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西郡 仁朗

要 約

日本語教育用の教材 ･素材を公開している WEBサイ トを調査した結果､

初級後半から中級 ･上級に至る段階で教育的配慮のある素材､特に音声 ･

動画の不足が目立った｡本サイ トはこの間題の解決の一助となるべく開設

されたものであり､現在 ｢中級聴解｣ ｢擬態語｣ ｢自動詞 ･他動詞｣ ｢写

真集｣ などの素材を公開している｡

マルチメディア支援による日本語教育の充実のためには､こうした公開

素材の充実とともに､教育関係者自身が ｢メディアを統合｣し､ ｢インタ

ーラクティプな｣教材を ｢編集 ･拡張｣していく技術を習得していく必要

がある｡

1.マルチメディア支援による日本語教育の必要性 とその発展のための条件

ここ数十年､国内外の日本語学習者は増加 し続けている｡全世界の日本語学習者

は 1979年に 13万人であったものが､1998年には 210万人に達している (1999年国

際交流基金による調査2)｡バブル経済崩壊以降に絞っても学習者の増加は続いてお

り､例えば､日本語能力を測定する最大規模の試験である 『日本語能力試験』の受験

者数は､1995年の約 8万 8千人から2000年には約 20万人と2倍以上の伸びを見せ

(2001年日本国際教育協会による調査3)､日本経済が不況であるといっても､日本

語に対する潜在的なニーズはかなり高いことが伺える｡また､単純に数が伸びている

だけでなく､学習者の多様化も進んでいる｡1980年代までは日本語学習者のモデル

として日本在住の留学生 ･就学生を想定しておけばさほど問題なかったが､現在は国

内だけでも技術研修生 ･中国帰国者 ･日系ブラジル人 ･ビジネスマン等々の人々とそ

の子どもたちと､学習者の背景がさまざまになってきており､また､彼等の母語 ･文

化も多様性に富んでいる｡これに海外での学習者が加わり､シラバスやカリキュラム

には多様で柔軟なものが求められるようになってきている｡学習者の背景別､母語別､

技能別の教材が市販されるようになってきてはいるが､日本語学習者が増加 している

とはいってもそのマーケットは巨大なものではなく､対象学習者を絞れば絞るほど市

販 しにくいという状況がある｡

筆者が指摘 したように(NISHIGOR1,2001)マルチメディア支援による日本語教育

には､さまざまな利点があり､上記のような学習者の増加と多様化をメディアの面か

-117-



ら支えていくものとなる｡マルチメディア支援による日本語教育の利点は次の三点に

まとめられよう｡

第-の利点は ｢メディアの統合｣である｡マルチメディアは､文字 ･音声 ･静止

画や動画など様々なメディアの情報を圧縮して取り入れ､融合 ･統合し､一元的に提

示 ･管理することができる｡現実のコミュニケーションを最終目標とする語学教育で

は､提示される教材が (教室活動であるか自学自習であるかを問わず)現実に近いほ

ど有効になるし､動画を見ながら文法解説のテクストデータを見るなどと言うメタ認

知を伴う学習が可能になる｡

第二の利点は ｢学習者とメディアとの双方向的な(Jンクーラクティプな澗 わり｣

である｡マルチメディアではコンピュータと学習者のやり取りが比較的自由にでき､

学習者が一人称で (自分自身として)臨場感を感じながら､コミュニケーション場面

等での問題解決､ロールプレイ､ゲームなどに関わることが可能である｡

第三の利点は ｢編集 ･拡張の可能性｣である｡教科書等の印刷物では一つの単元

の学習資料が後続の単元を学ぶ基礎となり､やさしい内容から難しい内容-と積み上

げられていく直線的 ･階層的構造がとられている｡しかし､マルチメディアによる教

育では､あらかじめ準備された剛構造はない｡メディアを扱う学習者や教師が､自ら

の必要に応じて能動的に学習資料を構造化したり内容の編集 ･拡張等を行ったりする

ことができる｡つまりカスタマイズできる｡また､学習状況を記録したり､教師 ･学

習者がコメントを付加したりすることができる｡

こうした特長は､先述の通り､多様な学習者の個別的な学習や,能動的な学習を

メディアの面から支えるものとなるだろうが､それには二つの条件がある｡

一つは､日本語の指導に当たる者が､教室活動の技能や日本語教師としての背景

知識を持つと同時に､マルチメディアの操作が可能になっていることである｡このよ

うな語学教育者に対するメディア操作熟練の社会的要請は日本に限ったことではない｡

例えば､アメリカ合衆国の大学では語学教育者のための博士課程の設立が相次いでい

るが､その中の一つアイオワ大学の FLAREプログラム(ForeignLanguageAcquisition,

Research,andEducation)では､研究分野の三本柱を､1.SLA言語学(su-

Linguistics)､2.SLAプログラム策定(sLAIProgranmatic)､3.SLA教育工学(sLA-

Technology)としており､教育工学 ･マルチメディアの利用が非常に強調されている

(西郡, 2001)0

日本語教育者のマルチメディア利用の現状について明確な資料はないが､筆者の
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大学 ･大学院や学会の研修での日本語教育関係者に対するコンピュータリテラシーの

