り、発音教育に優れて

いる教師像とは何か考えてみる。教師としての

役割を考えるうちに、揺さぶられる様子が見ら

れた。教師にとってわからないことがあること

をポジティブに捉えるようになった。 

音韻知識 

 

実習生自

身 

I 文法中心の日本語指導を

行ってきた。教師養成講座

で日本語の音声の知識は

得たものの、実際の指導を

行うためには乏しさを感

じる。 

音声も文法と同様に体系的な指導が可能であ

る。文法について、これまで学習者から質問を

受けることで気づきが多くあった。音声はこれ

から教育実践を行っていくことで、学習者との

インターアクションから気づきを深めていける

と期待する。音声ならではの困難点は「揺れ」

である。地域差や年齢差による発音の揺れに困

難を感じる。 

音韻知識 

 

音声に対

する苦手

意識 

J 言語教育において発音は

重要である。普段から日本

語教育現場では音声教育

を行ってきた。ただ、J 自

身が持っている知識は、独

学で得たもので、場当たり

的に音声教育を行ってき

たと自覚する。 

音声教育の捉え方に変化が起こった。音声教育

の目的は間違っている発音を直すのではない。

表したい自分のイメージに合わせて表現するた

めに、それに合う発音を身につけることだと認

識した。また、音声の自律学習をサポートする

のが教師の役割だと認識した。これらの認識は、

J が最初掲げていた到達目標である知識や教え

方を超えた音声教育の捉え方である。音声教育

の計画を立てるときに戸惑ったら「学習目的と

学習目標」に戻るべきである。 

音韻知識 

 

学習者の

音声学習 
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K 教師になったばかりのと

きは学習者の発音が聞き

取れなかった。だが、教師

としての年数が経つにつ

れ、学習者の発音に対する

違和感がなくなった。教師

としてこのままでいいの

かという疑問を抱いてい

る。 

音韻知識を得るとともに、学習者の発音を意識

的に聞き取るようになった。音声教育の捉え方

として、指導の範囲が単音から韻律レベルへ拡

大した。また、日本語母語話者が共通的に持っ

ている音声に関する語感を学習者が持っていな

い場合、それを知識として伝える必要がある。K

は自身の発音を省察した経験から、日本語母語

話者にとって自身の発音を把握するために、音

韻知識を学ぶ必要があることを認識した。それ

と同様に、学習者にも母語の発音を意識させ、

日本語との違いを認識させると日本語の音声学

習に役立つと意味づけた。 

学習者の

音声学習 

L 学習者との交流において

文法の質問は受けるが、発

音の質問は受けたことが

ない。学習者によって発音

の差はどのように生まれ

るか気になっている。 

音声に意識を向けること、学習ツールを用いて

自律的に音声学習を行うことが、発音の上達の

原因だと把握した。音声学習過程を観察する中

で、学習者の音声学習における意識の分かれ目

が発見できた。学習者にとって L 自身の発音は、

学習素材になり得ることに気づかされ、日本語

教育者としての認識が芽生えた。 

学習者の

音声学習 

M 外国語学習における楽し

かった発音学習の経験を、

日本語指導にも生かした

い。誰もが練習すれば発音

は上達すると思っている。 

個々の発音学習という考え方を持つようになっ

た。学習者が目指す発音の到達目標は、学習者

自身が決定する。それは、これまで外国語学習

者として誰もが練習すれば発音は上達するとい

う押しつけがましい考えを省察してからの意味

づけである。自律的な発音学習のサポートが重

要であり、意識向けとして学習素材を用いる。 

学習者の

音声学習 

N 発音の上達は学習者に自

信を持たせる。音声教育が

行える教師になりたい。 

非母語話者の実習生としてモデル音声を示すた

めに、発音を練習する必要がある。教室の中で

示す日本語の発音は事前にできるだけ確認して

おく。日本語学習経験を生かして、学習者にと

って役立つ活動は何か省察し、計画に反映する。

「音声教育実践」で一つひとつの活動を達成し

ていくことで実習生としての自信を得た。 

実習生自

身 

 

4.15.1 音声教育の意味づけの変容 

実習生にとっての音声教育の意味づけには、次のような変容が見られた。 

 

（1）音声および音声教育の捉え方 

教師経験を持っている実習生の中には、音声教育を積極的に行ってきたと自己認識

している実習生は 2 名を除き、ほとんどの実習生が文型や文法の指導を行っており、

音声より内容を重視するため音声の指導は行ってこなかったという実習生もいた。教

師経験のない実習生の中には、このような現状が日本語教育現場の当たり前のことだ
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と思っている人もいた。ところが、いずれの実習生も、「音声教育実践」をとおして、

音声教育の内容として捉える範囲は、「単音レベル」から「韻律レベル」へ拡大したこ

とがわかった。また、音声コミュニケーションにおいて、音声は「意味の伝達」およ

び「気持ちや印象を伝える」うえで重要な役割を果たしていると認識するようになっ

た。また、理解主体に求められる音声は、場面によって異なると意味づけていること

がわかった。 

（2）音韻知識の重要性 

実習生の中には、教師養成講座で得た音声学の知識を持っている人がほとんどであ

ったが、その知識を音声教育の実践現場に生かすことは難しいと認識していることが

わかった。音声教育を行うためには、音声学も重要だが、音韻知識も持つ必要がある45。

実習生の中には、音韻知識を得ることで、これまで明快に説明できなかった日本語の

音声の特徴を言語化したり視覚化したりすることで、音声教育活動に生かすようにな

ったことを、教師として得た喜びや達成感として意味づけている様子が見られた。音

韻知識を得ることで、体系的に音声教育ができるようになったと認識していることも

わかった。音韻知識をもってこれまでの自分の指導法を省察する実習生も見られた。

また、音韻知識を用いた体系的な音声指導を、これまで行ってきた文法の指導と同様

であると意味づけていることがわかった。一部の実習生の中には、上記の音声学と音

韻論の違いや、音声の物理的な性質により、苦手意識を持っている様子も見られた。

それとともに、苦手意識を克服するためには、音韻知識が重要であり、今後の教育現

場において学習者の音声に関する言動に意識を向けるようにする必要があると意味づ

けている様子が見られた。 

（3）音声学習のサポートの在り方 

リピート法を採用して、発音指導を行ってきた実習生が多くいたが、「音声教育実践」

をとおして、音声の自律学習をサポートするのを重視するようになったことがわかっ

た。新たな音声学習のサポートの在り方として、音声の自律学習のサポートを認識し

た実習生には、教師の役割も捉え直していた。音声学習の経験を持った非母語話者の

                                                   
45 「音声学」は音の物理的な性質を、「音韻論」は心理的な作用が関わった音の特徴を指す。

例えば、「神田（かんだ）」とう単語を通常の話すスピードで発音したときには聴覚印象とし

て平らな発音になるが、ゆっくり発音すると「か」が低く、「ん」と「だ」は「か」よりは高

めに発音するという心理的な作用が伴われる。そこには、日本語の標準語のアクセントにお

いて、第 1 拍と第 2 拍の音は異なるという認知が働くためである。 
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実習生は音声を学習した経験があるため、音声学習のサポートをするうえで優れてい

ると、ほかの実習生から評価され、日本語の音声を自然に身につけてきた母語話者は、

音声学習においては素人であると意味づけられる様子が見られた。ただ、上記（2）

で示したように、教師も音声教育を行うためには音韻知識の学習が必要なので、学習

者とともに学習する存在として意味づけられることがわかった。 

（4）学習者にとっての音声や音声学習に対する理解 

「音声教育実践」をとおして、音声学習における学習者の発言や行動を観察するこ

とができた。音声に意識を向け、学習ツールを用いて音韻知識を活用する様子を察知

することができ、発音が上達する学習者とそうでない学習者の違いは、上記のような

学習姿勢にあると意味づけていた。音声学習は、学習者にとって、表したい自分を表

現するための手段として意味づけられることがわかった。当初は、上級学習者には話

していることの内容が理解主体に伝わるため、音声教育は不要であり、発音を指摘す

ると上級学習者のプライドを傷つけることになる可能性があるという考えが見られた。

しかし、学習者とのインターアクションの中で、上級学習者だからこそ、自己表現の

ための音声学習のニーズがより高いのだと意味づけるようになった。 

 

4.15.2 受講動機そのものの変容 

最後に、実習生の受講動機は、「音声教育実践」を受講した当初に比べて、回を重ねるた

びに、より具体的になっていったり、別の視点を持ったりするようになったこともわかっ

た。本章では、受講動機をそれぞれ実習生の分析観点にしていたが、その受講動機自体が

回を重ねるたびに変容するということは、音声教育に関する理解をより深めることができ

たとも解釈できる。 

最初の受講動機に見られる実習生の到達目標は大まかなものであることが多かった。例

えば、「音声教育に関する考え方を学びたい（A）」「体系的に教えられるようになりたい（B）」

「基本的なことを学びたい（C）」「専門知識と経験を積みたい（D）」「理念や教育観を育て

たい（M）」などである。 

回を重ねることで、これらの到達目標は、より具体化されていった。例えば、「音声の意

識化（A）」「音声の傾向やルール（B）」「音声の意識化のサポートや音韻知識（C）」「専門

知識と経験の細分化（D）」「学習者個人が決める学習目標（M）」などに変容した。 

また、受講動機を述べるときの視点が変化した実習生も見られた。 
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最初は発音を教師自身の問題として捉えている実習生が数人いた。例えば、「自分の苦手

意識を克服したい（E）」、「学習者の発音に慣れていることを克服したい（K）」など、受講

動機が教師自身の目標であるように見える。しかし、徐々に教師自身から学習者へと視点

が移っていく様子が見られた。新任教師よりベテラン教師であればあるほど、「学習者の学

習を支援する」46ことに意識が向けられる。「音声教育実践」という小さなコミュニティー

の中で、実習生は回を重ね成長していき、よりベテラン教師としての視点を持つようにな

ったと言えるのではないだろうか。 

 

4.15.3 本章の分析結果と次章との繋がり 

実習生の語りを分析すると、「音声教育実践」をとおして、観察している対象や省察の対

象がそれぞれ異なっていることがわかる。それは、第 4 章の分析観点として、実習生自身

が抱いている受講動機や掲げている到達目標を選んでいることに起因する。実習生それぞ

れの興味や関心を持っている対象が異なっていて、それを同じ基準で分析する必要はない

からである。ただ、14 名の実習生の語りから明らかになった音声教育の意味づけには共通

している点も見えてきた。まず、実習生自身の教育観、発音、音韻知識に関する省察など、

実習生自身に対する省察が多く見られた実習生と、学習者にとっての発音や音声学習など、

学習者の様子を語り、音声学習に対する省察が多く見られた実習生がいた。 

第 5 章では、実習生自身の発音、音韻知識に関する省察を、音韻知識の学習という観点

からエピソード形式でまとめる。その対象は、第 4 章で特に実習生自身に対する発音や音

韻知識に関する学びを語っていた、A、B、C、D、G、H、I、J である。 

第 8 章では、実習生にとっての音声教育の意味づけの中でも、学習者にとっての音声、

音声学習とその目標について、さらに詳しく論じる。その対象は、第 4 章で特に学習者と

のインターアクションをとおして得た学びを語っていた、B、C、J、K、L、M である。

学習者とのインターアクションをとおして得た学びの様子をより詳しく分析する。 

本章の分析結果と次章との繋がりを図 4.15.3 で示す。  

                                                   
46 當作（2003 p.122） 
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実習生 省察の対象 

A 実習生の教育観 

音韻知識 

B 実習生の教育観 

学習者の音声学習 

C 実習生の教育観 

音韻知識 

学習者の音声学習 

D 実習生の教育観 

E 実習生の教育観 

音声に対する苦手意識 

F 実習生自身 

G 音韻知識 

音声に対する苦手意識 

H 音韻知識 

実習生自身 

I 音韻知識 

音声に対する苦手意識 

J 音韻知識 

学習者の音声学習 

K 学習者の音声学習 

L 学習者の音声学習 

M 学習者の音声学習 

N 実習生自身 

図 4.15.3 第 4 章の分析結果と次章との繋がり  

第 6章 補助教材の

作成 
（春学期の実習生 A

,B,C,D,E,F と秋学

期の実習生 G,H,I,J,

K,L,M,N が作成し

た補助教材） 

第 5章 音韻知識の

学習 
・アクセント確認Ⅰ 
（実習生 G,H,I,J） 
・アクセント確認Ⅱ 
（実習生 A,B,D） 
・漢字の促音化 
（実習生 C） 

第 7章 実習生間の

インターアクショ

ン 
（春学期の実習生 A

,B,C,D,E,F が用い

たメーリングリス

トの文面） 

第 8章 学習者との

インターアクショ

ン 
（学習者の音声学

習に対する省察が

多く見られた実習

生 B,C,J,K,L,M） 
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第 5 章 音韻知識の学習 

 

本章では、「音声教育実践」をとおして実習生が音韻知識を学習していく様子が見られた

3 つのエピソードを取り上げる。エピソードの実態と、実習生による意味づけを分析する。 

1 つ目のエピソード（5.1）は、秋学期の「音声教育実践」の実習生が第 4～7 回並びに

母語別発音練習や総復習における「日本語のアクセント」の指導を準備する過程で実施し

た「アクセント確認Ⅰ」47である。「アクセント確認Ⅰ」は、実習生全員体制で行われてい

たが、その中でも発言が多く見られた G、H、I、J を中心に記述していく。筆者がつけた

フィールドノーツと実習生の語りを中心に「アクセント確認Ⅰ」の実態と、実習生による

「アクセント確認Ⅰ」の意味づけを分析する。 

2 つ目のエピソード（5.2）は、春学期の「音声教育実践」の実習生が第 2 回の「日本語

のリズム」の指導準備過程で実施した山手線路線図の「アクセント確認Ⅱ」である。第 2

回の「日本語のリズム」は、アクセントを指導する単元ではないが、実習生間では山手線

路線図のアクセントを確認する行動が見られた。「アクセント確認Ⅱ」においては、音声学

的観点と音韻論的観点から、発音に関する発見があった。筆者がつけたフィールドノーツ

と実習生の語りを中心に「アクセント確認Ⅱ」の実態と、実習生による「アクセント確認

Ⅱ」の意味づけを分析する。 

3 つ目のエピソード（5.3）は、春学期の「音声教育実践」の第 3 回の「話しことばの発

音」の復習として実施した「漢字の促音化」に関する補助教材制作過程と、補助教材を取

りまとめていた実習生 C の語りが中心となる。実習生 C は補助教材制作をとおして、「漢

字の促音化」に関する音韻知識を整理することができ、ほかの実習生や支援者とのインタ

ーアクションをとおして、教師としての気づきを得ることができた。「漢字の促音化」を補

助教材としてまとめていく実態と、実習生による意味づけを分析する。 

                                                   
47 2012 年度秋学期と 2012 年度春学期では、準備過程をとおして実習生間でアクセントを確認

する様子が観察された。いずれもアクセントを確認するという意味では一致しているが、

2012 年度秋学期には「アクセント」の単元を中心にほぼすべての打ち合わせにおいて見られ

たことに対して、2012 年度春学期には「日本語のリズム」でアクセントを確認する行動が見

られた。単元が異なっている点や、学期によってやや意味合いが異なる点から、「アクセント

確認Ⅰ」「アクセント確認Ⅱ」と名づける。「アクセント確認Ⅰ」は、アクセント指導を行う

ために、モデル音声を示すという目的もあるが、音韻知識に基づいて説明を行うための検討

およびアクセントを視覚化するための検討などである。一方、「アクセント確認Ⅱ」は、学習

者にアクセントを指導するために行ったわけではなく、モデル音声を示すために実習生間で

発音を検討したものである。 
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以上のエピソードをもって、実習生が音韻知識を学習する様子を描きたい。 

 

5.1 「アクセント確認Ⅰ」に関するエピソードの分析 

2012 年度秋学期、「音声教育実践」における関与観察の結果、実習生が自主的に行った

打ち合わせにおいて、「アクセント確認Ⅰ」が見られた。本節では、「アクセント確認Ⅰ」

の実態と、実習生による意味づけを探る。「音声教育実践」における授業と実習は、学校側

から用意された学びの場であり、単位を取るためには参加が必須となる。一方、打ち合わ

せは実習生主体で運営される場であり、参加は自由である。「アクセント確認Ⅰ」は、この

打ち合わせにおいて行われていた。学校側から用意された学びの場では、ウェブコンテン

ツおよび指摘された教材から、事前学習としてアクセントに関するルールを学ぶ。また、

授業では、教材のレビューをとおして、アクセントに関するルールをまとめていった。実

習生主体の打ち合わせでは、それぞれが事前学習を済ませたうえで集まり、実習生同士で

実習活動を考えていた。本節では、実習生主体で行われた打ち合わせに焦点を当て、「アク

セント確認Ⅰ」をとおして実習生が音韻知識を身につけていく様子を分析することにする。 

実態に関しては、千（2013）48の報告を中心に実習生全員の行動を分析した結果を示す。

そして、アクセントの意味づけに関しては、特に実習生 G、H、I、J の語りを中心に記述

を試みる。その理由は、この 4 名の実習生は「アクセント確認Ⅰ」という作業の中で発言

が最も多く、インタビューの中でも「アクセント確認Ⅰ」に関する発言が多々見られたか

らである。 

千（2013）では、実習生間でアクセント辞典を調べ、表記する工夫を行っている日本語

母語話者実習生の様子を報告した。このような一連の行動を「アクセント確認Ⅰ」と名づ

け、表 5.1のように実習生の行動をカテゴリー化し、定義づけを行った。本節では、千（2013）

の結果を踏まえたうえで、「アクセント確認Ⅰ」の意味づけの抽象度を揃えるために、用語

を微調整した。 

 

表 5.1 「アクセント確認Ⅰ」の定義づけと新カテゴリー 

カテゴリー 定義 

アクセントと意識の結びつけ 発音の高低変化を判断する 

                                                   
48 千（2013）では、「アクセント確認」という用語を用いている。本論文では、5.2 における

「アクセント確認Ⅱ」とは意味の区別をつけるため、「アクセント確認Ⅰ」と称する。 
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アクセントの揺れの確認 アクセントの揺れを確認する 

アクセントの改善意識 自分のアクセントを改善しようとする／許容範囲と

見なす 

アクセントの原則の検討 アクセントの原則に即して発音の高低変化を分析指

導できる 

アクセント辞典の活用 アクセント辞典を用いる 

アクセントの視覚化 アクセントを記号で視覚化する 

 

5.1.1 アクセントと意識の結びつき 

実習生の中には、打ち合わせにおいて、教材に書いている語彙を声に出して読み、高低

変化について自問自答したり周りの実習生に聞いたりするなどの行動を取っている様子が

見られた。この行動は、「アクセントと意識の結びつけ」と名づけられる。なお、本節の冒

頭で説明したとおり、ウェブコンテンツおよび指定教材をとおしてアクセントのルールは

予習しており、アクセントのルールを持っていることが前提となる。そこで、本項で示す

アクセントと意識の結びつけとは、ゼロからのアクセントと意識の結びつけではなく、ア

クセントのルールを学んだうえでのアクセントと意識の結びつけを指す。 

秋学期の 8名の実習生の中でも特にGと Iに顕著に次のようなアクセントと意識の結び

つけを示す発言と行動が見られた。 

 

「声の高さ、上がる？下がる？」（G）と自問自答しながら、自分の発音を周りの

実習生に聞かせている。単語の発音を何度も繰り返し、声の高低変化を確認する。

（筆者のフィールドノーツ、20121106、打ち合わせ） 

 

上記の記録からわかるように、実習生の間には、アクセントに対する意識とアウトプッ

トやインプットを一致させようとしていた。G は東京方言話者であり、I は北海道出身の

方言話者である。アクセントに対する認識とアウトプットやインプットを一致させる行動

は、実習生の母方言に関わらず見られていた。 

G は母語として話す日本語の発音をふだん意識していないため、アクセントを教えるた

めには意識せざるを得ないという。そのため、一度高低を意識的に違うように発音するな

どの行動を取っていた。以下、筆者と G のインタビューの内容を引用する。インタビュー
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の引用では、筆者のことを Y と表記する。 

 

Y：補助教材を準備するときに、東京語のアクセントをすべてチェックしていた

んですけど、教師がそれをする意義ってどういうことだと思います？ 

G：結局ね、あの、ああいうアクセント意識して教えたこともないし、自分が学

習したこともないわけですよね。自分が発話していることばが耳にこうやっ

て届いてる部分に、果たして高いのか低いのか、高さにも何か違いがあると

いうことですね。第 1 拍目の音も高さでも若干違いがあるっていうところか

らすると、やっぱりその 1 拍目と 2 拍目が違うということを言われてもね。

どの程度違うのかっていうのが、キャッチ自分でできてないんですよね。キ

ャッチできてる人もいるんだろうけど、ちょっと個人差が出てくるんですね。

最近は、まあ知識として入っているから、一度意識的に違うように発音しま

すけど。そんなこと意識して今まで生きてないわけですよね。まあふつう、

母語の話者ってそうですよね。まあ、教えるとなれば、やっぱりちょっとそ

ういうところは意識せざるを得ないから、最初にこうやってチェックしたほ

う皆いいんじゃないですか。（中略） 

Y：でも、G さん本人は、あの、チェックが実はなくても正しい発音で発音でき

るんですね。 

G：できますよね。できますけど、それがその、ああいうふうな形で、どこにア

クセント核があるとかなると、示せって言われると、難しいですね。どこが

難しいかというと、やっぱり皆と話してますけど、長音があるとことかね。

あと、促音とかあったりとか。 

 

Gは、当初、アクセントの高低変化を把握することができず戸惑っていたことがわかる。

普段日本語の発音を意識していないため、日本語の発音を教えるときには、高低変化を「意

識せざるを得ない」という。G は東京方言話者であり、単語のアクセントをいちいち調べ

なくても標準語の発音をすることができる。しかし、発音はできていても、自分の発音が

どこで上がっているかどこで下がっているかを示すことは難しい。「意識的に違うように発

音」するなど、工夫をしながら自分の発音の高低変化に意識を向け、分析するようとして

いる。日本語の発音を教えるためには、どこにアクセント核が位置しているか明確に示す
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必要があるからである。G は、教師として高低変化を明示的に示すため、「アクセント確

認Ⅰ」を行っていた。 

I も自分のアクセントがどのようになっているかと意識したことがないという。G との

インターアクションの中でアクセントの高低変化が把握できず戸惑っている様子が見て取

れる。実習生が意識しないと学習者にも意識させることはできないため、意識的に自分の

発音の高低変化を判断しようとしていた。 

 

I：確かに日本語母語話者が日本語を教えるっていうのは本当に勉強しないとでき

ないっていうのはね、当たり前のことですけど。だから、まあ、文法とか一

所懸命やってきたけれども、音声については全然やってこなかったので、こ

う自分のこうアクセントがどういうふうになってるかとか、そういう意識も

今まで全然なくて。で、G さんと私とよく言ってるのは、「あれ？今、上が

った？下がった？」っていうところで、すごいちょっと困ってる。（中略）や

っぱりアクセントのルールを認識させたりとかっていうルール、うん。（Y：

こっちの実習生が？）実習生側が。でも、実習生が知らないと留学生にも意

識できないので、まあ結局は留学生にも繋がるけれども、やっぱ最初は自分

が意識してないことを学習者に意識させることはできない。 

 

I は、教師としてこれまで文法は勉強してきたが、音声は勉強してこなかったという。

そのため、「自分のアクセントがどういうふうになっているか」を「意識」したことがない

という。I は、教師として学習者に発音のルールを学んでもらうためには、まず教師が日

本語の発音の高低変化やアクセントのルールを意識することが大事だという。 

実習生は日本語を母語として話してきたため、モデル音声を示すことはできたとしても

自身の発音における高低を認知し、メタ言語で説明することは難しい。そのため、日本語

を母語とする教師であっても日本語のアクセントのルールを学び、そのルールに則って自

身の発音を分析する必要がある。 

I の語りの中で「自分が意識してないことを学習者に意識させることはできない」とい

うように、日本語の発音を教える以前に教師自身が学びの場を創出する必要がある。「アク

セント確認Ⅰ」をとおして、I は自らの学びの場を醸成していったのである。 

G と I の語りから「アクセント確認Ⅰ」は、実習生にとって自分自身の発音を意識する
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ための手段であることがわかる。二人は、アクセントの高低変化が把握できず戸惑ってい

たことから、日本語の発音を教えるためにはまず自分の発音を意識する必要性を覚えた。 

 

5.1.2 アクセントの揺れの確認 

実習生間の打ち合わせにおいて、アクセントの揺れを確認する行動が観察された。なぜ

実習生はアクセントの揺れを確認したのだろうか。本項では、G、H、I、J がアクセント

の揺れを確認していたエピソードを紹介し、特にその中でも H のインタビュー内容から、

アクセントの揺れを確認する意味を考える。 

動詞のアクセントの補助教材を検討したときに、I は「来た」の発音を平板型の「きた」

と発音していた。このエピソードに関連した補助教材を資料 5.1 に示し、「来た」に網掛を

しておくので、参照されたい。実習生は作成した補助教材の語句を一つひとつ声に出して

読み上げながら、「アクセント確認Ⅰ」を行っていた。 

 

I：「きた」。 

H：え？「き
￢

た」だよね。「きた」だと、方角の北に聞こえるけど。 

G：私もそうですね。「き
￢

た」、「きた」。「き
￢

た」ですね。 

I：へえ、「きた」とも言わない？ 

J：「きた」とも言うよね。（筆者のフィールドノーツ、20121113、打ち合わせ） 

 

東京方言話者の H は、北海道出身の I の「来た」の発音を聞き、方角の「北」に聞こえ

ると言った。もう一人の東京方言話者の H も G と同じ意見であった。しばらく沈黙が続

き、I は同じ北海道出身の J に確認した。J も I と同じく「きた」とも発音すると言ってい

た。結局、二つの意見に分かれたので、アクセント辞典を調べることになった。アクセン

ト辞典を調べると、「来
￢

た」しか載っていなかったため、補助教材の答案に表記するアクセ

ントは、「来
￢

た」にすることになった。 

筆者がそれぞれ実習生に個別に行ったインタビューでは、以上のエピソードについて実

習生それぞれが異なる意味づけをしていることがわかった。以下では、H、I、J が意味づ

けするアクセントの揺れについて述べる。 

東京方言話者である H は、東京方言話者の場合、アクセントの揺れがあることを知らな

い場合があるという。そのため、事前に揺れを確認しておくことがよい。「アクセント確認



217 

Ⅰ」により、学習者からの質問に柔軟に対応できるという。 

 

H：ここで教えている分には、なるべく東京方言のほうがいいのかなと思うんで

すよね。で、それをとりあえず確認するっていうことじゃないかなと。で、

あの、例えば、揺れが、そう言われなければ揺れがあることに気づかない場

合っていうのもあると思うので、特に日本人だと。で、その、自分のアクセ

ントしか知らなかった、知らないよりも、いくつもアクセントがあるってい

うのをわかっているほうが、うんと、何か質問が来たときにも対応がしやす

いと思うんで。 

 

H は、「アクセント確認Ⅰ」の意味づけを、アクセントの「揺れがあることに気づ」く

ための作業だという。アクセントの揺れがあることに気づくことは、教師として学生への

対応を柔軟にさせてくれる。自分が普段話さないアクセントであっても、ほかの人が使っ

ているアクセントを知っておくことで、学習者からアクセントの揺れに関する質問を受け

たときに、柔軟に対応できるからである。H の「アクセント確認Ⅰ」の意味づけから、学

習者の質問に柔軟に対応しようという教育観が見て取れる。 

 

5.1.3 アクセントの改善意識 

アクセントの揺れを発見するとともに、実習生の中には自分のアクセントを改善しよう

という意識を持つことに繋がった例も観察された。北海道方言話者の I は、実践の打ち合

わせにおいて実習生間でアクセントの揺れを話し合うことで、自身の発音がほかの実習生

の発音と異なっている点に気づいた。それは、方言差、年齢差などによる揺れであり、北

海道出身で海外生活が長かった I は、現在の東京における発音と自分の発音が異なること

に驚いていた。 

 

I：方言とかもあって、ほかの人とアクセントが違うとか。あとは、ずっと若い人

としゃべってなかったので、平坦アクセントとか、アクセントが違うのにま

ずびっくりしちゃったりとか。何かそういうのに圧倒されて、何かとにかく

アクセント直さないといけないとか。こういうルールを覚えなきゃいけない

とかっていうのがちょっといっぱいになっちゃって。 
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I は、実践の打ち合わせで、アクセントの揺れについて話し合うことで初めて北海道と

東京方言の間に方言差があることに気づいた。これまで北海道では共通語を使うと認識し

ていたという。また、最近の若者がよく使う平板化したアクセントにも新たな気づきを得

ていた。I は海外で長く過ごしており、その地域には日本人があまりいなかった。そのた

め、平板化したアクセントで発音される若者ことばの存在を初めて知った。 

これまで気づいていなかった発音の揺れを知り、しかも自分自身が話す日本語の発音が

ほかの実習生と異なっているという点に驚いた I にとって、その驚きは「アクセント直さ

ないといけない」という自身の発音を改善しようとする意識に繋がっていた。そこで、筆

者は、I にどうしてそのような意識を持つことになったか質問した。 

 

I：やっぱりこう最初、揺れはあるけれども、最初これを教えるみたいなパターン

がありましたね、形容詞のときに。A と B のパターンで。で、自分は全然違

うふうに言ってたので、まあ、確かにそうなんです。で、実際にこれどきど

きして練習していったんだけども、かえって学習者が「別のパターン、私、

聞いたことがあります。」って言って、そこで、あ、そうなんだよね。揺れが

あるんだよね。あーーーっていうとこでほっとしたっていうのが確かにあっ

て。（中略）だから、あ、そうですよね。ルールをちゃんと教え、ああ、やっ

ぱ教科書に型にはまっちゃうのかな。 

 

I の語りからわかるように、I は自分の発音が教科書に説明されている発音とは異なった

発音をしていることに気づき、自分の発音を改善しようと「どきどきして練習」を行って

いた。そこには、教科書どおりの発音でモデル音声を示すほうがよいという教育観がある

のではないかと推察される。しかし、I が実習の中で出会った学習者は、すでにアクセン

トの揺れを認識しており、むしろアクセントの揺れに関して寛容な態度を示していた。こ

のような学習者の発言によって、I は教科書に示されている型にはめようとする自分の姿

と向き合うことようになった。ただ、学習者にアクセントの揺れがあることを言われたと

しても、すぐにその教育観に変容は見られなかった。その理由としては、I が教師として

主に活動している教育現場が海外の日本語教育現場であることが挙げられる。次に述べる

I の語りから、海外の日本語教育現場では、アクセントの揺れを示すよりも、まず教科書
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どおりの発音を教える必要があるという教育観を持っていることがわかる。 

 

I：外国行くともう責任が重大〔笑い声〕、ほかにないので、ちゃんとした綺麗な

日本語を使わないとって何か若干思ってしまう。（中略）何か私の意識の中に

やっぱ外国であんまり日本のね、日本に触れてないと、揺れはかえって混乱

を招くんじゃないかって思っちゃってるところが多分あって。うん、それで、

教科書どおりにまずは教えないとって。その後、揺れが本人たちが見つけれ

ばそれでいいっていうふうに思ってたのかな。 

 

I の語りから、海外における日本語教育現場で日本語を教えてきた I の経験が、I の教育

観を構築していることがわかる。I は、海外における日本語教育現場での教師の発音はな

るべく「教科書どおり」の発音を示し、学習者を混乱させないようにする役割が重要だと

捉えている。一方、日本で日本語を学ぶ学習者には、教師以外にもモデル音声を示す人的

リソースは豊富であるため、アクセントの揺れには柔軟な姿勢で指導してもよいと考えて

いる。I は、大学院で修士課程を修了した後、再び海外の日本語教育現場に復帰する予定

である。そのため、I はほかの実習生よりも、「教科書どおり」のモデル音声にこだわり、

自分の発音を見直そうとする教育観が強く働いたと考えられる。 

よって、I にとっての「アクセント確認」は、教師自身の発音に対して改善意識を持た

せる作業であったと意味づけられる。 

 

5.1.4 アクセントの原則の検討 

実習生主体の打ち合わせでは、実習生がアクセントの原則を検討する行動が見られた。

これは、5.1.1 における声の高低変化への意識化においても G の語りの中から見られてお

り、5.1.3 におけるアクセントの揺れからも見られる。 

G が自分自身の発音に意識を向けて高低変化を判断する際に、アクセントのルールを参

考資料にしていた（5.1.1）。「1 拍目と 2 拍目が違う」「長音があるとこ」「促音とかあった

り」という発言は、アクセントのルールを指している。東京方言を中心とする標準語のア

クセントは、1 拍目と 2 拍目の声の高さが「高低」または「低高」のように異なっている。

また、長音、促音、撥音からなる特殊拍は、独立した拍ではないため、アクセント核が置
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かれないという特徴がある49。G は自身の発音を分析するとき、このようなアクセントの

ルールを参考にして、語のアクセントを分析し、声に出して発音を繰り返しながら、自身

の発音の高低変化を意識し、判断していた。 

したがって、G にとっての「アクセント確認Ⅰ」の意味は、アクセントのルールに則っ

て自身の発音の高低変化を意識していく過程であり、意識していく過程の中でアクセント

のルールをもう一度認識する作業とも言えよう。5.1.1 で述べた声の高低変化への意識化に

は、アクセントのルールが欠かせない手段であることがわかった。また声の高低変化を意

識していく中で、アクセントのルールは再確認されていったことがわかった。 

また、I と同じく北海道出身である J は、アクセントの改善意識（5.1.3）について、I

とは異なる意味づけをしていた。教師自身が教科書どおりの発音をしなくても、教室の外

で学習者は常に発音の揺れを聞いているので、揺れの中でもアクセントのルールを発見し

ていくことや、揺れの中で発音学習をどのように進めていくかを考えることが、教師の役

割だと捉えている。 

 

J：「北」と「来た」が混ざってるよとか、それ東北のほうだとかっていうのが話

があって、でも、まあ、私はどっちも聞くから、この近辺で。多分東京の人

だけじゃないだろうからとかそういう理由もあるんだろうけど、でも、それ

をこう、何て言うかな、そういういろんなバリエーションがあるし、聞いて

変じゃなければ、とりあえずこう東京でもそう言ってる、この町の中歩いて

る人もそういうふうに言ってる人がいるし、それが違ったからといって、不

自然に、全くこう外国人っぽいわけじゃないから、全くこうルールを無視し

てはいないから、それは別に私だったらよしとするのね、教科書に載ってい

なくても。でも、それよりそのときに例えば自分が間違っちゃったときとか、

違うもの言っちゃったりとか、質問されたときにどうやってこう対応するか

っていう技術を身につけるほうが教師にとって私は本当は必要じゃないかな

と思って。で、そんなことを心配してたらさ、日本人だって一個しかアクセ

ントがない英語みたいなものとは違うから、ね、限がないし。要はその目的

                                                   
49 特殊拍にはアクセント核が置かれず、アクセント核は前後にずれる。例えば、韓国人（かん

こく
￢

じん）、アメリカ人（あめりか
￢

じん）、中国人（ちゅうごく
￢

じん）はすべて「人」の前に

アクセント核が位置するが、日本人（にほんじ
￢

ん）の場合、「人
 

」の前の拍が特殊拍の撥音で

あるため、1 拍目後ろの「じ」にアクセント核がずれて発音される。 
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は多分わかんないんだけど、まあ日本人と同じように話したいという目的だ

ったらそのそれを一個一個覚えるわけじゃないでしょう。そのときにその「あ、

それどっちもあるよ。」とか「自分で調べてごらん。」とかわかんないんだけ

ど、何かその学習者の目的に合ったようにこう教師が誘導するようなスキル

を持っているほうがもっと大事だと思うのね。で、限がないでしょう、こう

アクセント一個一個さ覚えたって。 

 

J は、教師が教科書どおりの発音をしていなかったとしても、柔軟に対応することが重

要だと捉えている。「来た／北」のエピソードでわかったように、J は教科書やアクセント

辞典通りの発音をしていなかった。もし学生に教科書やアクセント辞典と異なっている教

師の発音を指摘されたとしても、そこで教師は萎縮するのではなく、その揺れ中のアクセ

ントのルールを発見し、柔軟に学生に対応していく教師の姿勢が重要だと捉えているので

ある。 

J は、自身の発音が教科書やアクセント辞典通りの発音でないとしても、標準語のアク

セントルールには沿っていることを分析していた。J が述べる「外国人っぽい」発音とは、

強弱アクセントが基盤となる英語を中心とした外国語を母語とする学習者が母語の強弱ア

クセントの影響を受けて日本語の高低アクセントも強弱の強勢をつけた発音で話すことを

指している。J は「アクセント確認Ⅰ」をとおして、日本語としてコミュニケーションに

問題なく許容される発音とそうでない発音を区分する基準を確かめ、教科書に載っていな

い発音であったとしても、その発音が日本語として通じるかどうかを、アクセントのルー

ルを基準に考えてみることができた。 

つまり、J にとって「アクセント確認Ⅰ」は、アクセントのルールを基準に、自身の発

音や発音の揺れを分析してみる過程であったと意味づけられる。また、5.1.2 で示した H、

I、J が意味づけるアクセントの揺れを確認する「アクセント確認Ⅰ」の意味づけは、それ

ぞれが携わってきた教育現場や教育観の影響を受け、異なった意味で意味づけられていく

こともわかる。 

 

5.1.5 アクセント辞典の活用 

実習生同士でアクセントに関する意見が分かれたときに、議論を一つの方向にまとめて

いく一つの手段としてアクセント辞典が用いられた（5.1.2）。ほかにも、実習生同士でア
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クセントの補助教材を作成していく際に、実習生は高低の位置を線または数字で示す様子

が見られた（5.1.6、6.2.6、6.2.7）。このときに、実習生が参考にしていたのがアクセント

辞典である。「音声教育実践」においては、担当教員が実習生全員分のアクセント辞典の機

能がついている電子辞書を一学期間貸し出していた。「音声教育実践」を受講する一学期間

とおして、常にアクセント辞典を手に持ち、アクセントを調べられる環境が作られていた

のである。千（2013）の報告からも、8 名の実習生全員から「アクセント辞典」のコード

が抽出され、全員体制でアクセント辞典を活用していたことがわかる。 

 

5.1.6 アクセントの視覚化 

「アクセント確認Ⅰ」をとおして、実習生は補助教材にアクセント型を視覚化していた。

主に、線で示す方法が採用されていた。線で示す方法とは、「食べる」「行く」のように語

彙と重なる形でアクセントの高低変化を線で示す方法である。 

実習生は「アクセント確認Ⅰ」をとおして、アクセント辞典を調べたり、アクセント辞

典に載っていない複合語アクセントに関してはアクセントルールに沿って、アクセント核

の位置を判断し、アクセント型を線で示していた。G や I にとってこのアクセントの視覚

化は、声の高低変化への意識化（5.1.1）を行った成果物であったと言える。アクセント辞

典からアクセント型を調べ、また声に出して発音しながらアクセント型と自分の発音を関

連づけ、さらに表記する。つまり、意識づけの成果物としてアクセントの視覚化があった

と言える。また、H、I、J にとってはアクセントの揺れを記しておくものであったと言え

る。アクセントを視覚化した補助教材は、H にとって学習者の質問に柔軟に対応するため

の手引きであり、I にとってはアクセントの改善意識（5.1.3）のもと教科書どおりの発音

を記しておくものであり、J にとってはアクセントの原則を明示することで（5.1.4）、ア

クセントルールに沿った外国人っぽくない発音を記しておくものであったと言えよう。つ

まり、実習生は指導の手引きを自ら作成していったのである。「アクセント確認Ⅰ」の成果

物として視覚化教材が得られたと言える。 

したがって、「アクセント確認Ⅰ」とは、アクセント指導を行うために必要な音韻知識を

得ていく過程として意味づけられる。また、アクセントを視覚化した補助教材は、「アクセ

ント確認Ⅰ」の成果が集大成されたものだと言える。 
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5.2 「アクセント確認Ⅱ」に関するエピソードの分析 

2012 年度春学期の「音声教育実践」では、「日本語のリズム」という単元の授業におい

て、山手線路線図を材料として行う活動を検討していた（資料 5.2 参照）。その中では、A

の提案により、実習生全員が各駅名を一人ずつ声に出して読んでいってアクセントを確認

する様子が見られた。その理由は、実習生の中には地方から来たため山手線に詳しくない

人や首都圏に住んでいても普段山手線をあまり利用しない人がいたため、山手線の駅名を

発音したときに、モデル音声として適した発音であるかどうかを確認するためであった。

本節では、この行動を「アクセント確認Ⅱ」と名づけ、その実態と実習生による意味づけ

を分析する。特に「アクセント確認Ⅱ」に対する省察が多く見られた A、B、D の語りを

中心にエピソードを分析する。 

 

5.2.1 音韻知識と合致しない発音の発見 

A の提案に従い、5 名の実習生は山手線の駅名を一人一つずつ声の高低に意識を向けな

がら発音していった。実習生全員で、駅名を一つずつ声に出して発音していく中で、音韻

レベルから音声を捉えるようになった発見があった。D が「かんだ（神田）」という駅名

は発音を読むと、1拍目と2拍目の発音の音の高さに変化がない平易な発音になっていた。

実習生全員はなぜこのような現象が起こるのだろうかと困惑している表情であった。実習

生の共通認識として、D は声を職業としてきており、発音の正確さでは実習生の中で一番

正しい発音をしているという認識があった。戸惑っているのは D も同様である。D は、声

に出して「神田」の発音を何度も繰り返す。どこで高低の変化があるのか、アクセント表

記はどうしたらいいかわからずそわそわしていた。 

 

5.2.2 スーパーバイザーによる音韻知識の提示 

実習生がそわそわしているとき、担当教員は「音声と音韻の違いを知っているか」とい

う問いかけを行った。そして、誰も答えられない様子に、担当教員は D にゆっくりと一つ

ひとつの発音を意識して「神田」を発音してみるように促した。D は、ゆっくりと一つひ

とつの発音を正確に読む感じで「神田」と発音した。そうすると、「か・ん・だ」のように

「か」の音が低く、「ん」から音は高くなる発音になっていた。実習生全員驚いている様子

であった。ふつうのスピードで発音するときと、ゆっくりと発音するときに、これだけで

発音が変わるという現象をはじめて経験した実習生の様子は、まるで手品を見ている観客
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のようであった。 

担当教員は次のような音声と音韻の違いを説明した。 

 

音声：実態。調音点や音響音声学。なだらかな感じ。 

音韻：記号化された体系。（筆者のフィールドノーツ、20120423、授業） 

 

つまり、音声学の観点から見ると、「神田」の発音は耳に聞こえるとおり平易な発音であ

る。一方、音韻論の観点から見ると、「神田」をゆっくり発音したときに現れる「第 1 拍

目と第 2 拍目の発音が異なる」という日本語の音声の体系的なルールが現れるのである。

さらに、記号としては「かんだ」だが、特殊拍「ん」は独立せず「か／ん」のように分け

ることはできない。だから、「神田」を音韻論的に読むと、記号にひっぱられた感じになり、

日常生活で話す日本語とはやや異なる感じがしたり不自然さを感じたりするのである。類

似した例として、本音や東京などが挙げられる。 

このように発音においてどのような現象が起こるのかを把握しておくことは、音声教育

を行っていくために、教師として必要な音韻知識の一つではないであろうか。 

 

5.2.3 振り返りと音韻知識の意味づけ 

音声と音韻の違いをはじめて知った実習生 B は、これまでの日本語指導を次のように振

り返る。 

 

B：よくディクテーションとかをさせているときに、やっぱりふつうのナチュラ

ルなスピードでこう書かせると、だいたい「ん」が抜けてるとか、そういう

のが多いんですけれども。ディクテーションするときは、まあ、もう一度ゆ

っくり、あの、えっと、例えば、「新聞紙を取ってください。」みたいのがあ

ったとしたら、「シンブンシ」ってさらっと言うと、「シブンシ」とかなって

るのを、もう一度「〔ゆっくり〕シ
・

ン
・

ブ
・

ン
・

シ
・

」って意識してゆっくり言うとき

があるんですけど。でも、これは、あ、書かせてるだけで、ふだんの発音じ

ゃないなっていうようなのは、思いながらやってたんですけれども。それ、

そういうことをそのときにちょっと思い出して、あの自然になればなるほど、

何ていうのかな、発音についての細かい部分が流れてというか。でも、そこ
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が難しさなんだなっていうところが、すごく感じました。 

 

音声学と音韻論において発音が異なることを知らなかったときには、ディクテーション

をするとき、発音に関しては無意識にゆっくり発音してしまい、普段の話し方とは異なっ

た発音をしていたのだと、B は省察していた。つまり、日本語の音韻知識を得ることで、

教師はこれまで何も意識せず行っていた自分の指導における音声や指導のパターンを振り

返り、省察を行うのである。よって、B にとって「アクセント確認Ⅱ」は、自身の発音お

よび音声教育を省察する機会として意味づけられる。教師の成長において省察は重要な要

素である。音韻知識を身につけることで教師の省察を促されるのであれば、教師の成長に

繋がるのだと考えられる。 

また、声を媒介とする職業を持っていた D は、「音声教育実践」を受講していた当初、

アクセント表記に苦手意識を持っていたことを思い出した。そして、アクセント表記が苦

手だった理由として、D 自身が話すアクセントに問題がなかったことから、表記する必要

がなかったことを挙げていた。 

 

D：私自身はだいぶできるようになってきたんですね。ある程度訓練で変わるの

かなって。ただ最初から得意な人と最初から苦手な人っていうのはたぶんあ

るんですけど、苦手な人もできない、ずっとできないわけじゃなくてたぶん

ずっと慣れてくれば、うん、できるようになると思うんですけど。（中略）単

語のアクセントについては全く問題がないので。自分がもうできてると思っ

てるから描く必要がないですよね。漢字できるようになったら誰もルビ振ら

ないですよね。読めるのが前提だから。私にとって単語のアクセントは別に

何のサポートも要らないので、つける必要がないですよね。（中略）アクセン

トが苦手な人もいると思うんですよね。（中略）例えば、大阪、関西出身の人

がやっぱり関東のアクセントとか東京のアクセントでナレーションを読まな

きゃいけないとかっていうときには、アクセントつけている人いっぱいいる

と思いますよ。 

 

D の語りから、声の高低を認知するのは、声を媒介とする職に携わっていたからといっ

て容易とは言えないことがわかる。むしろ、練習をとおしてこそ、声の高低を認知する。
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教師として発音を教えていくためには、自身の発音の高低の認知を果たす必要がある。し

かも、音韻論的に把握しておく必要があると意味づけられる。 

以上の分析結果から、「アクセント確認Ⅱ」は音声と音韻の違いを発見していく過程とし

て意味づけられる。 

 

5.3 「漢字の促音化」に関するエピソードの分析 

本節では、2012 年度春学期の「話しことばの発音」という単元に着目して、「漢字の促

音化」に関するエピソードを分析する。ここでは、「漢字の促音化」の補助教材を取りまと

めていた C の語りが中心となる。「漢字の促音化」補助教材作成の実態と、実習生による

意味づけを探る。実習生は「漢字の促音化」に関する補助教材を作成しながら、「漢字の促

音化」に関する音韻知識をまとめていった。そのきっかけは、「話しことばの発音」の実習

が終わったとき、一人の中国人学習者から担当教員に「読書」と「読解」の「読」の読み

はなぜ「どく」「どっ」のように異なるかという質問である。多くの学習者は、今まで日本

語の授業の中で漢字の読み方に関するルールを指導してもらったことがなく、なぜ「読書」

と「読解」の「読」の読み方は異なるのか疑問に思いながら、ただ暗記するしかなかった

であろう。 

 

5.3.1 答えられない質問との出会い 

上記の中国語母語話者の学習者からの質問に対して、実習生は口を揃えて「確かに。」と

納得している様子であったが、これまで漢字の促音化について体系的に考えたことがなく、

答えられる人は一人もいなかった。 

担当教員は、実習生にとって「漢字の促音化」のルールをまとめて指導することで学び

が得られる機会だと捉え、次回の実習において復習セッションとして、「漢字の促音化」の

ルールを導入してはという提案をした。 

このように答えられない質問に出会うことで、教師はこれまで自分で考えてこなかった

領域を把握でき、自分が知識を持っていないことを発見していくのかもしれない。 

 

5.3.2 研究論文および書籍から得た音韻知識 

実習生全員で「漢字の促音化」に関する補助教材を作成して、活動を展開してみようと

いう合意が取れたので、筆者はまず担当教員に勧められた加納（1998）の「漢字音の促音
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化について」という論文を調べ、メーリングリストをとおして実習生に配布した。筆者は

以下のようにメールの文面をとおして、文献購読をするよう促した。 

 

Y：授業中、取り上げたのは、「く」の音変化でしたが（例：読解、p.70）、その

他にも、「き、ち、つ」などがあるようです（pp.84-85）。（中略）「読解」の

ような現象のみで、主に 2 拍語を取り上げています。漢字のテキストも一緒

に見てみると、何かヒントがあるかもしれません。以下の 2 点で議論できた

らと思います。 

ⅰ）どのような基準で、教室活動で取り上げる項目を選択するか 

ⅱ）どのような形（運用レベル）で、練習するか 

短い振り返り活動なので、1~5 分間程度の活動でまとまったらよいと思います。

（メーリングリスト、20120515） 

 

筆者は、まず論文の内容に、中国語母語話者の学習者から質問を位置づけ、2 つの議題

を提示している。1 つ目は実習で取り上げる語彙の選出基準であり、2 つ目は運用レベル

である。 

その後、論文を読んだ C は、論文から「後部子音」が重要だという気づきを得て、メー

リングリストをとおして共有している。 

 

C：どんな基準で、何を選び、練習するかですが、資料から漢数字を除いて、2

拍目が「～ク類」「～チ類」「～ツ類」の漢字の中から、できるだけ後部子音

にバリエーションがあり、また、大学生活や日常において、目や耳にしたり

使う可能性が高いと思われるものを、主観的に選ぶしかないかな・・・と思

います。 

 

一方、B は、漢字のテキストに目をとおし、テキストに出ている語彙を分析していた。 

 

B：数分の振り返りなので、扱いが難しいですが、それだけにどのような言葉を

選んで練習させるかを検討する必要はあるかと思いました。ちなみに、漢字

のテキスト（BASIC KANJI 基本 500）を見たところ、以下の通りでした。 
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・読解 （扱いなし。音読みの読み方 ドク のみ。） 

・国家 （扱いなし。音読み コク のみ） 

・学校 （ガッコウ 音読み ガク ガッー の二つの表記あり） 

ただ、基本語ということで、「読解」「国家」に関しては語彙として難しいので、

ここでは扱わないという判断があったかもしれません。（メーリングリスト、

20120516） 

 

B はテキストの語彙を分析しているが、実習における中国語母語話者の学習者の質問の

「読解」は載っていないことに気づいた。ここで推測できるのは、教師が教室の中で学習

者から質問を受け、漢字のテキストを調べてみてもなかなかその質問に対する解決策がす

ぐには出てこないということである。つまり、いくら多種多様な市販のテキストが出され

ているとしても、教師は市販のテキストを鵜呑みにせず、自分で学習者に役立つ情報を再

構成して示すことが求められる。おそらく、市販のテキストをそのまま使おうとしてもな

かなか上手くいかなかった経験は、教師経験を持つ人であればわかるであろう。 

 

5.3.3 学習者の知る権利を尊重した語彙選定 

本項では、C にとって語彙を選ぶ基準をどのように決めていくか分析する。前述の C の

メーリングリストには、次のような語彙リストがつけられていた。 

 

C：たとえば、「～類 ＆ ～K、～S、～T、～H」の組み合わせで、 

「～ク類」：学（学科、学会） 国（国家、国境） 直（直下、直行、直径） 

「～チ類」：日（日系、日刊、日産、日程、日数） 

「～ツ類」：実（実家、実行、実際、実績、実態、実費） 

出（出国、出席、出張、出版、出費、出発） 

などはどうでしょうか。6 字、例を挙げてみました。（メーリングリスト、

20120518） 

 

論文の中には「～キ類、～ク類、～チ類、～ツ類」があると説明されているが、なぜか

C がまとめた教材の案には「～キ類」が抜けていた。筆者は、そのように選んだ C の基準、

そして漢字のテキスト（加納 2001）の中で「～ツ類」しか挙げられていない理由など、気
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にかかった。そこで、筆者は「どの項目を取り上げるか」という観点から、市販のテキス

トには、「～ツ類」しか載っていない理由は何か実習生に問いかけを行った。そして、C の

挙げた具体例に「～キ類」も付け加え、「～キ類、～ク類、～チ類、～ツ類」をすべて示し

たほうがよいのか、それとも一つの文字に絞って示すのがよいかという質問を実習生に問

いかけるようにした。なお、「h」の音が促音化と同時に「p」に変わるという気づきを共

有している。 

 

Y：Intermediate Kanji Book vol.2 に漢字音の促音化に関するコラムがあったの

で、添付します。コラムでは、「ツ」しか取り扱っていないのですが、その理

由は何でしょう。そして、活動案を作ってみました。活動案というよりは、

論文のまとめと例を一つずつ挙げてみました。4 つのルール「キ、ク、チ、

ツ」を全部やるか、それとも、コラムのように一つの文字に限って、たくさ

んの例を練習するかどちらにするのが良いと思いますか。例を選ぶのは、C

さんがおっしゃったように、使用頻度が高そうなものを、主観で選ぶという

のも、一つの方法だと思います。50 

【キ, ク, チ, ツ ＋ k, s, t, h】 

○キ＋k 

石けん 

○ク＋k,h 

読解、六百 

○チ＋k,s,t,h 

日系、日産、日程、日本 

○ツ＋k,s,t,h 

実家、出産、発展、出発 

（メーリングリスト、20120519） 

 

C は、筆者の問いかけに対して、「～キ類」を取り入れなかった理由として汎用性がなか

                                                   
50 四角の中は、添付ファイルの内容を示している。Microsoft 社の Word を使って作成した資

料である。論文のまとめと例が左に揃えて書かれており、右側は吹き出しコメント機能を使

った実習生への問いかけを表している。 

「h」は「p」になってしまう

のですね。（ハイライト部分） 

今回は、促音化だけに焦点を当

てるため、外しましょうか？ 

論文 p.73 の表 3 によると、常

に促音化するのは「一、日、八」

の三つだけです。漢数字を省く

としたら、「日」しかないので

すかね…。 

「○キ」は「k」の前でしか促

音化しないのですね。 
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った点を挙げた。市販のテキストに「～ツ類」しか載っていない理由に関しても、「汎用性」

と関連づけて分析している様子がわかる。 

 

C：Intermediate Kanji Book vol.2 のコラムで、「ツ」しか扱っていないのは、ほ

かの 3つより対象文字も多く、後続子音の幅も広く、汎用性があることから、

一つに絞り注目させる狙いがあってのことかなあと、思っていました。活動

案、ありがとうございます。4 つのルールのうち、「キ」は汎用性がないため、

私は「ク、チ、ツ」を紹介すればいいかなと思って、前のメールで取りあげ

る例を出したのですが、コラムのように一つの文字に限って練習するのも一

つの方法ですね。（メーリングリスト、20120519） 

 

C は「語彙を選ぶ基準」として、学習者にとっての「知る権利」を第一にして、「～キ類、

～ク類、～チ類、～ツ類」をすべて示す必要があるという新たな考えを示した。 

 

C：悩みますが、学習者には「ルールを知る権利」？があると思うので、4 つあ

ると示し、そのうち汎用性のあるものを練習すると説明して、練習を行って

はどうでしょうか。（メーリングリスト、20120519） 

 

C は、教師が「汎用性」を基準にして選ぶのもいいのだが、学習者が教室外でさまざま

な語彙と接していく、つまり自律的に学習していくことを考慮する必要があると考えたの

であろう。まず学習者にはルールを知る権利がある。教師が語彙を制限するよりも、バリ

エーションを示し、その中で汎用性を基準に選んだことを学習者とも共通認識を持って活

動を進めるのが重要だと判断している。 

 

C：活動案のなかの黄色のハイライト部（P）は、助数詞などで経験済みでしょう

し、外さなくても大丈夫だと思います。数については、この活動に何分とれ

るかによりますね。「チ：日」と、「ツ：実、出、（発）」と、個人的には、や

はり「ク：直、国など」を取りあげ、（メーリングリスト、20120519） 

 

筆者は、「h」が「p」になる場合、「漢字の促音化」に焦点を当てるために、外してはど
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うかと提案を行ったが、C は外さないという方針で、教材の方向性を決めていることがわ

かる。 

 

5.3.4 促音化しないものを含めた教材作成 

前述したとおり「どの語彙を取り上げるか」という側面から、C は「後部子音にバリエ

ーションがある」ものを挙げてはいたものの、実は C が挙げた具体例には、後部子音のバ

リエーションは反映されていない。なぜなら、「～ク類」の場合、「学（学科、学会） 国

（国家、国境） 直（直下、直行、直径）」のように、すべての語彙は後部子音により促音

化する語彙のみ挙げられているからである。つまり、「読書」のように「促音化しないもの」

は取り上げられていない。ここから学習者の疑問に応える教材としては、やや逸れている

ことが推察できる。 

筆者の経験によると、学習者として気になる点は、促音化するものだけでなく、促音化

しないものは、なぜ促音化しないのかという点である。促音化の指導を行うためには、「促

音化するもの」に関する音韻知識ももちろん重要であるが、「促音化しないもの」はなぜ促

音化しないかという理由も併せて考えることで、促音化のルールを的確に理解することが

できるのではないか。その点に関して筆者は、自分の気づきを発信する形を取り、実習生

に暗黙的に促していた。5.3.3 で示した筆者の問いかけの続きを以下に示す。Word の添付

ファイルの続きの部分である。 

 

