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研究成果の概要（和文）： 

シャドーイングとは、聴覚に入力された言語音を正確にそのまま口頭再生する作業のことで

あり、通訳の訓練法として知られている。この訓練法を用いて、即時的な言語産出能力の養成

に効果があるかどうかを海外の日本語学習者を対象として検証した。   

米国・ニュージーランド・韓国・中国・台湾・タイ・オーストリアの７ヵ国の中等・高等教

育機関の学生に対し、複数の要因を設定し、実験調査を行った結果、効果があることが明らか

になった。 
研究成果の概要（英文）： 
     Shadowing is the work of recreating a speech sound precisely as it was input into 
one’s auditory sense and it is known as a training method for simultaneous interpreters. 
Whether or not this method has an effect on training instantaneous speech production 
ability was studied with Japanese language students overseas. 
     Experimental research using multiple factors was conducted on students of secondary 
and higher education in seven countries: United States, New Zealand, South Korea, China, 
Taiwan, Thailand, and Austria. And the result of this research confirmed that it is 
effective. 
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データを収集し、分析を行ってきた。それら

の結果とこれまでの第二言語習得研究の結

果から、ａ）学習者は教師から学んだ規則と

は異なる学習者独自の文法規則を構築する

こと ｂ）化石化（学習者の誤用が修正され

ないでそのまま残ること）には、独自の規則

や母語の影響が関わっていること ｃ）「わ

かる」と「できる」のメカニズムは異なって

おり、運用能力をつけるためにはインプット

とアウトプットの両方を強化することが必

要であること、などが明らかになっている

（迫田 2006）。 

そこで、申請者は「わかる」を「できる」

に繋げるための方法として、インプットとア

ウトプットの強化が実践できるシャドーイ

ングを取り上げ、2003 年から 2008 年の５年

間をかけて、シャドーイングの効果の検証お

よび国内の民間学校での実施可能性を検証

する研究を行った。その結果から、ａ）シャ

ドーイングは音読や書写に比べて、より効果

が高いこと ｂ）高いレベルより低いレベル

の学習者に効果が高いこと ｃ）民間の日本

語教育機関の授業での取り組みにより、学習

者と教師の変容が検証されたこと、などが明

らかになった（迫田・松見 2005 他）。 

これらの成果をふまえ、インプットが限ら

れた海外の学習者を対象として、シャドーイ

ングの実施可能性を検討し、その具体的な指

導法とニーズに沿った教材試案を提示する。 

 
２．研究の目的 

本研究は、以下の３点を目的として行った。 

（１）第二言語習得研究の視点からシャドー

イングのメカニズムを分析し、海外における

日本語学習のニーズをふまえた運用能力養

成の可能性を検討する。 

（２）海外の教育機関でシャドーイング訓練

を実施し、環境に応じた指導法を提案する。 

（３）具体的な教材試案を作成し、レベルと

学習環境に対応した評価方法を探る。 
 
３．研究の方法 

3 年間の研究は、大まかに第一期（2009）ニ

ーズ調査期、第二期（2010）実践研究期、第

三期（2011）成果発表期の三期に分けられる。

以下、期ごとに説明を加える。 

 

◆第一期（2009）ニーズ調査期 

海外の日本語学習者の実態を把握するため

に、各地域の教育機関を視察し、中等教育と

高等教育のそれぞれのニーズを調査した。そ

の上で、研究全体のグランドプランを策定し、

2009 年１月には研究関係者が広島に集合し、

研究開始にあたっての研修を行った。 

（１）高等教育でのニーズ（基礎研究Ａ） 

 国内から海外への実践を検討するために、

学習環境を大きく高等教育と初・中等教育に

分けること、タイ（タ）、中国（中）、アメリ

カ（米）、台湾（台）、韓国（韓）、オースト

リア（オ）の各地域での指導の共通点と相違

点をつかむこと、を目標として調査を行う。 

（２）初・中等教育のニーズ（基礎研究Ｂ） 

 韓国では学習者の 85％が初・中等教育の学

生であり、海外全体の学習者の半数以上は、 

初・中等教育が占めている。この事実をふま

え、韓国の中等教育の現場、さらにオースト

リアの高校の現状を調査する。 

 既に、シャドーイングを取り入れながら授

業を行っているケースから、具体的な実践報

告を発表してもらい、情報交換を行う 

 

◆第二期 実践研究期 

（１）シャドーイングの実践調査  

ａ）担当者の研究の理解と自己実践 

世界の各機関において、担当者によるシャ

ドーイングの勉強と実際にシャドーイング

を体験しながら、調査計画を立案し、パイロ

ット調査を経て、本調査を実施した。 



 

 

ｂ）事前調査・本調査 

 ＭＬを通して、それぞれの機関での試みに

よる質問や結果を出しあい、よりよい調査に

向けて、議論を続けた。 

ｃ）データ収集と分析          

メンバー間で比較できるように、プリテス

トとポストテストの内容を統一し、そのため

の資料や器材を配送した。データ収集や分析

についても、統計分析の専門を取り入れて検

討を行った。 

（２）実践研究の成果発表  

 まだ実践段階ではあったが、台北（台湾）

で開催された国際大会で一部の成果を発表

し、台中（台湾）では、メンバーの所属大学

で本研究を基盤としたシンポジウムを開催

した。 

 

◆第三期 成果発表期 

 2011年6月の日本教育心理学会の大会を皮

切りに、2012 年 3 月のカナダ・トロントでの

AATJ まで、日本語教育関連、言語学関連の国

内外の学会や国際シンポジウムにおいて、成

果発表を行った。本研究により、シャドーイ

ングによる人形劇、映像コマーシャルのアフ

レコなど、海外の日本語学習者のシャドーイ

ングの画期的な取り組みが紹介された。具体

的な発表内容については、論文・口頭発表の

項を参照。 

 
 
４．研究成果 

初年度 2009 年度、７カ国・地域から研究

協力者が広島に集合しての国際セミナーの

開始を皮切りに、2010 年の台北における日本

語教育研究国際大会(ICJLE2010)でのパネル

セッションやポスターセッションでの成果

発表、同年台中で開催された国際シンポジウ

ム、2011 年の北海道で開催された日本教育心

理学会、横浜で開催された日本語教育学会の

実践研究フォーラム、北京で開催された国際

応用言語学会（AILA2011）、そして 2012 年 3

月にカナダのトロントで開催された全米日

本語教師協会（AATJ）の大会でのパネルセッ

ションを実施して、各地域での実践研究の成

果発表を行った。この３年間、さまざまな研

究会や講演会で招聘され、国内外の多くの

方々に本プロジェクトに基づくシャドーイ

ング研究で得られた成果を示すことによっ

て多くの方々に関心を持っていただけた。 

 また、この研究成果が 2012 年度から開始

される科研（基盤研究Ａ）の一部として継続

されることが決定した。 

 また、某出版社から一連のシャドーイング

の研究をまとめ、出版する企画が提案され、

将来的に刊行する予定である。 
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