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Abstract
There have been several studies in the past literature on tense-aspect acquisition in Japanese that
have looked into the form-meaning associations that learners of Japanese make in their choice of
verbal morphology. One popular claim is that learners of Japanese associate the perfective/past
ending (-ta) with Achievement (e.g. recognize, arrive) and Accomplishment (e.g. run a mile,
write a report) verbs. These are verbs that are dynamic and have an inherent endpoint. This study
sets out to investigate if the above claim holds true for native Japanese speech from a corpus data
of spoken Japanese. This study comprehensively examines the associations of the past
(perfective) and non-past (imperfective) verbal morphology with the four classes of verbs,
namely Achievement, Accomplishment, Activity and Stative according to Vendler’s
classification, in case of toki ‘when’ clauses in Japanese. The study analyzes corpus data
collected from spoken discourses such as free conversations, lectures and interview sessions of
native Japanese people. The results show that native speakers make form-meaning associations
of the past/perfective and non-past/imperfective endings with the semantic characteristics of the
verbs. This study has important pedagogical implications in the systematic teaching of verbal
morphology in the tense-aspect system of Japanese as a foreign language.

1. Introduction
An extensively investigated issue of tense and aspect development in Japanese second
language acquisition studies is the acquisition of tense-aspect morphology. Several researchers
have claimed that the development of tense-aspect morphology in first language (L1) acquisition
of various languages is strongly influenced by the inherent semantic characteristics of the verbs
to which the inflections are attached (Shirai, 1993). The same tendency has been observed in
second language (L2) acquisition, especially in English, Spanish and French (Bardovi-Harlig,
1995; Andersen, 1991). A significant number of studies done in Japanese have examined the
effect of semantics of the verbs on the verbal endings. The bulk of these studies have looked at
the association of the past/ perfective ending ‘ta’ and progressive/ imperfective -tei forms and
verb semantics (Shirai, 1995; Sugaya & Shirai, 2007; Sheu, 1997; Nishikawa, 1998). The present
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study focuses on the form meaning associations of the past/perfective ‘ta’ and nonpast/imperfective ‘ru’ endings with the verb semantics. In order to validate the results obtained
from L2 acquisition studies, it is essential to extend the study to native speakers’ data so that
generalizations can be drawn about using Japanese universally and not just by foreign or second
language learners of Japanese. Hence the need for the present study that specifically aims at
examining the association of the perfective and imperfective verbal morphology with the
semantic meanings of the verbs that appear in toki ‘when’ clauses as observed in the native
speakers’ corpus data of spoken discourses. The study will utilize a corpus linguistic
methodology which is defined as “a linguistic methodology that is founded in the use of
electronic collection of naturally occurring texts” (Granger, 2002). Starting from the 1980s, the
use of corpora in L2 acquisition studies, coupled with the development of software tools and
analytical techniques of using computer corpora has increased considerably. Corpus-based
approaches have enabled language researchers to describe and analyze the patterns of the target
language such as co-occurrence or association patterns and the contexts in which a specific word
or phrase is commonly found based on the empirical evidence of large sized real world texts.
The association of the perfective ‘ta’ and imperfective ‘ru’ verbal endings with the
semantic characteristics of verbs such as telicity, punctuality and dynamicity is readily
observable in toki ‘when’ clauses because toki structures allow the use of both the verbal endings
to be used in the subordinate position resulting in grammatical structures. Therefore it becomes
easier to observe if the users’ of the language have a preference for a particular verbal ending for
a specific class of verbs. For example, taberu toki and tabeta toki can both be used to interpret ‘at
the time eating’ and both are grammatical. In the current study by investigating what particular
ending (ru or ta) is used more frequently with a verb of a particular semantic category (based on
Vendler’s categorization), results will be interpreted quantitatively and their impact on Japanese
pedagogy will be discussed.
The organization of this paper is as follows. Section 2 presents previous literature on the
tense and aspect studies of Japanese. Section 3 describes the present study including data set,
method, analysis and results. Section 4 will present the conclusions and future study including
some pedagogical implications of this study.
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2. Previous Literature
2.1 Inherent Lexical Aspect
The notion of temporality in language is subdivided into the grammatical categories of
tense and aspect. Both tense and aspect are concerned with time, but in ways quite different from
each other. While tense looks at the “relative sequential ordering between two time points”,
aspect is defined as “different ways of viewing the internal temporal constituency of a situation”
(Comrie, 1976). Aspect is typically distinguished into two types: grammatical and inherent
lexical aspect. Grammatical aspect, also known as “viewpoint aspect” (Smith, 1991), refers to
aspectual distinctions marked explicitly by linguistic devices, usually auxiliaries or inflections,
as in (1) and (2).
(1)
(2)

I slept.
(simple past)
I was sleeping. (past progressive)
Inherent lexical aspect (Andersen, 1986), or also known as “situation aspect” (Smith,

1991) or semantic aspect (Comrie, 1976), refers to what is inherent in the lexical items that
describe the situation. In (1) and (2) sleep has intrinsic duration whether in simple past or past
progressive. These inherent distinctions are noted by Vendler’s (1967) framework of lexical
aspects, which consists of States, Activities, Accomplishments and Achievements. These four
lexical classes can be distinguished by three features: Dynamicity, Telicity, and Punctuality
(Andersen, 1991; Comrie, 1976). “Dynamicity” distinguishes dynamic events from states. States
(e.g. sleep) exhibit little or no change over time, whereas a dynamic event (e.g. eat) describes a
process that changes. “Telicity” refers to whether an action has a naturally defined endpoint such
that the action is completed and cannot continue once that endpoint is reached. Telic predicates
exhibit processes with an inherent limit (e.g. run a mile), whereas atelic predicates reveal
processes without limit (e.g. run in the park). “Punctuality” distinguishes durative from punctual
predicates. Durative events take place over a certain period of time (e.g. make a chair), whereas
punctual events take place instantly (e.g. recognize).

2.2 Vendler’s Classification
The four-way distinction, based on temporal properties of verbs (or verb phrases) that
was introduced by Vendler (1967), is described below and summarized in Table 1.
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Achievement or punctual predicates are telic and punctual, and capture the beginning or the end
of an action (Lee, 1999). These take place instantaneously, and can be reduced to a single point
in time (Shirai, 1995). Examples: arrive, leave, notice, recognize.
Accomplishment or telic predicates are telic and non-punctual, and thus have some duration, but
with a single clear inherent endpoint. In English, these are often phrasal. Examples: build a
house, make a chair, write a letter, paint a painting.
Activity are atelic and thus do not assume a natural or inherent endpoint. They have inherent
duration in that they involve a span of time. Examples: rain, write, read, swim, play.
State are non-dynamic and persist over time without change. Examples: have, believe, think,
know, love.
Dynamicity

Telicity

Punctuality

Achievement

+

+

-

Accomplishment

+

+

+

Activity

+

-

+

State

-

-

+

Table 1: Vendler’s Classification

2.3 Aspect Hypothesis
A universal tendency observed in the acquisition of tense-aspect morphology,
summarized in what is known as the Aspect Hypothesis (Andersen & Shirai, 1994; BardoviHarlig, 2000) claims that learners create restricted form-meaning relationships at the early stages
of acquiring L1 tense-aspect morphology. Specifically, learners strongly associate past tense and
perfective aspect forms with punctual verbs (verbs that express an event that occurs in a moment,
e.g. recognize) and telic verbs (verbs that have natural endpoints, e.g. wake up), imperfective
aspect forms with atelic verbs (verbs that do not have an inherent endpoint, e.g. swim), and
progressive aspect forms with activity verbs (e.g. write). In the current study, it will be tested
quantitatively if native speakers make any associations between the past/ perfective ending ‘ta’
and telic verbs and non-past/ imperfective ending ‘ru’ and atelic verbs in toki ‘when’ clauses.
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2.4 Toki ‘when’ clauses
In Japanese, toki denotes the time at which. In terms of -ru/-ta combination at S1
(subordinate clause) and S2 (main clause) there are four patterns schematized below and
illustrated by (3) – (7) from Lee, 1999.
Sentence Patterns
S1 ru toki S2 ru
S1 ru toki S2 ta
S1 ta toki S2 ru
S1 ta toki S2 ta
(3)

Nihon-e iku toki kamera-o kau
Japan-Loc go when camera-Acc buy
‘I’ll buy a camera when (before) I go to Japan.’

(4)

Nihon-e itta toki kamera-o kau
Japan-Loc went when camera-Acc buy
‘I’ll buy a camera when (after) I go to Japan.’

(5)

Nihon-e itta toki kamera-o katta
Japan-Loc went when camera-Acc bought
‘I’ll buy a camera when (after) I go to Japan.’

(6)

Nihon-e iku toki kamera-o katta.
Japan-Loc go when camera-Acc bought
‘I bought a camera when (before) I went to Japan.’

(7)

Nihon-e iku/itta toki, kamera-o motte itta.
Japan-Loc go/went when camera-Acc carried
‘I carried a camera, when I went to Japan.’
The four patterns given above present three possible temporal interpretations: the event in

S1 is prior to event in S2 as in (4) and (5), or S2 is prior to S1 as in (3) and (6) or both are
contemporaneous as in (7). As can be seen in these examples, verbs in toki clauses allow both the
ru/ ta endings leading to perfectly grammatical interpretations. Hence it is useful to see if the
users’ selection of the ru/ ta endings is governed by the type of verb present in the toki clauses.

3. Present Study
The main objective of the current study is to examine the association of the perfective
and imperfective verbal endings with the semantic characteristics of the verbs that contain them,
namely telicity and punctuality that appear in toki ‘when’ clauses in the native speakers’ corpus
data of spoken discourses.
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3.1 Data Set
Data was collected from recorded spoken discourses such as free conversations, lectures
and interview sessions of native Japanese speakers. The following sources were used: KWIC
Corpus, Uemura Corpus, Ono Corpus, Monbukagakusho Corpus, Kokken Corpus.

3.2 Method and Analysis
After selecting the target sentences with toki clauses from the corpus data, they were
classified into four sentence patterns (S1: subordinate clause, S2: main clause)
(a) S1 ru toki S2 ru
(b) S1 ru toki S2 ta
(c) S1 ta toki S2 ta
(d) S1 ta toki S2 ru
Following are examples of target sentences for each of the four sentence patterns.
S1 ru toki S2 ta
8. Ie o deru toki denwa ga kakatte kita.
‘The phone rang before he stepped out.’
S1 ta toki S2 ta
9. Gohan o tabeta toki ohasi o zyoozu ni tukatta.
‘He used chopsticks skillfully when he ate food.’
S1 ru toki S2 ru
10. Basu tee de matu toki itumo CD o kiku.
‘He always listened to CDs when he waited at the bus stop.’
S1 ta toki S2 ru
11. Yooso ga atta toki itte kudasai.
‘Please let me know if there is an issue.’
After listing the target sentences under each sentence pattern, verbs at S1 position were
classified into the four Vendler’s categories. Shirai (1993)’s tests were used to classify the verbs.
Percentage occurrence for the Vendler’s category of verbs in S1 position in each of the four
patterns was then calculated. Both the raw figures and percentages are shown in Tables 2-5 in the
results section below.

3.3 Predictions
Based on the claim of the Aspect Hypothesis, that learners strongly associate past tense/
perfective aspect forms with punctual verbs (verbs that express an event that occurs in a moment,
6

e.g. recognize) and telic verbs (verbs that have natural endpoints, e.g. wake up), and non-past
tense/ imperfective aspect forms with atelic verbs (verbs that do not have an inherent endpoint,
e.g. swim), two predictions can be made for this study:
Prediction 1: Native speakers will associate past tense/ perfective aspect form ‘ta’ with telic
verbs.
Prediction 2: Native speakers will associate non-past tense/ imperfective aspect form ‘ru’ with
atelic verbs.

3.4 Result
In this section, the results of the data analysis will be tabulated. Telic verbs refer to
Achievements and Accomplishments (with endpoints) and atelic verbs refer to the Activities and
States (that lack endpoints).
Table 2 below shows the overall occurrence of verbs at S1 position in native speakers’
data. Table 3 below summarizes the overall percentage occurrence of telic and atelic verbs for
the same data set.
Verbal Category
(Token Count)
Achievement

Overall Occurrence
(521)

Percentage Occurrence
(100)

220

42

Accomplishment

50

10

Activity

137

26

Stative

46

9

68

13

114

22

Stative te iru
1

Stative Combined*

Table 2: Overall and Percentage Occurrence of verbs at S1 position

Overall

Highest

Telic

Atelic

Achievement 42%

52%

48%

Table 3: Summary of Overall Percentages

Stative Combined is the sum total of regular Statives, such as aru ‘to be’ and derived Statives
that have the -te iru ending, such as site iru ‘doing’.
1
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Overall there was an even distribution in the occurrence of telic and atelic verbs in the S1
position. Out of 521 tokens, telic verbs (Achievement and Accomplishment) occupied 52% of
the total, while atelic verbs (Activity and Stative Combined) occupied 48%. When seen
individually, Achievements were the highest with 42%, Activities with 26%, Statives with 22%
and Accomplishment with 10%.
Table 4 below shows the occurrence of verbs grouped by sentence patterns at S1 position.
Table 5 below summarizes the percentage occurrence of verbs grouped by sentence patterns.
Verbal Category
(Token / %)

S1 ru toki S2 ru
(219)

S1 ru toki S2 ta

(100)

(40)

(100)

S1 ta toki S2 ta

S1 ta toki S2 ru

(118)

(144)

(100)

(100)

Achievement

71

32

12

30

49

42

88

61

Accomplishment

11

5

4

10

30

25

5

3

Activity

74

34

7

18

22

19

34

24

Stative

20

9

3

8

9

8

14

10

Stative te iru

43

20

14

35

8

7

3

2

Stative Combined

63

29

17

42

17

14

17

12

Table 4: Raw and Percentage Occurrence of verbs grouped by sentence patterns

Highest

Telic

Atelic

ru-ru

Activity

34%

37%

63%

ru-ta

Stative

42%

40%

60%

ta-ta

Achievement

42%

67%

33%

ta-ru

Achievement

61%

64%

36%

Table 5: Summary of Percentage Occurrence of verbs grouped by sentence patterns
A finer classification of the verbs based on sentence patterns showed a predicted
distribution between atelic and telic verbs. In the S1 ru toki S2 ru and S1 ru toki S2 ta sentence
patterns, it was predicted that atelic would be higher than the telic verbs (because there will be
preference for associating the imperfective ‘ru’ ending with S1 verbs, that do not have end
points). As can be observed from the summary in Table 5, in the S1 ru toki S2 ru pattern, the
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atelic verbs (63%) are higher than telic verbs (37%), with the highest appearance is of Activity
verbs (34%). Similarly in the S1 ru toki S2 ta pattern, the atelic verbs (60%) are higher than the
telic verbs (40%) with the highest appearance is of Statives (42%).
In the S1 ta toki S2 ta and S1 ta toki S2 ru sentence patterns, it was predicted that telic
would be higher than the atelic verbs because there will be a preference for associating the
perfective ‘ta’ ending with telic verbs, that have endpoints. As can be observed from Table 5, in
the S1 ta toki S2 ta pattern, telic verbs (67%) are higher than the atelic verbs (33%) with the
highest appearance of Achievement (42%). In the S2 ta toki S2 ru pattern also the telic verbs
(64%) are higher than atelic verbs (36%) with the highest appearance of Achievement verbs at
61%.
In sum, both the predictions regarding the native speakers’ choice of the ru/ ta
morphemes for verbs with specific semantic characteristics have been proved correct
quantitatively.

4. Conclusion and Future Study
The overall percentages show an almost even distribution of telic and atelic verbs for
native speakers of Japanese. However, finer distinctions in sentence pattern types show that there
is a tendency to use ‘ta’ with telic verbs and ‘ru’ with atelic verbs. From the above results it can
be quantitatively claimed that native users of Japanese are sensitive to the semantic
characteristics of the verbs such as telicity and punctuality and make associations with them in
their selection of the ru/ ta endings in case of toki clause structures. They have a clear preference
to use ‘ta’ with verbs that have natural endpoints and ‘ru’ with verbs that do not.
The results of this study have some significant pedagogical implications. Since native
speakers’ choice of the ru/ta morpheme in toki clauses seems to be governed by the semantic
characteristics of the verbs, it would be useful to introduce a verb classification based on the
inherent semantic aspect of the verbs in the Japanese language classrooms. Currently most
textbooks introduce verb classifications that are based on verb endings. Since the native users
(from this study) and non-native users (from previous studies) are already associating the verb
endings with their semantic characteristics, it would be easier for the instructors to introduce
verbal classifications based on inherent semantic characteristics that would also assist the
learners in their understanding, processing and production of verbs and verbal structures.
As a follow up of this study, a comparative analysis of the native and non-native spoken
productions of toki clauses using the corpus linguistic methodology will be conducted. This is
9

needed to validate the status of Aspect Hypothesis as a universal phenomenon that pertains to
both native as well as non-native speakers of Japanese. Most previous studies that have been
conducted with non-native speakers were based on experimental questionnaires, where the
sentences or discourses were pre-planned and prepared by the experimenter. The corpus data
used in this study as well as in the follow up study uses spoken discourses that were naturally
produced by the speakers in various settings such as conversations, lectures and such.
Additionally, another follow up study to confirm the results of the present study in written
productions of native and non-native speakers of Japanese can be suggested. That would further
corroborate the validity of the form-meaning associations between verb endings and inherent
meanings of the verbs across spoken and written discourses among all users of Japanese
language.

Corpus Sources
KWIC Corpus (http://languagecraft.jp/kwic/)
Uemura Corpus (http://www.env.kitakyu-u.ac.jp/corpus/docs/index.html)
Ono Corpus (personal communication)
Monbukagakusho Corpus (Simulated Spoken Dialog Corpus, Grant in aid for scientific research
on priority areas by Ministry of Education, Science and Culture, Research on understanding and
generating dialog by integrated processing of speech, language and concept, 4 Vols, 1994, CD).
Kokken Corpus (Spontaneous Speech: Corpus and processing Technology “Corpus of
Spontaneous Japanese, The National Institute for Japanese Language Communication Research
Lab, Tokyo Institute of technology, Monitor version, 2001, 4 Vols, DVD)
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Current Issues with Kanji Education - a Culturally Integrated Approach
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ABSTRACT
When a learner improves her/his proficiency in a foreign language, it is ideal that the
learner makes relatively a systematic progress in all the four skills because each
facilitates the other and, furthers progress in all four areas.1 However, what if the learner
doesn’t?
In fact, teaching kanji has remained one of the most underdeveloped aspects of Japanese
pedagogy compared to other skills – the ‘Cinderella skill’ we might say. For example,
spoken language usually seems to be given a higher priority, with “Conversational
Japanese” courses regularly being offered at the expense of specific “Japanese Kanji”
classes. Moreover, teaching kanji frequently depends mainly on unfashionable rote
memorization on the part of students chiefly because of lack of time in the college
curriculum. As a result, students are often overwhelmed by the heavy workload and may
thus become de-motivated.
This de-motivational effect, as well as the difficulty of learning kanji, may be one of the
major reasons that prevent some students from moving on to advanced Japanese. It is
worth noting that students of Chinese do not seem to have the same issue even though
they are required to learn more characters (or kanji) than Japanese learners at any similar
level. This may be because they take it for granted that learning characters as an
integrated part of Chinese whereas with Japanese it may (wrongly) appear an optional
extra as they can instead use hiragana or katakana. As a result, finding a way to integrate
kanji into the rest of the curriculum as well as addressing the motivational issue should
lead to a more balanced approach to Japanese language teaching.
This study therefore analyzes the current problems of kanji learning in the Japanese
language class as well as presenting a teaching approach that integrates kanji learning
with Japanese calligraphy. It is not necessarily intended that students should become
expert calligraphers (something that may seem archaic in the age of character input
software). Instead, the aim is [1] motivationally, to deepen students' interest by opening a
window to the ancient art, thereby lowering students’ affective filter and [2]
methodologically, to develop a way of presenting character components (radicals,
phonetic elements, and associated chunks) to assist a language learner in the process of
memorization of kanji, using several modes and senses (kinetic, aesthetic and
intellectual).
1

Of course, that is not to say that each skill must progress at the same speed, but rather that each skill
should progress at an appropriate speed without focusing attention on one at the expense of the others.

