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研究成果の概要（和文）： 初級レベルから上級レベルまでの日本語学習者を対象に，日本語を読んで理解した内容や
わからないことを母語で話してもらう調査を行った。その結果，たとえば次のようなことが明らかになった。
(1) 中国語を母語とする日本語学習者は漢字に頼りすぎる傾向があり，ひらがなで書かれた部分を見落として正しく
意味が理解できないことがある。
(2) 上級学習者でも修飾構造や並列構造を含む複雑な文の構造を理解するのは難しく，自分の既有知識に合うように
文の意味を理解することがある。

研究成果の概要（英文）：In this study Japanese learners from beginner to advanced levels were asked to
read material in Japanese and describe what they understood and did not understand in their native
language. We found the following:
1) Native speakers of Chinese tend to rely on kanji (Chinese characters) and miss nuances conveyed in the
hiragana (phonetic alphabet) part of sentences, leading to misinterpretations in meaning.
2) Even advanced learners have difficulty in understanding complex sentences, although they find
sentences related to areas they are familiar with easier to comprehend.

研究分野： 日本語教育
キーワード： 日本語学習者
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１．研究開始当初の背景
３．研究の方法
「聞く」
「話す」
「読む」
「書く」という４技
日本語学習者の読解困難点・読解技術を明
能の日本語教育の中では，「読む」教育，つ
らかにする調査を，基本的に発話思考法
まり読解教育がもっとも研究の蓄積が少な
（Think-Aloud Protocols）で行う。ただし，
く，教材のバリエーションも少ないと言える。 学習者の発話だけでは学習者の読解過程が
読解教育の主流は，学習者の日本語能力に
詳しくわからないことが多いため，調査者が
合わせて語彙や文法を制限した文章を読ま
読解の途中で，正しく理解されているか，そ
せるものである。具体的な読解技術を詳しく
う理解した根拠は何かといった質問を積極
教え，練習させる教育はあまり行われていな
的に行う形で調査を行う。
い。それは，語彙や文章構成などを除き，読
上級日本語学習者に学術論文を読んでも
解技術についての研究があまり行われてこ
らう調査を例にすると，具体的には次の(6)
なかったためである。
から(8)のような方法で調査を行う。
本研究は，実際に読む必要がある生の日本
(6) 日本語学習者一人ひとりに，自分の研
語を読むという実践的な読解教育を実現す
究のために読む必要がある学術論文
るために，うまく読めない学習者には何が難
を選んでもらい，その論文を読んでも
しく，うまく読める学習はどんな技術を使っ
らう。
ているのかという日本語学習者の読解過程
(7) 普段どおりに辞書やパソコンを使い
を解明するものである。
ながら読んでもらい，読みながら考え
従来の読解教育の主流は，主に既習の語彙
たことや理解できないところなどを
や文型を使って書かれた読み物を，既習の語
話してもらう。
彙や文型の知識を使って読むものだった。実
(8) 日本語学習者に内容理解を確認する
践的な読解教育というのは，実際に読む必要
ための質問を行う。必要に応じて，専
がある読み物を，未知語の意味の推測や文章
門分野についての既有知識の有無な
の型についての知識などを使って読むもの
どの確認も行う。
である。そのための具体的な技術を解明しな
調査は，学習者の日本語のレベルを問わず，
ければならないと考え，本研究の着想を得た。 基本的にその人の母語か母語に準じる言語
で行う。
２．研究の目的
本研究で明らかにしたいのは，(1)と(2)の
４．研究成果
２点である。
主に日本とヨーロッパに在住する日本語
(1) 読解困難点：生の読み物をうまく読め
学習者を対象に，日本語を読みながら理解し
ない学習者は，何が難しいのか？
た内容やわからないことを母語で話しても
(2) 読解技術：生の読み物をうまく読める
らう調査を行った結果，たとえば(9)から
学習者は，どんな技術を使っているの
(13)のようなことが明らかになった。
か？
(9) さまざまな言語を母語とする初級か
本研究の特色と意義は，(3)から(5)の３点
ら上級の日本語学習者にグルメサイ
である。
トのレストランのクチコミを読んで
(3) 発話思考法の応用：学習者の読解過程
もらう調査を行ったところ，上級学習
を分析するために，Gerloff（1986）
者でもクチコミによく出てくる「イマ
な ど の 発 話 思 考 法 （ Think-Aloud
イチ」
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「沢
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いことが多かった。
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