◎おまけ 

月（げつ）＋火（か）→月火（げっか） 

月（げつ）＋木（もく）→月木（げつもく） 

月（げつ）＋水（すい）→月水（  ？  ） 

月（げつ）＋金（きん）→月金（  ？  ） 

月（げつ）＋土（ど） →月土（  ？  ） 

（メーリングリスト、20120519） 

 

C は、筆者の意図した「促音化しないものも示す」という暗黙的な提案から、両方示す

のが学習者の理解を促しやすいと気づき、語彙リストに反映していた。つまり、学習者に

とっての気づきの機会をふんだんに設け、さらに促音化のルールを学ぶ際に、促音化が起

テキスト、第 2課「日

本語のリズム」に曜日

の読み方の練習があ

りました。促音化のル

ールが曜日の読み方

にも適用されるとい

うことに、改めて気づ

きました。 
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こるものと起こらないもの両方を見せることで、気づきを促すというふうに改めて教材を

作成した。 

 

C：Y さんの「ステキなおまけ」にヒントを得たのですが、ルールに該当しない

単語もわざと入れておいて、学習者に考えさせる・・・なんていうののほう

が、ただ規則的に変化させる練習よりもずっといいような気がします。 

例えば、実なら、 

実家  ・・・実（じつ）＋家（か） → 実家（      ） 

実際 ・・・実（じつ）＋際（さい）→ 実際（      ） 

実務  ・・・実（じつ）＋務（む） → 実務（      ） 

実態 ・・・実（じつ）＋態（たい）→ 実態（      ） 

実業家・・・実（じつ）＋業家（ぎょうか）→ 実業家（       ） 

みたいなのはどうですか？ 

（メーリングリスト、20120519） 

 

以上のインターアクションを経て、「漢字の促音化」の補助教材は完成された。実際のフ

ィードバックで使われた補助教材を資料 5.3 に示す。 

 

5.3.5 振り返りと音韻知識の意味づけ 

C が「漢字の促音化」の補助教材を作成したことから得た気づきは、2 つの側面から考

察できる。1 つ目は教師自身が学ぼうとする力である。C はベテラン教師としてこれまで

23 年間日本語教育に携わってきたが、自身の日本語指導を次のように省察している。 

 

C：もっと早く知りたかったです。20 年ぐらい前に知りたかった。〔笑い声〕（中

略）学生は「く」があるのに、学校は小さい「っ」ですよね。それって本当

に初級のもう 1 課とかで出てくる語彙じゃないですか。それで、漢字の勉強

のときも割と早いうちに出てきますよね。（中略）「これはこれで覚えてね。」

みたいな言い方しかできなかったので。 

 

C は、漢字の読み方について発音を切り口にして考えたことがなく、漢字の促音化に関
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する音韻知識を整理できたことを非常に喜んでいた。漢字の読み方は、これまで学習者に

暗記させる指導しかできなかった自身の指導法を悔いている気持ちが伝わってくる。 

C のエピソードからわかるのは、ベテラン教師であっても、教師自らが日本語教育に関

する研究成果を読み込み、それを日本語指導に生かすという機会はなかなか一人では得ら

れないということである。学習者一人ひとりの悩みや疑問に沿った指導ができるようにな

るためには、教材や関連研究を読み取り、分析する力が求められる。 

B と C、そして筆者が気づいたように、市販のテキストは与えられている情報に限りが

あり、自分が担当しているクラスにぴったり合う情報を選んで指導まで持っていくために

は、教師の判断と自律が要求される。一つの活動を計画するとしても、十分資料を読み込

み、担当した学習者に一番合う形で活動をアレンジし、語彙を選び、指導していくことが、

音声教育を行う教師に求められるのではないか。もし、オートノミーを持っていない教師

であれば、市販の教材にはまった情報でしか教えられなくなるのであろう。 

教師自らが研究成果を手に取って、その内容を読み込み、音韻知識を整理したうえで、

教室活動で使う語彙を選び、アレンジして指導まで持っていくためには、教師のオートノ

ミー、つまり自律的に動く力が必要となる。ただし、C や B がそれぞれ 23 年、5 年間の

教師経験を持っている教師であったにもかかわらず、これまで自ら研究成果を調べてそう

いった原動力を手に入れることが難しかったと予測できる。日本語教育全般において、日

本語教育現場におけるカリキュラムや教材がすでに教育機関のスーパーバイザーにより決

められていることや、教師教育における知識暗記型の学習法が、教師の自律的な教材内容

のアレンジまで導かれない理由であろう。教育機関においては、学習者の学びについては

工夫されていても、教師の学びを意識的に工夫している教育機関は少ないであろう。 

本研究では、学習者からの質問に対する答えを考えることが実習生の学びに繋がるとい

う担当教員の判断の下、筆者は支援者として関連文献を配布し、購読してもらうような環

境を醸成した。そして、筆者は学習者の視点から学習時の困難点や気になる点を考え、そ

のことを実習生に問いかける形で自分の気づきを共有した。このようなサポートにより、

実習生 C は、語彙を選択する際にヒントを得て、「学習者にとっての知ることの権利」を

配慮したうえで「～キ類、～ク類、～チ類、～ツ類」をすべて揃え、促音化するものとし

ないもの両方を取り入れた補助教材を作成することができた。C は、「漢字の促音化」に関

する音韻知識を整理したことに大変喜びを感じている。こういった気づきから得られる喜

びが積み重なっていけば、教師のオートノミーに繋がるのではないか。さらに、学習者か
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ら受けた質問やどうしても説明がつかない現状について、教師自ら資料を探し、読み込み、

分析して、教材そして活動にアレンジを加える経験を繰り返し行ってみることで、教師は

自ら音韻知識を得ることの喜びを知り、そういった経験が教師のオートノミーに繋がって

いくのではないかと考える。 

2 つ目は、学習者の様子を観察することである。前述したとおり、C は音韻知識を整理

し、その気づきからもたらされる喜びを感じたが、その気づきの喜びは学習者にも同様に

表れていた。 

 

C：もう 3 分ぐらいで、だーとやっただけなんですけど。学習者たちが、うん、

すごくその日はこれもフィードバックの時間にやったんですけど、そのとき

の「わー。」みたいな「わかった。すごい！」みたいな何か感激に似たような

雰囲気のまんま授業終了までそれが続いて、活動が終わって。で、確か次に

話しことばやるからねっていうお話もあって、とっても嬉しそうに帰ってい

ったんですよね。皆が笑顔で「ありがとうございました。」ってお互いに挨拶

をして、帰れたので。何かこういう何分にも至らないような活動一つでも。

うん、変わっていくのかなとちょっと思いました。一つひとつの短い活動も

大切なんだなって思いました。 

 

「漢字の促音化」の活動において、学習者がルールを発見したときの様子を観察した C

は、「感激に似たような雰囲気」の中で、教師と学習者の信頼関係にもよい影響を与えるこ

とができたと意味づけている。学習者の表情やグループ活動の雰囲気が改善していくこと

を体験し、「何分にも至らないような活動一つ」であっても、教育現場は変わっていくもの

だと意味づけていた。 

 

5.4 小括 

本章では、「アクセント確認Ⅰ」、「アクセント確認Ⅱ」、「漢字の促音化」に関するエピソ

ードを取り上げ、音韻知識を学習する様子および実習生の意味づけを明らかにした。実習

生が得た音韻知識は、実習生が自主的に集まった打ち合わせにおいて、互いの発音を比較・

分析することで得られ、授業の中で担当教員からの説明によって音韻知識が得られ、さら

にメーリングリストをとおして論文から得た知識をまとめていく中で身についたものであ
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った。 

エピソードの意味づけをまとめると次のようになる。 

「アクセント確認Ⅰ」は、アクセント指導を行うために音声知識を身につけていく過程

として意味づけられる。声の高低変化に意識を向けることは、「教えるとなると意識せざる

を得ない（G）」「自分が発音に意識できないと学習者に教えられない（I）」と意味づけら

れる。アクセントの揺れを確認することは、「揺れを知ることで学習者の質問に対応できる

ようになる（H）」「教師の発音がモデル音声として適切かを確認する（I）」「揺れのある発

音であっても、アクセントのルールを違反していない（J）」と意味づけられる。また、ア

クセントの視覚化は、「学習者の質問に柔軟に対応するための手引き（H）」「教科書どおり

の発音を記しておくもの（I）」「アクセントルールに沿った外国人っぽくない発音を記して

おくもの（J）」として意味づけられる。 

「アクセント確認Ⅱ」は、音声と音韻の違いを発見していく過程として意味づけられる。

音声と音韻の違いを発見したことで教師自身の振り返りを行ったことから、「自身の発音お

よび発音指導を省察する機会（B）」として意味づけられる。また、教師として発音を教え

ていくためには、「自身の発音の高低変化を捉えておく必要がある（D）」と意味づけられ

る。 

「漢字の促音化」は、音声を諸領域と関連づけて音韻知識をまとめていく過程として意

味づけられる（C）。 

以上の「アクセント確認Ⅰ」「アクセント確認Ⅱ」「漢字の促音化」において、実習生が

音声を省察しており、その省察をとおして音韻知識が得られ、実習生にとっても有益な学

びとして意味づけられることがわかった。9.2.1.1 では、これらの音韻知識を学習するプロ

セスを、音声を省察するプロセスとして図式化し、メタ言語能力という観点から考察を行

う。 
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資料 5.1 

第 6 回 動詞のアクセント （授業実施日：2012 年 11 月 19 日） 

動詞の活用形のアクセント 

  辞書形 ‐ます ‐た ‐て ‐ない 

グ
ル
ー
プA

 

～■■ ■ます ～■た ～■て ～■ない 

グ
ル
ー
プB

 

～■ （～）■ます （～）■た （～）■て （～）■ない 

 

グループ A 

5拍 いらっしゃる 

4拍 集
あつ

まる おっしゃる 驚
おどろ

く がんばる 手
てつだ

伝う 引
ひ

っ越
こ

す 喜
よろこ

ぶ 覚
おぼ

える 答
こた

える 

3拍 
閉
し

める 起
お

きる 食
た

べる 見
み

せる 歩
ある

く 泳
およ

ぐ かぶる 頼
たの

む 作
つ く

る 習
なら

う 走
はし

る 話
はな

す 

休
やす

む 思
おも

う 壊
こわ

す 残
のこ

る 払
はら

う 戻
もど

る 

2拍 
来
く

る 見
み

る ある 会
あ

う 合
あ

う 書
か

く 切
き

る 住
す

む 出
だ

す 立
た

つ 取
と

る 脱
ぬ

ぐ 飲
の

む 待
ま

つ 

持
も

つ 読
よ

む 

 

グループ B 

5拍 めしあがる 

4拍 生
う

まれる 教
おし

える 出
で

かける 並
なら

べる 忘
わす

れる 始
はじ

まる 働
はたら

く 

3拍 
開
あ

ける 入
い

れる 借
か

りる 消
き

える 遊
あそ

ぶ 洗
あら

う 歌
う た

う 座
すわ

る 使
つか

う 止
と

まる 並
なら

ぶ 登
のぼ

る 

曲
ま

がる 磨
みが

く 渡
わた

る なくす  

2拍 
する いる 着

き

る 寝
ね

る 言
い

う 行
い

く 売
う

る 置
お

く 押
お

す 貸
か

す 聞
き

く 消
け

す 死
し

ぬ 吸
す

う 

飛
と

ぶ 乗
の

る 引
ひ

く 呼
よ

ぶ 
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資料 5.2 

第 1 回 日本語の音 （授業実施日：2012 年 4 月 23 日） 

活
かつ

動
どう

① 山手線（やまのてせん）ゲーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① にしにっぽり   ② にっぽり     ③ かんだ      ④ とうきょう 

⑤ ゆうらくちょう  ⑥ しんばし     ⑦ はままつちょう  ⑧ おおさき 

⑨ ごたんだ     ⑩ しんじゅく    ⑪ しんおおくぼ   ⑫ おおつか 

  

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 
⑫ 
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資料 5.3 

前回の活動に対するフィードバック 

漢字の促音化のルール【キ、ク、チ、ツ ＋ k、s、t、h（p）】 

 

～キ＋k 

石（せき） ＋ 鹸（けん）   → 石鹸（ せっけん  ） 

     石（せき） ＋ 油（ゆ ）   → 石油（ せきゆ   ） 

     石（せき） ＋ 器（き ）   → 石器（       ） 

 

～ク＋k 

     読（どく） ＋ 書（しょ）  → 読書（       ） 

      読（どく） ＋ 解（かい）  → 読解（       ） 

     直（ちょく）＋ 下（か ）  → 直下（       ） 

     直（ちょく）＋ 前（ぜん）  → 直前（       ） 

 

～チ＋k、s、t、h（p） 

     日（にち） ＋ 系（けい）  → 日系（       ） 

     日（にち） ＋ 産（さん）  → 日産（       ） 

     日（にち） ＋ 時（じ ）  → 日時（       ） 

     日（にち） ＋ 銀（ぎん）  → 日銀（       ） 

     日（にち） ＋ 程（てい）  → 日程（       ） 

     日（にち） ＋ 本（ほん）  → 日本（       ） 

 

～ツ＋k、s、t、h（p） 

実（じつ） ＋ 家（か ）  → 実家（       ） 

実（じつ） ＋ 際（さい）  → 実際（       ） 

実（じつ） ＋ 務（む ）  → 実務（       ） 

実（じつ） ＋ 態（たい）  → 実態（       ） 

実（じつ） ＋ 業家（ぎょうか）→ 実業家（         ） 

出（しゅつ）＋ 発（はつ）  → 出発（       ） 

     出（しゅつ）＋ 演（えん）  → 出演（       ） 

     出（しゅつ）＋ 国（こく）  → 出国（       ） 

     発（はつ） ＋ 言（げん）  → 発言（       ） 

     発（はつ） ＋ 展（てん）  → 発展（       ） 

     発（はつ） ＋ 散（さん）  → 発散（       ） 

     発（はつ） ＋ 券（けん）  → 発券（       ）
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第 6 章 補助教材の作成 

 

本章では、春学期における補助教材の作成を巡る実習生間のインターアクションの様子

および補助教材の内容分析を行う。補助教材とは、各課の学習目標達成のために主教材以

外に準備する教材のことを指す。実習生は例年の『補助教材リスト』をまずレビューして

おいて、自分が担当した課の学習目標に合わせて、補助教材を修正補完して使ったり、新

たな素材でゼロから作ったりしていった。「音声教育実践」をとおして実習生が得た学び

が補助教材に具現化されていると捉える。 

6.1 では、『補助教材リスト』を概観し、6.2 では、春学期と秋学期において補助教材の

特徴および補助教材作成における実習生間のインターアクションを分析する。なお、必要

に応じて、本文中に補助教材を資料として示す。 

 

6.1 『補助教材リスト』の概要 

本研究フィールドである「音声教育実践」では、戸田（2004）『コミュニケーションの

ための日本語発音レッスン』の主教材以外に、補助教材が用いられていた。補助教材とは、

主教材の各課における学習目標を達成するために、主に実習生が持つグループ活動で使わ

れる、（自律的な）発音（学習の）練習のために作られた教材のことである。 

筆者は、本研究フィールド調査のために、2010 年度から 2011 年度までの 2 年間の日本

語教育実践研究の授業の成果物をまとめ、『補助教材リスト』を作成した。その理由は、

限られた時間内に実習生が補助教材をどのように活用するか議論するうえで、『補助教材

リスト』が用意されているほうが効率的だと判断したからである。筆者は、2009 年度秋学

期から本研究フィールドでの調査時期まで計 6 学期間「音声教育実践」において、受講生、

ティーチングアシスタント（TA）、ボランティアなどさまざまな形で参加してきた。6 学

期間実習生の様子を観察する中で、補助教材の学習目標や素材の選定をゼロから考えてい

くと、運用レベルまで話し合う時間が十分確保できないことが多々あり、緊張感とフラス

トレーションの中で実習生の学びは十分引き出せないものだと考えた。むしろ、これまで

の「音声教育実践」における実践の成果を大いに活用し、すでに揃っている材料の中から

どの項目をどのような基準で選び、どのような学習目標を設定し、どのように運用すれば

よいか十分話し合う時間を確保したほうが、実習生の学びが深まっていくのではないかと

判断した。それにより、限られた時間をより効率的に使いこなせる。これまで培ってきた
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音声教育における知恵を言わずに温存するより、過去の実習生が発見した知恵を現在の実

習生と分かち合ったほうが、「音声教育実践」における実習生の学びをさらに拡張させて

いくのだと判断した。 

本補助教材の特徴として、主教材に比べ担当者の自由度が高いこと、学習者の身の周り

のものが補助教材になり得ることが挙げられる。 

実習生同士で補助教材を選ぶ際に、単なる「使えるか」「使えないか」で議論が終わる

のではなく、「使えるにはどうすればよいか」が議論できるように、支援者としてサポー

トを行った。そして、補助教材作成の留意点として、次の注意書きを記した。 

 

（1）音声教育に重点を置いた活動を補助するものとする。 

（2）中級から上級レベルにふさわしい語彙を選ぶ。 

（3）知的レベルにあつた退屈しない素材、活動を選ぶ。 

（4）学習者が日本で生活する上で役に立つ生教材を活用する。 

（5）生教材を使う場合、注釈をつけ加工を行い、教材として相応しいかどうか

を事前によく検討する。 

（6）適切なフォーマットに整える。（授業名、日付、氏名欄を入れるなど） 

（7）生教材や既存の教材を利用する場合、著作権の問題をクリアする。 

（補助教材リスト p.1） 

 

6.2 補助教材の内容および作成過程の分析 

すべての補助教材の内容および作成過程を追った結果、実習生が補助教材作成をとおし

て得た学びとして 5 つが浮き彫りになった。下記の 5 つの視点から、補助教材の内容およ

び作成過程を分析する。分析結果を示す前に、5 つの視点の定義を行っておく。 

 

（1）補助教材における学習目標の明確化 

補助教材における学習目標が明確になっていくことを意味する。最初の頃の補助教

材は、学習目標が明確でなかったり、音声に特化した学習目標でなかったりする場合

があった。実習生は、回を重ねるたびに、補助教材を音声教育用の教材として認識し、

学習目標を明確にしていくことがわかった。 

（2）学習者に沿った視点の育成 
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学習者に沿った視点とは、日本語母語話者として母語の日本語を対象化する視点で

はなく、学習者が日本語の音声を学ぶ際に外国語としての日本語を対象化する視点を

意味する。日本語母語話者の実習生は、母語話者としての感覚をもって日本語の音声

を捉えがちである。だが、日本語の音声を学習者に教えるためには、日本語を外国語

として捉える視点が必要である。実習生はその視点が補助教材作成をとおして得られ

たことがわかった。 

（3）音声と諸領域との関連づけ 

音声は日本語教育の諸領域――文法、待遇、漢字、統語、表記、意味など――と関

連しているということを意味する。実習生は音声教育が諸領域と関連していることを

意識しながら、補助教材作成に取り組んでいたことがわかった。 

（4）音声と日常生活との繋がり 

「音声教育実践」では、実習の方針として「日常生活の中で音声に意識を向けて、

日本語の音声を聞き取ったり話したりする」ことを掲げていた。その背景には、教室

を音声へ意識を向けるきっかけを作る場として捉えており、教室外でその音声への意

識向けが継続できるようにサポートすることが音声教育だとする教育観が存在する。 

（5）authenticity（真正性）51を考慮した音声コミュニケーションの視点の育成 

実習生は音声教育用の補助教材を作成する際に、authenticity を考慮して補助教材

の例文を検討したり、学習目標を検討したりしていた。 

 

本節では、補助教材の概要を説明したあと、上記の分析観点の中で該当するものを示し

たうえで、その分析観点から補助教材の内容を分析する。 

 

                                                   
51 authenticity とは、コミュニカティブ・アプローチにおける活動や素材を評価する指標とし

て用いられており、実際のコミュニケーションとの類似性を指す。それは、「コミュニケー

ション能力を養成するためには、授業中に扱う素材や言語活動が、教室外の自然なコミュニ

ケーション活動と関連していることが重要である」という考えが基になっており、「自然な

コミュニケーションにより近い教材やタスクは authenticity が高い」とされる（隅田 2013 

p.48）。authenticity には、「状況的真正性」（situational authenticity）と「交流的真正性」

（interactional authenticity）があるとされる（Ellis2003 pp.305-306、和泉 2009 p.97）。

「状況的真正性」は「現実世界での言語使用状況との類似性」を、「交流的真正性」は状況

的にはそのままの形で現実世界で行われることはあり得ないかもしれないが、そこで得られ

るスキルは現実の言語使用に十分応用可能である」（和泉 2009 p.97）ことを意味する。 
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6.2.1 外来語を素材とした「日本語の音」の補助教材 

本項では、「日本語の音」を練習するために用いられた 2 つの補助教材を分析する。分

析観点は、〈①補助教材における学習目標の明確化〉〈③音声と諸領域との関連づけ〉であ

る。 

まず、「日本語の音」に関する補助教材の概要を説明する。一般的に日本語の音となる

と、50 音図の導入が多くの日本語教室活動で取り上げられるが、本来日本語の 50 音図に

は含まれない外来語の音を含めると日本語の音は 100 を超える。本項で紹介する 2 つの補

助教材は、外来語の発音の作り方（「フ」＋「ァ」）を理解したうえで、自分に関わる片仮

名ことばを学ぶ活動で使われるものである。補助教材❶は、外来語の偉人名、地名、食べ

物の名前、楽器名、芸術作品や映画の題名などの発音と表記を確認するものである。日常

生活でよく見たり聞いたりするカタカナ語で、「ファ」「フェ」「ツェ」「シェ」などの外来

語の発音に慣れることを狙った補助教材である。補助教材❷は、学習者自身について外来

語を使って話す活動に用いられるものある。この 2 つの補助教材は、『補助教材リスト』

に含まれており、以下の説明が示されている。「目的」と「学習目標」は、補助教材❶と❷

両方に関わるものであり、補助教材❶では指定された外来語の表記と発音を学習し、補助

教材❷では学習者が自分の言いたい外来語の表記と発音を学習することが狙いである。 

 

目的 

・外来語音を加えた日本語の発音に慣れる。(p.4) 

・国名・地名が正しいリズムで発音できるようになる。(p.18) 

活動意図 

・外来語の表記と発音を結びつける。 

・自分と関連するものを、片仮名を用いて表記でき、発音できるようになる。 

 

日本語の初級クラスでは、表記と発音を一致させるために指導が行われるが、一般的に

は 50 音図のひらがなに限られていることが多い。しかし、外来語の発音は、50 音図のひ

らがな以外にも「ファ、フィ、フェ」などのカタカナで表記するものも多い。特に、学習

者にとって出身地や名前を言うときに、出現頻度が高いと言える。そのため初級のみなら

ず中級や上級クラスにおいても、発音の練習素材として導入することによって、学習者の

言いたいことが伝わる発音で話せるようにサポートできるであろう。 
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実習生は、補助教材❶を用いた活動をとおして、外来語の発音と表記の一致という観点

から、表 6.2.1-1 のように振り返りを行っていた。実習生は、発音クラスであるものの、

表記と発音の一致という側面から、〈③音声と諸領域との関連づけ〉を改めて認識できたと

言える。 

 

表 6.2.1-1 「日本語の音」に関する振り返りシート 

実習生 メーリングリストの投稿内容 

B 表記の問題で、「ヴェニス」か「ベニス」か、「ヴォン」か「ボン」か、など、

母語でははっきりとした違いがある S もいるので、どちらがいいのかという質

問があったが、日本語には二通りあると説明し、「ヴェ ve」か「べ be」か、す

こし意識して違った発音をして微妙な違いを聞いてもらった。（B の振り返りシ

ート、20120423） 

D 学習者にとって、外来語の表記と音を一致させることが、かなり難しいという

ことを再認識した。（D の振り返りシート、20120423） 

 

次のページに補助教材❶を示す。学習者には先に「活動② 外来語の発音」の左側の問

題が配布され、活動が終わった後に右側の正解が配布された。 
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【補助教材❶―外来語の発音】 

活
かつ

動
どう

②
 

 外来語の発音 

次の絵を見て、発
はつ

音
おん

してみましょう。                             正
せい

解
かい

 片仮名語を確信しましょう。その後、発
はつ

音
おん

してみましょう。 

 

 

⑨（       ） ⑫（       ） 

⑧（       ） 

①（       ）  

⑩（       ） ⑪（       ） 

⑤（       ） ⑥（       ） ⑦（       ） 

②（       ） ③（       ） ④（       ） 

⑨（ヴァイオリン） ⑫（ヴァンパイア） 

⑧（スターバックス） 

①（マリーアントワネット） 

⑩（ウォルトディズニー） ⑪（ヴィーナス） 

⑤（フィレンツェ） ⑦（クロワッサン） 

②（モーツァルト） ③（アインシュタイン） ④（シェイクスピア） 

⑥（ウォッカ） 
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ここからは、補助教材❷をもって、〈①補助教材における学習目標の明確化〉に関する

実習生の振り返りを紹介する。「日本語の音」という回において、補助教材は『補助教材リ

スト』に載っているものをほとんど加工せずそのまま使っており、補助教材における学習

目標について十分な検討は行われてはいなかった。そのため、実習生は学習目標が明確に

なっていない補助教材を用いた活動が上手く進まなかったことを省察している。この省察

は残りの実習における〈①補助教材における学習目標を明確化〉していくうえで影響して

いたと考えられる。 

補助教材❷は、外来語を用いた個人化作業という活動のために作成されたものである。

前述したとおり、補助教材❶で指定された外来語の表記と発音を練習したあと、自分と関

わる外来語を話すための応用練習である。補助教材❷も『補助教材リスト』からの変更点

はなくそのまま活動に用いていた。この活動を終えたあと、実習生はメーリングリストを

とおして、補助教材❷に対する振り返りを共有している様子が見られる。（表 6.2.1-2参照） 

 

表 6.2.1-2 個人化作業に関する意見交換 

実習生 メーリングリストの投稿内容 

A 個人化して話すことについて。私自身がやっていても感じたことですが、初級

クラスでの会話練習のようになってしまうこと、そうでないことが学習者にど

れだけ伝わっているかが疑問。また、N さんは質問事項がたくさんあるのに 1

つ 2 つしかやっていないことが気になったそうです。この点も時間配分などを

考えて、補助教材を今回の授業に合わせていく必要性を感じました。（2012 年 4

月 24 日 1:54） 

C 個人化して話すことについてですが、発音練習と割り切るのか、発音以外にも、

もっと知的レベルを考慮して、学習者が満足するようなものを目指すのか・・・

という選択になるでしょうか。N さんが指摘してくれた「質問事項がたくさん

あるのに 1 つ 2 つしかやっていない」ということについては、準備段階で設問

を 2、3 に絞って提示することもできますね。学習者からすると、空欄があれば、

全部やりたくなるものでしょう。（2012 年 4 月 24 日 21:19） 

Y この教材の使用目的や活動意図は、会話・発話量を増やすことにあるのではな

く、国名・地名・食べ物などの外来語を片仮名で表記できること、音声と表記

が正しく結びつけるようになること、だったと思います。「個人化」という文脈
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がむしろ実習生や学習者を混乱させたかもしれませんね。今後、実習生側は使

用教材の目的、活動意図などをよく理解したうえで活動に取り組み、その目的

を学習者にもきちんと伝える必要性を感じました。（2012 年 4 月 25 日 1:48） 

B 個人化して話すことについて。短い時間の中で、会話練習のような流れから発

音練習に意識を変えるのは、こちらも学習者も難しいと感じました。また質問

もたくさんあり、全部できなかったので、学習者から「残りは宿題ですか？」

などといった質問もありました。N さんの感想同様、全部練習したいと思って

いた学習者は多かったと思われます。コミュニケーションという観点から、こ

のような練習は必要だと思いますが、練習の内容、質問の数は今後の考える必

要があると考えます。（2012 年 4 月 25 日 7:20） 

 

振り返り内容の 1 つ目は会話授業のようになってしまったこと、2 つ目は活動時間に比

べて練習項目の量が多かったことである。1 つ目の会話授業になりがちである理由として、

活動の意図が実習生にとって明確に認識されていなかった点が挙げられる。そこで、実習

生間で活動の目標を決め、その目標を学習者と共有すべきだという気づきが生まれた。2

つ目の補助教材に示す練習項目の量に関しては、12 項目を用意していたが、実際には時間

の制約上 2 項目しか練習できなかった。そこで、実習生は時間管理と時間内にできる活動

の量を考えることの重要さに気づいたことがわかる。 

この 2 つの振り返り内容が、残りの実習における活動を計画していく際に〈①補助教材

における学習目標の明確化〉を意識させられたきっかけになったと言える。補助教材❷を

次のとおりである。 

 

【補助教材❷―個人化作業】 

活
かつ

動
どう

③
 

 自
じ

分
ぶん

のことを話
はな

してみましょう。 

 

1． 私
わたし

の国
くに

の有
ゆう

名
めい

なところは、（            ）です。 

（              ）が有
ゆう

名
めい

です。 

2． 私
わたし

の国
くに

で一
いち

番
ばん

美
お

味
い

しい食
た

べ物
もの

は、（          ）です。 

3． 私
わたし

の国
くに

では、クリスマスに（             ）を食
た

べます。 

4． 私
わたし

の国
くに

では、新
しん

年
ねん

に（                ）を食
た

べます。 
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5． 早
わ

稲
せ

田
だ

周
しゅう

辺
へん

で、私
わたし

の国
くに

の料
りょう

理
り

を食
た

べられるレストランは、 

（              ）です。 

6． 私
わたし

が行
い

ってみた国
くに

の中
なか

で一
いち

番
ばん

きれいだった国
くに

は、（           ）です。 

（            ）で有
ゆう

名
めい

です。 

7． 私
わたし

がこれから一
いち

番
ばん

行
い

ってみたいところは、（             ）です。 

8． 私
わたし

が好
す

きなハリウッド俳
はい

優
ゆう

は、（               ）です。 

彼
かれ

／彼
かの

女
じょ

が出
しゅつ

演
えん

した映
えい

画
が

は、（                ）です。 

9． 私
わたし

が最
さい

近
きん

見
み

た映
えい

画
が

は、（             ）です。 

10． 私
わたし

は楽
がっ

器
き

の中
なか

で、（            ）が好
す

きです。 

11． 私
わたし

の好
す

きなミュージシャンは、（              ）です。 

12． 私
わたし

が尊
そん

敬
けい

する偉
い

人
じん

は、（             ）です。 

 

6.2.2 手拍子を活用した「日本語のリズム」の補助教材 

本項では、「日本語のリズム」に関する補助教材を〈①補助教材における学習目標の明

確化〉〈②学習者に沿った視点の育成〉という観点から分析する。 

まず、補助教材の概要を説明する。補助教材❸と❹は、『補助教材リスト』に載ってい

る素材である。補助教材❸は、山手線路線図を活用したもので、補助教材❹は、スターバ

ックスのメニューを用いたものである。以下の説明が『補助教材リスト』に示されている。

補助教材❸は「日本語の音」の回において、補助教材❹は「日本語のリズム」の回におい

て用いられた52。 

 

活動意図 

・日常生活でよく使う単語から日本語のリズムを学ぶ。 

使用方法 

・特殊拍を含むものに印をつけておく。 

・ふりがなをつけておく。 

・自分がよく利用する場所が選べるよう、学習者に選択肢を与える。 

                                                   
52 「日本語の音」と「日本語のリズム」はシラバス上では別の回になっているが、日本語の音

とリズムは、密接に繋がっており、実習活動において 2 週間に渡って日本語の音とリズムに

関する活動を同時に展開していた。  
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・マーク53をつける。 

例）チャリティー（2 拍で発音する。） 

■■ 

 

活動意図として「日常生活でよく使う単語から日本語のリズムを学ぶ」ことが狙われて

おり、東京都内の山手線、東西線、西武新宿線などの路線図を使った活動、そしてマクド

ナルド、スターバックス、ミスタードーナツなどのメニューが参考例として示されていた。 

ここから、〈①補助教材における学習目標の明確化〉〈②学習者に沿った視点の育成〉と

いう観点から分析した結果を示す。具体的には、補助教材❸を取り上げ、活動に対する振

り返りを分析する。その後、補助教材❸を用いた活動の振り返りが、補助教材❹を選ぶ際

にどのように作用したか、分析する。 

 

【補助教材❸―山手線路線図】 

活
かつ

動
どう

① 山手線（やまのてせん）ゲーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① にしにっぽり    ② にっぽり      ③ かんだ       ④ とうきょう 

⑤ ゆうらくちょう   ⑥ しんばし      ⑦ はままつちょう   ⑧ おおさき 

                                                   
53 マークとは、学習者に日本語のリズムを意識させるためのものである。特殊拍の長音、促音、

撥音は前の 1 拍と合わせて 1 つのまとまりとして捉える。そして、残りの音を 2 拍ずつまと

める。2 拍でまとめられた音には、長いマークを 1 つ付与し、残った 1 拍は短いマークを 1

つ付与する。「チャリティー」の場合、「チャリ」で長いマーク 1 つ、「ティー」で長いマー

クが 1 つ付与される。このように 2 拍をまとめて長いマークを付けるのは、「チャ・リ・テ

ィ・ー」と 1 拍ずつ切って発音するより、「チャリ・ティー」のように 2 つのまとまりとし

て発音したほうが滑らかになるからである。詳しくは、戸田（2004）を参照されたい。 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 
⑥ 
⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ ⑫ 
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⑨ ごたんだ      ⑩ しんじゅく     ⑪ しんおおくぼ    ⑫ おおつか 

 

まず、〈①補助教材における学習目標の明確化〉という観点から分析した結果を示す。

補助教材❸は、山手線ゲームのルールを応用し、「拍手 2 回→駅名→拍手 2 回→駅名」と

いう流れで駅名を発音していく活動であった。実習が始まってすぐの回であったため、実

習生間で意見交換の時間は十分設けられていなかった。そのため、実習において、実習生

は学習者にゲームのルールを説明し、そのゲームのルールに則って学習者は発音しながら

拍手を叩くことで精いっぱいになってしまった。活動を観察していた筆者の感想として、

日本語の音やリズムに関する意識が薄れていることが見て取れ、学習者にとって何が身に

ついたか気になっていた。実習生のほうでも、メーリングリストをとおして、活動に関す

る振り返りを行っていた（表 6.2.2-1 参照）。 

 

表 6.2.2-1 ゲームを用いた活動の学習目標に関する意見交換 

実習生 メーリングリストの投稿内容 

A やはり知的レベルが高いためか、ゲームに対する抵抗があるようです。もし、

ゲームをするなら、なぜゲームをするのか、ゲームから何が得られるのかと言

った説明があるほうが受け入れやすいのではないかとご意見をいただいていま

す。（2012 年 4 月 24 日 1:54） 

C 私はゲームの目的を簡単に説明しました。ゲームから何が得られるのかという

説明はしたほうがいいと思います。ただ、つっかえた人が負けとか、言えなか

った人が負け・・・という設定は、ほぼ初対面のメンバーには向かないかなと

思いました。ゲームも効果をよく考えて行う必要があると感じました。（2012

年 4 月 24 日 21:19） 

B ご意見の通り、ゲームをする場合は「このゲームの意味」「ゲームをするときに

注意すること」など説明があった方がいいと思います。ゲームそのものより、

目的は「発音」なので、もし間違った発音をしている場合は、ゲームの流れを

遮ってもいいかと考え、私は途中で止めて、全員でリピートしました。ゲーム

をする際には、効果や目的を他の練習以上に話し合っておく必要があると感じ

ました。（2012 年 4 月 25 日 7:20） 
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A の振り返りから、学習者の知的レベルとゲームへの抵抗が理由として分析されている

ことがわかる。そのため、ゲームを行う活動の学習目標を説明する必要があったと述べて

いた。CはAの振り返りを受けて、ゲームから得られるものを説明する必要があるという。

実習生 B も、活動の効果や学習目標をきちんと伝えておくべきだと振り返っていた。実習

生は、活動の目標を決めたうえで、その目標を学習者にも伝えることで、実習生と学習者

両者にとって納得のいく活動になり得るのだと気づいた様子が見て取れる。 

次に、〈②学習者に沿った視点の育成〉という観点から分析した結果を示す。表 6.2.2-1

における A と C の活動の学習目標に関する振り返りに加えて、支援者である筆者（Y）は、

補助教材をどのように使うかという運用レベルでの議論が必要だと述べつつ、学習者の視

点で振り返りを行った。実習生の意見交換において山手線ゲームをとおして母語話者の感

覚を身につけてもらえるという発言があったが、筆者はその発言がずっと心に残っていた。

母語話者の感覚で補助教材の活動を考えがちという、支援者として感じた懸念を、実習生

に伝えている。（表 6.2.2-2 参照） 

 

表 6.2.2-2 ゲームを用いた活動の学習目標に関する意見交換 

実習生 メーリングリストの投稿内容 

Y 2 時限の授業でも一度触れましたが、（拍手のルールの件）もっと議論すべきだ

ったかと、私自身反省しているところです。確か、どなたかから「母語話者の

感覚を身に付けてもらえるのでは」という発言があったと思います。実は、そ

れを聞いて一人の学習者の立場から「字数が多いものは早く言わなければ負け

てしまう」とのルールが「日本語の音」の構造を理解することに直接つながり

にくいのではないかと思っていました。というのは、音節言語を持つ英語や韓

国語母語話者にとって、新大久保（しんおおくぼ）や新宿（しんじゅく）にお

ける特殊拍は、前の文字と一音節として理解しがちであり、本当に「日本語の

音」を理解するのに適切な活動だったのか、疑問が残るところです。今後、授

業の目的をよく考えたうえで、運用レベルでの議論を増やしていくべきだと実

感しました。（2015 年 4 月 25 日 1:48） 

 

表 6.2.2-1 および表 6.2.2-2 における振り返りの内容は、翌週の「日本語のリズム」活動

において生かされていることがわかった。ただ母語話者の視点を得るための活動ではなく、
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学習者にとって日本語のリズムを学ぶための活動という学習目標が明確になっていた。ま

た、日本語のリズム感覚を覚えるうえで役立つ拍手の仕方を取り入れることで、気が散ら

ずにリズムの学習に集中できるようにしていた。 

補助教材❹は、指示文が明確になっており、拍の特徴を黒い四角で示すことで、リズム

の切れ目をわかりやすく示している。特殊拍を前の音と合わせて、1 つのまとまりで、リ

ズムを構成する。残りの音も、2 拍をひとつのまとまりとして、リズムを構成する。リズ

ムの構成が、黒い四角の部分となる。そして、1 つのまとまりに 1 回の手拍子を付与する。

つまり、発音と手拍子を同時に行うことになり、手拍子に合わせて発音をすることができ

る。 

 

【補助教材❹―スターバックスのメニュー】 

＊次のスターバックスのメニューは、それぞれ何拍なのか数えてみましょう。 

1 拍     2 拍      例）ホット（     ） アイス（     ） 

ドリップコー ヒー 
8 拍 

コーヒーフラペチーノ 
10 拍  

     
 

      

カフェアメリカーノ 
8 拍 

キャラメルフラペチーノ 
10 拍  

     

 

      

キャラメルマキアート 
9 拍 

ダークモカフラペチーノ 
11 拍  

     

 

       

スターバックスラテ 
9 拍 

抹茶クリームフラペチーノ 
13 拍  

     
 

         

カプチーノ 
5 拍 

バニラクリームフラペチーノ 
13 拍  

   
 

         

カフェモカ 
4 拍 

マンゴークリームフラペチーノ 
14 拍  

  
 

         

ホワイトモカ 
6 拍 

ダークモカチップクリームフラペチーノ 
18 拍  

   
 

            
 

 

上記のように、学習者に日本語のリズムを学習してもらうための工夫が反映された補助

教材を用いたあと、実習生 C は、学習者の目線で音声教育活動の目標を考えることが大事

であることに気づいた様子が見て取れる。そして、同日に使ったほかの補助教材❺につい

ても、より学習者の目線からリズムを学習するうえで役立つ教材として改善することがで

きるのだという振り返りに繋がった。 

補助教材❺は以下に示すとおり、補助教材❹と異なり、リズムに対する視覚化はされて

おらず、ただ単語が並んでいるだけである。リズムの切れ目がわかりにくく、漢字の文字

情報に引きずられてしまい、例えば「政治経済学部」の場合、「せいじーけいざいがくぶ」

  0    
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のように「政治」の「じ」を一拍分余分に伸ばして発音しがちである。リズムの切れ目に

ついて、実習生間の打ち合わせにおいて意見交換を行った際に、「山手線ゲーム」のよう

に母語話者の感覚で漢字の切れ目でリズムを取るという意見が出ていたが、筆者は学習者

の視点から上記の点を実習生に伝え、補助教材❺の使用において、留意点としてリズムの

切れ目に注意することを共有した。 

 

【補助教材❺―学部・大学院名】（一部） 

1. 政治経済学部（せいじけいざいがくぶ）、政経（せいけい） 

2. 法学部（ほうがくぶ） 

3. 文化構想学部（ぶんかこうそうがくぶ）、文構（ぶんこう） 

4. 文学部（ぶんがくぶ） 

5. 教育学部（きょういくがくぶ）、教育（きょういく） 

 

C は、補助教材❺を用いた活動において、補助教材❹で練習したリズムの切れ目を導入

すればよりよい活動に繋がったはずだと振り返りを行っている。（表 6.2.2-3 参照） 

 

表 6.2.2-3 「日本語のリズム」に関する振り返り 

作成者 振り返りシートの内容 

C 実習前 MTG では･･･ 

・リズムをとる練習が「スタバ」から「所属学部」に変わる際に、リズムの切

れ目がどうしたら分かりやすいか話し合った。日本人＆教師目線で「漢字ごと

に切れ目がある」と考えたが、それに対し、支援者から「漢字に注目させると

全て同じ拍数で発音しかねない」とのコメントをもらい、学習者の目線でも考

えないといけないと反省した。その後、補助教材の改善案として、紙幅の関係

もあるだろうが、以下のようにすれば、実習生にも学習者にも分かりやすくな

るのではないかと思った。 

例）社会科学部 → 社  会  科  学  部 

しゃ かい  か  がく  ぶ 

■  ■ ■ ■  ■ 

（C の振り返りシート、20120507） 
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C の振り返りからわかるように、2 回の実習活動において、実習生は母語話者の感覚で

音声を捉えがちであることに気づかされていく様子が見て取れる。この気づきは、この後

の実習活動の補助教材を作成する際に生かされてくることがわかった。次項以降で、その

変化の様子を示す。 

以上のように、「日本語のリズム」に関する補助教材作成をとおして、実習生にとって

〈①補助教材における学習目標の明確化〉〈②学習者に沿った視点の育成〉という学びが得

られたことがわかった。 

 

6.2.3 状況や場面が描かれた絵を素材とした「話しことばの発音」の補助教材 

本項では、「日本語のリズム」に関する補助教材を〈①補助教材における学習目標の明

確化〉という観点から分析する。市販の教室活動参考書である足立ほか（2004）『絵で導

入・絵で練習』のイラストを参考に作られた補助教材❻は、状況や場面が描かれた絵を見

て、登場人物のセリフを話しことばを用いて発音練習することが、学習目標である。 

図 6.2.3 は、実習生用が活動のために持参した例文のメモ書きであり、メーリングリス

トをとおして共有されていた。グループ 1 から 3 まであるが、教科書 pp.36-37（教師用指

導書 pp.34-35）に書かれている話しことばのグループを指している。グループ 1 は拗音化

（「きゃ」「ちゃ」「じゃ」）を、グループ 2 は「い」の脱落（「～てる・でる」「～て

く・でく」）を、グループ 3 は二連母音の融合（「～とく・どく」「～たげる・だげる」）

を指し、これらは音変化によって拍数が減るもので、総称は縮約形と言えるものである。

ただ、ハイライト部分には、グループに該当しないものやグループ 4 と分類される「ん」

という音変化も含まれており、もう少し整理できそうにも見える。 

 

＊選択する絵（案） 

グループ 1 

あ～片づけなき

ゃ… 

こんなにある

と、やんなっち

ゃうな～。 

 

もうお酒を飲んじ

ゃいけませんよ。 

分かってるんです

が、つい… 
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グループ 2 

（あ、遅れちゃ

った…） 

もう始まってま

すよ。 

 

飲んでく？ 飲ん

できませんか。 

かえり、どっか寄

ってこうよ。 

飲んでこうと思う

んだけど、どう？ 

すみません、明日

出張で、早く起き

なきゃなんないの

で… 

グループ 3 

冷やしとこう。 

 

大丈夫？食事作

ったげるね。 

作っとくね。 

作っときますの

で。 

図 6.2.3 実習生のメモ 

 

実際に実習活動で使用した補助教材は A4 用紙 1 枚に 1 つの絵を印刷したものであり、

一人の実習生がそれぞれ担当グループの絵を持参した。補助教材❻からわかるように、特

にグループ分けなど示されておらず、絵だけをもって活動を行った。 

 

【補助教材❻―状況や場面が描かれた絵を素材とした「話しことばの発音」の補助教材】54 

活
かつ

動
どう

① 絵を見て話しことばで話す 

① ② ③ 

                                                   
54 イラストの左上にある①から⑥までの番号は、本文で説明するために筆者が付与したもので

ある。実習活動とは関係しない。 
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④ ⑤ ⑥ 

 

補助教材❻の特徴として、初級レベルで示される絵カードのように、特に指示文や活動

にヒントになるような文字情報は、一切示されていないことが挙げられる。このことは、

〈①補助教材における学習目標の明確化〉ができているとは言えず、そのせいで、次のよ

うな運用上の問題が生じた。（表 6.2.3-1 参照） 

1 点目の問題として、指示文がないことから、実習生による導入部分の説明がばらばら

になってしまい、グループによって進度が大きく異なるという現象が見られた。グループ

によっては、実習生がすんなり口頭で指示を出してスムーズに活動に入るグループもいる

ものの、あるグループでは、この絵がどのような状況なのか、どのような登場人物がいる

のかなど、実習生による説明が続き、学習者に指示を出すまでの時間がかかっている様子

であった。グループ全体における印象としては、学習者より実習生の発話のほうが多く、

どのような到達目標に向けて活動が進められているか少しはわかりにくいという状況であ

った。 

2 つ目の問題として、学習者の発話が少なく、口が重いという点が挙げられる。多くの

実習生の振り返りから、この問題が指摘されていた。何人かの実習生の振り返りから、そ

の原因は、学習者間におけるラポール形成にあったと分析されている。実習活動は学期初

めから数えて 3 回目で、まだ学習者間にラポールが形成されていないという状態において、

突然文を作って発表するという状況のもと、学習者にとって発話を躊躇してしまった原因

だという推測である。 

 

表 6.2.3-1 「話しことばの発音」の振り返り 

実習生 振り返りの内容 

A S からイラストを見て会話を作りにくいという意見が多かった。全体に会話を考

えて言ってもらうように指示を出したが、ほとんど誰も口を開かず、個別に「～
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さん、どうですか」のように当てるとなんとか返事がかえってくるような状態

だった。また、作ってもらった会話も「～なきゃ」「～ちゃった」はたくさん出

てきたが、それ以外はほとんど挙がらなかった。もう少しバリエーションが出

るとよかったが、「会話を作るのが難しい」という S からの意見と総合すると、

イラストから会話を想像する活動は発音以外の面で難しかったのかもしれな

い。（A の振り返りシート、2012 年 5 月 14 日） 

B 絵カードを使って、縮約形を言ってもらうのは難しそうで、自由に発言させる

と「～ちゃう」「～ちゃった」ばかり出てくるので、色々な表現を言ってもらう

ために、モデル会話を想定しつつ、ある程度誘導させながら何とか発話を引き

出した。ただ、全体的に縮約形について、慣れていない、はじめて勉強した、

といった S が多かった印象だったので、テキスト（pp.36-37）を見せながら練

習した方が、オンデマンドの練習との関連もあって、良かったと感じた。（B の

振り返りシート 2012 年 5 月 14 日） 

E イラストを使っての練習ですが、ストーリー性もなくちょっと混乱気味でした。

（E のメーリングリスト文面、2012 年 5 月 20 日） 

 

ただ、この 2 つ目の問題は、単なるラポール形成の問題だけでなく、活動をとおして何

を身につけられるかなどの〈①補助教材における学習目標の明確化〉ができていなかった

という点がその原因の一つではないかと考えられる。この活動をとおして何を身につけら

れるか、どのような音声項目を学ぶ活動か、補助教材に明確に示す必要があった。補助教

材であるため、主教材である教科書との関連性や講義内容との関連性をどこかで示す必要

がある。もし会話文の枠や、話しことばの例が示されていれば、学習者の反応は異なって

いたのかもしれない。 

特に、B の振り返りに現れた学習者の様子から、補助教材による活動と、教科書の内容

が一致しているという意識が薄く、単なる会話の練習だと思ってしまうこともあり得ると

いう状況だったというのが浮き彫りになる。実習のグループ活動を行う前に、担当教員に

よる講義があった。講義では、話しことばに関する理論をオンデマンド講座や担当教員に

よる教科書での学習をとおして身に付いているはずであった。しかし、B の振り返りでは、

「はじめて勉強した」という印象を抱いた学習者が多数いたことがわかる。 
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このような状況の中でも、B は上記の振り返りシートの内容からわかるように、会話を

誘導しつつ話しことばの表現を言ってもらうために、さまざまな工夫をしている様子が見

て取れる。さまざまな工夫のおかげで、学習者からは表 6.2.3-2 のような話しことばが出

現していた。その中には、講義で学んだ話しことばも出現しているが、話しことばとは関

係のない発話も見られる。 

 

表 6.2.3-2 実習生 B の担当グループの学習者による発言 

② ③ ④ ⑤ 

冷やしとこう 

冷やしてて 

入れちゃおう 

食べちゃった 

怒っちゃった 

食べちゃダメ 

ばれちゃった 

やったげる 

作ったげよう 

作っとくね 

飲みにかない？ 

（明日）早く起きな

きゃ 

 

上記のような話しことばが難なく練習できるように、絵の補助教材には少なくとも実習

生のメモのようなグループ分けや、例文が入っているとよかったのかもしれない。グルー

プ名も、ただグループ 1、グループ 2、グループ 3 に終わらせるのではなく、グループ 1：

「きゃ」「ちゃ」「じゃ」、グループ 2：「～てる・でる」「～てく・でく」、グループ

3：「～とく・どく」「～たげる・だげる」（教科書 pp.36-37）というグループの意味を

示し、それが教科書の何ページの内容なのかを示すことで、講義内容と連動している活動

だというのが学習者に伝わり、補助教材を用いた活動の意味づけがよりできたのかもしれ

ない。 

または、絵の状況に合うセリフの元の形を並べておいて、それを話しことばに変えて発

音するという活動もできただろう。元の形を示し、話しことばに変えて発音してもらうと

いう指示が明確であれば、学習者は今何を話さなければならないかという意識が、話しこ

とばに焦点を置きやすくなり、発話内容を考えることへの負担が減るだろう。やはり会話

クラスではなく、発音クラスなので、発音に焦点を置いた工夫が必要である。 

本項では、状況や場面が描かれている絵を素材とした補助教材❻の内容を〈補助教材に

おける学習目標の明確化〉という観点から分析した。その結果、補助教材❻における問題

が浮き彫りになった。〈補助教材における学習目標の明確化〉を行い、明確な指示文をつ

けたり、学んでいる内容を目に見える形で示したりすることの重要性が示唆される。こう
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いった失敗の経験が、この後の実習活動における補助教材の作成においてどのような形で

生かされてくるか、次項以降から注目したい。 

 

6.2.4 音の変化を素材とした「話しことばの発音」の補助教材 

本項では、「話しことばの発音」に関する 2 つの補助教材を〈①補助教材における学習

目標の明確化〉〈③音声と諸領域との関連づけ〉という観点から、分析を行う。春学期の実

習生は「話しことばの発音」の補助教材 3 つのうち 2 つを『補助教材リスト』を参考にせ

ず自分たちで作成していた。自作の補助教材 2 つを取り上げ、2 つの補助教材の特徴およ

び変化を追う。 

補助教材❼は、「話しことばの発音」の回で用いた教材であり、教室で使われる日本語

は聞き取りやすいが、教室外における音声コミュニケーションでは、聞き取りにくい発音

が多々あるという学習者の声から、若者ことばの発音という補助教材の作成に至った。補

助教材❼の作成に当たり、実習生はメーリングリストをとおして年齢差によることば遣い

の違いなどに気づかされ、なるべく学習者の年齢の大学生がよく使う会話場面を想定しな

がら、若者ことばをリストアップしていった。最初は、若者ことばと元の形のみが並べら

れていたが、授業での担当教員との意見交換をとおして、以下のようにグルーピングをし

て、補助教材の形になっていった。 

 

【補助教材❼―若者ことばの発音】 

活
かつ

動
どう

② 

● 次
つぎ

の若者ことばの元の形と意味をかんがえましょう。 

1 

そーっす  → （ そうです   ） 

ないっすか → （ ないですか  ） 

マジっすか → （ 真面目ですか ）→（ 本当ですか ） 

ないんすか → （ ないのですか ） 

 

2 

そりゃ、そうだよね → （ それは、そうだよね ） 

ありゃ、やばい   → （ あれは、やばい   ） 

3 

忘れねー   → （ 忘れない ） 

すげー    → （ すごい  ） 

あちー    → （ あつい  ） 

さみー    → （ さむい  ） 

 

4 

ホント    → （ ほんとう       ） 

てかさー   → （ （なん）というか    ） 

あざーす   → （ ありがとうございます ） 

ふざけんなよ → （ ふざけるなよ     ） 

やっちまった → （ やってしまった    ） 

 

上記の補助教材❼は、若者ことばが 4 つのグループに分かれており、1 は「です」と関

わる文末表現において子音や母音が脱落した例、2 は拗音化で縮約した例、3 は「い」形
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容詞における二重母音が融合して長音になった例、4 はそのほかの表現において子音や母

音が脱落したり音変化が起きた例である。一見、まとまっているように見えるが、カテゴ

リー名がつけられていないことや、さらにカテゴリー化できるはずの分類もある。そのた

め、ただ会話の練習のための表現を学ぶのか、音韻知識を学ぶための練習なのか、という

学習目標もやや薄れがちである。 

翌週の実習では、「話しことばの発音」の回のフィードバック時間が設けられ、そのと

きに補助教材❽を用いた活動が行われた。 

 

【補助教材❽―漢字の促音化】 

前回の活動に対するフィードバック 

漢字の促音化のルール【キ、ク、チ、ツ ＋ k、s、t、h（p）】 

 

～キ＋k 

石（せき） ＋ 鹸（けん）   → 石鹸（ せっけん  ） 

石（せき） ＋ 油（ゆ ）   → 石油（ せきゆ   ） 

石（せき） ＋ 器（き ）   → 石器（       ） 

 

～ク＋k 

読（どく） ＋ 書（しょ）  → 読書（       ） 

読（どく） ＋ 解（かい）  → 読解（       ） 

直（ちょく）＋ 下（か ）  → 直下（       ） 

直（ちょく）＋ 前（ぜん）  → 直前（       ） 

 

～チ＋k、s、t、h（p） 

日（にち） ＋ 系（けい）  → 日系（       ） 

日（にち） ＋ 産（さん）  → 日産（       ） 

日（にち） ＋ 時（じ ）  → 日時（       ） 

日（にち） ＋ 銀（ぎん）  → 日銀（       ） 

日（にち） ＋ 程（てい）  → 日程（       ） 

日（にち） ＋ 本（ほん）  → 日本（       ） 

 

～ツ＋k、s、t、h（p） 

実（じつ） ＋ 家（か ）  → 実家（       ） 

実（じつ） ＋ 際（さい）  → 実際（       ） 

実（じつ） ＋ 務（む ）  → 実務（       ） 

実（じつ） ＋ 態（たい）  → 実態（       ） 

実（じつ） ＋ 業家（ぎょうか）→ 実業家（         ） 

出（しゅつ）＋ 発（はつ）  → 出発（       ） 

出（しゅつ）＋ 演（えん）  → 出演（       ） 

出（しゅつ）＋ 国（こく）  → 出国（       ） 

発（はつ） ＋ 言（げん）  → 発言（       ） 

発（はつ） ＋ 展（てん）  → 発展（       ） 

発（はつ） ＋ 散（さん）  → 発散（       ） 

発（はつ） ＋ 券（けん）  → 発券（       ） 

 

補助教材❽は、漢字の促音化を活用した発音の練習教材である。「話しことばの発音」

の回における促音化現象について学んだあと、学習者から「読書」の読は「どく」なのに、

「読解」の読はなぜ「どっ」になるのかという質問があった。その質問に対してその場で
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的確に答えられる実習生はおらず、翌週のフィードバックとして漢字の促音化について取