By first examining the problems in both learning and teaching kanji (such as how the
course accommodates students of various linguistic levels), then explaining how the basic
principles of this teaching approach can help students learn kanji better as well as
offering potential benefits, including teaching materials, for the Japanese language
program, this preliminary study demonstrates how such a course could be integrated
successfully into the university curriculum.
Nobuyoshi Asaoka
Lecturer in Japanese
Carnegie Hall 405
Grinnell College
asaokan@grinnell.edu
641-249-3272
Request for equipment:
Computer projector, Computer Screen, & Laptop

INTRODUCTION
The learning of kanji poses a multiple challenges to students of Japanese, especially those
from an alphabetic background (Ishida, 1984). Kanji has been extensively studied from
various perspectives because of its unique characteristics such as its high visual
complexity and logographic nature (Kaiho & Nomura, 1983). The widely used pedagogy
for kanji education currently exercised at American institutions is 1) following the order
of the textbook (mostly frequency-based), 2) practising the stroke order with an instructor
writing in space while reading aloud, and using flashcards, and 3) administering
occasional kanji quizzes to ensure that all the learners make steady progress. However, in
reality, this more or less amounts to rote memorization of kanji. The whole process is
limited generally to the very beginning (most likely 5 to 10 minutes per class and at most
30 minutes per week) of a class period mainly due to the curriculum crunch. This forces
students of Japanese to mostly memorize a fairly large number of kanji in a relatively
short time, not always successfully.
In this regard, the challenges for kanji education have not been adequately addressed and
solved yet. As a result, the learning of kanji has fallen behind the teaching of other
language skills, both in terms of the time allocated to it in the curriculum and in the
effectiveness of the methodology. In a Japanese language course at an American
university, for example, kanji is typically introduced from the introductory level: the
timing of the introduction varies from textbook to textbook but somewhere between mid
and late-first semester. However, at some big state universities, the needs of spoken
Japanese take priority, and therefore “Conversational Japanese” is even offered at the
expense of a specialized kanji course. Therefore, finding a way to teach kanji more
effectively and efficiently is essential if kanji is to be rescued from its current low status.
This study investigates these issues in kanji education at American universities and, in
combination with Japanese calligraphy, the ancient Japanese art, proposes a more
integrated approach towards kanji learning. We need to recognize first that alphabetichabituated learners do not process kanji in the same way as Japanese children (Flasherty
1991). Even among foreign learners of Japanese differences exist, such as in linguistic
background/environment, time spent on learning, motivation, and goals. However, the
frequency-based approach that all the widely-used textbooks adopt for the kanji
pedagogy ignores these facts. The main and perhaps primary reason for the frequencybased approach is that it is in accordance with the present pedagogical belief that the
language course should aim to improve all four skills at the same time, however, but as I
will explain in more detail later, it is perhaps counterproductive to attempt to develop all
four skills at the same speed. A new, more specialized approach is therefore needed.
The specialized kanji course outlined here adopts an element-based approach (Heisig,
1986), more suited, I would argue, to recognizing the different types of discrimination
and association used by learners in memorizing kanji – that is to say, through introducing

radicals, homonyms, and associated chunks2 systematically. Learning Japanese
calligraphy, I would suggest, also lowers learners’ affective filter (i.e. their resistance)
towards kanji learning as well as helping them pay more attention to each stroke, leading
to better appreciation of kanji characters and thus facilitate better mnemonic powers. This
means that learners are more motivated to learn kanji if there is full attention on each
character and, in combination with a systematic kanji learning course, a systematic effort
is made to establish learners’ graphic memory. Finally, this study introduces a model
syllabus in order to show how such a course can be fit into an American institution and
make kanji learning, which remains one of the most important barriers to learning
Japanese, more approachable, effective and efficient.
THE NATURE OF KANJI
In order to understand the problems of kanji education for Japanese language in the U.S.,
let me briefly touch upon the history and nature of kanji.
HISTORY OF KANJI
One of the problems of learning Japanese results from how kanji was initially introduced
into the language. While an alphabetic language is phonetic, the Japanese language is a
mixture of three writing systems, hiragana and katakana which are phonetic, and kanji
which is ideographic. However, kanji came from China first around the fifth century
when Japan did not have its own orthography. As Chinese and Japanese were
linguistically different in many aspects during the period of adoption, the majority of
kanji resulted in multiple readings. Most of them are dual readings: one is called, onreading that reflects original Chinese pronunciation while the other is called, kun-reading
which Japanese scholars found corresponding to equivalent to Japanese words.
This is a relatively unique feature of Japanese. Kanji, i.e. Chinese characters, were also
adopted in Korea, Singapore, and Vietnam. But (South) Korean has its own script,
Hangeul and as a result, the government has stopped teaching kanji as a mandatory
subject while North Korea and Vietnam have officially ceased kanji education as a
language policy. In some regions of Malaysia and Singapore where there are many
immigrants from China, kanji are still used. However, the majority of kanji being used
outside Japan have basically only one-reading. Learners of Japanese therefore often find
multiple readings of kanji very difficult.
On the other hand, the number of kanji that students are required to learn is fewer than for
Chinese. A comprehensive dictionary of kanji, Kanwajiten, lists over 50,000 entries. The
Ministry of Education in Japan defined 1,850 official kanji (referred to as toyo-kanji) in
1946 in order to standardize the use of kanji. At present, approximately 3,000 are actively
used in modern Japanese. This means that if a learner knows 3,000 kanji, s/he can read a
Japanese newspaper without much difficulty.
2

There are different kanji of the same pronunciation, for example, a Japanese word, miru can be 「見る」
「看る」「診る」「観る」or「視る」.

The 1,850 official kanji consists primarily of four types describe below (Ito 1976):
1)
2)
3)
4)

Pictograph（象形文字）: 「木」「日」「川」「口」「耳」「来」「欠」
Ideograph（指事文字）: 「上」「下」「末」「一」「二」
Compound Ideograph（会意文字）: 「林」「炎」「晶」「明」
Semantic-phonetic Compound（形成文字）: 「江」「洋」「清」

The majority of kanji fall into the last two categories with 22.3% and 65.5% for
Compound Ideograph and Semantic-phonetic Compound respectively.
ISSUES WITH KANJI EDUCATION
FREQUENCY-BASED APPROACH
The biggest issue with the present kanji education in the U.S. is, I would suggest, its
widely used frequency-based approach. In most of the Japanese textbooks used in the
U.S., the order in which kanji appears is based on a combination of the easiness of the
kanji character (generally, those with fewer stokes) and the particular textbook chapter:
for example, the theme of Nakama 1 Chapter 12 is health. Therefore, most of the kanji
for the chapter is health-related (see the chart below). Below is the chart showing the
order that kanji appears in three widely used textbooks, Genki, Nakama, and Yookoso as
well as kanji for Chapter 12 of Nakama.
Nakama 1 Chapter 12

Genki 1
Nakama 1
Yookoso 1

# of chapters
12
12
7

Chapter kanji appear
Chapter 3
Chapter 7
Chapter 1*

元気入薬休体病院住所語好毎回度

Kind of kanji
一二三四五六七八九十百千万円時
山日田人上下中大小本学生先私川
日本学生名何月人一二三四五六七八
九十百先話語大間半上下分小好町左
右中外前後時山口千万方近遠有

*Yookoso 1 starts with Getting Started section which consists of 5 chapters, so the
textbook is almost equivalent to Genki 1 and Nakama 1with 12 chapters each.
The order of kanji is also apparently in accordance with the Educational Kanji Grade
Breakdown Kanji Allotment Chart (教育漢字の学年別漢字配当表) of the Ministry of
Education, Culture, Sports, Science and Technology in Japan. The Ministry has placed
the order of kanji in an order of importance according to the age of learners. For example,
all the 80 kanji assigned for first graders are easily understandable for them, such as
「花」「空」「男」「森」「学」and「校」. Likewise, most of the kanji in Chapter
3 of Genki 1 or Chapter 7 of Nakama 1 are either from the 80 kanji for first-year or from
the 160 kanji for second-year elementary students in Japan.
However, as already noted, the way children learn kanji as L1 is significantly different
from the way adult learners of Japanese learn kanji because children’s acquisition of oral
language is far ahead of that of written language. Besides, children have much more

exposure to kanji outside the classroom. However, foreign learners of Japanese are
required to study both verbal and written language almost simultaneously. Therefore, an
important question is raised whether the frequency-based approach is appropriate for
adult learners of Japanese in the U.S. There is a strong case for saying that we at least
need to take into account other factors, such as learnability, efficiency, learner’s
workload and broader issues of methodology, motivation and effective memorization.
In addition, the order of kanji in most Japanese textbooks in the U.S. is strongly
influenced by the frequency of the use of particular words in the classroom, such as 「先
生」「学生」「学校」「日本語」. As a result, learners of Japanese are often forced to
learn 「時」「語」「好」before 「日」or「寺」「言」「女」or「子」respectively.
For instance, 「時」is introduced in Chapter 3 of Genki 1 but 「寺」doesn’t appear until
Chapter 15 of Genki 2. Because of this semantic priority, learners are forced to learn the
more complex 「時」before「寺」. This shows how semantic familiarity is prioritized
over structural simplicity, but although it may make sense pragmatically in the short term,
ultimately such an approach treats kanji as an extension of (classroom) speaking rather
than a skill in itself.
Of course, the issue mainly depends on each learner’s needs, such as how far s/he wants
to learn the language but supposing the learner wants to get to an advanced level, s/he
will need to cover a large number of kanji, say somewhere around 2,000+. If so, I would
argue that as far as writing kanji is concerned, it is more efficient and effective to teach
smaller components first and then if possible, introduce more complex kanji like building
blocks. Hatasa (1989) reported that more complex kanji are not necessarily more difficult
to read but as far as production is concerned, not surprisingly, kanji with fewer strokes
are more easily produced than those with more. The limit of frequency-based approach
thus exists here. Although the frequency-based approach may facilitate kanji reading best
because the choice of kanji is mainly in accordance with the theme of the chapter and its
relative ‘easiness’, learning its production is not necessarily similar to learning its
recognition. Once again, we can see that a more specialist approach is therefore needed.
However, before we go on to consider what the solution to these methodological
problems might be, I would first like to look briefly at foreign students attitudes to
studying kanji which, as we all know, requires a greater commitment to learning than
other languages. In particular, this will help us understand the role of motivation and need
in kanji learning.
NEED, MOTIVATION, AND DESIRE
In general motivation can be classified as extrinsic and intrinsic. The best example of
extrinsic motivation may be monetary reward after one achieves something while
intrinsic motivation comes from inside oneself. It is true that most American universities
impose a foreign language requirement, say for two semesters, depending on one’s major,
however, when students choose which language to take, some are either motivated
intrinsically because, for instance, they like some aspects of Japanese culture, or
extrinsically because, for instance, they want to get a better job, using the language - or
perhaps their motives are a mixture of the both.

However, after taking Japanese and experiencing what is the language is all about, their
motivation may be affected by changes in their perception towards the language they are
studying. Toyoda (1995) conducted a survey among students of Japanese from an
alphabetic background at a Japanese university. The results revealed that more students
of intermediate Japanese, who had already studied 301 to 1,000 kanji, thought learning
kanji is difficult in comparison with students of introductory Japanese (with less than 300
kanji). Meanwhile students of advanced Japanese, who had previously studied 1,001 to
2,000 kanji, felt the least daunted by the task. But among the three groups, all consider
retention of kanji as the most challenging aspect. This shows that some learners of
Japanese become de-motivated as they move up to intermediate level because they
struggle with the sheer quantity of kanji. My thesis here is that a combination of a more
systematic approach towards kanji learning with studying an aspect of Japanese culture,
Japanese calligraphy, may rekindle learners’ both extrinsic and intrinsic motivation.
IN COMPARISION WITH CHINESE
The importance of motivation can be seen even more clearly if we compare Japanese
with Chinese. Although most lexical words in modern Japanese are written in kanji
whereas inflections and other grammatical items are written in hiragana, theoretically all
of a Japanese text can be written in hiragana. For that reason, students, who are not sure
of kanji, often avoid using kanji in their Japanese homework. It is clear that if they do not
use/write kanji on a regular basis when they attend everyday Japanese class and go
through many speaking activities in class, they will not maintain a reasonable retention of
kanji even while their spoken Japanese disproportionately improves.
On the other hand, students of Chinese have no choice but to always have to write
Chinese characters. Of course, the two languages, Chinese and Japanese, are not totally
comparable. Whereas, for example, at a beginning level, Japanese grammar is generally
more complicated than Chinese, Chinese tonal pronunciation is more challenging for
Westerners than Japanese pronunciation. However, the major reason why a typical
beginning Chinese language class requires learners to master, for example, at Grinnell
College,3 as many as 700 characters a year while its Japanese counterpart requires at most
150 kanji (in addition to 50 hiragana and katakana syllabries each) is based on their
curriculum differences rather than the difficulty of kanji itself. However, there are couple
of important things we can learn from Chinese language education. For example, at
Grinnell College an introduction of radicals at the very beginning is incorporated so that
learners of Chinese associate kanji with its meaning even if they cannot pronounce it.
What this tells us at the very least is that learning a much larger number of kanji is by no
means impossible but perhaps requires more motivation and commitment (and, I would
suggest a better methodology). Unfortunately, as we have already noted, Japanese lacks
the absolute need to use kanji. As a result, unless Japanese instructors decide to abandon
teaching kanji altogether, they must put the emphasis on creating a desire to learn it. This
is not a minor issue, and if desire does not come from absolute need, it must come from a
sense of satisfaction and achievement in learning it. Research into the attitudes and
3

Grinnell College is a highly selective private college with an enrollment of about 1,500, located in Iowa.

experiences of learners of Japanese therefore supports the idea that a more efficient, yet
also affectively satisfying way of teaching kanji is required.
WHY IS WRITING KANJI IMPORTANT?
So, we need to find a way for learners to retain the kanji they have already studied
otherwise they become de-motivated. I would suggest that one way is to make use of
deeper memorization strategies. It is simply not efficient to learn something and then
move on to the next item. It must be reinforced. One such method is to develop a kinetic
memory of the way a kanji character is written – just as English speakers may not know
how to spell a word until they actually start writing it. My argument here is therefore that
learning to physically write is not be simply a skill in itself (which may seem out of date
in the age of computer input software), but that it is useful for learners because it can aid
memorization and longer term retention.
Basically there are three basic ways for learners to study kanji – simple viewing, writing
in space, or writing on actual paper. All the three methods induce temporal visual
memory of kanji but only the latter two follow kinetic movement and the last allows
confirmation of kanji after writing.
Method
Viewing

Procedural Mechanism
temporal visual memory
kinetic movement
√

Writing in space
on paper

√

√

√
√

confirmation after writing
Writing

√

The chart suggests that actual writing best facilitates retention of kanji, especially as
Japanese calligraphy creates lots of kinetic movements. The traditional art also makes
learners pay more attention to all the details, such as hooks and the balance, which unites
the visual and the physical aspects of kanji learning motivating them to learn kanji while
enjoying the ancient art and improving their calligraphic penmanship. This whole activity
aims to induce learners to improved mnemonic powers. Of course, it could be argued that
the priority should be placed on learning quickly as Heisig (1986) suggests. He promotes
rapid learning of kanji under an element-based approach, using stories for each character
or component. However, he was studying Japanese by himself as JSL where he had full
exposure to the language in Japan. The method therefore needs to be revised for JFL: as
in the story of the tortoise and the hare, slower learning of kanji but steady, deeper
retention may be the best way. By combining with Japanese calligraphy where learners
do a lot of careful kinetic movements, a specialized kanji course can integrate movement,
memorization, and motivation in students’ kanji learning.
A NEW APPROACH
ELEMENT-BASED APPROACH
The element-based approach focuses more on each element, such as radicals, and builds
up those elements meaningfully by identifying most of the parts of kanji and assigning

meanings. Learners first learn important radicals and simpler elements. For example,
before 「校」is learned, the radical, 「木」and「父」is introduced so that learners can
make a smooth transition. This is an analogy to building blocks of a house: first, put in
place the solid foundations - i.e. mainly radicals.
HOMONYMS & ASSOCIATED CHUNKS
Of course, one of the difficulties of learning kanji is homonyms, which Japanese learners
may find unfamiliar. However, Samuels (1973) found pre-training for visual
discrimination effective with American children trying to learn English letters, “p”, “d”,
“g”, and “q”. He concluded that the pre-training facilitated the subsequent learning by
sensitizing children to visual features of letters. Sugimura & Kubo (1975) conducted a
similar experiment with Japanese children trying to learn the pronunciation of katakana,
and found that their pre-training for visual discrimination facilitated subsequent
association between hiragana and their sounds. Kaiho & Nomura (1983) propose that as
learners have to learn a huge number of kanji, the pre-training for visual discrimination of
kanji is necessary before learners recognize useful kanji patterns.
For instance, miru can be written as「見る」「看る」「診る」「観る」or「視る」.
However, each of them is different with 「見る」meaning ‘seeing’, ‘looking at’,
‘watching’ (TV); 「看る」meaning ‘attending’ (a person);「診る」meaning
‘examining’ (a patient);「観る」meaning ‘appreciating’(a movie) and「視る」meaning
‘setting an eye on’. In addition, especially for those from alphabetic-background, without
knowing radicals some kanji are so similar to others that learners cannot make clear
distinctions, especially when writing. Examples are 「四/西」「良/食」「大/天」「小/
少」「元/先」「各/名」「字/学」「夕/名」「英/映」「木/本」「理/野」「枚/
牧」. The current lack of time in the college curriculum does not allow an instructor to
teach learners these distinctions in class systematically without a separate specialized
kanji course. The number of kanji that learners of introductory Japanese learn is within
100 to 300 manageable range. However, students of intermediate Japanese face a
daunting 301 to 1,000 and many of them, therefore, may become de-motivated from
tackling kanji without such assistance.
AMERICAN-STYLE JAPANESE CALLIGRAPHY
Nevertheless, simply setting up a specialized kanji course with element-based approach
does not address motivational factors of learners, and as I already argued, motivation is
key to success. However, this is where a calligraphy course can add another dimension,
in combination with other teaching approaches.
Of course, Japanese calligraphy is an ancient traditional art and therefore, it takes a
tremendous amount of time to master. Learners of calligraphy traditionally visit their
master’s house usually once a week and practice for hours, sitting quietly and simply
copying samples. In order to successfully fit into the American university curriculum, the
way the art is taught needs to be revised for learners of Japanese, especially from
alphabetic-background. First of all, the basic course objective should be to enjoyably
experience the traditional art rather than to make them master calligraphers.

Japanese start learning calligraphy typically at the age of 6 when they have already spent
enough time on all the four skills whereas foreign learners of Japanese have not. Thus a
sufficient amount of time needs to be spent on basic strokes. Also, critique of each
other’s calligraphic work can be introduced to quickly develop better appreciation of the
art whereas in Japan, a calligraphy teacher is the only one who critiques and provides
her/his students usually with implicit guidance, for example, correcting students’
calligraphy with red ink. Practically speaking, two projects can be provided, one in the
middle of semester and another at the end of semester. 「永」can be a good sample for
the mid-term project when students acquire all the basics as the character contains all the
basic strokes with a dot, a straight line, a hook, and stops while a word of student’s
choice for the final project can make the activity enjoyable for students.
The model format is a twice-a-week class where students learn Japanese calligraphy one
day and learn kanji through an element-based approach another day. The art makes
learners focus on smaller details through kinetic movements whereas the kanji learning
section focuses on studying kanji systematically through learning radicals, homonyms,
and distinctive and assorted chunks. The former section aims to arouse intrinsic
motivation as learners mainly enjoy the traditional art and become more aware of each
kanji stroke while the latter facilitates extrinsic motivation as they learn kanji more in a
systematic manner, building from ‘block’ to ‘block’, component to component. However,
the two sections of the course are complimentary and mutually reinforcing.
Of course, we cannot deny that to some extent, kanji need to be memorized by learners.
But, the question is how the process can be less painful, for otherwise too many learners
will simply give up. I have already been teaching a one-credit once-a-week calligraphy
course at Grinnell College. This art-oriented course has been received very well. A
comment like “After taking the course I have realized the importance of the balance of
kanji shows, I hope, that learners do not simply improve their penmanship as a result, but
become more committed to the overall task of learning Japanese.
POTENTIAL BENEFITS TO THE JAPANESE PROGRAM
As we have seen, many intermediate learners of Japanese from alphabetic-background
feel kanji are very tough to learn. This new approach aims to ease the burden of those
learners and the hope is that more of them might go up to advance level better-prepared.
At any language course, the attrition rate gets higher as language learners move up to
higher level. For example, at University of Wisconsin – Madison where its Japanese
program offers up to 8-semester Japanese course, the 1st-semester Japanese course starts
typically with around 200 students but only about 10 students go up to the 8th-semester
Japanese course.
In addition, improved kanji proficiency has benefits to the other skills, better kanji
recognition leads, for instance, to better reading comprehension, especially at
intermediate to advanced levels where a lot more kanji appear. And lastly, this new
course may help alleviate instructors for the extra headache of trying to read learners’
illegible handwriting.

PRACTICAL SYLLABUS
As mentioned, I have already been teaching the (Chinese/Japanese) calligraphy course at
Grinnell College, but the kanji section is still in progress. Therefore, I will therefore
explain only the basic format for the kanji section, but as the model syllabus (see
appendices) shows, the class meets twice or three times a week, depending on how many
kanji the course aims to pursue, where students learn kanji one day and practice Japanese
calligraphy another day or two. During the kanji section, the first 10 minutes is spent on a
quiz to ensure students preview new kanji and review what they have already learned.
Mid-term and final exams are conducted to test students’ comprehensive understanding.
My approach is based on the dual thesis that an element-based approach will work more
effectively while Japanese calligraphy can re-motivate learners of Japanese, especially
from alphabetic-background. However, the course is currently in the planning stages and
has not been fully put into practice yet. Upon approval from Grinnell College, I intend to
implement these plans and see how they actually work in practice which will also enable
me to pursue further research looking at tangible samples of how each learner’s kanji
learning is affected. Then, any necessarily revisions should be made to meet the overall
needs of learners.
The potential textbooks for the kanji section are Remembering The Kanji 1 by James
Heisig and Basic Kanji Book vol.1 (Bonjinsha Co., Ltd.). However, the emphasis of the
former book is solely kanji production, not reading (i.e. it provides all the meanings but
not readins), so an additional reading list, including a packet of comprehensive
homework is needed. Also, those outside the official 1,850 kanji will be excluded from
the book. At the very beginning of the course, in order for learners to understand how
kanji is basically formed, introducing rikusho（六書）4, compositional units, and
radicals would be recommended. Similarly, in order for them to make use of kanwajiten
(kanji dictionary), teaching them how to use the dictionary, which is very unfamiliar to
most learners of Japanese would also be recommended. The basic weekly lesson format
for the kanji section is 1) administering a weekly kanji quiz to ensure that all the learners
make steady progress in their kanji, 2) exercising with pre-training for visual
discrimination and assorted chucks, and introducing radicals, and 3) assigning them
homework so that all of them review kanji at home.
As an example of what a class would do in an element-based kanji recognition
component of the course, I can cite a number of exercises developed by Tollini (1991).
For alphabetic-habituated learners, kanji appears to be an arbitrary congregate of dots and
lines, therefore, we can use Tollini’s (1991) (slightly revised) introductory exercises as
below to develop graphic memory.
Exercise 1:
4

It refers to six different kinds of kanji types: shokeimoji「象形文字」, shijimoji 「指事文字」,
kaiimoji「会意文字」, keiseimoji 「形成文字」, tenchuumoji「転注文字」and kashamoji「仮借文
字」.