経験からいうと､受講生の多くは受講前にワープロとメール ･ブラウザのアプリケー

ションを使用している程度であった｡週一回半年の講習を受ければ､ワープロやプレ

ゼンテーションソフトで ｢メディアの統合｣ の技能はある程度習得することはできる

が､ ｢インターラクティプ｣ ｢編集 ･拡張｣ の技能まで高めていくのは難 しい｡ ｢イ

ンターラクテイブ｣ ｢編集 ･拡張｣のためにはプログラミングが必要であるが､

VisualBasic,HyperCard,Java,C++といった開発言語となると､多くが ｢文科系｣ 出身

の日本語教育関係者には､どうしても向き不向きが出てくる｡筆者の直観であるが｢イ

ンターラクティプ｣ ｢編集 ･拡張｣ にまで進める日本語教師 (またはその卵)の確率

は十人にひとりといったところであろうか｡現在日本の高校で展開されている ｢情報｣

科目を履修した人材が日本語教育に入って､この確率が急上昇することを期待したい｡

もうひとつの条件は､インターネット上で様々な情報､特に視聴覚系のファイル

が入手可能であることである｡WEBサイ トには実に様々な情報があるが､日本語教

育で実際に利用可能なものはどの程度あるのであろうか｡それを探るために以下の調

査を行った｡

2.WEBで公開されているAVリソースの状況 (2000年 8月の段階)

2000年 8月､一般の検索エンジン上で ｢日本語教育｣ ｢日本語学習｣などをキー

ワー ドとしてサイ トを検索し､その中で自学自習または教育支援が行われている 97

のサイ トからなるリス トを作成した (無料のものに限った｡ダウンロー ドして使用す

るものも含める｡また､一つの WEBサイ トが明らかに異なる複数の内容を含んでいる

場合には別のものとして項目化した｡稿末資料参照)｡次に､個々のサイ トについて､

音声 ･動画が付いているか (動画にはFlash,ShockWave等は含めない)､学習段階､

学習できる言語技能等を筆者が分析した｡これは網羅的な調査ではないが､2000年 8

月の段階での大まかな傾向を見ることができたと思われる｡

国内の日本語教育で学習 ･教育の段階を ｢初級｣ ｢中級｣ ｢上級｣などに位置づけ

る際､日本語能力試験を基準にすることが多い｡一般に､3級受験レベルまでが初級､

2級受験レベルまでが中級､1級受験レベルまでが上級とされる｡この調査でも､サ

イ トで扱われている語免や文法項目を点検し 『日本語能力試験一出題基準』 (1994)