り扱うことになった。 

担当教員に勧められた加納（1998）の「漢字音の促音化について」という論文を実習生

同士で講読し、実習生の中でも特に C が主体的に「漢字の促音化」ルールをまとめていっ

た。「漢字の促音化」ルールを分析して、実習生が音韻知識を得て、補助教材としてまとめ

ていく過程は、5.3 で詳しく記述したため、本項では、とりわけ補助教材の内容に焦点を

当てて特徴を分析する。 

市販の教材における漢字の促音化は、漢字の学習素材として研究されてきており、語彙

教育において取り扱われてきた。しかし、漢字の促音化と音声は、分けて考えることがで

きない。補助教材❽で取り上げられている「キ、ク、チ、ツ」はそれぞれ後続子音によっ

て促音化が起こるものとそうでないものがある。 

「キ」で終わる漢字音は、後続子音が/k/の場合に促音化が起こる。例えば、「キ」で終

わる「石（せき）」は、無声子音の/k/を含む「鹸（けん）」や「器（き）」と合わさって、「せ

っけん、せっき」になる。一方、同じ無声子音であっても、/s/「積水（せきすい）」、/t/「石

炭（せきたん）」/h/「赤飯（せきはん）」では、促音化が伴われない。なお、/m/「着物（き

もの）」、/b/「牧場（まきば）」のような有声子音や、/u/「積雲（せきうん）」、/y/「石油（せ

きゆ）」のような母音が後続する場合も促音化しない。 

「ク」で終わる漢字音も、後続子音が/k/の場合に促音化が起こる。「ク」で終わる「読

（どく）」や「直（ちょく）」は、無声子音の/k/を含む「解（かい）」や「下（か）」と合わ

さって、「どっかい、ちょっか」になる。一方、無声子音の/s/「読書（どくしょ）」、/t/「測

定（そくてき）」、/h/「作品（さくひん）」では、促音化が伴われない。なお、/z/「直前（ち

ょくぜん）」、/d/「独断（どくだん）」のような有声子音や、/e/「行方（ゆくえ）」、/i/「即

位（そくい）」のような母音が後続する場合も促音化しない。 

「チ」で終わる漢字音は、後続子音が/k/、/s/、/t/、/h/のときに促音化が起こる。「チ」

で終わる「日（にち）」は、無声子音/k/を含む「系（けい）」が合わさって「にっけい」に、

無声子音/s/を含む「産（さん）」が合わさって「にっさん」に、無声子音/t/を含む「程（て

い）」が合わさって「にってい」に、無声子音/h/を含む「本（ほん）」が合わさって「にっ

ぽん」になる。一方、/ʑ/「日時（にちじ）」、/g/「日銀（にちぎん）のような有声子音や、

/i/「日医（にちい）」のような母音が後続する場合は促音化しない。 

「ツ」で終わる漢字音も、後続子音が/k/、/s/、/t/、/h/のときに促音化が起こる。「ツ」
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で終わる「実（じつ）」は、無声子音/k/を含む「家（か）」が合わさって「じっか」に、無

声子音/s/を含む「際（さい）」が合わさって「じっさい」に、無声子音/t/を含む「態（たい）」

が合わさって「じったい」に、無声子音/h/を含む「費（ひ）」と合わさって「じっぴ」に

なる。一方、/m/「実務（じつむ）」、/g/「実業（じつぎょう）」のような有声子音や、/wa/

「実話（じつわ）」のような母音が後続する場合は促音化しない。 

上記のように、漢字は第一要素の音と、後続子音によって促音化が決まるというルール

がある。実習生は、文献講読のうえ、上記のルールをまとめることができた。ただ、文献

の内容は専門的な知識であるため、そのまま学習者に示すことはできない。しかも、たっ

た 5 分程度しか設けられていないフィードバックの時間内に、上記のような漢字の促音化

に関する説明を行うのは簡単ではない。そこで、実習生は短時間のフィードバックの中で

漢字の促音化のルールを学習者に理解してもらうように、わかりやすく使用頻度の高い語

彙を選び、グルーピングを行い、穴埋め式の問題に加工を行った。「～キ＋k」「～ク＋k」

「～チ＋k、s、t、h（p）」「～ツ＋k、s、t、h（p）」という 4 つのグルーピングを行い、

補助教材の作成の工夫とカテゴリー名をつけていることが見られる。大したカテゴリー名

ではないものの、補助教材❼に比べると、何を基準にグルーピングを行っているのか、グ

ループごとにどういうルールがあるのか一目でわかる。したがって、〈①補助教材における

学習目標の明確化〉ができるようになったと言えよう。 

もう 1 つの分析観点である〈③音声と諸領域との関連づけ〉から、補助教材❽は、音声

と漢字は分けて考えることができないということを示している。前述したように、漢字は

第一要素の音と、後続子音によって促音化が決まる。実習生は、漢字の促音化に関する知

識を文献講読から得て、意見交換をとおして音声の特徴を分析し、漢字を音声教育の素材

として意味づけることができた。 

以上のように、「話しことばの発音」に関する補助教材を作成した 2 週間にわたり、実

習生にとって〈①補助教材における学習目標の明確化〉〈③音声と諸領域との関連づけ〉と

いう学びがさらに深まったことがわかった。 

 

6.2.5 注文や買い物に関わる素材を活用した「アクセント」の補助教材 

本項では、「名詞のアクセント」に関する補助教材を〈①補助教材における学習目標の

明確化〉〈④音声と日常生活との繋がり〉〈⑤authenticity を考慮した音声コミュニケーシ

ョンの視点の育成〉という観点から分析する。本項で取り上げる補助教材❾❿は、メニュ
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食
た

べるものに対
たい

する安全
あんぜん

を求
もと

めて、日本
に ほ ん

の飲食店
いんしょくてん

では、その日
ひ

に

使
つか

われる食
しょく

材
ざい

がどこでとれたものなのかを表示
ひょうじ

する店
みせ

が増
ふ

えて

きました。アクセントの変化
へ ん か

に気
き

をつけて、それぞれの野菜
や さ い

や果物
くだもの

の産
さん

地
ち

を言
い

ってみましょう。 

ーや食材の産地を活用しており、いずれも『補助教材リスト』に載っておらず、「名詞のア

クセント」の担当者である F のアイディアで作成された。2 つの補助教材を以下に示す。 

 

【補助教材❾―カレーのメニューを活用した複合語のアクセント】 

 

 

 

 

 

 

 

カレー 

●メニューを見
み

て話
はな

してみましょう。 

例
れい

）何
なに

を注文
ちゅうもん

しますか。何
なに

が好
す

きですか。 

メンチカツ ほうれんそう 

ロースカツ やさい（野菜） 

ソーセージ チーズ 

フライドチキン クリームコロッケ 

ハンバーグ なっとう（納豆） 

ぶたしゃぶ（豚しゃぶ） きのこ 

シーフード オムエッグ 

フィッシュフライ うずらたまごフライ 

 

【補助教材❿―野菜の産地を活用した複合語のアクセント】 

 

 

 

 

 

(1) あいち 

(愛知) 

あいちけん 

(愛知県) 

あいちけんさん 

(愛知県産) 

あいちけんさんレタス 

(愛知県産レタス) 

(2) ちば 

(千葉) 

ちばけん 

(千葉県) 

ちばけんさん 

(千葉県産) 

ちばけんさんほうれんそう 

(千葉県産ほうれんそう) 

(3) ぎふ 

(岐阜) 

ぎふけん 

(岐阜県) 

ぎふけんさん 

(岐阜県産) 

ぎふけんさんれんこん 

(岐阜県産れんこん) 

(4) さいたま 

(埼玉) 

さいたまけん 

(埼玉県) 

さいたまけんさん 

(埼玉県産) 

さいたまけんさんブロッコリー 

(埼玉県産ブロッコリー) 

(5) あおもり 

(青森) 

あおもりけん 

(青森県) 

あおもりけんさん 

(青森県産) 

あおもりけんさんりんご 

(青森県産りんご) 

(6) おおいた 

(大分) 

おおいたけん 

(大分県) 

おおいたけんさん 

(大分県産) 

おおいたけんさんきゅうり 

(大分県産きゅうり) 
 

野菜 産地 

レタス 愛知
あ い ち

 

ほうれんそう 千葉
ち ば

 

れんこん 岐阜
ぎ ふ

 

ブロッコリー 埼玉
さいたま

 

りんご 青森
あおもり

 

きゅうり 大分
おおいた

 

 



263 

 

まず、〈①補助教材における学習目標の明確化〉がどのように行われていくかを示す。

補助教材❾❿の学習目標は、複合語のアクセントのルールを確認することである。 

カレーのメニューを活用した補助教材❾の学習目標は 2 つある。1 つ目は具のアクセン

トを知ること、2 つ目は具がトッピングされたカレー名を言うときの複合語のアクセント

を知ることである。2 つの語におけるアクセントには変化が生じるため、日本語の名詞の

アクセントの特徴を理解するうえで役に立つ活動である。（表 6.2.5-1 参照） 

 

表 6.2.5-1 〈補助教材における学習目標の明確化〉のための意見交換 

実習生 メーリングリストの書き込み 

F それぞれの具のアクセントと、複合語にした時のアクセントを確認します。あ

るいは、2 つ具をトッピングして多少長くなっても、同じ規則が適用されること

を確認します。（2012 年 5 月 15 日 21:03） 

B トッピングを付けるときの発音と、メニューの名前の発音の違いにも注意が必

要だと思います。たとえば、「チーズカレー」（メニュー名）の発音と「トッピ

ングは、チーズとチキンカツをお願いします。」の「チーズ」の発音は違うので、

（2012 年 5 月 16 日 4:48） 

C B 姉の言うように、トッピングあり・なしの場合でアクセントに違いが出る点

を確認できたら、単語→複合→単語＋助詞と、アクセントの変化を振り返れて、

効果的ですね。（2012 年 5 月 18 日 16:36） 

 

野菜の産地を活用した補助教材❿の学習目標も 2 つあり、補助教材❾に比べると応用練

習である。1 つ目は地域や野菜のアクセントを知ることであり、そのためにアクセント辞

典から地域や野菜名を調べる。2 つ目は複合語になったときのアクセントの変化を知るこ

とであり、その中でも特に例外的な要素を理解する。この 2 つの学習目標を達成すること

で、アクセントの意識化も期待できる。（表 6.2.5-2 参照） 

 

表 6.2.5-2 〈補助教材における学習目標の明確化〉のための意見交換 

実習生 メーリングリストの書き込み 
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F 2 つ以上の規則を同時にチェックできないかと思い作ってみました。それぞれの

都道府県（と、野菜）のアクセントを辞書で調べ（させ）た後に、県を付けた

時のアクセント変化を確認、さらに「産」と野菜がついた時のアクセントをそ

れぞれ確認したらよいんじゃないかと思います。（2012 年 5 月 15 日 21:03） 

A 野菜の産地、おもしろいですね！複合語の意識化もされやすいと思います。（中

略）F くんが考えてくれたように野菜の産地を使ってアクセントを調べる。ア

クセント変化の確認。これでかなり複合語の意識化がされると思うので、（2012

年 5 月 16 日 2:17） 

B 個々のアクセントをアクセント辞典で調べ、アクセントの変化の確認＋意識化

（中略）とても面白いと思いました！名詞個々の発音＋テキスト P48 にもある

～県＋産と発展していくので、おっしゃる通り二つ以上の規則を同時に確認で

き、飽きない練習になると思いました。（2012 年 5 月 16 日 4:48） 

 

F の書き込みにおける「2 つ以上の規則を同時にチェックでき」るというのは、後ろに

短い語がついたときのアクセント、後ろの語が長いときのアクセントの両方を指している。

例えば、「愛知
￢

県」や「愛知県産」は、後ろの短い語によってアクセントが異なる。「愛知
￢

県」

は「県」の前にアクセント核が置かれ、「愛知県産」は平板である。さらに、「愛知県産」

に「レ
￢

タス」「ブロ
￢

ッコリー」「ほうれ
￢

ん草」のような単語がついて長い語になると、最後

についている語のアクセントが残る。「愛知県産レ
￢

タス」「愛知県産ブロ
￢

ッコリー」「愛知県

産ほうれ
￢

ん草」のようにである。 

そして、A と B の書き込みからわかるように、上記のルールを学ぶことで、アクセント

の意識化がより図れると意味づけられていった。 

このように、実習生は〈①補助教材における学習目標の明確化〉を意識して、補助教材

を作成していることがわかった。 

次に、〈④音声と日常生活との繋がり〉という分析観点から補助教材の内容を分析する。

カレーのメニューを活用した補助教材❾と、野菜の産地を活用した補助教材❿における作

成に至ったきっかけを、表 6.2.5-3 に示す。F の語りから、補助教材の作成意図として、〈④

音声と日常生活との繋がり〉と〈⑤authenticity を考慮した音声コミュニケーションの視

点の育成〉が補助教材作成時に意図されており、練習素材が選ばれていることがわかる。 
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表 6.2.5-3 インタビューにおける語り 

実習生 語り 

F 複合語のアクセントを、もうちょっと生活に密着しているものを提示したほう

がいいじゃないかというふうに思って。まあ、カレーだったら結構何でも結び

付く、あまり不自然にならないからという意図で作ってみたんですけど。（第 1

回目インタビュー、20120529） 

 

 特に補助教材❿は、〈④音声と日常生活との繋がり〉をもって、実習生によってさらに意

味づけられていった。表 6.2.5-4 では、ほかの実習生も〈④音声と日常生活との繋がり〉

をもって補助教材の内容を考えていることがわかる。 

 

表 6.2.5-4 〈④音声と日常生活との繋がり〉に関する意見交換 

実習生 メーリングリストの書き込み 

D 野菜の方は、とても良いと思いました。確かに、最近、レストランやモスバー

ガーでさえも、どこ産の野菜を使っているか書くようになりましたね。震災後

は、特に、スーパー等でよく見かけますし、身近な上に、練習の発展性もあっ

て良いと思います。（2012 年 5 月 16 日 11:27） 

C アクセント辞典で確認しながら、飽きずに発展していく内容で、とてもいいで

すよね。練習への前振りも、「スーパーやモスバーガーなどで、こんな産地表示

を見たことがありますか？」のような自然な感じで行けそうですし、アクセン

ト辞典の活用方法と、複合語のアクセントを同時に学べますね。（2012 年 5 月

18 日 16:36） 

 

D の書き込みから、2011 年東日本大震災をきっかけに野菜の産地が注目されるようにな

った社会現象の中に、音声教育の補助教材が意味づけられている様子がわかる。C は、近

年スーパーやレストランにおいて産地表示をよく見かけるようになったことを学習者に伝

え、音声学習のきっかけの場を作ろうとする意識が見て取れる。 

〈④音声と日常生活との繋がり〉という観点から、補助教材❾❿は、2 つの側面から学

習者に働きかけていると考えられる。1 つ目は、補助教材をとおして何が学べるか、つま

り学習の目標を学習者に理解してもらうための働きかけである。食べ物のアクセントを使
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って音声を学ぶことは、日常生活と密接に結びつけられている。そのことから、教室で行

う活動は、日常生活において役に立つのだと、活動の目標を理解してもらうことにある。

2 つ目は、日常生活の中で音声を意識化させようとする働きかけである。音声という視点

から日常生活の中を観察してみると、音声学習の素材は散らばっている。教室の中で音声

と日常生活を結びつけてみる練習ができれば、学習者は教室外でも音声に着目して日常生

活における会話やアナウンスなどに注意を向けて聞くようになるだろう。 

実習生は、身近な素材を音声教育の練習用素材として活用することを、日常生活の中で

音声を意識させるための仕掛けであると捉えていることがわかった。 

最後に、〈⑤authenticity を考慮した音声コミュニケーションの視点の育成〉という分析

観点から、補助教材の内容を分析する。補助教材❿は、地域名においてアクセントが二つ

ある単語の扱いについて検討が行われた。B の問いかけからわかるように、「大分」という

地域名はアクセントが二通り存在し、教室活動として取り扱うべきか、それとも除外する

べきかという議論が行われた。（表 6.2.5-5 参照） 

 

表 6.2.5-5 アクセントの揺れに関する意見交換 

実習生 メーリングリストの投稿内容 

B アクセント辞典で調べたところ、大分県の発音は二つのパターンがありました。

（関西方面のアクセント？）・これをこのまま使うか（関西と関東はアクセント

が違うこともあるということを話すきっかけに）・もしくは、アクセント辞典の

使い方、読み方に焦点をおくということで、他の県（たとえば神奈川県）にす

るか、確認した方がいいかと思いました。（2012 年 5 月 16 日 4:48） 

D B さんがおっしゃるように、二通りのアクセントがあるものの扱いをどうする

か、皆さんで相談したいです。今回は、そういう例をなるべく省くのか？実際

に、アクセント辞典を調べると二通りあるのは普通なので、逆に、それを紹介

するのか？（2012 年 5 月 16 日 11:27） 

C B 姉ご指摘の、アクセントが 2 つあるものについてですが、私は逆に「2 つあっ

て当然だから」という考えを示すチャンスではないかと思います。こちらが避

けても、学習者たちは必ずどこかで耳にするでしょうから。みなさんは、どう

お考えですか？（2012 年 5 月 18 日 16:36） 
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F 「大分」は、実は元々は「鹿児島」にするつもりだったのを修正せずに出して

しまったのですが（6 つの都道府県のアクセント型を変えたくて）、確かに 2 つ

のアクセントがあるものをあえて提示するというのも、効果があるように思い

ます。（2012 年 5 月 19 日 2:40） 

 

実習生は、アクセントが二通りある語を、音声コミュニケーションの中では頻繁に聞く

ものだと見なし、除外するのではなく、教室活動の中に積極的に取り入れることにした。

音声コミュニケーションにおいてあり得る可能性を考慮し、教室外での音声コミュニケー

ションに役立つための活動として語の選定を行っていることがわかる。実習生は

〈authenticity を考慮した音声コミュニケーションの視点の育成〉を実習活動において意

識し、学習者にもアクセントが二通りある語を紹介していた。 

以上より、補助教材❾❿の作成をとおして、実習生は〈①補助教材における学習目標の

明確化〉〈④音声と日常生活との繋がり〉〈⑤authenticity を考慮した音声コミュニケーシ

ョンの視点の育成〉という観点から、音声教育に関する理解を深めたことがわかった。 

 

6.2.6 新聞記事を素材とした「アクセント」の補助教材 

本項では、「動詞のアクセント」に関する補助教材を〈①補助教材における学習目標の

明確化〉〈③音声と諸領域との関連づけ〉という観点から、分析する。新聞記事を加工した

補助教材⓫を取り上げる。 

まず、〈①補助教材における学習目標の明確化〉という観点からの分析結果を示す。「動

詞のアクセント」回を取りまとめていた B は、新聞記事を選び、実習生にメーリングリス

トをとおしてその内容を共有した。内容の共有を目的とするコンテンツから、音声教育の

ための補助教材として成り立つまで、どのような要素が加えられていくか、分析する。 

最初、メーリングリストに送られてきたものは、ニュースの内容が書かれた記事を Word

ファイルに貼り付けたもので、この活動で学習者に注目してもらいたい動詞にハイライト

がつけられていた。ただ、補助教材としての加工は行われておらず、漢字に振り仮名（以

下、ルビ）もつけられていなかった。筆者は、自分が学習者ならこの補助教材を見たとき

に、漢字の読みでアクセントの練習には集中できないのではないかと思った。アクセント

の回であるため、よりアクセントに意識を向けるための仕掛けが必要だと判断したうえで

の問いかけを行った。 
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以下に、気になった 2 点を挙げます。 

・ニュースなどの生教材を使う場合、ルビや単語の意味などの加工は、どの程度

必要か。 

・ミニマルペアをするとき、辞書を調べる様子が見られたが、よりアクセントの

違いに焦点を置く仕掛けは必要か。（2012 年 5 月 30 日 21:20） 

 

上記の問いかけは、すでに学期のはじめに実習生に配布した『補助教材リスト』におい

ても言及されている事項である。2012 年度春学期以前に使っていた新聞記事を素材とした

補助教材を紹介しており、「事前に新聞記事にはルビをつけ、学習項目に印を付けておくな

ど加工を行う。（例：主語＋助詞）」という説明が書かれている。総ルビに関しては、以前

の「音声教育実践」からもしばしば議論される問題であった。 

筆者のルビに関する問いかけの後、B から補助教材の修正版が再びメーリングリストを

とおして共有された。B が送付した修正版は、ルビがつけられている語とつけられていな

い語が混在していた。修正版に対するほかの実習生の反応を、表 6.2.6-1 に示す。 

 

表 6.2.6-1 補助教材に関する意見交換 

実習生 メーリングリストの投稿内容 

C ルビが入って、読みやすくなったと思います。話題のスカイツリー、いいです

ね。（2012 年 6 月 1 日 16:01） 

A 私も Y さんと同じくルビが気になりました。初級レベルのは外していいと思い

ます。あと、時々ルビがおかしかった（「大勢（たいぜい）」など）ので、確認

してみてください。（中略）レベルと目的意識から判断したほうがいいと思うの

で、ミーティングで話し合ったほうがいいですね。（2012 年 6 月 3 日 0:17） 

 

A は、初級レベルのルビは外してもよいという意見を示しつつも、「目的意識から判断し

たほうがいい」と、意見交換の必要性に気づいた様子である。ルビに関する議論は、メー

リングリストを経て授業前の打ち合わせおよび授業でも引き続き行われた。打ち合わせと

授業では、「ルビをつけないこと」、「初級レベルのルビははずすこと」、「総ルビにすること」

などさまざまな意見が出され、議論が行われた。 
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ルビに関する議論には担当教員も加わるようになり、その議論の内容をまとめると、次

のとおりである。「音声教育実践」は、中級レベルの学習者を対象とした授業であり、既習

項目である初級レベルの単語にはルビをつけないという論は、教師としてよくありがちな

考え方である。しかし、語彙の読み方を覚えているかどうかは、動詞のアクセントを学ぶ

という学習目標からずれている。もしルビをつけないで新聞記事を読むことになると、学

習者は漢字の読み方への意識により、動詞のアクセントへの意識が薄まる可能性がある。

そこで、総ルビにして、動詞のアクセントを学習するための補助教材として修正されてい

った。 

最終的に実習で使われた新聞記事は、補助教材⓫のように修正が施された。総ルビをつ

けることで漢字の読みに気が散らず、アクセントに注意して練習できるよう〈①補助教材

における学習目標の明確化〉が行われたことがわかる。 

 

【補助教材⓫―ニュースを活用した動詞のアクセント】（一部） 

下
か

線
せん

を引
ひ

いた動
どう

詞
し

のアクセントに注
ちゅう

意
い

して、読
よ

んでみましょう。 

 

スカイツリー初
はつ

の日
にち

曜
よう

 課
か

題
だい

も浮
ふ

上
じょう

  5 月 27 日 

東
とう

京
きょう

スカイツリーが開
かい

業
ぎょう

して初
はじ

めての日
にち

曜
よう

日
び

となった 27日
にち

、東
とう

京
きょう

は青
あお

空
ぞら

に恵
めぐ

まれ、ツリーでは大
おお

勢
ぜい

の観
かん

光
こう

客
きゃく

が写
しゃ

真
しん

を撮
と

ったり、買
か

い物
もの

を楽
たの

しんだりしていました。 

孫
まご

を連
つ

れて松
まつ

山
やま

市
し

から訪
おとず

れた 66歳
さい

の男
だん

性
せい

は「スカイツリーを見
み

ることができて感激
かんげき

しています。高
たか

すぎて見
み

上
あ

げて

いると首
くび

が痛
いた

くなりそうです」と話
はな

していました。 

東
とう

京
きょう

・立川市
たちかわし

の 42歳
さい

の女
じょ

性
せい

は「きょうは買
か

い物
もの

に来
き

ましたが、思
おも

っていた以
い

上
じょう

に人
ひと

が多
おお

くてびっくりしました」と

話
はな

していました。 

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120527/t10015409221000.html 

 

新聞記事を用いた補助教材には次のような特徴が見られる。漢字にはすべてルビをつけ

ている。漢字の読み方で迷うことなく、音声学習に集中させるための工夫がみられる。こ

の補助教材が用いられたのは「動詞のアクセント」の回であり、動詞に下線が引いてある。

活動の目標を達成させるための工夫が見られる。 

漢字に総ルビをつけるという話題は、実習生の振り返りにおいても、よく出現していた。

表 6.2.6-2 に示す実習生の振り返りから、漢字の読みに迷わずアクセントに集中して音声
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学習できるようになると意味づけられていることがわかる。 

 

表 6.2.6-2 ルビに対する意味づけ 

実習生 振り返りの内容 

C 教材は総ルビにして、漢字読みへの負担を減らすということ。（総合レポート） 

D やっぱだんだん経験を積んで、そのすべてルビを振ろうとか、これだといろい

ろ気が散っちゃうからこの教材では、あの、一つのことに集中させようとか、

それ多分経験だと思うんですね。（第 3 回インタビュー、20120731） 

 

このように、実習生はアクセントを学ぶことを学習目標にした指導のために、補助教材

に総ルビをつけ、アクセントに意識が向けられた音声教育活動を行うことができた。それ

によって、〈①補助教材における学習目標の明確化〉が実現されることがわかった。 

次に、〈③音声と諸領域との関連づけ〉という観点から、分析結果を示す。新聞記事を

素材とした補助教材は、一般的には読解の授業で用いられることが多い。新聞記事の内容

の文脈の把握、語彙の意味把握のために使われる。ところが、「音声教育実践」においては

日本語のアクセント指導の素材として新聞記事が使用されていた。ここで注目すべき点は、

新聞記事を読解の素材としてではなく、音声教育の素材として使ったという点である。実

習生は、どのようにして新聞記事を音声教育の素材として使ったのであろうか。 

D の振り返りから、新聞記事を素材とした補助教材の利用方法がわかる。シャドーイン

グの素材として利用すること、意味とアクセントを同時に学習する機会を創出すること、

まず黙読しながら音声に着目して区切りやアクセントに表記を行うこと、その後音読して

学習者の発音にコメントを行うこと、という 4つの方法が示されている。（表 6.2.6-3参照） 

 

表 6.2.6-3 新聞記事を素材とした補助教材の使い方に関する振り返り 

実習生 振り返りの内容 

D NHK のニュースの生シャドーイングで、聞き慣れない言葉や、言い慣れない言

葉が出てくると、学習者は目を輝かせて、「この言葉の意味は、何ですか？アク

セントは、これで合っていますか？」と聞いてきた。日頃、使い慣れない言葉

を知り、その意味とアクセントを正しく理解する機会を創出することも、クラ
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ス活動の大きな意義だと思う。意識して、学習者にとって少し難しい言葉を、

教材に取り入れていきたい。（振り返りシート、20120604、動詞のアクセント） 

D NHK のニュース補助教材「オリンピック必勝祈願」を学習者が黙読。それぞれ、

区切りやアクセントに注意すべき所をマーク。わからない単語について質問を

受け、アシスタントが答える。学習者 1 人 1 センテンスずつ読んでもらう。2

度目は少し長めに読んでもらう。アクセントやカタカナ語について、アシスタ

ントが丁寧にコメント。（振り返りシート、20120709、母語別発音練習） 

 

黙読であっても、音声と関連した作業を取り入れることで、音声学習として捉えられる。

新聞記事の内容の理解とともに、講義で学んだ音韻知識を活用して「どのように発音する

か」に着目した活動が行われたのである。新聞記事を素材とした補助教材であっても、学

習目標を日本語のアクセントを学ぶことと設定し、アクセントを学習するために必要な作

業を取り入れることによって、音声教育の素材として新聞記事を使えたのである。よって、

〈③音声と諸領域との関連づけ〉という観点から、読解の素材として使いがちな新聞記事

を音声教育の素材として捉えることができたと言える。 

以上のように、新聞記事を素材とした補助教材は、総ルビをつけることで〈①補助教材

における学習目標の明確化〉になった。また、日本語のアクセントを学ぶことにその学習

目標を置き、音声と関連した作業を取り入れることで音声教育の素材として使えること、

つまり〈③音声と諸領域との関連づけ〉を認識するきっかけになったことがわかる。 

 

6.2.7 ミニマルペアを素材とした「アクセント」の補助教材 

本項では、「名詞、い形容詞、動詞のアクセント」に関する補助教材を〈⑤authenticity

を考慮した音声コミュニケーションの視点の育成〉という観点から、分析する。補助教材

作成中のアクセント回の復習素材のミニマルペアに関するエピソードを取り上げる。ミニ

マルペアに関するエピソードを取り上げる理由は、次のとおりである。ミニマルペアは、

一昔のオーディオリンガル時代における口慣らしの素材である。近年のコミュニカティブ

日本語教育が注目される時代において、批判の対象になることも多い。「音声教育実践」に

は、この批判の対象となり得る素材を使うことで、学習素材の捉え方と活動の目標を考え

させる機会が設けられていた。素材をただ批判するのではなく、近年の日本語教育にいか

に採用していくかを考えることで、教師としての専門性を高められる。このような担当教
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員の狙いのもと、実習生にミニマルペアが配布された。その数は 100 個以上に至り、日本

語の単語と共に、英語、中国語、韓国語の訳、そして日本語の例文が併記されている。こ

の訳と例文は、一つ前の学期の 2011 年度秋学期に「音声教育実践」を受講した実習生が

つけたものである。 

「音声教育実践」は、実習生が立ち上げたメーリングリストが主な意見交換の手段であ

った。メーリングリストの作成経緯については、第 7 章を参照されたい。補助教材作成の

エピソードは、このメーリングリストを介した議論を取り上げる。 

実習生は、ミニマルペアをどのように音声教育活動に生かすかを議論した。この議論は、

メーリングリスト上で進められた。筆者は支援者として、ミニマルペアの電子ファイルを

実習生間の意見交換が行われるメーリングリストに送付し、意見交換を促した。 

この週の教案および補助教材の取りまとめを担当した E は、18 ペアに絞ってミニマル

ペアのリストとそれぞれ単語の例文をつけたものを作成した。E が作成したミニマルペア

のリストには、漢字、ひらがな、アクセント核の位置を数字で示したもの、例文が並ぶ。

E が作成したミニマルペアに対して、A は特に例文にコメントをつけていた。（表 6.2.7-1

参照） 

 

表 6.2.7-1 ミニマルペアに関する意見交換 

実習生 メーリングリストの投稿内容 

Y ミニマルペアを利用して発音練習をすることの目的を考えておく必要があると

思います。ミニマルペアは、どちらかというと時代遅れというような感じもし

ます。というのは、オーディオリンガルアプローチのような昔のクラスで出て

きそうな材料だという認識もあるかと思います。にもかかわらず、発音クラス

で、ミニマルペアを使って授業を行う理由とは何か（中略）以下の 3 点につい

て意見交流できればと思います。①なぜ、アクセントの課で「時代遅れ」のミ

ニマルペアを使うのか。②どのように使うか。（運用レベルでの話）③どれくら

いの時間を割愛するか、いくつぐらい提示するか。（添付ファイルあり）（2012

年 5 月 25 日 22:48） 

E 自分が使うならという気持ちで作ってみました。ちょっと急いで作っているの

で、例文変ですが、あったほうがいいのかなと思ってつけています。形容詞中
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心に適当に選んでますが、何を選んだかわかるようにリストを作っているので、

月曜日に持って行きます。（添付ファイルあり）（2012 年 5 月 27 日 4:01） 

A 取り急ぎ、ミニマルペアのシート、確認しました。例文があったほうがわかり

やすくていいと思います。少し気になったところを色づけして、コメント付け

ておきました。（添付ファイル55あり）（2012 年 5 月 27 日 20:57） 

 

図 6.2.7 では、E が最初作成したミニマルペアのリストに A が吹き出しコメントをつけ

ている様子がわかる。 

図 6.2.7 の吹き出しコメントに書かれている A のコメントは、例文の意味がわかりにく

いもの、普段あまり言わないものなど不自然なものに対するコメントが主であり、

authenticity を求めているように見える。 

図 6.2.7 ミニマルペアに関する意見交換 

 

 A のコメントに対して、E は、「多少不自然でも、実際言わないことはない」例文を選ぶ

                                                   
55 図 6.2.7 参照 

重い おもい 0 そのかばんは重
おも

い。 完成 かんせい 0 作品
さくひん

が完成
かんせい

した。

思い おもい 2 彼女
かのじょ

に対
たい

する思
おも

い。 閑静 かんせい 1 閑静
かんせい

な住宅街
じゅうたくがい

。

他界 たかい 0 祖父
そ ふ

が他界
た かい

した。 平気 へいき 0 一人
ひ と り

でも平気
へ い き

です。

高い たかい 2 スカイツリーは高
たか

い。 兵器 へいき 1 ミサイルは兵器
へ い き

です。

宵 よい 0 ７時
じ

８時
じ

は、まだ宵
よい

の口
く ち

だ。 道 みち 0 道
みち

の横
よ こ

にある公園
こうえん

。

良い よい 1 成績
せいせき

が良
よ

い。 未知 みち 1 未知
み ち

の世界
せかい

。

酔い よい 2 酔
よ

いがまわった。

補足 ほそく 0 説明
せつめい

を補足
ほ そ く

する。

和解 わかい 0 和解
わかい

が成立
せいりつ

した。 細く ほそく 1 足
あし

を細
ほそ

くする。

若い わかい 1 若
わか

い男女
だんじょ

が大勢
おおぜい

集
あつ

まった。

点 てん 0 点
てん

を打
う

つ。

厚さ あつさ 0 レポートの厚
あつ

さに驚
おどろ

いた。 天 てん 1 天
てん

を仰
あお

ぐ。

暑さ あつさ 1 日本
に ほん

の暑
あつ

さに驚
おどろ

いた。

強大 きょうだい 0 強大
きょうだい

な力
ちから

。

空き あき 0 空
あ

き教室
きょうしつ

でレポートを書
か

く。 兄弟 きょうだい 1 兄弟
きょうだい

の力
ちから

。

秋 あき 1 秋
あき

は食欲
しょくよく

が増
ま

す。

梅雨 つゆ 0 日本
に ほん

の梅雨
つ ゆ

は長
なが

い。

吸収 きゅうしゅう 0 森
も り

は二酸化
に さ ん か

炭素
た ん そ

を吸収
きゅうしゅう

する。 汁 つゆ 1 うどんの汁
つゆ

を飲
の

む。

九州 きゅうしゅう 1 大分
おおいた

は九州
きゅうしゅう

にある。

伝記 でんき 0 伝記
で ん き

を読
よ

む。

司会 しかい 0 パーティーの司会
し か い

になる。 電気 でんき 1 電気
で ん き

をつける。

歯科医 しかい 2 将来
しょうらい

は歯科医
し か い

になる。

知覚 ちかく 0 知覚
ち か く

が低下
て い か

する。

城 しろ 0 城
しろ

を見
み

に行
い

く。 近く ちかく 2 近
ちか

くのコンビニへ行
い

く。

白 しろ 1 白
しろ

と赤
あか

のかばん。

＜アクセント　ミニマルペア＞

A:

「へいきです」と繋げたい

感じですかね・・。ただ、

この文はちょっと不自然

な気が・・・。仕方ないで

すかね。できれば「兵器

の使用は危険です。」と

か、「兵器」を前にもって

きたほうが自然だと思い

ます。

A:

「道の向こう」のほうがい

い？「横」は不自然だと

思うんですが、「向こう」

も不自然ですかね・・・。

「この道の」と言えるとい

いんですが、これもやっ

ぱり「この」なしで統一し

たほうがいいですか？

A:

「、」←のことですよね。

最初わからなかったで

す。これも後ろを「を」に

統一したいんですよね。

A:

揃えるのもいいと思うの

ですが、ちょっと苦しい

例文のような・・・。

A:

「厚さ」になっていました。

A:

「うどんの汁をつくる」は

どうでしょう。

重い おもい 0 そのかばんは重
おも

い。 完成 かんせい 0 作品
さくひん

が完成
かんせい

した。

思い おもい 2 彼女
かのじょ

に対
たい

する思
おも

い。 閑静 かんせい 1 閑静
かんせい

な住宅街
じゅうたくがい

。

他界 たかい 0 祖父
そ ふ

が他界
た かい

した。 平気 へいき 0 一人
ひ と り

でも平気
へ い き

です。

高い たかい 2 スカイツリーは高
たか

い。 兵器 へいき 1 ミサイルは兵器
へ い き

です。

宵 よい 0 ７時
じ

８時
じ

は、まだ宵
よい

の口
く ち

だ。 道 みち 0 道
みち

の横
よ こ

にある公園
こうえん

。

良い よい 1 成績
せいせき

が良
よ

い。 未知 みち 1 未知
み ち

の世界
せかい

。

酔い よい 2 酔
よ

いがまわった。

補足 ほそく 0 説明
せつめい

を補足
ほ そ く

する。

和解 わかい 0 和解
わかい

が成立
せいりつ

した。 細く ほそく 1 足
あし

を細
ほそ

くする。

若い わかい 1 若
わか

い男女
だんじょ

が大勢
おおぜい

集
あつ

まった。

点 てん 0 点
てん

を打
う

つ。

厚さ あつさ 0 レポートの厚
あつ

さに驚
おどろ

いた。 天 てん 1 天
てん

を仰
あお

ぐ。

暑さ あつさ 1 日本
に ほん

の暑
あつ

さに驚
おどろ

いた。

強大 きょうだい 0 強大
きょうだい

な力
ちから

。

空き あき 0 空
あ

き教室
きょうしつ

でレポートを書
か

く。 兄弟 きょうだい 1 兄弟
きょうだい

の力
ちから

。

秋 あき 1 秋
あき

は食欲
しょくよく

が増
ま

す。

梅雨 つゆ 0 日本
に ほん

の梅雨
つ ゆ

は長
なが

い。

吸収 きゅうしゅう 0 森
も り

は二酸化
に さ ん か

炭素
た ん そ

を吸収
きゅうしゅう

する。 汁 つゆ 1 うどんの汁
つゆ

を飲
の

む。

九州 きゅうしゅう 1 大分
おおいた

は九州
きゅうしゅう

にある。

伝記 でんき 0 伝記
で ん き

を読
よ

む。

司会 しかい 0 パーティーの司会
し か い

になる。 電気 でんき 1 電気
で ん き

をつける。

歯科医 しかい 2 将来
しょうらい

は歯科医
し か い

になる。

知覚 ちかく 0 知覚
ち か く

が低下
て い か

する。

城 しろ 0 城
しろ

を見
み

に行
い

く。 近く ちかく 2 近
ちか

くのコンビニへ行
い

く。

白 しろ 1 白
しろ

と赤
あか

のかばん。

＜アクセント　ミニマルペア＞

A:

「へいきです」と繋げたい

感じですかね・・。ただ、

この文はちょっと不自然

な気が・・・。仕方ないで

すかね。できれば「兵器

の使用は危険です。」と

か、「兵器」を前にもって

きたほうが自然だと思い

ます。

A:

「道の向こう」のほうがい

い？「横」は不自然だと

思うんですが、「向こう」

も不自然ですかね・・・。

「この道の」と言えるとい

いんですが、これもやっ

ぱり「この」なしで統一し

たほうがいいですか？

A:

「、」←のことですよね。

最初わからなかったで

す。これも後ろを「を」に

統一したいんですよね。

A:

揃えるのもいいと思うの

ですが、ちょっと苦しい

例文のような・・・。

A:

「厚さ」になっていました。

A:

「うどんの汁をつくる」は

どうでしょう。
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つもりであったことを述べる。そして、E がこのミニマルペアを作成した意図は、「二つの

アクセントが比較しやすいような似た文構造にする」ことにあるとわかる。さらに、E は、

ほかの実習生に修正案を示してほしいと働きかけた。（表 6.2.7-2 参照） 

 

表 6.2.7-2 ミニマルペアに関する意見交換 

実習生 メーリングリストの投稿内容 

E 多少不自然でも、実際言わないことはない、できるだけ二つのアクセントが比

較しやすいような似た文構造にする、という観点で作ったつもりです。（中略）

変更希望の方は変更候補の例文も合わせてお願いします。どう変えたらいいの

かわからないので、また同じ変な例文つくってしまいそうです。（2012 年 5 月

27 日 21:13） 

E 短い文なので、そこだけ見ると不自然な感じがするんですが、実際、文中で使

うんじゃないかな？という会話のなかで聞いたり言ったりする文にしたつもり

です。なので、これは苦しいといわれても、他にどうしたらいいものか・・・（2012

年 5 月 27 日 23:09） 

C E さんアレンジのミニマルペア教材、いいですね。知っている言葉でも、アク

セントは不確かでしょうし、ミニマルペアでアクセントが違って、しかも意味

が変わるというのは、大きな学習動機になると思います。ミニマルペア・シリ

ーズは、ちょうどよい FB にもなりそうですね。（2012 年 5 月 27 日 21:23） 

C A さんのコメントについて・・・ミサイルは兵器です → 「兵器です」にこ

だわらなければ、「兵器は輸出できない」とか。／道 → 道の端を歩く／点 → 

「文中に」を加え、「文中に点を打つ」。／汁 → A さんの「うどんの汁を作

る」いいと思います。など、一案です。参考にしてください。（2012 年 5 月 27

日 23:17） 

 

E の働きかけに対し、C は次のように E を励まし、修正案を示している様子がわかる。

一見、authenticity の高さを求める意見交換の様子は、コミュニケーションがギクシャク

しているように見えるのかもしれない。だが、実習生はこのような様子を、実践だからこ

そ話し合えるのだと意味づけており、実践を学びの場として意味づけている。E が作成し

たミニマルペアの初稿は、実習生の意見交換が加わることで、例文は一層 authenticity が
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高いものになっていった。authenticity の高さを求め作り上げた例文は、学習者が実際に

教室外でコミュニケーションを取っていく際に役に立つと判断し、日常生活でもあり得そ

うな例文を設定することで、実際にアクセントによる意味の違いが起きうるのだと理解し

てもらうための工夫だったと言える。 

 

表 6.2.7-3 ミニマルペアに関する意見交換 

実習生 メーリングリストの投稿内容 

A 「これは苦しい」と書いて改善案を挙げていなかったものは「兄弟」だけだっ

たと思うのですが…。「兄弟」なら「兄弟が 3 人います」とか例文が浮かびやす

いものだと思い、案を挙げていなかったのですが、わかりにくかったようです

ね。すみません。指摘だけして、改善案を挙げないようなことは絶対にしない

つもりです。（2012 年 5 月 27 日 23:42） 

A あと、今回実践を取っている方はほとんどの方が経験者で、私も現役で日本語

教師をしているので、「場合によっては使うから」という気持ちも十分にわかる

んです。時間もないし…というのもわかってはいるんですが、それでも変えた

ほうがいいと提案しているのは、やっぱり大学院の授業だからです。普段の授

業は時間に追われるし、ある程度までしかできないのは仕方ないと思うのです

が、大学院という場でたくさんの理論を学んで、理想的な日本語教育を追求し

て勉強しているのに、「仕方ない」で終わらせてしまうのはもったいないと思う

のです。しかも、いろんな人から知恵をもらえる場なのに…。と思っていたと

ころに、C さんがすばらしい改善案を出してくださったので、感謝感謝です。

やっぱり、みんなでやれば何とかなりますね！（2012 年 5 月 27 日 23:42） 

E 強引に音をそろえようとしている感じばかり目立って不自然ではないかという

ご意見もごもっともですが、私が学習者であのレベルなら、もうあえて教科書

の型通りの例文を読む必要もないだろうという気持ちもあって、作ったもので

した。ご指摘がありましたが決して「仕方ない」という気持ちで作ったもので

はありません。初級の学習者ならより「自然さ」を重視したでしょうが、今回

は音を重視して「こういう使い方もある」でいけるのではないかと判断したた

めです。（2012 年 5 月 28 日 1:01） 
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A は、メーリングリストにおいてミニマルペアの例文に関する意見交換を行う意義を示

している。一見ギクシャクしているように見える実習生間のコミュニケーションの中には、

互いの意見を尊重している様子も見て取れ、メーリングリストは自由に話し合える場とし

て意味づけられていることがわかる。（表 6.2.7-3 参照） 

E は、その意見交換の軸にさらに補助教材作成の意図を加えることで、ミニマルペアの

学習目標と例文を選ぶ基準が明確になっていった。E の補助教材作成意図は、authenticity

の配慮も重要であるが、アクセントによる意味の違いに意識させることがミニマルペアの

学習目標だったことがわかる。 

その後も実習生間では、「音に意識を向けさせる」ことを第一にしていながらも、より

authenticity の高い例文への修正案が示されていった。（表 6.2.7-4 参照） 

 

表 6.2.7-4 ミニマルペアに関する意見交換 

実習生 メーリングリストの投稿内容 

F 「将来は歯科医になる」は、決意を語った文なのでしょうか？「なりたい」の

ほうが自然な気がしました。（「司会になる」と対にしたいのかな、とも思った

のですが・・・）（2012 年 5 月 28 日 0:37） 

B 例文をじーーーっと（ぼぉーっと？）見つめていたところ、F さんと同じ意見、

歯科医になりたい、の方が自然かなと。それから、7 時 8 時は、まだ宵の口だ。

ですが、「宵」は、この「宵の口」か「宵っ張り」以外あまり使われないので、

汎用性がないので、形容詞のアクセントの練習からは外してしまっても良い気

がするのですが、いかがでしょうか。（2012 年 5 月 28 日 1:38） 

E F さんの「歯科医になりたい」も合わせて、これまでの件修正しました。「宵」

は私も迷ったんですよね。実は、「露」というのもあって、きれいな日本語なん

ですが、使えなくて「朝露」にすると音が変わるし・・・それで「汁」に変え

たんですが、そっちのほうが学習者が耳にする機会が多い？と勝手に決めて。

音の練習に徹底するのか、使う使わないにこだわるのか、本当に微妙です。（2012

年 5 月 28 日 2:18） 

 

実習生間の議論を経て、完成されたアクセントのミニマルペアの補助教材⓬を、以下に

示す。 
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【補助教材⓬―ミニマルペアを素材としたアクセントの補助教材】（一部） 

＜アクセント ミニマルペア＞ 

0：                   1：                 2： 

重い おもい 0 そのかばんは重
おも

い 完成 かんせい 0 作
さく

品
ひん

が完
かん

成
せい

した 

思い おもい 2 彼
かの

女
じょ

に対
たい

する思
おも

い 閑静 かんせい 1 閑
かん

静
せい

な住
じゅう

宅
たく

街
がい

 

  

他界 たかい 0 祖
そ

父
ふ

が他
た

界
かい

した 平気 へいき 0 一人
ひ と り

でも平
へい

気
き

です 

高い たかい 2 スカイツリーは高
たか

い 兵器 へいき 1 兵
へい

器
き

の使
し

用
よう

は危
き

険
けん

です 

  

司会 しかい 0 パーティーの司
し

会
かい

になる 強大 きょうだい 0 強
きょう

大
だい

な力
ちから

 

歯科医 しかい 2 将
しょう

来
らい

は歯
し

科
か

医
い

になりたい 兄弟 きょうだい 1 兄
きょう

弟
だい

が 3人
にん

います 

 

実習生の意見交換から、「音の違いを意識させる」という学習目標と、authenticity とい

う視点での議論が対立している様子が見られる。A のメーリングリスト投稿内容からわか

るように、実習生は authenticity を考えることを学びの機会と捉えている。「自然な例文」

を考えつつも、「音の違いを意識させる」という学習目標を軸に置いたミニマルペアとして

意味づけられる。こういった議論は、教師間にはふだんは発生しにくい議論であるかもし

れないが、音声コミュニケーション教育ならではの議論だと言える。 

 

6.2.8 変換ミスや川柳を素材とした「アクセント」の補助教材 

本項では、「名詞、い形容詞、動詞のアクセント」に関する補助教材を、〈③音声と諸領

域との関連づけ〉という観点から、分析する。サラリーマン川柳を素材としたアクセント

の補助教材⓭、変換ミスを素材とした補助教材⓮を取り上げる。 

2 つの補助教材は、『補助教材リスト』には記載されている素材ではなく、実習生のアイ

ディアによって作られた教材である。2 つの補助教材は、アクセントを復習する回の実習

において用いられた。実習生間における意見交換の様子を、表 6.2.8 に示す。 

 

表 6.2.8 サラリーマン川柳や漢字の変換ミスに関する意見交換 

実習生 メーリングリストの投稿内容 

C 「サラリーマン川柳」とかも、アクセント重視で、内容も面白いかもしれませ

ん。ウェブで、過去のベスト 10 など、たくさん見られます。（2012 年 6 月 10

日 0:07） 
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B 川柳、面白いな、と思いながら、色々考えていたのですが、「変換ミス」といの

も面白いかも、と思いました。（中略）ちなみに、変換ミスのサイトを見ると色々

出てきます。http://www.kanken.or.jp/henkan/happyou.html 他に「今年から

海外に住み始めました」「今年から貝が胃に住み始めました」「寿司屋に行かな

かった」「寿司屋にイカなかった」「明日お持ちください」「明日お餅ください」

ちょっとしたリラックスの活動です。（2012 年 6 月 10 日 10:31） 

C 「変換ミス」、これも面白いですね。アクセントや語の切れ目で意味が変わるの

で、いいと思います。爆笑ものも、ありますね。学習者も面白みが分かって、

笑ってくれるかなあ。ふふふ。（2012 年 6 月 10 日 13:39） 

Y 学習者がレポートなど書くにも、変換ミスのことはよく出てくる問題であろう

し、話す場面だけではなく、書く場面においても「変換ミスだけではなく、ア

クセントも異なってくる」という意味で、よい刺激になるのではないかと思い

ます。（2012 年 6 月 10 日 18:18） 

 

メーリングリストにおける実習生の意見交換の内容から、〈③音声と諸領域との関連づ

け〉を考えてみたい。アクセントの復習回の補助教材として、C は「サラリーマン川柳」

という素材を取り上げ、B は漢字の変換ミスを取り上げている。実習生は音声という観点

から語彙や漢字などの諸領域の素材を分析し、音声教育に応用しようとする様子が窺える。

それに加えて、筆者自身も、日本語でレポートや論文を書く際によく起こるタイピングの

変換ミスと関連づけながら、書く際に起こる問題が音声とも関連していることを意識する

うえで役に立つ活動だと、補助教材の意味づけを行っている。 

ここからは、川柳と変換ミスについて説明をしておきたい。川柳は、5・7・5 の拍を持

つことば遊びである。補助教材⓭が素材としているサラリーマン川柳とは、第一生命が

1987 年に始め、毎年行う川柳の公募コンクールに選ばれた川柳を指す。日常に起きる何気

ない出来事をユーモアと風刺のセンスで表現した作品であり、サラリーマンのみならず、

オフィスレディ、主婦、学生など誰でも参加できる56。 

                                                   
56 第一生命「サラリーマン川柳コンクールとは？」http://event.dai-ichi-life.co.jp/company/se

nryu/about/（2017 年 8 月 25 日参照） 
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川柳は、そもそも韻律的な要素を含んでおり、川

柳を音声教育の素材として使うのは、日本語のリズ

ムを学習することを想定することが多いだろう。し

かし、「音声教育実践」において、実習生らは川柳を

リズムの学習素材としてではなく、アクセントの学

習素材として捉えていた。図 6.2.8 に示しているの

が、サラリーマン川柳のウェブページに載せられて

いる画面57であり、表 6.2.8 において最初に C が提

案を行っていた素材である。 

ただし、図 6.2.8 は、音声の補助教材としてこの

まま使うにはやや足りない点もある。それは、まず

漢字のふりがながつけられていないことである。次

に、縦書きになっているため、アクセントの高低を

視覚化するにはやや混沌を招きやすい。そこで、実

習生は、音声教育に向けられた補助教材として、総

ルビをつけることと、横書きにすることを工夫して、

補助教材⓭の形に完成させていった。実際に学習者

に配られた補助教材は、行間が広くなっており、ア

クセントの高低を視覚化するうえで十分な幅が取れ

ていた。 

変換ミスは、日本語でタイピングをするときに誰

もが経験したことがあるだろう。学習者にとっても、

日本語でタイピングを行う機会は多い。日常生活に

おいて、パソコン、携帯電話、スマートフォンなど

さまざまな電子機器を使ってコミュニケーションを

取っており、そこには当然ながらタイピングが行わ

れる。また、学業や仕事において、課題やレポート、

志望動機、研究における論文、職場における企画書

                                                   
57 http://event.dai-ichi-life.co.jp/company/senryu/25th/best_10.html（2012 年 6 月当時のス

クリーンショット） 

図 6.2.8 サラリーマン川柳 
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に至るまで、さまざまな場面において日本語でタイピングして文章を作成することが求め

られる。 

 

【補助教材⓭―サラリーマン川柳を素材とした補助教材】（一部） 

私
わたし

が選
えら

ぶサラリーマン川
せん

柳
りゅう

 2012ベスト 10 

「宝
たから

くじ 当
あ

たれば辞
や

める」が 合
あい

言
こと

葉
ば

 女
じょ

子
し

会
かい

と 聴
き

いて覗
のぞ

けば 六
ろく

十
じゅう

代
だい

 

妻
つま

が言
い

う「承
しょう

知
ち

しました」聞
き

いてみたい スマートフォン 妻
つま

と同
おな

じで 操
あやつ

れず 

何
なに

気
き

ない 暮
く

らしが何
なに

より 宝
たから

物
もの

 胃
い

カメラじゃ 決
けっ

して見
み

えない 腹
はら

黒
ぐろ

さ 

立
た

ち上
あ

がり 目
もく

的
てき

忘
わす

れ また座
すわ

る 定
てい

年
ねん

後
ご

 田
いなか

舎に帰
かえ

れば 青
せい

年
ねん

部
ぶ

 

出典：第一生命 第 25 回サラリーマン川柳ベスト 10 

http://event.dai-ichi-life.co.jp/company/senryu/25th/best_10.html 

 

日本語のタイピングでは、ひらがな、カタカナ、漢字、数字や記号などの変換が行える。

変換ミスが起こると、コミュニケーションが取りにくい場合や意図しなかった印象を読み

手に伝えてしまう場合もある。一般的にタイピングの変換ミスは日本語の表記の問題とし

て認識され、漢字・語彙・作文教育に用いられる。ところが、「音声教育実践」において実

習生は、漢字の変換ミスを活用した音声の補助教材を作成し、学習者のアクセントの意識

化を促す素材として捉えていた。実習生は漢字の変換ミスを、日本語のアクセント、区切

りやポーズなどの音韻的要素から分析し、音声教育の素材として活用した。補助教材⓮は、

社団法人日本漢字能力検定協会が主催した「変換ミスコンテスト」を参考に作成された。 

 

【補助教材⓮―変換ミスを素材とした補助教材】 

アクセントとポーズに注
ちゅう

意
い

して発
はつ

音
おん

してみましょう。 

今年
こ と し

から海
かい

外
がい

に住
す

み始
はじ

めました。 今年
こ と し

から貝
かい

が胃
い

に住
す

み始
はじ

めました。 

書
か

く仕
し

事
ごと

がしたい。 隠
かく

し事
ごと

がしたい。 

もう寝
ね

込
こ

みたくないよ～ もう猫
ねこ

見
み

たくないよ～ 

言
い

いにくかったので、手
て

紙
がみ

を書
か

きました。 いい肉
にく

買
か

ったので、手
て

紙
がみ

を書
か

きました。 

出典：社団法人 日本漢字能力検定協会 

http://www.kanken.or.jp/henkan/happyou.html 

 

このように、実習生は〈③音声と諸領域との関連づけ〉を十分に考慮し、音声教育の素

材を観察し、補助教材として作成していく力が身についたことがわかった。 
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6.2.9 音声コミュニケーション場面を素材とした「イントネーション」の補助教材 

本項では、「イントネーション」に関する補助教材を、〈①補助教材における学習目標の

明確化〉〈⑤authenticity を考慮した音声コミュニケーションの視点の育成〉という観点か

ら、分析する。音声コミュニケーション場面を素材としたイントネーションの補助教材⓯

を取り上げる。 

補助教材⓯は、『補助教材リスト』における会話例を参考にして、実習生が作成したも

のである。〈①補助教材における学習目標の明確化〉という観点から、まず補助教材⓯の

学習目標は次の 2 点が挙げられる。1）発話意図によって、イントネーションが異なるこ

とを理解する。2）イントネーションが変わっても、アクセントはそのまま維持される。

この 2 点は、『補助教材リスト』にも書かれており、『補助教材リスト』を参考にして補助

教材を作成したことが見て取れる。 

 

活動意図 

・表現形式が同じでも、イントネーションによって意味が変わるということを、

会話を通して理解する。 

・アクセント核は変わらないまま、文末イントネーションが変わるということを

理解する。 

 

具体的に補助教材⓯をとおして、どのようなことを身につけてもらうのか説明する。補

助教材⓯の（3）の学生のセリフでは「フィレンツェ」を平叙文で発音するもので「レ」

にアクセント核が位置しており、「フィレンツェ」のような発音である。また、先生のセリ

フでは、「フィレンツェ」を聞き返しており、「フィレンツェ？」のように語末を上昇させ

るが、アクセント核は「レ」にそのまま置かれた発音である。さらに、留学を行くことに

なった学生に対して祝っている場面でもあり、喜びの気持ちをもって「フィレンツェ？」

の聞き返しが行われる。 

一方、補助教材⓯の（1）の学生 A のセリフは、「パフェ」を平叙文で発音するもので「パ」

にアクセント核が位置しており、「パフェ」のような発音である。また、学生 B のセリフ

は、「パフェ」を聞き返しており、「パフェ？」のように語末を上昇させるが、アクセント

核は「パ」にそのまま置かれた発音である。ただ、（3）とはその後の会話の展開が異なっ
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ており、（1）「ごめん」という謝罪が次のセリフであることから、ただの聞き返しよりも、

誘われたことに対して断らなければならないという申し訳ない気持ちを含めた言いよどみ

に近い発音になる。 

上記のように、文脈の中から表現主体の気持ちや意図を理解し、その気持ちや意図を表

す発音を取捨選択していくというのは、〈⑤authenticity を考慮した音声コミュニケーショ

ンの視点の育成〉と言えよう。 

それに、補助教材⓯は、初回の実習で指導した「外来語の発音」を用いることで、外来

語の発音に注意しながら、アクセントおよびイントネーションの練習を行う、という活動

であった。このことは、実際の音声コミュニケーションには、常に単音、アクセント、イ

ントネーションなど音声の複雑な要素らが関わっていることを反映している。これは単音、

アクセントの回を経て、イントネーションの回に到達しており、複数の音声項目を学んで

こその活動だったと言えよう。 

最後には、実習生による指示文が、初回の実習で用いられた補助教材に比べて、より具

体的になってきたことがわかる。また、絵や図などの学生の興味・関心を惹くための要素

は減っている。会話文であり、その内容に意識が向けがちであるが、付随要素をなるべく

減らしつつも、音声そのものに意識が向けられているように工夫されていることが窺える。

例えば、指示文、下線や空欄など、学生が特に集中して聞いてほしいところや発音してほ

しいところを強調していることや、漢字にはできるだけ総ルビを心掛けていることである。

これらの補助教材の変容から、「音声教育実践」をとおした実習生の成長が浮き彫りになっ

たと言えるのではないか。 

 