Divide the following kanji in two parts.
Example: 細＝糸＋田
「鎮」「習」「梅」「語」「張」「答」「悲」「晴」「現」「仕」「始」「好」
「時」「間」「強」「学」「語」「毎」「買」「住」「何」「前」「曜」「線」
Exercise 2:
To which decomposed series do the kanji in the list belong?
Example: 田＋糸＝累
「士＋心」「安＋木」「耳＋口＋王」「竹＋木＋目」「言＋刃＋心」「目＋民」
「言＋五＋口」「糸＋刀＋口」「走＋耳＋又」「羽＋白」「木＋目」「車＋交」
「糸＋又＋土」「言＋火＋火」「貝＋占」「立＋木＋見」「立＋日＋心」
Exercise 3:
Choose the common components of the following kanji.
Example: 奈奥太奄 大
「勉努勤務募」「謀諮誓」「念恥愛感」「岩峠島獄」「守寺導謝」「妙烈炭焚」
Exercise 4:
Which parts are contained in the following kanji?
Example: 侍 j＋f
1. 明 2. 時 3. 品 4. 加 5. 吉 6. 含 7. 念 8. 志
Parts: a. 月 b. 口 c. 力 d. 心 e. 土 f. 寺 g. 日 h. 今 i. 生 j. 人
Exercise 5:
Choose from each list the kanji that does not belong.
Example: 技持功抗：功
「梅桜料柏」「鮎蛤鯛鯨」「罵雪雲電」「都影郊郵」「虫忠念愁」
CONCLUSION
In order to solve the current predicament of kanji learning at American universities, this
study has proposed a new approach, combining Japanese calligraphy and element-based
kanji learning. While Japanese calligraphy should stimulate learners and motivate them to
tackle kanji positively, an element-based approach towards kanji learning should allow
learners to study kanji systematically and thus more efficiently and effectively for JFL.
This combination aims to re-motivate learners of intermediate Japanese swamped with
kanji by combining it with the experience of the traditional Japanese calligraphy art
which focuses on detail and thereby deepening and diversifying learners’ memorization
techniques. A frequency-based approach might work better for JSL or at the very
beginning levels for JFL where the selection of kanji is closely related to the theme of
each chapter. However, as I argued, this may be counterproductive in the long term as the
current approach often forces learners to depend on ad hoc rote memorization in a one
dimensional way. As we have seen, when learners of Japanese reach a limit where they
feel overloaded with kanji, they may become overwhelmed. The task, especially writing
kanji with native proficiency is not easy. It requires a great deal of stamina,

concentration, and commitment. However, I hope this new approach is a way to eliminate
a great deal of wasted efforts and can better facilitate learners of Japanese struggling
towards success with kanji.
APPENDICES
COURSE SYLLABUS
JPN221 Kanji through Japanese Calligraphy
Fall Semester 2009 at Grinnell College
COURSE DISCRIPTION
This combined course of kanji and Japanese calligraphy facilitates your kanji learning
through an element-based approach as well as provides an introduction to Japanese
calligraphy. The kanji section will allow you to learn approximately 300 kanji (or 600
kanji on a twice-a-week kanji section) systematically through learning radicals,
homonyms, and associated chunks. On the other hand, the calligraphy section will allow
you to learn the history of the ancient art as well as study basic techniques of writing
Chinese/Japanese and practice balances, strokes, stops, hooks, and splashes with a brush
while developing appreciation of the art by comparing good, bad, and excellent
calligraphic examples. At the middle and the end of the semester, your calligraphic work
will be decorated and displayed.
DUAL COURSE GOALS/OBJECTIVES
Upon successful completion of this course, you will:
1. Have acquired approximately 300 kanji.
2. Understand more about concepts of Japanese calligraphy, including its history.
3. Have developed better appreciation of calligraphy.
4. Have acquired basic stroke skills.
INSTRUCTOR
Nobu Asaoka

Office: CAR 405
Phone: 269-3272
E-mail: asaokan@grinnell.edu
Office hours: MF 12:00-1:00 or by appointment

CLASS MEETINGS
Monday & Wednesday 3:15-4:05

Carnegie Hall 314

COURSE MATERIALS (Available at the College bookstore)
Remembering The Kanji by James W. Heisig (Japan Publication)
Kanwa (kanji) dictionary
A packet of kanji workbook
A set of calligraphy tool (a brush, a bottle of ink, an ink slab, and a packet of paper)
COURSE REQUIREMENTS & GRADES

You are expected preview the workbook as well as do kanji homework. You are also
expected to practice calligraphy as well as participate in class discussions and critiques.
Class attendance
Quizzes
Mid-term Exam
Final Exam
Homework
Project 1 (Before Fall Break)
Project 2 (in the end)
A
AB+

95-100
90-94
87-89

20%
20%
10%
15%
15%
10%
10%
B
BC+

83-86
80-82
75-79

C
D
F

70-74
60-69
below 60

SCHEDULE for one day calligraphy & one day kanji format (subject to change)
DATE
CLASS
QUIZ/TEST
HW DUE
8/31 (M)
Syllabus, radicals, synonyms,
& assorted chunks
Kanji
9/2 (W)
History of calligraphy, Pen practice
Calligraphy
9/7 (M)
Radicals, synonyms, & assorted chunks
Kanji Quiz 1
WB 1
Kanji
9/9 (W)
Comparing examples, Introducing rice
WB 1
Calligraphy
paper, & Stoke practice (straight lines)
9/14 (M)
Radicals, synonyms, & assorted chunks
Kanji Quiz 2
WB 2
Kanji
9/16 (W)
Stroke practice (curves, & dots)
—
Calligraphy
9/21 (M)
Synonyms & assorted chunks
Kanji Quiz 3
WB 3
(comprehensive
Kanji
radicals)
9/23 (W)
Stroke practice (hooks & splashes)
Calligraphy
9/29 (M)
Synonyms & assorted chunks
Kanji Quiz 4
WB 4
Kanji
9/31 (W)
Stroke practice (others)
Calligraphy
10/5 (M)
Synonyms & assorted chunks
Kanji Quiz 5
WB 5
Kanji
10/7 (W)
Word practice (永)
Calligraphy
10/12 (M)
Mid-term Kanji
WB 6
Exam
Kanji
10/14 (W)
Word practice (永)
永
Calligraphy

10/17-10/24
10/25 (M)
Kanji
10/26 (W)
Calligraphy
11/2 (M)
Kanji
11/4 (W)
Calligraphy
11/9 (M)
Kanji
11/11 (W)
Calligraphy
11/16 (M)
Kanji
11/18 (W)
Calligraphy
11/23 (M)
Kanji
11/25 (W)
Calligraphy
11/30 (M)
Kanji
12/2 (W)
Calligraphy
12/7 (M)
Kanji
12/9 (W)
Calligraphy

Fall Break
Synonyms & assorted chunks
Decoration (Project 1) &
Stroke practice (basic six strokes)
Synonyms & assorted chunks

Kanji Quiz 6

WB 7
永

Kanji Quiz 7

Word practice (寿)
Synonyms & assorted chunks

Kanji Quiz 8

Word practice (寿)
Synonyms & assorted chunks

寿
Kanji Quiz 9

Word practice (寿)
Synonyms & assorted chunks

寿
Kanji Quiz 10

Word practice of your own choice
Synonyms & assorted chunks

寿
Kanji Quiz 11

Word practice of your own choice

Word of
your choice
Final Kanji
Exam

Final practice &
Decoration (Project 2)

Word of
your choice

LESSON PLAN FOR THE KANJI SECTION
DAY 1
0:00-0:20 Explain the syllabus, including a brief introduction of rikusho（六書）,
compositional units（偏：へん 旁：つくり 冠：かんむり 脚：あし 構：
かまえ 垂：たれ 繞：にょう）, and radicals
0:21-0:30 Introduce the following 18 radicals (explain each meaning & practice, using
flashcards):「一：いち」「二：に」「乙：おつ」「田：たへん」
「口：くちへん」「口：くちがまえ」「月：つきへん」「目：めへん」
「八：はち（がしら）」「日：ひへん」
0:31-0:35 Introduce assorted chunks and synonyms for reading only: e.g.,「期五語後」
「晶唱升昇」
0:36-0:50 Introduce the following 20 kanji: 一二三四五六七八九十 口日月田目古明
唱晶品

DAY 2
0:00-0:10 Administer a quiz
0:11-0:15 Review Day 1, using flashcards
0:16-0:20 Exercises to develop students’ kanji discrimination capability
0:21-0:30 Introduce the following 10 radicals (explain each meaning & practice, using
flashcards):「卜：ぼく」「寸：すん」「十：じゅう」「肉：にくづき」
「白：しろへん」「自：みずから」「｜：ぼう」「 ` ：てん」
「舌：した」
0:31-0:35: Introduce assorted chunks and synonyms for reading only: e.g.,「九句工区」
「博白泊伯」「項工口校」「千占専先」
0:36-0:50 Introduce the following 20 kanji: 呂昌早世胃胆自白百中 千舌升昇丸寸専
博占上
LESSON PLAN FOR THE CALLIGRAPHY SECTION
DAY 1
0:00-0:30 Explain the syllabus, including a brief lecture on the history of Japanese
calligraphy and comparison between good and bad calligraphic examples to
develop better appreciation of the art
0:31-0:35 Introduce all the calligraphic tools
0:36-0:50 Introduce one of the basic strokes, a straight line, and practice
(Homework: Write a straight line on a sheet of rice paper)
DAY 2
0:00-0:05 Critique of all the assignment: a straight line
0:06-0:20 Review a straight line
0:21-0:50 Introduce a curve & a dot and practice
(Homework: Write a curve & a dot on a sheet of rice paper)
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語学学習における協働プロジェクトの成果と課題
—中級コースにおける実践報告—
Hitomi Endo, Duke University hendo@duke.edu
Azusa Saito, Duke University azu@duke.edu

１．はじめに
デューク大学の日本語中級コース（二年生後期）では、２００７年春学期より協働プロ
ジェクトとしてラジオドラマ制作を始めた。これはそれまで行っていたスキット作り・
パフォーマンスを発展させた学習活動であり、その他のコースワーク、個人プロジェク
トなどと並行し一学期を通して取り組むプロジェクトとしてデザインしたものである。
また、学期の終わりに一学期の締めくくりのイベントとして「ラジオドラマショー」を
行い、全員の作品を鑑賞する。本稿ではこのプロジェクトの目的・目標、指導過程、作
業過程などを紹介し、学期末に行ったアンケート調査の結果をもとに、語学学習におけ
る協働プロジェクトの成果を考察してみた。
２．ラジオドラマ制作プロジェクトの目的•目標
このコースでのラジオドラマ制作は文化的•言語的知識と４技能の向上を目指す総合学
習活動であるが、グループで協働し、(1)お互いに助け合い学び合うことによる学習の
促進、(2)教室外での日本語学習のコミュニティーの形成、(3)形に残る作品を完成する
ことによる学生の達成感を期待したものである。スクリプトを書くことにより、相手、
場面、状況に応じた待遇表現の使い分けと学習者の母語と日本語とのスピーチアクトの
違いについて考え、それらを意識化がすること、そして視覚的情報がなく音声情報のみ
に頼る「ラジオドラマ」の性質上、プロットや話の流れの明快さや発音の正確さが要求
されるため、練習、録音を繰り返すことで自身の発音とイントネーションへの気付きと
意識化が促されることを期待した。これらを踏まえながら、学生達が自分達の創造性を
充分に活かしながら、なおかつ制作過程の中で日本語を楽しんでもらいたいという教師
の願いも目標に含まれている。
３．活動報告
３-1．指導•作業の過程
本学のプログラムでは二年次前期までに教科書「げんき」I,II を終え、後期終了時まで
に「中級の日本語」(以下 IJ)の１−５課を終了する。ラジオドラマのスクリプトを書き
始めるのは後期の IJ４課に入った頃となる。二年次後期 (300 時間) 終了時に ACTFL の
Guideline による Intermediate-Mid に到達できることを目標としている。
プロジェクトの概要（目的・目標、学期を通じての作業内容とそのタイムライン）の説
明とプロットを決める前のブレインストーム以外は、基本的に全て教室外での作業とな
る。概要の説明時には、三谷幸喜のコメディー映画「ラジオの時間」のクリップを用い
ラジオドラマが作られる様子を紹介し、前年度の学生の作品を実際に鑑賞させることで
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モチベーションを高め、「楽しそう」「作ってみたい」というポジティブな姿勢で学生
がプロジェクトに取り組む環境づくりにも心がけた。
グループの構成に関しては、ペア、または４名以上のグループでも可能なプロジェクト
であるが、教室外でのコミュニティーの形成、作品数をできるだけ多くする、という両
方の点を考慮し、基本的に３名とした。クループ決定後、プロット→アウトライン→ス
クリプト→練習→録音という手順で進めて行った。一番時間を要するスクリプトを書く
作業では、(1)適当な文体、待遇表現、スピーチアクトを使っているか、(2)スクリプト
を読んでいない人が聞いても分かる内容になっているか、(3)クラスメートにわかる表
現で、二年次後期までに習ったものを工夫して使っているか、(4)最後に日本語プログ
ラムの Web サイトにアップロードするため、内容・表現などが Web 上で問題のないもの
であるか、といった点に注意を払うようチェックポイントをあげ、フィードバックでは
文法・語彙の間違いだけでなく、それらのチェックポイントについて学生が自分たちで
考えるよう、質問形式でコメントをすることに心がけた。最終スクリプトとなる第三稿
でも学生が自力で適当な表現にたどり着けなかった部分に関してのみ、基本的に既習の
表現から適当な表現を教師が与えた。
パフォーマンスの練習と録音では、スクリプトを暗記することは目的としておらず、学
生は自分の発話の仕方に注意を払い、スクリプトを読みながらパフォーマンスを行う。
その際、(1)言葉の意味、その場面での話者の感情などを理解し、(2)自然なペースで、
(3)お互いの発音・イントネーションを意識しながら練習するように指導した。
３-２．作業内容
具体的な作業の流れ、内容、方法は以下の通りである。(①-③は手書き、ワープロどち
らでもよいことにしていたが、今年、2009 年度のプロジェクトでは Blackboard の
Course Documents にフォームをあげておき、タイプしたものを提出させるようにしたと
ころ、協働作業で情報を共有する上ではるかに役立った。)
①

４−５行のドラマのプロットの提出

②

タイトル、シーンごとの登場人物、アウトラインの提出

③

４−５分の長さのスクリプトを書いて提出

④

サウンドファイル１の提出

(第一稿→第二稿→第三稿)

スクリプトを練習後、録音し Blackboard の Digital Dropbox に提出(この段階で
は音響効果はなし)。教師はそれに対して、Blackboard の Wimba Voice
Recorder を使い、内容(スクリプトの上では理解可能だったが、音声で聞いてみる
と分かりにくかった部分)、発音、イントネーションなどについてのフィードバッ
ク
をボイスコメントで送る。
⑤

サウンドファイル２の提出
フィードバックを元に内容を訂正、発音、イントネーション、ペースなどを意識し
練習し録音。さらに音響効果を加え、完成作品を Digital Dropbox に提出。

⑥

相互自己評価の提出(Self and Peer-Evaluation)
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一人一人がプロジェクトの作業を振り返り、(1)スクリプト作成、(2)練習・パフォ
ー
マンス、(3)音響効果他の努力、貢献度を自分を含めた一人一人についてパーセン
テ
ージで表すもので、学生に「協働」の意義を意識化させることを目的としたもので
ある。これによって学生が感じるかもしれない恊働作業における不公平感の軽減を
期待し、また教師にとっては教室外での作業の状況を知る術ともなる。
３−３．作品鑑賞とその後
最後に「ラジオドラマショー」を行い全員で作品を鑑賞するが、この時、エンターテイ
メントとしての「ラジオドラマショー」のアトラクションとして、学生の投票によって
ベストドラマ賞、ベストサウンドエフェクト賞、ベストパフォーマンス賞を決定する。
しかし、これはショーを盛り上げるのが目的なので、その結果を成績に反映はしない。
毎年、完成作品は、いつでも自分たちの作品が聞け、また一般の方にも聞いていただけ
るように学生の同意を得て、日本語プログラムのウェブサイトに載せている。最後に作
品をウェブサイトに載せることはプロジェクト開始時に学生には伝えておき、真剣に作
業に取り組み、完成度の高い作品を作る動機づけも意図している。
３−４．評価
このプロジェクトは成績全体の 10％に当り、内訳は(1)スクリプト 30％(内容・表現)、
(2)パフォーマンス(練習の成果)30％、(3)貢献度 (self and peer-evaluation)25％、
(4)努力 (計画性、フィードバックへの対応など) 15％である。例外を除いてはグルー
プ内の成績は一律とした。その理由は、グループ内の自己評価で貢献度が 60％の学生と
20％の学生が仮にいたとして、それが果たして 60％の学生がグループのために頑張った
のか、それともメンバーの意見を聞かず独断で進めたのか判断しかねることと、「協働
学習」の目標として、３名のグループの場合一人一人の貢献度が「33.3％」と平等にな
ることが望ましいと考えたからである。協働作業を行う上で、いわゆる「リーダー」に
なる学生と「フォロワー」になる学生が出てくることはごく自然なことであり、その時
のリーダーシップのとり方、そして自分ができることで貢献しようという姿勢をこのよ
うなプロジェクトを通じて学ぶ機会になるのではないかと考えている。この評価基準に
ついては、プロジェクト開始時、またその過程において折に触れ明確にし、意識化して
おく必要があるだろう。
４．考察
４−１．プロジェクトに対する学生のフィードバック
昨年プロジェクト終了後に、参加学生１６名に対し「プロジェクトが運用能力向上に役
立ったか」について無記名のアンケート調査を行った。「非常に役に立った」または
「役に立った」と答えた学生は、４技能に関しては「話す」９１％、「 書く」８０％、
「聞く」７７％、「読む」６０％の順であった。その他、「発音への気付き」が９１％
と一番高く、「協働学習」８７％、「自己評価」７７％、「 習ったことの活用•応用」
７２％、「語彙力をつける」６８％ であった。また教師がフィードバックの方法とし
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て用いた Wimba Voice Recorder によるヴォイスコメントに対しては９２％が「非常に
役に立った」と答えた。
学生の具体的なコメントとしては、「カジュアルスピーチの練習になった」「発音やイ
ントネーションにもっと気をつけるようになった」「チームワークを要するスクリプト
書きや録音はとてもためになった」「小さいグループで仲間から学べたし、友情も深ま
った」「ゆるいガイドラインなので、創造性が活かせた」などがあり、先のパーセンテ
ージに表れた学生の評価を反映していた。否定的なコメントとしては、「ドラマの時間
が短すぎた」「語彙や文法の制限があったので、表現したいことと実際できることに差
があった」「音響効果が大変だった」「テクノロジーの使い方についてのインストラク
ションがあったらよかった」などがあった。
４−２．成果と課題
学生からのプロジェクトに対する評価は概ね肯定的で、我々の目指していた総合学習効
果や待遇表現等の意識化と学習、発音やイントネーションの意識化、お互いをよく知る
ことによるコミュニティの形成などの成果があったと思われる。また、最後の作品鑑賞
会では、お互いの演技やプロットの面白さに笑い、また感心し、時間と努力を重ねて完
成した作品を全員が楽しみ、達成感も味わえていたようである。学生からは時間の制約、
語彙•表現の制約について指摘があったが、映像なしで耳だけでプロットを追うには、
二年生のレベルではやはり 5-6 分ぐらいが限界ではないかと思われる（話が長くなるに
つれ、登場人物も増え話が複雑になることが理由である）。語彙•表現についても、ま
ずは「相手（クラスメートが聴衆）」を意識することや、コミュニケーションを取る上
で大切な「自分達だけがわかる自己満足に終わらない」という点を意識する機会となっ
たのではないかと考える。学生が楽しみながら張り切って作ったスクリプトが長すぎた
ためもっと短くするよう指示をしたり、教科書では習わない自分が知っている表現を使
おうとすることに対し、どこまで言い換えや直しを要求するべきかなどについては、学
生の興味と意欲を損なわないようにバランスを保ちながら指導する必要があると感じた。
音響効果については、テクノロジーに強いメンバーがいるグループとそうではないグル
ープでは多少”技術格差”が出たが、テクニカルサポートを必要とするグループには
Student Media Project Service の活用を勧めるなど、学生の必要に応じたアドバイス
を与え、今後の様子を見て行きたいと考えている。
協働学習の観点からは、富岡 (2007)がピアーリーディングの実践と研究の中で、ピア
ラーニングを「ピアと協力して学ぶ方法で、言葉を媒介として学習者同士が学習課題を
遂行していく」と述べ、そのメリットとしてリソースの拡大、相互作用による理解深化、
社会的関係性の構築と学習への動機付けをあげている。ラジオプロジェクトの作業の中
でも、これらのメリットが活かされたのではと思われる。また倉八 (1994)はプロジェ
クトワークが学習に及ぼす成果として、グループによるプロジェクトワークは自己関与
性が高く、学習者が積極的に学習課題に取り組むと述べ、教室内外での共同作業を通じ
て作品を完成することにより、達成感を感じ、その後の学習への動機づけがさらに高ま
る報告している。一学期を通じて作品を完成するラジオドラマでは、メンバー各自の高
い自己関与が要求されるのが、学生の Self and Peer-Evaluation にもよく表れていた。
４-３．ナショナル・スタンダーズ５C の観点からの検証
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このラジオドラマプロジェクトの作業活動をナショナル•スタンダーズ (National
Standards in Foreign Language Eduaction,1999)の５C の観点から検証してみた。
１）Communications
２）Cultures
３）Connections
４）Comparisons
５）Communities

文化的・言語的情報の交換、ドラマ内の会話
待遇表現とスピーチアクト
Creative Writing
母語と日本語のスピーチアクトの比較
教室外での日本語活動と作品のウェブ掲載

全ての sub-standards をバランスよく網羅するためにはさらに工夫の余地はあるが、概
ねそれぞれの「C」の要素は含んだプロジェクトであると言えるのではないかと思う。
今後、以上の点をあらためて意識し、指導の方法を模索していきたいと考えている。

５．終わりに
以上、中級コース (二年次)におけるラジオプロジェクトの実践報告と成果を考察して
きたが、試行錯誤の二年であったとも言える。一年目で遭遇した課題には二年目に改善
を加えた。サウンドファイルへのフィードバックをボイスメールで音声で与えることに
より、発音やイントネーションへの気付き・意識化にも前より効果があがったように思
われる。総合学習として取り組んだプロジェクトを作品として残すことで、学生は自分
達の日本語の運用能力の伸びを確認する機会にもなり、なおかつ楽しさを共有できる学
習活動になったのではないかと考えている。本稿で取り上げた実践報告を恊働学習活動
の一つとして参考にしていただければ幸いである。
はお、作品については下記のデューク大学日本語プログラムウェブサイト- コースプロ
ジェクトを参照されたい。
http://www.duke.edu/web/ames/japanese/student/index.html

参考文献
池田玲子•飯岡洋子 (2007)

『ピア•ラーニング入門』 pp. 51-57、 ひつじ書房

外国語学習ナショナル•スタンダーズプロジェクト (1999) 『２１世紀の外国語スタン
ダーズ「日本語スタンダーズ」』国際交流基金日本語センター
倉八順子 (1994) 「プロジェクトワークが学習成果に及ぼす効果と学習者の適正との
関連」『日本語教育８３号』pp. 126-147、日本語教育学会

5

Weblog pedagogy in JSL/JFL contexts

1

Running Head: Weblog Pedagogy in JSL/JFL contexts

Language teaching via weblogs: Exploring new possibilities of teaching Japanese in
JSL/ JFL contexts

Atsushi Iida
Indiana University of Pennsylvania
A.Iida@iup.edu

Weblog pedagogy in JSL/JFL contexts

2

Abstract
Technology has created additional spaces for language teaching. A recent trend is
the application of weblogs to teaching practices. This technology enables teachers to ask
how weblogs, which have been primarily used for personal purposes, can be applied to
language teaching. In order to accommodate some constraints (e.g. time limitation; a
limited use of a target language), language teachers may effectively use technologies.
Weblogs have provided new possibilities in FL teaching and the application of the
technology provides alternative ways to encourage students to be self-directed. Writing
weblogs motivates students to read, write, and conduct research (Oravec, 2003).
The purpose of this paper is to explore new possibilities of teaching Japanese via
weblogs. This paper first describes the features of weblogs including benefits and issues.
It also discusses both positive and negative views of using weblogs illustrating two
practical models of weblog-based pedagogy in a JFL (Japanese as Foreign Language)
context. Lastly, this paper concludes by discussing the nature of weblogs in language
teaching contexts.