1119-



を参照して初級 ･中級 ･上級の段階付けを試みた｡また､上級を明らかに越えるレベ

ルのものは ｢超上級｣と呼ぶことにする｡表1にその概要を示すが､サイ トの中には

初級 ･中級 ･上級 ･超上級すべての段階での読解技能の習得支援を目的とするものな

どもある｡これらについては複数のレベルでカウントし､延べ数となっているQ

予想されたことではあるが､表-1を見ると､初級レベルの内容が多い｡初級者レ

ベルの音声付きのサイ トは､文字 (ひらがな､カタカナ､初級漢字)の読み方､単語､

挨拶ことば､サバイバル用定型句を扱ったものが大部分であり､動画付きのものは文

字の筆順を実写で示したものが多かった｡中級 ･上級レベルはサイ ト数も限られてお

り､マルチメディアを利用した日本語教育に利用可能な資料は非常に少ない｡超上級

レベルも一見すると中級 ･上級と同じ状況なのであるが､このレベルに達している学

習者には､放送局などを初めとする一般サイトの ｢生の｣素材が十分利用可能であり､

インターネット上の資料を利用したマルチメディア支援による日本語教育 ･学習も可

能であると思われる｡

の分類 (2000年 8月調査ー1.日太語学

-Ll:.∴
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30

3 332 1 1

23 1 1

既述の通り､今回の調査は網羅的なものではないし､調査時点から現在 (2002年

2月)に至る間に生まれた新しいサイトや内容が強化されたサイ ト (代表的なものでは

文化庁や海外技術者研修協会の初級レベルでの資料公開)もあるだろう｡限られた範囲からの分析ではあるが､筆者が一番の間嵐点だと感じるのは初級の後半から中級､

そして上級に至る公開資料の不足である｡日本語教育 ･研究機関､あるいは個人が､

インターネットで資料を公開する場合､最初に手がつけられるのは､ひらがな ･カタカナ

の書き方 ･読み方､挨拶ことば等々の初級入門レベルの内容であろう｡これは日本語教育の研修や



れる｡こうした資料はインターネット上で自然に増加していくであろうし､音声 ･動

画資料をデジタル化LWEBに載せることが容易になっていく中､ますます進展してい

くと思われる｡また､超上級者向けの生の素材も一般サイ ト上で間違いなく増えて行

くであろう｡しかし､初級後半から中級､上級については自然に勢いづくとは思えな

い｡こうした素材は､学習者 ･教育者にとって､入門レベル､サバイバル ･レベルの

日本語から本当のコミュニケーション-とつなげていく非常に重要なものなのではあ

るが､誰にでも制作できるものではないからである｡そこには､語免や文型に関する

統制を考えながら､自然な日本語コミュニケーションになるような教育的配慮が必要

である｡制作者には日本語教育に関する素養が必要であり､同時にインターネット上

で公開するための技能が求められる｡日本語教育界に属する筆者の実感からいうと､

こうした人材は今のところ非常に限られており､制作物を無料で外部公開するとなる

と人数はさらに少なくなる｡可能性があるのは､大学 ･大学院の教材 ･教具論の実習

として制作されたものの公開や､研究プロジェクトの成果物公開などではないだろう

かと思われる｡事実､今回の調査でも､前者については名古屋大学､後者としてはア

メリカ ･パデュー大学や岩手大学などのサイトがあった｡

これまで述べてきたように､筆者のいう日本語教育関係者自身によるマルチメディ

ア教材の自作のためには､利用可能な初級後半から中級､上級に至る公開素材の充実

と､日本語教師自身のマルチメディア操作技能の習得が不可欠であり､これは急を要

する課題であると思われる｡

3.mic-jでのAVリソースの公開

前章までに示してきたように WEB上で公開されている AV資料､特に初級後半から

中級､上級に至るものは非常に限られている｡この一助となるべく､筆者が管理人と

なって､実際の日本語教育で使用可能な素材の公開を開始した (図-1参照)0

URLはhttp://japanese.human.metro-u.ac.jp/mic-j

ミラーサイトはhttp://ww.naganuma-school.or.jp/mic-jである｡

現在までに公開されているのは､東京都立大学及び言語文化研究所においてスタン

ドアローン型で用いられてきた素材 (西郡,1999､言語文化研究所,1999)の一部を

WEBで使用できるように改編したもの､東京都立大学及び大学院､早稲田大学大学院､
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日本語教育学会の現職日本語教師に対する講習会､ラボ日本語教育研修コースなどで

のプロジェクトワークとして新たに制作されたものである｡

現在のところ動画と音声の配布については､ともにQuickTime Movieファイル､静

止画については JPEGファイルを採用している｡また､海外の日本語フォントのない

マシンでの使用も考慮し､日本語による説明等では一部テクストデータとイメージフ

ァイルを併用している (海外の日本語教育機関では､OSとして非日本語の Windows95

が相当数使われており､日本語フォントを装備していないことが多い)0

図一1.mi



2-1.中級聴解 (2002年2月現在 62間)

聴解行動 ･日本語コミュニケーションの特徴､語免と文型の統制などを踏まえ

て制作された｡一応のモデルとしたのは日本語能力試験であり､通常 ｢中級｣といわ

れる2級レベル相当となるよう配慮した｡この試験では､日本語学習者が出会う日常

生活の中で解決を求められる聴解の課題を想定してそれを遂行する能力を試験という

場でいかに測るかが課題となっており､問題として備えているべき特徴として､ ｢1.

学習者が教室を含めた日常生活で出会う課題と同様の課題を解決する｡2.情報の正確

な聞き取りに留まらず､聞いて何かをすること､つまり広い意味での問題解決を求め

るもの｣であることとなっている(『日本語能力試験出題基準』,1994)｡

シグナル音 (開始合図)

1

プリクエスチョン (場面と課題の提示)

1

聴解テクスト(実際に聞く会話)

1

ポストクエスチョン (課題の再提示)

1

音声選択肢 (絵問題の場合はない)

今回制作 した聴解問題でも基本的な考え方はこれにならった｡文型や語垂の能

力をもとに情報を正確に聞き取る能力は ｢必要だ｣ がそれだけで ｢十分｣ ではなく､

場合によっては､不必要な細部にこだわらず､重要な部分に焦点を当てて聞くなどの

聞きのためのス トラテジーを駆使する能力や､情報を整理し､あるいは処理すること

によって一定の判断や想像あるいは推理､さらには仮説の設定､検証､修正などの問

題解決のための知的な作業を行う能力が求められる内容となっている0

一つの問題の構成は図-2に示 した通りである｡制作に当たって具体的に留意した

点を以下に列挙する｡

1.オリジナル問題であること｡

2.差別語 (性 ･人種 ･職業 ･身分 ･身体障害)､差別的内容を含まないこと｡
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図-3. ｢中級聴解 l問題例3.はじめに場面と課題を提示して､認知的な ト

ップダウン型処理を促 し､課題解決型の現

実の聴解行動に近づけること｡4.回答者が登場人物の一人に自分を投影できるも

の (盗み聞きでないもの)｡5.言語ノイズを除き中級語褒 (日本語能力試

験2級)の範囲内であること｡6.内容が非現実的なものや

､必然性のないものは避ける｡7.特定の政治観 ･宗

教観に依拠したものは避ける｡8.記憶力や計算能力など､聴解力以外の能力に

大きく依存したものは避ける｡9.原則

的に一間 1分以内であること｡10.場面

設定が長すぎるものは避ける｡ll.問題を聞かなくても常識で

答えられるものではないこと｡12.固有名詞が多くないこと (記憶負担軽減の意



13.特定の知識がないと答えられないもの､また知識があるかないかによって理

解に差が出るものは避ける

14.学習者の母語､男女､年齢による理解の差がでないもの｡

15.日本語音声を聞き分けるだけのものは避ける｡

16.登場人物の数は4人以下で､声質による人物の同定が容易であること0

17.正解が唆味になりやすいものは避ける｡

18.話し言葉の特徴 (文が短くターンが多い､倒置 ･繰り返し･言い換え ･体言

止めが多い ･イントネーションによる発話意図の伝達等)が含まれること (た

だし､声のオーバーラップは､話し青菜にはよく見られるが､録音素材とし

ては著しく聞きにくくなるため用いない)