【補助教材⓯―音声コミュニケーション場面を素材とした補助教材】（一部） 

 

 

 

 

 

 

(1)（街
まち

で） 

 学
がく

生
せい

A：今
いま

から（ パフェ ）食
た

べに行
い

こうよ。 

 学生 B：（ パフェ ）？ごめん、今
いま

は甘
あま

いものの気分
き ぶ ん

じゃない。 

 

(3)（研
けん

究
きゅう

室
しつ

で） 

 学生：イタリアの（ フィレンツェ ）に留
りゅう

学
がく

することになりました。 

 先
せん

生
せい

：（ フィレンツェ ）？すごいじゃない！ 

 

①アシスタントが A さんのセリフを読
よ

みます。発
はつ

話
わ

を聞
き

き取
と

って、（   ）に言
こと

葉
ば

を入
い

れましょう。 

②B さんのセリフを読
よ

みましょう。（   ）の中
なか

には、A さんの（   ）と同
おな

じものが入
はい

ります。 

＊「聞
き

き返
かえ

し」か、「言
い

いよどみ」かに気
き

をつけましょう。 
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6.3 小括 

本章では、補助教材の作成を巡る実習生間のインターアクションを分析した。『補助教

材リスト』を概観し（6.1）、春学期と秋学期において補助教材の特徴および補助教材作成

における実習生間のインターアクションを分析した（6.2）。補助教材作成をとおして、実

習生が得た学びは、次のようにまとめられる。 

 

（1）補助教材における学習目標の明確化 

（2）学習者に沿った視点の育成 

（3）音声と諸領域との関連づけ 

（4）音声と日常生活との繋がり 

（5）authenticity を考慮した音声コミュニケーションの視点の育成 

 

以上の 5 点が音声コミュニケーション教育において重要な理由、および『補助教材リス

ト』の役割について、9.2.2 で考察を行う。 
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第 7 章 実習生間のインターアクション 

 

本研究は、教師教育の一環として設置され、なおかつ音声コミュニケーション教育を実

現すべくデザインされた「音声教育実践」をフィールドとした実践研究である。「音声教育

実践」に参加した実習生が音声コミュニケーション教育の実践を行う過程で、どのような

学びを得るかを明らかにする。 

教師の間で意見交換を行って教育実践をすることの強みや意義は、教育学の分野や第二

言語教育において認識されてきた（Armstrong1977、Nunan1992）。教師間の協働により、

教師は省察を深める機会が与えられる（Knezevic & Scholl1996）。よって、学習者により

よい質の教育を提供するとともに、教師にも学びがもたらされる。 

日本語教育においても、教師間の協働は教育の質を高めると認識されており、音声教育

においても、教師間の協働をとおした発音指導の教育実践の試みや研究が行われている。

ただし、これらの教育実践および研究では、その成果として学習者の意識や発音の変化に

注目しがちである。教師がどのような意見交換を行い、教育実践を作り上げていくかとい

う実態は明らかにされていない。教師教育へ示唆を与えるためには、学習者のみならず、

教師側の学びにも注目し、報告や研究が行われるべきであろう。 

そこで、本章では、「音声教育実践」に参加した実習生にとって意見交換の場であったメ

ーリングリストの内容を分析する58。具体的には、（1）メーリングリストがどのように機

能していたか、（2）どのような内容が共有されていたか、を明らかにする。そのうえで、

メーリングリストにおける意見交換の特徴を分析し、メーリングリストでの意見交換をと

おして実習生が得た学びを明らかにする。 

 

7.1 「音声教育実践」におけるメーリングリストの概要 

本研究の調査フィールドである「音声教育実践」は、東京都内の某大学大学院において

教師教育の一環として設置された実践科目の 1 つであり、音声コミュニケーション教育を

実現すべくデザインされたものである。この「音声教育実践」では、コミュニケーション

に焦点を置いて学習者を対象に「聞きやすくわかりやすい発音で話す」ための発音指導を

行うこと、を目的としている。「音声教育実践」の全体の流れは、図 7.1 のとおりであり、

メーリングリストは四角内の範囲を指す。 

                                                   
58 本章の内容は、千（2017b）を再構成したものである。 
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「音声教育実践」は、1 時間半の授業と 1 時間半の実践から構成されており、15 週間で

一学期が終了する59。授業では、音声項目の理論整理を行い、実践における講義内容の確

認、および実習内容の振り返りと計画を行う。実践は、調査フィールドの大学の留学生セ

ンターの発音クラスと連動しており、発音クラスの受講生である留学生を対象に発音指導

を行うものである。前半 45 分間は担当教員による講義が、後半 45 分間は実習生による実

習が行われる。実習では、授業で計画した教案や補助教材に沿って、グループ活動が行わ

れる。その内容の検討は、主に授業内で担当教員とともに行うが、その時間をより効率的

に使うため、実習生は自らメーリングリストを作成し打ち合わせを行うなど、授業外でも

振り返りと計画の場を設けていた。 

このメーリングリストと打ち合わせでは、実習生間の意見交換を観察することができる。

意見交換の内容を分析し、その意見交換をとおした実習生の学びを明らかにすることがで

きれば、今後の教師教育、とりわけ実習生間のピア活動や意見交換を考える際に、一助と

なる視点を得ることができるのではないであろうか。 

 

図 7.1 「音声教育実践」の全体像とメーリングリストの範囲（図 3.2 を加工） 

 

7.1.1 メーリングリスト作成の経緯 

「音声教育実践」には実習生の間に意見交換が行える授業があったにもかかわらず、メ

                                                   
59 「音声教育実践」のカリキュラムについては、第 3 章を参照されたい。 
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ーリングリストを作成するに至った経緯を述べる。週ごとに実習活動の教案と補助教材を

担当する実習生が 1 名ずつおり、担当の実習生が取りまとめた教案に沿って 6 名の実習生

がグループ活動を行う。授業は 10 時 40 分から 1 時間半であり、50 分間の昼休みを挟ん

で、午後 1 時から 1 時間半の実習が始まる。実習生は、実践におけるグループ活動の内容

について午前中の授業で最終検討をすることになるが、初回を終えて実習生は議論と検討

時間の少なさを痛感していた。授業中の話し合いだけでは、準備の時間が足りないことを

実感し、実習生は事前の意見交換の必要性を感じた。しかし、6 名の実習生全員が集まる

ことができる時間帯は、授業と実習が行われる当日の朝のわずかな時間しかなかった。当

日の朝に意見交換をしても、十分な省察の時間が確保できず、実習までに教案と補助教材

を修正することは間に合わなかった。そこで、実習生のほうから支援者である筆者に先学

期までの準備の様子を聞いてきた。筆者は、過去の実習生が事前に打ち合わせをしたりメ

ーリングリストを作ったりしており、授業前後に議論が行えるように共有の場を設けてい

たことを伝えた。その後、2012 年度春学期の「音声教育実践」でも、事前打ち合わせを設

け、メーリングリストを作ることになった。授業前後に、実習生はメーリングリストをと

おして意見交換を行い、次第にメーリングリストでのやり取りは意見交換の手段として位

置づくようになった。2012 年度春学期に、メーリングリストでは合計 199 件の書き込み

が行われた。 

メーリングリストでの意見交換は、支援者である筆者や特定の実習生による強制的なも

のではない。リーダーシップを発揮した実習生が中にはいるものの、実習生全員がメーリ

ングリストで意見交換を行うことをポジティブに捉えており、相互に意見交換を呼びかけ

ていた。 

 

7.1.2 筆者の支援者としての役割 

筆者は支援者として、自分の研究に役立てたり自分の教育観を押しつけたりすることが

ないように注意した。そのうえで、実習生が立てた意見交換を軸に一参加者としての意見

を述べるようにしていた。例えば、活動の振り返りや計画のときには、筆者は韓国語母語

話者としての日本語の学習経験を生かし、学習者の立場から意見を述べていた。また、意

見交換が躓いたり方向性が定まらなくなったりしたときに、筆者はこの「音声教育実践」
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に以前から参加してきた経験60を生かし、自分の意見を述べた。このような場合は、活動

の目標に立ち戻って考えるのが役立つという気づきを得ていたため、活動の目標は何か問

いかけるようにしていた。以下、筆者による書き込みの一例を紹介する。 

 

③ゲームについて 音節言語を持つ英語や韓国語母語話者にとって、新大久保（しんおお

くぼ）や新宿（しんじゅく）における特殊拍は、前の文字と一音節として理解しがちであ

り、本当に「日本語の音」を理解するのに適切な活動だったのか、疑問に残るところです。

今後、授業の目的をよく考えたうえで、運用レベルでの議論を増やしていくべきだと実感

しました。（筆者、2012 年 4 月 25 日 1:48） 

 

上記の書き込みから、3.1 の（1）で A が書き込んだ振り返りの呼びかけに対して、筆者

は一人の参加者としての意見を述べている様子がわかる。つまり、A が立てた 3 つ目の議

題のゲームについて、韓国語母語話者としての日本語学習時の経験および活動の目標につ

いて意見を述べていた。このように、支援者である筆者は、「音声教育実践」の一参加者と

して、メーリングリストで実習生とともに意見交換を行った。 

 

7.2 メーリングリストの機能と内容 

本章では、（1）メーリングリストがどのように機能していたか、（2）どのような内容が

共有されていたか、を明らかにする。 

 

7.2.1 メーリングリストの機能 

メーリングリストは 2 つの場――実習で行った音声教育活動を振り返る場、実習で行う

音声教育活動を計画する場――として機能していた。以下、4 つの例を取り上げる。 

 

（1）振り返りの呼びかけ 

忘れないうちに反省点を確認したいと思い、メールしています。（中略）①教室の問題（中

略）②リピートについて（中略）③ゲームについて（中略）④個人化して話すことについ

て（中略）私が気になったところはざっとこれくらいです。まず①～④について、改善の

                                                   
60 筆者は「音声教育実践」において、受講生、ティーチングアシスタント、ボランティアとし

て参加してきた。 
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ための意見交換をしたいと思います。本来なら直接会って話したいのですが、次回の授業

前のミーティングでは時間が足りないと思うので、この ML61で意見交換したいと思いま

す。また、上記以外にも気になったところがあれば、追加してください。（A、2012 年 4

月 24 日 1:54） 

 

A は、6 名の実習生の中でも最もリーダーシップを発揮した実習生であり、誰よりも早

く振り返りを行っていた。A は、皆が意見を出すように促したり、取りまとめる役割を果

たしたりしていた。上記のメーリングリスト文面から、自らの振り返りを述べ、実習生全

員に呼びかけ、意見交換を促している様子が見て取れる。A の振り返りの呼びかけに対す

るほかの実習生の反応は、以下のとおりであった。 

 

（2）振り返りの呼びかけに対する反応 

A さん、振り返りの場を設けてくださり、ありがとうございます。実は、月曜日の実践終

了後、お互いにどうだったかなど、話す間もなく解散という感じだったので、少し不安で

した。（C、2012 年 4 月 24 日 21:19） 

改めて振り返りの場を設けてくださりありがとうございます。次回の話し合いのポイント

も色々見えてきたような気がします。（B、2012 年 4 月 25 日 7:20） 

 

C のメーリングリスト文面から、話し合いの必要性を感じていたこと、振り返りなしで

は「不安」である気持ちが読み取れる。また、B のメーリングリスト文面からは、振り返

りの場に対する感謝の気持ちと、今後の話し合いを意識している様子がわかる。 

 

（3）計画の呼びかけ 

補助教材の提案の部分は当日先生と話してどれを使うか決めるのでは、遅すぎると感じま

した。事前に ML62で話し合い、決まった補助教材とその使い方を先生に確認するという

進め方がいいと思います。（中略）月曜日の MTG だけでは絶対に足りないと思いますので、

返信のほど、どうぞよろしくお願いします。（A、2012 年 5 月 5 日 2:02） 

 

                                                   
61 メーリングリストを指す。 
62 メーリングリストを指す。 
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A は、振り返りのみならず、次回の実習の計画に向けても実習生全員に意見交換をする

よう促していた。授業を担当教員と最終確認する場として位置づけており、授業での話し

合いがスムーズに進むよう事前に意見交換を求める様子が見て取れる。 

 

（4）計画における担当者の意見求め 

次回の複合名詞のアクセントについての教材を作ってみたので、ご感想をお伺いしたいと

思います。（中略）どうでしょうか。（F、2012 年 5 月 15 日 21:03） 

 

当該週の担当者である実習生は、教案と補助教材を作成した後、メーリングリストにフ

ァイルと添付し、検討してほしい内容を述べ、ほかの実習生からの意見を促していた。 

以上のように、メーリングリストは 2 つの場――実習で行った音声教育活動を振り返る

場、実習で行う音声教育活動を計画する場――として機能していた。 

 

7.2.2 メーリングリストの内容 

メーリングリストの内容を分析するために 199 件のメーリングリスト文面を、佐藤

（2008）を参考にコーディングした。コード間の関連性を精査し、統合と分割を繰り返し、

カテゴリー化した。その結果、3 つのカテゴリー――【実習生による音声教育活動】【学習

者の様子】【音声教育の環境】――を得ることができた。表 7.2.2-1 と表 7.2.2-2 では、代

表的なメーリングリスト文面をサブカテゴリーごとに 1 つずつ示す。 

 

表 7.2.2-1 音声教育活動を振り返る場としてのメーリングリスト 

メーリングリスト文面 サブカテゴリー カテゴリー 

ゲームをする場合は「このゲームの意味」「ゲームをする

ときに注意すること」など説明があった方がいいと思いま

す。ゲームそのものより、目的は「発音」なので、もし間

違った発音をしている場合は、ゲームの流れを遮ってもい

いかと考え、私は途中で止めて、全員でリピートしました。

ゲームをする際には、効果や目的を他の練習以上に話し合

っておく必要があると感じました。（B、2012 年 4 月 25

〈音声教育活動

の目標〉 

【実習生による

音声教育活動】 
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日 7:20） 

野菜と産地の複合語も、実は「レタス」しかできなかった

のですが、活動は有意義だったと思います。全部は多かっ

たかもしれませんが、3 つくらいはできたらよかったなと

反省しています。（E、2012 年 5 月 21 日 20:36） 

〈音声教育活動

の内容〉 

アクセント指導ですが、私のグループでは複合名詞、動詞、

形容詞のアクセントの間違いに対して、すぐに正解を与え

ず、S63に考えさせるようにしました。例えば、動詞のア

クセント違いなら、アシスタント64が辞書形のアクセント

を与えてアクセントの有無を確認してもらい、S が自力で

アクセントのルールに当てはめて正しいアクセントを言

うというやり方です。（C、2012 年 6 月 15 日 13:15） 

〈音声教育活動

の方法〉 

後半盛り上がったのは、「～する」の発音を韓国語「～ハ

ダ」に持ち込むとかわいい（？）発音になるね、というと

ころだと思います。それがイメージしやすかったのか、「～

する」の発音は全員がすんなりクリアしていました。イン

トネーションは口で説明するだけにとどまりましたが、

「あ～、言う」といったリアクションも見られ、盛り上が

りました。全員が既知の事項ではなかったので、気付きを

得られた学習者もいたのではないでしょうか。（F、2012

年 7 月 17 日 16:14） 

〈学習者に関す

る情報〉 

〈音声学習に関

する意識〉 
【学習者の 

様子】 

学生同士は理解しあっていても、私からすると「？」とい

うこともありました。なかなか決着のつかなかったところ

は「口頭」と「行動」で、実は「ど」と発音していても、

音が小さくこもった時には「と」に聞こえてしまうという

点でした。（E、2012 年 7 月 17 日 1:10） 

〈学習者の発

音・発話・行動〉 

実習生の口元が見えない件は、実習生の立ち位置を工夫す

ればなんとか解決するのではないかと思います。隣のグル
〈物理的環境〉 

【音声教育の 

環境】 

                                                   
63 S とは、学習者のことを指している。 

64 アシスタントとは、実習生自身のことを指している。 
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ープの音が混ざって聞こえにくいという件は、私たちは実

生活で様々な音の洪水の中で聞きたいことだけを聞き取

っているので、周りに雑音があってもトレーニングになる

と考えれば、前向きに対処できるのではないかと思いま

す。教室変更ができない場合は、なんとか教室の隅や中央

の通路をうまく使ったりしてスペースを作り、6 つのグル

ープがこぢんまりと収まる…なんていうことはできない

でしょうか。（C、2012 年 4 月 24 日 21:19） 

「いいですよ」「いいよ」の言い分けは、上昇調ができず

苦労した S（特にタイ人学習者）がいました。でも、たく

さん練習して、活動の最後にアシスタントが「来週～さん

がちゃんと練習してできるようになっているかチェック

しますよ」と言ったときに、問題の S から「いいですよ↑」

と正しいイントネーションが返ってきて、一同「おお～」

っと感心しました。（C、2012 年 6 月 23 日 3:07） 

〈心理的環境〉 

 

表 7.2.2-2 音声教育活動を計画する場としてのメーリングリスト 

メーリングリスト文面 サブカテゴリー カテゴリー 

この練習の目的は、音声的にカテゴリーを分けて、そのル

ールについて知ってもらうことで、使用に関しては慎重に

ということだったと思うからです。音声的なカテゴリーと

男女の区別のカテゴリーが混在すると、S にとっては情報

が多すぎると思うので、今回は、音声的な縮約形のルール

に絞ったほうが良いのでは？（D、2012年5月12日15:42） 

〈音声教育活動

の目標〉 

【実習生による

音声教育活動】 
「だ～い好き」など、話者のキャラクターが関わってきそ

うなのですが、そのキャラクターを演じることをどうとら

えたらいいのでしょうか。もし、グループに男子学生がい

た場合など「男子ならこういう言い方がある」など紹介し

たほうがいいのか、設定されているキャラクターになりき

〈音声教育活動

の内容〉 
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って楽しんでもらったほうかいいのか、どちらの方法もあ

ると思うので、月曜日にでも、A さんをはじめ、みなさん

のご意見を聞かせてください。（E、2012 年 6 月 29 日

15:45） 

野菜や県のアクセントを、アクセント辞典で調べる活動も

入れられそうですね。B さんがおっしゃるように、二通り

のアクセントがあるものの扱いをどうするか、皆さんで相

談したいです。今回は、そういう例をなるべく省くのか？

実際に、アクセント辞典を調べると二通りあるのは普通な

ので、逆に、それを紹介するのか？（D、2012 年 5 月 16

日 11:27） 

〈音声教育活動

の方法〉 

F くんの「水族館」と「体育館」は、たしかに。推測です

が、応用練習 2-2 のように、「たいいく」の「いい」を一

つの音にして「たいく」と、発音しやすくする＋促音化す

る→「たいっかん」と発音する人はいそうですね。（C、

2012 年 5 月 19 日 13:15） 

〈学習者の様子

の予測〉 

【学習者の 

様子】 

今回は前回の復習があるので難しいかもしれませんが、担

当のグループを変えてみるのはいかがでしょうか？グル

ープによっては、なかなか難しいグループもあるようです

し、それぞれのグループで問題点が少しずつ違うと思うの

で、それを共有する意味でも…。（A、2012 年 5 月 27 日

20:57） 

〈物理的環境〉 

【音声教育の 

環境】 
学習者個々人がみんなの前で話すという機会をあまりと

ってこなかったことにあります。かなり口が重く、なかな

か主体的に動いてもらえないと感じていたので、この機会

にみんなの前で話してもらう。但し、とにかく間違えるの

は恥ずかしくない！むしろ間違えてくれたほうがみんな

の勉強になるよ！という雰囲気作りがポイントになって

くると思います。（A、2012 年 5 月 27 日 20:57） 

〈心理的環境〉 
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以上のように、メーリングリストは振り返りと計画の場として機能していたこと、メー

リングリストの内容は、【実習生による音声教育活動】、その音声教育活動の対象者である

【学習者の様子】、また実習生と学習者を取り巻く【音声教育の環境】の 3 点が軸になっ

ていることがわかった。 

 

7.3 メーリングリストにおける意見交換の特徴 

本章では、7.2 で明らかになったサブカテゴリーおよびカテゴリー、つまりメーリング

リストの内容を分析観点として、メーリングリストにおける意見交換の特徴を分析する。

意見交換の様子を示すために、7.3.1 では初回の実習が終わった後の振り返りと計画の様子

を、7.3.2 では「野菜の産地」を素材としたアクセントの指導活動の計画を、エピソード形

式でまとめていく。 

 

7.3.1 振り返りと計画との繋がり 

メーリングリストにおける意見交換の特徴の 1 点目として、実習活動を行ってから振り

返りを行い、その振り返りを次回の計画に繋げるという点が挙げられる。振り返りを文字

言語化することで、自分が行った活動を省察することができ、準備段階で計画したことが

適切だったか自己評価が行われる。さらに、実習生一人ひとりの振り返りと意見がメーリ

ングリスト上では文字言語として共有されていき、〈音声教育活動の目標〉〈音声教育活動

の内容〉〈音声教育活動の方法〉が次回の計画へと結びついていく。 

以下の（1）から（4）までのメーリングリスト文面は、実習の振り返りが行われ始めた

初回の振り返りの様子を示している。実習の振り返りが、複数の実習生によって繰り返し

文字言語化され、次回の計画へと結びついて収斂していく。ここでは、初回の実習が終わ

った後のメーリングリストにおける A、B、C のやり取りの様子を示す。3.1 の（1）で示

したように、A の振り返りには、①から④の 4 つの軸があった。そのうち、2 つの軸①と

③に絞って分析結果を示す。なお、実習生の振り返りに見られる「ゲーム」については、

補助教材❸（6.2.2）を参照されたい。 

 

（1）A の振り返り 

①教室の問題 
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これは最初からわかっていたことだと思いますが、やはり学習者同士で顔も見えにくい、

発音のクラスをとるくらいなので発音になんらかのコンプレックスを持っている学習者

なのでお互いになれるまで声も小さく、学習者同士でも聞こえにくい。実習生の口が見え

たほうがいいのに、見えない。また、隣のグループの声が混ざってしまい、更に聞こえに

くい。 

（中略） 

③ゲームについて 

やはり知的レベルが高いためか、ゲームに対する抵抗があるようです。もし、ゲームをす

るなら、なぜゲームをするのか、ゲームから何が得られるのかと言った説明があるほうが

受け入れやすいのではないかとご意見をいただいています65。（A、2012 年 4 月 24 日 1:54） 

 

A は、活動の改善のために振り返りを行っている。〈物理的環境〉と〈音声教育活動の目

標〉において改善が必要な点を述べ、振り返りの軸を立てている様子が窺える。 

 

（2）C の振り返り 

①の教室の問題で私が感じたのは、机と PC モニターのせいでグループ内に物理的な隔た

りが生じてしまい、やりにくかったということです。特に、学習者同士はお互いの顔も見

えにくいこと、どうしても距離が生じることです。実習生の口元が見えない件は、実習生

の立ち位置を工夫すればなんとか解決するのではないかと思います。隣のグループの音が

混ざって聞こえにくいという件は、私たちは実生活で様々な音の洪水の中で聞きたいこと

だけを聞き取っているので、周りに雑音があってもトレーニングになると考えれば、前向

きに対処できるのではないかと思います。 

（中略） 

③ゲームについては、私はゲームの目的を簡単に説明しました。ゲームから何が得られる

のかという説明はしたほうがいいと思います。ただ、つっかえた人が負けとか、言えなか

った人が負け…という設定は、ほぼ初対面のメンバーには向かないかなと思いました。ゲ

ームも効果をよく考えて行う必要があると感じました。 

（中略） 

                                                   
65 留学生向けの発音クラスに、ティーチングアシスタントとして参加した大学院生による意見

である。 
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あと、個人的に思ったことですが、少し書きます。（中略）個人の学習記録（ポートフォ

リオのようなもの）を作成することでしょうか。毎回のグループ分けや、担当アシスタン

トが変わっても、例えばその学習者の前回の問題はなんだったのかなどが分かり、フォロ

ーアップできるのではないかと思いました。（C、2012 年 4 月 24 日 21:19） 

 

C は、A が立てた振り返りの軸に沿って、振り返りを行っている。〈物理的環境〉の問題

点に関する C の分析を加え、今後の改善策を提案している様子が窺える。また C は、〈音

声教育活動の目標〉に関して、自分が行った活動の様子を共有しつつ、今後活動の目標を

明確に決めていく必要性を述べている。さらに、今後実習生の間で〈学習者の様子〉を共

有しておく必要性を提案していた。つまり、最初に A が立てた振り返りの軸に、C は新た

な振り返りおよび計画の軸を加えていた。 

 

（3）B の振り返り 

①教室の問題 

私も同じように、グループが作りにくい、PC のモニターがさえぎってお互いの顔が見え

にくい、声が聞きにくい、などの問題を感じました。ただ、C さんのメールのように、で

きるだけ通路側に寄ってもらう、実習生は立って全員が見えるような位置に立つよう、多

少は工夫できる点はあると考えます。 

（中略） 

③ゲームについて 

ご意見の通り、ゲームをする場合は「このゲームの意味」「ゲームをするときに注意する

こと」など説明があった方がいいと思います。ゲームそのものより、目的は「発音」なの

で、もし間違った発音をしている場合は、ゲームの流れを遮ってもいいかと考え、私は途

中で止めて、全員でリピートしました。ゲームをする際には、効果や目的を他の練習以上

に話し合っておく必要があると感じました。 

（中略） 

以上です。次回からのグループ分けですが、まだ皆遠慮がちに話しているので、しばらく

は同じグループで続けるほうが学習者の心理的な負担は軽減できるかと思います。またこ

ちらも学習者の問題点も把握しやすく、学習者同士も他の学習者の問題点を把握すること
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が自分の発音を振り返るいいチャンスになるのではないかと思います。（B、2012 年 4 月

25 日 7:20） 

 

B も、A と C の振り返りを受けて、〈物理的環境〉と〈音声教育活動の目標〉を軸に振

り返りを行っていた。また、B が実習の中で感じた〈物理的環境〉の問題点を述べつつ、

C が提案した〈物理的環境〉の改善策に賛同していた。B は、A や C が立てた振り返りの

軸に、さらに〈心理的環境〉への配慮という軸を加え、学習者の間でラポールが深まって

いくことによる、ピア学習の可能性も提起していた。このように、B はピア学習といった

新たな視点を提案すると同時に、今後の実習のグループ分けに関する意見を示しているこ

とがわかる。 

 

（4）A の振り返りの取りまとめ 

①教室について 

・学習者に協力を仰ぎ、できるだけグループ毎は離れて座る⇒実習者同士の事前打ち合わ

せが必要 

・実習生は立って対応⇒これは問題ないでしょうか？ 

（中略） 

③ゲームについて 

概ね同様の考えのようですね。次にゲームをやる時に、もう一度確認しましょう。（A、2012

年 5 月 5 日 2:02） 

 

最初に振り返りの軸を立てた A は、ほかの実習生から加えられた意見をまとめ、振り返

りを今後に向けての改善として収斂している様子が見られる。改善のために実習の振り返

りが行われ、振り返りをした結果、今後の意見交換の方向性が定まっていくことがわかる。 

以上で示したメーリングリストをとおした実習生間の意見交換には、教師としての「省

察サイクル」（Wallace1991）が見られる。実習生は、15 週間に渡って、実習を計画し、

実行し、その後振り返りを行うというサイクルを、メーリングリストをとおして形成して

いった。教師教育における教師の成長パラダイムでは、実践と省察を繰り返すことで教師

の専門性が向上する。本研究におけるメーリングリストをとおした実習生の意見交換には、

「メーリングリストをとおした振り返りと計画→実習→メーリングリストをとおした振り
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返りと計画→実習」という独自のサイクルが形成されている様子が見られた。【実習生によ

る音声教育活動】【学習者の様子】【音声教育の環境】を軸に振り返りを行いつつ、その振

り返りは次回の計画に反映されていった。 

 

7.3.2 実習生による音声教育活動の明確化 

メーリングリストにおける意見交換の特徴の 2 点目として、議論が重なっていくことで、

〈音声教育活動の目標〉〈音声教育活動の内容〉〈音声教育活動の方法〉が明確化されてい

く点が挙げられる。これらの 3 点は、【実習生による音声教育活動】のサブカテゴリーで

ある。名詞のアクセントの回を事例として、実習における活動の計画を立てていく様子を

紹介する。名詞のアクセントの回では、複合名詞のアクセントのルールを練習するために

「野菜の産地」を素材とした活動を行った。以下では、その「野菜の産地」を素材とした

活動を、実習生がどのようにして〈音声教育活動の目標〉〈音声教育活動の内容〉〈音声教

育活動の方法〉を組み立てていくか示す。この週の担当者は F であり、F が立てた計画の

軸に実習生それぞれが自分のことばで肉づけしていく様子が見て取れる。なお、メーリン

グリスト文面に現れる「野菜の産地」については、参考のために資料 7.2 に補助教材を示

す。 

 

（1）担当者 F の計画 

2 つ目：野菜の産地66 

リスト67、あるいは 1 つ目68だと、3 つある複合規則（？）のうち 1 つしか練習できないこ

とが気になったので、2 つ以上の規則を同時にチェックできないかと思い作ってみました。

                                                   
66 （1）から（6）のメーリングリスト文面を時系列に沿って並べているが、それぞれのメーリ

ングリスト文面において、「野菜の産地」を指す番号が変わっていく様子が見て取れる（点線

部参照：2 つ目→①→③→Ⅱ）。このことは、メーリングリストにおいて意見交換が進むにつ

れ「野菜の産地」の前後における活動が入れ替わったり、活動の順が変わったりすることを

表している。 

67 リストとは、『補助教材リスト』のことを指している。筆者は、本研究のフィールド調査の

ために、2010 年度と 2011 年度の 2 年間の「音声教育実践」の成果物をまとめ、『補助教材

リスト』を作成した。2012 年度に「音声教育実践」を履修した実習生は、この『補助教材リ

スト』をレビューして、加筆修正を行って補助教材を作成していた。 
68 F が用意した補助教材には、「野菜の産地」以外に「カレーのメニュー」もあった。紙面の

制約上、「（1）担当者 F の計画」のメーリングリスト文面では「1 つ目：カレーのメニュー」

を省いている。実習生によるメーリングリスト文面において、「メニュー」や「トッピング」

などで表現されることもあった。 
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それぞれの都道府県（と、野菜）のアクセントを辞書で調べ（させ）た後に、県を付けた

時のアクセント変化を確認、さらに「産」と野菜がついた時のアクセントをそれぞれ確認

したらよいんじゃないかと思います。（F、2012 年 5 月 15 日 21:03） 

 

F のメーリングリスト文面から、『補助教材リスト』における不足を補い、新たな補助教

材を作成しようとしている様子が見て取れる。F は、新たな補助教材を作成した意図を文

字で言語化しながら、〈音声教育活動の目標〉〈音声教育活動の内容〉をほかの実習生と共

有している。また、どのように補助教材を用いて音声教育活動を展開していくか、〈音声教

育活動の方法〉を検討しようとしている。つまり、F は自分が担当した名詞のアクセント

の回における計画の軸を立て、メーリングリストをとおして実習生全員に問いかけたと言

える。 

 

（2）F の計画に対する A のフィードバック 

野菜の産地、おもしろいですね！複合語の意識化もされやすいと思います。問題はどう用

いるか…ですね。私は野菜の産地→メニューの順番で進むといいんじゃないかなぁと思い

ます。理由としては、F くんが考えてくれたように野菜の産地を使ってアクセントを調べ

る。アクセント変化の確認。これでかなり複合語の意識化がされると思うので、じゃあ、

最後にトッピングメニューに挑戦してみようか！というような流れがいいかな…と。 

（中略） 

①野菜の産地のシート 

・せっかくの写真がぼやけていて、ちょっと見にくいと思います。白黒印刷になると更に

見にくくなってしまうと思うので、できれば別の写真のほうがいいと思います。（A、2012

年 5 月 16 日 2:17） 

 

A は、F が立てた計画の軸に沿って、F の計画に賛同し、〈音声教育活動の目標〉を繰り

返し言語化するとともに、さらに「意識化」という新たな学習目標を肉づけした。すでに

作られた軸に新たな肉づけがされていることがわかる。また、〈音声教育活動の方法〉を、

順序立てながら具体的に考えていく様子が見られた。また、F が制作した補助教材に対し

て視覚的により見やすくなるよう、フィードバックを行っている様子が見て取れる。 
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（3）F の計画に対する B のフィードバック 

①野菜の産地 

とても面白いと思いました！名詞個々の発音＋テキスト P48 にもある～県＋産と発展し

ていくので、おっしゃる通り二つ以上の規則を同時に確認でき、飽きない練習になると思

いました。ただ、アクセント辞典で調べたところ、大分県の発音は二つのパターンがあり

ました。（関西方面のアクセント？） 

・これをこのまま使うか（関西と関東はアクセントが違うこともあるということを話すき

っかけに） 

・もしくは、アクセント辞典の使い方、読み方に焦点をおくということで、他の県（たと

えば神奈川県）にするか、確認した方がいいかと思いました。 

（中略） 

流れは A さんのご提案通りで、1.野菜の産地（個々のアクセントをアクセント辞典で調べ、

アクセントの変化の確認＋意識化）2.メニューに挑戦（どのぐらい扱うかは各グループの

様子による）（B、2012 年 5 月 16 日 4:48） 

 

B は、F が立てた計画の軸に、教科書のページを示し、教科書の内容を言語化して関連

づけることで、補助教材を用いた〈音声教育活動の目標〉をより明確にしていることがわ

かる。また、F がメーリングリストで述べた学習目標と A がさらに付け加えた学習目標を

合わせて、二重線部のように再言語化している様子が見られる。 

特に、B は F が作成した補助教材の練習用語彙をアクセント辞典で調べ、「大分」の発

音が二通り存在していることを知り、補助教材に示すかどうかについて実習生に意見を求

めている。つまり、F が立てた〈音声教育活動の内容〉という軸に、語彙選択という視点

から肉づけをしていると言える。このように、意見交換の要素が増えていくことがわかる。 

 

（4）F の計画に対する D のフィードバック 

まず、野菜の方は、とても良いと思いました。確かに、最近、レストランやモスバーガー

でさえも、どこ産の野菜を使っているか書くようになりましたね。震災後は、特に、スー

パー等でよく見かけますし、身近な上に、練習の発展性もあって良いと思います。野菜や

県のアクセントを、アクセント辞典で調べる活動も入れられそうですね。B さんがおっし
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ゃるように、二通りのアクセントがあるものの扱いをどうするか、皆さんで相談したいで

す。今回は、そういう例をなるべく省くのか？実際に、アクセント辞典を調べると二通り

あるのは普通なので、逆に、それを紹介するのか？（D、2012 年 5 月 16 日 11:27） 

 

D は、F が作成した補助教材の内容を日本社会における現状と関連させ、活動の意義を

言語化している。つまり、日常生活においてよく接する身近な素材で発音練習を行うこと

で、学習者に親近感を持たせ、教室外でも名詞のアクセントに意識を向けることができる

と予測をしている。また、F、A、B が述べた〈音声教育活動の目標〉〈音声教育活動の内

容〉〈音声教育活動の方法〉を自分のことばで再言語化している様子が見られる。この場合、

Dは二通りアクセントがある語彙を示すべきかどうかについて自分の意見は出していない

ものの、これまで行われた議論を自分のことばで再言語化することで、きちんと理解して

いる様子を示している。よって、F、A、B が組み立て、肉づけしてきた計画の軸に、D も

さらに肉づけをしていったことがわかった。 

 

（5）F の計画に対する C のフィードバック 

③野菜の産地 

次回の流れとしては、A さんや、B 姉に同じく「野菜」が先のほうがいいと思います。 

（中略） 

アクセント辞典で確認しながら、飽きずに発展していく内容で、とてもいいですよね。練

習への前振りも、「スーパーやモスバーガーなどで、こんな産地表示を見たことがありま

すか？」のような自然な感じで行けそうですし、アクセント辞典の活用方法と、複合語の

アクセントを同時に学べますね。B 姉ご指摘の、アクセントが 2 つあるものについてです

が、私は逆に「2 つあって当然だから」という考えを示すチャンスではないかと思います。

こちらが避けても、学習者たちは必ずどこかで耳にするでしょうから。みなさんは、どう

お考えですか？（C、2012 年 5 月 18 日 16:36） 

 

C は、A と B が述べた実習活動の順番に賛同し、それを再言語化している。F が制作し

た教材を好意的に受け止め、活動の目標を自分のことばで示していた。また、D が示した

日本社会における現状との関連づけを踏まえ、実習生が実際に学習者に指導をするときの

発話を考えていた。 
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C は、B が提起した二通りのアクセントについて、2 つとも示して学習者が二通りのア

クセントがあることを知る機会を設けるほうがいいと述べていた。B が立てた新たな軸に

C は自分の考えを示したのである。さらに、C はほかの実習生にも意見を求めている。 

 

（6）F の計画の取りまとめ 

Ⅱ．野菜の産地 

・写真は、モスバーガーで撮ったイメージ写真で、書いてあることと設問が違うので見え

づらく作ったのですが、A さんのご指摘のようにあまりに見づらくて何か分からない場合

には逆効果なので差し替えようと思います。他の皆さんはどう思われましたでしょうか。 

・「大分」は、実は元々は「鹿児島」にするつもりだったのを修正せずに出してしまった

のですが（6 つの都道府県のアクセント型を変えたくて）、確かに 2 つのアクセントがある

ものをあえて提示するというのも、効果があるように思います。（F、2012 年 5 月 19 日

2:40） 

 

F は、実習生から得られた意見をまとめ、F のことばで再言語化し、補助教材に反映さ

せていく様子が窺える。（1）では F が補助教材の案を出すとともに計画の軸を立て、（2）

から（5）ではほかの実習生がその軸を中心にさらなる軸を加えたり肉づけしたりした。

この過程で、〈音声教育活動の目標〉〈音声教育活動の内容〉〈音声教育活動の方法〉が明確

化されていく様子がわかった。 

〈音声教育活動の目標〉について議論することで、活動の目標は明確になっていった。

何を学習目標に内容を作るのか、学習者に何を身につけてほしいのか、そのためにはどの

ような使い道が適切か、順番はどのようにしたほうが効果的かなどを話し合うことで、〈音

声教育活動の目標〉が明確になっていく。 

また、〈音声教育活動の内容〉について議論することで、活動をとおしてどのような音声

項目を学ぶことができるかを言語化した。このときに、音声の特徴が文字言語化されるこ

とがわかった。教科書の内容と擦り合わせて考えることで、教科書の内容をもう一度復習

することになる。また、アクセント辞典から教材の語彙を調べることで、二通りのアクセ

ントがあることに気づかされる。これらのプロセスをとおして、音韻知識はより整理され

ていき、実習生にとって音声教育に特化した専門性が向上したのではないか。 

さらに、〈音声教育活動の方法〉を議論することで、実習生は運用レベルを意識し、明確
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にすることができた。〈音声教育活動の目標〉を達成するために、〈音声教育活動の内容〉

をどのような方法で指導するか議論が行われた。これにより、教材作成だけで終わらず、

実際の教室での扱い方を工夫することができた。また、〈音声教育活動の目標〉〈音声教育

活動の内容〉〈音声教育活動の方法〉を議論することによって、6 名の実習生が共通認識を

持ってグループ活動を進めることができる。それゆえ、前回異なるグループで発音練習を

した学習者同士が同じグループになった場合でも、問題なく新しいグループ内で活動を展

開することができる。 

上記のように、〈音声教育活動の目標〉〈音声教育活動の内容〉〈音声教育活動の方法〉が

明確化されたというのは、上位概念である【実習生による音声教育活動】が明確化してい

ったと言える。 

 

7.4 小括 

本章では、メーリングリストでの意見交換をとおして実習生が得た学びを分析した。実

習生の学びとして、（1）文字言語化をとおした音声の省察、（2）「音声教育の計画、実行、

振り返り、再構築というサイクル」の形成が挙げられる。この 2 点について、9.3.1 で考

察する。 

本章では、「音声教育実践」に参加した実習生にとって意見交換の場であったメーリング

リストの内容を分析した。まず、メーリングリスト作成の経緯および筆者の関わり方を述

べた（7.1）。そして、（1）メーリングリストがどのように機能していたか、（2）どのよう

な内容が共有されていたか、を追った（7.2）。また、メーリングリストの内容を分析観点

に、メーリングリストにおける意見交換の特徴を分析した（7.3）。 

まず、7.1 では、実習生が授業の時間をより効率的に使うため、自主的にメーリングリ

ストを作成し、振り返りと計画の場を設けていたことを述べた。そして、支援者として実

習生が立てた意見交換を軸に一参加者としての意見を述べるようにしていた、筆者の立ち

位置を述べた。 

7.2 では、メーリングリストが 2 つの場――実習で行った音声教育活動を振り返る場、

実習で行う音声教育活動を計画する場――として機能していたことを明らかにした。実習

生は、メーリングリストをとおして、実習を計画し、実行し、その後振り返りを行うとい

うサイクルを形成しており、教師としての「省察サイクル」（Wallace1991）を自律的に形

成していたことを述べた。そして、メーリングリストで共有されていた内容は、【実習生に
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よる音声教育活動】、その音声教育活動の対象者である【学習者の様子】、また実習生と学

習者を取り巻く【音声教育の環境】の 3 点が軸になっていることがわかった。 

7.3 では、3 点のメーリングリストの内容を分析観点に、実習生間の意見交換の特徴を分

析した結果、【実習生による音声教育活動】【学習者の様子】【音声教育の環境】を軸に振り

返りを行いつつ、その振り返りは次回の計画に反映されていったことがわかった。また、

議論が重なっていくことで、【実習生による音声教育活動】のサブカテゴリーである〈音声

教育活動の目標〉〈音声教育活動の内容〉〈音声教育活動の方法〉が明確化されていった。

つまり、実習生による音声教育活動が明確化されていったと言える。 
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第 8 章 学習者とのインターアクション 

 

第 8 章では、「音声教育実践」の実習生が学習者とのインターアクション、つまり音声

教育において音声指導やアドバイスを行う中で、学習者の発言や学習行動から気づかされ

た学びを分析する。学習者とのインターアクションは、教師として日本語を指導していく

のであれば当然経験するものである。音声教育を実践する中で、学習者とのインターアク

ションをとおして得た実習生の学びがわかれば、今後、教師をサポートする際に、どのよ

うな視点で学習者とのインターアクションを捉えればよいか提言することができるであろ

う。 

 

8.1 実習生のプロフィール 

第 4 章の最後にまとめたように、本章では学習者とのインターアクションの中で学びの

様子を分析するが、その対象は、第 4 章で特に学習者とのインターアクションをとおして

得た学びを語っていた、B、C、J、K、L、M に絞る。本章では、この 6 名の実習生が学

習者とのインターアクションをとおして得た学びの様子を示す。6 名の実習生のプロフィ

ールをここでもう一度簡略にまとめておく。 

B は、東京都内の日本語学校で 5 年間日本語教育に携わった中堅教師である。主に日本

語学校とビジネスパーソンへのプライベートレッスンで教えており、「音声教育実践」を受

講している間にも日本語学校とプライベートレッスンを続けていた。「音声教育実践」を受

講した理由は、次のとおりである。文型や読解の指導を主にしてきたが、日本の大学入試

の時期になると音声指導の乏しさを感じていた。毎年 12 月になると日本の大学に入るた

めの面接に向けて、面接指導を担当することになるが、自分の声を録音したファイルを渡

し、学習者は独学でその録音ファイルを真似て練習してくるように指導していた。どのよ

うな音声教育が効果的か悩まされる一方、4 月の新学期になるとまた文型中心の指導に戻

ってしまい、発音のことはしばらく考えなくなる。そのようなパターンが毎年繰り返され

ていた。これまで日本語教育に携わりながらも、音声というものについて考えたことがな

く、その場その場の対処のような形で指導を行ってきた。体系的に教えられるようになり

たいという向上心から「音声教育実践」の受講を決めた。 

C は、日本国内の関東地域で日本語教育に携わって 23 年のベテラン教師である。日本

語学校では主に大学進学や専門学校進学を目指す人を指導してきており、企業派遣やプラ
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イベートに至るまでさまざまな教育経験を持っている。C が「音声教育実践」を受講した

理由は、音声教育について学び、教師としての専門性を高めたいという向上心からである。

23 年間の教師歴の中で、納得のいくような音声教育ができなかったと捉えている。C は、

発音が原因で不利益を被った学生のエピソードを聞いた経験をしており、発音の重要性を

理解している。しかし、教師としてサポートしてあげられなかったことを悔いている。日

本語学校では主に大学受験に向かって一年間のカリキュラムが定まっており、その内容は

文型中心となっている。発音は初級の文字導入段階で教えているが、中級以上になると、

発音の指導はほとんど行わなくなる。この過程で、発音が上達する学習者と上達しない学

習者の間の差が広がっていく。しかし、その原因がわからず、またどのような指導が効果

的かもわからなかった。C は、このような音声教育に関する問題意識を抱えて、「音声教育

実践」を受講していた。 

J は、日本語教育に携わって 2 年経った教師であり、中国における中等教育機関で日本

語を指導した。自分が外国語を学習するならネイティブレベルに到達できるよう、発音練

習に積極的に取り組んでいた。また、教師としても音声学の教材を独習するなど、外国語

学習における音声は大事だという確固たる教育観を持っているようである。中国の中等教

育機関で出会った中学生や高校生の学習者には、地域のスピーチコンテストで優勝させて

あげたく、母音の無声化、アクセント、イントネーションなど、きめ細かい音声指導を行

った。生徒の発音は日々上達していった。その根底には、貧富の差により、生徒の将来が

決まってくる特殊な地域の状況も関連している。日本語のスピーチコンテストで自分の生

徒が優勝すれば、その経歴が将来に繋ながり、活躍できる場が広がっていく。J は、自分

の生徒の将来に少しでも役に立ちたかったという。そのような社会的な背景から培われた

教育観は、J にとってさらにネイティブレベルの発音への思いに繋がったと言える。 

K は、日本語教育に携わって 3 年の初任教師である。日本語学校に着任したばかりのと

き、学習者の発音を聞いて、何を言っているかわからなかった。意味がわからなかったり

聞きとれなかったりすることが度々あった。しかし、教師としての経験を重ねていくと、

徐々に学習者とのコミュニケーションに支障はなくなり、今は発音のことでは何も気にし

なくなっている。このような自分の状態を、教師として疑問に思い、実践を受講した。現

場では音声教育を取り立てて行ったことはほとんどないが、どうしても気になる発音は、

自分が教師養成講座で学んだ口腔断面図を黒板に描いて学習者に指導したことがある。し

かし、学習者には伝わらずそのまま流されてしまった。また、教員室での教師同士の会話
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では、学習者の発音が話題になることがあったという。日本語能力試験のレベルは高いに

も関わらず、発音はよくない学習者が話題になり、日本語能力試験のレベルを名乗らない

ほうがいいのではないかという会話が教師間で盛り上がったという。しかし K はこのよう

な現状の中、学習者の発音が話題になるだけで誰一人として発音を指導しようとしていな

い教育現場の様子に問題意識を抱えていた。 

L は、教師としての経験はゼロである。学部を卒業してすぐ大学院に進学しており、大

学や施設教育機関で教師養成を受けた経験はない。ただ、日本で留学している学習者の友

達との交流を持った経験があり、その中で日本語に関する質問を受けたことが多々ある。

ところで、その質問の内容は、ほとんどが文法に関するものであり、発音に関する質問は

一度も受けたことがない。それはなぜだろうか、気になっている。また、学習者の友達の

中には、発音が上達する人とそうではない人がいて、その差はどのように生まれるのか知

りたいと思っている。 

M は、L と同様に、学部を卒業したあと、すぐ大学院に進学した。大学の教員養成課程

や私設の教師養成講座を受けたことがなく、日本語教育能力検定試験も受けたことがない。

教師としての経験はゼロである。M はタイ語学習において、タイのドラマを見ながらシャ

ドーイングをしたり、タイ語教師に発音に関するアドバイスを受けたりすることで、発音

を上達させてきた。発音を上達した経験から、誰もが発音練習すれば、ネイティブレベル

に上達することができると考えている。自分にタイ語の発音を教えてくれた教師のように、

自分も日本語の発音が丁寧に教えられる教師になりたいと思っている。 

 

8.2 学習者の発言から気づかされた学び 

8.2.1 音声学習に対する学習者のニーズや目標 

B は、実習内外での学習者とのインターアクションをとおして、学習者の音声学習姿勢

を確認し、音声学習のニーズを教師側で決めつけてはならないと考えるようになった。 

B は二つのエピソードをとおして学習者の音声学習に対するニーズと学習姿勢を気づい

ていった。 

一つ目は「音声教育実践」内におけるエピソードである。授業で、動詞のアクセントの

活用のために補助教材（資料 1）を準備したときに、「歩く」「洗う」「磨く」などの基本動

詞が並んでいる補助教材を見て、B は学習内容が簡単すぎると考えていた。 
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B：「歩く」とか「洗う」とか「磨く」とか基本動詞しかないんですけれども、そ

れを皆ものすごく集中して聞いていたということには、ちょっと新しい発見

でした。そのあともグループ A・B に分けて、活用によってどうアクセント

が変化していくかというところも、基本的すぎるかなって準備のときには思

っていたんですけれども。意外とそうでもなく、そういうところをきちんと

押さえたいっていうちょっと印象がありました。 

 

学習者は動詞をアクセントのグループに分け、活用によるアクセントの変化を一所懸命

学習していた。そのような学習姿勢を見て、意外と基本的な語彙からきちんと押さえたい

というニーズを察知できるようになった。 

二つ目は「音声教育実践」外におけるエピソードである。プライベートレッスンの指導

のときに、ビジネスパーソンである上級学習者に、B は大学院で学んでいる音声教育の話

を雑談程度で話したが、その上級学習者は興味津々で B の話を聞いていた。そして、上級

学習者も発音に関するエピソードをいろいろと話してくれるようになり、音声学習に対し

て高いニーズを持っていることがわかった。特に、その上級学習者の一言が B の心に響い

た。 

 

B：ビジネスパーソンとかでプライベートとか教えているときに、本当に上級者

で上手であればあるほどすごい発音に対する意識が高くて。ある学習者なん

かはやっぱりアクセントとかは最後の砦だと言ってて、そこができるように

なればすごく日本語が日本語らしくというか。彼の中で思っているすごく自

然な日本語が話せるようになるんだというふうにすごく思っているんです

ね。 

 

上級学習者は、発音特にアクセントは「最後の砦」だと言う。B は、このビジネスパー

ソンの上級学習者はすでに日本社会の中で日本人と同等な立場で働いており、発音を学ば

なくてもコミュニケーションに全く問題がないと捉えていた。ここまで音声学習に対する

ニーズが高いとは考えてこなかった。B は、この上級学習者と発音に関する話し合いをす

る中で、音声学習のニーズに気づかされ、少しずつ発音練習を取り入れるようになった。

当然知っているだろうと思っていた細かい発音も丁寧に学習していく上級学習者の様子を
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見て、ここまで発音のことに気にしていると思わなかったのである。 

 

B：たぶん恥ずかしい思いをしたとかあると思うんですね。これもたぶん振り返

りシートに書いたと思うんですけど、あれ、「気がある。」って。（Y：ああ、

「木がある。」）「木がある。」その人です。「それ、おかしいよ、はは。」と笑

われた。で、私、彼を教えてもう 1 年経つんですね。で、当然この実践を取

る前からいろいろ見てたんですけど、そのとき正直音声について教えたこと

がなかったんですよ。もうこれだけできるんだから、必要ないだろうと思っ

てたんですね。だけど、実践の授業の中で皆でこう出た疑問とか気づきみた

いなちょっと面白い話とかをプライベートのレッスンの合間にぽっと話し

たら、こういうエピソードを語ってくれたりとか、「あ、やっぱりアクセン

トって難しいんですよね。」とかいろんな体験談みたいなのをそれから結構

話してくれるようになって。それから、あ、そんなにアクセントとかイント

ネーションっていうのを気にしてるんだっていうふうに思って。ときどきこ

ういうのを練習の中で入れると、やっぱり気づいてくれてっていう。その辺

も私の意識の変化かもしれないんです。上級者には必要ないと思ってたんで

すけど、上級者こそ必要があるっていう。 

 

二つのエピソードをとおして、B はこれまで教師として学習内容を教師主体で決めてき

たことを省察した。発音に関する学習内容は、教師が勝手に決めることではなく、学習者

の様子を観察したり相談したりしながら、教師と学習者が共に音声学習の場を築いていく

べきだという認識に繋がった。 

J は、海外の中等教育機関での教師としての経験があり、「音声教育実践」で出会った学

習者はこれまで接してきた学習者とは違い、レベルが高かった。ここまで流暢に話せるの

に、発音練習が必要だろうかと思うほどであった。 

 

J：私が一番最初驚いたのは、学習者が何かここに来る必要あるの？っていうぐ

らい、皆、別にそんな発音に問題ないよね。で、それを見たときにかなり衝

撃を受けて、本当に衝撃だったのね。だから、その発音って悪いものを直す

んじゃなくて、本当にその個人、個人個人のこう違いから出てくる欲求って
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いうかなんだなっていうこともわかりました。 

 

J は、これまで「悪い」発音を「直す」というイメージで音声教育を捉えていた。しか

し、「音声教育実践」に集まった学習者は、「悪いものを直す」のではなく、表したい自分

のイメージに合わせて発音をさらに改善したいという到達目標を抱えている。さらに J は、

ある韓国人学習者との対話から「見せたい自分に発音を合わせる」ことが音声学習の目標

であることもわかり、衝撃を受けたという。これまでネイティブのように話したいと、自

分の外に存在する目標に向かっていた J にとって、「音声教育実践」で出会った学習者は、

目標設定が自分の中に存在していて、表したい自分のイメージに発音を学習していくとい

う発想であった。ただ、ネイティブ・スピーカーを憧れの存在として捉えるのではなく、

自分の中で描いている自分のイメージを表現していくために、音声教育が必要だと再認識

するようになった。 

 

8.2.2 学習者の質問に見られる音声の意識化 

B は、学習者にとって音声の意識化が重要であることに気づかされ、教室外でも意識し

て発音を聞き取っていくよう音声教育の支援を試みた。 

授業では、担当教員と実習生間で、教室の外でも学習者が発音を意識して聞き取り、意

識的に発音していくことが、音声の自律学習の姿勢を育てるうえで重要であるという考え

方が共有されていた。教室の外でも学習者が発音を意識して聞き取り、意識的に発音して

いくことを発音の意識化という。B は、発音の意識化という考えを、学習者とのインター

アクションから具体的に理解することになる。 

実習では、「い形容詞」のアクセントの指導が行われていた。教科書には「おいし
￢

い」

のアクセントがアクセントの核があるものとして表記されていた。そのときに、B は学習

者から次のような質問を受けた。 

 

B：「美味しいお菓
￢

子」もあるし、「美味し
￢

いお菓子」両方聞いたことあるんです

けどっていう質問があったときに、「ああ、外でそこのところを注意して聞い

てるんだな。」って思って。今までは質問の意味の重要性に関してはあんまり

考えてなかったかもしれないです。もしその質問を受けたら、「あ、こんなこ

と理解してなかったのかな。」とかそういうふうに思ってしまったかもしれな
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いですけれども、それは一つのこう意識のレベルアップとして捉えるように

なったなっていう。 

 

この質問を受けた B は学習者の教室の外での発音に対する意識の高さに驚いた。実は、

B は「い形容詞」の実習に入る前に、授業の中で担当教員と実習生同士で意見交換をして

いる中、はじめて B 自身が「おいしい」を平板化した発音で話していることに気づかされ

た。それに反して、学習者は教室外でも発音面に注目して、発音の揺れを聞き取っている。

B は学習者の発音への意識の高さに感心していた。 

また、学習者の質問を再度意味づけられるようになった。以前は、学習者の質問から、

「こんなこと理解してなかったのかな」と学習者がわからないことばかりに注目しがちで

あった。しかし、「音声教育実践」の中で学習者に発音に関する質問を受けることで、学習

者の質問の中に見られる発音に対する意識のレベルを察知できるようになった。 

この質問をきっかけに、B は発音の意識化の重要性を認識する。常に発音に意識を向け

ていれば、日常生活の中でさまざまなものが発音学習素材となりうる。また、そのような

発見がある人とない人の間には、徐々に発音の上達においても差が広がっていくのではな

いかという理解も深まった。 

B にとって音声教育の捉え方に次のような変化があった。教室は限られた空間であり、

実習で練習できる時間は短い。そのため、教室の外での時間をどう使ってもらえるか。特

に日本に留学している学習者の場合、聞くチャンスを逃してほしくない。そこで、教室で

の活動が教室外の日常生活といかに繋がっているかに気をつけるようになった。例えば、

実習中に使われる補助教材を作成する際に、日常生活との関連性を常に考えていた。活動

の中でも絶えず日常生活との関連性から適宜質問をしていた。 

教室外でも発音を意識して聞くことが大事だという音声学習の捉え方を持つようにな

った B は、学習者からの質問に対する対応にも変容をもたらした。実習では、ある学習者

にアクセントについて「全部覚えなければならないか」という質問を受けた。その質問に

対して B は、「覚えることではなく、毎日意識して聞くことが大切」（実践報告シート⑤）

と答える。それと同時に、発音練習を継続するためには、「できるようになった」という実

感を与えることが、音声学習のモチベーションに繋がるのだと考えるようになった。この

ようにBは教師として学習者の継続的な音声学習のモチベーションを維持できるように何

ができるのかを模索するようになった。 
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8.2.3 音韻知識の習得による学習者の問題意識の変容 