Introduction
One of the primary perspectives in teaching a FL is to foster learner autonomy
while developing communicative skills. It is a fact that, in many FL learning contexts,
there are many students who are motivated to learn a target language but have no idea
regarding how to develop their language usage proficiency by themselves.
One way to develop students becoming accustomed to autonomous learning is
through technology. Weblogs, which are easy to use and are familiar to young
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generations, have provided new possibilities in FL teaching and the use of weblogs offers
alternative ways to potentially promote self-directed learners. The production of weblogs
motivates students to read, write, and research in class as well as out-of-class (Oravec,
2003).
This paper explores various possibilities in using weblogs in FL teaching, and
offers some suggestions for how language teachers can incorporate the technology into
their classrooms.

Features of Weblogs
The term ‘blog’, which is one of the developing technological tools, is used as a
shortened form of ‘weblog’. A weblog, begun in 1999, is hypertext products where
people post their ideas and receive comments from other users (Wang & Fang, 2006).
Blogging, which is the act of putting articles including personal comments or diaries on a
site online and of updating at a regular span, is updated in a linear and time-based way
(Jones, 2006) and the newest entries are shown on the top and old postings are pushed
down to the bottom of the page. A weblog page consists of the following contents: a title,
a short description of the weblog, author’s profile, link, recent articles, recent comments
from audience, date and time of the post archival information classified by months,
calendar and categories or themes.
There are some reasons the technology has developed. A major reason is the ease
of using the technology. In contrast to the production of personal websites, a weblog
does not require such specific software as Microsoft Front Page or Publisher on personal
computers, nor are special computer skills required. A feature of a weblog is for users to
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be able to produce personal pages online with comparably simple operations. Another
reason is the cost of using a weblog. Since servers are free owing to being
advertisement-driven, everyone can construct his or her own weblog for free or at
minimal cost. Therefore, the number of weblog users has been increasing, especially
among the young generations.
A weblog provides users with places to exchange their ideas with others. Different
from the interaction via email, any users can visit other weblogs and post comments
about the entries. The primary use of a weblog is for personal journals, but it can also
provide weblog users with opportunities to work together by sharing one weblog. From
this viewpoint, a weblog is a powerful resource to collect information along with the
function of being able to bookmark not only others’ weblogs but also websites.

Weblog Use in Educational Settings
Educators, who use weblogs, suggest various possibilities for teaching practice:
learning journals, learning logs or thinking journals, reflective journals, audio learning
logs, reflective writing journals, visual learning logs, group discussion and collaborative
writing spaces, knowledge management, dialogue for group work, and electronic
portfolios (Jones, 2006). Previous studies have reported on the effective use of weblogs
in language teaching contexts: ESL writing (Jones, 2006), freshman college composition
class (Tryon, 2006), or high-intermediate Japanese language class in the United States
(Iida, 2009). In these contexts, weblogs are used to explore ways for students to take
responsibility for their own writing (Tryon, 2006; Iida, 2009), and the technology is
applicable to individual learning as well as collaborative learning.
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Benefits of Using Weblogs
One of the benefits of using weblogs in language teaching is to provide students
with additional opportunities to learn a language by extending beyond the concept of time
and place. The feature is very important in any FL contexts. A typical feature in these
contexts is that there are few opportunities for students to use a target language outside
the classroom and they have little need to use the language in their daily lives. In
addition, the students are expected to learn the language within a very limited time in a
school curriculum. The application of weblogs in teaching practice resolves these two
ongoing concerns in FL contexts. As long as students have access to the Internet, they
can practice a target language anytime according to their schedule.
Another benefit is that weblogs can provide opportunities for collaborative learning
(Wang & Fang, 2006). Collaborative learning starts from the process of posting their
work to their own weblogs. This is the basic use of weblogs, but at the same time, it is a
very important process in language learning, because posting online offers students many
chances to receive feedback not only from classmates but from other weblog users.
Creating and updating weblogs allows students to possess a personal context for their
postings while developing their interests in blogging from an individual viewpoint and to
have discussion with peers or computer-conference with a teacher (Oravec, 2003).
Enabling students to develop reflective approaches to educational genres and
maintain knowledge communities is also another benefit (Oravec, 2003). It is true that
there is a variety of information which consists of various genres online, and that it may
confuse students in their own language learning. However, the learning process of
exploring useful weblogs or websites according to their own needs can encourage
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students to develop their skills to determine which resources are necessary to use to fulfill
their purposes. Additionally, the process can allow students to become aware of critical
thinking through reading weblogs constructed by various users who are in professional
groups such as politicians, managers, economists, journalists, or news casters. Their
weblogs can encourage the students to construct knowledge based on their own fields of
interests in terms of future intentions.

Issues of Using Weblogs
There are some points educators must consider in using weblogs in classroom
settings. The first issue is privacy and the use of anonymity. The use of weblogs doesn’t
guarantee any privacy; in other words, every user can easily access any weblogs online.
For that reason, students need to gain awareness of privacy issues while using discretion
in submitting entries regarding sensitive and personal subjects (Stiler & Philleo, 2003).
A resolution for this issue may be the use of anonymity. What educators really want to
consider as for the anonymity is to teach students what names they can use online and at
the same time, to grasp which students take their different names for weblogs. Using
anonymity doesn’t cover all privacy issues, but it is very important for educators to
protect students’ privacy in teaching practice.
In addition to the privacy issue, educators need to consider students’ negative
feelings such as irritation, confusion, or frustration in their learning process. The fact is
that using weblogs can provide additional spaces to study, but students may lose their
written materials prior to posting and encounter some occasional technical problems such
as the Internet access failure or blog service failure (Stiler & Philleo, 2003). Those
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problems impede their learning, and may decrease the degree of motivation. It is,
therefore, necessary for educators to be ready to deal with those issues that students may
run into in their learning process and to consider how to resolve the problems. Likewise,
it is important to prepare alternatives just in case those kinds of technical problems
happen.
Being time-consuming and occasionally boring may be another issue in the process
of updating weblogs (Oravec, 2003). What students are expected to do in a weblog
activity is very limited, and they repeat the same process: to post an article to their own
weblogs; to have a discussion; to give comments to peers; to receive feedback from
classmates. From this point of view, educators should become sensitive to other possible
approaches to use weblogs without being overly dependent on the use of the technology
just for one same activity. In addition, it is significant to reflect on how to use the
technology effectively within a given time in a school curriculum.

The Application of Weblogs in a JFL context
This section describes how weblogs can be applied to FL teaching, illustrating two
different practical models of weblog pedagogy in a JFL context at Indiana University of
Pennsylvania: weblog use as a bulletin board; and weblog use as an individual and
collaborative learning.

Weblog Use as a Bulletin Board
A primary purpose of using a weblog was to provide students with opportunities to
use Japanese outside class to compensate for the lack of class time and the limited
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context. The weblog titled ‘I Love Japanese’ <http://japaneselearning.blog121.fc2.com/>
was designed for the students who enrolled in Japanese I (beginner level) and III
(intermediate level). The weblog was originally constructed for only Japanese III
students, but it was used for both classes, because the instructor realized that it offered
Japanese III students good opportunities to share their learning experience with not only
their classmates but also students who took a different level of Japanese class.
A weblog had been used as a supplemental tool. It was the instructor who managed
the weblog. A teacher role was as a coordinator and a facilitator: to create a discussion
topic; to monitor students’ discussion; to provide feedback to their postings; and to
answer their questions throughout the learning process. The instructor also provided the
students with oral feedback during the class, if necessary.
Different topics had been created for both classes in this weblog. A new topic
which consisted of some questions in Japanese was added every week and students were
expected to post their answers. Likewise, a topic regarding students’ learning styles and
negative feelings in language learning (e.g. irritation, anxiety, or confusion) had created
to exchange their experience with their classmates.
While working on this weblog activity, the instructor had encountered a few
problems. The first problem is, as Oravec (2003) pointed out, the necessity to spend
much time on explaining how to use a weblog. It was indispensable for the students to
download free software of Japanese typing system while understanding how to post their
entries, because most of them didn’t have any Japanese typing software in their personal
computers. It was also necessary for the instructor to explain vocabulary used on the
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weblog, because the one designed by a Japanese company was used for this activity.
Therefore, the instructor had to explain every vocabulary item students didn’t understand.
The second problem is the difficulty in maintaining the conversation between the
instructor and the students. Wang and Fang (2006) emphasized the significance of
collaboration between a teacher and students in using weblogs, but the use of weblog in
this JFL context indicated that most of the students were inclined not to submit entries
once they finished posting. As a result, the interaction on the weblog had been conducted
as followed: instructor’s posting (a discussion topic), students’ submission of comments
(response), and teachers’ feedback to those comments. What is worse, any interaction
among the students did not happen. Reflecting on this result, one point the instructor
must consider is how to motivate students to interact with each other.
These findings in this study mirror the previous studies, especially providing
additional opportunities to study a target language by going beyond the notion of time
and place. The use of a weblog in this JFL context is very simple and this is just one
example in teaching practice. However, this study indicates that the application of a
weblog is effective in terms of enabling students to use the target language out-of-class,
but at the same time, it reveals some implications language teachers must consider in FL
contexts: time involvement; students’ motivation; and some possible problems and
resolutions. In order to make better use of weblogs in language teaching context, it is
crucial to rethink how language teachers can get students to be more engaged in a weblog
activity and how they can increase the interaction between an instructor and the students.

Weblog pedagogy in JSL/JFL contexts 10
Weblog Use as an Individual and Collaborative Learning
This weblog use was a part of Iida’s (2009) case study which examined the
relationship between blogging and developing learner autonomy in a JFL context.
Weblogs were used for each student’s individual learning activity in a course, CRLG
258: Japanese IV (high-intermediate level). This activity was situated as journal entries
throughout a semester. Students were required to: post their journal entries to their
weblog every week (e.g. some students kept diaries of what they had done in a week or
what they were going to do in summer vacation; others wrote new Japanese expressions
or new grammar structures which they studied through their Japanese conversation
partners or through some Japanese learning websites.); visit peers’ weblogs and read their
entries; and leave comments in assigned groups out-of-class. The purpose of using
weblogs, therefore, was for students to become more self-directed and to increase their
social interaction.
At the beginning of the semester, each student constructed his or her individual
weblog by employing a free service available online <http://wordpress.com>. The
instructor also created his own weblog <http://iidaatsushi.wordpress.com/> to share
general information, and every student’s weblog was linked with his. As a result, both
the instructor and students could go back and forth to each others’ weblogs.
This study reported on both positive and negative outcomes of using weblogs in
this JFL context. A weblog-based journal, in general, positively influences students’
Japanese learning. For instance, students seemed to prefer a weblog-based journal to a
paper journal for the following reasons: using weblogs allowed students to link media
(e.g. pictures, music, videos, etc…) to their Japanese learning; it enabled them to visit
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and read peers’ weblogs; and it provided easier access to study Japanese (e.g. they didn’t
have to bring some textbooks or dictionaries everyday; instead, they can access many
web-sources by just sitting in front of the desktop and logging on to the computer).
Students believed that these features of the technology developed their motivation to
study Japanese out-of-class, and encouraged them to be autonomous. Another positive
perspective is that reading peer weblogs was beneficial to develop their Japanese skills.
Students were inclined to consider that reading their classmates’ weblogs enabled them to
share opinions, to gain a greater awareness of grammar by reading peer’s entries, and
more importantly, to find out a lot of interesting resources or useful examples on their
weblogs. In this way, the application of weblogs was effective in this JFL context, not
simply because it provided additional opportunities to study the language, but because it
facilitated students’ self-directed learning.
In contrast, there were some negative comments for using weblogs. While
collaboration between an instructor and learners seemed to be important, students felt
feedback from their classmates was not so useful to improve their language skills. At
first, students did not know how to give feedback. Second, such comments as ‘I like your
entry’ or ‘Your entries are really useful’ were not helpful. Third, few students responded
to peer weblogs from grammatical and pragmatic viewpoints. In addition, it seemed to be
difficult for students to comment on peer’s weblogs if their entries didn’t have anything
interesting to share.
This study reveals that collaboration was a prerequisite to encourage students to be
more self-directed (Lee, 1998), but they were not motivated to engage in peer response if
doing so was difficult or not relevant to achieving their personal goals. Regardless of
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whether students gave and received comments on their weblogs, however, most of the
students believed that collaboration was the key for their success in Japanese learning,
more specifically being a member of the online community.
Further research needs to be conducted regarding how successfully collaboration
among learners works in order to better use weblogs. This study reveals that
collaboration was an important approach in FL learning, but learners needed to know
how to work on peer review. From this viewpoint, learner training on how to give
feedback may be necessary for successful collaboration. Thus perhaps FL teachers
should train students on how to provide feedback and what kinds of comments are
effective.

Conclusion
This paper has explored new possibilities in using weblogs in JSL or JFL contexts
and describes how the technology can be applicable to teaching practices to encourage
students to be more self-directed. It also mentions both benefits and issues of applying
weblogs to second or foreign language teaching contexts and offers some suggestions to
use the technology for the educational purposes.
This paper also illustrates two practical models in a JFL context in the United
States and discusses better use of weblogs in this specific classroom setting reflecting on
both positive and negative outcomes gained through the two case studies. This paper
supports that using weblogs positively affects student perceptions of language learning.
More specifically, weblog-based individual learning can help students become selfdirected, and reading peer weblogs in particular motivates students to learn Japanese. In
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this way, the application of weblogs provides students with opportunities to reflect on
their learning styles, which is essential to facilitating autonomous learning. Likewise,
collaboration between instructor and students helps students develop language
proficiency. From this viewpoint, the nature of weblogs in language teaching contexts is
“a reflective conversational tool for self-organized learning” (Fiedler, 2003, p. 1).
Weblogs open up new possibilities in language teaching and create additional
spaces to teach a target language by going beyond the classroom context. There are some
points which language teachers must consider (e.g. time devotion, students’ privacy, the
Internet access, etc…), but it is nevertheless worth using the technology as an efficient
way to promote autonomous learning in educational settings.
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1 はじ に
米国の高校・大学へ進学する在米日本人子弟が増加しているが、そのような現状において特
に日本語補習校を経由してきた学生の特徴として以下のような

のが挙げられると岸本(1) が

述べている。
1) バイリンガル、バイリテラル
2) 日米両語は流暢でネイティブレベル
3) 読

の力はかなり高い

新聞を読んで内容読

4) 深い問題について話せない

取れる

ディスカッションに弱い

更に、こうした特徴を分析すると理解力、分析力などに欠け、事実を把握することはできて
自分の意見を順序立てて述べ、議論することができないなど、思考力の低さが指摘されている。
こうした思考力が育たなかった言語環境の要因として、1)長期滞在の子ど

たちにとって補習

校の日本語による勉強についていくのが精一杯の状況であること、2)補習校での勉強
対しての意義

必要性を感じていないこと、3) た教師

宿題に

保護者の間に学力（日本に帰った際

に困らないという基準の）を身につけることが優先となり思考力を育てるという意識が低いこ
とが考えられるとされる。よって、そのような思考力の低い補習校経由の日本人子弟が米国の
大学等で第二外国語として日本語を学んできた日本語学習者と机を並べる場合、書く作業
論において補習校経由の学生が格段と劣ってし

議

うことが見受けられる。 たグローバル社会

に活躍する可能性のある海外在住の日本人子弟にとって、思考力
述べるスキルがこれ

で以上に求

相手に説得力のある意見を

られている。よって、多文化共生が求

おいて十分に通用する人材を育成するた

に

られる国際舞台に

、今後日本語補習校においていかに思考力を育

成させていくかが大きな学習上の課題となると言えるだろう。
そのような思考力を育成することに注目したグリーンビルサタデースクールの高校生クラ
スにおける実践報告をしたい。

２ 高校生クラス
高校生クラスの
クラスの生徒の
生徒の多様性（
多様性（2009 年 3 月時点）
月時点）
＊1 年生から 3 年生

での混合クラスで全体で 9 名が在籍

・ 在米 1 年から 3 年：4 名
・ 在米 6 年から 9 年以上：3 名
・ アメリカ人帰国子女：2 名（1 名は小学 1 年から中学 2 年
小学 5 年

で日本、 う 1 名は幼稚園から

で日本）

＊事例研究対象とした子女は 3 名。
A: 在米 7 年

B: 在米 9 年

C: 在米 2 年

A と C は日本帰国予定あり。
A, B, C と

3

に高校 1 年生でディスカッション

小論文学習は初

てである。

クラスでの
：ディスカッション
クラスでの実践
での実践 1：
クラスでは隔週において、 たは小論文を書く準備段階としてディスカッションを行ってい

る。日本

アメリカにおける時事問題

生徒たちの身近な家庭

学校などをトピックとして取

り上げている。

目的：国際的に必要とされる多文化共生の態度と能力“異文化リテラシー”を育成する。

どりの定義する四点(2)で説

異文化リテラシーとは山岸
１）「地

すると以下のようになる。

社会あるいは多文化社会と呼ばれる、今日の複雑な社会のあり方を理解するた

の

知識を持つこと
２）「多元的視点」であり、これは知識の構築を自ら体験し、自分の持っている価値観

現実

の社会の価値観を問い直し、視点の転換を体験すること
３）カルチュラル・アウェアネス、自己調整力、状況調整力を意味する「異文化対処能力」
４）文化

言語を異にする人々との間に境界をつくらず、建設的な

りとりができるように、

対人スキルを学習すること」
更に、この四点を佐藤郡衛は１)多元的な知２）相互作用的な力３）参与的な力(3)と
換えている。ディスカッションでは、現在のグローバル社会において求
態度と能力を育成するた

言い

られる多文化共生の

にこうした異文化リテラシーを念頭に置いている。

授業を実践する際には、以上のポイントを思考力のヒエラルキーとしてより具体的に掲げる
ならば、１）事実の把握

２)内容理解

３)応用

４)分析

５)統合

６)評価

とすること

できるだろう。

ディスカッションの方法
１) 正統的に各自が中心参加できる題材を選ぶ
２) 各生徒の持つ自然発生的概念(４)を活かす
３) 生徒一人一人の外言を相互作用を通してコミュニケーション手段として活かす
４) 問題

衝突が発生する状況を生

５) 内発的動機を高

る

出す

①自己有能感

②交流感

③自己

定感

こうした異文化リテラシーの育成を目的にしたディスカッションをするにあたって、児童生
徒の多様化にどのような教育的可能性があるのかを教育心理学者のヴィゴツキーの理論から

考察し参考にしている。ヴィゴツキーは、知識

思考は周囲との相互作用を通して協同で構成

されるという社会構成主義の立場をとり、新しい価値観
わり

衝突を通して問題解

のた

思考の発生とは、異質な

に創造されるとしている。 た、自然発生的概念と科学的

概念という理論はそれぞれの児童生徒が生活から得た知識
者

のとの関

思考である自然発生的概念を他

環境とのコミュニケーションを通してより高次な科学的概念に引き上げるという

ので

ある。次に一人でできる段階と他者の援助によって到達できることの間をヴィゴツキーは「発
達の最近接領域」と呼んでいるが、他者

教師との相互作用を通して一人でできなかったこと

が可能になるという理論がある。このようなヴィゴツキーの理論は他者
不可欠であり、その相互作用によって得られる効果は同質な

の同士より

環境との相互作用が
異質な

の同士の

方が効果が高く、それぞれが文脈に応じて様々な役割を果たしたり、すべての生徒が周辺参加
ではなく正統的に参加できる。よって多様で異なり合う児童生徒が活かされることで、自己を
肯定するだけでなく他を尊重し、それぞれに依存し合うことでお互いが成長し合えることは、
付加的であることがわかる。

たカミンズ

他の人との交流を通した共同的力関係において、

そのエンパワーメントはより発揮されるとしている(5)。こうした社会構成主義を基本にした理
論を考慮した上で、相互作用のある「交流感」、周辺参加ではなく正統的参加により自己が活
かされ、自分たちで問題を解

し新しい知識を創造している「自己有能感」を児童生徒に抱か

せること、 た児童生徒の個に合わせて多様な選択肢を用意し選択させることに留意している。
そのような「自己

定感」を含んだ内発的動機を高

る学習内容が、多様な学習のニーズに応

え、それぞれの学習目的に達成させながら高度な思考能力を育成することにつながるとしてデ
ィスカッションの実践を行っている。

４ クラスでの
クラスでの実践
での実践２
実践２：小論文

小論文では、ディスカッションで育成中の異文化リテラシーとしての思考力を使い、文章に
起こすことで、培った思考を論理的に表現することを目的としている。

指導上の注意としては、論証方法と導き方をわかり
で結論に至る

すい例とチャートを使いながら、共同

での経緯を繰り返し学習する。 た、
「問題定義」
「因果関係」
「問題分析」
「提

案」「反論提示」などの論文に必要となる各要素を学習目的としながら、段階的に学習過程を
踏んでいく。

５ 生徒 A,B,C の小論文から
小論文から見
から見る問題点 （参考：
参考：資料 各生徒の
各生徒の作品１
作品１）
作品は、異文化リテラシー育成のた
年度始