19.発話のはじめの摩擦 ･破擦系の音は聞き取りにくいので避ける｡または､ ｢あ

のう｣ ｢ねえ｣ ｢すみません｣の挿入などでカバーする｡

図-3に聴解問題の例を示す｡

2-2.擬態語 (2002年2月現在26語)

外国人にとって日本語のオノマ トペ (擬声語 ･擬態語)は学びにくく､翻訳しにく

いとよく指摘される (荒木,1994など)｡また､学習者からも ｢感じ｣ がつかめない

という感想をよく聞く｡例えば ｢笑う｣ という動詞に ｢にこにこ｣ ｢にやにや｣ ｢く

すくす｣ ｢げらげら｣ が副詞として添えられて､様々な笑い方やニュアンスを伝える

ことができる｡これについて｢英語では､laughのほかに､grin,smile,giggle,guffaw

などいろいろな動詞があり､副詞 (擬態語)ではなく､動詞の方に意味の多様性の機

能を担わせているのであり､人間の感じ方にそれほど差があるわけではない｣ (浅

野,1982)という考え方もある｡しかし､日本語の擬態語は日本語話者の情動や心象

を直接ことばにしているという感覚があって､時には新たな擬態語を造語することす

らでき､ことばとその指示対象の関係の窓意性･類縁性に関わるものではなかろうか｡

一語一義を概念化の原則とする印欧語に対し､日本語には対象世界を漠然としたまま､

感覚的 ･情動的に切り取る面があり､それが端的に現れているのが擬態語ではないか

と考える｡外国人にとって擬態語の学習が難しいのは､こうした日本語の本質と関わ

る部分と関係があり､感覚的 ･情動的な面の理解が難しいためではないだろうか｡そ

のため､擬態語の直感的な理解を促す第一歩として動画素材作りが行われた｡

-125-
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もとにした説明と例文､その英語 ･中国語 ･韓国語訳を制作した｡素材の大部分は､

すでに制作されていたものであり､スタンドアローンのコンピュータで東京都立大学

の日本語学習者に教材として提供していたが (西郡, 1999参照)､今回 WEBに載せ

て学内外で広く使用できるようにした｡

無論この素材集だけで擬態語学習が完結するとは考えていない｡この素材集は擬態

語の表面的な部分を紹介するに留まっており､文例も少なく､先述の言語の慈恵性に

関わる点や､他のことばとの共起制限は深く扱っていない｡が､日本語教育者が教室

活動に利用でき､自学自習の一助にもなるのではないかと期待している (図一4参照)0

2-3.自動詞 ･他動詞 (2002年 2月現在 42スキット)

日本語の自動詞と他動詞の区別 (自他の対応のあるもの)も外国人学習者には難し

い項目である｡世界の多くの言語には自他動詞の対立があるが､日本語の場合､似て

非なる語形でこの区別を表しているところが混乱を生む主因であろう｡英語や中国語

にも自他の対立はあるが､多くの場合､同一語形で自動詞 ･他動詞の両方を表すので

文脈で判断できる｡しかし､日本語の場合は､自他動詞の語形の違いは多岐にわたり､

統一規則や文脈で判断するのが非常に難しい｡例えば (参考 :奥津, 1982)､

a.｢乾く｣- ｢乾かす｣,｢似る｣- ｢似せる｣は自動詞に他動接尾辞(S音が伴

う)を付けて他動詞化する｡

b.｢分ける｣- ｢分かれる｣,｢挟む｣- ｢挟める｣などは自動詞に他動接尾辞

(r音が伴う)を付けて自動詞化する｡

C.｢直る｣と ｢直す｣,｢流れる｣ ｢流す｣ などは自他に対して中立的な語幹に

自動接尾辞 (r音を伴う)または他動接尾辞 (S音を伴う)を付ける｡

d.｢並ぶ｣と ｢並べる｣,｢解ける｣と ｢解く｣ は､接尾辞によるものではない

が五段活用と一段活用の対応がある (ただし､両動詞対の間で自他の活用の

関係は逆になっている)0

e. ｢増す｣や ｢閉じる｣ などは､自･他同形である｡

などと分類することは可能であろうが､日本語学習者がこうした分類規則を覚え､動

詞を使用したいときに正しいものを選択するように指導するのは不可能であろうしナ

ンセンスである｡語尾に S 音が伴う場合には他動詞の場合が多く､Ⅰ･音が伴う場合に

は自動詞の場合が多いという程度のヒントまでは言えるが､結局は個々の動詞が自動
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詞であるのか他動詞であるのかを覚えていくしかない｡

自動詞と他動詞の導入は､多くの場合初級後半に行われるが､始めにしっかりした

記憶定着がないと､上級や超上級になっても混同している場合が多い｡

各日本語教育機関では､自他動詞についてさまざまな導入法が試みられているが､

本wEBでは､その中の一つ､言語文化研究所制作のCD-ROM教材『日本語玉手箱』(1999)