K は、音韻知識の習得による学習者の発言の変化に気づき、その発言の変化から音声学

習の成果を察知するようになった。 

実習の中で K は、担当する学習者との音声学習に関する話し合いも取り入れている。初

回の実習で受講理由を聞いたとき、学習者は次のような反応を示していた。 

 

K：何か実習の最初のほうで、「どうしてこの授業を取ったんですか？」というこ

とを聞くと、何か「発音が悪いから。」みたいなちょっと漠然とした感じで何

か「あ、そう。」みたいな感じだったんですけど。 

 

「発音が悪いから」といった学習者の返答を「漠然とした感じ」と意味づけている様子

が見て取れる。しかし、「音声教育実践」が回を重ねるたびに、音声学習を進めていく学習

者の反応には、次のように変化が現れていた。 

 

K：結構最後のほうだと、「何が苦手なの？」とか聞くと、結構具体的な答えが返

ってきたりとか。（Y：ああ、例えば？）例えば、何かイントネーションのつ

け方がまだわからないとか、そのアクセント、名詞のアクセントがまだわか

らないとか、そういう具体的な返事が返ってきて、やっぱ学習者自身が自分

が何かそのできてないなと思う部分を自覚できるようになったのかなって。 

 

学習者自身が苦手な部分を明確に述べられるようになった背景には、音韻知識の習得が

あったことが挙げられる。もちろん、ここには K 自身も音韻知識を得て、質問の仕方にも

変化があったことも明白なことである。こうした背景から、後半になるにつれ、学習者と

の会話の中でより具体的な答えが得られるようになり、学習者自身ができていない部分を

自覚できるようになったことがわかった。そして K は、学習者の意識変化の裏には、音韻

知識の習得があると捉えた。発音を意識して学習していくためには音韻知識が必要であり、

教師の役割として音韻知識を教えることが大事だと認識するようになる。 

音韻知識習得による、K 自身の変容も言及しておきたい。8.3.1 で述べたように、K は

教師になったばかりの時には学習者の発音が聞き取れなかったが、年数を重ねるにつれ学



312 

習者の発音に慣れていき、「音声教育実践」を受講した当初は、学習者の発音に全く違和感

を覚えていない状態であった。しかし、「音声教育実践」をとおして音韻知識の習得を積み

重ね、発音の特徴の理解が明瞭になっていくと共に、学習者とのインターアクションの中

でも気になる発音が増え、なぜ気になるのかという理由を意識的に探すことが増えてきた。

教師としての専門的能力が高まっていったと言える。 

 

8.2.4 発音や音声学習に対して学習者が抱く不安 

本項では、学習者が抱える発音不安に着目した学びを述べる。8.1.1 で述べたように、「音

声教育実践」に参加していた学習者は音声学習に熱心に取り組んでいた。一方、C は、熱

心なだけに学習者は発音に対する不安も持ち合わせていると察知していた。 

回を重ね、実習生と学習者のラポールが形成されるにつれ、学習者は実習生に悩みを相

談してきたりした。C に悩み相談をしてきた一人の学習者は、教室のように発音に特化さ

れた場では発音を意識して話すことができるが、教室の外でもその成果が出るのか心配し

ており、発音を意識して練習し続けていくことができるだろうかという不安を持っていた。 

 

C：前半の回のうちは「ここに来て話すときは皆こう自分でも気をつけてる。だ

けど、外に出てふつうに話すときは、そんなに気をつけてないから、結局自

分の発音は変わらないと思う。」っていうようなコメントをくれた男の子がい

たんですね。で、ある女の子も「うん。ここにいるときは気をつけるんです

けど。」同じようなコメントを、ほかのグループでも聞いたんですよ。（中略）

実生活の中ではほとんどアクセントとかあまり普段注意しない、こう心配で

たぶん違うかなとか思っても、とりあえずあのレベル的にも通じてしまうし。

周りの人も特に通じるから直してもくれない。まあ、でも、気になってるか

ら、この授業取ったんだけれども、授業内ではすごく気をつけて発音してる

けれども、これがまた授業から出て実生活に戻ったときに、この今やってる

練習が本当に生きてくるのかなっていうような、まだこのアクセントのルー

ルを学んで間もないので、それが本当に身について、自分は本当にこれから

上手くなっていけるのかみたいな不安みたいな、不安の声をどのグループか

らも聞きました。 
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C は、学習者が抱える発音不安に対して、常に発音に意識を向けながら「長期的なスパ

ン」で考えるように学習者を励ましていた。 

 

C：そういう気持ちもとてもわかるので、その度に、先生もおっしゃってたん

ですけども。ルールを学んで、1 回、2 回直してもらってすぐにもうスー

パーマンじゃあるまいし、すぐにもう上手く上達する人は一人もいないわ

けだから。だけど、そういうことを意識しながら、こう 1 か月、半年、1

年って過ごしている人とそうじゃない人とでは絶対に差が出るからみたい

な感じで。こう長期的なスパンで考えてくださいね。今だけじゃなくて、

みたいな感じでしか上手く言えなかったんですけど。 

 

実際に音声教育がはじめてであったCにとっても学習者が抱える発音不安をどう受け止

め、どのようなアドバイスが適切なのかわからなかった。「今だけじゃなくて、みたいな感

じでしか上手く言えなかったんですけど」という語りから、やや控えめな態度でアドバイ

スしている様子が見て取れる。しかし、15 週間という一連の「音声教育実践」の流れから、

長期的な視点で音声学習を捉えるというのが、学習者にとってどのような変化をもたらす

か理解できるようになった。次の C の語りから、実習の後半における学習者の変化が見て

取れる。 

 

C：10 回以上になったら、さっき言ったように、「普段から意識して話すように

なった。」っていうのを聞いて、あ、変わったって。（Y：同じ人からですか？）

はい、そうです。で、同じ人じゃない人でも「ふだんから意識しているので。」

とか言った人に「あ、そうなんだ。よかったですね。」って言って、「それは

あの 4 月とか 5 月のときもそうしていましたか？」と聞いたら、「いいえ。」

って言ってたんですね。（中略）本当にこう自分で意識して話すようになっ

たっていうことを、かなり多くの学習者が言っていたので。その意識改革を

こうスイッチを押してあげるきっかけ？にこの授業があったんだなってい

うのが、学習者を見てて思ったので。それだけで、この授業の存在価値があ

るんだなっていうのは思いましたね。 
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15 週からなる実習の後半において、学習者は普段から発音を意識して話すようになった

という。実習の前半において、学習者は教室外でも発音を意識して話したり聞いたりする

ことができるかという発音不安を抱えていた。しかし、学習者は実習で発音のルールを学

び、継続的に発音に意識を向ける練習をとおして、日常生活においても発音を意識するよ

うになり、徐々に発音不安を克服していったのである。 

C は、15 週間の実習における前半では C 自身も発音に特化した日本語の指導がはじめ

てであったため、音声学習に対してアドバイスをすることに自信を持っていなかった。長

期的に発音を意識し続けていったほうがよいというのは、担当教員との話し合いから何と

なく理解はしていたものの、実際にそれが学習者にどのような変化をもたらすのか理解し

ていなかったからである。しかし、15 週間の発音に特化した実習をとおして、学習者の音

声学習の様子を観察し、長期的に発音を意識するとはどのようなことかが具現化された。

そこで、C 自身は不安を抱える学習者に対して、自信を持ってアドバイスできるようにな

った。 

C は、学習者とのインターアクションの中で、発音に不安を抱える学習者に対して長期

的スパンで発音の上達を考えるように励ました。また、C に励まされた学習者は、普段か

ら発音を意識するようになり、発音の不安を克服していった。音声学習のプロセスにおけ

る学習者の変化を観察することによって、C は音声学習に関する理解を一層深めることが

できたと言える。 

 

8.3 学習者の音声学習における行動から気づかされた学び 

8.3.1 学習者の音声学習に対する熱心さや達成感 

C は学習者が音声学習に熱心に取り組み、発音を学べたことに達成感を味わう様子を観

察した。また、このような学習者の音声学習の様子を観察することで、音声教育の意義に

ついて考えさせられたという。 

 

C：やっぱりあの自分で選択して入ってきた方たちだけあって、本当に自分の発

音とかをどうにかしたいっていう必死さが伝わってきました。（中略）発音

に対する意識はそれなりに感じましたし、結構思ったよりずっと熱心でした

ね。 
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C の気づきの一つ目として、C は学習者が熱心に音声学習に取り組んでいる姿勢を観察

した。例えば、動詞のアクセントの回では、NHK のニュースを素材とした活動を行った

（6.2.6 参照）。まず、アクセント辞典を活用して、下線が引いてある動詞のアクセントを

調べ、ルールに則って動詞の活用のアクセントを考えてみる作業をする。次に、モデル音

声を聞く活動であるが、ニュースの記事は、インターネットをとおしてアナウンサーの声

も聞けるため、アナウンサーの声および実習生の声を同時に聞くことができる。学習者は

自分が調べたアクセントが正しいかどうか確認する作業に熱心に取り組んでいた。 

 

C：あとは、そうですね。スカイツリー〔記事の内容を指す〕。何かここの回から

すごくこうアシスタントのアクセントとか発音を長い時間聞けるというのが

始まったというところがあったので。こうやって〔耳に手を当てて集中して

聞いている様子を表す〕聞いて、みたいな〔笑い声〕（Y：すごい熱かったで

すね。その日、雰囲気。）そうですよね。何かたぶん長い文をずっとこう自分

がまず読んでみて、「こうかな？」みたいなのを、確認でこう聞いて、こうで

きるのが機会的にはじめてだったので、たぶんすごく集中したんだと思うん

ですね。 

 

C は、学習者自らアクセントを調べ、一人でニュースを読んだ後、実習生の発音をモデ

ル音声として聞いてみる活動であったからこそ、モデル音声を聞くときにより集中するこ

とができたという。従来の発音指導のように、モデル音声を聞かせ、繰り返し発音するだ

けでは、学習者自らが考える時間が十分与えられない。しかし、すぐにモデル音声を示す

よりも、学習者が学習ツールを用いて自習し、その後モデル音声を聞かせたほうが、より

発音に意識を向けて熱心に聞くことができるため、音声学習効果は高まると認識するよう

になった。 

C の気づきの二つ目として、C は学習者とのインターアクションをとおして、音声学習

に達成感を味わう学習者の様子に気づいた。例えば、話しことばの発音の回では、漢字の

促音化に関する補助教材（資料 6.5 参照）を実習生が自作し、学習者を対象に音声学習活

動を進めた。次の語りから、学習者の音声学習の様子が見て取れる。 

 

C：〔漢字の促音化〕よかったです、本当に。うん、もう 3 分ぐらいで、だーとや
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っただけなんですけど。学習者たちが、うん、すごくその日はこれもフィー

ドバックの時間にやったんですけど、そのときの「わー。」みたいな「わかっ

た。すごい！」みたいな何か感激に似たような雰囲気のまんま授業終了まで

それが続いて、活動が終わって。で、確か次に話しことばやるからねってい

うお話もあって、とっても嬉しそうに帰っていったんですよね。皆が笑顔で

「ありがとうございました。」ってお互いに挨拶をして、帰れたので。何かこ

ういう何分にも至らないような活動一つでも。うん、変わっていくのかなと

ちょっと思いました。一つひとつの短い活動も大切なんだなって思いました。 

 

漢字の促音化に関する補助教材は、「読解」「読書」のように漢字語が並んだときに「読」

の読み方に促音があるものとないものをルールとして体系的に学ぶことが学習目標である

（資料 2）。学習者が普段日本語学習をするうえで、日常生活の中で疑問に思っている身近

な素材を使った活動である。発音クラスにおいて漢字の促音化のルールを学習し、疑問が

解けたときの音声学習の気持ちよさを表しているエピソードである。C は、学習者が音声

学習をとおして得た満足感、達成感、そして自信をつけた様子に気づいた。さらに、語り

の最後の部分の「一つひとつの短い活動も大切」というように、C は教師として音声教育

の意義を考えさせられたと言えよう。 

C は教師として 23 年という経歴を持っているものの、発音に着目した日本語指導はは

じめてである。これまで日本語教育現場では観察することができなかった、学習者が音声

学習に熱心に取り組む姿勢やその達成感を、観察することができたという。C が観察して

いた音声学習の熱心さや達成感に関する気づきは、従来のモデル音声を聞かせ、学習者が

それを聞いて繰り返すという発音指導では得られにくいものである。発音にきちんとした

ルールがあり、そのルールを学んでいく方針を取っていた「音声教育実践」だからこそ、

熱心にルールを考えて応用してみたりまたルールに則って発音を学んだりすることで達成

感を味わうことができたのである。 

 

8.3.2 音声の自律学習を行っていく学習者 

「音声教育実践」では、音声の自律学習が音声学習の目標であると共通認識が、担当教

員と実習生間で形成されていた。この音声の自律学習が具現化された様子を学習者の音声

学習の行動の中から察知したのは、K、L、M の語りに詳しく見られる。 
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K は、授業で学んだ発音の自律学習の定着という考えを、学習者の学習姿勢の変容を観

察することで、具現化していた。アクセントの回は 4 回に渡っていたが、前半の学習者の

様子はやや受け身の姿勢であり、知らないアクセントについて K にすぐ聞いていた。しか

し、実践の後半になるにつれ、担当しているグループの学習者が K に質問をする前に自分

でアクセントを調べたり教科書のルールを確認したりしている様子を発見した。 

 

K：やっぱり意識するってすごいなと思ったのは一番かなって思いますね。何か

自分ができないところにしても、やっぱり意識的にやるっていうのは大切だ

なと思って、だからそれをたぶん 1 人で何かを意識するのは結構大変だと思

うので、やっぱそれをサポートするのが教師の役目なのかなっていうのを、

すごい学習者から感じたことですね。（中略）何か自分でその聞く前に〔教師

に質問する前に〕自分で〔辞書を引いて〕調べるとか、アクセントだけじゃ

なくても、もう前にやったの〔教材〕を何かやっぱ見返したりとか。そうい

う人もいたので、意識的にそういう学習ができるようになってるんだなって

いうのを。 

 

学習者の音声学習姿勢の変容から、音声学習を「意識的に」行えるようになったことが

見て取れる。このことは、「音声教育実践」の方針である、音声の自律学習が具現化された

瞬間だと言える。 

L は、「音声教育実践」の中で、学習者の音声学習の様子を注意深く観察していた。アク

セントの指導では、補助教材に書かれている単語のアクセントを実習生が発音せず、学習

者にアクセント辞典を引いてもらうよう促していた。それは、教室外でも気になる発音が

あったら、一人でアクセント辞典を引いて学習できるような習慣を身につけてもらおうと

した意図があった。 

 

L：一番最初にグループになったときには、その「自分たちで辞書使って、アク

セントチェックしてください。」っていう課題があったときに、こう辞書開い

て「どうぞ。どうぞ。」って何回も言ったのに、一度も使ってもらえなかった

んです。で、結局自分たちの知識で頑張って問うてみようとして、やっぱり

全部は合ってなかったんですね。 
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最初、L がグループを担当したときには、学習者がアクセント辞典を引こうとせず、自

分で考えて、アクセントを推察している様子であった。ところが、翌週同じような活動を

したときに、学習者の行動には次のような変化が起こっていた。 

 

L：なんだけど、その次の授業のときに、ああ、今日も頑張って進めなきゃいけ

ないのかなとこう辞書を「どうぞ。どうぞ。」って言わなきゃいけないのかな、

どうやろうかなと思ってたら、学習者のほうから「辞書いいですか？」って

言って、こう自分から調べ始めたので、あれ？この一週間で何があったのか

な？（Y：へえ、何があったんだろう。）〔笑い声〕そうなんです。同じグル

ープだったから、その違いがはっきりわかって、（Y：うん。）あ、これは自

分でその調べるツールにアクセスする方法がわかったっていう気づきだった

のかなっていうのを、すごくびっくりしたんですよね。 

 

学習者は自らアクセント辞典を引いて、アクセントを調べていた。学習者の行動の変化

から、L は音声学習における意識の変化を察知した。このように小さな行動の変化から、

発音の上達に繋がるのだと L は意味づけている。発音の上達の分かれ目は、こういった学

習方法を自ら率先して取り入れるかどうかにあるのではないだろうか。 

M も学習者の音声学習における行動を注意深く観察している。最初は、実習生がアクセ

ント辞典を使うように促していたが、それがいつの間にか実習生から指示がなくても学習

者は自らアクセント辞典を使って音声学習を行っていた。 

 

アクセントが分からなかったら自分でアクセント辞典を使って調べるということ

を、活動を始める前にきちんと伝えたため、アクセント辞典を片手に学習する姿

がみえた。特に、自分の国の料理を紹介するという活動の前に、TA69が指示して

いないのにもかかわらず、自分が言いたい動詞のアクセントを辞典で調べてプリ

ントにメモしてから発表する学習者もいて、発音の自律的な学習方法を実践でき

ているようでとても感心した。（M の総合レポート） 

 

                                                   
69 Teaching Assistant の略語であるが、実習生自身のことを指している。 
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M は、このような学習者の音声学習における行動の変化から、徐々に音声の自律学習が

具現化されていくのだと意味づけ、教師の役割として次のように学習者をサポートするこ

とを挙げている。 

 

学習者が自分で発音を練習しようと思ったときに、どのようなリソースで何の練

習をすればよいかという方向を指し示すことができるのが専門家ではないかと思

う。（M の総合レポート） 

 

つまり、M は、学習者が音声の自律学習ができるよう、道しるべとして必要なツールや

リソースを提示し、これからの学習の方向を示すことが教師の役割だと認識するようにな

った。 

 

8.3.3 発音の揺れに対して柔軟に受け入れる学習者 

C は、学習者とのインターアクションから、学習者は学習素材がイレギュラーなもので

あっても柔軟に受け入れる音声学習姿勢を備えていることに気づいた。例えば、日本語の

共通語のアクセントの中には、話者の年齢や使用頻度によって平板化するものが存在する

（例えば、自転車［低高低低］→［低高高高］）。本項では、C の語りを中心に、このよう

な発音の揺れに関する実習生の気づきについて言及する。 

C は、これまで日本語教育現場で日本語を教えるにあたって、イレギュラーなものは学

習者にとって混乱を招き負担になると考え、積極的に示してこなかったという。 

 

C：以前は、以前はというか、その日本語教師全般に言えると思うんですけど、

たぶんこれはちょっとイレギュラーなものがあったら、混乱するから出さな

いほうがいいとか、そういう学習者の負担になるのは避けたほうがいいって

いうような。まあ、音声だけではなくて文法とか何でも漢字とかでも何でも

そういう傾向があるんですけれど。 

 

担当教員と実習生が集まって実習の内容について議論を行う授業では、アクセントの回

において、こういった揺れを学習者に示すべきかどうか議論されていた。実習生同士そし

て担当教員との議論では、アクセントの揺れには許容範囲が存在すること認識を共有した。
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そして、そのアクセントの揺れを学習者にも示すべきだという意見交換を行った。なぜな

ら、学習目標は、日本語としてあり得ないアクセントを避け、コミュニケーションに支障

を与えない発音を身につけることだからである。さらに、授業では、実習生が学習者にア

クセントの揺れを示す際には、2 つあって当然という態度を取るように指導方針を決めて

いた。学習者に難しいという印象を与えないようにするための工夫であった。C は、新た

な教育観と方針を自分の実習活動に取り入れ、学習者に発音の揺れを示すことを試みた。

そうすると、案外学習者は発音の揺れを難なく受け入れていた。 

 

C：アクセントのルールとは言っても、あの、一つではない。これは 2 パターン

あるからとか、っていうのがありますよね、いくつか。でも、先生は 2 つあ

って当然だからという態度でいてくださいくらいの感じでおっしゃってい

て。で、そのとおりにやったら、難なくすっと「えー。」とか、あの非難轟々

っていうのもなく、「あ、そういうものなんだ。」っていう形で、素直に学習

者が受け入れていたので、なるほどなと思いました。 

 

C はこういった体験をとおして、これまで自分が敢えてイレギュラーなものを出してこ

なかったことを「変な親切心」と捉えるようになる。この「音声教育実践」は学習者が教

室の外で自律的に音声学習をしていくことをサポートすると位置づけられている。教室の

外で学習者は発音の揺れも含めて聞いているという共通認識が実習生間に共有されていた。

このような気づきについて、C は次のように語る。 

 

C：まあ、必要じゃなくても絶対どこかで学習者にとっては外の世界で出会うも

のだったり、いつかは必要になるものっていうふうに思うものは、負担だか

らと思ったりして、あんまりこっちが親切に、変な親切心で出さないよりも、

あの、こういうものなのでっていうふうにふつうに出してしまったほうがい

いんだなと。っていうこともちょっと学んで、ちょっとね、視点が変わりま

した。思い込んで、もうできるだけ我慢して出さないように出さないように

みたいなコントロールをしてっていうところも気をつけなきゃいけない反

面、出すところはもう出しちゃっても、というところもあるんだっていうの

を学びましたね。 
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C が語るように、揺れがあるものも積極的に示すというのは、音声の自律学習をサポー

トする際に重要な考え方である。そのためには、まず教師が柔軟な姿勢や考えで音声教育

を捉える必要がある。C は、学習者の音声学習に対する考えは柔軟であることに気づき、

教師がポジティブな態度を取ることで、学習者と教師両方がポジティブに音声学習および

指導に取り組むことができるという気づきを得たと言える。 

 

8.3.4 学習者が持っている音声学習における自己修正能力 

C は学習者とのインターアクションをとおして、学習者が持っている自己修正能力を発

見した。 

C は学習者とのインターアクションから、教師のわずかな反応だけで学習者自身が発音

を間違えていることに気づき、修正がかけられることを発見した。 

 

C：最近のその授業の中で、4 回目？前回のときに、おっと思ったことがあって、

そのこちらが指摘する前に自分でおかしいと感じて、こう自分で修正できた

学習者が一人いたんですよ。それで「あ、そうか。」と思って。私が思ってい

たのとは違って、自分でもちょっと変かなと感じながら話していることもあ

り、それをまたこちらが「うん？」っていう表情を読みとって、「あ！」と思

って自分でこう修正をかける。さっき自分が言った発音がおかしいんだった

ら、そうか、何でおかしいんだろうと、自分の中で考えて。たぶんこれが正

しいんだろうというのをこう言ってみるっていうその能力があるんだってい

うのを知って。あ、すごいってちょっと感動をしたんですね。そっか、自分

でもわかってとか察してるんだ。 

 

実習の中で学習者の一人は、具体的な指導を受けなくても自分の発音が適切ではなかっ

たと判断し、修正をかけていた。C は学習者の発音を聞いたときに違和感を覚え、その違

和感が C の表情に表れていた。示したのは、「うん？」という反応だけであった。学習者

は C の表情を読み取って、自分の発音をもう一度考えて修正を行ったが、その修正された

発音は正しかったという。 

C はこの経験の前には、教師による明示的な指導によってこそ学習者が間違った発音に
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気づくと考えていた。学習者の自己修正能力を目の当たりにした C は、これまで自分が持

っていた教育観を再度考えさせられるようになる。次に示す語りでは、前述のエピソード

以前に C が持っていた教育観が表れている。 

 

C：私は今までいいと思った発音をしてそれが間違ってるのは、本人はわかって

ないと思っていたんです。わかってないから、いつも間違える。だから、こ

ういうふうになってるけど、こうしたほうがいいよってわからせるには、そ

の本人の声を録音して聞かせて、「ね、違う…と思わない？」みたいな感じ

でやらないと、気がつかないのかなと思ってたんですね。 

 

これ以降 C の音声教育には変化が起きた。学習者が話すアクセントの間違いに対して、

すぐに正解を与えず、学習者に辞書形のアクセントだけを示し、活用形は学習者自ら考え

させるように試みた。 

 

C：答えを言ってしまうのは簡単なんですけど、それじゃまた覚えないと思って。

じゃ、ちょうど教科書持ってた子がいたので、「じゃ、教科書何ページ開いて

みてください。」って言って。（中略）で、わかったとたんにすごく表情が明

るくなったのがすごく印象的で。何かこう表になっているものでも、書いて

あるものをただ見て「うん。うん。」って言ってるのと、ブランクになってい

るところに自分でそれをこう思い出して、こう実際にこう書き込んでみて、

自分の頭の中で理解するのが違う作業なんだと思って、すごく印象深かった

ですね。 

 

C は学習者とのインターアクションをとおして、学習者の自己修正能力を発見し、以前

よりも学習者の音声学習能力を信じるようになった。学習者の自律的な学習能力を信じる

からこそ、ただモデル音声を示すだけで済ませず、学習者がルールに則って自分で発音の

変化に気づくような指導方法を採用するようになったのである。 

学習者とのインターアクションをとおして、学習者の音声学習の可能性を認識するよう

になったという C の気づきは、ただ教師がモデル音声を繰り返し、学習者がリピートして

いく従来の発音指導では得られなかったものであろう。 
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8.4 小括 

本章では、B、C、J、K、L、M にとっての学習者とのインターアクションを分析した。

この 6 名は、第 4 章で分析した実習生 14 名の中でも、特に学習者の様子に対する省察が

多く語られた実習生である。8.1 では実習生のプロフィールを簡略にまとめた。そのうえ

で、8.2 では学習者の発話から気づかされた学びを、8.3 では学習者の音声学習における行

動から気づかされた学びを分析した。学習者の発話と行動から、次の 3 点の学びを得たと

まとめられる。 

 

（1）音声学習に対する姿勢（8.2.1、8.2.3、8.3.3） 

（2）音声学習における能力（8.2.2、8.3.4） 

（3）音声学習に現れる特徴（8.2.4、8.3.1、8.3.2） 

 

学習者の音声学習における姿勢や能力は、学習者とのインターアクションをとおしては

じめて発見されていくものもあり、実習生はこれまで自分が思ってきた音声学習に関する

考え方と照合しながら、音声教育観を再構築していく様子が見られた。また、音声学習に

現れる特徴は、授業で担当教員と実習生間で共有していた当初は漠然としたものであった

が、学習者とのインターアクションを交えることで、具現化されていくことがわかった。

学習者とのインターアクションをとおして再構築した教育観には、音声教育の捉え方、学

習者の捉え方、教師の役割などが挙げられる。 

また、6 名の実習生の教育年数がそれぞれ異なるにも関わらず、教育年数を問わず音声

教育に関する学びを得たという点は大変興味深い。B、C、J、K は日本国内の日本語学校

で経験を積んできている点では共通しているが、教育年数がそれぞれ異なる。また、L と

M は、教師経験を持っていない。しかし、教師経験や教師としての教育年数に関係なく、

それぞれの実習生は自分の与えられた実践の場において学びを得ていく様子が見て取れた。

実習の場として学校側から設けられたシステムを教師自身が活用して、学びの場として醸

成していった。以上の点を踏まえて、9.3.2 では、学習者とのインターアクションをとおし

て実習生が得た学びを考察する。 
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第 9 章 総合的考察 

 

本研究は、音声コミュニケーション教育の意味と重要性を論じ、教師教育の文脈の中で

音声コミュニケーション教育をどのように捉えるべきかを提言するものである。そのため

に、教師教育の一環として設置され、かつ音声コミュニケーション教育を実現すべくデザ

インされた「音声教育実践」をとおして、実習生がどのような学びを得ていったか論じる

こととした。そして、その研究目的を達成するために、次の RQ を設定した。 

 

RQ1：「音声教育実践」をとおして実習生が構築した音声教育観はどのようなものか。 

RQ2：「音声教育実践」をとおして実習生が得た実践的知識はどのようなものか。 

RQ3：実習生を取り巻くインターアクションは実習生の学びにどのような働きをしたか。 

 

本章では、上記の RQ に答える。 

 

9.1 「音声教育実践」をとおして構築した音声教育観 

実習生が構築した音声教育観について考察する。音声コミュニケーション教育の目的70

および捉え方についてである。 

 

9.1.1 音声コミュニケーション教育の目的およびその決定権 

本項では、「音声教育実践」をとおして、実習生が音声コミュニケーション教育を行う

目的をどのように意味づけるようになったかを考察する。第 4 章における実習生の語りの

分析から、音声教育を行う目的として、大きく 2 つ――（1）意味理解と意味伝達、（2）

自己表現――が挙げられる。2 つの目的において理解主体と表現主体という他者が存在し、

                                                   
70 本論文では、音声教育の目的、方針、目標を使い分けている。まず、「音声教育の目的」は、

音声を学ぶ理由のことを指す。すぐには叶えられないかもしれないが、学習者それぞれが、

自分が掲げた目的に向かって音声学習を行っていく。次に、「音声教育の方針」は、自律学

習のことを指す。「音声教育実践」の担当教員が発音クラスの到達目標として設定したもの

でもある。音声教育の目的を叶えるためには、教室内での学習も大事であるが、教室外にお

いて学習者自らが音声学習を計画し、学習を行い、自らの学習を把握し、評価を行うことが

最も大事である。自律学習という音声教育の方針に従い、学習者は自ら音声学習を行い、自

ら掲げた音声教育の目的を叶えていく。最後に、「音声教育の目標」は、一つひとつの音声

項目の単元における目標、補助教材における活動の目標を指す。一つひとつの音声教育の目

標は、音声教育の方針である自律学習を身につけさせるために役立つ。 
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そこには人間関係が形成され、理解主体と表現主体に取り巻くさまざまな場面・状況が存

在する。2 つの目的とも、人間関係における音声コミュニケーションに関わるものである。

そして、音声の自律学習という観点から、上記の音声コミュニケーション教育の目的は、

学習者自身によって決められるものである。 

 

9.1.1.1 意味理解と意味伝達のための音声コミュニケーション教育 

音声コミュニケーション教育の第一の目的は、表現主体と理解主体にとっての意味理解

と意味伝達のサポートにある。 

まず、学習者にとって音声上の問題は、日本語の意味理解に関わり、その問題は日本語

のタイピングにも現れる。本論文の第 6 章では、補助教材の内容を分析し、その作成過程

を追ったが、そのうち 6.2.7 や 6.2.8 では補助教材⓬や⓮のようにアクセントによって意

味が変わるミニマルペアや変換ミスを紹介した。アクセントによる意味の違いは、音声コ

ミュニケーションにおいて理解主体としての学習者の意味理解に弊害をもたらす。また、

覚えた語彙をタイピングする際に、上手く漢字変換ができないという弊害が伴う。こうい

った学習者の悩みは戸田（2008）における自由記述コメントから明らかになっており、学

習者はこういった音声上の問題を自己認識している。 

次に、音声上の問題により言いたいことが理解主体に伝わらないこともある。日常生活

におけるコミュニケーションであっても、わかりやすい音声表現は求められている。本研

究における実習生 A の台湾でのエピソードから、伝わりにくい発音がコミュニケーション

の妨げになっている例が見られた。A の教え子であった学習者は、台湾のお土産ショップ

で石鹸を目の前にして何度も「せっけん」と発音していたが、そこにいた日本人に意味が

伝わらず、A が関与するまで意味が通じなかった様子が見られた。このエピソードは、買

い物場面における知人同士のコミュニケーションであり、意味理解ができなかったとして

も、人間関係に損が生じたり金銭的に損が生じたりということはない。しかし、学習者が

持つ日本語学習のモチベーションという側面から考えると、このようなエピソードを何度

も経験することで、日本語で話すことに対する自信が損なわれる可能性も看過できない。 

筆者自身にも A の教え子のような経験がある。学部時代に交換留学生として日本に留学

していた当時、寮生活で仲良くなった日本人学部生との日常会話の中で、駅名の「銀座」

の発音を何度も繰り返しても伝わらず、結局路線図を取り出して指で指すことで、ようや

く駅名を理解してもらえたことを覚えている。日常会話場面において伝わりにくい発音が
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原因となり、表現主体の学習者が伝えようとする意味が理解主体に伝わらない。こういっ

たもどかしさを学習者であるなら、誰もが一度は経験したことがあると思う。当時はしば

らく日本語で話すことに自信を失っていた記憶もある。 

幸い筆者には交換留学生当時、音声学習を行う機会に出会うことができた。当時大学の

教員養成課程の科目であった「日本語の音声」という授業を履修した。当時そのクラスで

は、童話の朗読を行う授業活動が設けられており、各受講生は自分が選んだ童話を登場人

物の気持ちが伝わるように朗読することが課題として出されていた。今、振り返ってみる

と、教師を目指す学部生にとって、自分の音声に意識を向けて、どのようにすれば気持ち

が伝わるかを省察させるよう意図されていたと考えられる。当時、クラスに留学生は筆者

一人しかいなかったので、担当教員や受講生であった日本人大学生の手厚いサポートを受

けることができ、音声教育に対する興味を抱くようになった。これが、今の研究活動にも

繋がっている。 

しかし、すべての学習者にとって、このように音声学習の場が設けられているとは限ら

ない。「銀座」の発音が通じなかったときの自分にもしそのまま音声学習を行う機会が設け

られていなかったら、日本語で話すことに自信を失って消極的な姿勢になっていたのかも

しれない。 

戸田（2008）は、学習者のコメントから、発音の問題のために学習姿勢が消極的になっ

ていく様子を浮き彫りにしている。「伝えられない」「わかってくれない」「理解してくれな

い」という経験を繰り返すうちに、学習姿勢は消極的になり、学習意欲の低下にも繋がり

かねないと指摘している。学習姿勢は消極的になること、学習意欲が低下することを防ぎ、

そのもどかしさを音声学習へのモチベーションに繋げるためには、音声学習をサポートし

ていく必要がある。 

また、第 2 章では日本社会の変化について述べたが、所属したコミュニティーの性質に

より、金銭や命などが関わる場面に遭遇する学習者にとって、正確な音声表現は特に重要

である。『日本語教育』142 号の特集テーマ「日本語の音声の教育と研究の新しい流れ」に

おいて助川ほか（2009）は、「正確なコミュニケーション能力を要求される看護師・介護

福祉士候補者等の受け入れが準備されており、日本語音声教育の重要性が再認識されてい」

ると言う。近年、日本では経済連携協定（以下、EPA）によるインドネシア人、フィリピ
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ン人、ベトナム人看護師・介護福祉士候補者の受入れの開始71とともに、彼らへの日本語

教育の需要も増えつつある。彼らは、看護や介護に用いられる専門用語や緊急事態におけ

る音声コミュニケーションで、正確な音声表現が求められる。このような社会情勢の変化

を受け、外国人看護師・介護福祉候補者が医療機関の関係者や患者の発音を聞き取り、そ

の意味を正確に理解するためにも音声学習のサポートは必要である。 

実習生 G は、金融業界に携わってきた人生経験との照合をとおして「発音のステップ」

という独自の音声教育観を持っていた。日常生活における発音は、命に関わったり金銭的

損失に関わったりすることがないため、発音が間違っていても表現主体と理解主体がとも

にコミュニケーションを構築していくことができる。だから、日常生活におけるコミュニ

ケーションでは、学習者に正確な発音を求める必要はないという。しかし、業務上での発

音には別の考えを持っており、「会社の組織系、サービス業の中のレベルで、指示、命令、

正確な意思の伝達をする局面では、文字に表さないで伝えようとすると絶対的に発音は間

違えちゃいけない部分ってあるはず」と述べる。このような日本社会の実状をよく把握し

ている G の語りからも、学習者に対する音声学習のサポートが重要であることが示されて

いる。 

 

9.1.1.2 自己表現のための音声コミュニケーション教育 

音声コミュニケーション教育の第二の目的は、表現主体としての学習者の自己表現のサ

ポートにある。実習生 J の語りから、ある学習者にとっての音声学習の目的は「見せたい

自分に発音を合わせる」ことであるのがわかった。成人学習者には、演出したい自分のイ

メージがすでに形成されていることが多い。つまり、音声コミュニケーションにおいて、

学習者は表現主体として表したい自分を表現したがる。マズローが「人は、自分がなりう

るものにならなければならない」（マズロー1970/1987 p.72）、「人はなれる可能性を持つ者

になる必要がある」（ゴーブル 1970/1972 p.68）と述べたように、学習者は、表したい自

分に近づける可能性を持っている。そして、その自己表現を可能にする手段の一つが音声

であり、音声学習をとおして学習者が持っている可能性を実現させ、さらに広げていくこ

とができる。 

また、学習者は日本社会において理解主体から正当な評価を受けたがる。人間は社会的

                                                   
71 公益社団国際厚生事業団ウェブページ「EPA 外国人看護師・介護福祉士受入れのあらまし」

https://jicwels.or.jp/?page_id=16（2017 年 12 月 9 日参照） 
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動物であるため、理解主体に認めてもらうことで、生き甲斐を感じ、さらなる飛躍の場に

チャレンジしていく。これを繰り返していくことで、自己実現に繋がると考える。以下で

は、自己表現のための音声コミュニケーション教育の必要性を、マズロー（1970/1987）

の基本的欲求――①生理的欲求、②安全の欲求、③所属と愛の欲求、④承認の欲求、⑤自

己実現の欲求――においてより高次の欲求である③④⑤を観点に考察する。学習者は、日

本社会の一構成員として所属の欲求を持ち（③所属と愛の欲求）、また所属された社会内で

他者に認めてもらい（④承認の欲求）、やりたいことをやりこなしつつ自己実現を遂げてい

く（⑤自己実現の欲求）。そのときに自己表現はどのように関わり、音声は自己表現をどの

ように可能にさせるだろうか。 

 

（1）日常会話における音声コミュニケーション 

本研究で紹介した、さまざまなコミュニケーション場面における表現主体と理解主体の

インターアクションの様子から、音声コミュニケーション教育の重要性が浮き彫りになっ

た。コミュニケーションにおいて、表現主体である学習者が、理解主体にどのように受け

入れられているかを認識している場合と、そうでない場合があった。 

まず、「③所属と愛の欲求」という観点から、音声コミュニケーション教育の重要性を

述べる。日常生活における音声コミュニケーションは、人間関係を構築していくうえでも

重要である。実習生 G は、「人間関係なんかでも、やっぱり発音の強さとかによっては誤

解を与えかねない」ところがあると指摘している。もちろん人間関係は音声そのもので構

築されていくものではないものの、人と人の距離を表す方法としても音声表現は用いられ

る。例えば、発音によって所属した社会により溶け込むことに繋がる事例が戸田（2011）

の論考でも紹介されている。戸田は、自分自身をオーストラリア社会の構成員として自覚

したときに、英語の発音を意識的にオーストラリア訛りにすることが多くなったと述べて

いる。このように学習者の場合にも、他者との親密感を表す手段として音声表現を工夫し、

相手との距離を縮められるようにすること、すなわち音声そのものを人間関係構築のため

の一手段として捉えられるようにすることが重要ではないか。そして、これらを成し遂げ

るためには、音声コミュニケーション教育が必要である。 

次に、「④承認の欲求」という観点から、音声コミュニケーション教育の重要性を述べ

る。コミュニケーションにおいて、表現主体である学習者が思わぬ印象を理解主体に与え

てしまったことをわかっている例には、次のようなものがあった。4.2 では、実習生 B の
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語りから日本社会の一構成員としてビジネス場面で活躍する上級学習者が「木がある」と

いう発音を「気がある」というアクセントで発音してしまったことで、文脈上ちょうどそ

こにいた女性に気があるというふうに同僚に誤解され、笑われてしまった例を紹介した。

アクセントの違いにより、学習者の意図は、理解主体に誤解されてしまった。これは、マ

ズローの基本欲求段階説から考えると、4 段階目の承認という欲求が剥奪された例だと言

える。表現主体として見せたい自分と、理解主体に見られている自分においてずれが生じ

てしまった。このようなエピソードの語りは、発音が原因で表したい自分を表現できなく

なったことを学習者自身が認識していることを示しており、この学習者はこういったエピ

ソードをとおしてもどかしさを経験し、音声学習へのモチベーションを抱くことになった。 

最後に、「⑤自己実現の欲求」という観点から、音声コミュニケーション教育の重要性

を述べる。理解主体が表現主体の印象を誤解しているが、表現主体である学習者にはその

ことがわかっていない事例もあった。4.3 では、実習生 C の母親が C の教え子に対する電

話対応において、C の教え子の名前を雑巾だと聞き取ってしまい、その日の夕方 C の母親

が C に電話をかけてきた教え子の名前を伝える際に、躊躇してしまったというエピソード

を紹介した。この場合、発音の問題は学習者個人の問題で終わらず、周りの人々にも気を

遣わせていることがわかる。学習者にとってみれば、発音によって思わぬ印象を与えてし

まうことに気づくことができないため、自身の発音の問題に気づき、改善するチャンスが

奪われてしまうと解釈することもできる。今日、日本語教育においては、理解主体の寛容

な姿勢にも注目するようになった。このような理解主体の寛容な姿勢の教育は、日本語母

語話者を対象としたものが多く、小・中・高における学習指導要領にも反映されている。

しかし、学習者の自己実現という視座に立てば、いつまで経っても外国人の発音だから拙

い発音であっても寛容な姿勢で受け入れるべきという、一方的な寛容の姿勢が続いていけ

ば、学習者にとって自分自身の発音を磨く機会は失われてしまうのではないかと懸念され

る。それは、学習者にとって自分がなりたい者になれる可能性が実現できず、5 段階目の

自己実現の欲求が剥奪されることに繋がる可能性がある。 

 

（2）評価を伴う場面における音声コミュニケーション 

音声コミュニケーション場面において、表現主体である学習者が理解主体から受ける評

価の実状も浮き彫りになった。第 4 章で取り上げた実習生の語りには、発音によって学習

者が社会の中で厳しい評価を受ける場面として面接やスピーチなど、声を媒介にして自分
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を表現し、話した内容が聞き手に評価される場面が挙げられた。他者に受ける評価という

観点から、マズロー（1970/1987）の基本的欲求のうち、④承認の欲求、⑤自己実現の欲

求に関わっていると考えられる。 

日本語学校で日本語を学習し、大学や大学院への進学を目指す学習者は、入学試験とい

う関門を突破しなければならない。C は、日本語学校で教えていたタイ人学習者が大学院

の面接場面において、拙い発音が原因で知的レベルを低く見られてしまったエピソードを

経験している。当時、面接官であった大学院の指導教員は、学習者の発音が拙かったため、

大学院で研究することができるかと知的レベルを疑い、C に電話をして相談をしてきたと

いう。C にとって、その一本の電話は衝撃的で、学習者が日本語学校の外でいかに厳しい

評価を受けているかを知らされるエピソードであった（4.3）。 

また、日本社会において仕事が得られるかどうかという生活の維持、さらには自己実現

というレベルで音声表現が重視される学習者もいる。羽澤（2008）は、日本で活躍する日

本語非母語話者の俳優を取り巻く人々に協力を依頼し、台詞の音声に対する理解主体の評

価を分析した。その結果、外国人の役を演じるなど特別な演出意図がある場合を除いて、

外国語訛りの発音は「個性」の範疇外とされ、観劇の費用に比例して外国語訛りの発音へ

の許容度が低くなることを浮き彫りにした。 

上記のように、学習者は、奨学金の獲得、入試、採用、仕事の継続などにおいて、理解

主体による評価を受けざるを得ない。その際に発音がその人の能力を判断する一つの基準

になっている。奨学金や仕事などの採用、より高い学術レベルでの学業を修めるために入

試を準備する学習者たちにとって、理解主体から下される評価を乗り越えるために、音声

学習のサポートは必要である。マズロー（1970/1987）の基本的欲求をもって解釈すると、

学習者は音声をとおして自己表現を行い、他者から承認されたい欲求を持つと同時に（④

承認の欲求）、実際にそれが望むとおりに承認されることで、さらに自己実現の場を広げて

いく（⑤自己実現の欲求）と言える。以上により、音声コミュニケーションにおいて、「④

承認の欲求」が満たされないと、「⑤自己実現の欲求」の場も広がらないということがわか

る。 

 

9.1.1.3 学習者自身による音声コミュニケーション学習の目的の決定 

実習生は 9.1.1.1 と 9.1.1.2の音声教育における学習目的を、教師側が決めるのではなく、

学習者自身が決めるべきだと意味づけていた。このことは、「学習者オートノミー」という
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概念に関連している。第 2 章では、自律学習の基となる概念として「学習者オートノミー」

を取り上げ、「学習者が自分で自分の学習の理由あるいは目的と内容、方法に関して選択を

行い、その選択に基づいた計画を実行し、結果を評価できる能力」（青木 2005 pp.773-774）

であると説明した。実習生は、学習者とのインターアクションから、学習者にとっての音

声学習における目的がいかに多様であるかを理解し、そのことを尊重しようとした。 

B は、1 年間教えてきたビジネスマンの学習者が持つ音声学習に対するニーズを、「音声

教育実践」を履修する以前まで知らないままでいた。上級レベルの学習者であるため、コ

ミュニケーションにおける支障はないと判断し、発音指導72は必要ないと思っていたので

ある。しかし、学習者との対話の中で、アクセントに関する体験談を聞くことで「アクセ

ントは最後の砦だ」という発言を聞けた。学習者との発音に関する対話は、「上級者にこそ

必要」というふうに音声教育観を再構築するようになった（4.2、8.2.1）。教師の勝手な判

断で「これぐらい日本語ができるから、発音練習はしなくていい」と決めつけては、学習

者の可能性を引き伸ばすことはできない。教師にとって、学習者それぞれが抱える音声学

習の目的を話し合い、把握する必要があるのではないか。 

J は、「音声教育実践」ではじめて学習者と対面したときに一番驚いたこととして、学習

者の発音にそれほど問題がないという点を挙げていた。発音指導73を受けるために集まっ

た学習者は悪い発音を直すために集まっているのでなく、個人個人が持っている自己実現

の欲求、つまり表したい自分のイメージに合わせて日本語で表現したいという音声学習の

目的を抱えているのである。J は「日本語学習者の発音に対する意識が、自分がそれまで

思っていたよりもはるかに高い」ことを知らされた。J は、これまで「悪い発音」を直す

のが音声教育だと考えており、発音がいい学習者にそれ以上発音指導を行う必要性はない

と認識していた。「音声教育実践」で出会った学習者をとおして、J はこれまで自分が持っ

ていた音声教育観を改めて知り、学習者はいくら上手になってもそこで満足せず、自らさ

らなる高い目的を掲げる自己実現を目指す存在だと認識するようになった（4.10、8.2.1）。 

M は、「音声教育実践」で指導した学習者とのインターアクションをとおして、自分自

身のタイ語の学習経験、タイ語のクラスメートとのインターアクションを振り返り、音声

学習の目的における決定権について考えさせられた。M にとって、「音声教育実践」の発

音クラスに集まった学習者の目指すレベルがそれぞれ異なること、学習者が目指すレベル

                                                   
72 B は、「音声教育実践」を受講する以前は、音声教育を「発音指導」だと思っていた。 
73 上記と同様。 
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によって学習意欲や学習スタイルが異なることは、大きな発見であった。そこで、一人ひ

とりの学習目標や学習スタイルを尊重する必要があると気づかされた。学習者が目指す発

音や音声学習の目的は、教える側が一方的に決めるものでなく、学習者本人が決めるべき

である。ただ、教室では何十人の学習者たちが掲げている音声の学習目的がそれぞれ異な

るため、教室において目指すべき発音の方針を決める際には、「最低限伝わる発音」を念頭

に置くことが望ましいという。この音声教育観は、M が「音声教育実践」を受講する以前、

タイ語を学習していたときの、目指すべき発音は一つだけという捉え方とは、異なったも

のである（4.13、8.2.1）。 

このように、B、J、M は、学習者とのインターアクションをとおして、音声教育の目的

は学習者自身が決めるものだという音声教育観を構築するようになった。 

 

9.1.2 音声コミュニケーション教育に関わる要素の捉え方 

第 4 章から第 8 章までの分析結果を総合的に考察すると、実習生が「音声教育実践」を

受講しながらさまざまなエピソードを経験し、音声コミュニケーション教育の特徴や関わ

っている諸要素を理解していく様子がわかる。本項では、実習生が「音声教育実践」をと

おして、音声コミュニケーション教育に関わる諸要素をどのように捉えるようになったか

を、（1）音声コミュニケーション教育の方針と学習成果および学習の場の捉え方、（2）指

導内容と指導方法の捉え方、（3）学習者の能力の捉え方、（4）教師の役割、という 4 つの

観点から考察する。 

 

9.1.2.1 音声コミュニケーション教育の方針 

（1）音声の自律学習という方針 

実習生が「音声教育実践」をとおして学んだ、音声コミュニケーション教育成果の捉え

方として、「発音そのもの」よりも「音声学習に対する姿勢」に重きを置いていることがわ

かった。一般的に、音声教育の到達目標というと、「正しい発音」「母語話者のような発音」

「ネイティブ・スピーカーに間違われるような発音」といった発音そのものを指すことが

多い。だが、実習生らは、音声コミュニケーション教育の到達目標を音声学習姿勢の育成

として捉えていることがわかった。本論文では、「音声教育実践」の発音クラスに掲げられ

ている到達目標を、学習者が決める音声教育の目的、実習生が決める各単元の音声教育活

動の目標と区別するために、「方針」と呼んでいる。 
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では、音声コミュニケーション教育においては、どのような音声学習姿勢の育成が求め

られるのであろうか。実習生らの語りに共通している音声コミュニケーション教育におけ

る方針は、「音声の自律学習の姿勢」を育成することである。その具体像が描かれていた第

4 章と第 8 章の実習生の語りでは、意識的に音声学習を行うこと、つまり音声学習ツール

を用いて自ら音声学習を進めるという姿勢の育成が音声コミュニケーション教育の方針で

あることがわかった。第 4 章と第 8 章で分析した、K、L、M の語りから、「音声の自律学

習の姿勢」とは何かが浮き彫りになった。 

K は、アクセントの回において学習者自らアクセントの核がどこにあるかを調べるよう

になった学習姿勢の変容を目の当たりにして、「意識的に学習できるようになった」と語っ

ていた。学習者は「意識的に学習する」習慣が身についてから、実習生に質問をする前に

まず自分でアクセント辞典を引いたり、教科書を見返したりしながら、い形容詞や動詞の

活用に伴うアクセントの変化を自分で考えていた。K はこのように自ら学習ツールが利用

でき、また音韻知識を持ってアクセントの変化を把握できるようになった学習者の学習姿

勢の変化を、自律学習が具現化された例だと述べていた（4.11、8.3.1）。 

L は、「音声教育実践」前から、発音の上達する学習者とそうでない学習者の違いが気に

なっており、学習者の学習姿勢を観察していた。L は学習者の学習行動の変化から、学習

姿勢の変化を察知した。最初のグループ活動では、L は学習者にアクセント辞典を使って

調べるようにとその都度促していたが、学習者はアクセント辞典を調べるという行動をあ

まり積極的に行おうとしていなかった。翌週に、L はどうしたら学習者にアクセント辞典

を積極的に利用してもらえるのかという悩みを抱えて実習に入った。ところが、学習者の

ほうから先にアクセント辞典を使ってもよいかと声かけがあり、学習者は自らアクセント

辞典を調べて、単語のアクセントを確認していた。一週間で学習姿勢に大きな変化があっ

た学習者を見て、「意識の分かれ目」は、音声の学習ツールを利用する姿勢を持つか持たな

いかにあるのだと捉えるようになった（4.12、8.3.2）。 

M も、実習における学習者の学習行動の観察から、音声学習に対する姿勢の変容を察知

した。実習の後半になるにつれ、学習者自ら音声学習ツールを用いてアクセントを調べ、

確認できるようになったことが、音声コミュニケーション教育の成果と捉えている。M は、

「アクセントを自分で調べて、確認できるようにすることが大きな目標の一つ」だと意味

づけていた。M も L のように最初は実習生のほうから学習者にアクセント辞典を使ってア

クセントを調べるように説明をしていた。だが、後半になるにつれ、学習者は実習生が促
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さなくても、自らアクセント辞典を片手にして、音声学習を行うようになっていた。他者

によって促された学習行動ではなく、「自律的な学習方法」を実践できるようになったので

ある（4.13）。 

このように実習生は、「音声教育実践」の方針として、発音そのものを捉えるよりも、

音声学習の姿勢を言及することが多く見られた。K、L、M は、学習者とのインターアク

ションの中で、音声学習の姿勢を観察しながら、学習者自らが学習ツールを用いて意識的

に音声学習を行うようになったことに気づいていった。学習者の音声学習に対する姿勢の

変容から、音声学習の「方法に関して選択を行い、その選択に基づいた計画を実行」して

いる、自律学習の様子が見えてくる。音声学習の成果として、実習生は学習者の発音その

ものの変化よりも、こういった学習姿勢の変化に注目している。音声の自律学習という方

針を知ることで、音声の学習成果を捉える視点に変容が起こることが示唆される。 

 

（2）徐々に現れる音声の自律学習の成果 

「発音矯正」において到達目標の対象とされやすい「発音そのもの」を、「音声コミュ

ニケーション教育」においてどのように捉えるべきか。本研究では、「発音そのもの」を到

達目標として完全に排除するという立場ではない。音声の自律学習の姿勢が身につくと、

次第に「発音そのもの」にも変化が現れてくる。学習者が音声の自律学習を行うことで、

9.1.1 で述べた意味理解と意味伝達のための音声表現並びに自己表現のための音声表現を

身につけていくことが期待される。ところが、その音声表現は、音声の自律学習の姿勢が

身についたからといって、すぐに現れるものではない。ここでは、音声の自律学習を行っ

た結果、学習者がどのように音声表現を身につけていくかを考察する。 

上記の音声表現、つまり発音の上達は、音声学習を行ったからといって即座に現れるも

のではなく、長期間にわたり自律学習を積み重ねていくことで、徐々に現れてくるという

特徴がある。この音声教育観は、「音声教育実践」の担当教員が実習生を対象とした授業中、

また学習者を対象とした講義中に何度も言っていたことである。C は、担当教員から「急

に発音が直って正しくなる、または上達するものではないし、それを期待するのも間違い」

「意識づけをして自然な発音に徐々に変化していくプロセスを観察する」という観念を学

んだときに衝撃を受けた。これまで C は「徐々に直っていく、急な上達はあり得ないし期

待するのも間違いだ」という音声教育観を持っていなかった。つまり、発音は指導を受け

てその場ですぐに上達するものではないという特徴を「音声教育実践」の中ではじめて知
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ったのである。「発音はすぐに上達するものではない」という音声教育観は、学習者とイン

ターアクションを交えていくことで、さらに具現化していった（4.3）。B も、音声教育を

行っていても翌週に発音が直っていないのが当たり前だと思うようになった。以前日本語

教育現場において教師として発音指導を行った翌週に学習者の発音が元のままに戻ってい

るとついつい「先週やったのに」という残念な気持ちになってしまうことがあったという。

しかし、「音声教育実践」において担当教員の説明を聞き、また実習における学習者とのイ

ンターアクションから、音声学習の成果はすぐ目に見える形で現れるものではなく、時間

をかけて練習することで徐々に成果が現れるものだと理解するようになった（4.2）。Mは、

学習者とのインターアクションの中で、学習者の音声学習に対する姿勢が徐々に変わるこ

とを観察することができ、音声学習の特徴として、「一昼夜で習得できるものではなく、日々

の練習の積み重ねが必要」であることを理解した（4.13）。 

上記の音声学習の成果は徐々に現れてくるという特徴を、実習生は二段構えで、最初は

担当教員の説明から、次は学習者の音声学習の様子の観察から、より理解を深めていった。

学習者にとって発音は上手になるだろうか、いつ頃上達するだろうかという情緒的不安が

伴うこともある（8.2.4）。本研究の実習における学習者は一所懸命発音に意識を向けて練

習するのだが、なかなか教室外では思うとおり音声に意識を向けることができず、自分は

発音が上達するのだろうかという不安を持っていた。「音声教育実践」の前半においては、

学習者のそういった不安の声を度々聞いており、C は「発音は徐々に上達するもの」とい

うアドバイスしかできなかった。C にとってもこのような観念を得たのははじめてだった

ので、自信のあるアドバイスはできなかった。 

一方、「音声教育実践」の後半になるにつれ、学習者から教室外でも音声を意識して話

すようになったという発言が多くなってきた。C は、このような学習者の発言の変容から、

音声学習が教室外でも続いていることを把握でき、音声学習の成果が徐々に現れてくるこ

との意味をより理解するようになった（8.2.4）。 

発音の上達という側面から、音声学習の成果は、教室の中での学習によってすぐに現れ

るのではなく、日常生活の中でも音声に意識を向けて継続的に音声学習を進めていくこと

で、徐々に学習成果が現れるという特徴がある。音声学習の成果は即座に現れるものでは

ないという特徴があり、学習者にとって音声表現そのものに思うとおり学習成果が現れな

かったときには、不安要素として作用することもある。ただ、こういった不安要素をネガ

ティブに捉えるのではなく、高い到達目標を抱えている学習者であるからこそ現れる特徴
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だとポジティブに理解する必要がある。音声コミュニケーション教育を実践する中で、こ

ういった不安要素とどのように向き合うべきか、9.1.2.4 で説明する。 

 

（3）教室を超える音声の自律学習の場 

音声の自律学習は、学習者が目的、学習内容・方法を選択し、学習を遂行していくもの

であることから、学習の場は教室の中に限られない。 

実習生 B、C は、学習者とのインターアクションをとおして、教室外の日常生活におい

て学習者は発音に意識を向けて聞いたり話したりしているという姿を知ることができた。

B は、学習者の質問から、教室外でも学習者は注意深く日本語の音声を聞いていることを

察知することができた（8.2.2）。C は、「音声教育実践」の後半において、教室外でも音声

を意識しているという学習者の発言を聞くことができた（8.2.4）。学習者が授業以外の場

において発音に意識を向けて聞き取ったり話したりすることで、音声の自律学習を継続す

ることに繋がる。また、教室外での教師以外の日本語話者とのインターアクションの中で

フィードバックを得て、またそれを自分のものにしていくことで、発音は徐々に上達する。

実習生は、教室外でも学習者が自ら音声に意識を向け、学習を継続していけるように、教

室の中でサポートするのが重要だと認識するようになった。 

教室の中でのサポートとは、音声に意識を向けて話したり聞いたりすることができるよ

うに、音韻知識を整理して教えることや、教室外で使える音声学習のツールや方法を共有

することである。これらはすべて最終的には、教室外での音声の自律学習を継続させるこ

とに繋がる。 

実習生は、このように教室内だけが音声学習の場であると考えるのではなく、その延長

線にある教室外での音声の自律学習にも重きを置いて、音声の自律学習のサポートを行っ

た。音声の自律学習という概念を知ることで、学習の場の捉え方にも変容が起こったので

ある。 

 