の

のディスカッション

小論文の学習を始

て間

ない

のである。

生徒 A（在米７年）：客観性、分析力、論理的思考の不足、作文調であり、主観が強い
生徒 B（在米９年）：基本的な日本語能力の問題（漢字、語彙、接続詞、助詞、書き言葉）
出来事を羅列しているに過ぎず、多角的視点による分析力

論理的思考

の不足。
生徒 C（在米２年）：書き言葉

語彙力に問題はないが、分析力、創造性、応用力が不足し

ている。

６ 実践１
実践１と実践２
実践２を通して得
して得られた効果
られた効果（
効果（参考：
参考：資料 各生徒の
各生徒の作品２
作品２および３
および３）

生徒 A(在米７年)：分析力、客観的な論理的思考に成果が見られ、独自性
なった。年度始

見られるように

に比べて、３人の生徒の中では一番伸びが高い。

今後の課題：論理的思考を自分の海外生活

アメリカで受けてきた教育に更に応用統合し、

新しい高度な思考力を育成するた

に、相互作用による外言の機会を増

た獲得している思考力に合った日本語の語彙

表現力を育成する。

す。

生徒 B(在米９年)：日本語語彙と接続詞の使用頻度が増加し、文章と論証方法に
生

りはりが

れる。

今後の課題：より多角的な視点による分析力と論理的思考（内言）を鍛えることとそれに
伴う日本語能力の育成。あらゆる事象に対しての興味関心が極端に低いた
、今後はいかにして与えられたトピック

相互作用で得られた情報に対し

て自分の問題として捉えられるように導くかが課題。

生徒 C(在米２年)：

と

と書く力はあったが、客観的な分析力は多少の成果にとど

り、一

般論から抜け出せず、オリジナリティーに欠ける。

今後の課題：より独自性のある高次な論理的思考力と批判力の育成が必要。
ディスカッションにおいて受身の姿勢が強く、他人の意見を受け入れる寛容
性はあるが、批判し新たな思考を生

出す創造性に欠ける姿勢が顕著であ

る。よって、ディスカッションの場においていかに主体性を持って参加し、
他人との異なる意見との衝突によって柔軟に自分の意見を創造していくか
が課題。

７

と

1) 生徒 A と C では実践スタート時において日本から来て間

ない C の方が高い書く能力を備

えていたが、実践を通すことで、A の思考力の成果が著しく伸び、それが書く能力に伴い始
ている。よって、現在は、スタート時に比べて A と C の書く能力の差が縮

ってきてい

る。このことから、生徒 A のように小学生時代から二言語、二文化の中で育ち、アメリカの
クリティカルシンキングを養う教育を受けてきた生徒はより多元的な視点を持ち合わせてお
り、日本語において

それを引き出す実践をすることで、成果が出てきたのではないかと推測

できる。一方、基本的な日本語能力に問題はなくと

、多元的でより高次な思考力に関しては

低く、自分の意見を持っていないという特徴を持つ生徒 C は、日本での画一的で知識伝達を
主とする講義形式の教育を受けてきたことが要因と言えるのではないだろうか。今後は多様な
生徒との相互作用

現地での生活を通して、既存の思考に刺激が与えられ、より高次な思考に

発展できるような取り組

が必要と言えるだろう。

2) 生徒 B は事象に対する興味関心が極端に低いた
が日本語能力に

、論理的思考に発展していかない。それ

影響しているのではないだろうか。

た、日本に帰る予定がなく永住の予

定であり、日本語の必要性を本人が感じていないこと、更に幼いころから補習校に通い続け
ていはいるが、比較的過保護な親の
た

両親（と

とで学校に来させられてきたこと、日本語が不得手な

に日本人）とのコミュニケーションが少なくなっているといった家庭環境

生徒 B の多角的な視野

興味を伸ばす機会を妨げてきたのではないかと推測する。

、

た、補

習校の日本に帰ることを目的とした一元的な学習内容と指導方法によって、アメリカの教育で
得た実力を十分に日本語において

引き出すことが十分にできなかったのではないかと

推

測できる。よって、短期滞在の生徒を主とした補習校の環境において継承語としての日本語を
十分に伸ばすには到らずに、常に周辺参加に甘んじてきたこと

思考力の低さの

ならず日本

語能力の低さに影響しているのではないだろうか。こうした生徒 B がアメリカの大学に進学
した際に、冒頭で述べたような補習校経由の学生の特徴を抱えてし
よって、生徒 B に関しては、
うであるのかを改

ずは、現地の学校での成績

て検証すること

うと危惧される。

英語で書いた

のの内容がど

必要と思われる。そして、日本語使用の補習校における

ディスカッションでは身近な興味のある内容からアプローチすることで、その興味対象を広げ
ながら思考力（内言）を鍛え、それと同時に相互作用によって自分の意見を伝えなくてはなら
ない状況を生

出し、コミュニケーションのた

の外言

書くた

本語学習上の工夫をしていくことが必要となるであろう。

の能力に発展するような日
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課題

今後は、生徒たちに関わるテーマでいかに内発的動機を高

、問題解

を設定するかが基本的な課題と言える。その実践を通して、批判力
出させていくか、つ

り生徒の持つ多様性

能力を育成する状況

新しい思考力をいかに創

自然発生的概念を活かしながら、生徒それぞれの

「発達の最近接領域」を適切に査定し、課題に利用していくか

教師に求

られる。

そして、ディスカッションによるコミュニケーションである外言を通して構成された思考能
力をいかに効果的に書く能力に結びつけていくか
しかしそのた

課題になる。

には、新しい学力観としての異文化リテラシーが多文化社会において求

ら

れていること、それに反して補習校経由の生徒たちの思考力が低く国際社会で通用する人材と
しては十分ではないことを認識し、教師と保護者自身が意識変革をしていくことから始

なく

てはならない。そして、多様な生徒が混在する日本語補習校における国語教育、日本語教育、
継承語教育のすべてが求

られる状況下において、国際舞台で通用するような高度な思考力の

育成が可能となるように、補習校の「日本に帰ったときに困らないた
標その

の学習」という教育目

のを検討する必要があるだろう。さらに、週一度のクラスであるた

に知識伝達、教

師中心という傾向に陥りがちな補習校のあり方を見直し、低学年のうちから思考力を高
導方法、学習内容を実践していくことで、長期滞在
た教育を日本語によって

る指

永住予定の生徒にとってはアメリカで得

発揮させる学習上の工夫が求

られる。一方、短期滞在の生徒にと

っては日本で受けてきた教育とアメリカで受ける教育を統合することで、帰国子女として求
られる可能性を広げ、十分に伸長させることが今後必要となるであろう。
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資料 （作品はすべて本文の

生徒 A
作品 1

）

(在米
在米 7 年、日本帰国予定)
日本帰国予定
「家族における私の役割」

気が付いたら私は家族の中で皆を笑わせる役になっていた。笑わせるの いいが、た には皆に頼
りにされる存在になりたいと最近思うようになった。
私は家族を笑わしているが、同時に家族に迷惑 かけている。たとえば、私は将来行く大学のこと
は私より親の方が心配している。私の親は夜遅く で大学のこと 私がこの夏に行く塾の事を調べて
くれているのに、私は何 していない。自分の事なのに全部親に らせている私は家族の迷惑者か
しれない。
昔、私より２つ幼い妹は私の事を「お姉ち ん」と呼んでいたのだが、いつから変えたのか、今は
「ちー」になっている。前 ではそんな小さな事きにしていなかったのに、今は少し寂しくなってき
た。理由は「ちー」と呼び捨てにするのは私のことを頼っていないように聞こえてきたからだ。勉強
で 妹が宿題にうなされている時、私が手伝おうとしたら、私は妹を拒否した。そんなに私は頼りな
いのか…..？？とかなりのダメージを受けた。
最初に 言ったが、私は普段家族を笑わせるタイプだ。笑わせるの いいが、た には家族に「流
石！！」とか「たよりになる！！」と言われたい。そして何より 、皆を楽にして、安心させてあげ
たい。

作品 2 「異文化理解」
日本は江戸時代 で中国を非常に尊敬し憧れの対象としていた。しかし、西欧が入ってきたとたん
に憧れの対象を西欧に向けてし った。中国は発達に遅れている、他の国に比べて劣っているという
理由をつけて、現代の日本人は中国 アフリカを見下している。つ り、私たちはささいな断片的な
知識 印象だけで結論付けてし っているのだ。このような恣意的な認識では現代社会を生き続けて
いくのは非常に困難だ。そして何より その国の事をすべて知り尽くしていないのに見下す事はとて
悲しい事である。
実際私 無意識に国 人を見下す事 ある。メキシコ人を見ると、た に「不法滞在」とか「税金
を払わない」と思ってし う。ただその人がメキシコ人なだけで、その人の事を ったく知らないの
に、私は勝手に
つけてし ったのだ。 し世界中の人々が私 たいな考えを持っていたらこの世
界はどうなるだろう。現代は一つの国が倒れたらドミノ倒しのように次々と国が倒れていく。つ り、
グローバル化した現代では好き嫌いだけで判断する事は不可能なのである。
この様な異文化理解のすれ違い 誤認をふせぐには私たちはこれから好き嫌いと言った両極端の捉
え方で国を見下すか判断する事を辞 なくてはならない。そして、判断する前にその国に行って た
り、その国の事を全て知りつくしてからの
つけるべきだと思う。自分の国がこれから 存在して
いくた には、これからは他の国との共存がキーワードなのである。

作品 3 「裁判員制度について」
今年の五月から日本で裁判員制度が始 る。一般人の人々が裁判に参加する事により、裁判を以前
よりスムーズに進 ることが狙いである。先進国の欧米はすでにこの制度が行われており、日本 真
似をするように裁判員制度を導入することになった。この制度はプラス面 あるが、マイナス面のほ
うが目立つ。それゆえに、私は裁判員制度の導入を反対する。
裁判員は国民の中から無差別に当てられる。裁判への参加は絶対で、大した理由がない限り裁判に
参加しなければ罰金となる。そして、参加できる裁判は殺人などの重い事件ばかりだ。そうとなれば
裁判員達には重い責任が与えられる。ドライな日本人に果たしてこのような重大な責任をたえること
ができるのであろうか。ドライでなくて 、裁判員が被告人 被害者に感情移入をしてし う可能性
がある。そうなると、判断があい いになり、不公平な 断へと導いてし う。裁判中は一般人に
解るように簡単な用語と、犯罪時に行われた事を具体的に説 する。その時、裁判員 遺族への精神
的に与えるショックが大きい場合 ある。
マイナス面 あれば、 ちろんプラス面 ある。前に述べたように、この制度は裁判をスムーズに
進 させる為に導入した。そして一般人に法律 裁判を っと身近に感じさせる機会を与える。これ
をきっかけに、裁判などに興味を持ち、仕事へとつなげる可能性 ある。しかし、あ りに 単純化
させると人々にとって裁判はワイドショー的な存在になってし う、裁判が軽く扱われてし うか
しれない。それでは、不公平な判断 逆に犯罪が増えてし う可能性がある。
このような理由から、私は裁判員制度の導入を反対する。一般人にとって裁判が身近になる事は良
いと思うが、せ て裁判に参加するかどうか選択肢を与えるべきだ。

生徒 B

（在米 9 年 日本帰国予定なし
日本帰国予定なし）
なし）

作品 1 日米の食文化について
アメリカと日本の食生活は非常に違う。アメリカと日本の文化 違う。アメリカはファーストフー
ドとかジャンクフードが多い。アメリカ人で食べ物に気をつけている人としていない人の差が多い。
ファーストフードはアメリカから生 れたから、アメリカ人は、自分で料理することが減った。簡単
に食事がしたい人が多くなって、ファーストフードで食べる人がアメリカ人 多い。その結果、アメ
リカ人が食べる食料が悪くなる。アメリカでは日本よりヒマンの人が多い。食生活が悪くて運動しな
いと太る。 （未完）
作品 2 「裁判員制度について」
アメリカの陪審制度がある。州から選ばれて、十二人の市民が陪審員になる。これは、無作為にき
られる。それは、被告人と陪審員の関係がないようにするた である。私は陪審員制度を反対する。
その理由は３つある。
一つ目の理由は、冤罪の可能性がある。陪審員は一般市民だから、専門ではないから、判断の仕方
が異なる。そのた 、公正な判断が欠ける。
次に、時間の問題がある。裁判の始 りから終わり で時間がかかる。陪審員 んな、同じ意見に
なる可能性が低いから、時間がかかる。
最後に陪審員にかかる税金が多い。そのお金は市民が州に払ったお金だから、無駄遣いしないよう
に、考えて使った方がいい。
よって、私は陪審員制度に反対である。市民ではなくて専門家をつかったら、この三つの問題が解
するだろう。

生徒 C

在米 2 年 日本帰国予定

作品 1 「家族における私の役割」
私の家族の中での役割は、アメリカ社会と家族をつなげることである。私がアメリカに来てから、
うすぐで 1 年が経つ。日本にいる時はアメリカに行けば英語がし べれるようになるとか言われて
いたし、自分で そう思っていた。しかし、実際はアメリカにいて 自分から積極的に行動を起こさ
なければ何 変わらない。それなのに、自分 含 て私たち家族は、 だアメリカ社会と言う異文化
社会に溶け込 ていなかった。
そこで私が一つ目に って たことは、自分の親と友だちの親を仲良くすることだ。両家族と ア
メリカに来た時期が同じで、それに家族構成
ったく同じだったので、どこか共感できるところが
あった。両家族はあ り英語がし べれなかったが、それなりにコミュニケーションがとれるように
なり、お互いにアメリカ社会に溶け込 た のいい刺激になったと思う。
二つ目に、自分の学校の先生に母を紹介した。その先生は、放課後に英語を第二外国語する人のた
に、ボランティアで英語を教えてくれている。英語だけでなく、近所のスーパーに一緒に行き、お
すす の食材など 教えて らっているようだ。英語はいくら文法 単語を知っていて 、実際に使
わないと意味がない。先生に母を紹介したことによって、母が毎日の生活で英語を使う場が増え、そ
れに今 で勉強してきた英語でアメリカ人とコミュニケーションをとるということは、自分に自信を
つことに つながる。
家族の中で自分の役割を通して学んだことは、社会にとけこ た のきっかけが必要だっただけで、
きっかけをつくればう く っていけるということだ。これからは、自分の助けがなくて 家族と社
会が共存できるようになりたい。
作品 2 「異文化理解」について
現在の社会には、他の国に対して短絡的な認識 、恣意的で感情的な形で判断してし う傾向があ
る。異文化を認 ようとせずに、軽蔑し、あるいは非常に高く評価し、尊敬し、はっきりと憧れの対
象とする、極端な態度が見受けられる。すべての物事に対して、客観的で平等な意見を つのは難し
いことではあるが、それは全体の一部でしかそのこと、 た国について知らないからではないか。
例えば、中国について、私が持っているイメージは、国内での貧富の差が激しい事、ギョウザ問題
での無責任な態度、北京オリンピックでの年齢の詐称など、あ りいいことではない。これらの情報
はすべてニュース インターネットなどで見たり聞いたりした のである。つ り現在の社会は、メ
ディアが私たちに偏った情報を与え、誤解を招くような、悪循環社会になっていると言えるのではな
いか。断片的な知識 印象だけで評価せず、その国の全体を知る事が、これからの異文化社会の共存
に必要不可欠だと言える。
私がこれからのグローバル社会に提案することは、偏見をなくし、異文化をお互いに理解し合い、
白か黒か、尊敬、軽蔑かを
つけるのではなく、 んなで一つという協力の心を持つことだ。その
た に ずは、世界中に広がるマスメディアを活かし、自国とは違う文化を多方面から知る事が重要
だと考える。 た、二十一世紀の技術の進歩を、私たちの国際理解に活かすことができるのは、とて
喜ばしい事だと思う。

作品 3 「男女平等について」
「女性が家事をする」という考えは、現代の女性の社会的地位の向上によって、今では少数意見に
なっている。しかし、この文章のように家庭 会社では、 だ十分な男女平等社会は築かれていない。
今では、男は仕事、女は家事と言う流れが強く、家事分担をして、お互いに協力して暮らすという

家庭は少なかった。しか 男性の中には、
「家族のた に稼ぎにいっているんだから」と家でいばって
いて、家事を手伝うどころか、女性に手間をかける人 いる。
た、男女平等社会になりつつある社会のスピードについていけず、ほんとは手伝うべきだと分か
ってはいるが、最初の一歩がふ 出せずに、と どっている男性 いるのではないか。
新しく変わりつつある社会に、女性は期待しているのだが、先に述べたように、男性が だ男女格
差から抜け出せないた 、この文章の女性のように期待はずれの現状に嘆きたくなる人 でてくるの
ではないかと思う。
この状況から男女お互いが抜け出すた には、男女別にある仕事、性役割が存在するという固定観
念を消す必要があるだろう。そのた に、これからは今 での格差社会的考えを捨て、気持ちを新た
に、平等社会について考えなおす事が重要になると考える。
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現 、
で使用されている日本語教科書と日本で使用されている 学年用の国語教科
書の語彙数の比較研究から、日本語教科書では
・複合動 ・オノマトペ（ 声語・
語）の が少ないことが指摘されている (Osuka 2008)。また、Makino・Tsutui
(1989) が A Dictionary of Basic Japanese Grammar の Characteristics of Japanese Grammar
の で、 声語・
語を 番目の
としてあげているにもかかわらず、
の日本
語教育界では 一した見解がでていなく、日本語教科書でもオノマトペ語は余り われ
ていない。しかし、日常会話や文学作品の中にはオノマトペ表現が
に使用されてい
る。オノマトペは日常生活の
・行動・感情の表現によく使用されている語彙にもか
かわらず、日本語教科書や日本語教育では余り われていないのが現状のようである。
本稿では、オノマトペの先行研究・教 から、オノマトペが現 までどの様に われて
きたかを考察する。そして、全国学習基準の３Cs の文化・連結・コミュニティーの観
点からオノマトペ学習を 考してみたい。また、 年の映像や音声を
に 生できる
テクノロジーの時 では、テクノロジーを日本語教育に導入することが可能になってい
る。その使用で教師はオノマトペを容 に説明することが出 るし、学習者もオノマト
ペを以前より容 に理解できる環境にある。テクノロジーを 用したオノマトペ学習を
提 してみたい。最後に、オノマトペ表現から日本語表現の面白さや
を理解するこ
とが出 ることから、
の日本語教育では積極的にオノマトペ学習を取り入れるとを
提 したい。

はじめに
１９９６年に全 外国語協会(ACTLF)が外国語教育の基本概 としてコミュニケーショ
ン(Communication)・文化 (culture)・連結 (Connections)・比較 (Comparisons)・コミュニ
ティー (Communities) を「全国学習基準」の５Cs として提示した。そして、２００６
年度の日本語教育国際大会では、その中の３Cs（文化・連結・コミュニティー）を中
心に
がなされた。今までの日本語教育では基本概 が
だったが、「全国学習基
準」により教師も学習者も らかの指 が示された になった。現 の日本語教育は日
常生活に必要な基本的な語彙や文 、そして、仕 や 門の 強に必要な日本語を習得
することを目標とし、その
内で日本語教育が行われている。

しかし、中・上級の日本語学習に小学
学年用の国語教科書を読む機会を与えたとこ
ろ、オノマトペ（ 声語・
語）がまったく理解できなかった。また、
プログ
ラムなので数年間日本に
した
のある学生に か日本語で ったこ はなかった
かと ねてみると、オノマトペ表現を学習した
がなかったので、最 は理解が出
ずに大変だったが、すぐにオノマトペ表現に れ
に使用するようになり、日本人と
のコミュニケーションが くなったという意見があった。例えば、オノマトペを知らな
かった に、日本人の会話の「だぶだぶな 」という表現が分からなかったや、 気
報で「からっとした 気」や「じめじめとした 気」などの表現が日本人の日常生活の
中でかなりの をしめているにも関わらず、日本語教科書では われていないなどの指
摘があった。本稿では、
で使用されている教科書とオノマトペの先行研究を考察
し、オノマトペ学習についての問題点を 理する。そして、映像や音声を 生できるテ
クノロジーの時 では、学習者にとってオノマトペは理解し い環境にあるので、テク
ノロジーを使用したオノマトペ学習を提 してみたい。最後に、全国学習基準の３Cs
の観点からオノマトペ学習を 考してみたい。
日本語教科書と国語教科書の語彙比較からオノマトペを考える
『
』によると
語は視覚・触覚など聴覚以外の感覚
を言葉で表現した語で
「にやにや」「 ら ら」「ゆったり」など（６５０ページ）、 音語は実際の音をま
ねて言葉とした語で「さらさら」「 あ あ」「わんわん」など（６２５ページ）、
声語は 音語に同じで、人・動物の声をまねた語「き あき あ」「わんわん」の
（６４７ページ）とある。本稿では、
語(Mimesis)・ 音語(Onomatopoeia)・ 声語
(Onomatopoeia)をまとめて
上オノマトペ（Onomatopoeia）と表現する。 年、オノ
マトペ
が多数出 されていることから、日本語学習者にとってオノマトペは理解し
ずらい分 かもしれない。一方で、これだけの数の 書が出 されていることから、オ
ノマトペは日本語教育の中で確立された一つのジ ンルかも知れない。例えば、オノマ
トペ
として、
『 音語・
語
』
出 （１９７４）、
子・
金田一春
『 音語・
語
』
書 （１９７８）、
一 『日
音・
語活用
』
書 （１９８４）、 田 一
『 画で楽しむ 語 音語
』研究社（１９８５）、 味
『 語人と日本人のための日本語
語
』ジ
パンタイムズ（１９８９）アンドルー・ ・チ ン『（
）
語・ 音語分 用法
』大
書 （１９９０）、
田 子・
子 『 音語・
語使い方
』創 社出 （１９９３）、 田 文・ 田 子『現
音語・
語用法
』
出 （２００２）などが げられる。
現