収録の自動詞 ･他動詞のビデオスキットの一部を公開する4｡この教材では､動作を

表す動画をもとにして自他の動詞の違いを導入し､短編のドラマを通じて豊富な練習

ができる｡教材設計も学習者とメディアのインターラクティビティがとられたものに

なっている｡WEBで公開するのはごく一部で､導入用動画の部分だけである｡対立の

ある自動詞と他動詞を並列提示し､動画を用いて概念を伝え､その音声と文字表記を

覚えること､つまり弁別学習と連合学習､動画による直接指示により記銘を効率的に

行おうとするものである (下記図-5参照)｡対象となる自動詞と他動詞は ｢あける

/あく｣ ｢だす/でる｣ ｢いれる/はいる｣ ｢けす/きえる｣ ｢ならべる/ならぶ｣

｢しめる/しまる｣ ｢つける/つく｣の7対 14動詞で､それぞれの動詞を示す動作

や状況のビデオスキット42からなっている｡

図-5.自動詞



2-4.写真集 (2002年 2月現在 230枚)

国際交流基金制作の 『日本語教育用写真パネルバンク CD-ROM版(2000)』は､内容

が豊富で､写真も美しく､日本語指導のみならず 日本文化 ･日本事情教育用に広く用

いられ世界的に好評を博 している｡が､MSHIGORI(2001)で詳述 したように､あくま

でプレゼンテーション用の教材であり､ 1章で示 したような ｢インターラクティプ｣

｢編集 ･拡張｣的な利用はできない｡筆者5は､制作サイ ドに素材集 としての廉価市

販を提案 してはいるが､今のところ実現可能性は低い｡これは､写真や音声をばらば

らの素材として利用するためには､従来とは異なる著作権が発生することや､素材が

本来の趣旨と異なる目的で利用されかもしれないという危懐があるためではないかと

推測している｡今後も同様の提案をし続けるつもりではあるが､同時に､これとは別

に､すぐに利用可能なものとして日本語教育用写真集の WEBでの公開を開始 した｡

日本語教育関係者が撮影 したものなので､写真としての質には問題もあろうが､今後

の進展でデータベースとして十分利用可能なものになるのではないかと考えている｡

一つ一つの写真には､上記 『日本語教育用写真パネルバンク』制作時のシソーラス

を参考にしたキーワー ド (日本語 ･英語)がついてお り､WEBブラウザでの検索が可

能である｡

米国パデュー大学にも同様の写真データベース6があり､現在連携をとって相互の

データベースの拡大を図っている｡

4.今後の展開と問題点

本サイ トは2001年 6月に公開されたばかりではあるが､各所の日本語教育関係者 ･

学生､大学院生の協力により､短時間で思った以上のデータが集まり､アクセス数も

期待以上となっているo今後もこのサイ ト運営を継続 し資料の充実を図っていくOた

だ､今後いくつかの点で改善 ･展開しなければならない問題がある｡

第一に､日本語教育関係者のマルチメディア操作能力の向上である｡ 1章で指摘 し

たように､実際に日本語教育に従事する者が ｢インターラクテイブ｣ ｢編集 ･拡張｣

的な利用ができないと本当のマルチメディア支援による外国語教育とは呼べまい｡

第二に､海外との連携の充実である｡現在 日本語教育は海外の大学での拡大が目立
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つ｡学習者のニーズはあるのだが､教員不足に悩んでおり､筆者のもとにはマルチメ

ディアを利用することで多数の学習者に対応し､問題が解決できないかという相談の

メールが相当数来ている (中国 ･ロシア ･ウズベキスタン･バングラデシュ等々)0

幸い､こうした大学はコンピュータ設備の整っているところが多く､マルチメディア

支援による日本語教育の有力な拠点となりうる｡しかし､現在のネットワーク回線で

は､日本のサイ トと海外との動画 ･音声のやりとりを高速で行うのは難しい｡日下得

策と考えられるのは､各大学に素材提供サイ トのミラーサイ トを置き､少なくとも大

学の中とその周辺では高速通信を可能にすることではないかと思う｡

これらの問題-の対応の第一歩として､本サイトは現在､中国の復且大学及び西安

外国語大学との人と情報の交流を進めている｡

第三の問題は､素材が拡大していった場合の検索の方法である｡現在本サイ トは｢中

級聴解｣ ｢擬態語｣ ｢自動詞 ･他動詞｣ ｢写真集｣などのセクションに分かれており､

これは今後拡大していく｡各セクションの内部では ｢キーワー ド検索｣ ｢場面･文型 ･

機能による検索｣等を設定することは可能である｡が､セクション間で検索を行う際

には､内容もメディアも意味上の次元も異なるものの中から必要な素材を無理なく探

る方法が必要となる｡筆者のこの方面での知織は浅蒋であるが､近い将来､いや現在

すでに XML等の援用による日本語教育 ･外国語教育のための新たな検索と発散的思考

のツールが求められているのではないかと思う｡ (了)

資料 日本語教育素材を公開しているWEBサイ ト

【通し番号】[ア]URL[イ]サイ ト名 【ウ]制作者 (順不同･敬称略)

(ll〔ア〕http://language.tiu.ac.jp/[イ】日本籍読解学習支援システム リーディング チュウ太【ウ〕KAWAMURA

Yoshiko.KIT心ⅣRATatsuyaandHOBARARei.〟

(2】【ア]http://wyv2.ak.cradle.titech.ac.jp/Rise/HTKL̂ rOO6.htmlイ]4コマ漫画日本籍教材[ウ〕東京工美大