9.1.2.2 指導内容と指導方法 

（1）何を教えるか 

最初のインタビュー時に、実習生それぞれにこれまで行ってきた音声教育について語っ

てもらうと、教師経験を持つ実習生の中で D（4.4）と J（4.10）を除いた、実習生全員 A、

B、C、E、H、I、K が「単音レベル」での指導のイメージを持っていることがわかった（4.1、
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4.2、4.3、4.5、4.8、4.9、4.11）。だが、「音声教育実践」をとおして、シラバス（表 3.2-2

参照）に沿って単音から韻律レベルへ、さらに気持ちレベルに至るまで、多様な音声教育

を行うにつれ、音声教育の範囲が「韻律レベル」また「気持ちレベル」へと拡大していっ

た。また、音声教育が音声そのものに限らず、諸領域とも関連していると理解するように

なった。 

A は、教師になる前の 420 時間の教師養成講座で学んだ音声学の知識をもとに音声教育

のイメージを持っていた。音声教育というと、調音点や調音法をひたすら覚えるイメージ

を持っていたが、「コミュニケーションにおける誤解」という視点から音声教育を捉え直す

ようになった。その中で、これまで台湾で教師として働きながら、学習者のイントネーシ

ョンによって苛立ちを覚えた経験を思い出した。A 自身はコミュニカティブ・アプローチ

中心の指導法を好んでおり、発音に気になることはほとんどないと考えていた。だが、「音

声教育実践」において「気持ちを伝える発音」という単元のタイトルを見たときに、教師

としての経験を振り返り、発音によって気分を害してしまうエピソードだったと思い出し

ていた。そして、A は「気持ちを伝える発音」という単元を自身の希望により担当するに

至る（4.1）。このように教師養成時に作られた音声教育のイメージにより、教師は日々の

教育実践の中で発音によって学習者の発話意図を誤解した体験があっても、その原因が発

音にあると認識できないままいるのかもしれない。 

C は、「音声教育実践」を受講する以前は、音声教育の意味範囲を、初級レベルでの単音

指導の際に文字と音声を一致させるための練習だと捉えていた。そのため、日本語のレベ

ルが上がるにつれ、音声は指導の範囲に入れるという意識が薄まり、文法や文型の指導に

集中していた。だが、「音声教育実践」を受講しながら、その範囲を韻律レベルへと広げて

いく（4.3）。また、漢字の促音化の補助教材制作から漢字と音声には密接な関係があり（5.3）、

話しことばの縮約形（足んない→×足りない〇足らない）から文法と音声が密接に関係し

ていることを認識するようになった。それまでは音声を独立したものとして捉えてきたが、

諸領域と関連づけて音声教育の必要性を覚えるようになった。 

K は、日本語学校で働いたとき、タイ語母語話者の学習者が「シ」と「チ」、「ス」と「ツ」

の発音の区分がつかず、気になったことがある。そのとき、K は教師養成講座で学んだ口

腔断面図を黒板に描いて、発音指導を試みた。このように単音レベルでしか発音指導の経

験を持っていなかった K は、「音声教育実践」をとおして特に勉強になったのは、アクセ

ントとイントネーションだという。名詞、形容詞、動詞におけるアクセントのルール、発
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話意図と関連づけられたイントネーションについて知識を得て、今後指導の時にはこれら

のアクセントやイントネーションにも意識を向けて指導を行いたいという。また、オノマ

トペから見られる日本語の清濁の語感は、学習者の母語には見られないものであるため、

特に教育現場で教えるべき項目だと認識するようになった。このように K は単音レベルで

しか音声教育を捉えていなかったが、日本語の語彙における語感や、韻律レベルでも音声

教育の必要性を認識するようになった（4.11）。 

一方、D は、「イントネーション」と「気持ちを伝える話し方」の実習をとおして、こ

れまで「人の気持ちまで教えられない」と思っていたことが覆されたと話していた。D は

教師経験を持つ 9 名の実習生の中でも特に音声教育には興味・関心を持っており、音声指

導も行ってきている。だが、気持ちと音声を関連づけて考えたことがなく、その人の人格

や人柄が音声表現に表れるものであり、それは個人に任せるものと捉えてきていた。しか

し、「音声教育実践」をとおして、学習者の意図と関係なく、発音の問題で理解主体に誤解

を与えてしまうこともあり得ると理解するようになり、表現主体の意図や気持ちも音声教

育の内容と関連づけて捉えるようになった（4.4）。 

このように、教師として音声教育を行ってきた実習生にとっても、行ってこなかった実

習生にとっても、「音声教育実践」をとおして音声教育の内容は、単音から韻律レベルへ、

音声と気持ちが関連づけられ、諸領域とも関連づけられていくことがわかった。 

 

（2）どのように教えるか 

実習生が「音声教育実践」をとおして築いた音声教育のイメージとして、音声を教える

のは文法を教えるのと同様に体系的な指導ができるという点である。この学びは、特に教

師経験を持っている実習生の語りに多く見られた。 

B は、「音声を体系的に教える」とは何かを、「音声教育実践」内外をとおして、具現化

させていった。「音声教育実践」の受講動機として、音声を体系的に教えられるようになり

たいという目標があった。4.2 と 5.2 では、B が「アクセント確認Ⅱ」をとおして音声と

音韻の違いを学び、これまでディクテーションをするときにゆっくりモデル音声を提示し

ていたことで、日常生活とは異なったモデル音声を提示したと省察している様子を見るこ

とができた。また、日本人の人名アクセントの音韻知識を理解し、それを実践以外の場で

学習者に伝えることで、「音声教育実践」とは別の教育現場で、「音声を体系的に教える」

という教育観を生かして実践している様子が見られた。 
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C は、音声教育における教師の役割を、「音韻知識を体系的に整理して、学習者に伝える

こと」だと意味づけている。アクセントのルール（4.3）や「漢字の促音化」（5.3）などの

音韻知識を得て、音声教材としてまとめ、実際に学習者に音声教育を実践するという経験

をした。C は音韻知識を整理しながら、ルールがわかったときの感動を学習者にも伝える

ことができたらいいと思うようになった。 

I は、「音声は文法と同じように体系的に覚えて教えることができる」のだと理解するよ

うになった。これまで教師としての経験の中で、文法に関して文法書および学習者の質問

からより詳しくわかるようになったことと同じように、音声に関してもこれから学習者の

質問を受け、自分で勉強していくことで、さらに体系的に教えられるようになると捉える

ようになった（4.9）。 

このように B、C、I は、「音声教育実践」をとおして教師の役割を「体系的に音韻知識

を整理して伝える」ことと意味づけるようになった。「体系的に音韻知識を整理して伝える」

ことは、音声に特徴をカテゴリー化したり例示をつけたりして、言語化・視覚化した形で

説明を行うことを指す。例えば、「音声教育実践」で扱った内容にはアクセントが挙げられ

る。人名のアクセントの場合、アクセント核があるものと、アクセント核がないものに分

けられる。アクセントがあるものの場合、後ろから 3 拍目にアクセント核があるのが基本

となるが、拍数が 3 拍より少ない人名の場合、前から 1 拍目にアクセント核が位置すると

いうように、体系づけることができるのである。また、い形容詞のアクセントや動詞のア

クセントも、アクセント核があるものと、アクセント核がないものに分けられる。「音声教

育実践」における教科書では、い形容詞や動詞の活用におけるアクセントの変化が体系づ

けられ示されている。また、5.3 で紹介した「漢字の促音化」では、前部要素の漢字の語

末子音と、後続子音の組み合わせで、促音化するかしないかが決まるというルールに則っ

た補助教材が作成された。これらの音韻知識を用いた指導は、ただ教師の発音を繰り返し

真似するという発音矯正とは全く異なったものである。発音の体系を理解し、理論的に分

析したうえで、その体系を学習者に知ってもらい、その体系に則って日本語の音声を聞い

たり発音したりする習慣を身につけさせるといった音声コミュニケーション教育の方法が、

実習生の言う「体系的な音声指導」を指している。 
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9.1.2.3 学習者の能力 

（1）教室外における音声の意識化および聴解の力 

実習生は、学習者が教室外において日本語の音声に意識を向けて聞き取っていること、

また揺れを受け入れる柔軟な姿勢を身に備えていることに気づかされ、学習者の能力を認

識するようになった。また、学習者の能力に関する気づきは、教室の捉え方にも変容をも

たらした。 

B は、「音声教育実践」における学習者とのインターアクションから、学習者が発音の揺

れを教室外で聞いていることがわかった。い形容詞のアクセントの回の実習で、教科書ど

おりの「美味しいお菓
￢

子」の発音を示したとき、学習者は「美味し
￢

いお菓子」も聞いたこ

とがあると言った。その発言を聞いて、教室外で学習者は発音を注意深く聞いていること

がわかった。B 自身は、「音声教育実践」を受講する以前に、自分自身が「美味しい」の発

音を「美味し
￢

い」と言っていることに気づいていなかった。だが、学習者はすでに「美味

しい」という形容詞の発音には日本語母語話者の中で揺れが存在していることに気づいて

いたのである。B は学習者の潜在能力に驚き、これまで学習者の音声学習における能力を

過小評価していたことを省察した。（4.2、8.2.2） 

このように実習生は学習者十インターアクションをとおして、教室外で音声の自律学習

を行っている学習者の能力を知り、自律学習がどのように具現化されているのかを理解し

た。 

 

（2）発音の自己修正能力 

C は、学習者とのインターアクションの中で、学習者が潜在的に持っている自己修正能

力を発見し、自律学習とはどのように具現化されていくか理解した。これまで C は、学習

者の間違えた発音を録音して聞かせない限り、発音した学習者本人は自分の間違いに気づ

くことができないと考えていた。しかし、「音声教育実践」の中で出会った学習者は、C の

表情を読み取って、自分の発音がどこか間違えていると推測し、指導されなくても自ら修

正をかけられる力を持っていた。このような経験から、C は明示的なフィードバックしか

発音指導の効果がないという C の音声教育観に変容が起きる。これまで学習者の音声学習

における能力を過小評価してきたことを省察し、暗示的なフィードバックだけでも学習者

は気づいて、自ら修正をかけられるという音声教育観を得た。C はさらに、学習者が自ら

気づくことができるように工夫する指導を試みた。例えば、すぐに答えを示さず、学習者
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にもう一度考えさせるようにすることや、活用形のアクセントでは辞書形のアクセントの

みを示して、活用形のアクセントは学習者が考えるようにするなど、段階を踏んでフィー

ドバックするようになった。（8.1.3） 

2.2.3 で説明したように、自律学習という学習観の基となる「学習者オートノミー」とい

う概念は、「学習者が自分で自分の学習の理由あるいは目的と内容、方法に関して選択を行

い、その選択に基づいた計画を実行し、結果を評価できる能力」（青木 2005 pp.773-774）

を指す。学習者が自分の発音上の問題に気づき、修正をかけるというのは、音声学習の結

果である自分の発音を評価することに当たると言えよう。つまり、音声学習における「学

習者オートノミー」の一つの兆候として、自己修正能力が挙げられる。学習者が日本語の

音声学習を遂行していく中で、自ら修正できる点を発見し、修正をかけられるのであれば、

教師に依存しない自立した学習者だと言え、自ら学習を遂行していく自律した学習者と捉

えることができる。 

ところで、音声学習における「学習者オートノミー」の一つの兆候である自己修正能力

は、学習年数を重ねるにつれ自ずと身についてくるわけではない。そこには、音韻体系の

学習が先行される必要がある。小河原（2009b）は、音声学習における「自己モニター」

を身につけるには、①問題の認識→②妥当な基準作成→③自己評価→④自己修正、という

一連の過程をトレーニングする必要があるという。「①問題の認識」のためには、音韻知識

が必要であるのだが、本研究における学習者は音韻知識を身につけることで、自分の発音

における問題を認識し、続いて実習生の発音などをリソースにして、「②妥当な基準作成」

を行い、「③自己評価」とともに「④自己修正」を行っていったと言える。 

上記の「自己モニター」の過程を明らかにするために、小河原（2007）、池田・小河原

（2009）は、「自己モニター」の促進を目指した音声教育の実践を行っている。だが、本

研究における「音声教育実践」は、「自己モニター」の促進が目標として掲げられている実

践ではなく、音韻知識を体系的に学習し、音声に意識を向けた自律学習を目指した実践で

あった。その中で実習生は学習者の言動を観察しながら、偶然、学習者の自己修正能力を

発見することができた。このことは、教師が学習者の「自己モニター」を促す環境を整え

ようという意図を持っていない場合であっても、学習者は本来「自己モニター」能力を潜

在的に身につけているのだと言える。学習者に潜在的に備わっている能力は、音韻知識に

よって促される。また、学習者の潜在的な能力を伸ばすという観点から、自己実現という

概念とも関連づけて考えることもできる。自己実現とは、「人の自己充足への願望、すなわ
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ちその人が潜在的にもっているものを実現しようとする傾向」（マズロー1970/1987 p.72）

である。学習者が潜在的に備えている音声の自己修正能力を実現するようにサポートでき

れば、まさに音声を自己実現の手段として捉える音声教育が実現すると言えるのではない

だろうか。 

このように音声学習における学習者の自己修正能力を発見し伸ばしていくことは、「学

習者オートノミー」の伸長であり、潜在的な能力を伸ばす「自己実現」にも繋がる。 

 

9.1.2.4 教師の役割 

音声の自律学習は、学習者自ら音声学習の目的を決め、自ら計画立てた音声学習を遂行

し、潜在している自分の能力を発揮し、自分の音声学習の成果を評価することである。上

記の一連の音声の自律学習を促すうえで求められる教師の役割は何か。以下では、（1）必

要な音韻知識を体系的に教えること、（2）音声の意識化を促すこと、（3）音声学習のツー

ルや方法を共有すること、（4）情意面での状況理解と励ましを行うこと、などが教師の役

割であると唱える。 

 

（1）音韻知識の指導 

音声の自律学習を促すために、教師は学習者に音韻知識を指導する役割が求められる。

9.1.2.2 の（2）でも述べたように音声は文法と同様に、体系的に教えることができる。そ

して、音声を文法と同様に、体系的に教えるために必要なのは「メタ言語」を使った音韻

体系の把握である。 

教師が音声を「メタ言語」を使って説明するためには、当然ながら教師も音韻知識を学

ばなければならない。本論文で一貫して主張している「音声の自律学習のサポート」とい

うのは、学習者の発音で違和感を覚えた発音を指摘し、教師がモデル音声を提示し、学生

に発音を繰り返してもらうという発音矯正ではなく、体系的に整理した音韻知識を示し、

そのルールに則って発音してもらったり発音を聞いてもらったりして、教室外でもその知

識を活用して音声学習を継続してもらうための指導である。前者の発音矯正は、音韻知識

を持っていなくてもできるかもしれないが、後者の「体系的に整理した音韻知識」を示す

ためには、教師にその知識の整理・理解が必要である。それは、日本語母語話者だからと

いって持っているわけではない。母語話者の音韻体系は無意識中に内在化しており、無意

識中に内在化している音韻体系を意識化し、「メタ言語」を用いてその特徴を分類・記述す
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る練習が必要なのである。 

実習生は、「メタ言語」として音韻体系を学習することをポジティブに捉えている様子

が見て取れる。C は、アクセントや漢字の促音化をメタ言語で説明できることを知ったと

きに感動し、その感動を学習者に伝えたいと述べていた（4.3、5.3）。H と I は、これまで

教師としてメタ言語で日本語の文法を説明するために、一所懸命文法書や教師用指導書の

知識を学習し、覚えてきたことを振り返り、音声の学習も同様に行っていく必要があると

述べていた（4.8、4.9）。実習生の語りから推察できるのは、音声を教えるためにどのよう

な知識が足りており、どのような知識が足りていないのか、ということすら教師は把握し

ていないという実情である。教師として音声コミュニケーション教育を行うために、どの

ような知識を持つべきか、どのような知識が必要なのか、などについて、現状の教師教育

では十分なサポートが行われているとは言えない。 

 

（2）音声の意識化の促し 

次に、学習者の音声の自律学習を促すために、教師に求められる役割として、学習者の

音声の意識化の促しが挙げられる。実習生の語りには「発音の意識化」「意識改革のスイッ

チ」「意識のレベルアップ」「意識的な音声学習」といった「意識」と関連づけられたキー

ワードが多々出現していた。実習生 14 人の語りの中に出現する「意識」は、さまざまな

意味合いを持っており、語りの中では「意識」と言うけれども、意味範囲は、気づき、認

識、モチベーション、知識などを指すものもあった74。その中でも、発音そのものに対す

る「意識」という意味範囲に絞って、考察する。 

学習者が日本語の音声を聞いたり話したりするときに発音そのものに対する意識を促

すことは、音声の自律学習のサポートにおいて重要である。学習者は、発音に注意を向け

て、日本語を聞いたり話したりするという行動を取る。C は、音声の自律学習のための意

識や行動の変化が起こったとしても、人間はすぐに忘れてしまいがちであると自身の人生

経験から判断し、教師として「何分かおきに学習者たちに意識づけ」をするのが大事だと

言っていた（4.3）。 

一方、「発音の意識化」を促すためには、G、H、I の語りのように、まず実習生が自身

                                                   
74 例えば、コミュニケーションにおいて発音が重要だという意識（認識）、自分の発音が「で

きていない」という意識（気づき）、発音を上達させたいという意識（モチベーション）、発

音に意識を向けた（焦点を当てた）指導などが挙げられる。 
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の発音に意識を向けなければならないという音声教育観も見られた（4.7、4.8、4.9）。ま

た、K は自分自身が日本語母語話者として日本語の音声に対して無自覚であったように、

学習者もそれぞれの母語の音声に対する意識は薄いと予測する。K は実習の中で、学習者

が自分の母語の音声の特徴を意識することで日本語の音声にも注意が向けられるという例

を度々発見した。そして、学習者の母語にも意識を向けるように促すことが教師の役割だ

と認識する（4.11）。 

上記の実習生の学びが示唆するように、学習者の音声の自律学習を促すうえで求められ

る教師の役割として、まず、教師自身が音声を意識すること、また学習者の母語および日

本語の音声に意識が向けられるようサポートするのが重要である。 

 

（3）音声学習のツールや方法の共有 

音声学習に役立つツールや方法を学習者が活用できるようにサポートすることは、音声

コミュニケーション教育における教師の役割として重要である。実習生の中には、このこ

とを「意識的な音声学習」と言う人がいた。L と M は、実習において最初は実習生から学

習者にアクセント辞典の使用を促していた。だが、徐々に学習者は実習生からの指示がな

くても自らアクセント辞典を使って、アクセントを調べるようになっていた。このように

学習者は、「意識的に音声学習」を行えるようになったのだという。J も、教師の役割は「学

習者が日本語の音声について自ら学びを得るための仕掛けを作り、それを学習者に示すこ

と」と捉えている。K は、音声学習を「意識的」に行うことが重要で、一人で意識するの

は大変であるため、「意識的な音声学習」をサポートするのが教師の役割だと認識している。

さらに、学習者が母語の発音と日本語の発音の違いに意識を向けて日本語の音声学習を進

めることが重要だという。 

このように、L、M、J、K は、音声の自律学習をサポートするためには、「意識的な音

声学習」、つまり音声学習のツールや方法を活用した学習が重要だと認識しており、最初は

学習者一人では難しく、教師のサポートが必要だが、徐々に学習者自ら学習ツールや方法

を活用して音声の自律学習ができるようになるのだ、と認識している。つまり、学習者が

音声の自律学習を遂行していけるようサポートするためには、音声学習に関わるツールや

方法を共有し、活用するように促すという教師の役割が求められる。 

一方、実習生の学びとして、音声における揺れはそのまま示すという教師の役割を認識

するようになったことが挙げられる。本研究の実践フィールドは東京都内に位置している
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大学に開設された日本語クラスである。授業、教科書、補助教材、講義、実習などにおい

ては、主に日本語の共通語のアクセントを扱っていた。ところが、共通語とはいっても、

日本語のアクセントには許容範囲の揺れが存在する。例えば、「音声教育実践」では次のよ

うな、い形容詞や動詞のアクセントの揺れが検討されていた。「赤いりんご」と「青いりん

ご」を比較すると、「りんご」がついたとき、2 つの語の発音は平板型（赤い）と中高型（青

い）のように、明確に区分して発音する。しかし、「りんご」を取って「赤い」と「青い」

を単独で発音すると「赤い」は本来平板型の発音であるはずだが、中高型に発音する母語

話者も多く見られ、主に若年層でよく観察される。また、「高い」の否定質問の「高くない？」

は、本来ならば頭高型で発音するはずだが、若年層において 1 拍後ろにずらして発音する

ことも許容される（教科書の教師用指導書 p.51 参照）。このように日本語のアクセントに

は許容範囲内の揺れが存在する。 

このことを、学習者に示したら混乱するのではないかという、実習生の心配とは異なり、

実習におけるインターアクションにおける学習者は、素直に受け入れる態度を見せた。実

習生 C は、これまでの教師としての日本語指導の経験の中で、音声に限らずイレギュラー

なものは学習者にとって混乱を招くと思い、なるべく示さないようにしてきた。しかし、

「音声教育実践」では議論をとおして、教室の中で音声の揺れを示さないとしても、学習

者は教室外で常に音声の揺れを聞くということから、教室内で揺れを示してもよいのだと

いう新たな教育観を知ることになった。C は、この新しい教育観をもって実習を行った結

果、学習者が音声の揺れに対して素直に受け入れる様子を観察することができた。そこで、

これまでC自身が教師としてイレギュラーなものを示してこなかったことを「変な親切心」

だという意味づけを行った。むしろ教師がそういったイレギュラーなものに対してポジテ

ィブな態度でいることの重要性に気づいた（4.3、8.3.3）。 

このエピソードは、音声の自律学習という観点から考えたときに、教室外で発音の揺れ

を目の当たりにする学習者にとって、言語というのはルールが存在するが、例外的なもの

もあるのだという柔軟な学習姿勢の育成に繋がるのだと考えられる。音声の自律学習のた

めには、柔軟な学習姿勢を持たすべくまず教師自身が音声に対する柔軟な思考を持つべき

であり、その学習観を学習者と共有していくことが教師の役割として重要ではないか。 

 

（4）情意面での状況理解と励まし 

「音声教育実践」における学習者が抱く不安として、「発音不安」と「音声学習上の不
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安」の二種類の不安の様子が見られた。実習生はこういった不安を学習者が抱かないよう

に、どのように励ませばよいかを工夫していた。 

まず、「発音不安」について、A の事例を挙げながら説明する。物理的環境や心理的環境

の醸成に関して、実習生がよく意見交換をしていたのは、学習者が話すことに遠慮しがち

だという点であった。この点を、A は日本語教育における問題として捉えていた。 

 

口が重い学習者について。このクラスに限らず、どこのクラスでも起きる問題で

すよね。時間をかけられるなら、少しずつ距離を縮めていくことでかなり改善さ

れると思うのですが、今回の場合はそれはできないと思うので、やっぱり雰囲気

作りだと思います。「その話し聞きたい！」という態度で臨めば、口が重い人も少

なからず「仕方ない話してやるか」という感じになると思います。私もなかなか

うまく引き出せないですが…。（2012 年 6 月 3 日 0:17） 

 

小河原（2009b）は、日本語でのコミュニケーションや日本語学習場面における学習者

の気持ちとして、社会心理学的・情意的要因の「発音不安」を言及している。小河原は学

習者に対するインタビュー調査から、「学習者は現実の、あるいは想像上の日本語発音場

面・発音指導場面において、日本語母語話者・教師・クラスメート・日本語非母語話者な

どの他者からの発音評価に直面しており、もしくはそれを予測したりすることから生じる

発音不安を感じている」（p.63）と分析している。小河原が分析しているのは、会話場面に

おいて理解主体から受ける評価に対する発音不安である。発音不安は、適度のものは音声

学習の継続を促すが、「過度の不安は、インプットからアウトプットの過程での認知的阻害

や学習回避行動などを引き起こしてしまう」（p.64）可能性もある。 

実習生は、実習の雰囲気を醸成する際に、「間違ってもいい」「間違えることが皆にとっ

ての学習の機会になる」といった共通認識を持てるように、学習者に働きかけている工夫

が見られた。実習生 A は、メーリングリストにおいてアクセント指導を計画立てる際に、

次のような書き込みを行っていた。「とにかく間違えるのは恥ずかしくない！むしろ間違え

てくれたほうがみんなの勉強になるよ！という雰囲気作りがポイントになってくる」と述

べており、学習者に「発音不安」を感じさせないような雰囲気を醸成することを心掛けて

いた。 

次に、「音声学習上の不安」について C の事例を挙げる。本研究における「音声教育実
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践」では、学習者が「音声学習を続けていって、自分の発音は本当に上達するだろうか」

という音声学習に対する不安をも抱いていることが浮き彫りになった。 

C は、「音声教育実践」をとおして学習者の音声学習の様子を観察し、音声学習には不安

が伴うという特徴を理解した。学習者は熱心なだけに発音に対する不安も持ち合わせてい

る。そこで、実習生が「長期的なスパン」で考えるようにと学習者を励まし、回を重ねる

ごとに学習者は意識的な音声学習を継続することで、不安が取り除かれていくことを観察

した。それによって、C は音声学習に伴う不安について理解でき、教師として、「長期的な

スパン」で考えるように学習者を励ますことが重要だと捉えるようになった（4.3、8.1.4）。 

このように、音声の自律学習を促すうえで、音声学習に伴う不安を理解し、励ますこと

が教師の役割だと言える。 

 

9.2 「音声教育実践」をとおして得た実践的知識 

「音声教育実践」をとおして実習生が得たとされる実践的知識は 2 つに区分できる。1

つ目は音声の省察によるメタ言語能力、2 つ目は音声教育活動の明確化である。本節では、

実習生が音声教育をとおして身につけたとされる実践的知識について考察する。 

 

9.2.1 音声の省察によるメタ言語能力 

第 5 章では、「音声教育実践」における「アクセント確認Ⅰ」「アクセント確認Ⅱ」「漢

字の促音化」というエピソードを紹介し、実習生が音韻知識を学習していく様子を分析し

た。その中には、実習生が、日本語の音声そのものおよび音声と関連した経験を省察する

姿が見られた。その副産物としてメタ言語能力が身につけられたと考えられる。メタ言語

能力とは、第 2 章で説明したように「日本語の音声の仕組みを理解したうえで、ことばや

記号で説明できる力」という意味である。本項では、実習生が「音声教育実践」をとおし

て音声を省察する中で、メタ言語能力を持つようになったことを、1 つ目の実践的知識と

して捉え、「音声を省察するプロセス」に含まれる各要素について考察を行う。また、「音

声を省察するプロセス」を図で示し、概念化することを試みる。 

 

9.2.1.1 音声の省察を促進する要素 

（1）音声に関する戸惑い 

3 つのエピソードをとおして、音声を省察する際に、〈音声に関する戸惑い〉を経験して
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いることがわかった。音声に関する戸惑いとは、具体的に次のようなものであった。 

 

（1）日本語のアクセントにおける高低の区別がつかない（5.1.1） 

（2）自分の発音が共通語のアクセントと異なる（5.1.2、5.1.3） 

（3）アクセントに関するルールを知っているものの、実際の音声と合わない（5.2.1） 

（4）学習者の音声に関する質問に上手く答えられない（5.1.2、5.3.1） 

 

本研究のフィールドは、音声に特化した教育実践の現場であり、音声に関する戸惑いを

経験する場面が多く設けられていたと言えよう。また、他者からの問題提起による〈戸惑

い〉や、自らの省察による〈戸惑い〉があった。〈音声に関する戸惑い〉を経験したからこ

そ、実習生は自主的に〈音声への意識向け〉、〈音声と関連した作業〉を行っていた。実際

の教育現場では少ないながらも、〈音声に関する戸惑い〉はあると考えられる。だから、そ

の少ない機会に対して敏感になる必要がある。そして、〈音声に関する戸惑い〉は、単にネ

ガティブなものではなく、気づきを得られる機会だとポジティブに捉えられるよう、教師

側の意識改革が必要である。 

 

（2）音声への意識向け 

実習生は、実習生自身の〈音声への意識向け〉をしながら、音声を省察していた。教室

の中で学習者が音声に意識を向けるきっかけを作り、教室外で音声に意識を向けて日本語

を聞いたり話したりできるように、音声の自律学習をサポートする。このことは、「音声教

育実践」において、担当教員と実習生の間に共通認識として存在していた。この音声教育

観を踏まえて、実習生は音声指導の実習を行う以前に、まずは実習生自身が学びの主体と

して〈音声への意識向け〉を行った。学習者に教室外で音声に意識を向けてほしいと考え

ているのであれば、まず実習生自身が〈音声への意識向け〉を体験する必要がある。 

G は、「教えるとなれば、やっぱりちょっとそういうところは意識せざるを得ない」（5.1.1）

と述べていた。また、I は、「自分が意識していないことを学習者に意識させることはでき

ない」（5.1.1）と述べていた。音声教育は、教室の中で学習者が自身の発音に意識を向け

るきっかけを作り、教室外で音声に意識を向けながら日本語を聞いたり話したりすること

ができるようにサポートすることである。学習者に教室外で音声に意識を向けてほしいと

考えている教師であるならば、まず教師自身が〈音声への意識向け〉を体験する必要があ
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る。教師自らが〈音声への意識向け〉をして発音を聞いたり話したりするという体験をし

てみないと、〈音声への意識向け〉の利点または困難点を理解することは難しいであろう。

〈音声への意識向け〉をすることで、教師は学習者が音声に意識を向けて学習していく中

でどのような気づきや困難点があるだろうかと予測できるようになり、学生に寄り添った

指導が可能となるのではないだろうか。 

〈音声への意識向け〉は、「学習の追体験」（岡崎・岡崎 1997）として機能することも期

待できる。「学習の追体験」とは、「今学習者がどう受けとめているかを考えてみるために、

教材を使っている学習者が経験していると思われることを、つまり、『教材の指示通り学習

を進めている学習者はその間どのような経験をしているか』ということを考えるという作

業」（p.87）を指す。岡崎・岡崎は、教師養成において「学習の追体験」を提案している。

したがって、教師が自ら〈音声への意識向け〉を行い、学習者が音声学習をどのように受

けとめているかを考えることは、よりよい音声教育に繋がるだろう。 

 

（3）音韻知識のインプット 

音声を省察するうえで、〈音韻知識のインプット〉は欠かせない要素である。第 5 章で

は実習生が〈音韻知識〉を得たリソースが示された。教科書およびオンデマンド講座から

得た知識（5.1.1、5.1.4）、担当教員からの口頭による説明（5.2.2）、研究論文および書籍

から得た知識（5.3.2）、アクセント辞典（5.1.5）などである。ただ、これらの音韻知識は

得るだけでは、音声教育には繋がらないこともわかった。実習生自身の〈発音〉と結びつ

けて音声の高低を判定するなど、〈音声と関連した作業〉をとおしてこそ、インプットされ

た〈音韻知識〉に対する理解が深まっていき、実際の学習者を対象とした音声教育に結び

つくことがわかった。 

5.1.4 では実習生が「来た／北」のアクセントにおける共通語と方言の差を論じる際に、

その音声の特徴をアクセントのルールやアクセント辞典を使って分析している様子が観察

された。そういった音韻知識があってこそ、J は方言のアクセントと「外国人っぽい発音」

の特徴を〈言語化〉でき、方言のアクセントであっても共通語のアクセントのルールは守

られているため、コミュニケーションにおける支障はないと判断していた。このような音

韻知識に基づいて音声を分析する力は、教師として自信を持って音声指導に携わることに

繋がることがわかった。 
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（4）音声と関連した作業 

音声を省察させる要素として、〈音声と関連した作業〉が挙げられる。この中には、〈発

音／聴取〉、〈カテゴリー化／例示〉、〈言語化／視覚化〉が含まれる。 

 

①発音／聴取 

実習生は音声を省察するために、〈発音／聴取〉を行っていた。それは、自分自身が声

を出して語句を〈発音〉することであり、また自分または他者の発音を〈聴取〉すること

である。 

5.1.1 では G が自身の話す日本語の高低変化に気づくために、敢えてアクセント記号と

は反対となる〈発音〉をしたり、アクセントのルールを崩した〈発音〉にしたりしていた。

実習生が行った「アクセント確認」という作業から、音声の特徴、特にアクセントを分析

するためには、次の 4 点が役立つことがわかった。 

（1）声に出して〈発音〉し、またそれを自分で〈聴取〉しながら音声を分析する 

（2）他者の〈発音〉を〈聴取〉しながら、その音声の特徴を分析し、自分の〈発音〉と

比較する 

（3）アクセントのルールに沿って、声の上昇と下降を分析する 

（4）アクセント辞典を使って、自分の〈発音〉を分析する 

以上の 4 点を伴ったアクセントの分析は、実習生が音声を教えていくうえで必要な作業

である。このように〈発音／聴取〉を繰り返しながら自身の発音を分析していた。 

 

②カテゴリー化／例示 

実習生が音声を省察するうえで、音声の特徴ごとに〈カテゴリー化〉したり、〈例示〉

したりする作業が役に立つことがわかった。5.3 の「漢字の促音化」では、漢字の音声を

促音化するものと促音化しないもの、さらに促音化するものを語環境ごとに〈カテゴリー

化〉し、それぞれに該当する〈例示〉を行う様子が見られた。5.1 の「アクセント確認Ⅰ」

では、アクセントの型ごとに〈カテゴリー化〉したり、同じアクセント型の単語を〈例示〉

したりする様子が見られた。 

 

③言語化／視覚化 

実習生は、音声の省察する中で、音声の仕組みを〈言語化〉したり〈視覚化〉していた。 
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5.3 の「漢字の促音化」では、音声に即して漢字の促音化を体系づけ、文字言語で〈言

語化〉している様子が見られた。その中で、漢字の促音化に関する〈音韻知識〉がまとま

っていき、〈音声への意識向け〉に繋がることがわかった。また、インタビューにおいて、

実習生に「アクセント確認Ⅰ」（5.1）「アクセントⅡ」（5.2）のエピソードをとおして得た

学びについて語ってもらうと、どの実習生からもアクセントと関連した音声のルールを〈言

語化〉している様子を見ることができた。 

5.1 の「アクセント確認Ⅰ」では、実習生がアクセントの指導を準備する過程において、

高低変化を〈言語化〉し、補助教材を作成する際には線でアクセントを示して〈視覚化〉

する様子が見られた。音声は発話と同時に消えてしまうという性質がある。そのため、実

習生は音声の特徴を表す手段として、アクセントの〈視覚化〉を行っていた。その〈視覚

化〉によって、〈音声への意識向け〉は一層促された。つまり、実習生は「アクセント確認

Ⅰ」という作業をとおしてアクセントのルールを言語化し、またそのルールに沿って自分

の発音を分析する力が身につけられたと言えよう。教師が音声教育を行っていくためには、

アクセントルールに沿って音声を分析する力が必要となるのではないだろうか。 

5.1.6 では、実習生が補助教材を検討していくうち、アクセントの高低変化を線で示して

視覚化する様子が見られた。そもそも音声は目に見えるものではないのに、なぜ実習生は

目に見える形でアクセントを示していたのであろうか。その答えとして、声を媒介として

いる特性上、発話と同時に消えてしまうため、実習生は〈カテゴリー化／例示〉した結果

を、記録するためにアクセントの〈視覚化〉を行っていたと推測される。頭の中で意識を

向け、言語化をとおして行われる音声の分析は、我々の目には見えない。つまり、アクセ

ントの〈視覚化〉は、目に見えない音声の高低変化を、目に見える線で示す手段であった。

また、アクセントを線で示すことで、音声によりはっきりと意識を向けることができる。

つまり、アクセントの視覚化は、意識と表現を一致させるプロセスであった。 

さらには、アクセントの〈視覚化〉そのものは、〈音声への意識向け〉〈発音／聴取〉〈カ

テゴリー化／例示〉、という作業の成果物であったとも言える。アクセントの〈視覚化〉は、

補助教材作成や指導の手引き作成にも役立っていた。日本語の音声を分析した結果をアク

セント線で視覚化する作業は、与えられた教材や既存の素材をそのまま鵜呑みにして使う

のではなく、指導を行うときに必要な情報を省察し、それを創出していくことであった。

つまり、アクセントの〈視覚化〉は、「自己研修型教師」の成長とも相通じるものがある。 
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（5）音声の仕組みに対する気づき 

実習生は、〈音声と関連した作業〉を行うことで、〈音声の仕組みに対する気づき〉を得

た。 

5.1 の「アクセント確認Ⅰ」では、〈音声への意識向け〉〈音韻知識のインプット〉〈音声

と関連した作業〉――〈発音／聴取〉〈カテゴリー化／例示〉〈言語化／視覚化〉――を行

う中で、実習生はさまざまな〈気づき〉を得た。まず、〈音声への意識向け〉をとおして、

これまで母語として使ってきた日本語の音声に対して自分がどれだけ無自覚であったかに

〈気づき〉を得ることがわかった。〈音韻知識〉のリソースから、音声の仕組みに関する知

識を学ぶことで、アクセントのルールに関する〈気づき〉、二通りの発音が存在するという

〈気づき〉を得た。声を媒介とした〈発音／聴取〉では、自身の発音が他者の発音と共通

していたり、異なっていたりする点に〈気づき〉を得た。〈カテゴリー化／例示〉では、ア

クセントのルールや、例外に〈気づき〉を得た。〈言語化／視覚化〉では、一つの単語の中

では一度アクセントが下降したら上昇することはないことに改めて〈気づき〉を得て、特

殊拍ではアクセント核が置かれないことに〈気づき〉を得ることができた。 

5.3 の「漢字の促音化」では、〈音韻知識のインプット〉〈カテゴリー化／例示〉および

〈言語化〉から、前部要素の音節と後続子音の組み合わせによる促音化に対する〈気づき〉

が得られた。まず、漢字の促音化に関する研究論文を講読し、そこから漢字の促音化に関

わる語環境の〈音韻知識〉を得た。そして、2 つ以上の漢字から構成される漢字語におい

て、前部要素の音節と、後部要素の子音の組み合わせで、漢字の促音化が起こるものと起

こらないものを〈カテゴリー化〉した。さらに、カテゴリーには学習者がよく使う漢字語

を〈例示〉した。実習生はメーリングリストをとおして、この〈音韻知識〉を〈言語化〉

することができ、このすべてのプロセスをとおして、漢字の促音化に関するルールを発見

し、〈気づき〉を得たのである。 

このように、実習生の省察の要素である〈音声への意識向け〉〈音韻知識のインプット〉

〈音声と関連した作業〉――〈発音／聴取〉〈カテゴリー化／例示〉〈言語化／視覚化〉―

―が、〈音声の仕組みに対する気づき〉を得ることに繋がった。 

 

（6）音声に関する振り返りと意味づけ 

実習生は、〈音声の仕組みに対する気づき〉を得て、これまでの言語生活や教師経験の

中で自分がどのように日本語の音声を捉えていたか、どのように音声指導を行ってきたか
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〈振り返り〉を行い、音声教育に対する〈意味づけ〉を行う様子が見られた。 

「アクセント確認Ⅰ」をとおして、実習生 Gは、母語話者として音声に意識を向けて話

したことがないと〈振り返り〉、日本語の音声を教えるためには「意識せざるを得ない」と

〈意味づけ〉をしていた（5.1.1）。実習生 I は、これまで教師として文法書を読みながら

文法について勉強していたこと、さらに学習者の質問から考えさせられ、そこからさらに

自ら文法について調べて勉強してきたことなど、教師として文法に関してどのように勉強

してきたか〈振り返り〉を行った。そして、文法と同様、音声も体系的に勉強していくも

のだと、新たに教師としての音声学習を〈意味づけ〉する様子が見られた。文法について

学習者の質問からさらなる発見をしてきたように、音声についても、今後海外の現場に戻

って学習者とのインターアクションが起こることでさらなる発見があると予測し、音声は

これから学習が始まるのだと〈意味づけ〉する様子が見られた（4.9.2.1）。 

「アクセント確認Ⅱ」をとおして、実習生 B は、音声と音韻における発音の違いを認識

したうえで、これまで日本語学校でディクテーションをしてもらうために教師として単語

を読むときを〈振り返り〉した。自然なスピードで読んだりわざとゆっくり読んだりして

いて、B のモデル音声には、日常的な発音と音韻論的な発音が混ざっていたと〈意味づけ〉

した。学習者が促音や撥音などの特殊拍を聞き逃さず、聞き取りやすい発音でモデル音声

を示そうと配慮したことは、むしろ日常生活で聞かないような不自然な発音を示したのか

もしれないと省察している様子が見られた（5.2.3）。教室の中で聞く日本語と、教室外で

聞く日本語は違うものだという学習者の声も理解できるようになった。B の語りから、教

師が音声学と音韻論の違いを知っておくことで、ディクテーション一つ取ってみても教師

の知識や意識によって、モデル音声に違いが見えてくるのではないかと思われる。 

「漢字の促音化」をとおして、C（5.3.5）は、音韻知識を整理したうえで、教師として

23 年間「これはこれで覚えてね」というアドバイスしかできなかった指導法を悔いていた。

C は、教師が自律的に音韻知識を整理することで、これまできちんと音韻知識を整理して

学習者に示すことができなかったことを〈振り返り〉、省察した。そして、教師が日本語の

音声を省察し、音韻知識をまとめ、伝えることで、学習者にただ暗記させるのではなく、

よりよい音声教育に繋がるのだと〈意味づけ〉した。 

このように、実習生はこれまでの言語生活や教師としての指導を〈振り返り〉、教師が

音韻知識を整理しておくことは、教師にとっても学習者にとっても学びに繋がると〈意味

づけ〉を行っている様子がわかった。〈振り返り〉と〈意味づけ〉は、これまでの言語生活
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または日本語指導における自分自身の音声や音声教育に対する行動や意識を、意味づける

様子だと言える。 

 

9.2.1.2 音声を省察するプロセス 

音声を省察する要素が互いにどのような関係性を持っており、どのように音声の省察が

行われていくか考察する。 

まず、音声の省察を促進する要素には、（1）音声に対する戸惑い、（2）音声への意識向

け、（3）音韻知識のインプット、（4）音声と関連した作業、（5）音声の仕組みに対する気

づき、（6）音声に関する振り返りと意味づけ、が存在することがわかった。6 つの要素の

性質および関連性を考えると、（1）と（2）を【音声の意識化】の段階、（3）と（4）を【音

韻知識の整理】の段階、（5）と（6）を【音声のメタ言語能力の獲得】の段階、というよ

うにカテゴリー化することができる（図 9.2.1.2 参照）。 

 

図 9.2.1.2 音声を省察するプロセス 

 

【音声の意識化】【音韻知識の整理】は、【音声のメタ言語能力の獲得】のための準備段

階であり、〈音声の仕組みに対する気づき〉があってこそ、【音声のメタ言語能力の獲得】

ができたと言える。ただし、【音声のメタ言語能力の獲得】は、〈音声への意識向け〉を持

続させ、その範囲を広げることに繋がっていた。つまり、〈音声への意識向け〉→〈音韻知

識のインプット〉→〈音声と関連した作業〉→〈音声の仕組みに対する気づき〉というプ

ロセスは、〈音声の仕組みに対する気づき〉が到達点であるわけではなく、サイクルとして

継続していく螺旋状のものだと考えられる。また、【音声の意識化】【音韻知識の整理】【音
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声のメタ言語能力の獲得】の段階において、決まった順序があるわけではなく、同時に行

われたり順序が前後したりすることもあった。 

第 2 章では、「音声のメタ言語能力」という概念を、「日本語の音声の仕組みを理解した

うえで、ことばや記号で説明できる力」と説明した。音声の仕組みを一段高いところから

観察し、音声におけるルールを発見し、カテゴリー化したり同じような特性を持つ例を挙

げたりして説明できる力を身につけていることを指す。 

例えば、5.1 で示した G と I の語りからわかるように、【音声のメタ言語能力の獲得】の

ためには、まず自身の発音および発音と関わる自身の言語生活に意識を向けることが前提

となる。ただ、5.2 で示した D の語りからわかるように、【音声の意識化】だけでは、【音

声のメタ言語能力の獲得】――つまり〈音声の仕組みに対する気づき〉――ができるよう

になるわけではない。そこには、〈音韻知識のインプット〉〈音声と関連した作業〉の【音

韻知識の整理】が必要となる。また、【音韻知識の整理】および【音声のメタ言語能力の獲

得】は、さらに【音声への意識化】を促す要因となる。これは、螺旋型で循環する構造と

なり、それが繰り返されていく。その構造が繰り返されていくと常に【音声の意識化】が

維持されることになり、【音声の意識化】の範囲は拡大する。 

また、【音声の意識化】と【音声のメタ言語能力の獲得】は Conscious Raising（CR）と

Language Awareness（LA）の概念からも説明できる。第 2 章で述べたように、福田（1999）

は、CR を「意識化」だけでは伝わらず、意識を高めるという意味を含む「言語意識昂揚」

という日本語が、LA は「言語への気づき」という日本語が相応しいという。本研究にお

ける「音声を省察するプロセス」と関連づけて考えると、【音声の意識化】は CR に似てお

り、【音声のメタ言語能力の獲得】は LA に当たると言える。【音声のメタ言語能力の獲得】

段階の中には、〈音声の仕組みに対する気づき〉という要素が存在しており、単なる【音声

の意識化】だけでは〈音声の仕組みに対する気づき〉はできず、音声に関する気づきを得

るためには、【音韻知識の整理】段階が先行される。つまり、【音声のメタ言語能力の獲得】

は、【音声の意識化】より進んだ〈音声の仕組みに対する気づき〉が含まれた概念である。

さらに、福田は、CR と LA を次のように区別している。 

 

CR よりも LA のほうが遥かに社会性を帯びた広い概念であることがわかるだろ

う。また、CR は主に教師が学習者にある程度明示的に説明を与える形で、TL

｛Target Language、目標言語｝について学習者が知らなかった点、気付かなか
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った点の意識化を促すものであるのに対して、LA の場合には、教師が仮にその

環境、場、素材などを提供したとしても、学習者自らの気づきに委ねられている。

（p.13） 

 

福田は、教室において教師が学習者の「意識化」を促すことはできても、「気づき」は

教師の方から学習者に与えることはできず、「学習者自らの気づきに委ねられている」とい

う。「音声教育実践」における実習生に対しても同様のことが言える。担当教員や支援者が

実習生の【音声の意識化】や【音韻知識の整理】の段階でのサポートはできたかもしれな

いが、【音声のメタ言語能力の獲得】は実習生それぞれが持っている経験と結びつけて遂行

されていった。 

教師教育においては、本研究で示した「音声を省察するプロセス」を日本語教育実習生

や教師が体験できるように工夫することが重要である。母語話者として話してきた日本語

の音声は、認知は出来ていても「メタ言語」で説明することは最初からできるわけではな

い。そのため、【音声の意識化】を促す必要があり、【音韻知識の整理】ができるよう学習

環境を醸成することで、日本語教育実習生や教師自らの【音声のメタ言語能力の獲得】を

サポートすることが大事である。教師教育において、音声を省察する経験が得られれば、

教師として教育現場に戻ったときにも継続して音声を省察することができ、【音声の意識化】

の範囲を拡大させていくことが期待できる。 

 

9.2.2 音声教育活動の明確化 

第 6 章では、15 種の補助教材の特徴および補助教材の作成過程におけるエピソードを分

析した。本項では、その分析結果に見られる音声教育活動の明確化を、2 つ目の実践的知

識と捉え、考察を行う。 

 

（1）補助教材における学習目標の明確化 

（2）学習者に沿った視点の育成 

（3）音声と諸領域との関連づけ 

（4）音声と日常生活との繋がり 

（5）authenticity を考慮した音声コミュニケーションの視点の育成 
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補助教材に浮き彫りになったこれらの 5 点は、音声教育を行ううえで重要な要素だと言

える。なぜ、これらの 5 点が音声教育を行ううえで重要なのか、その理由を考察する。ま

た、『補助教材リスト』が「音声教育実践」において果たした役割について、考察する。 

 

9.2.2.1 補助教材における学習目標の明確化 

補助教材作成をとおした 1 つ目の学びとして、実習生は補助教材における学習目標を明

確化していく様子が見られた。補助教材における学習目標の明確化は、その補助教材を用

いた実習活動において、学習者に身につけさせることは何かを明確にさせるため、活動そ

のものを有意義なものにする。 

6.2.1 や 6.2.2 では、実習の初期の段階において、「日本語の音やリズム」の補助教材に

おける学習目標が明確に定まっておらず、実習活動が上手く展開できなかったため、実習

生の省察が行われている様子が見られた。本来なら、補助教材❷や補助教材❸をとおして、

外来語における音声の特徴や、日本語のリズムの特徴を指導するつもりであった。しかし、

実際に指導したあとの実習生の振り返りから浮き彫りになったのは、実際の指導場面では、

学習者が外来語の音の特徴や日本語のリズムの特徴に意識を向けたとは言えず、会話形式

や単なるゲーム活動に留まってしまったことである。 

また、6.2.3 では状況や場面が描かれた絵を素材とした「話しことばの発音」の補助教材

において、指示や内容が不明確なことから、どのような目標に向けて活動が進められてい

るのか、また教科書とどのような関係があるのかわかりにくい点が浮き彫りになった。発

話内容より「話しことばの発音」という音声項目を考えることに重点が置かれるべきとい

う省察であった。 

しかし、実習の回を重ねていき、6.2.5 で取り上げた「名詞のアクセント」の補助教材

❾❿では、複合語のアクセントに関する音韻知識の習得という学習目標が定まった補助教

材となり、それによって実習活動の目標や内容がより明確になったことがわかる。また、

6.2.6 で取り上げた「動詞のアクセント」の補助教材⓫は、新聞記事を音声教育に合わせ

た形で編集し、適切な指示文をつけて、より明確な目標を持った補助教材として利用する

ことができた。新聞記事は、学習者に学習してほしい動詞のアクセントに下線が引かれて

おり、そのことが指示文にも反映できていた。また、記事の内容理解や語彙の読み方など

に困り、「動詞のアクセント」に注意が薄まってしまうことを防ぐために、すべての語彙
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にルビがつけられている。このような補助教材を使って実習に臨むことにより、音声教育

活動の目標や内容が明確化されたと言える。 

一学期間をとおして補助教材作成に加わった実習生 D は次のように述べる。 

 

D：やっぱりこの最初に作った補助教材から最後に向かっていって、経験を積ん

でいったわけですよね、私たちも。そうすると、最初はたぶん見栄えのいい

教材とか、楽しそうな教材とか。（Y：絵が多くて。）そう、一つの教材に

いろんなメッセージが入っちゃって、こうあれもこれも詰め込むみたいなの

を作ったりしてたと思うんですけど。やっぱだんだん経験を積んで、そのす

べてルビを振ろうとか、これだといろいろ気が散っちゃうから、この教材で

は一つのことに集中させようとか、それたぶん経験だと思うんですね。（Y：

そうですね。）なので、どうして経験ある教師に習いたいのかなと思ったと

きに、実践をとおして、やっぱり教師の経験を積むと、その学習の活動に合

った教材が作れるようになったり、学習の目標に合わせた活動がこうちゃん

とデザインできるようになるんだなっていう。うん。で、やっぱり経験は必

要だなと。 

 

すべてルビを振ることや、一つの教材に一つの活動を入れるようにするという経験を、

補助教材作成をとおして学んだと述べている。このように D の語りからも、実習生は音声

教育をとおして、音声教育活動の目標や内容をより明確化させていったことがわかる。 

また、D が話しているように、6.2 で示した補助教材の資料は、回を重ねるたびに、絵

が少なくなっていき、音声そのものに意識が向けられるように補助教材が工夫されている。

このように、15 週間の「音声教育実践」をとおして、補助教材の内容がより明確になり、

音声教育の活動として必要な要素が追加されていく様子が見られた。補助教材に見られる

工夫とその効果を表 9.2.2.1 に示す。これらの工夫により、補助教材のおける活動の目標

が明確化されていった。 

 

表 9.2.2.1 補助教材に見られる工夫 

工夫した点 その効果 
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指示文 明確に指示文が書かれるようになったことで、活動において何に集中すべ

きか、わかりやすくなる。 

総ルビ 漢字の読み方に迷わず、音声に意識を向けさせるようになる。 

下線 特に音声に意識を向けて発音してほしい箇所が一目でわかるようになる。 

視覚化 日本語のリズム、アクセント、イントネーションなどの特徴を表す記号で

視覚化することで、音声の特徴が一目でわかり、音声への意識向けを促す。 

拍手の叩き方 日本語のリズムを学習するための拍手の叩き方に変更したことで、拍手を

叩く意味が学習者にも伝わり、より日本語のリズムに集中することができ

る。 

カテゴリー化 適切なカテゴリー名をつけられたことで、何に注目して活動に参加すれば

よいか、よりわかりやすくなる。 

 

以上のように、実習生は補助教材作成をとおして、さまざまな工夫を行い、音声教育の

活動を明確化させていったことがわかった。表 9.2.2.1 の工夫は、従来の日本語教育にお

いて、音声に意識を向けさせるための教材を作成する際にどのような点に注意をすればよ

いかという議論が少ない中、一助となる視点になるのではないかと期待できる。 

 

9.2.2.2 学習者に沿った視点の育成 

補助教材をとおした 2 つ目の学びとして、実習生は日本語教育に沿って音声教育活動を

考える視点が育成されていったことが挙げられる。 

6.2.2 では、山手線路線図を用いた補助教材を紹介した。リズムを重視した素材をとおし

て「母語話者の感覚を身につけてもらえるのではないか」という視点を実習生同士で考え

直すきっかけとなった。路線図を使った活動では、手拍子を 2 回打ってから駅名を発音し、

その後手拍子を 2 回打つというパターンを用いた。一定のスピードで長い駅名でも短い駅

名でも同じスピードで話さなければならないため、短い駅名はゆっくりと、長い駅名は速

く発音する必要がある。 

しかし、活動の結果、学習者の発音はリズムが崩れたまま、速く発音することだけに注

意が向けられていたことがわかった。例えば、新大久保や新宿の駅名に現れる「しん」の

発音は「し」と「ん」が同じ拍で発音されなければならないが、実際に学習者は「し」と

「ん」が合わさって一つの音節になった発音になっていた。日本語を母語としない学習者
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にとって速く話すということよりも「し」と「ん」の発音の長さは同様であるという点を

十分考慮したうえで手拍子を活用すべきであるという点が浮き彫りになった。 

このような試行錯誤を経て、実習生は次の打ち合わせで手拍子と学習目標との関連につ

いて話し合った。その結果、手拍子はあくまでも日本語のリズムを意識するための手段で

あり、学習者にとって何を身につけるかを、考慮すべきという点が明らかになった。主教

材の教師用指導書の知見を得て、手拍子のパターンを変更したスターバックスのメニュー

を用いた補助教材へと変更した。このように、主教材の教師用指導書の内容を十分踏まえ

たうえで、学習者に沿った視点で日本語のリズムの特徴を練習することが可能となった。 

9.2.1 では、音声のメタ言語能力について論じたが、教師であれば母語の音声の仕組み、

特徴や機能を言語化したり視覚化したりするのももちろん重要だが、母語という視点での

解釈に留まらず、外国語という視点から日本語の音声を分析する力も必要である。そのた

めには、外国語の音韻知識が役に立つであろう。例えば、筆者の場合、母語の韓国語が音

節言語であることから、「しんおおくぼ」の「しん」は韓国語を母語とする学習者にとっ

て一音節の音として聞き取ったり発音したりしがちということを推測することができた。

このことは、必ずしも日本語を外国語として学んだ人でなくても、外国語を学習したり外

国語の音韻知識を持っていたりする人であれば、予測可能である。実際に実習生 D は、母

語別発音レッスンで英語母語話者の発音指導を担当し、英語と日本語の音韻体系の違いを

学習し、そのことを「音声教育実践」外の現場においても生かしていた。D は、日本語母

語話者に英語を教える際に、「音声教育実践」で整理した英語と日本語の音韻体系の違い

が役立っているという。 

 

D：あの、英語母語話者のためのあれやりましたよね。あれとか全部逆で使える。

あの、「長めに発音してください。」って言いますよね。あの、英語母語話者

に対しては。母音を。あの、例えば、エス、オーで「so」と日本語の「そう」

と、英語のアイ「I」と日本語の「愛」だったら、「あ」と「い」を同じぐら

いのボリュームで同じぐらいの長さで同じように扱ってくださいっていうの

が英語母語話者に対するアドバイスだとしたら、日本人には「あ」を強く言

って、「い」は少し落としてくださいって言わないと、「I think」とかって言

ってる人たちがちゃんと「I」に変える、それとか全部逆で、あ、すごい応用

できました。二重母音とか知らないし、あと強弱アクセントと高低アクセン
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トっていうのも日本人全然知らないので。全然英語強く発音しようとしない

で、高さでアクセント付けようとしてる。たぶん、全然上手に聞こえないか

ら。うん。 

 

以上のことから、音声教育の実践を行う際に、母語話者の感覚をそのまま補助教材に反

映しては上手く機能せず、学習者に沿った視点で音声教育活動を考えなければならないと

いう気づきが得られたことがわかる。また、教師養成講座の音声のシラバスの中に、言語

対照があること、教師教育者が履修生に外国語学習を勧めることには、相通じるところが

ある。学習者の母語に存在しない日本語の音韻体系を知り、学習者の母語の音韻体系によ

る日本語発音の傾向を知ることで、学習者に沿った視点の育成に繋がるだろう。 

 