、出 されている日本語教科書について、平 由
・
理子・ 本
・ 谷
夫（2001）は『みんなの日本語 級１・２ 』（総語彙数２０００語）、『 文化
級日本語１・２ 』（総語彙数１９００語）、『日本語
』（総語彙数１４００語）、
『Japanese for Busy People １・２・３ 』（総語彙数２４００語）の４ を分 して、
「はっきり・ゆっくり・（ち っと・もっと・ち うど）の５語だけが語彙として含ま
れている」と報告している。また、Osuka (2008)は、『なかま１・２』『ようこそ１・
２』『げんき１・２』『JSL１・２・３』の４ を
図書出 の 学年用の国語語教

科書と比較して、日本語教科書は、国語教科書と比べてオノマトペ表現が われていな
い状況を報告している。その中で国語教科書に載っている
語には、小学生 学年の
か、語 を繰り返し表現する 語が多く、例えば、うきうき、ぐんぐん、ころころ、
こわごわ、くるりくるり、どんどん、 り り等や、 声語として、ミーンミーン、キ
ンコンカンコン、キ ー、ニ ーオ、コケコッコー、など日本で く耳にする語彙が多
く かわれていると報告している。 学年用の国語教科書のオノマトペ表現では「わく
わく」「らんらん」「るんるん」「わいわい」など、楽しい気分の表現を多く使用して
いるし、音を表記することにより、日本独 の表現とアイデンティーの 一をするのに
重要な役 を果たしていることも指摘している。例えば、「わくわく」は いことで興
する感情などを表すという日本人としての感覚を示し、「 ちくり」はびっくりして
目を大きく見開いたり、まばたきしたりするさまや、「ポン」は か い物が ちる音
を日本人の共通概 として教える効果があるとしている。
先行研究よりオノマトペ学習を考える
A.日本語教育の中でのオノマトペ学習の重要性
Makino・Tsutui (1989) が A Dictionary of Basic Japanese Grammar の Characteristics of
Japanese Grammar の で、 声語・
語を
番目の
としてあげている。その中
で、 語でのオノマトペ表現(bang, bowwow, cock-a-doodle-do, meow)は
語としての
表現であるが、日本語でのオノマトペ表現は大人でも、話し言葉や書き言葉で
に使
用する語彙であることを指摘している。また、ポン・フェイ（2007）は、オノマトペの
多くは 語であり、音響効果のある日本人の創造的な言語であり、
とオノマトペと
の組み合わせ表現により視覚言語と感覚言語のバランスがうまくとられると指摘してい
る。 に、『日本語教育 ンドブック』(1990)や『
日本語教育
』(2005)でも、
オノマトペは日本語の語彙を教育する に重要と指摘している。しかし、現 の多くの
日本語教科書は、オノマトペは われてなく、日本教育のカリキュラムに導入するかし
ないかは各教師の判断に されていることが多い。
B.オノマトペの語彙と文法教育
日本語教育の語彙は、身の りの物の名前や
の名 、数や日時などの名 、行動を
表す動 や形容 などの基本語彙を習得するのに時間がかかり、オノマトペの語彙まで
習得するのは大変なことである。 に、Osuka (2008) が指摘しているように、国語教科
書と日本語教科書の語彙を比較すると、名 だけをあげても小学
学年までに学習す
るはずの２５０語以上の語彙は日本語教科書では われていない。例えば、名 では
（くわ、ぶな）、 物（ごま、だいこん、なす、き うり）、
（てんとう 、
かぶとむし、かまきり、せみ、まつむし）、 （きつつき、あひる、からす、おうむ、
すずめ、はちどり、 くろう）、動物（きつね、いのしし、しまうま、かもしか、ね
ずみ、ぶた、やぎ）、 （あじ、さば、たい、くらげ）、物（はしご、ひも、 え、
た、 うき、まくら、まな 、やかん）、時間（ゆうひ、よいのくち）、日常生活
語（しんこき う、ごうれい、あくび、ためいき、はく手）、
感（わかば、こい
のぼり）、複合名 （あやとり、いすとり、くりひろい、かけあし、うたごえ）、話
し言葉（はっ 、しっ 、てっ ん、ねっこ、はらっ ）など。 に、動 では（く

わえる、やぶれる、まねる、どける、 んばる、ゆれる、しぼむ、ちらす、おさめる、
さからう、うずまる、あらす、さえぎる、みだれる）など。複合動 では、（ きと
ばす、だきあう、みとれる、かけよる、はねのける）などが日本語教科書では われて
いない を指摘している。しかし、形容 は日本語教科書で く われているが（ま
ずしい、するどい、よわよわしい、でかい）などが載っていない。
では、「ぐん
ぐん」「どんどん」「 んと」「こわごわ」「 っちり」「びくびく」など動きをとも
なった
表現なども われていないことを げている。以上の様に、日本では日常生
活の中で
に使用され 学年で学習する語彙でも、日本語教科書では われてないの
が現状である。ましてや 語に無い意味やコンセプトを説明しなくれば理解しづらいオ
ノマトペは、語彙として われることは少ない様である。
文法の面から、な オノマトペが多く われないかを考察すると、オノマトペの多くは
音や声、様子を
して述語を
する様
になり重要性がないという意見がある。
例えば、きらきら(と る)、げらげら（と笑う）、ころころ（と がる）などである。
A) 「 がきらきら る」。B) 「 がげらげら笑う」。どちらの文 も、 や の様子
を く
しているが、「 が る」、「 が笑う」という文の構成上の必 部分では
無いので、基本文法上にはオノマトペは含まれない（ 元
2007）。次に、生 的
な「 する」を う動 としての用法がある。例えば、うとうと（する）、うきうき
（する）、うっかり（する）、うっとり（する）、うん り（する）などである。また、
つるつる（とした）、 る る（としている）などの、「 とした、 している」で終
わる形容動 的な用法がある。 に、「びし びし のズボン」の様に名 としての用
法や「びし びし なズボン」のように形容 的な用法、また、「がっかりだ、うん
りです」の様に「 だ、 です」を って文末に る用法などがある。また、オノマト
ペを用いる
文がある。例えば、「社長に こ こ」「足がくがく」など具体的なイ
メージを与え、表現をより生き生きとさせるが、学習者は理解しずらいという意見があ
る（ポン・フェイ、2007）。
C. 学習の時期
文化の導入時期と同じように、日本語教育ではオノマトペ学習の導入の時期として、大
きく二つの意見がある。一つは、オノマトペの学習時期は 級からが いという意見で
ある。理由として、１） い時期から基本的なオノマトペを導入しておくと、中・上級
になって容 に対応できる。２）オノマトペを含んでいる容 な 話や物語を日本語教
に取り入れて、 級学習の時点から感情に強く える言葉を理解させることも大切で
ある。３）教科書での会話文は 者によりコントロールされて作成されているので、も
う少し日本社会で実際の会話で使われている表現を 期から会話文で導入して理解させ
るのも いのではないか、４）オノマトペを通して、日本語 有の
な表現に れる
ことも文化理解につながる、など。
また、一方では、オノマトペの学習時期は 級からは必要なく、日本語の基 ができた、
中・上級からから導入するべきだという意見がある。理由として、１）基本語彙の学習
に かる
が多いので、数も多く付 的な要素であるオノマトペを学習するのは大変

である。２） 級レベルでは、基本語彙や基本文 を 先すべき。３）オノマトペは感
覚的な語彙であるために、
な二アンスまで、説明するのが大変である。４）オノマ
トペを用いなくても表現が可能である。５）オノマトペ表現はくだけた表現・子 っ
い・話し言葉になりがちだ、６）中・上級レベルの教 に出てきた時に うべきだ、等
の意見がある。
オノマトペ学習の導入の時期は、文化をいつ導入するかと同じように日本語教育では
一された見解は無く、それについての
も余りないようである。例えば、文化の導入
の時期に いてであるが、ウェスリー・ ・ コブセン (2007) のように「文化の導入
は基本的な言語技能が定着して、 業の 点が話し言葉から書き言葉へと った上級レ
ベルに入ってから始める方が い」という意見や、それに対して、
高・
夫
(2007) のように「文化の導入は学習者が言葉そのものを習得しようとしても、そこには
限界があるので、 級から導入するべきだ」という意見がある。オノマトペを 級レベ
ルから導入すると、日本人の生活感情・ 的感覚や日本人の物の見方・感じ方・考え方
等も理解でき、 場感に富んだ らかな日本語表現が可能になり、日本文学を鑑賞する
基 も出 るのではないだろうか。上級者になってから、 に短時間でオノマトペを学
習しても、そこには限界があるような気がする。
オノマトペの語彙と分
Makino・Tsutui (1989) が A Dictionary of Basic Japanese Grammar の Characteristics of
Japanese Grammar の で、学習者に理解し く下記の様にオノマトペを分 している
ので、教室で使えるように少し加 してまとめてみた。
(a) Voiceless and Voiced Consonant
音が付くと、表現が大きくなる語彙
きらきらーぎらぎら(と る)
(shine) sparklingly - dazzlingly
けらけらーげらげら（と笑う） (laugh) - (horselaugh)
ころころーごろごろ（と がる）(small object) – (large object) rolls
さくさくー く く（と切る） cut (a thin and light object) – (a thick, and heavy object)
さらさらー らさら（になる） (soft and smooth) – (feel rough and sandy)
とんとんーどんどん（と る） (tap and knock) – (bang and beat)
た たーぼたぼた（と ちる）(small amount of liquid) – (large amount of liquid) drips
(b) Velar Consonants – k and g
と が付くと、状 が に く・ く・はっきりする語彙
かちかち（に る）
freeze hard
きっ り（と れる）
separate from people once and for all
がみがみ（と言う）
sudden scowl
がらっ（と変わる）
completely change
くっきり（と見える）
visible clearly
ぐっ（と く）
pull with a jerk

どきどき（する）
っくり（と
）

heart beat suddenly
die suddenly

(c) Dental Fricative Consonant – s
が付くと、状 が らか・ かで に変化する語彙
こそこそ（と げる）
escape secretly
さっ（と立ち上がる）
stand up quickly
するする（と る）
slide smoothly
しとしと（と る）
it rain/snow quietly
しんみり（と話す）
talk quietly and intimately
し んぼり（とする）
be despondent
(D) Liquid Consonant – r
が付くと、 らかさや
くるくる（と る)
さらさら（と流れる）
すらっ（としている）
すらすら（と答える）
つるつる（している）
ら ら（と話す）
る る（としている）

る状 を表現する語彙
turn around and around
flow smoothly
figure is slim
answer with great easy
be slippery
speak smoothly
be slimy

(E) Nasal Consonants – m and n
と が付くと、やわらかい状 を表現する語彙
むくむく（している）
pet is fleshy and plump
むちむち（している）
full-body and flexible of plump
にやにや（している）
Smile blissfully
に るに る（している） be smiley
ねちねち（している）
firm stuck
ねばねば（している）
be sticky
よなよな（している）
be slender and delicate
(F) Voiceless Bilabial Plosive - p
が付くと、 間的な状 を表現する語彙
っと（と明るくなる） become bright suddenly
し り（と く）
whack suddenly
ん（とくる）
come to me in a flash (suddenly)
ん ん（している）
be peppy suddenly
いっ（と出て行く）
leave suddenly
つっ（と切れる）
break suddenly
(G) Semi vowel - y

が付くと、 くて くて い状 を表現する語彙
よいよい（になる）
loose reflexes and strength
よぼよぼ（になる）
become senile
よれよれ（になる）
become worn out
やんわり（と言う）
tell softly with slow
よちよち（と く）
walk gingerly in small steps
(H) Back High Vowel – u
が付くと、人間の心理・感情・行動の状
うとうと（する）
doze
うきうき（する）
be buoyant
うっかり（する）
be off guard
うっとり（する）
be enchanted
うら（さびしい）
somewhat lonely
うん り（する）
be fed up with

を表現する語彙

(I) Back Vowel – o
が付くと、人間の 観的な
状 を表現する語彙
おたおた（する）
don’t know what to do
おずおず（する）
be hesitantly
おどおど（している）
be very nervous
おめおめ（とだまされる）be deceived in a shameless manner
おろおろ（している）
be in a ditcher
(J) Front Vowel – e
が付くと、 い意味ではない状 を表現する語彙
こ こ（する）
be obsequious, to kowtow
へらへら（と笑う）
laugh meaninglessly
へれべけ（になる）
become dead drunk
めそめそ（ く）
sob
めち めち （になる） be smashed up, be in peaces
文化・連結・コミュニティーの３Cs とオノマトペ学習
『
』によると文化とは「人間が自然に手を加えて形成してきた物心両面の成果。
をはじめ技術・学問・ 術・
・ 教・
など生活形成の様式と内容を含む。
文明と ぼ同義に用いられることが多いが、 洋では人間の
生活にかかわるものを
文化と び、技術的ニュアンスが強い文明と
する」とある。また、『大
』によ
ると、「学問・ 術・ 教・
など、 として
生活から生み出されたもの」とあ
る。日本語教科書で われている文化は生活様式で、
に流れる
生活の説明が学
習者には必要ではないだろうか。日本語教科書にある文化 目では、名 の交換、 室、
交番、大学生の生活、 と今の び、 い物とデパート、日本の べ物、日本の
、
日本の
、日本の
、 行、自動
機と 話、
、
構成、
と 働、日

本の
の
、
、 り物、日本での
や、日本の大学、通 、交番、アルバイ
ト、年号、国 の 日、 ・
・マージ ン・パチンコ、日本のスポー 、お 、日
本のお金、
、みどりの
、
、
、マンション、日本の 具、義理、 り物、
交通機関、お ・タバコ・ 、日本の
、公衆 話、
、テレ
と 聞、 画・
アニメ、ポップ・カルチ ー、公 、 、タブー等を様々な分 を紹介している。しか
し、ただ日本の生活様式や
の説明だけでは
に流れる
生活を っていない。
例えば、お などは日本の べ物の 表としてあげられるが、そこには、 を使用した
「保 性」、小さくて ち運びやすく べやすい「コンパクト性」、 合いが い「
性」等の日本の文化の
に流れる
生活までを教師（ は教 ）は説明する必要
があるのではないだろうか。
本稿では、文化・連結・コミュニティーの３Cs の観点から、 級レベルからオノマト
ペを導入していくことを提 したい。文化(culture)として、日本の
に流れる
生
活や、日本人の物の見方・感じ方・考え方をオノマトペ表現（表現の面白さ、 しさ）
を通して学習し、連結 (Connections)として 語ではコンセプトの無いオノマトペ表現
方法との 触や、日本人のアイデンティティーを理解できる一員としてコミュニティー
(Communities)に参加することが可能になる。日常生活で日本人が使用しているオノマ
トペを含む表現が可能になる。オノマトペは文化・連結・コミュニティーの３C を共有
出 る機会を与えてくれるかも知れない。
オノマトペ学習の導入について
オノマトペ学習は 級から導入した方が いという立場から、これから 級での可能な
方法を考察してみたい。先ず、名 の導入の時に、日本語では「足」という一つの表現
であるが、 語では Leg と Foot の二つあることや、形容 学習の時に 語で Cold の一
つの表現が日本語では「 たい」と「 いの」二つの表現があることを説明する。そし
て、 なる文化では、直訳が可能ではないことを理解させる。各文化それぞれの表現方
法あること、そして文化の
に れることの大切さを理解してもらう。この時期に動
物の き声を紹介して文化により違ったように聞こえる を理解させる。 語と日本語
で なる 表的な動物の き声としては、 、 、 、 、 、 などがあげられる。
に、笑うなどの動 には、オノマトペ表現として「にこにこ」「にやにや」「くすく
す」「げらげら」などが日本語には
していることを のジェスチ ーなどを通して、
紹介すると いと思われる。 に、動 を紹介する時には、下記のような感情のレベル
を紹介する。
おこる かんかん、 ん ん、いらいら、がみがみ。
はなす
ら ら、 ち くち 、はきはき、ひそひそ、ずけずけ。
たべる
く く、がつがつ、もぐもぐ、もりもり、むし むし 。
のむ ごくごく、がぶがぶ、ちびちび、ぐいぐい。
みる き ろき ろ、じっと、じろじろ、ちらちら。
あるく よちよち、すたすた、うろうろ、どぼとぼ、てくてく、ぶらぶら。バタバタ

ねる すやすや、ぐっすり、うとうと、ぐうぐう、うつらうつら、こっくりこっくり。
たたく とんとん、どんどん、 ん ん、がんがん。
まわる・ころがる くるくる、ぐるぐる、ころころ、ごろごろ。
ゆれる
ら ら、 ら ら、ゆらゆら、ぐらぐら。
名形容 の導入時にもオノマトペ表現がレベルを表わしていることを紹介する。
はやい すいすい、び んび ん、さっさ、すらすら、てき き、きびきび。
おそい のろのろ、ぐずぐず、もたもた、ながなが、もじもじ、ぼやぼや。
やわらかい
わ わ、 か か、 に
に 。
きれい
か か、つるつる、つやつや。
おもい どっしり、ずっしり。
あかるい いきいき、のびのび。
うれしい わくわく、うきうき、いそいそ。
物の形として、ぎ ぎ 、でこぼこ、どげとげ、ぼろぼろ、 ら ら（うすい）。
気 ちとして、どきどき、はらはら、し んぼり、いやいや、なくなく、ひやひや。
性格として、しっかり、ぼんやり、うっかり、のんびり。
として、どっさり、たっ り、ぎっしり、すかすか。
れる音として、ガッチ ン、バリッ、ボッキ、チョキン（と）。
の音として、 ュー ュー、 ュー ュー、そよそよ。
の音として、 つん つん、 あ あ。
の表現として、あつあつ、いち いち 、でれでれ、べたべた、めろめろ。
また、 状を表現するオノマトペとしては、
せき こんこん、ご んご ん、はくし ん。
のど からから、がらがら、ごろごろ。
おなか ごろごろ、ぐうぐう、 こ こ、むかむか。
ねつ ぞくぞく、ぶるぶる、がくがく。
いたみ ずきずき、がんがん、ちくちく、きりきり、ひりひり。
つかれ くたくた、だらだら、へとへと、 ら ら。
最後に、 理によく使われるオノマトペとは、
にる ことこと、ごとごと、くらくら、ぐらぐら、じ っくり、あつあつ、しんなり。
やく さっ（と）、 っ（と）、ごんがり、 っくら、カリカリ、しっかり。
いためる からっ（と）、さらっ（と）、てき き（と）、ジ ーッ（と）。
あじ こってり、さっ り、あっさり、すっきり、もちもち、 く く。
オノマトペ学習の注意点としては、有 (2007)は同じオノマトペでも、複数の用法を
つ場合、それぞれの用法が語彙学習のどの段階で示されるべきかを検 することが重要
であり、また、学習者の目的やニーズによって、 先される語彙が なるのだから、学
習者に無用な 力を課すべきではないことなどをあげている。

オノマトペ学習の方法
オノマトペを学習する時には下記の４つの方法がある。 語と日本語の意味の対比でオ
ノマトペ表現を説明する。例えば、げらげら（と笑う）は horselaugh で、かちかち（に
る）は freeze hard など。しかし、言葉の意味の説明だけでは不 分な場合がある。例
えば、学習者は日本人と同じ感覚でオノマトペを理解できるかという問題である。出
るだけ、視覚で理解してもらう に、次に教師がジェスチ ーや の表情を交えてオノ
マトペを説明する。３つ目は やイラストを用いて視覚で説明をする。最 ではアニメ
（ 画）などを用いることも可能である。例えば、アニメは の図書 でも
されて
いることから、
ではかなり読まれている。アニメの会話は 語やその国の言葉に
訳されているが、オノマトペ表現は 訳されずにただローマ に き換えられただけで
出 されている。学生に「オノマトペ表現を学習しないで、オノマトペの意味が分かる
のか」を質問したところ、最 のうちは意味が分からないが、アニメを読んでいるうち
に理解が可能になるとの返 が返ってきた。下記イラスト(Toyoda, 2007)は、ローマ
とカタカナがアニメに使用されている例である。

４つ目として、テクノロジーを 用して映像と音声でオノマトペを説明することである。
例えば、日本語 書http://nihongodecarenavi.jp/ja/index.html（日本語でケアナ
）では、間 に 書的な説明が可能である。また、国立国語研究 もオノマトペのサ
イ ト を 開
し て い る (http://www.kokken.go.jp/nknet/ nomatope/) 。 動 画
http://vision.ameba.jp/（アメバ・ ジョン）や、 デオ（Google Video)等では、オ
ノマトペの語彙を検索するとすぐに動画が流れる。また、イメージ（Google Image)な
どを 用すると 真やイラストが
に見られる。また、学習者のプロジェクトとして、
オノマトペ表現のMy Videoの作成も可能である。これらにより、今までは、 語に
訳する際には同じ概 の言葉がなかったので説明するのに 解なオノマトペも、テクノ
ロジーを有効に 用することで、容 に説明が可能になって ている。
おわりに
国語教科書ではオノマトペを っているが、日本語教科書ではそれは余り われていな
い。オノマトペの語彙は、
・行動・感情の
に有効であり日本語の
であるの
で、 級からオノマトペ学習を積極的に含むべきである。
、今までと同じように上
級学習者になってオノマトペを学ぶことは意味があるが、 級の時点からも少しずつ教
に含めることが大切であると思われる。確かに、 語に 訳する際には同じ概 の言

葉が無く説明するのに大変な面もある。しかし、 年のテクノロジー導入の仕方により
教師は音声や映像を通してオノマトペの説明が可能になり、学習者はオノマトペを理解
し い環境に触れることが出 る。文化・連結・コミュニティーの３Cs の観点からも、
オノマトペ学習はより効果的に日本人の感情表現が理解でき、学習者は日本人のアイデ
ンティティーに触れることが出 る。オノマトペを使用することにより、学習者自らも
日本人のコミュニティーの一員になれるのではないだろうか。オノマトペ学習について
は、いまだに 一見解がないので日本語教師会などでの
が必要だと思われる。日本
語教師会などでは、コーパスなどを使用して 度の高い基本的なオノマトペ・リストの
作成の必要性があるかもしれない。
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動（Eye Movements ）とミスキュー・アナリシス（Miscue
Analysis ）が示す読解指導のありかた
How Miscue Analysis and Eye Movement Research Suggest Teaching of
Reading
下