学教育工学開発センター赤堀研究室

[3)[ア〕http://wW2S.biglobe.ne.jprk15/[イ]ことばのマナー的座【ウ]いとう

(4日ア】http://www.lang.nagoya-U.ac.jprEmhso/kyozai98/kyouZai-98/index.htmllイ】日本語教育副教材【ウ]

名古屋大学大学院日本言語文化専故98年度Ml作成 監修 :大曽美恵子挿し絵 :金石拓男

(5】[ア]http://www.asahi-net.or.jprft5k-ymd/learn.html[イ】LearnJapaneselウ]

Katsuz)iYAltADA

l6】【ア】http'.//sp.cis.ivate-U.ac.jp/sp/lesson/j/indexj.htmllイ】岩手大学オンデマンド･ネットワーク型

日本語音声教育システム[ウ]三輪研究室

[7】【ア]http://ww.ajalt.org/kalⅦana/0102/084otoko.html[イ]漢字で学ぶ日本語【ウ】国際日本誇普及協会

(8】【ア]http://叩 .nuthatch.CⅧ/java/kanjicards/[イ]JavaKanjiFlashcards500〔ウ]NuthatchGraphics
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【9】【ア]http://langue.llyPeI･.Chubu.ac.jp/ueda/reading/[イ】独訳(DokuDoku)ソフ ト[ウ]chubuUniv.

DokuDokuSort

l10日 ア】http://web.nit.edu/fll/ww/languages/Japanese.htmllイ]JapaneseprogramatMIT【ウ】Miyuki

HatanoCohen,Rikalkei.ShigeruNiyagawa,YoshiEliNagaya

【llI【ア】http://moon.f-edu.fukui-U.ac.jp/edu/【イ】Kanji-Ruby日本語統解支援システム【ウ〕徳島大学工学

部矢野研究室

(12】[ア]http://ww.wlu.edu/%7Ekujie/[イ〕ケンイジケピッチの日本語版ホームページ〔ウ]氏家研一

(13】【ア]http://m .sla.purdue.edu/fll/JapanProj/JapanProj-j.html[イ],くデュー大学における日本語プロ

ジェクト【ウ]パデュー大学FLL

l14)[ア]http://jim.jcic.or.jp/kidsweb/〔イ】KIDS陀BJAPAN【ウ]JapanlnfolⅦationNetwork

l151[ア】http://wvw.ed.kagava-U.ac.jp/%7Enya皿Sh/concept.html【イ]日本人の一生すごろく[ウ]香川大学

山下直子

[16】【ア]http://ww肌basistech.com/rj/[イ]READJAPANESE【ウ]BasisTechnologyCor°.

(17】【ア]http://www.jaist.ac.jp/%7Etera/index.html【イ]読解支援システム[ウ]寺 朱美

[18】【ア]http://wW.ryu.titech.ac.jp/systeE)/count/hoc]e.htmltイ]Kanji-Counter【ウ]東京工業大学留学生

センター 小島聡

【19日 ア]http://babel.uoregon.edu/ĈJLS/assessment/sample.html[イ]請負チェッカー【ウ]東京国際大学 川

村よし子

【20】[ア]http://www.lang.nagoya-U.ac.jprEnOhso/kyozai96/Lessonl-lR.html【イ]日本特会話教材 1996[ク】名

古屋大学大学院文学研究科日本舌蒋文化専攻日本諦教育学紙座

【21】[ア]http://diamnd.intersc.tsukuba,ac.jp/､material/index.html【イ]Non-

Co∬lertialCopyleft Japanese MaterialSite【ウ]InternationalStudentCellterUniversityor

Tukuba

l22】【ア]http･'//www.kanjistep.com/en/ollline/kanjilOO/index.htJnllイ]KanjiStep[ウ]日本語 リソースセン

ター

(23】【ア】http://bbs2.otd.co.jp/21795/bbs_plainlイ]人形で教える日本括【ウ]荻野証人

[24】 【ア]http://sp.Gis.iwate-U.ac.jp/sp/lesson/j/doc/teaching.html[イ]informationfornihongo

teaching【ウ]岩手大学工学部 三輪訴二

(25】[ア]http://Web.a)it.edu/jpnet/index.html[イ]JPNET(JapaneseLanguageCultureNetvorkHウ】JPNETand

MIT

t26】【ア]http://members.aol.com/writejapan/katakana/writutor.htmlイ】JapaneseWritingTutor[ウ]不明

[27I 【ア ]http://ww.YesJapan.com/Culture/Culture2.mvlイ ]"YesJapancom -speakreadWrite

Japanese-〔ウ]TrombleyTakenakalllternatiollal

【28】【ア]http://www.iuj.ac.jp/jlp/hiragana.html〔イ]国際大学日本語プログラム

[29】【ア]http://www.japanese-online.com/LANGUAGE/index.htmlイ]japanese-online.com【ウ]Pacific

SoftvarePublishing,Inc.