9.2.2.3 音声と諸領域との関連づけ 

補助教材をとおした 3 つ目の学びとして、実習生には音声教育活動に合わせ諸領域の素

材を活用する柔軟さが生まれたことがわかった。 

補助教材の中には、音声が諸領域と結びつけられた素材が多数見られた（6.2.1、6.2.4、

6.2.6、6.2.8）。これらは、漢字・語彙・表記・聴解・読解・作文などの諸領域の教育で用

いられる素材であった。しかし、音声を学ぶという学習目標をもって、これらの教材を見

直し、学習目標に合わせて素材を加工することで、音声教育の教材として成り立つことが

わかった。例えば、読解の教材として考えられる新聞記事を音声教育に取り入れたり、タ

イピング時に現れる変換ミスをアクセントの学習素材として活用したりしていた。 

新聞記事の内容は主に、政治、国際、経済、社会という柱からなり、政治性、社会性を

もった特徴から、批判的な読解力・批判的思考力の育成のために用いられることが多い。

伴ほか（1995）は、日本語教育において新聞記事を教材として扱うことの意義として、読

解教材として精読や速読の練習に用いられること、単語や表現の習得、日本で社会生活を

営むうえでの情報源を得ることなどを挙げている。特に、名嶋（2017）は、民主的シティ

ズンシップ教育を行ううえで、新聞記事が持つ日本語教育の教材としての潜在的な可能性

に焦点を当てたケーススタディを行っている。また、山口（2005）は、新聞の「ニュース

抄録」を活用した日本語教育実践を行った。新聞記事を教材として使った日本語学習の意

義として、日本文化を体得させ異文化理解を促すことができる点を挙げている。さらに、

木戸（2010）は、新聞記事を要約と評論の書き変えにより、レポートの文章構造や表現を
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学習することができるという。このように新聞記事は、思考力の向上や日本文化の理解の

素材と認識されており、文章構造の理解、読解力の向上のために日本語教育に用いられる。

こういった特徴から、新聞記事は文章、読解の素材として、またディスカッションの素材

として認識されている。 

一方、書きことばで書かれている新聞記事であることから、音声の学習素材として使う

ことに対して疑問を持つ読者もいるだろう。書きことばの問題に関しては、すでに伴ほか

（1995）でも指摘されており、非日常表現が多く、書きことばとしてしか使用できない文

末表現、接続表現が多いため、読解教材として扱うには学習者が新聞に慣れてきてからの

ほうがよいと述べられている。しかし、音声教育用教材として新聞記事を扱うことは、音

声コミュニケーションにおいて書きことばの使用を促すのではなく、音声の仕組みに意識

を向けながら素材を読むという意識向けのほうが最も重要な目標である。本研究における

「音声教育実践」で、新聞記事を活用したアクセントや外来語の音声の補助教材の学習目

標は、新聞記事の内容を理解することではない。下線が引いてある単語の発音に意識を向

けて読むことが学習目標として設定されている（6.2.6）。つまり、読解の素材として知ら

れている新聞記事を、音声学習という目標に合わせて加工することで、音声学習を促す補

助教材になったのである。しかも、新聞記事の利点として、迅速性という点が挙げられよ

う。最近、よく耳にする社会問題や流行語の出現頻度が高い。9.1.2.4 で述べる日常生活と

密接に関わるため、教室の外でもニュースを聞いたり話題になっている社会問題に関する

番組などを視聴したりする際に、学習者はその内容のみならず、出現する語句のアクセン

トにも意識を向けるのであろう。 

変換ミスとは、コンピューター、タブレット端末、スマートフォン、携帯電話などの電

子機器を用いて日本語を入力・変換する際に、変換候補の選択を誤ることを指す。文字に

よるコミュニケーションにおいて、変換ミスが起こると、表現主体の意図が伝わりづらく、

思わぬ印象を与えることもある。変換ミスが起こると、それを発音したときにも異なる音

声の特徴が現れる。単語が個々に持つアクセントが決まっていることや、統語的機能を果

たす音声の特徴から、変換ミスは単なる文字の違いでなく、音声においても違いが現れる

のである。 

一方、学習者にとっては、電子機器を用いた日本語の入力・変換において、変換候補が

出てこないという、音声上の問題が現れる。例えば、リズム（特殊拍）、清濁の混同など

の問題が、聴取のみならず、タイピング時にも現れることがある。戸田（2008 p.37）でも、
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音声上の問題（例：清濁の混同）が文章表現や語彙の習得にも影響していることが指摘さ

れている。本研究の補助教材からわかることは、音声の側面から素材を捉えると、諸領域

のものであっても、音声の補助教材として使うことができるという点である。 

以上のように、実習生は補助教材作成をとおして、音声教育活動に合わせ、諸領域の素

材を活用する柔軟さが身についたことがわかった。 

 

9.2.2.4 音声と日常生活との繋がり 

補助教材をとおした 4 つ目の学びとして、実習生は音声教育活動を日常生活と繋げて考

えるようになったことがわかった。実習生が音声教育活動の内容を日常生活と繋げたうえ

で補助教材の内容を選定する理由には、音声の意識化の促進が挙げられる。 

「音声教育実践」は、教室内だけを音声学習の場として捉えるのではなく、教室外で音

声学習を学習者自ら行っていくという方針を掲げている。この音声教育観が実習生同士に

共有されており、実習生は補助教材の素材を選ぶ際に、日常生活においてどうすれば学習

者が音声に意識を向けることができるか工夫し、その結果、日常生活における素材を使っ

た活動を展開していたのである。補助教材には、メニュー（補助教材❹❾）、野菜の産地

（補助教材➓）、山手線路線図（補助教材❸）、学部・大学院名（補助教材❺）、若者こ

とば（補助教材❼）、ニュース（補助教材⓫）など、学習者の身近な素材を使って音声教

育活動が展開されるようになっている。「音声教育実践」はたった 15 週間で再度教室に

集まることはない。この 15 週間、学習者が継続して毎日の生活の中で少しずつ音声に意

識を向けていく習慣を身につけ、授業中に学んだ音声項目と関連づけて考える力を育むこ

とができれば、音声コミュニケーションの中でもその力が生かされるのではないか。 

練習用語彙や例文における身近さ・自然さに関しては、メニュー（補助教材❹❾）や野菜

の産地（補助教材➓）のように身近な素材に関する議論、ミニマルペア（補助教材⓬）の

例文における自然さに関する議論が行われていた。 

練習用語彙における身近さは、学習者にとってより意味のある教材に繋がり得る。音声

教育のために造られた素材ではなく、実際に生活の中で身近に経験できる素材で音声教育

を行うほうが、学習者にとっても使える表現、生活に役立つ表現の発音を学ぶのだという

認識に繋がり、音声学習素材をより意味のあるものとして捉えてもらえることが期待でき

る。日常生活の中で、教室の中で学んだ素材またはそれと関連のある素材に接したときに

「音声への意識向け」が促進される。 
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小林（2006）は、「教師自らが生のデータを収集し、加工し、使用すること」の意義を

挙げている。まず、「著作権の問題のために、市販されているオーセンティックな教材の

種類が限られている」点である。次に、「市販の教材はデータ収集から出版までには数か

月の時間を要し、その間にメディアの英語などはニュースとして鮮度を失ってしまう」点

である（pp.40-41）。「音声教育実践」における補助教材の素材には、山手線路線図（補

助教材❸）やメニュー（補助教材❹❾）などがあった。これらは、インターネット上に掲

載されている図75だったり商品名だったりしている。これは、あくまで教育を目的に使用

されており、商業的な用途で使うものではないため、補助教材ならではの素材と言えよう。

市販されている教材の場合、商業的な目的や著作権の問題が絡むことがあり、これらの問

題の解決に取り組んだとしても、出版までの時間がかかってしまうため、教材として出版

されたときにはもう身近な素材でなくなってしまう可能性もある。こういった点から、身

近な素材を「音声への意識向け」のために使うという補助教材ならではの特性が浮き彫り

になってくるのではないか。 

以上のように、実習生は補助教材作成をとおして、音声と日常生活との繋がりを意識し

た音声教育活動を展開していることがわかった。 

 

9.2.2.5  authenticity を考慮した音声コミュニケーションの視点の育成 

補助教材をとおした 5 つ目の学びとして、実習生は音声教育活動を考える際に、

authenticity の高い音声コミュニケーションを考慮していることがわかった。第 6 章で述

べたように、authenticity には「situational authenticity（状況的真正性）」と「interactional 

authenticity（交流的真正性）」がある（Ellis2003、和泉 2009）。この二つの authenticity

を参考に、音声コミュニケーション教育における authenticity とは何かを考察する。 

実習生は補助教材を作成しながら「状況的真正性」を考慮していることがわかった。そ

れは、二通りのアクセントはそのまま示すこと、回を重ねるたびに一つの発話の中に多く

の音声項目が複雑に絡んでいることに反映されている。つまり、「現実世界での言語使用状

況との類似性」（和泉 2009 p.97）を表していると言える。一方、「交流的真正性」も音声

コミュニケーション教育において重要な視点であることがわかった。実習生は、ミニマル

                                                   
75 ヤフージオシティーズ（http://www.geocities.jp/yokkun5100/new27/newpage23.html）か

ら、山手線路線図の画像（http://www.geocities.jp/yokkun5100/new27/yamanoteb1.gif）を

保存して使用した。（2017 年 9 月 8 日参照） 
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ペアの補助教材の学習目標を音声による意味の違いに意識を向けさせることと設定するこ

とで、「状況的真正性」に引っかからず、意識向けの材料として補助教材を利用することが

できた。そこで、ミニマルペアを用いた音声の意識化の活動を「交流的真正性」と見なす。

なぜなら、ミニマルペアをとおして音声による意味の違いを認識し、アクセントに意識を

向けるという学びを得てから、日常生活の中で実際に意識向けが行われたとすれば、「現実

の言語使用に十分応用可能である」（和泉 2009 p.97）と見なすことができるからである。 

 

（1）状況的真正性からみる音声コミュニケーション 

状況的真正性から音声コミュニケーションとその教育について学びを得る実習生の様

子が見られた。補助教材において二通りのアクセントを持つ単語の提示、一つの発話の中

に複数の音声項目が入った発話から、その学びが読み取れる。 

まず、二通りのアクセントが明示された補助教材である。日本語のアクセントには、標

準語とされる東京方言の中において許容範囲内とされる揺れが存在する。例えば、「自転

車」は平板型でも中高型でも許容され、「映画」は頭高型でも平板型でも許容される。6.2.5

では地名の「大分」のアクセントがアクセント辞典に二通り示されていることがわかった

（図 9.2.2.5 参照）。 

 

 

図 9.2.2.5 「大分」の二通りのアクセント 

 

authenticity の高い素材とは、「『ネイティヴ・スピーカ向けの』『教育を目的としな

い』『自然な言語体の』性質を帯びた素材を使用して作成されたもの」（小林 2006 p.29）

を指す。つまり、本研究における「音声教育実践」と関連づけて述べると、発音の揺れは

日本語母語話者間において存在しており、学習者は常に実際の生活において音声コミュニ

ケーションの中で日本語の発音を聞き取っている。だが、実習生 C が語るように、日本語
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教育現場において、authenticity を考慮した音声コミュニケーションの視点が抜けがちで

ある。 

 

C：ほかにも例えば、アクセントのルールとは言っても、あの、1つではない。こ

れは2パターンあるからとか、っていうのがありますよね、いくつか。でも、

先生は2つあって当然だからという態度でいてくださいくらいの感じでおっ

しゃっていて。で、そのとおりにやったら、難なくすっと「えー。」とか、あ

の非難轟々っていうのもなく、「あ、そういうものなんだ。」っていう形で、

素直に学習者が受け入れていたので、なるほどなと思いました。以前は、以

前はというか、その日本語教師全般に言えると思うんですけど、たぶんこれ

はちょっとイレギュラーなものがあったら、混乱するから出さないほうがい

いとか、そういう学習者の負担になるのは避けたほうがいいっていうような。

まあ、音声だけではなくて文法とか何でも漢字とかでも何でもそういう傾向

があるんですけれど。まあ、必要じゃなくても絶対どこかで学習者にとって

は外の世界で出会うものだったり、いつかは必要になるものっていうふうに

思うものは、負担だからと思ったりして、あんまりこっちが親切に、変な親

切心で出さないよりも、あの、こういうものなのでっていうふうにふつうに

出してしまったほうがいいんだなと。っていうこともちょっと学んで、ちょ

っとね、視点が変わりました。思い込んで、もうできるだけ我慢して出さな

いように出さないようにみたいなコントロールをしてっていうところも、気

をつけなきゃいけない反面、出すところはもう出しちゃっても、というとこ

ろもあるんだっていうのを学びましたね。 

 

英語教育において authenticityを満たしている素材に触れることはますます重要となっ

てきている。その試みとして、TOEIC は 2006 年 5 月から、アメリカ人に加えてカナダ人、

イギリス人、オーストラリア人の朗読が含まれるようになった。英語教育の展開と同様に、

日本語教育の分野ではさまざまな地域の日本語の発音を教室の中で教えようという論考も

ある（岡本・氏原 2006）。日本語教育に携わる人にとって、何を目的にどのような発音を

目指すのかという議論は大事である。 
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筆者は、物理的・時間的に限りのある教室環境を考慮して、音声教育の目的を決めるこ

とが重要だと考える。 

本研究における「音声教育実践」は、物理的に考えると、東京都内に位置するという点

で、東京方言を基盤とした日本語の音声の仕組みを学習していくのは当然のことのように

考えられる。もし「音声教育実践」が関西や九州などの教育機関に設けられていれば、そ

の地域で日々音声コミュニケーションを取っている学習者のために、その地域の方言を基

盤とした日本語の音声の仕組みを学習できるように環境を醸成することもあり得るだろう。

また、「日本語の音声の仕組みを理解する」として、標準語のアクセントにおいて、1 拍

目と 2 拍目の高低が異なるというルール、一語の中で一度声が下がったら二度上がらない

というルールは、地域における方言では通用しない知識ではあるかもしれないが、少なく

ともニュースや公的な場で話されている日本語を理解するうえで共通する知識となる。 

さらに、時間的に限りのある教室環境の中で、教師は、教室の中で音声学習のために役

立つ情報を与え、学習者が教室外の日々の音声コミュニケーションの中で音声学習を行っ

ていくようにサポートする必要がある。 

では、物理的・時間的に限りのある教室の中で、どのような方針で音声教育を行ってい

けばよいのであろうか。表現主体としての学習者の発話意図をよりよく伝えるために、ま

た思わぬ印象を理解主体に与えないように、といった目的を掲げ、それらの目的を達成す

るために、日本語の音声の仕組みを理解させることを教室での音声コミュニケーション教

育の方針として掲げるのが必要ではないだろうか。 

上記の音声教育の目的は、実習生それぞれが経験した教師としての音声の意味づけとも

関連するだろう。実習生 C は、拙い発音によって、学習者が思わぬ印象を理解主体に与え

てしまうことで、不当な評価を受けたり、不利益を被ったりした経験を持っている。C は

そういった自身の教師としての経験と結びつけて、音声教育の目的を次のように意味づけ

ていた。 

 

C：日本語にはあり得ないアクセントとかそういうのをちゃんと指導していけた

ら、学習者にとって伝わりやすい自分の不利益にならないように支援するこ

とができるんだなっていうことがわかって、本当に有意義でした。 
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C が言う「日本語にはあり得ないアクセント」とは、東京方言において 1 拍目と 2 拍目

のアクセントが異なるとか、一語の中で一度下がったら二度上がらないというアクセント

に関わるルールを指している。4.3 で述べたように、C は自分の教え子が拙い発音のせい

で不利益を被ったことと関連づけながら、音声教育の意味づけを行っている。そういった

アクセントのルールを指導していけば、音声コミュニケーションにおいて表現話者として

の学習者が伝えたい内容が伝わりやすくなり、また理解主体に思わぬ印象を与えることが

防げる。これが、C にとっての音声教育の意味づけであり、音声教育の目的であり、教室

内での音声学習支援の在り方なのである。 

次に、一つの発話の中に多くの音声項目が複雑に絡んでいる点である。音声コミュニケ

ーションの authenticity を考えると、一つの発話の中にはさまざまな音声項目が複雑に絡

んでいるのは当然のことである。しかし、音声教育活動において焦点を絞るのは大切であ

る。authenticity を考慮し、一つの例文の中の単音レベルでも韻律レベルでもすべて指摘

してしまっては、学習者は混乱してしまう。最初は一つひとつの音声項目に焦点を置いて

学習を進めていき、それが重なってこそ、複雑に絡んでいる音声コミュニケーションを学

んでいく必要があるだろう。 

上記で述べたように、二通りのアクセントを示すこと、最初は一つずつ音声項目を学ん

でいくが徐々に一つの発話の中に多くの音声項目を絡ませて指導していくという 2 点は、

教室外の日常生活における発話と類似した「状況的真正性」と言えよう。 

 

（2）交流的真正性からみる音声コミュニケーション 

上記では「状況的真正性」が音声コミュニケーションにおいて重要な観点であることを

述べたが、「交流的真正性」から音声コミュニケーションを考えることも必要である。 

練習用例文や会話文の自然さに関する議論は、コミュニカティブ・アプローチが注目さ

れ始まった 1980 年代から存在している。構造主義や行動主義の影響を受けていた外国語

教育において、文脈のない例文を使った文型練習、教師の発音をオウム返しする発音練習

などは批判の的になり、実際のコミュニケーションを文脈とした自然な例文や会話文の練

習が注目を浴びるようになった。その当時、文脈が不自然で発音だけに焦点を当てた無意

味な教材として認識されていたのが、ミニマルペアである。ところで、音声コミュニケー

ション教育を目指した「音声教育実践」において、なぜこの批判の的となるミニマルペア

を用いたのであろうか。担当教員は、100 個のミニマルペアのリストを実習生に配布し、
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それを使う意味、語彙選定、補助教材としての加工を考えるように、学びの場を設けてい

た。当初、実習生の間では authenticity、特に「状況的真正性」という側面から例文が不

自然であるため、実習で用いることの意味が見出せないのではないかという意見交換が行

われた。確かに「状況的真正性」という側面からミニマルペアの例文を考えると、日常生

活では使えないように見えるかもしれない。 

しかし、ミニマルペアの補助教材の学習目標は、音声への意識向けにある。ミニマルペ

アをとおしてアクセントによる意味の違いを認識すること、そしてそのようにアクセント

によって意味が変わる単語は多いということに気づいてもらうのが狙いである。音声コミ

ュニケーションにおいてアクセントに意識を向けることが「得られるスキル」であるなら

ば、「現実の言語使用に十分応用可能である」（和泉 2009 p.97）ため、「交流的真正性」

として捉えることは可能ではないか。 

ここで、音声コミュニケーション教育を考える際に、「状況的真正性」と「交流的真正

性」のバランスが取れた視点が必要であることが浮き彫りになる。本研究では、「話しこ

とばの発音」回において「状況的真正性」を重視しすぎたがゆえに、音声への意識向けが

薄れてしまったエピソードがあった。失敗談から、音声への意識向けが薄れてしまった実

習活動は、会話形式の活動になりがちであることが浮き彫りになった。一方、「イントネ

ーション」回における会話文は、文脈の中から表現主体の気持ちや意図を理解し、その気

持ちや意図を表す発音を身につけることが学習目標となっていた。練習活動で使われる会

話文がやや不自然で「状況的真正性」に反するとしても、その学習目標が音声の特徴を理

解し、意識を向けることであるなら、「交流的真正性」という視点に切り替えて、音声に

意識を向けるという学習目標を重視すべきではないだろうか。どちらか一つをこだわるよ

りバランスの取れた視点で音声コミュニケーション教育を考えるのが最も重要である。 

実習生 M は、ミニマルペアを用いた活動の学習目標は、アクセントによる意味の違いを

認識し、アクセントに注意して発音するという意識向けにあることを理解し、次のように

ミニマルペアを意味づけていた。 

 

M：あれ〔ミニマルペア〕の一つの目的として、発音がアクセントが変わると意

味が違っちゃう名詞、動詞、形容詞がこんなにたくさんあるんだよと気づか

せることが結構私だけじゃなく、先生もそのときおっしゃってて。あー、そ

うですね。思い出しました。私、結構、練習の場だと思ってたから、100 個
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渡したら練習できないし。（Y：ああ、全部練習すると思ってたんですね？）

そう、そう。だから、結構もうできる範囲で、できる数を渡したほうがいい

んじゃないかなって思ってたんですけど、インパクトをとって、これだけあ

るんだという意識を持ってもらうこと。で、まあ、一番この授業で大切とい

うか、私が大切だと思ってたのが、まず、発音にふだんの生活でも意識を向

けることっていうのが何かすごいこの授業の根本、柱になっているような概

念っていうか、気をつけたいことだったので、その発想を先生から聞いたと

きに、あ、やっぱそのほうがいいって考え直しましたね、そのときは。うん。

結果的に 100 個配って、で、3 回ぐらいでしたかね。授業に入る前に、い形

容詞のときも名詞のときも動詞のときも確認をして、あれやるだけでも、ま

ずアクセント変わったら意味が変わるというのもそもそも知らない人もいた

と思うし、数があれだけある。それでも制限するんですね。なので、あれだ

けあるというのを知ってびっくりすることだけでもすごい効果があったと思

います。 

 

まず、M にとって、教室の捉え方に変容があったのが見て取れる。教室は発音練習の場

だと捉えていたが、発音練習は生活の中で行っていくものであり、教室は生活の中で音声

に意識を向けるためにサポートする場であると捉え直した。最初抱えていた教室の捉え方

は、ミニマルペアの使用においても全部の単語を声に出して読んで発音練習をしなければ

ならないのだと考えていたようである。しかし、アクセントによる意味の違いは、名詞、

形容詞、動詞に限らず多く存在しており、100 のミニマルペアは、その一部である。100

のミニマルペアを声に出して練習したといって、その 100 のミニマルペアの発音を間違え

ることなくできるようになるわけではない。むしろ、ミニマルペアを使った活動の目標は、

アクセントを学ぶ意義を気づかせることであり、これだけの数があるというインパクトを

与えるというものであった。つまり、100 のリストは覚えるための素材ではなく、アクセ

ントを学ぶ意義を気づかせるための素材なのである。 

「状況的真正性」はもちろん考慮すべきであるが、ミニマルペアの例文や気持ちを伝え

る発音の会話例における「状況的真正性」に拘ることで、発音練習や音声に意識を向ける

という音声教育ならではの学習目標が薄れがちであることがわかった。「状況的真正性」で

あれ「交流的真正性」であれ、音声への意識向けという軸足を徹底し、「状況的真正性」と
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「交流的真正性」両方を切り替えつつ authenticity の高い音声コミュニケーション活動を

考えていくことが重要である。 

以上が実習生が補助教材作成をとおして得た音声コミュニケーション教育における

authenticity である。 

 

9.3 「音声教育実践」をとおした他者とのインターアクション 

本節では、実習生を取り巻くインターアクションは、実習生の学びにどのような働きを

したかという問いに答えるために、第 7 章と第 8 章の分析結果を中心に考察を行う。 

 

9.3.1 実習生間のインターアクションをとおした学び 

第 4 章の音声教育の意味づけ、第 5 章の音韻知識の学習、第 6 章の補助教材の作成、そ

して実習生同士の意見交換の手段であった第 7 章のメーリングリストにおいて、実習生間

のさまざまなインターアクションの様子が浮き彫りになった。このインターアクションは、

実習生が学びを得るうえでどのような働きをしていたのだろうか。本項では、音声の省察

および教師の成長サイクルという観点から、インターアクションの働きについて考察を行

う。 

 

9.3.1.1 言語化をとおした音声の省察 

実習生は実習生同士の打ち合わせ、メーリングリストをとおして音声の特徴を言語化し

ており、また筆者とのインタビューの中では音声教育と関連した経験を言語化していた。

「音声教育実践」における実習生間のインターアクションは、音声を言語化することを可

能にしたと言える。 

特に第 7 章で分析したメーリングリストにおいては、音声の特徴が文字言語化されてい

く様子が見られた。メーリングリストは、音声コミュニケーションとは異なり、文字を媒

介としてコミュニケーションを行うという特徴がある。一般的に音声は文字を媒介とせず、

発音指導は口頭で行われると認識されるが、メーリングリストでは文字によるコミュニケ

ーションで発音指導について議論することで、音声の特徴が文字言語化され、省察が促さ

れる。 

各回の担当者が最初のメールで立ち上げた振り返りや計画は、実習生全員にとっての省

察の軸となり、それぞれの実習生が自分のことばで肉づけをして、振り返りがなされ、授
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業の形が組み立てられていく。とりわけ、メーリングリストにおいては、〈音声教育活動の

目標〉〈音声教育活動の内容〉〈音声教育活動の方法〉に関する言語化が何度も繰り返され

ていく。口頭で意見交換を行う場面においては、表現と理解の行動がほぼ同時に行われ、

時間にも制約があるため、全員が最初の人が言った内容を何度も繰り返して話し合うこと

はあまり見られない。メーリングリストという場でこそ、担当者の意図や活動の内容がほ

かの実習生のことばで再生産され、肉づけされていくのである。 

さらに、メーリングリストでは時間の余裕をもって省察が行われる。文字言語化された

記録として残っているため、じっくり考えて自分の意見を述べることができる。本研究で

は、メーリングリストをとおした音声教育の実践活動の計画において、ほかの実習生が作

成した教材や活動について一人でじっくり考えてから、フィードバックを行う様子が見ら

れた。例えば、F が野菜の産地を素材とした複合名詞アクセントの教材を作成したとき、

B は自らアクセント辞典を調べ、語彙のアクセントを確認し、「大分」は二通りのアクセン

トがあることに気づいた。口頭での話し合いであれば、前述のとおり、表現と理解の行動

が同時に行われるため、このように相手のことばを受けて調べてから答えを出すというの

は難しい。メーリングリストでは、自分で調べられるものは調べてから助言したり意見を

出したりすることができるため、省察を伴った意見交換が可能になる。 

また、第 5 章で示したエピソードにおける発話や第 6 章で示した補助教材の中にも音声

の特徴が言語化される様子が見られ、第 4 章の語りでは音声と関連した経験を言語化しな

がら意味づけている様子も見られた。このように実習生間のインターアクションは、音声

の特徴や音声に関する経験を言語化させ、実践的知識の 1 つ目である「音声の省察による

メタ言語能力」を促したと言える。 

 

9.3.1.2 音声教育の計画・実行・振り返り・再構築というサイクルの生成 

実習生は、「音声教育の計画、実行、振り返り、再構築というサイクル」（千 2017a）を、

メーリングリストを媒介として形成していった。教師教育における教師の成長パラダイム

では、実践―観察―改善というサイクルの形成が教師の成長を支えるとされる。このサイ

クルは、「自己研修型教師」に推奨され、実践を行ううえで重要である（Wallace1991、岡

崎・岡崎 1997）。【実習生による音声教育活動】【学習者の様子】【音声教育の環境】におけ

る省察を踏まえ、実習生は翌週の活動の計画にその省察の内容を反映させていった。この

サイクルには次のような特徴が見られた。 
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まず、「音声教育の計画、実行、振り返り、再構築というサイクル」は、3 つの内容――

【実習生による音声教育活動】【学習者の様子】【音声教育の環境】――を軸にして形成さ

れていった。3 つの内容を毎週継続的に話し合うことで、2 つ目の実践的知識である「音

声教育活動の明確化」が一層促されたのではないか。実際に第 6 章で補助教材に関する意

見交換の内容を示す際には、実習生間のインターアクションの手段であったメーリングリ

ストの文面を使うこともあった。また、実習生間のインターアクションの中で、補助教材

の修正が施され、音声教育活動が明確化されていくことがわかった。このように実習生間

のインターアクションは、実践的知識の 2 つ目である「音声教育活動の明確化」を促す働

きをしていたと言える。 

そして、「音声教育の計画、実行、振り返り、再構築というサイクル」の中身にも変化

が見られた。初期にはメーリングリストをとおした意見交換の意義について論じられるこ

とが多かった。回を重ねるたびに、実習生にとってメーリングリストをとおした振り返り

と計画の習慣が身につけられ、自律的かつ継続的にメーリングリストを利用している様子

がわかった。このようなことからも、実習生間のインターアクションは有効に働いていた

と解釈できる。 

 

9.3.2 学習者とのインターアクションをとおした学び 

本項では、第 8 章の分析結果を踏まえて、「音声教育実践」における学習者とのインタ

ーアクションによる学びを考察する。省察モデルを観点に、再構築した音声教育観を考察

する。 

 

9.3.2.1 音声教育観の省察 

第 2 章で述べたように、教師教育のパラダイムは 1990 年代を起点に「教師トレーニン

グ」から「教師の成長」へ転換した。「教師トレーニング」では、教師として必要とされる

技術や知識を指導者から教わり、訓練によって指導能力が身につけられるとされる。一方、

「教師の成長」という考え方では、「実践―観察―改善」のサイクルを教師が主体的に行う

ことによって、教師としての専門性を自ら高めていくとされる（岡崎・岡崎 1997）。 

「教師の成長」パラダイムにおいて、上述の「実践―観察―改善」のサイクル以外にも、

「省察」という概念は欠かせない。Wallace（1991）の「省察モデル」によると、「既存の

スキーマや教育観」から、「与えられた知識」と「経験から得た知識」に支えられる「実践」
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と「省察」を繰り返し、教師としての「専門的な能力」が身についていく。つまり、「省察」

は、教師の成長において非常に重要な概念であると言える。 

本研究では、Wallace（1991）の省察モデルに基づき、「音声教育実践」の方針や授業の

シラバスなどを「与えられた知識」と捉え、学習者とのインターアクションを交えながら

新たに得た学びを「経験から得た知識」と捉える。よって、「音声教育実践」は「与えられ

た知識」に、学習者とのインターアクションをとおして得た実習生の気づきは「経験から

得た知識」に該当する。この二つに支えられた「実践」をとおして、実習生は「省察」を

行っていると想定し、その「省察」のプロセスで、「既存のスキーマや教育観」を行き来し

ながら音声教育とは何かを理解していく、つまり「専門的な能力」を学んでいくと考える。

この内容については第 8 章の各節で述べてきた。なお、第 8 章の各節の前置きに書いた教

育歴や「音声教育実践」の受講理由は「既存のスキーマや教育観」を知るうえで参考とな

る。そして、実習生のさまざまな学びは、「専門的な能力」に当たると捉える。 

 

 

図 9.3.2.1 省察モデル（Wallace1991、筆者訳） 

 

図 9.3.2.1 と関連づけて実習生の学びを考察すると、次のようなことが言える。学習者

とのインターアクションをとおして得た学びは、ただ担当教員が用意した学びの場から受

け身の姿勢で得た「与えられた知識」だけでなく、積極的に学習者の言動を観察し、学習

者に指導およびアドバイスを行うなどの「経験から得た知識」である。つまり、実習生は

自ら学びの領域を醸成していったと言える。「与えられた知識」と「経験から得た知識」に

支えられ「実践」と「省察」を行い、「既存のスキーマや教育観」と照合しつつ、新たな「専

門的な能力」を身につけていった。そのことは、経験的に音声教育を学び、省察の機会が

設けられていた「教師の成長」パラダイムに即した環境だからこそ可能だったと推察され

る。 

学びは用意されたシステムの中での獲得で終わるのではなく、実践内外を行き来しなが
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ら螺旋型で拡張されていく。教員から教わった教育の理念を単に獲得して終わるのではな

く、学習者とのインターアクションをとおしてその理念を具現化していったことがわかっ

た。まず、学習者の様子を観察し、新たな理念でその学びの様子を解釈してみる。また、

指導を行いながら、その指導を受けた学習者の反応を観察し、指導の成否を省察する。さ

らに、次回の実践にその省察を生かして、学習者の様子を察知する。すなわち、実習生は

すでに用意されている学びの場において受動的に学びを獲得したのではなく、積極的な行

動を取ることによって自ら学びの場を醸成していったのである。そのような行動により、

時間・空間の枠を超えて、大きな学びの場が生み出された。時間枠においては、これまで

経験してきた音声に関するエピソードを再解釈したり、自分が行ってきた教育実践と比較

したりしながら、音声教育に関する考えを更新していく。空間枠においては、学校側から

用意された実践に限らず、実践外における学習者とのインターアクションをとおして、学

びの場を自ら拡張していった。実習生のこのような積極的な学びの姿勢から、「自己研修型

教師」の特色が浮き彫りになった。このことから、図 9.3.2.1 のような学びのサイクルを

実習生自らが運用していったことがわかる。つまり、自己研修型教師として成長を成し遂

げていったと言える。 

 

9.3.2.2 音声教育観の再構築 

実習生は、学習者とのインターアクションをとおして、音声学習の様子を観察し、音声

コミュニケーション教育に関わる要素を理解することができた。それは、9.1.2 で述べたと

おり、（1）音声コミュニケーション教育の方針、（2）指導内容と指導方法、（3）学習者の

能力、（4）教師の役割、である。ここでは、特に、学習者の様子を中心に考察する。 

1 つ目は、音声学習に対する姿勢である。学習者とのインターアクションをとおして、

音声学習に対する学習者のニーズや熱心さを感じ取り（9.1.1.3）、音声学習をとおして達

成感を得た瞬間を共有できた（9.1.2.2、9.1.2.4）。また、発音の揺れに対する柔軟な受け

入れ姿勢を見て、これまで教師として「変な親切心」をもって、イレギュラーな語句や文

型などは示してこなかったことを省察し、より柔軟な姿勢で日本語指導を捉え直すように

なった様子が見られた（9.1.2.4）。 

2 つ目は、音声学習における能力である。実習生は明示的なフィ－ドバックを行わなく

ても、学習者が自ら自分の発音の問題点を発見し、修正できる能力を備えていることを理

解することができた（9.1.2.3）。また、学習者の質問から、学習者が教室外でいかに音声
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に意識を向けて聞き取っているのか理解し、学習者の質問は、ただわからないことを聞い

ているのではなく、その質問の内容には、学習者が普段からどういうことに気をつけて音

声コミュニケーションを取っており、注意深く聞いているかが表れていると解釈するよう

になった（9.1.2.3）。 

3 つ目は、音声学習に現れる特徴である。学習者の学習態度から徐々に音声の自律学習

の姿が具現化されていき、音韻知識の習得によって言動に変容が表れていた（9.1.2.1）。

一方、発音や音声学習に対する不安も見られた（9.1.2.4）。 

実習生は、音声コミュニケーションに特化した実習をとおして、学習者とインターアク

ションを行った結果、上記の音声コミュニケーション教育に関わる諸要素を理解できるよ

うになった。しかも、これまでの教師としての経験を省察しながら、音声学習における特

徴を意味づけていったことがわかった。これらの学びは、音声コミュニケーション教育に

特化した実習の場が設けられていなかったら、日本語教育現場において長年経験を積んで

いってもなかなか得ることのできなかったのであろう。特に、学習者とのインターアクシ

ョンが十分取れるようにデザインされた実習の場からこそ、実習生は上記の学びを得るこ

とができたと言える。 

 

9.4 音声教育観、実践的知識、インターアクションの関係 

本節では、上記で考察した、音声教育観、実践的知識、インターアクションの関係につ

いて論じる。 

 

9.4.1 音声教育観と実践的知識の関連性 

実習生の学びは主に音声教育観と実践的知識という 2 つの軸からなると考えられる。ま

た、音声教育観と実践的知識は相互に影響していた。 

音声教育観として挙げられた音声コミュニケーション教育の目的（9.1.1）、音声コミュ

ニケーション教育に関わる要素の捉え方（9.1.2）は、2 つ目の実践的知識である音声教育

活動を明確化させること（9.2.2）に繋がる（図 9.4.3 の矢印①参照）。 

実践的知識の中には、音声の省察によるメタ言語能力、音声教育活動の明確化がある。

そのうち、1 つ目の音声の省察によるメタ言語能力は、音声コミュニケーション教育の指

導内容や指導方法（9.1.2.2）を考えるうえで、影響を及ぼしている。また、1 つ目の音声

の省察によるメタ言語能力や、2 つ目の音声教育活動の明確化は、教師の役割（9.1.2.4）
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を構築するうえでベースとなる。つまり、教師として身につける実践的知識は、教師が抱

える音声教育観を構築するうえで欠かせない（図 9.4.3 の矢印②参照）。例えば、実習生の

中には、実践的知識の習得により、音声教育観を変容させ、これまで教師として経験した

エピソードを再解釈する人もいた。そのうち一人が A である。A は、「音声教育実践」を

受講する以前、台湾で教師を務めていたときに、発音によって意味が伝わらないエピソー

ドを経験していても、それを発音による問題と受け止めず流していた。しかし、「音声教育

実践」をとおして、実践的知識を得たからこそ、そのエピソードが発音を原因とする「伝

わらなかった」例であると意味づけるようになった（4.1）。このことから、教師が持って

いる実践的知識が、音声教育観にも影響を及ぼしていることが示唆される。 

 

9.4.2 音声教育観とインターアクションの関連性 

実習生による音声教育観の構築は、実習生間または学習者とのインターアクションをと

おして促された。以下、音声教育観とインターアクションの関係を考察する。 

音声教育観の 1 つ目として挙げた、音声コミュニケーション教育の目的を明確化（9.1.1）

していく際に、学習者とのインターアクションが影響を及ぼしている。実習生の語りでは、

音声によって学習者が社会からどのような評価を受けているか、学習者が音声や音声学習

をどのように捉えているかを、学習者とのインターアクションをとおして知ることができ

た例が多々見られた。学習者とのインターアクションは、音声コミュニケーション教育の

目的を明確化するうえで、影響している（図 9.4.3 の矢印③参照）。また、「音声教育実践」

を受講する以前に経験してきた学習者とのインターアクションは、「音声教育実践」で学ん

だ実践的知識を習得し（図 9.4.3 の矢印④参照）、音声教育観を構築するうえで（図 9.4.3

の矢印③参照）、省察の材料になっていることがわかった。 

音声教育観の 2 つ目として挙げた、音声コミュニケーション教育に関する要素の捉え方

は、学習者とのインターアクションをとおして、具現化されていくことがわかった。また、

メーリングリストをとおして実習生間で行った【学習者の様子】の共有も、音声コミュニ

ケーション教育に関する要素の捉え方をより深めることができた（図9.4.3の矢印③参照）。 

以上のように、インターアクションは、実践的知識と音声教育観を軸とする実習生の学

びを促す要素であったことがわかる。 
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9.4.3 実践的知識とインターアクションの関連性 

実習生が実践的知識を習得するうえで、実習生間のインターアクションは、影響を及ぼ

している。以下、それぞれの実践的知識とインターアクションの関係を考察する。 

実践的知識の 1 つ目として挙げた音声の省察によるメタ言語能力は、実習生間のインタ

ーアクションをとおして促された。春学期におけるメーリングリストにおける意見交換で

は、音声の文字言語化という特徴（9.3.1.1）が見られたが、メーリングリストによるイン

ターアクションは実習生に音声の特徴を文字言語化させるうえで機能していると判断でき

る。また、秋学期における実習生間の打ち合わせは、互いの発音を聞き取ったり、その特

徴を話し合ったりすることが、音声の省察を促すこと（9.2.1）、音声のメタ言語能力の獲

得に繋がることがわかった（図 9.4.3 の矢印④参照）。 

実践的知識の 2 つ目として挙げた音声教育活動の明確化は、補助教材作成における実習

生間のインターアクションをとおして達成されていくことがわかった。メーリングリスト

では、【実習生による音声教育活動】が言語化をとおして明確化されていき、振り返りおよ

び計画のサイクルを形成させていたことがわかった（9.3.1.2）。振り返りおよび計画のサ

イクルが形成され、回を重ねるたびに、音声教育活動はより明確になっていった（9.2.2）。 

また、実習生は、学習者とのインターアクションをとおして、音声教育活動の目標が不

明確だったときの学習者の学習姿勢と、明確化されたときの学習者の学習姿勢には明らか

に違いがあることを知った（9.2.2.1）。その結果、1 つの補助教材に 1 つの音声教育活動を

入れ込むように、またその活動の目標に沿った内容や活用方法を明確にするために工夫し

ていく様子（9.2.2）が見られた（図 9.4.3 の矢印④参照）。 
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図 9.4.3 音声教育観、実践的知識、インターアクションの相互関係 

 

9.5 小括 

本研究は、音声コミュニケーション教育の意味と重要性を論じ、教師教育への提言を行

うために、音声コミュニケーション教育を実現すべくデザインされた「音声教育実践」を

調査フィールドとし、音声コミュニケーション教育の実践を行う実習生がどのような学び

を得たかを分析することにした。本章では、実習生の学びを分析するために設定した、3

つの RQ に答えた。そして、実践的知識、音声教育観、インターアクションの関係を明示

した。 

まず、本研究の目的を達成するために、次の RQ を設定した。 

 

RQ1：「音声教育実践」をとおして実習生が構築した音声教育観はどのようなものか。 

RQ2：「音声教育実践」をとおして実習生が得た実践的知識はどのようなものか。 

RQ3：実習生を取り巻くインターアクションは実習生の学びにどのような働きをしたか。 

 

RQ1 の答えとして、「音声教育実践」をとおして実習生が構築した音声教育観（9.1）を、

音声コミュニケーション教育の目的および捉え方という側面から挙げた。 

第一に、音声コミュニケーション教育の目的は、（1）意味理解と意味伝達、（2）自己表
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現であるという音声教育観が浮き彫りになった。理解主体と表現主体として他者とともに

音声コミュニケーションを行う際に、表現主体の伝えたい意味が理解主体に伝わるために、

音声教育を行う（9.1.1.1）。この音声コミュニケーションには、日常生活における場面と

評価を伴う場面がある。学習者はどの場面においても、表現主体として表したいイメージ

を持っている。表したいイメージに合わせて音声表現を使うことで、自己表現を行う。さ

らに、他者との関わりの中で認めてもらい、より社会に溶け込み、自己実現の場を広げて

いく（9.1.1.2）。上記の音声コミュニケーション教育の目的は、（3）学習者自身によって

決められるべきである（9.1.1.3）。 

第二に、音声コミュニケーション教育に関わる要素の捉え方に音声教育観が表れている。

（1）音声コミュニケーション教育の方針として音声の自律学習が望ましく、音声の自律

学習の成果は徐々に現れるものである。さらに、学習者が目的、学習内容・方法を選択し、

学習を遂行していくため、学習の場は教室の中に限られない（9.1.2.1）。（2）音声教育の

指導内容に対する実習生の認識は単音から韻律へと変化し、音声と気持ち、音声と諸領域

という関連づけ・意味づけがなされた。これには音声コミュニケーション教育の内容が何

かが具体的に示されている。また、これらの指導内容が体系的に教えられると認識するよ

うになった（9.1.2.2）。（3）学習者は、教室外でも音声に意識を向けて注意深く聞いてお

り、発音の揺れに柔軟性を持っており、発音の自己修正能力が備わっていると認識するよ

うになった（9.1.2.3）。（4）教師の役割として、音韻知識の指導、音声の意識化の促し、

学習ツールや方法の共有、情意面での状況理解と励ましを認識した（9.1.2.4）。 

RQ2 の答えとして、実践的知識（9.2）には、（1）音声の省察によるメタ言語能力、（2）

音声教育活動の明確化、が挙げられる。 

1 つ目の実践的知識として、実習生は「音声教育実践」に参加する中で、日本語の音声

そのものおよび音声と関連した経験を省察し、その副産物としてメタ言語能力（9.2.1）が

身についたと考えられる。音声の省察を促進する要素とプロセスとして、（1）音声に対す

る戸惑い（2）音声への意識向けからなる【音声の意識化】の段階、（3）音韻知識のイン

プット（4）音声と関連した作業からなる【音韻知識の整理】の段階、（5）音声の仕組み

に対する気づき（6）音声に関する振り返りと意味づけからなる【音声のメタ言語能力の

獲得】の段階が存在することがわかった。【音声の意識化】【音韻知識の整理】は、【音声の

メタ言語能力の獲得】のための準備段階である。ただし、【音声のメタ言語能力の獲得】は、

【音声の意識化】を持続させ、その範囲を広げていた。つまり、【音声のメタ言語能力】が



381 

到達点であるわけではなく、3 つの段階はサイクルとして継続していく螺旋状のものだと

考えられる。また、3 つの段階において、決まった順序があるわけではなく、同時に行わ

れたり順序が前後したりすることもあった。 

2 つ目の実践的知識として、実習生は補助教材を作成し、音声教育活動をデザインして

いく過程で、音声教育活動を明確化させる力（9.2.2）が身についた。（1）補助教材におけ

る学習目標の明確化、（2）学習者に沿った視点の育成、（3）音声と諸領域との関連づけ、

（4）音声と日常生活との繋がり、（5）authenticity を考慮した音声コミュニケーション

の視点の育成、が挙げられる。 

RQ3 の答えとして、実習生の学びにおけるインターアクションの働き（9.3）を示した。 

まず、実習生間のインターアクション（9.3.1）は、音声の特徴や音声に関する経験を省

察、また言語化させ、実践的知識の 1 つ目である音声のメタ言語能力を身につけるよう促

したと言える。また、【実習生による音声教育活動】【学習者の様子】【音声教育の環境】と

いう内容を軸に、「音声教育の計画、実行、振り返り、再構築というサイクル」（千 2017a）

が形成され、実践的知識の 2 つ目である音声教育活動の明確化を促したと言える。 

次に、実習生は学習者とのインターアクション（9.3.2）の中で、新たに得た音声教育観

を適用させた実践を行い、学習者の音声学習の様子を観察することで、音声教育観や指導

の成果を省察する機会へと醸成していた。また、学習者の発話や行動を観察することで、

実習生が持っていた既存の音声教育観に対する省察が行われ、音声教育観を再構築するこ

とに繋がった。 

最後に、音声教育観、実践的知識、インターアクションの関係（9.4）を示した。これら

の 3 点は、密接に繋がっており影響を及ぼし合う有機的な関係が保たれていることが示さ

れた。つまり、音声コミュニケーション教育の実践を行ううえで、3 点とも欠かすことの

できない要素であると言える。
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第 10 章 結論 

 

本研究では、音声コミュニケーション教育の意味と重要性を論じるために、音声コミュ

ニケーション教育の実践を行った実習生の学びを分析してきた。 

本章では研究の成果を踏まえ、実習生の学びをまとめ（10.1）、日本語教育を文脈とする

音声コミュニケーション教育の意味と重要性を述べる（10.2）。そして、教師教育を文脈と

する音声コミュニケーション教育を実践する日本語実習生や教師のために必要なサポート

を考える際に必要な視点を提案する（10.3）。最後に、研究の意義（10.4）および今後の課

題（10.5）をまとめる。 

 

10.1 本研究のまとめ 

本研究では、音声コミュニケーション教育の意味と重要性を論じるために、音声コミュ

ニケーション教育を実現すべくデザインされた「音声教育実践」を調査フィールドとし、

その中で実習生が得た学びを分析してきた。 

まず、本研究では学習者を次のように捉えた。日本社会に参加する一構成員として他者

との関わりを持ち、音声コミュニケーションを取っていく表現主体であり理解主体である。

そして、音声表現で言いたいことを伝え、表したい自分のイメージに合わせて自己表現を

行う。音声を媒介とした自己表現を行い、その中で自ら掲げた夢や希望を叶えていく。自

分の可能性を発揮し、他者に認めてもらうことで、人間としての自己実現に繋がる。 

その一例として、「留学生 30 万人計画」という策定による、優秀な留学生を獲得するた

めのグローバル化を、自己実現という文脈で捉えることが挙げられる。例えば、将来研究

者を目指した留学生が、日本で自身の研究成果を発信し、研究者社会の中で意見交換を交

える中で、自身の研究が社会に貢献できると認められ、一研究者として独り立ちしていく

場合がある。その際に、研究に対する姿勢、計画性、実現可能な目標設定、緻密な努力、

洞察力など、さまざまな要素が自己実現を可能にさせる要素となりうる。また、それらの

研究者としての能力や人柄を表す要素には、日本語表現が欠かせない。さらに、日本語表

現は、語彙、音声、文法、作文、待遇などさまざまな要素からなり、これらの日本語の要

素を総合的に身につけることで、研究者として自己表現を行っていくことになる。日本語

のさまざまな要素が自己表現に繋がるが、本研究ではその中でも特に音声コミュニケーシ

ョン場面に注目することにした。他者の音声表現を聞き取り、自分の言いたいことをわか
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りやすい発音で伝える際に、自己表現の手段である音声を日本語教育の現場でサポートす

ることが必要であり、そのサポートは延いては学習者の自己実現の一助となると考えた。 

例えば、学会や研究会などで口頭発表を行う場合、限られた時間内に聴衆の理解主体に

研究内容をわかりやすく説明することが求められる。専門用語の発音には、単音、リズム、

アクセントにより意味を伝えるうえで重要な要素であり、文末のイントネーションは、問

題意識を伝え、自分の言いたいことを主張するうえで、研究に対する姿勢が印象として伝

わる要素だと考えられる。 

本研究では、このような社会的文脈を踏まえたうえで、音声コミュニケーション教育を

「外国人の多様化とともに日本社会の一構成員として位置づけられる学習者が、他者とと

もに音声コミュニケーションを取る中で、音声を媒介に意味理解・意味伝達並びに自己表

現をすることで、他者に認めてもらい、自ら抱えている夢や希望を実現させる、自己実現

の一環としてのサポート」であると捉えた。音声コミュニケーションおよび自己実現は、

言語、文化、行動などの諸要素により実現すると考えられるが、本研究はその中でも特に

音声に焦点を置き、音声教育をとおして学習者をサポートするという立場を取った。また、

学習者オートノミーが注目されるようになった近年の言語教育の背景をもとに、音声の自

律学習を音声教育のサポートの方針であると捉えた。 

次に、実習生は音声コミュニケーション教育を実践する存在として捉えた。学習者を対

象に音声コミュニケーション教育を実践することで、学んでいく主体である。音韻知識を

理解し、学習者が一人になっても自ら音声学習が行えるように自律学習をサポートすると

いう音声コミュニケーション教育の立場に立った。それは、教師が学習者の間違えた発音

を指摘し、モデル音声を示し、学習者は教師の発音をオウムのように繰り返すという従来

の「発音矯正」とは異なる。 

東京都内の某大学大学院に教師教育の一環として設置された「音声教育実践」を調査フ

ィールドに、1 学期当たり 15 週間研究調査を 2 学期に渡って実施した。2012 年度春学期

に 6 名の実習生、秋学期に 8 名の実習生が参加した。14 名の実習生の学びを分析するため

に、3 つの RQ を設けた。 

 

RQ1：「音声教育実践」をとおして実習生が構築した音声教育観はどのようなものか。 

RQ2：「音声教育実践」をとおして実習生が得た実践的知識はどのようなものか。 

RQ3：実習生を取り巻くインターアクションは実習生の学びにどのような働きをしたか。 
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第9章で示した3つのRQへの答え、つまり実習生の学びは以下のようにまとめられる。 

 

10.1.1 音声教育観 

本研究では、音声コミュニケーション教育を実践した実習生の学びを分析し、彼らが再

構築した音声教育観を明らかにした。 

実習生の語りから、音声コミュニケーション教育の目的として、（1）意味理解と意味伝

達、（2）自己表現が挙げられる。また、音声コミュニケーション教育の目的は、学習者自

身によって決定されるものである。 

音声コミュニケーション教育の捉え方としては、（1）音声の自律学習という到達目標と、

徐々に現れる音声の自律学習の成果、および教室を超える音声の自律学習の場を認識する

ようになった。また、（2）指導内容として、音声教育の範囲を単音に限らず、韻律レベル

での指導が必要であり、気持ちと音声の関連づけ、また諸領域とも関連づけて捉えるよう

になった。指導方法として、音声も文法と同様に体系的に指導することができることがわ

かった。次に、（3）学習者には発音の自己修正能力が備えられており、教室外でも音声に

意識を向けて、聞き取っていることを学んだ。最後に、（4）教師の役割として、音韻知識

を指導すること、音声の意識化を促すこと、学習ツールや方法を共有すること、情意面に

おける状況を理解し、励ますことを認識していった。 

実習生はそれぞれが経験してきた言語学習や日本語指導をとおして築いてきた教育観

をもとに、「音声教育実践」をとおして既存の教育観を再構築している。最初は明確でなか

った教育観も、「音声教育実践」をとおして具現化されていった。実習生が音声教育を行う

目的を明確化していく様子が見られた。実習生の間で育まれた音声教育観は、今後の教育

実践において教室実践の方向を決める道しるべとなるだろう。 

 

10.1.2 実践的知識 

実習生が音声コミュニケーション教育の実践を行うことで、（1）音声の省察が促され音

声のメタ言語能力を身につけ、（2）音声教育活動を明確化させることができた。実習生が

音声を省察したり教育活動に関して明確化させたりする力を身につけたのは、まさに実践

的知識であり、従来の教師教育において行われる音声学を中心とした理論的知識のサポー

トとは次元が異なるものだと言える。以下では、実践的知識についてより詳しくまとめる。 
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10.1.2.1 音声の省察によるメタ言語能力 

1 つ目の実践的知識として、音声の省察が促され、その副産物として身につけたメタ言

語能力を挙げる。音声の省察とは、音声と関連した経験や音声そのものに対して省察する

ことを指し、「音声の省察力」とはそのような省察ができる力を備えていることを指す。音

声のメタ言語能力とは、「日本語の音声の仕組みを理解したうえで、ことばや記号で説明で

きる力」を意味する。 

本論文の第 5 章では、「漢字の促音化」「アクセント確認Ⅰ」「アクセント確認Ⅱ」とい

うエピソードの中で、実習生が音韻知識を学習していく過程を分析した。1 つ目のエピソ

ードにおいては、促音化が起こる漢字語の条件を把握しており、説明できることを、音声

のメタ言語能力が身についたと言える。2 つ目のエピソードにおいては、自分の声がどこ

で上がっているか下がっているか、単語または文ごとに高低の位置を示せることを、音声

のメタ言語能力が身についたと言える。3 つ目のエピソードにおいては、音韻レベルと音

声レベルでの発音が異なることに気づかされ、その違いやこれまでの日本語教育における

使い分けを意味づけしたことを、音声のメタ言語能力が身についたと言える。 

そして、音声を省察し、音声のメタ言語能力が身についていくプロセスも明らかになっ

た。その中には、（1）音声に関する戸惑い（2）音声への意識向けという要素からなる【音

声の意識化】の段階、（3）音韻知識のインプット（4）音声と関連した作業という要素か

らなる【音韻知識の整理】の段階、（5）音声の仕組みに対する気づき（6）音声に関する

振り返りと意味づけという要素からなる【音声のメタ言語能力の獲得】の段階が存在する。

【音声の意識化】【音韻知識の整理】は、【音声のメタ言語能力の獲得】のための準備段階

であり、（5）音声の仕組みに対する気づきがあってこそ、【音声のメタ言語能力の獲得】

に繋がるという関係性を導いた。また、【音声のメタ言語能力の獲得】は、（2）音声への

意識向けを持続させ、その範囲を広げていく。3 つの段階はサイクルとして継続する螺旋

状の形であり、それぞれの段階が同時に行われたり順序が前後したりすることもある。 

 

10.1.2.2 音声教育活動の明確化 

2 つ目の実践的知識として、音声教育活動の明確化を挙げた。15 種の補助教材の特徴お

よび補助教材の作成におけるエピソードを分析した。その結果、実習生は、補助教材の作

成をとおして、（1）補助教材における学習目標の明確化、（2）学習者に沿った視点の育成、
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（3）音声と諸領域との関連づけ、（4）音声と日常生活との繋がり、（5）authenticity（真

正性）を考慮した音声コミュニケーションの視点の育成、という学びを得た。 

（1）補助教材における学習目標の明確化は、指示文が明確になり、すべての漢字にル

ビを振ること（総ルビ）で、漢字の読み方に気を取られず音声に意識を向け、下線を引く

ことで発音に意識を向けさせることができた。視覚化によって日本語のリズム、アクセン

ト、イントネーションの特徴が一目でわかるようになり、拍手の叩き方を工夫することで

音声に意識を向けた活動に展開することができた。また、音韻構造をカテゴリー化するこ

とで、音声の特徴を規則的に示すことができた。（2）実習生は補助教材の作成およびその

補助教材を使った実習をとおして、学習者に沿った視点が養われ、母語話者として当たり

前であっても、学習者の視点から日本語の音声を捉え、音声教育活動を展開していく必要

があることに気づかされていった。（3）実習生は補助教材の作成をとおして、音声は文字・

語彙・表記・聴解・読解・作文など諸領域と関連付けられており、音声教育の中でも諸領

域と関連づけて、素材や内容を選ぶことが重要であることを学んだ。（4）実習生は補助教

材の作成をとおして、音声と日常生活を結びつけた活動が教室外の日常生活において音声

の意識化を促すことに繋がるのだと認識するようになり、補助教材の素材として日常生活

に散りばめられている音声の要素に目を向けるようになった。（5）実習生は、補助教材の

作成をとおして、音声コミュニケーションを考える際に authenticity をどのように捉える

べきか考えさせられた。具体的には、「状況的真正性」「交流的真正性」のバランスの取れ

た視点が育成されることがわかった。「状況的真正性」の一例として二通りのアクセント

をそのまま示したこと、「交流的真正性」の一例としてアクセントに意識を向けさせる学

習ツールとしてミニマルペアを用いたことを取り上げた。 

 