友（Yoshitomo Yamashita）
Ursinus College

要
本発表では、
動（Eye Movement）とミスキュー・アナリシス(Miscue Analysis)の研究か
ら、どのように文が理解されているのか提示し、どのような読解指導をすればよいのかいくつか
提 していくことを目的とする。Eye movement ではどのぐらいの時間、
の 視点が かれ、
どのような動きをしながら、文を理解しようとしているのか、示してくれる。そこでは、
の
視点（Fixation Point）は全ての語や文 に かれていないこと、必ずしも、文上におかれる
のではないことなど示している。つまり、語彙、構造を認知して読みをすすめるのではなく、
と確認をしながら文を理解していることを示す。日本語は述語が文末にくるため(head final) 、
述語の意味から 定された 構造から理解するのではなく、他の機能を 使しながら文理解をし
ている可能性がある。ミスキュー・アナリシスでは読み手は
上の語彙や文をメンタルなテキ
ストに き換え構築し、そのテクストとのインターアクションで
、確認 正をしながら、理
解していることを示してくれる。本稿発表ではその
動とミスキュー・アナリシスの両研究
から、読みのプロセスを考慮した読解指導のあり方を提示していくことを目的とする。

はじめに
読みのプロセスを観察する際、 語のプロセスを日本語に応用するため、いくつかの
重要な点を見 としてしまう 向にある。語彙
の認知（セグメンターション）、語
順、などがあげられる。語彙
の認知に関しては、分かち書きとそうでない文との
なしに、センテンス・プロセッシングが じられているため、語彙
の分 プロセ
スがあまり じられてこなかった。また、理 的に述語を中心にした実質語が文構造を
するという見方から、機能語は文構造の付
として われ,あまり重視されて
こなかったように思われる。また、 構造分 で実質的な意味を う語彙の意味を に
分 されてきたため、機能語の日本語の助 がどのように読まれているのか、 とんど
実証的な観察がされてこなかった。また、日本語は文末に意味の 要部（head）がくる
ため、 語の文構造（head initial language）と なっているため、 語の 構造分 と
同じ方法で読みには応用できないことがあまり じられてこなかったように思われる。
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この二点に 点を当て、ミスキュー理 をもとに、
から、読解指導のあり方を っていくことにする。

動とミスキュー・アナリシス

問題提
語の読解研究では発話および文生成の立場から文理解は分 されてきたといってよ
い。 語は SVO の語順が基本で、語順そのものが文理解の上で大きな役目を果たすの
で、読解と発話からの生成の理 は に
はされてこなかったように思われる。 に、
述語が名
（ 格）の前に かれるため、名 と述語の意味関係で、どのような名
がどのような文法的
で使用されるのか
可能となる（ amide
Altman 2005）。
つまり、述語の意味が文構造を
させてくれるので、 語の場合、発話のプロセスと
読解のプロセスは述語の意味を中心にした 構造(Argument Structure)のプロセスとい
う一点で共通している。それゆえ、読解上の文法構造のプロセスと発話に関するプロセ
スは とんど
されることなく じられてきたように思われる。
ところが、日本語の場合、述語が文末に
しているため、述語の意味から 定され
た 構造からの理解が不可能となる。つまり、発話の場合は、
を の中に いて文
法構造に組み んで、発話するため、述語の意味と名
との関係は分 的に進められ
る。または、
全体から文法構造が創出される。仮に、読み手が文末にくる述語の意
味に到達するまで、名
を記 に め、読みが進められているというのであれば、長
い文 になると、記 に める要素に
がかかり、文構造としての意味理解が くな
る可能性がある。 記 と構造理解が くなってしまうという結果に ら るを得なく
なる。
仮に、述語を し述語を読んでから、文を読み始めるというのであれば、 構造理
で分 と
をしながら、読みすすめることが可能ではある。しかし、日本語を母語と
する読者は
的にそれはありえないことが実感される。この点はこれまであまり じ
られてこなかったが、
動の研究を 用して、 視点の 動をみると、明確に示し
てくれるはずである。
また、名
（NP）の意味を らえたものの、文構造を保 しながら述語まで待って
いるか、待っていないかを見極める手段があまり じられてこなかった。これを見極め
る強力な理 的なてだては Miscue 理 である（後述）。問題をまとめてみると下記の
ようになる。
１．読み手は述語を認知して文を読み始めるのか。
２．読み手は述語に到達するまで、名
の意味を記 にとどめながら、文法構
造を述語で察知してから文全体を理解するのか。
３．１．２ではないとすると、どのように文を理解しているのか。
それでは、上記の問題提 を検証していく。
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読みのプロセスの前提とミスキュー理
日本語教育の読みの いは文
の認知から語への認知,そして、語の 合体とし
て文レベルでの使用という最小
から拡大されながら意味理解をしているという暗
の了解ができあがって読みの指導を行ってきているのではないかと思われる。それは
テキストが読み手の に一 、一語、一文づつコピーされながら読まれなければ意味が
通らないということが前提となっているように思われる。それゆえ、語彙の提出、文法
の提出、文 （
）の提出など考慮に入れながら、一文一文、または一語一語
に
意味を確認させながら、読みの理解をさせるという方法がされてきたといってよい。つ
まり、読みに対する理解の前提がテキストを しとることとされている。その 像の考
え方は、音読をさせた場合、同じ意味の語や表現に き換えて読んだりしても、誤読と
して われてしまうことにもなる。活 に示された方法が、 、 に されてこそ理解
であるとする考えがなされてきたからである。この暗 の了解こそ文 の認知と語彙認
知、そして文理解の基本として、研究方法と理 が組まれてきたようにも思われる。
しかし、Goodman(1974)では音読をさせた場合、意味理解のできる
の き換え
や、 なった語への き換えなどがおこなわれていることが指摘され、活 上の文面を
通して読み手にコピーされているのではないこと、読み手のテキストがパラレルに構築
されながら、読み進められていることを実証した。そこでは、読み手は自分の意味が通
るように、文を読み、語彙や文法構造を変えたりしながら、メンタルなテキストを築き
ながら、読み進めているというわけである。つまり、読み自体が 身的なプロセスでは
なくアクテイブな動きとして えられることが指摘された。
さらに Goodman （1994）は、テクストと なった読みの例を示しながら、読み手自
身の個 なテキスト構築を活 のテキストを通じて構築しながら読みを進め、 内にお
けるテキストの構築こそが読みのプロセスであるとした。
読みのプロセスは活 に現れる文 、語彙、文が意味の理解を通して 積される過程
で、意味が されていく過程である。その
としてミスキューの現 を示した。ミス
キューという語は誤読やエラーというネガティブな見方ではなく、意味が通るように理
解しようとしている動きとしてみるという立場で、そのプロセスを重視し、ミスキュー
と んだ。ミスキューの な例として、 き換え（
語、同意語、全く なった語）、
文 の き換え、文 の入れ え、
の文 の読み え、文構造の き換え、 入、
、が な対 で、どのようなミスキューがおこり、どの程度理解しているかをみる
ことができることに 点がある。（Y.Goodman et.al, 2006）例を げると下記のように
なる。
き換え 他の同意語または、全く意味の なる語に き換えて理解しようとして
いる。
入 文 または の語を 入する。
文 または語を
してよむ。
文 の入れ換え 文 を入れ えて音読している。入れ換えによって全く 知な語
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を作成している場合、テキストとは なった語を使用している。
音の読み え
た音に き換えている。そこでは自分の意味の通るようにす
でにセットされ読みを行っている。
文法構造の き換え 文法
たとえば、形 素をかえたり、助 を換えたりしな
がら、文法構造を換えて読んでいる。
音声
の度合い、構造の度合い、文 上の他の語との
、文法上の非文の度合い
（理解可能かどうかの度合い）をもって、 日本語のミスキューを分 する手法を提示
し、読みのプロセスをミスキュー・アナリシスとして応用されてきた。
語のミスキュー理 から日本語の助 をみるとき、語構造とみるか、文構造とみるか、
文 と見るか、文法構造の一要素とみるか, によってとらえかたが なる、（後述）
このミスキューの研究ではどのようなタイプの読みを行っているかを観察できるため、
読みのストラテジーのアセスメント、テキスト作成の理 （語彙、文法導入、読みの理
解などの分 で使用されている。また、テキスト理解に自分の
、生活環境からの理
解の仕方から、テキストの中に自分の生活
が 合させ、それを 用しながら理解の
手立てとしていることなど社会心理言語学からの立場からも応用されている。
Eye movement では読み手がどのような 視点（fixation point）の動き方をしているの
か, また、どのぐらいの時間 視している（fixation duration time）のか示してくれる。
この 視点（以下 FP とする）の動きと 視時間（以下 FPT とする）によってどのよう
な理解の仕方をしているのか ることに 用されてきた(Rayner & McConkie ,1976;

Rayner, K.& Pollatsek,1987; Rayner, K., & Serreno, 1994; Rayner, K. 1992 Underwood, G.
and Batt, V. 1996)。
本稿では、ミスキューと
動の研究を 用して、日本語の助 が読みの際にどの
ような役 を果たしているのかを中心に見ていく。
先行研究 Eye movement and Miscue Analysis （EMMA）
Paulson（2000, 2002）はミスキュー・アナリシスと eye movement の両方の方法で読解
のプロセスを る方法を発 し研究を開始した。ミスキューと FP とが相関関係にある
ことを示し、 き換えのミスキューに FP が かれていることを提示した。 また、必
ずしも読み手は文 を全て読んでいるのではなく、
、確認、
、のストラテジー
を使って自らのメンタルなテキストを構築していることを 付けた。
Ducket（2001,2002）では読み手が
と確認をしながら、テキスト理解のプロセスを
とっていることを、 本の読みのプロセスを通して確認した。そこでは、文 上の理解
では明確にされなかった意味確認の手段が、 に 視点（Fixation Point）が 動し、意
味を的確に
する手段として使われていること示した。自らのテキストを構築しなが
ら、
と確認をしながら理解していることを 付けた。
に、 語の Eye movement の研究から、次のようの点が指摘されてきた。
・語彙が短ければ短い ど、FP が短い。または、FP の かれる比 が くなる
語彙が長ければ長い ど、FP の かれる 度が高くなり、FPT も長くなる
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Rayner & McConkie , 1976)。
・ しい語彙であればある ど、FP が かれる が高くなる。
（Underswood & Batt;1996)
この二点からすると、日本語の助 は一モーラか二モーラが 通であるため、FP が
かれないか、または、FP の時間が短いのではないかということが
されるはずである。
ところが、 下（2002）では、助 の FPT が実質語よりも長い場合がかなりあること
を指摘した。また、FP の かれる 度が実質語よりも多いことを指摘した。 に、助
の「は」と「が」の機能と FPT の長さの違いについて示しながら、グローバルな「は」
と取り立て性の高いものは、第二言語学習者には文 または、グローバルな関係がみつ
けにくく、一文だけで理解しようとするため、無視するする 向にあり、あまり時間が
かれないことが指摘された。その反対に、母語話者の読解においては、グローバルな
「は」や対比性の「は」に 視時間が長いことが指摘された。第一言語、第二言語習得
者とも一文内の複雑性が高くなればなる ど、FPT が長くなることを示した。「対比性
の「は」にはこの「が」、「は」が実は、通常の実質語よりかなりの時間 視点が か
れていることより、読み手はこの助 の機能を重視しながら読みすすめていることを示
した。
Yamashita（2008）では、FP の
と 動に注目し、どのように助 を使用しながら、
テキストを読み進めているのか、母語話者と第二言語習得者との比較を行った。そこで、
読みの際には、実質語を読みながら、構造のスキーマを構築するため助 を
する、
または、助 を しながら、実質語との関係を りながら、次の （名 と助 ）との
関係を
と確認によって文構築をしながら、読みのプロセスを行っていることを指摘
した。FT の動きは助 のありかを ることによって、語彙の切れ目を 索しながら読み
進めていることを指摘した。つまり、
語彙という
から、動 や形容 の活用部
もしくはアスペクト、などのひらがな部分に FP が
していることにより、語彙
の切れ目を しながら読みをすすめ、その際に助 と実質語との関係を察知する読みの
プロセスをおこなっていることが指摘された。このことは、意味理解の上で、 語のみ
の知識とその連 が文理解の練習に かせないということだけではなく、 の切れ目、
語の
を認識するために、助 を している可能性があることを示した。本稿では
その 索の過程を考慮した読解指導の応用に 点をあてながら じて行くことにする。
研究方法
者、使用教 、手 きは下記のようにおこなった。
者
者は４セメスター日本語学習
者の大学生を対 にした。
使用教
教

は「

２１の助
した。

の目方」

(国際学友会 ,19 2)を使用した。この話の中には 2 文 １

が使用されている。ミスキュー・アナリシスと

動の両研究方法を使用
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使用機
機 は American Science Laboratory のソフトウェアー、 Eyenal 5000 を使用した。
Eye Tracker のカメラを使用した。
手 き
コンピューター画面の 10 ページの物語を音読させながら、アイ・カメラで
動
を追った。また、音読は録音されているので、それを 用してミスキューを 取し、デ
ータを作成した。
データ１
調査課題１ 読み手は述語から読み進めているのか。
データ結果
2 文の物語５名日本語学習者、計１４０文、日本語母語話者４名計７２文、日本語学
習者、母語話者合計 212 文のうち、文末 くの述語から読まれた文は一文はみられな
かった。この結果はいくつかの重要な視点を投げかけてくれる
デスカッション
語の構造は SVO で比較 的文 に述語が
する。これは読みにおいても発話に
おいても述語の意味が文構造上のスキーマを構成するのに重要な役目を果たす。と同時
に発話と読みのモデルがあまり
される必要がなかったことを示してくれる。日本語
では、重要な意味と構造をつかさどる述語が比較的文末にくる（Head Final）ので、読
みと発話の 構造 用のプロセスは なった方法がなされていることをしめしている。
述語の意味を中心にした 構造理解から文が理解されていないとすると、名
と名
からの関係を構築しながら進めている可能性を示している。
この結果は読解指導上、文を述語や名
を分 的に理解させながら進める方法が必
ずしも、実際の読みのプロセスに った指導をしているとは限らないことを示 してく
れる。
データ２
調査課題２
読み手は述語に到達するまで、名
の意味を記 にとどめながら、文法構造を述語
で察知してから文全体を理解するのかどうかミスキューの結果を調査してみた。
ミスキューはどのような理解の進め方をしているのかを示してくれるので、調査
の
には有効なてだてを
してくれる。
以下、表にミスキュー、ミスキューのタイプ、 視点の有無、またミスキューのタイ
プとプロセスについて結果を表にまとめた。 から
者テキスト内の文とミスキュー、
視点の有無、ミスキューのタイプの説明を記した。
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結果
５名の
者が行ったミスキューの総計は２４で、ミスキューに 視点がおかれた
は 7.5％であった。助 のミスキューのタイプを見ると、 き換え、
、 入の順に
なっている。
表１．ミスキューと
者
A

B

C

視点の有無
テキストの中の文
ミスキュー

視点の有無

( ) の- を

有り

(14)の

有り

- な

ミスキュー・タイプ
プロセス
き換え
文法構造変化
き換え
文法カテ
ーの変換

リ

（５）はず- わず

有り

き換え
語の境界、分
、結合

（１３）を- の

無し

き換え
文法構造変化

（１４）に- の

有り

き換え
文法構造変化

（２０）はかる- わ
かる

有り

き換え
語の境界
助 分 、
結合
文法構造の え
方
結果 文法構造変化

（３）は どのど の

有り

き換え
「は」の
「の」の 入
語の境界、分
、結合
結果 結合と分 、

（１４）から- もの

有り

き換え
文法構造の
え方

(24)ひとつひとつ

有り

二つのミスキュー

入
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- ひとつひとつを

D

E

全体

文法構造の
え方、
結果 文法構造変化

(1)の- さ

有り

（１）が-

有り

（８）まで-

有り

（１２）の-

有り

（１４）が-

有り

（１８）では-

無し
無し

（２１）を- に

有り

（２６）を-

有り

（２８）の-

有り

(1)へ(e)- へ(he)

有り

き換え
語の境界
結合、分
結果 文法構造変化

(4)はず- わず

無し

き換え
語の境界
分 、結合
文法構造変化
- 語彙創出
結果 語彙創出

(5)はかりわ かり

有り

き換え
語の境界
分
結果 文法構造変化

(20)の- に

有り

き換え
結果 文法構造変化

総ミスキュー数
２４

視

き換え

き換え
結果 文法構造変化

7.5
き換え 90
33
入 100
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デイスカッション
ミスキューをみると、 に助 の読み違えというだけではなく、文全体をどのように
理解しようとしているのか、また語彙との関係をどのように 理しているかみることが
できる。たとえば、 き換えの際のミスキューのプロセスの
をみると、複雑なプロ
セスを行っていることがわかる。以下助 のミスキューと 視点の有無をみてみること
にする。
A のミスキューをみると、文( )の 助 「の」を「を」に き換えている。この助
の き換えは、語彙との関係と文法構造の理解の仕方が
と考えられる。「の」を他
動性の「を」格にすることによって、結果的に文法構造を変化させて理解しようとして
いる。文（１４）の 助 「の」を「な」に き換えることによって、名 「 」を形
容動 化して後に く名 を
する形になっている。これは読み手が
「 」が動
物の「 」の意味としてまだ定まっていない段階で、意味理解が不 定な段階を示して
いるように思われる。つまり、この語が形容動 化され名
されるかもしれないと
いう試みをしている。つまり、名 意味断定の過程にあるためとみられる。2 つミスキ
ューとも 視点がおかれ、読み手は注意をはらって理解しようとしていることを示して
いる。
B のミスキューをみると、助 に関して４つの き換えのミスキューを行っている。
文 (5)の「はず」の「は」（/ha/）を助 の「は」（/wa/）に き換え、「はず」から分
し「は」を「わ」と読んでいる。また、音声的な結合からみると、さらに 助
「/wa/」に読みかえたはずのものを「ず」ともう一度あわせて語彙化して読んでいる。
下記に示すとテキストは「はず」であり、期待される読み（Expected Response）である。
Expected Response(ER)
はず

分
１は

miscue
ず（/wa/, /zu/）

語彙化 miscue
2 わず

視覚的に「は」を助 として い、分 し、さらに その分 した読みを語彙化して
「わず」という 語を形成するというミスキューを こしている。文（１３）では 他
動性の「を」格を「の」格に き換え、（１４）では「に」格を「の」格に き換えて、
文法構造を変化させている。
(20)では動 「はかる」の「は」を助 と認知し、分 させて「は」を/wa/と読み,さ
らに分 したものを結合して、語彙化をおこなっている。結果的に文構造に 響をあた
えている。
テキスト
はかる

分 ミスキュー
は/wa/
かる

結合語彙化ミスキュー
わかる

者 は
つのミスキューを行っている。文(3)では「 は
どの」という助
「は」と く「どの」の要素が「ど」と「の」の分 され、前の「は」とその「ど」が
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結合され、「はど」となり、「は」を「 」という
した文 に き換え、「 ど」
という しい語を形成し他。また、分 され残された「の」が助 に われることによ
って文法構造をつくりあげようとている。つまり、この手 きでは助 の「は」が え
助 の「の」が出現したことになる。
ER
テキスト
は
どの

R
分
結合
文
化 、助
はど
の
ど
の

R
語彙化
文法構造変化

入

文(14)では助 「から」が助動 の「もの」に変化している。意味の通るように「も
の」に き換えて文法構造を保とうとしていることがわかる。
文(24)では「ひとつひとつ」という
用法を数 化して名
いにことによって
「を」の 入の要求性に応えて文法構造を変化させている。
ER
ひとつひとつ

R
の数

化

R
助 「を」の

入

者 D では １０のミスキューをおこしている。文（１）の「の」を「さ」に き
換えることで、語彙の一部として取り もうとしている。文（２１）では「を」から
「に」に き換えている。構造変化を行い意味をくみ取ろうとしている。 かの八つの
ミスキューは
である。
の
は、名
の意味がわからないときには助 を
くという 向がある。この読み手は意味がわからなければ、下 する助 を読んでも仕
方がないとおもっているのかもしれない。
者 E では つのミスキューを作り出している。文（１）では助 「へ」/e/を後
する語と結合することによって文 「へ」を/he/と読んでいる。つまり語の
がどこ
で切れるのかの不明確で、への文 を結合して読んでいるため、結果的に文法構造を変
化させている。また、FP がおかれている。
文（４）では語「はず」の「は」を「ず」と分 して/wa/と読み、さらにもう一
「ず」と結合だせることによって「わず」という語彙創出のミスキューを作り出してい
る。また、FP はおかれていない。
ER
テキスト
はず

R
分 「は」の助
は
ず
/wa/

化

R
結合、語彙化
わず
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文（５）では「はかり」の「は（/ha/）」を分 させて意としての地 を与えて、/wa/
と読み、分 された一部の「かり」をそのまま語として い、文法構造の変化をおこし
てしまっている。また、FP がおかれている。
ER
R
分 ・助 化
はかり
は
かり
/wa/
文(20)では「の」を「に」に き換えて、文構造を変えている。また、FP がおかれてい
る。
上記のミスキューから、読み手は助 を し当てながら、語彙の切れ目をさがし、語と
の関係を記 に めながら、読み進めていることがわかる。
き換えのミスキューが示す複雑性と語の切れ目
さらにこのことは、 き換えに関する助 のミスキューの「は」「へ」のような文
上の読みの問題点の関与において、その 当性をしめしている。「は」は助 に使用さ
れる場合は/wa/と読まれ、語彙の一部として読まれるときは/ha/と読まれる。「へ」は
助 に使用される場合は/e/と読まれ、語彙の一部として読まれるときは/he/と読まれ
る。これは一見
なようではあるが、分かち書きがしていない 通の日本語文では、
語と語の切れ目がはっきりせず、助 と読まれるかどうか
をしながら読んでいく必
要があることを示している。たとえば、「はかり」の語 の「は」を助 と認知し読ま
れると、「は」と「かり」の分 がなされることになる。つまり第一次ミスキューが第
二次ミスキューへと連動していくことを示している。
「はず」は「は」を助 として い、「は」と「ず」を分 して、「は」を/wa/と読
んだ。その後その読みの最中に「ず」と結合し、 語を形成するという結果になってい
る。これらの例から、語彙の
と切れ目の いが読みにかなり 響を与えていること
を示している。
助 の「へ」/e/を語の一部としてとらえると、/he/と読まれ、後 する語と結合し
しい語彙を形成することになっている。
これら「は」「へ」は語の切れ目を追いながら語の
を えることによって、助
の機能を確認しながら、読みが進められていることを示す証 となっている。つまり、
かの助 も語の切れ目をからミスキューが こる可能性を示 している。このことは
語の切れ目と助 の関係を同時に見ながら、意味関係を っているのではないかと思わ
れる。
視点の