【30】〔ア]http://www.orions.ad.jp/urls/index-jp.html【イ]日産インターネット[ウ]

[31日ア]http://www.kenjikojima.com/DoNihonGo.htmllイ]DoNihonGo-FundamentalJapaneseCourse

〔ウ]DoNihonGo

l32】【ア]http://www.genk卜online.com/index.html【イ〕げんき[ウ]BriBanno Yutaka Ohno YokoSakane

ChikakoShillagaWa〟

[33】【ア〕http://langue.hyper.chubu.ac.jp/Veda/reading/index.html〔イ]独訳ソフ ト【ウ】中部大学

[341【ア]http://www.vlu.edurkujie/nihonwoyomu.htmllイ]日本を改む 改み教材[ウ】ワシン トンアンドリー

大学 氏家研一

[35】【ア〕http://www.wlu.edurkujie/gestureljap.html〔イ]ジェスチャー 読み教材【ウ]ワシントンアンドリ

ー大学 氏家研一

【36】け]http://www.wlu.edu/､kujie/essay.html〔イ]エッセイ 統み教材【ウ]ワシン トンアンドリー大学 氏
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家研一

(37】【ア】http://yw.wlu.edurkujie/yomimono.html【イ]日本籍中.上級統み物【ウ]ワシントンアンドリ-大

学 氏家研一

[38】【ア]http://vwv.wlu.edurkujie/katakana.html【イ】カタカナ練習用 静止画〔ウ]ワシントンアンドリー

大学 氏家研一

[391[ア]http://vyv.vlu.edurkujie/iEnj.htmllイ】introductiontomodernjapanese用の補助教材【ウ]ワシ

ントンアンドリー大学 氏家研一

[40】【ア]http://jim.jcic.or.jp/puzzle/index.htmllイ]PuzzleJapan[ウ】

[41】[ア]http://www.tjf.or.jp/jp/indexj/indexj.htmlイ]〔ウ]財団法人国蘇文化フォーラム

[42】[ア]http://www.tjf.or.jp/eng/de/deindex.htmlイ]AdayWithKentaroけんたろうくんのいちにち (日

本の小学生の生活)【ウ】財団法人国際文化フォーラム

(43】[ア】http://m .tjf.or.jp/eng/ge/gcindex.htJnlイ】Japanesecultureanddailylife日本人の生活と文

化【ウ】
[44】【ア】http://hod)e2.highway.ne.jp/a)ym/index.htmlイ]KaoruNinato'sNIHONGOLESSONlウ]MinatoKaoru

そうがく社

(45】[ア]http://ccnic15.kyoto-su.ac.jp/information/famous/index.html【イ]現代人名辞典【ウ]ThomasRobb

l46】【ア]http://cc.EnatSuyama-U.aC.jprshiki/sm/sm.htmllイ】THESHIKIINTERNETItAIKUSALONlウ]

(47】【ア】http://Yvw3.Wind.ne.jp/gahoh/hypertxtルiragana.ht血llイ】ひらがなamvielク]金井まさよL

l48】【ア】http://vvv3.wind.ne.jp/gahoh/hypertxt/katakana.htmllイ]カタカナDOVielウ]金井まさよし

(49】【ア]http://www3.wind.ne.jp/gahoh/hypertxt/kanji.htmllイ〕常用漢字画数[ウ】金井まさよL

l50】[ア]http://www.coara.or.jprht/KANSAI/Osaka.htc)1lイ]kansaibenlウ]HidetoshiToku皿aru

(51】【ア】http://www.geocities.co.jp/NeverlAnd/2002/frame.htmllイ]のだまパパのかきじゆんきょうしっ

[ウ〕

[52】【ア]http://S3.ken-tv.ne.jp/users/teruyo/皿Okuji-kokugo.ht血【イ]Leeのきょうざいかん〔ウ]
(53】[ア]http://www.iida.co.jprnogami/index.hta)[イ]もりの学校[ウ]

(54】[ア]http://kodo皿0.bunka.go.jp/kids/index.htn)llイ】こどもジャパンミュージアム[ウ]文化庁

(55】〔ア】http://yebjapanese.coc)/vj/ga血e/01/00.htmllイ]Shinkeisuijakul【ウ]

【56】【ア]http'･//vebjapanese.CⅦ/wj/game/02/00.htmllイ〕shinkeisuijaku2〔ウ]

[57】【ア]http://hpcgil.nifty.com/Jlihongo/ga血e/sagase.cgilイ]Takarasagasilウ〕

(58】[ア]http://vvv.kyodo.co.jp/kikaku/dekigoto/010101.hta)[イ]共同通信ニュース【ウ】WebJapanese

l59)[ア】http://webjapanese.coa)/column/stockOl/index.html【イ]ReadingPracticeforIntermediatelevel

sttJdentslウ]WebJapaneseDailyColuEIn

l60】【ア】http://m .asahi-net.or.jprft5k-叩d/learnl.ht【nl【イ]カタカナの学習【ウ】
(61】[ア]http://www.asahi-net.or.jprft5k-y皿d/basick.html【イ】BasicKanjilウ]

(62】【ア]http://www.asahi-net.or.jprft5k-ymd/learns.html〔イ]日本語の文と英静の文の対比〔ウ】
[63】【ア]http://wW.aSahi-net.or.jprft5k-ymd/Cpdf.htnllイ]英語の名曲-カタカナ【ウ〕

[64】[ア]http://yvw.tiu.ac.jprkaneniwa/shiken/quirindex.html〔イ】能力試験のための文法クイズ【ウ】東
京国際大学 金魔 久美子

(65】【ア】http://wW.DLulis.ac.jp/oldtales/jp-index.htnl【イ】むかしむかし- ･【ウ]Multilingual-HTKL
プロジェクト