10.1.3 インターアクション 

実習生は、筆者とのインタビュー、実習生同士の打ち合わせ、メーリングリストをとお

して音声の特徴を言語化していた。「音声教育実践」における実習生間のインターアクショ

ンは、音声を言語化することを可能にさせたと言える。 

「音声教育実践」における、メーリングリストをとおした実習生間のインターアクショ

ンを分析した結果、（1）実習生による音声教育活動、（2）学習者の様子、（3）音声教育の

環境、について意見交換を行うことで、音声教育の計画、実行、振り返り、再構築という

サイクルを形成していったことがわかった。特にメーリングリストという環境のもと、文
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字言語化をとおした音声の省察が行われることがわかった。実習生は、文字言語を介して

「音声教育の計画、実行、振り返り、再構築のサイクル」を形成していた。第 2 章では、

文字言語で表すことが難しいとされる音声の特徴を取り上げたが、本研究の成果として、

文字をとおした音声コミュニケーション教育の省察のサイクルが形成されていったという

点は非常に興味深い。 

教師教育における教師の成長パラダイムでは、このサイクルの形成が教師の成長を支え

るとされる。「自己研修型教師」（岡崎・岡崎 1997、舘岡 2008）として、実習生はこのサ

イクルを自ら形成し、「音声教育実践」を行う 15 週間において継続させていた。「自己研

修型教師」は、ことばが指すとおり教師自身が自分を研修させていく習慣が身についた教

師である。本研究において実習生は、音韻知識を整理し、学習目標に合わせて指導内容、

教材、指導法を計画立てていった。また、音声教育の実践を実行させ、振り返り、よい点

や改善点を踏まえたうえでまた次の音声教育の実践を計画していった。これらは音声教育

における自己研修と言える。音声教育に関する専門性が実習生の身につけられ、実習生は

教師としての成長を遂げていったと言えよう。 

また、学習者とのインターアクションをとおして、音声コミュニケーション教育に関わ

る要素の捉え方（9.1.2）の理解を深めたことがわかった。実習生は担当教員により「与え

られた知識」のみならず、学習者とのインターアクションの中で「経験から得た知識」が

得られ、「既存のスキーマや教育観」を再構築していく、音声教育観の省察の様子が見られ、

そのようなサイクルをとおして、「専門的な能力」（Wallace1991）を身につけていったと

考えられる。 

 

本研究では、日本語教育を、「外国人の多様化とともに日本社会の一構成員として位置

づけられる学習者が、他者とともに音声コミュニケーションを取る中で、音声を媒介に意

味理解・意味伝達並びに自己表現をすることで、他者に認めてもらい、自ら抱えている夢

や希望を実現させる、自己実現の一環としてのサポート」であると捉えた。学習者は音声

表現をとおして自己表現を行い、表したい自分を表現し、日本語を使って夢や希望を叶え、

自己実現を遂げていく。教師は社会の中で学習者の自己実現をサポートするために音声教

育を実践することで、（1）音声教育観を更新させ、（2）音声のメタ言語能力を身につけ、

音声教育活動をより明確化させ、（3）同僚教師や学習者とのインターアクションの中で音

声教育を具現化させることで、教師として音声教育の専門性を身につけ、教師として成長
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を遂げていったと言える。 

 

10.2 日本語教育を文脈とする音声コミュニケーション教育の意味と重要性 

本研究では、音声コミュニケーション教育の意味と重要性を論じるために、音声コミュ

ニケーション教育を実践した実習生の学びを分析してきた。本章では、実習生の学びをと

おしてわかった、日本語教育を文脈とする音声コミュニケーション教育の意味と重要性を

まとめる。 

音声コミュニケーション教育の意味は、次の 3 つの側面からまとめられる。それは、（1）

社会的文脈の中での音声コミュニケーションの捉え方、（2）音声コミュニケーションにお

ける音声の役割、（3）音声の自律学習のサポート、である。本章では、3 つの側面から研

究目的に答える。 

 

10.2.1 社会的文脈の中で音声コミュニケーションを捉えること 

第 2 章で日本語教育におけるパラダイムシフトを触れたように、音声コミュニケーショ

ンと日本社会における外国人受け入れ政策を関連づけて考えると、日本語教育には 2 回の

パラダイムシフトが存在していると解釈できる。第 1 のパラダイムシフトは、1970 年代

における外国からの帰国者や難民の受け入れにより、日本に来日する前から組織的な日本

語教育を受けることのできなかった多くの学習者が、日常生活をとおしていかに日本社会

に溶け込み、音声コミュニケーションができるようになるかという観点での日本語教育で

ある。第 2 のパラダイムシフトは、2020 年に向けた「留学生 30 万人計画」など、2000

年に入ってから高度の専門技術をもった学習者を対象とした「専門日本語教育」が出現す

るようになり、日本語を使った社会参加をとおした自己実現を補助するための日本語教育

である。こういった状況の中で、学習者の社会参加を目指した日本語教育が注目されるよ

うになった。学習者が目指すのは、日本語母語話者つまりネイティブ・スピーカーではな

く、学習者一人ひとりが置かれたコミュニティーに即した、自ら掲げる到達目標やなりた

い像である。 

音声コミュニケーションが社会参加のプロセスの一連の過程にあるとするならば、学習

者は、単なる表現主体として言いたいことを伝え、理解主体として相手の言いたいことを

聞き取るだけに留まらない。他者とコミュニケーションを取る中で、自分の努力の成果を

所属したコミュニティーの他者に認めてもらい、自ら抱えている夢や希望を実現していく。
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そして、さらに人間として備えられた可能性を発揮するため、努力し続ける。人間である

ならば誰もが自己実現の欲求を抱えており、学習者は日本社会において、一構成員として

自分の夢や希望に向けて絶えず努力し、自己実現を成し遂げていく存在なのである。 

学習者は、日本社会の中で、音声表現をとおして表したい自分を表現し、表現主体とし

て理解主体として音声コミュニケーションを取っていく。その際に、日本語の音声、文法、

文型、語彙、待遇などさまざまな日本語の知識を生かして表したい自分を表現していく。

その中で音声は、社会に溶け込む手段としての役割を果たしている。社会に溶け込む手段

としては、音声表現が挙げられる。学習者は自ら表現しようとする自分のイメージに合わ

せて音声表現を変えていき、また他者に認めてもらうことで、望んだとおりのアイデンテ

ィティを形成していくことができる。例えば、学習者は在住する日本の地域における方言

や訛りで音声表現を行うことで、地域住民と一緒にその地域に溶け込んでいく。また、研

究発表などの場においては、標準語を使った研究発表を行うことで、研究の成果を公に示

していく。このように、学習者は、自分のなりたいイメージに近づけていくために音声表

現を使いこなし、自己実現を遂げていく権利がある。 

ところが、多くの学習者において、母語干渉による音声の特徴は上級になっても最後ま

で残ると言われている。その原因は、1.2.1 でも指摘したように、音声の意識化・言語化・

表記の難しさ、教育現場における音声の取り扱いにくさにより、音声を学ぶ機会が、文法、

文型、漢字、語彙などに比べて少ないからである。 

本研究における実習生の語りの中では、こういった社会の中で自己実現の場を広げてい

くために努力する学習者が、拙い発音によって不利益を被るエピソードが見られた。日本

の大学院への進学する学生や日本社会において活躍している社会人にとって、母語干渉に

よる音声の特徴が残っており、その発音が原因で日本社会から厳しい評価を受けていたり、

同僚に笑われてしまったりした現状が浮き彫りになった。こういった事例は、学習者が表

したい自分のイメージに合う音声表現ができず、他者による評価が学習者自身の望んだと

おりのものではなかったことを指し示している。そのため、その事例の中では、アイデン

ティティは望んだとおり形成することができず、自己実現に至らなかったと言える。その

ような学習者がきちんと表したい自分のイメージに合う音声表現を使いこなし、日本社会

における他者から認めてもらい、自己実現を遂げていけるようにサポートすることが音声

コミュニケーション教育である。 

以上をまとめると、学習者を対象とした音声教育をサポートする際には、まず学習者を



390 

日本社会の一構成員として捉える必要がある。そして、日本社会の中で他者との音声コミ

ュニケーションを取るために必要な音声表現をサポートするという視点が必要である。ま

た、学習者が思うとおりの自己表現ができるようにサポートする必要がある。最後に、自

分の努力した成果を示し、なりたいイメージに近づけた音声表現を使いこなすことで、自

己実現を遂げていく存在として捉えることが必要である。 

 

10.2.2 音声コミュニケーションにおける音声の役割 

次に、具体的に音声コミュニケーションにおいて音声はどのような役割を持っているか

論じる必要がある。前項で述べたように、音声コミュニケーションをとおして、学習者は

社会参加および自己実現を遂げていく。音声コミュニケーションにおける音声は、2 つの

役割――（1）意味理解・意味伝達、（2）自己表現――を果たしている。 

1 つ目として、意味理解・意味伝達という音声の役割が挙げられる。業務や学業・研究

を行う際に、学習者はこれまで培ってきた日本語を使って活動を行っていく。音声コミュ

ニケーションにおいて、音声は意味を伝達するうえで重要な役割を果たす。特に情報を伝

えるとき、意味理解・意味伝達という役割としての音声は欠かせない。文脈で内容が推測

できる場合もあるが、プレゼンテーションで業務や研究に関する成果を示す場面、職場や

取引先に情報や指示を伝える場面、金銭に関わる交渉が行われるビジネス場面、顧客にサ

ービスを提供する場面などが挙げられる。 

もし金銭が関わる会話の中で伝わりにくい音声によって、間違った情報が伝わることに

なるとすれば、経済的な損失も伴われる可能性がある。このことは、日本語を母語とする

者であっても起こり得る場面である。日本社会において 20 年以上金融に関わる職に携わ

ってきた実習生 G は、金銭が関わる会話の場面においては、特に音声の正確さが求められ

ると述べるという。ほかにも顧客に商品を紹介する場面、達成した業務内容を報告する場

面、取引先や会社の部下に指示を出す場面において、伝わりやすい音声で音声表現するこ

とは重要である。学習者が業務において音声表現をし、顧客や取引先とのやり取りで商品

を売ったり必要な商品を買ったりするうえで、音声表現は関わってくる。もし、このよう

な業務場面において、学習者が発音によって会社に損失を起こしたとしよう。その際に、

外国人だから大目に見てあげる、ということになると、その学習者にとって、今後の自己

実現の可能性は奪われる可能性がある。むしろ、日本語母語話者と等しい基準での評価や

対応を取られたほうが、その人にとっての日本社会においての自己実現に繋がる道なので
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はないかと筆者は考える。 

研究活動においては、口頭発表の場面で研究成果における正確な数値や用語を伝える必

要がある。例えば、20 分の研究成果の発表の場面では、伝わりにくい発音、またはある特

定の箇所の発音（単音、リズム、アクセント、イントネーションなど）を、聞き手が気に

してしまい、内容に集中できなくなったら、非常に勿体ない。一研究者として自分の研究

成果を聴衆にわかりやすく説明したいというニーズがあるならば、日本語教育では、研究

成果をよりわかりやすく伝えやすくするための音声表現を学べるようにサポートする必要

がある。 

2 つ目として、話者の印象に関わる自己表現という音声の役割が挙げられる。音声は話

者の印象に関わるものとして、上記の場面では内容の信頼性にも結びつく。また、面接な

どで自己アピールをする場面では学習者にとって表したい自分を表すために音声は一つの

手段となる。例えば、前述した口頭発表の場面において、配布資料やパワーポイントのス

ライドにより、音声による情報が補われることも多々ある。しかし、言いたいことが伝わ

らない音声だった場合、研究成果に対する信頼度という点で言えば、聴衆が受ける印象は

悪くなってしまう可能性が考えられる。また、面接審査の場面でも同じことが言える。学

習者が日本の会社に就職をしたり進学のために大学や大学院に出願をしたりするときに、

避けて通れない道として、面接審査がある。面接審査では、その業務や学業・研究等に対

する抱負や出願動機に対する評価が行われることが目的である。多くの面接審査は、口頭

および対面で行われることが多く、音声が第一印象として出願者に対する評価に関わって

くると言える。内容だけで評価が行われるのであれば、面接審査は不要であろう。面接審

査が求められる理由は、出願する本人の意志や態度を鑑みるために、音声コミュニケーシ

ョンを取ることにある。日本社会では、面接審査を受ける基本姿勢として、フォーマルな

スーツを着て、髪形を整え、場に合う靴やカバンなどを合わせて、面接の場に行くことが

常識とされる。面接の場面では話の内容が重要であり、音声は直接的に評価基準には入っ

ていないのかもしれないが、その内容をいかにわかりやすく伝わりやすい音声で伝えてい

るかは、面接の審査委員の印象評価に含まれる。23 年間教師として勤めてきた実習生 C

の語りを引用し、日本の大学院で研究する夢を抱えていた学習者が、大学院進学のための

面接場面で拙い日本語の発音が原因で、指導教授が学習者の知的能力に疑念を抱いたとい

うエピソードを紹介した。音声に気を遣うことは、面接の場において見た目に十分気を遣

うのと同様である。面接を受ける学習者にとって、音声は希望する職業や学業・研究に取
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り組むための最初の段階に関わるものである。希望する職業や学業・研究を手に入れるこ

とで、ステップアップしていくことを考えると、伝わりやすい音声で表現することは大事

である。 

では、（1）意味理解・意味伝達を有効にし、（2）自己実現するための音声とは、どのよ

うなものだろうか。実習生の語りの中には、「最低限伝わる発音」「日本語としてあり得な

い発音を避けた発音」という言い回しがよく見られた。「最低限伝わる発音」「日本語とし

てあり得ない発音を避けた発音」とは、次のような発音である。母語話者においても揺れ

が見られる発音は揺れがあるものの、母語話者の間において共通のアクセントのルールが

守られている。例えば、東京語アクセントのルールには、1 拍目と 2 拍目の声の高さが異

なるというルールがあり、一つの語の中で一度声が下がったら二度声は上がらないという

ルールがある。下に示すのは母語話者の間でも揺れが見られる例であるが、揺れがあるも

のであっても、前述した東京語アクセントのルールはきちんと守られている。上記のアク

セントのルールは、どの語においても適用されるルールである。 

さらに、形容詞や動詞の活用形においても、共通のアクセントのルールが見られる。い

形容詞の場合、アクセント核があるものとないものが存在し、母語話者が話す日本語の発

音には、アクセントの揺れが存在する。ところが、その揺れは共通のアクセントのルール

内で起こっているという特徴がある。 

アクセント核がある語の場合、アクセント核の位置は揺れがあるものの、その揺れは意

味を持つ形態素の中で起こっている。接尾語の「くて」「かった」「くない」など、語の文

法的機能を変える働きを果たすものには、アクセント核が置かれない（表 10.2.2 参照）。

それゆえ、アクセント核がある語彙を発音するときに、接尾語の「くて」「かった」「くな

い」にアクセント核が位置すると、日本語として存在しない発音になってしまう。 

例えば、「あたたかくな
￢

い」や「おいしくな
￢

い」のような発音は、詰問のように聞こえ

たり、意図とは異なり不満を言っているような印象を伝えてしまい、理解主体の感情を損

ねてしまう可能性がある。 

 

表 10.2.2 「い形容詞」のアクセントのルール 

 ～い形 ～くて形 ～かった形 ～くない形 

アクセント核が   あ た た か い 
 

 あ た た か く て 
 

あ た た か か っ た 
 

あ た た か く な い 
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あるもの  あ た た か く て 
 

あ た た か か っ た 
 

あ た た か く な い 
 

揺れがあるもの    お い し い 
 

  お い し く て 
 

 お い し か っ た 
 

 お い し く な い 
 

 お い し く な い 
 

   お い し い 
 

  お い し く て 
 

 お い し か っ た 
 

 お い し く な い 
 

アクセント核が

ないもの 

   つ め た い 
 

  つ め た く て 
 

 つ め た か っ た 
 

 つ め た く な い 
 

 

本研究における実習生によると、「最低限伝わる発音」「日本語としてあり得ない発音を

避けた発音」は、共通のアクセントのルールが守られている発音である。このような発音

は音声コミュニケーションにおいて、意味理解・意味伝達や自己表現という役割を果たし

ている。つまり、学習者を対象とした音声教育のサポートを考えるためには、音声コミュ

ニケーションにおいて音声がどのような役割を果たしているのかを考える視点と、その役

割を果たす音声とはどのような特徴があるかを定義づける必要がある。 

 

10.2.3 学習者の音声の自律学習をサポートすること 

最後に、音声コミュニケーション教育の方針として、音声の自律学習について論じる必

要がある。 

1990 年代から、欧米やアメリカから発生した「学習者オートノミー」という概念が、日

本語教育にも出現するようになった。日本語教育の目的、内容、方法などを学習者自ら決

め、学習過程を把握し、自ら学習を評価していくという意味で、自律学習が注目を浴びた。

この自律学習の概念は、音声コミュニケーション教育にも適用できる。 

実習生は「音声教育実践」をとおして、音声コミュニケーション教育を行う目的や意義

を意味づけ、それを実現させることができた。実習生が口を揃えて意味づける音声コミュ

ニケーション教育の在り方は、「音声の自律学習をサポートする」ことである。音声の自律

学習とは、次の観点から定義づけられる。 

 

（1）音声学習の目的 

（2）音韻知識 

（3）音声学習方法やツール 
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（4）音声学習における時空間 

（5）音声学習の継続 

 

（1）に関して、音声学習の目的は、学習者自身によって決められるものである。前項

で述べたように、音声表現は意味伝達と話者の印象を伝える役割がある。多様な出身、学

習背景、到達目標の異なる学習者にとって、音声学習の目的も人それぞれである。音声学

習の目的は、学習者自身が掲げるものであり、他者によって決めつけられてはならない。

ただし、教師の役割として、音声コミュニケーションにおいて音声表現がどのような役割

を果たしているか伝える必要はある。教師の説明を聞いたうえで、学習者は自ら得た学習

経験や音声コミュニケーション場面と結びつけて、音声の学習目的を決める権利がある。 

（2）に関して、学習者が音声の自律学習を行っていくためには、音韻知識を身につけ

ているとよい。音韻知識を身につけることで、ただ聞いて覚えるのではなく、音声を省察

し、音韻構造や特徴を分析することも可能となる。そのためには、教師が音韻知識を教え

ることで、学習者による音声の自律学習をサポートすることが求められる。つまり、音韻

知識を教えるのは教師の役割である。 

（3）に関して、音声の自律学習には、音声を素材とした学習方法を用いるのが望まし

い。「音声教育実践」では、インターネットをとおして音声学習を行う方法や、アクセント

辞典を用いてアクセントを調べる方法、音声を素材とした練習方法のシャドーイングを学

習者に紹介していた。新しい単語を覚えるときにはアクセントも一緒に覚えるように習慣

づけることや、好きな素材を使ってシャドーイング練習をするように、音声の自律学習を

促していた。 

（4）に関して、教室は学習者の生活において決められた時空間であるが、教室外の時

空間を活用して音声の自律学習を行うと、より発音の上達が期待できる。教室外に常に教

師がいるわけではないため、学習者は日本語の日常会話の中で発音を意識する必要がある。 

（5）に関して、音声の自律学習の継続は、発音上達に繋がる。発音はすぐに上達する

ものではなく、継続的な練習をとおしてこそ上達していくものであり、音声の自律学習を

長期的な視点で捉える必要がある。そのため、日常生活をとおして常に音声に意識を向け、

聞こえてくる日本語、または自分が話す日本語の発音に意識を向けて、音声の特徴を分析

したり自分の発音と照合していくとよい。 

さらに実習生は、音声の自律学習の意味づけで終わらず、学習者とのインターアクショ
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ンの中で実際に音声の自律学習をサポートし、音声の自律学習を具現化していた。学習者

の音声学習に関わる発言や行動の変化から、音声の自律学習とは何か理解を深めることも

できた。例えば、次のように変化した。 

 

（1）アクセントの揺れに関して、不満や疑問など示さず、そのまま受け入れて音声学習

を進めていく様子 

（2）明示的なフィードバックでなくても、学習者は、実習生の反応を察知して自分の発

音を修正する様子 

（3）「音声教育実践」の前半においてわからないことばのアクセントをいちいち質問する

行動から、回を重ねるたびに自らアクセント辞典を引いたり教科書を捲ったりする

などの自律的な学習行動へと変容した様子 

（4）「音声教育実践」の前半において音声学習の成果がすぐに現れず不安な様子だったこ

とに比べ、回を重ねるたびに日常生活の中でも常に音声に意識を向け、前向きに音

声学習を進めている様子 

 

実習生はこれらの学習者の音声学習に関わる発言や行動を観察することで、学習者には

音声の自律学習を進めていくための潜在能力が備えられていると信頼するようになり、こ

れまで持っていた音声教育観を振り返り、再構築することができた。このことは、音声に

着目した実践活動の中でこその発見だと言える。実習生は、学習者が音声の自律学習をと

おして、潜められている自分の可能性を実現させる、すなわち学習者の自己実現に繋がる

と意味づけ、音声コミュニケーション教育を具現化することができた。 

 

10.3 教師教育を文脈とする音声コミュニケーション教育のサポート 

本研究のまとめとして 10.1 で示したように、音声コミュニケーション教育を実現すべく

デザインされた「音声教育実践」をとおした実習生の学びは、音声教育観と実践的知識の

構築と言える。では、教師教育の文脈において、日本語教育実習生や教師に上記の音声教

育観と実践的知識を身につけてもらうために、どのようなサポートが可能であろうか。本

章では、教師教育を文脈とする音声コミュニケーション教育のサポートについて提言を行

う。本研究において、実習生の学びに関わっていた最も重要な要素は、「音声の省察力」と

言える。本研究で明らかになった「音声の省察力」の定義を示し、「音声の省察力」を促す
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ためのサポートを示唆する。 

 

10.3.1 「音声の省察力」とは 

本項では、「音声の省察力」が音声コミュニケーション教育を実践する日本語教育実習

生や教師に必要であると唱える。「音声の省察力」とは何か。本研究で浮き彫りになった実

習生にとっての「音声の省察力」とは、4 つのことを意味する。 

 

（1）音声そのものに対する省察。すなわち、日本語の音声の特徴を一段高いところから

観察すること。 

（2）日常生活や外国語学習または日本語指導における自分の経験を音声と関連づけて省

みること。 

（3）学習者の音声学習における言動を観察し、音声学習においてどのようなことが起き

ているかを推察すること。 

（4）音声教育活動を計画、実行、振り返り、再構築すること。 

 

つまり、音声そのもの、音声と関連した自分の経験、音声学習を行う学習者の言動、お

よび音声教育活動に対する省察力を指す。教師教育の現場でこの 4 点の「音声の省察力」

を日本語教育実習生や教師に身につけさせるためのサポートが必要である。以下では、そ

れぞれの「音声の省察力」を持つことの重要性とその効果について、本研究の成果を踏ま

えて論じる。 

1 つ目に、音声コミュニケーション教育を実践する日本語教育実習生や教師にとって、

日本語の音声に対する省察力を持つことが望ましい。本稿では、「アクセント確認Ⅰ」「ア

クセント確認Ⅱ」「漢字の促音化」というエピソードの中で、実習生が音韻知識を学習する

過程を分析し、音声のメタ言語能力を身につけていくプロセスを追った。1 つ目のエピソ

ードにおいては、自分の声がどこで上がっているか下がっているか区別するために自分自

身または他者の発音の意識を向けて注意深く聞いていた。まさに、音声そのものに対する

省察力が働いたと言える。2 つ目のエピソードにおいては、駅名の発音をふつうのスピー

ドとゆっくりしたスピードで繰り返してみることで、音韻レベルと音声レベルでの発音が

異なることに気づかされた。これも、音声そのものに対する省察力が働いた例と言える。

3 つ目のエピソードにおいては、促音化が起こる漢字語の条件を把握しようと、文献を読
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んだり例から規則を導き出したりしたことは、まさに音声そのものの省察力が働いたと言

えるのではないか。音声そのものに対する省察力を持つことで、9.2.1 で明らかになったよ

うに、音声のメタ言語能力が身につくことが期待できる。 

2 つ目に、音声コミュニケーション教育を実践する日本語教育実習生や教師にとって、

音声と関連した自身の経験に対する省察力を持つことが望ましい。第 4 章では、一人ひと

りの実習生の語りから彼らが音声教育をどのように意味づけているか明らかにした。実習

生は筆者とのインタビューにおいてこれまで経験した外国語学習や日本語指導を振り返り、

「音声教育実践」をとおして得た学びを語り、さらにはその学びによって過去の経験を再

度意味づける様子も見られた。特に「音声教育実践」で学んだこと一つひとつを、自身の

過去の経験や考えと関連づけて語り、その語りからさらに連鎖的に関連した事柄を引き出

している傾向が見られた。それは、経験の引き出しを多く持っていることも背景にはある

が、教師としての経験がない実習生であっても、自身の外国語学習経験や留学生との交流

で感じていたことと結びつけて語ることがあった。そして、その実習生は自ずと本論文を

とおして、多く記載する人物となった。音声に関連した自分の経験を意味づけて語れる実

習生は、自分なりの問題意識や目標が明確であり、その視点で音声コミュニケーション教

育についての学びを咀嚼し、自分のものにしていけることを意味しているのではないか。 

3 つ目に、学習者とのインターアクションの中で「音声の省察力」が働くために、実践

の場をとおして日本語教育実習生や教師をサポートすることが望ましい。本研究における

留学生向けの発音クラスは、教室外でも発音に意識を向けて自律的に音声学習を続けてい

くことを到達目標として、一人でも音声学習ができるさまざまなツールや方法が紹介して

いた。教室だけを切り取って音声学習の場として捉えるのではなく、教室は音声学習の方

法を知る場であって、教室外で音声学習を継続していくという音声教育観のもとに「音声

教育実践」は設けられていたのである。このように音声の自律学習をサポートする日本語

教育実習生や教師になるならば、音声の自律学習の経験を持つ必要がある。自ら体験した

ことのないことを学習者にさせるのでは、学習上の困難点や達成感などを共感することは

難しい。実習生 C はベテラン教師でありながら、「漢字の促音化」に関するエピソードに

おいて、ルールを発見したときに歓喜の声を上げ、指導をとおして学びの喜びを学習者と

共有することができた。このように、日本語教育実習生や教師が音声を省察することは、

学習者にもよい影響を与えることが期待できる。そして、「漢字の促音化」に関するエピソ

ードは、そもそも中国人学習者の質問が発端であった。こういった学習者からの質問を、
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暗記すればよいと軽く見過ごすのではなく、常に学習者の声に耳を傾けて学習者の視点か

ら日本語の「音声の省察力」を働かせる努力が必要であろう。 

さらに、学習者とのやり取りの中で音声指導を行うという実習の環境が、実習生にとっ

て日本語の音声を教える者という「役割や責任の意識」（佐伯 2007 p.156）を持たせたと

考えられる。こういった意識が自ずと生まれる音声コミュニケーション教育の実践の場に

おいてこそ、日本語教育実習生や教師にとって「音声の省察力」の働きがさらに促進され

るのではないか。 

4 つ目に、上記の実践の場は、音声教育活動を計画し、実行し、振り返り、再構築でき

るよう、継続的な場として設けられることが望ましい。本研究における実習生は、「音声教

育実践」で使う補助教材の作成をとおして、回を重ねるたびに（1）補助教材における学

習目標の明確化、（2）学習者に沿った視点、（3）音声と諸領域との関連づけ、（4）音声と

日常生活との繋がり、（5）authenticity を考慮した音声コミュニケーションという視点が

育成され、実践的知識を身につけることができた。また、その補助教材を 15 週間にわた

って検討していくことで、「音声教育の計画、実行、振り返り、再構築というサイクル」の

中での省察力が育まれ、音声教育活動がより明確化していくことが浮き彫りになった。こ

ういった音声教育活動の明確化は一回限りの実践では、実現することが難しいと考えられ

る。連続性を持った音声コミュニケーション教育の場という環境づくりが、日本語教育実

習生や教師にとって、省察を体験でき、省察が長期的に続くという環境の中で「省察のサ

イクル」として形成されていくのではないだろうか。 

上記の 4 点――（1）音声そのものに対する省察、（2）音声と関連した自分の経験に対

する省察、（3）音声学習を行う学習者の言動に対する省察、（4）音声教育活動に対する省

察――が、本研究で明らかになった「音声の省察力」の意味範囲である。ところが、日本

語の「音声の省察力」を持つことの重要性は、2 章でも紹介したようにすでに 46 年前から

言われている（文化庁 1971）。これは、主に（1）音声そのものに対する省察、を指して

いる。母語として話す言語は、音声を省察しなくても、表現主体の話を聞いて内容が理解

でき、伝えたい内容を理解主体に難なく伝えることができる。そのため、音声を省察する

経験は日常生活を過ごすうえで必ずしも求められるものではない。しかし、教師として日

本語を母語としない学習者に日本語を教えるためには、「音声の省察力」は必須条件となる。

日本語を母語としない学習者は、日本語の音声を、日本語ではない言語に慣れている耳で

聞き取っており、母語の影響を受けた発音をしがちである。したがって、日本語の音声の
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仕組みを改めて学習者の母語と異なるものとして理解しなければならない。そのためには、

日本語の音声の仕組みをメタ言語で説明することが求められ、その説明を行うのは教師の

役割である。さらに、本研究で示されたように、（1）音声そのものに対する省察力のみな

らず、4 つの「音声の省察力」が総合的に育まれるような教師教育のサポートが必要であ

る。 

 

10.3.2 音声を省察するプロセスの活用 

本研究の分析結果から、日本語教育に携わる人にとって音声を省察する機会が少ないと

いう問題が浮き彫りになった。本研究における実習生の語りから、420 時間の教師養成講

座を受けても、現場で教師をしていても、日本語の音声を省察する機会は少ないことが浮

き彫りになった。その理由として、教師養成におけるカリキュラムのほとんどは、音声学

の知識を講義で教わるようになっており、受講生が音声に意識を向けて、音韻知識を整理

したり、音声に関する振り返りや意味づけをする機会が設けられていないことが挙げられ

よう。また、教育現場においては、文型中心の日本語教育が行われていること、与えられ

たカリキュラム以外には指導内容を考える余裕がないという問題が挙げられる。つまり、

教師養成においても教育現場においても、日本語教育実習生や教師にとって音声の省察す

る機会が少ないのである。 

以上の問題が教師養成講座や教育現場に存在しており、その問題を解決するためには、

教師教育において、日本語教育実習生や教師が日本語の音声を省察する機会を設ける必要

がある。教師教育の現場でどのように「音声の省察力」を促進すべきか提言する。そのヒ

ントは、第 9 章で明らかになった「音声を省察するプロセス」（図 9.2.1.2 参照）にある。 

まず、音声に関する〈戸惑い〉をポジティブに捉え、日本語教育実習生や教師に音声に

関する〈戸惑い〉を経験させることが望ましい。日常生活において無意識に話している日

本語の音声の仕組みを説明しようとすると、上手く説明できなかったり例外があって規則

正しく説明できなかったりすることがある。本研究における実習生のように、〈戸惑い〉を

経験してこそ、これまでいかに日本語の音声に無意識であったかを確かめることができる

だろう。また、学習者から音声と関連した質問を受けることでも〈戸惑い〉の経験はでき

ると考えられる。実際に本研究では「漢字の促音化」において学習者からの質問――読解

には「っ」がつくのに、読書はなぜ「っ」がつかないのか――によって作られた補助教材

であった。このように、音声に対する〈戸惑い〉は、（1）音声そのものに対する省察、（2）
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音声と関連した自分の経験に対する省察、（3）音声学習を行う学習者の言動に対する省察、

を促すと考えられる。 

次に、教師教育において、日本語教育実習生や教師に〈音韻知識〉を提供することは欠

かせない。「音声教育実践」において、実習生に提供していた〈音韻知識〉として、教科書

やオンデマンド講座、補助教材、アクセント辞典、研究論文が挙げられる。さらに、本稿

では紙面の制約上紹介できなかったが、実習生同士で発見した〈音韻知識〉もある。実習

生 C のエピソードからわかるのは、ベテラン教師であっても、教師自らが日本語教育に関

する研究成果を読み、それを日本語指導に生かすという機会はなかなか一人では得られな

いということである。しかもCは自ら大学院進学を決めて教師としての再教育を求めて「音

声教育実践」を履修した教師だが、教育現場の中には自ら教師教育を再度受けようとする

人ばかりとは限らない。そのため、日本語教育現場では組織内で教師研修を組むなどの工

夫が求められる。これは、（1）音声そのものに対する省察、（2）音声と関連した自分の経

験に対する省察、（3）音声学習を行う学習者の言動に対する省察、（4）音声教育活動に対

する省察、つまりすべての省察力を促すと考えられる。 

ただ、〈音声と関連した作業〉は日本語教育実習生や教師自らまたはグループで行った

ほうが望ましい。なぜなら、本研究における実習生の学びから、〈音声と関連した作業〉は

実習生が自主的に設けた学びの場で行われており、そこから多様性のある学びの可能性が

示唆されたからである。〈発音／聴取〉〈カテゴリー化／例示〉〈言語化／視覚化〉は、主に

実習生自ら設けた打ち合わせやメーリングリストにおいてよく見られる行動であった。本

研究で得られた 3 つの〈音声と関連した作業〉は、ほかの教師教育現場において活用する

ことができる。そして、ほかの教師教育の現場には、異なる構成員が集まった実践のコミ

ュニティーが形成されるので、そこの構成員ならではの新たな作業が創出されることも期

待できる。これは、（1）音声そのものに対する省察、（4）音声教育活動に対する省察、を

促すと考えられる。 

そして、本研究で明らかになった〈音声に関する振り返りと意味づけ〉は、担当教員の

指示による報告書やレポートの作成、支援者である筆者の依頼によるインタビュー、実習

生自ら立ち上げたメーリングリストにおける振り返りをとおして、「音声教育実践」での学

びを語る過程で生まれたものであった。一人ではなかなか〈振り返り〉や〈意味づけ〉を

行うことは難しいであろう。教師教育において、音声に対する意識や教え方の〈振り返り〉

の時間を設け、音声に関する考えを〈意味づけ〉できる機会を設けることが望ましいだろ
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う。これは、（1）音声そのものに対する省察、（2）音声と関連した自分の経験に対する省

察、（3）音声学習を行う学習者の言動に対する省察、（4）音声教育活動に対する省察、す

べての省察力を促すと考えられる。 

上記「音声を省察するプロセス」（図 9.2.1.2 参照）を活用することで、本研究で明らか

になった 4 つの「音声の省察力」を教師教育の現場において総合的に身につけさせること

ができる。 

 

10.3.3 インターアクションをとおした音声の省察 

本研究の成果から、日本語教育実習生や教師が音声教育の計画・実行・振り返り・再構

築というサイクルをとおして音声の省察を働かせ、実践的知識を身につけていくことは、

一人で行うより他者と協働で行っていくことが望ましい。 

まず、音声教育の計画・実行・振り返り・再構築というサイクルを共有することには、

メリットがある。他者と音声教育のサイクルを共有する中で、教師は自分が持っている音

声教育観を言語化することができる。それゆえ、自分の音声教育観を省察することができ

る。また、他者の音声教育観と比較することで、自分の音声教育観をより客観的に知るこ

ともできる。教師一人ひとりはさまざまな背景から音声教育観を形成してきている。さま

ざまな音声教育観がぶつかり、教師は自分の音声教育観を見直す機会にもなるだろう。そ

の議論の中で音声教育観は深められ、音声コミュニケーション教育の実践そのものも改善

されていくだろう。このように、音声教育をとおした自己実現が成し遂げられていくこと

が望まれる。 

次に、音声教育の勉強会や教師研修などを開催することで、教師間で学びを共有するこ

とが望まれる。教育実践の共有によって、教師間の音声教育に関する振り返りの場が設け

られる。音声コミュニケーション教育の実践を行う目的、内容、学習者の様子を他者に伝

えることで、意識してこなかった音声教育観に気づかされ、言語化されていく。また、他

者の教育実践について聞くことで自分の教育実践を省察したり、自分の実践に新たな試み

を取り入れてみたりすることができる。教育実践における悩みや改善点を共有することで、

相互に改善策を考えることができ、教育実践はさらなる発展を成し遂げていくのであろう。

教師間で音声コミュニケーション教育の実践を共有し、教師が持っている悩みが共有され、

その悩みを解決するための教育実践が模索されていくことで、音声教育に対する苦手意識

が徐々になくなっていくことも期待できよう。一人ひとりの教師が自分の教育実践の中に
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閉じこもっているのではなく、共有し合う姿勢で振り返る場が設けられ、協働により互い

に刺激を受けられる。 

本研究の成果から、学習者とのインターアクションにおいて、学習者の反応や音声学習

の様子を観察することができると言える。教師はその中で音声学習実態を把握できる。し

かし、現行の教師教育や日本語教育現場においては、音声に着目した教育実践が存在しな

いため、学習者とのインターアクションの中で音声に関する気づきは非常に少ないと言え

る。 

また、学習者にとっての音声学習の意味は教師側で決めつけるのではなく、学習者とと

もに音声学習の意味と音声学習そのものを構築していくことが好ましい。また、どのよう

な音声項目が学習者にとって難しいかまたは簡単であるか、どのような素材で学習したほ

うが学習者に興味をもってもらえるか、学習者の反応を観察することで、教師側から気づ

くことも多い。さらに、音声の自律学習の支援のために、実際に学習者に音声学習ツール

を使ってもらうことができる。その様子を見て、教師自身もまた音声の自律学習について

具体的にわかるようになる。 

音声教育研究では、音声コミュニケーション教育の実践という文脈で学習者とのインタ

ーアクションをとおして教師がどのような学びを得ていくか記述していくことが望ましい。 

 

10.3.4 教育年数を問わない音声の省察のサポート 

上記で論じた、「音声の省察力」や他者とのインターアクションは、教育年数を問わず

サポートする必要がある。 

音声の省察は、教育年数の異なる実習生の語りに共通しているところがあった。ここで、

教師養成時と、現場で日本語を教えるときの、日本語教育機関における問題点が浮き彫り

になる。まず、教師養成講座を受けた実習生 G は、音声科目を履修し、日本語教育能力検

定試験にも合格しているのだが、アクセントの高低に関する省察は十分働いていなかった。

また、現場で長く教師として教鞭を執っていた実習生 C は、初級漢字の促音化に関する知

識が欠如しており、学習者の質問に上手く答えられなかった。このことは、G が音の感覚

を持っていなくて苦労した、あるいは C が不真面目な教師だから学生からの質問に答えら

れなかった、というわけではない。秋学期において G 以外にもアクセントの高低の区別が

つかず戸惑いを感じている実習生が数人いた。また、春学期においては C 以外にも指導経

験のある実習生が 4 名いたが、漢字の促音化に関する質問には全員答えられなかった。つ
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まり、一人の日本語教育実習生や教師の問題ではなく、日本語教育全般の問題として捉え

る必要がある。音声の省察を促進する場を設けない限り、教育年数が経っても、教師自ら

音声を省察することは難しい。 

ベテラン教師である C は、自分の学習者が拙い発音によって日本社会の中で不利益を被

っている事実を把握していながらも、教師として納得のいくような発音指導が行えなかっ

た省察の下、「音声教育実践」の受講を決めていた。音声に特化した指導実践を行い、学習

者とのインターアクションの中から、音声学習における特徴を理解し、学習者の音声学習

における可能性を知るようになった。そのような気づきは、これまで形成されてきた教育

観を省察し、音声に特化した意味づけを行いながら教育観を更新させていく。ベテラン教

師である C の学びの分析から、23 年という長い教師経験を持っていても、音声に着目し

た学習者とのインターアクションは教師一人ではなかなか得られないことが浮き彫りにな

った。そして、音声に着目した指導実践だからこそ、これまで 23 年をとおして行ってき

た学習者とのインターアクションでは発見できなかった音声教育の視点での学びを得るこ

とができた。 

実習生 K は、教師になったばかりの初任教師の頃、発音が原因で学習者の言っているこ

とが聞きとれず理解できなかったことを経験している。しかし、教育年数が増えるにつれ、

そういった発音によるコミュニケーションの問題は徐々になくなり、実践を取った当初は

学習者の発音に対して何も気づきがなかった自分のことに疑問を抱き、「音声教育実践」を

受講していた。このように、教師として毎日接している学習者の発音に慣れていて、音声

コミュニケーションにおいてどのような問題があるのかわかっていないという悩みを持っ

た実習生には、K のほかにも A、B、E がいた。彼らは、実践の初期は、初めての音声教

育の補助教材作成や指導で精一杯となっており、学習者のことを観察できないこともあっ

たが、実践の回を重ねることによって徐々に学習者の音声学習の様子にも目を向けられる

ようになった。また、その場で上手く指導がいかない場合もあったが、報告シートにその

問題点を書き、原因を分析し、翌週に実践しながら指導を改善していく。そうする内に、

自ずとこれまで教師として慣れてしまっていた学習者の発音も気になるようになった。ど

の部分がどのように間違っているか分析する力も身についた。そして、自分が教師になっ

た当初学習者の発音が聞き取れなかったことを、日本語教育に携わっていない一般の日本

人に適応して考えるようになった。つまり、教師としての視点だけでなく、教師でない人

が学習者の発音をどのように聞き取っているかという視点を持つことは重要である。教育
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年数がさらに増えていくと、このような初心、つまり教師になる前やなったばかりの頃の

視点を忘れがちである。だが、教師ではない一般の日本人の視点から学習者の発音を考え

てみることは、教師の成長において大切な視点になり得る。 

以上のことから、教師の教育年数を問わず、教師自身が自分の教育観や指導スタイルに

疑問を抱き、教師としての向上心が見て取れる。教師として自分自身を省察する姿勢が教

師として成長するうえでの原動力になることが浮き彫りになった。教師としての教育年数

と、音声教育に関する学びにはさほどの違いはなかったことから、教師の教育年数に関係

なく、音声に着目した学びの場が必要だと考えられる。したがって、「音声教育実践」にお

いて学習者とのインターアクションをとおして得た学びは、実習生の教育年数と関係しな

いという結論が言える。一般的に教師教育というと、初任教師育成のためのものが浮かび

やすい。しかし、本研究の成果から、音声教育に関しては、経験が長い人にとっても学び

の機会が求められ、そのためには現職教師への音声に特化した再研修が必要である。 

 

10.4 研究の意義 

本研究が日本語教育において持つ意義として、4 点挙げられる。 

 

10.4.1 社会的文脈における音声コミュニケーション教育の位置づけ 

本研究では、多様化する学習者、日本語教育および教師教育のパラダイムシフト、音声

コミュニケーション、自己実現といった、社会的文脈や学術的背景を踏まえたうえで、音

声コミュニケーション教育の意味と重要性、そして教師教育へのサポートを論じることが

できた。 

まず、本研究では、日本社会においてさまざまな形で一構成員として参加する学習者が

増えた背景から、日本語の表現主体および理解主体として音声コミュニケーションを取っ

ていく中で必要な音声表現をサポートする必要があることを唱えた。単なる「正しい音声」

を目指した音声教育の到達目標ではなく、社会的文脈の中で音声の役割を、意味理解・意

味伝達および自己表現として認識し、学習者が表したい自分を表現するために音声学習を

行い、他者との関わりの中で自己実現を遂げていく存在として捉えるなど、社会的文脈の

中で音声の役割および音声教育を捉えることができた。さらに、上記の社会的文脈の中で、

学習者自ら学習の目的、内容、方法を決め、自分で自分の学習を把握し、評価していくと

いう自律学習が注目されるようになった背景を捉えたうえで、従来の「発音矯正」ではな
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く音声の自律学習という視点から音声コミュニケーションをしていく必要があることを唱

えた。 

次に、音声の捉え方を観点に日本語教育および教師教育の変遷を 4 つ――（1）音声に

意識が向けられていない日本語教育／教師教育（2）音声の正確さを重視する日本語教育

／教師教育（3）音声より内容を重視する日本語教育／教師教育（4）音声を自己実現の手

段として捉える日本語教育／教師教育――に分類した。そして、上記の社会的文脈でも述

べたように、音声を自己実現の手段として捉える日本語教育／教師教育という視座に立っ

て、音声コミュニケーション教育を行っていく必要があることを述べた。音声の捉え方に

着目した分類の仕方や、音声を自己実現の手段として捉えるという視点が、音声コミュニ

ケーション教育を論じるうえで欠かせない視点である。その視点から、日本語教育や教師

教育に音声コミュニケーション教育の意味と重要性を論じたことは、今後日本語教育の発

展の一助となるのではないだろうか。 

 

10.4.2 実践研究という手法による音声コミュニケーション教育へのアプローチ 

本研究では、音声コミュニケーション教育の実践を調査フィールドとし、実習生が実習

を行うことで、音声コミュニケーション教育をどのように計画し、実行し、振り返り、再

構築していくかを、詳細に記述し、そこから得られた視点を教師教育に還元できるよう示

唆を行った。「実践」と「研究」を統合させた実践研究という手法から、音声コミュニケー

ション教育をとおした実習生の学びを個人で完結させるのではなく、日本語教育学という

研究分野の世界に繋げ、発信することができたのは本研究の大きな成果だと言える。 

さらに、実習生が「音声教育実践」を受講したきっかけ、受講動機を過去の経験と結び

つけて語ってもらい、その語りを分析した。そうすることで、「音声教育実践」に参加する

以前から参加している間に、構築されていく音声教育観を総合的に捉えることができた。

これまでの音声教育の実践活動を調査フィールドとした研究の中には、その実践活動で得

たことのみが横断的に分析されており、実習生がその実践活動を行う以前に、どのような

教育経験を持ち、音声教育観がどのように構築されていったかという、縦断的には捉えて

いないとしては捉えていないことが多くあった。一人ひとりの実習生が掲げた受講動機や

到達目標を観点に、それぞれの学びを分析した。そうすることで、教師教育のスーパーバ

イザーや研究者の教育観からトップダウン式に実習生の学びを分析することが避けられ、

それぞれが掲げた学習目標に合わせてボトムアップ式で実習生の学びを明らかにすること
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ができた。 

また、実習生の学びを分析する過程に置いて、「音声教育実践」内におけるエピソード、

実習生の語り、補助教材、メーリングリストにおける意見交換の内容など多種多様なデー

タを用いることができた。そこから実践活動でないと発見できない音声教育観や実践的知

識を具現化することもできた。その中には（1）音声に特化したものと、（2）日本語教育

全般に示唆できるものがあった。（1）に関しては、実習生が作成した補助教材は、今後の

日本語音声教育に示唆を示す素材が豊富に含まれている。特に音声に特化した日本語教材

が少ない中、本論文の 6 章で示した補助教材の資料は、今後音声コミュニケーション教育

を実践する際に、参考資料になると考える。一方、（2）普遍的な教師の成長に関わる要素

も立ち上がってきたと考える。本研究の分析観点であった、（1）音声教育観、（2）実践的

知識、（3）インターアクション、の 3 点はほかの分野で教師教育を考える際に、その分野

に合う形で応用させて取り入れることができる。また、音声を省察するプロセスに見られ

る要素や段階は、他分野のメタ言語能力を身につけていく際にも、参考になる視点である。 

 

10.4.3 音声に着目したコミュニケーション教育 

本研究は、コミュニケーション教育の中でも特に音声に着目した。日本社会に参加する

学習者にとって、所属したコミュニティーの中で他者と関わりを持ち、そのコミュニティ

ーに溶け込んでいくうえで、音声コミュニケーションは欠かせない要素である。その音声

コミュニケーションの中で、音声は、意味理解・意味伝達並びに自己表現の手段として役

割を果たしている。学習者にとって日々音声を介してコミュニケーションを取っていく中

で、非常に身近な音声という素材に着目して、音声の自律学習を行っていく学習者の様子

を具現化することができた。 

また、意識化・言語化・表記などが難しいとされ、教育現場の中で扱いにくいとされる

音声に対する、実習生の省察力の実態――（1）音声そのものに対する省察、（2）音声と

関連した自分の経験に対する省察、（3）音声学習を行う学習者の言動に対する省察、（4）

音声教育活動に対する省察――、音声を省察するプロセス、省察した副産物としてのメタ

言語能力が具現化された。これらは、「教師の成長」パラダイムの教師教育の文脈において

音声教育のサポートを考える際に、重要な視点である。 

ただ、音声コミュニケーションの中で、音声だけを切り取って学習者の自己実現に繋が

ったとは言えないように、実習生の場合も音声教育だけを切り取って、教師として成長し
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たかを言及することは難しいかもしれない。もちろん、日本語教育実習生や教師は音声教

育をはじめ、文法教育、語彙教育、漢字教育、作文教育、待遇教育などさまざまな領域の

教師教育を並行して行うことで、教師として成長していく。教師の成長にはすべての分野

の教育が関わっているが、とはいえ総合的な教育実践の中ではその分、ある分野に特化し

た専門性は見えてこない可能性がある。それぞれ分野の重要性を認めつつ、その分野に特

化した学びを明らかにしていき、全体像をパズルのように合わせていくことで、教師の成

長の全体像が見えてくるのではないか。 

 

10.4.4 二重構造のサポートおよび自発的な学びの場の描き出し 

本研究では、日本語教育と教師教育という二重構造のサポート、および実習生によって

醸成された自発的な学びの場を描き出した。 

まず、本研究は、音声コミュニケーション教育の意味と重要性を、日本語教育と教師教

育という文脈の二重構造から考察したうえで論じることができた。「音声教育実践」では、

実習生が学習者の音声学習のサポートを行い、実習生は音声教育のサポートを受けるとい

う、二重構造になっている。すなわち、日本語教育を文脈とした学習者にとっての音声学

習のサポート、また教師教育を文脈とした実習生の音声教育のサポートの二重構造である。

これは、そもそも「音声教育実践」のデザインが、教師教育を文脈とした授業と、日本語

教育を文脈とした発音クラスを連動させた形になっていることに起因すると言える。 

ところが、実習生はその二重構造に加えて、さらなる自発的に学びの場を醸成していた。

それは、メーリングリストや打ち合わせであり、本研究の第 5 章と第 7 章からその様子が

明らかになっている（表 10.4.4 参照）。 

 

表10.4.4 二重構造のサポートと実習生による自発的な学びの場の醸成（表3.2-3の加工） 

 【授業】 【実習】 【メーリングリスト】 

【打ち合わせ】 

学びの主体 実習生 学習者 実習生 

サポートの主体 教師教育者 実習生 実習生同士 

分野 教師教育 日本語教育 教師教育 

本研究における 音声教育のサポート 音声学習のサポート 自発的な学びの場 
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用語 （B） （A） （C） 

 

「音声教育実践」の全体像（図 10.4.4-1）と照合すると、【授業と実践】（B）は実習生

が音声教育のサポートを受ける場であり、そのうち【実習】（A）は実習生が学習者を対象

に音声学習のサポートを行う場である。実習生は、教師教育という文脈で音声教育のサポ

ートを受けつつも、音声学習を行う学習者に対して音声学習のサポートを行っていた。一

方、【メーリングリスト】や【打ち合わせ】（C）は、実習生自ら立ち上げた意見交換の場

であり、二重構造のサポートの外側に位置づけられる。このように実習生は、デザインさ

れている二重構造のサポートに加えて、自発的な学びの場を設けていた。このような二重

構造のサポートと、実習生による自発的に醸成された学びの場をより単純化すると、図

10.4.4-2 のように示すことができる。 

本研究における二重構造のサポート、および実習生によって醸成された自発的な学びの

場を描き出したのは、今後教師をサポートする際に参考となるモデルを提示することがで

き、教師教育の形態や方法の可能性をもう一つ開いたと言える。 

 

図 10.4.4-1 「音声教育実践」の全体像とサポートの二重構造（図 3.2 を加工） 
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図 10.4.4-2 二重構造のサポート 

 

10.5 今後の課題 

10.5.1 教師教育における音声コミュニケーション教育の実践というサポート 

本研究では、音声の捉え方を中心にこれまでの日本語教育および教師教育のパラダイム

を 4 つに分類し、日本社会に一構成員として参加する学習者にとって、音声を自己実現の

手段として捉える立場に立って、音声コミュニケーション教育の意味と重要性を述べてき

た。また、音声教育をとおして学んでいくのは学習者だけでなく、教師も学びの一主体と

して捉え、成長を遂げていく者として捉える必要があることを示唆した。 

現状の教師教育を文脈とする音声教育において、教師が音声コミュニケーション教育を

実践していくためには認識や制度に不備があり、音声コミュニケーション教育が十分に具

現化されるように環境が整えられているとは言えない。そこで、音声コミュニケーション

教育とは何か具現化されるよう、教師教育レベルでのサポートが必要である。サポートの

内容としては、10.2 で示唆したように、教師教育において、（1）社会的文脈の中で音声コ

ミュニケーションを捉えること、（2）音声コミュニケーションにおける音声の役割を認識

すること、（3）自律学習という考えが生まれた社会的背景を踏まえたうえで、音声の自律

学習とはどのようなことか認識すること、が挙げられよう。そして、上記の考えに基づい

た音声コミュニケーション教育の実践ができる場を設けることを提案する。その際には、

10.4 で示したように、「音声の省察力」を促すこと、インターアクションの中でその省察

が一層促されるよう、教師教育の環境を整えていくことが重要である。サポートの方法と

しては、教師の勉強会、メーリングリストや BBS などを活用した音声コミュニケーショ

ン教育について意見交換できる場の創設し、その中で音声教育活動を計画、実行、振り返

り、再構築していけるよう教師間のコミュニティーを設けていく必要がある。 
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また、教師教育において音声コミュニケーション教育を受けた教師が、実際に自分の教

育現場にて、教育現場のカリキュラムとどのように融合させて音声コミュニケーション教

育を実践していく過程も検討される必要がある。その際には、研究者の視点をとおしてで

なく、音声コミュニケーション教育を実践した教師自身が自分の教育実践を発信していく

ことが望まれる。 

 

10.5.2 海外の日本語教育現場における音声コミュニケーション教育の実践 

本研究は、音声を日本社会に参加する学習者にとっての自己実現の手段として捉えると

いう視座に立って音声コミュニケーション教育の意味と重要性を論じてきたが、海外の教

育現場ではそれぞれの教育現場に合う形で応用されていく必要がある。 

本稿では、オーディオリンガル法からコミュニカティブ・アプローチを経て、社会的文

脈の中で音声の位置づけや学習観の変遷を辿り、教師の役割として発音矯正よりも、学習

者の音声の自律学習のサポート、つまり音声コミュニケーション教育が必要だと論じてき

た。従来の日本語教育現場では、発音を聞いて判断する能力やモデル音声を提示する能力

を持った母語話者教師に音声教育の役割があるとされてきたが、学習者の音声の自律学習

を支援することであれば、非母語話者教師も音声コミュニケーション教育を行うことがで

きる。海外教師のための教師研修の内容は、教師自身の日本語能力の向上がその目的の一

つになることが多いが、まず教師自身が音声の自律学習を行い、その方法を学習者と共有

しながら共に学んでいく音声教育の場を創出していくことが、海外の日本語教育において

必要だと考えられる。海外にいる非母語話者教師ならではの音声コミュニケーション教育

の実践をとおした自己実現が生み出されることが期待される。今後は、こういった非母語

話者教師の音声コミュニケーション教育のサポートを視野に入れて、音声教育支援活動を

行っていきたい。 

 

10.6 小括 

本章では、音声コミュニケーション教育を実現すべくデザインされた「音声教育実践」

をとおした実習生の学びを踏まえ（10.1）、音声コミュニケーション教育の意味と重要性を

述べた（10.2）。そして、音声コミュニケーション教育を実践する教師のために必要なサポ

ートを考える際に必要な視点を提案し（10.3）、研究の意義（10.4）および今後の課題（10.5）

を述べた。 
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10.1 では、本論文の第 1 章と第 9 章で示した RQ と答えをもう一度まとめた。 

10.2 では、音声コミュニケーション教育の意味と重要性について、（1）社会的文脈の中

での音声コミュニケーションの捉え方、（2）音声コミュニケーションにおける音声の役割、

（3）音声の自律学習のサポート、という側面から明示した。 

学習者は、日本社会を生きるうえで音声コミュニケーションをとおして、表現主体とし

て自分が伝えたいことを伝えていき、また理解主体として意味や相手の意図を理解する。

さらに、表したい自分のイメージに合う音声表現をとおして、自己表現を行っていく。学

習者は自己表現を通じて、日本社会において周りの人々から認められ、一社会構成員とし

て夢や目標を実現していき、自己実現にも繋がる。音声コミュニケーションの中で、音声

は意味伝達と印象の伝えという役割を果たしており、上記の自己表現の手段という役割も

持っている。さらに、音声コミュニケーション教育の在り方として、音声学習は日本社会

の一構成員である学習者が自ら音声学習の目的・内容・方法を決め、自律的に行うことで

あり、その音声の自律学習をサポートするのが音声コミュニケーション教育である。 

10.3 では、教師教育を文脈とする、日本語教育実習生や教師のためのサポートとして、

「音声の省察力」を促すことの重要性を論じた。本研究で明らかになった「音声の省察力」

とは、（1）音声そのものに対する省察、（2）音声と関連した自分の経験に対する省察、（3）

音声学習を行う学習者の言動に対する省察、（4）音声教育活動に対する省察、の 4 点を指

す。本研究で明らかになった実習生が音声を省察したプロセスを参考に、日本語教育実習

生や教師の音声の省察を促すために、教師教育に向けて提言を行った。さらに、インター

アクションをとおした音声の省察の促しや、教育年数を問わない音声の省察のサポートが

重要であることを述べた。 

10.4 では、本研究の意義として、（1）社会的文脈の中に音声コミュニケーション教育を

位置づけたこと、（2）音声コミュニケーション教育を実践研究という手法でアプローチし

たこと、（3）コミュニケーション教育の中でも特に音声に着目したこと、（4）二重構造の

サポートで音声コミュニケーション教育を論じたことが挙げた。 

10.5 では、今後の課題として、（1）音声コミュニケーション教育の実践というサポート

と教師自ら行う実践研究が必要であること、（2）海外の日本語教育現場における音声コミ

ュニケーション教育の実践が必要であることを述べた。  
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