動の例

視点（FP）の動きは
のような理解の仕方をしようとしているのか、示して
くれる。下記の例を示しながら説明していく。助 「の」に２ FP がおかれ、「目
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方」が読めないので「 とか」に き換えながらも、その後の助 「の」を「を」
に換えるミスキューをおこない、FP を いている。そのあともう一度「 」のあと
の助 「の」に FP がもどっている。

なんとか
テキスト

の 目方

の

１
1.333
２
0.117

４
0.167
５
1.13

を
はかり かた を

３
0.867

６
７

８
９

この例から、FP は助 に かれ、「目方」の読みを し当てようとしている。両
の助 が読まれて、語の意味と助 の機能を し当てる動きをしていることがわかる。
この例は助 と名 との関係から読みが進められていることと、読みのわからない名
であっても助 をみながら、構造の
、名 の確認をする動きと見ることができる。
このことは、日本語の場合、名 と助 をの関係から、文理解を行おうとしていること
がわかる。
EMMA からのまとめ
読み手は述語を認知してから文を読み始めるのではなく助 と名 の関係から文理解を
進めているため、 語のような述語の意味を基本にした 構造モデルからの文理解はさ
れていない。また、述語に到達するまで、名 と助 の関係で文の構造を
し確認し
ながらよみを進めている。
日本語の読解指導のありかた
日本語の読解指導では指示語、内容質問、など文 に った質問がなされている。ま
た、教 には文法構造の練習、 出語の提示など読みを進めるための情報が網羅されて
いるのが 通である。つまり、文法理解とその使用、語彙の情報 得が教育上の目的と
なりがちである。それは必ずしも学習者の読解の能力を伸ばすものとはなっていないよ
うに思われる。文 を読み、語彙表現、文法、を確認して分 的に文を読み、 度も読
んで、意味がとれれば、読解指導ができるというものと、 をこなし、どんどん読ませ
ていくという両者の方法が伝 的な読解の指導と思われてきたと思われるが、それだけ
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では、読解能力が効果的に伸びるというものではない。それは学習者は文 上のテキス
トの 目をコピーしながら記 にとどめることが基本になってきたからに他ならない。
読みのプロセスとはテキストから読み手のメンタルなテキスト構築のためにインターア
クションを行う作業であって、コピーではないからである。そのテキスト構築のための
指導を行う方法を考えなければならないように思われる。
これまでの
と確認のプロセスは語彙 目、文法 目がメンタルにコピーされること
を前提とされていたようにおもわれる。その考えを改めて、テキストと平行した読み手
自らのテキスト構築のための
と確認のストラテジー練習を行う必要があるように思
われる。さらに、意味の通るように読み手の全知識を使用させるようなアクテイブな方
法を考 していく必要がる。
例として以下にあげていく。
（１）文 理解のため助 の
めと述語の
め。
この目的は名
との関連性で文法構造の
と確認のプロセスの能力をつけ
させるものである。
（２）名
の
め。 助 を 用した構造からの
能力を高めることを目的と
する。
（３）
理由表現など、 理的関係を
しながら前 後 部を言わせる練習
後 の を
させる能力をつける
（４）いくつかのランダムにあげられた文 を並べ えて、意味のある文 にする練
習。
（５）一文を要約する、二文、三文と長くしていって要約練習をさせる。
（６） だけでつくられたストリーを言わせる。
（７）会話文の一人の会話をブランクにして、それに適当な文を入れさせる練習。
（８）
可能な文法
のパターン化
（９）
可能な文
のパターン化で、文 を読ませていく
（１０）文 の中で説明しながら、 書を かないで、説明がされているような、ス
トーリーを考 していく。
まとめ
日本語の読みは 語のように述語を基本にした 構造から理解しながら読むのでは
なく、EMMA が示すように名
と助 との関係で、
と確認をしながら読みが進めら
れている。そのため助 の要素が重要になってくる。それだけではなく、語彙の切れ目
を明確にしながら、助 を 索する動きがあるため、その要素を読解に応用していく必
要があるように思われる。
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1.
Introduction
In order to improve reading proficiency in intermediate and advanced levels, it is necessary to
expand knowledge about language such as vocabulary and expressions as well as knowledge of
background information such as culture. Equally importantly, it is indispensable to learn how to
find information about language and background required for comprehension. It is also critical
to learn such skills so that students would read to pursue their own goals, rather than simply
fulfilling class requirements, considering later occasions in which they need to read for their own
purposes without outside assistance. This paper reports how jigsaw reading was used as one of
the steps leading to development of reading proficiency and autonomous learning. It also reports
on student responses to a questionnaire after the reading.
2.
Environment and Motivation of the Reading Activities
The project of reading activities this paper reports on was conducted in the spring semester of a
second year Japanese language course in a liberal arts college. Most students stay until the end
of the second year, partly because currently a language level of four semesters is required for
graduation. The Japanese language program belongs to the Department of Asian Studies, in
which students can major or minor in Japanese Studies. Major students write senior theses about
their own topics focusing on literature. Therefore it is desirable for them to be able to read
authentic materials and to organize discussions about them without outside assistance. Those
who do not major may need to continue further learning by themselves, for example, when they
meet Japanese people in working situations. For those students, too, it is desirable to be able to
find, read and discuss appropriate materials written in Japanese by themselves. One important
goal at the end of the second year is preparation for studying for oneself outside the class and
after graduation.
In this environment it is critical to plan the entire curriculum for students to develop
reading proficiency from tailor-made materials prepared under the tight restriction of grammar,
vocabulary, and Kanji use to literature pieces, for instance, written by great authors or journal
articles from a variety of fields that are available only in Japanese. It is also important to be able
to describe and discuss the content of what they have read. At the same time, it is necessary to
promote autonomous learning so that they can pursue what they need to learn rather than
remaining in a passive learning mode, such as waiting for a list of items to learn.
There are many micro skills involved in reading by oneself: parsing sentences reasonably,
finding word boundaries, figuring out missing elements of the sentence, retrieving dictionary
forms from different conjugation forms, finding Kanji readings, using dictionaries to know the
meaning of vocabulary, gaining correct interpretations based on contexts or pragmatics. Having
a good command of these micro skills, readers need to maintain the flow of the story for a
relatively long piece, specifically, longer than typical textbook reading materials, while reading.
Textbooks generally give readers aids such as Kanji readings and vocabulary lists with meanings.
This kind of textbook structure causes students to rely on the lists too long. This inhibits
autonomous learning.

1

The motivation for this project is to provide opportunities to learn a few of those micro
skills above without separating from learning the content before the language requirement is
completed. The main goals are: (i) becoming aware of what skills are necessary for reading, (ii)
reading by oneself, and (iii) learning autonomously. The project was conducted in the spring
semesters in 2008 and 2009. In order to enhance students' motivation of reading, authentic
material was used and some adjustment was applied.
3.
Framework for Implementation and Methods
In order to set the goals for the second year classes, the National Standards and ACTFL
Proficiency guidelines were considered. For consideration of developing autonomy, the
definition of autonomous learners in Little (2003) was consulted. The method used was jigsaw
reading.
The National Standards (2006) set five elements that should be taught in foreign language
classes: Communication (interpersonal, interpretational, presentational), Culture (practiceperspective, product-perspective), Connection (other disciplines and viewpoints), Comparison
(language, culture), and Community (beyond the school setting, life-long learning). This project
focused on Communication and Connection.
Reading the selected material develops
interpretational communication skills, and other activities such as recording, discussion, and
summarizing are added to develop interpersonal and presentational skills. Selection of the
material reflects Connection by choosing the topic of child development.
According to the ACTFL Reading Proficiency Guidelines in Omaggio Hadley (1993),
reading simple straightforward description or narration is required at Intermediate levels. In
Advanced levels reading short stories and news items with some abstract, complex, or unfamiliar
content is required. The class for this project should be able to handle intermediate level
materials quite easily and to attempt to read a short story that may have abstract or unfamiliar
content to some extent.
A primary purpose of this project was to promote autonomous learning. Little (2003)
argues why autonomisation is preferable in learning a language and defines autonomous learners,
and states that "the practice of learner autonomy requires insight, a positive attitude, a capacity of
reflection, and a readiness to be proactive in self-management and in interaction with others."
Each of five traits Little described were implemented implicitly, in other words, learning
autonomy was not particularly emphasized as a goal in class. First, to encourage insight, a topic
was selected that would interest students and elicit various opinions about it. Second, for having
positive attitudes, immediate goals as well as future goals of various skills were shown.
Immediate goals were, for example, to find Kanji reading and meaning of vocabulary in simple
ways and to read a small portion of a story. Further goals were, for example, to reach the native
speaker's writing fluency and to read the entire story. Third, for having chances for reflection,
assignments were given to encourage them to monitor their own performance and compare to
that of native speakers. Fourth, for meeting their readiness, the method of jigsaw reading was
adopted in order to reduce the burden for each student and have them attempt to read with
confidence. Lastly, for having interactions, activities besides reading, which is basically
interpretational skill, were prepared to use presentational and interpersonal skills in and outside
the classroom. In addition to considerations of the traits of autonomous learners, the project was
not subjected to grading. No due date was set, no schedule for this project was given, and
nothing was counted into grading. One object was to see how motivation would arise (or not
arise) without incentives from grading.
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Practice of jigsaw reading is found in many previous studies. A summary of Dong's
(2004) definition of jigsaw reading is: Each student reads a part among parts that the teacher has
divided a passage into, and retells the content of his/her own part in the group so that all
members can grasp the whole picture. It involves filling information gaps through interactions,
which requires interpersonal communication skills and logical thinking if the pieces are
scrambled (p. 128). Various advantages to this method have been reported (Dong 2004, Hess
2001, Matheson 1999, Lai, Angel 2008, Mitchell et al. 1996, and others). For language teaching,
jigsaw reading helps students develop logical and deeper thinking, and communication strategies
such as asking for confirmation or clarification, and to reduce the burden of each student. It
accommodates students with various levels and class sizes. Psychological advantages are also
reported such as to facilitate collaboration, to enhance a sense of responsibility, and to provide a
sense of individual achievement and group achievement. Slavin (1984) states that the setting
which is most effective for students to learn cooperatively is a competition among groups in
which all the members' contributions directly reflect the accomplishment of the group. In jigsaw
reading, information from all the members contributes to understand the whole story, so it is very
desirable as a group activity.
At the end of the semester, a questionnaire was distributed in order to find out how they
did the activities and what they thought about the project.
4.
The Material and Procedures
The reading material selected was "Sora Tobu Mahô no Hôki [A Magic Flying Broom]" written
by a journalist on multiculturalism. The title may remind one of the famous animation movie
"Majo no Takkûbin [Kiki's Delivery]," so it was expected to attract students. It is not, however,
a story for children at all but is an essay about children from an adult perspective. The author
attended an academic conference about study of children. When one of the attendees
commented that an imaginary world is important for children besides the real world and a virtual
world (as in computer games), she recalled that her daughter wanted to fly on a broom in the sky.
She described how her daughter got a bamboo broom and talked about flying with the shop
owner, who respected her daughter's imaginary world. The essay lasts 4 pages; the first page
introduces the situation at the conference, the rest is her daughter's episode, except for the last
two lines, which constitute her conclusion.
Before reading, the instructor told students that they were going to read an essay, which
is an authentic material, while practicing using Kanji and vocabulary dictionaries.
At the actual reading, the instructor first copied the introduction part by handwriting on
the chalkboard in class. This was to show a native speaker's writing fluency and handwritten text
to the students, who have fewer chances to see those compared to listening to native speakers'
speaking fluency and pronunciation. It was expected that students would reflect on their own
writing fluency and see what they can aim for as autonomous learners. Next, the instructor
started reading the text aloud, pretending to be a student. When it came to points that might
confuse students such as unknown vocabulary and grammar, Kanji reading or cultural issues,
explanations of how they could solve the confusion were given. Mastering the use of traditional
dictionaries was not a primary purpose of these activities, so IME pad1 in Word (on Windows)
and Kanji Rakubiki Jiten1 on Nintendo DS were introduced to find Kanji readings, and students
were encouraged to use electronic dictionaries or online dictionaries. Points such as importance
of particles, finding word boundaries, and retrieving missing phrases were explained briefly. An
English translation of the introduction part was given after completing the reading of it.
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Next, the episode part except for the ending was divided into pieces according to the
number of the students in class (10 in 2008, 14 in 2009) and given to students at random. Each
piece consisted of 3 to 6 lines. They were told to read by using the tools and tactics introduced
earlier, and come up with a short sentence or a phrase that summarizes the content of their own
pieces to discuss at a later day. They were also told to record their own pieces on Wimba,2 and
to send them to the instructor. When students sent their recordings, the instructor listened to
them, recorded their pieces as models, and sent each as a reply with a one-word comment such as
"Good!" and a suggestion to listen to the models and re-record their pieces again if they would
think they could improve the reading. No due date was set, so a reply was sent every time
someone sent his or her recording. An announcement was made in class so that they knew those
who sent their recordings received replies with model recordings and they were encouraged to
listen to the models and re-record.
After a few days, the students were asked to give summary phrases in class. Those
phrases were written on the chalkboard and students discussed them to figure out the order of the
pieces. The phrases were somewhat like the following:
"look for a shop"
"600 yen"
"find a broom"
"want a broom"
"carry a broom"
"look for at a shop"
"practice flying in the sky"
"the shop owner is young"
"buy a broom"
"the man asked"
The last piece ended in the middle of a sentence, immediately after the girl's answer to
the shop owner's question, "What are you going to use the broom for?" The first piece was
figured out with a common knowledge of the typical beginning of a story; telling time and
location. It was emphasized to pay attention to particles and have shortest phrases with critical
points only. The summary phrases were easily rearranged through discussion into:
"practice flying in the sky"
"want a broom"
"look for a shop"
"look for at a shop"
"the shop owner is young"
"find a broom"
"600 yen"
"buy a broom"
"carry a broom"
"the man asked"
Next, students were told to translate their pieces. When most students handed in their
translations, they were corrected, assembled in the right order, and shown in class (in 2008), or
they were corrected, typed on separate pieces of paper, and the students were asked to put them
into the right order (in 2009). In the last piece, the author's daughter says to the shop owner, "I'm
4

going to practice flying in the sky." Then a question was rendered: How would the shop owner
respond? After having students' suggestions, the ending and the author's conclusion, total 7
lines, were read in class.
In the two lines of conclusion, the author returned to "the imaginary world" and
commented about the shop owner's response. The students were reminded of the theme of this
essay and understood that it was not simply a description of an episode about her daughter. They
could take the organization of the whole essay as a model.
As for assessment, the students were asked to write the summary of the essay in the final
written examinations for bonus points.
5.
Discussion
Generally speaking, students studied quite autonomously. They participated in activities that
were not required for the course work like other activities that were counted into grades. The
entire class worked effectively as a team. A few students did not do some assignments, but
follow-up activities were easily managed without penalizing them. For example, some students
did not give summaries of their pieces. The activity of rearrangement of the summaries were,
however, completed by figuring out what part had a gap according to the rest of the story and
what content was needed to fill the gap. That situation actually urged them to think about the
flow of the story more carefully.
The success was evidenced by the responses in the questionnaire conducted at the end of
the semester. Eight students out of 10 in 2008 and 11 out of 14 in 2009 responded to the
questionnaire. The questions in it were:
(1) Did you notice that due dates of "homework" were not set?
(2) What was your motivation for doing that "homework," which did not have due dates?
(3) Did you do the recording "homework"?
(4) When recording, how many times did you record your portion before posting one onto
Wimba?
(5) Did you listen to your recording before posting it? Why or why not?
(6) Did you listen to the model recording before posting it? Why or why not?
(7) What did you find in your recording after listening to the model recording?
(8) Any other comment?
Table 1 shows the numeric results from the responses. Table 2 shows a summary of
responses to the questions asking for reasons. The responses are divided according to the
answers of the previous questions, which were "Yes" and "No," and the responses from the two
semesters were put together. "08" and "09" indicate students of which semester gave the
response. Table 3 indicates their other comments (Question #8).
Question
(1) No due dates
(3) Recording

Table 1: Numeric Results from the Questionnaire
2008 (n=8)
2009 (n=11)
Noticed: 6
Not noticed: 2 Noticed: 5
Did: 8
Didn't do: 0
Did: 6

(4) Times of
recording before
posting

Once: 1
Twice: 2
Three times: 2

Once: 1
Twice: 2
Three times: 2
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Not noticed: 6
Didn't do: 3
Don't remember:
1

(5) Listening
before posting
(6) Listening to
the model

More than 3: 3
Yes: 7

No: 1

More than 3: 1
Yes: 5

Yes: 8

No: 0

Yes: 2

No: 1
No: 3
Don't remember:
1

Table 2: Summary of Responses with Reasoning
Question
Under "Yes"
Under "No"
(2) Motivation
Like Kanji/translation (08)
Had to do/get a good grade
Interesting/challenging (08)
(09)
Wanted to know the story
For more practice (09)
(08/09)
Wanted to know the story (09)
Avoid affecting others (08/09)
Had to do (08/09)
(5) Reason for listening or To check if recorded (08/09)
Don't like to listen to own
not listening to one's own
To check accuracy/fluency/
voice (08)
recording
flow (08/09)
Busy (09)
(6) Reason for listening or Wanted to compare/know
Busy (09)
not listening to the model
native speaker's reading (08)
recording
Wanted to check accuracy
(08/09)
Told to listen (08)
(7) What was found when
Difference in fluency/
N/A
listening to the model
intonation/clarity (08)
recording
Wrong pronunciation/Kanji
reading in own recording
(08/09)
Own reading was quite good
(08)
Table 3: Other Comments (Question #8)
Enjoyed.
Interesting, wanted more reading materials to do on our own
Can be a topic of conversation with native speakers
Good to know they had a purpose
It was incredibly frustrating to translate portions that contained unknown vocab &
grammar, especially out of context
Not helpful
According to the students' performance and their responses in the questionnaire, they did
assignments much better than the instructor expected, although they noticed no due dates were
set. A majority of them did so because of their interest in learning language or the story itself,
rather than for the sake of the course work. Even a student who did not notice that no due date
was set states that he/she did it because he/she wanted to know the story. It was most surprising
that all students in 2008 did the recording, all but one listened to their own recording before
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posting, and all listened to the model recording. The assignments worked perfectly in such a
way that they did it completely voluntarily and took the chance to monitor their performance and
compare theirs with native speakers'.
Another comment that deserves mention indicates cooperativeness by two students (one
in each semester) as the reason why they read their pieces. They stated that they wanted to avoid
negative influence on their classmates that would have resulted from not reading the given
pieces. Considering that all students actively participated when discussing the order of pieces in
class, the others also fulfilled their responsibilities, though they may not feel them consciously.
As many researchers reported in previous studies, jigsaw reading in this project also asked for a
sense of responsibility and facilitated collaboration. It was not a competition among groups, in
which all members can contribute to winning, as Slavin (1984) suggested as a most effective
setting to enhance collaboration. Nevertheless this project worked well, probably because the
college students were more academically motivated and winning a "game" may not be necessary
as an incentive for learning.
The students' reading achievement was observed in their final examination in 2009. They
were asked to write a summary of the essay for bonus points. Of those who chose to write, all
but one wrote in Japanese, though the language was not specified. Two students described the
story capturing the theme of the entire essay, five students described only the episode about the
author's daughter correctly, four put wrong information about various details in the episode
and/or missed the general idea, and two did not write at all. Their achievement in reading and
summarizing was consistent with the other parts of the examination.
Finally, there are noticeable differences in the responses from the questionnaire between
the two semesters. The students in 2008 participated more enthusiastically compared to the ones
in 2009. The reasons for the differences cannot be specified. One possibility may be related to
the impact some students' comments gave to the others in class in 2009. They spoke up in class
to say there were many Kanji and vocabulary they had not learned yet and that it was very hard
to figure out the content of a small piece without knowing the context. One of them wrote
exactly the same comment on the questionnaire. It was revealed that they were still in a passive
learning mode asking for reading materials with learned information only or with reading guides.
The project was conducted based on the assumption that telling students explicitly that a purpose
is to learn autonomously forces them to study "autonomously" for a good grade instead of
autonomous learning itself. Therefore, it is necessary to approach to this type of student,
probably individually, so that they would understand learning to handle unknown Kanji and
vocabulary by themselves is a primary aim of this reading. As the last point, the tones in their
responses are also different; some of them in 2009 did not remember whether they did a
recording or whether they listened to the model recording. These differences were probably
because of the timing of the project during the semester, rather than lack of enthusiasm. It was
conducted at almost the end of the semester in 2008, while it was conducted very early in the
semester in 2009. In other words, students in 2008 responded before their excitement went
away, while the ones in 2009 had already lost their excitement by the time they responded to the
questionnaire.
6.
Conclusion
The project was planned and conducted to develop reading proficiency and autonomous learning,
using an authentic material. Adoption of jigsaw reading was successful in achieving that aim.
Students studied by themselves, discussed the content collaboratively, and took the opportunity
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to monitor their performance and see models to aim for, while improving their reading skills.
There were some students who were reluctant to get out of the passive learning mode. In order
to maintain the motivation for collaboration, an individual approach may be helpful.
Notes:
1.
IME pad is a feature in Word on Windows. When a user opens it and "writes" a Kanji in
a designated space (pad) using a mouse, it gives options of Kanji that look like the one written on
the pad. By pointing the arrow at a Kanji chosen among the options, readings are shown. Kanji
Rakubiki Jiten has basically the same function.
2.
Wimba is an asynchronous communication tool that can be used within a group of people
only. One of the features in Wimba is a voiceboard. It works like email exchange using
speaking, and it is possible to send (post) voice messages so that the instructor and all students
can listen to all postings, or so that the entire class can receive the same message from the
instructor but students can post (reply) to the instructor only. The feature used for this project
was a voiceboard in the latter mode, which does not allow students to listen to other students'
recordings.
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