(66】【ア]http://www.tiu.ac.jp/language/nihongo/jisyuu/kensaku/kensakuOOl.htmllイ]情報検索の練習をし
よう【ウ]東京国際大学

(67】【ア]http://vyv.jvindoy.net/OLD/KIDS/LIBRARY/lIOMO/【イ】Thekid'syindowlibrary Mo皿OtarO(The
PeachBoy日ウ〕JapanWindowProjectbyStanfordUniversityandNTT

I68I【ア]http://vW.j甘indow.net/OLI)/KIDS/LIBRARY/KORORI/【イ]Thekid'swindoy library husubi
Kororin(T血blingRiceBalls)[ウ]JapanVindoyProjectbyStanfordUniversityandNTTLast
update:FriMarI16:30'･16US/Pacific1996
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(69】【ア]http://ww.脱horoba.ne.jprgonbeOO7/hog/shouka/00_songs.html[イ]"新 しい歌､懐か しい歌

'[ウ]Japan甘indowProjectbyStanfordUniversityandNTT

l70日 ア]http://Enember.nifty.ne.jp/YHLOO515/members.htmlイ]四字熟藷問題集Lウ]現代凹手熟語勉強会

[71】[ア]http://ww.jvindov.net/OLI)/KIt)S/LIBRARY/DICT/kids_diet_aniEnals.htEnl

lイ】TheKid'swindowLibrary (PictureDictionary)[ウ]JapanWindowProjectbyStanfordUniversityand

NTT

t72I 〔ア 】http://ww.jwindoy.net/OLD/KIDS/SCH00L/LANG/kids_language.html【イ 】The Kid's Window

School(languageClass)Let'slearnNihongo.[ク]JapanWindowProjectbyStanfordUniversityandNTT

l73)[ア】http://wvv2j.biglobe.ne.jprEninwa/index.htm〔イ]岡山の民話[ウ]KoWataNoriko

l74I 〔ア 】http://contest.thinkquest.gr.jp/tqj1999/20001/【イ ]VELCOME TO THE LANGUAGE[ウ]Hitomi

Saigusa/MiyukiSomda/KyokoMakiyama

t 75 】 【 ア ]http://m .tcp-ip.or.jprkazm-pie/[ イ 】Kaz山一Pictures for language

learning【ウ】Ka乙uniYagiTokyoJapaneseLanguageCenterLangpracBusinessJapanese

School

【76】 [ア 】http://ww.coscomco.jp/class/kana/e-index.html【イ ]study Japanese On The Web -

Hiragana&Katakana【ウ]-coscomLanguageServiceInc.TokyoJapan一

[77)[ア】http://yvw.coscomCO.jp/class/230verb/230vt)/e-index.htmllイ]studyJapaneseOnTheWeb-

VerbslウrcoscomlanguageServicelnc.TokyoJapan'

(78][ア]http://vww3.wind.ne.jp/gahoh/homej.html【イ]gahoh雅芳【ウ]masayoshikanai

l79】[ア]http://W叩.kt.rim.or.jprval/[イ]JapaneseVALBALL∝刑BEGINNERLevelIl60sotJndstablelウ】

VAL

【80】[ア]http･'//vww.kt.riEn.Or.jprval/graamar.html【イ]JapaneseVALBALLOON -BEGINNERLevel2

Gram船rlウ]VAL

(81)[ア]http･'//www.kt.rim.or.jprval/aiueo.html〔イ]JapaneseVALBALLOm-BEGINNEftLevel3-Daily

Conversation【ウ]VAL

t82】[ア】http://www.kt.rim.or.jp/､val/travel.htmllイ]JapaneseVALBALLOW IntermediateLevell.VAL's

WARPINGWORLDTRAVEL[ウ】VAL

l83)[ア]http://ww.kt.rim.or.jprval/seasonevent.html[イ]JapaneseVALBALLOONIntermediateLevel

2.JapaneseSeasonalEvellt[ウ〕VAL

l84】[ア]http://home.ntt.com/japan/japanese/pronun.html[イ】Travelers.JapanesewithVoicelウ]Tanaka

Toshihiro

t85I 〔ア 】http://www.starfestival.com/tanabata/siteO5/index.htmllイ ]prof. Miyagawas Site for

JapaneseStudyTANABATAKimOnOShop【ウ]starFestival,inc.

(86I [ア]http://ww.starfestival.com/tanabata/siteO6/index.html【イ ]prof. Miyagawas Site for

JapaneseStudyTANABATAFruitShop【ウ]starFestival.inc.

【87I [ア]http://www.Starfestival.com/tanabata/siteO8/index.htEnllイ 】prof. Miyagawas Site for

JapaneseStudyTA仙BATATakaguchiWorkshop[ウ]starFestival.in°.

(88I [ア】http://www.starfestival.com/tanabata/site17/index.htdllイ 】prof. Miyagawas Site for

JapaneseStudyTANABATAHighSchool【ウ]starFestival.inc.

(891[ア]http://wvw2.dokkyo.ac.jprjapan/japanese/sub6.htEnlイ〕TheImageofJapan日本籍学習 会社と

サラリ-マン【ウ]一周協大学､東京理科大学､イリノイ大学一

190】〔ア]http://www2.dokkyo.ac.jprjapan/japanese/sub2.htmlイ〕日本循学習 日本の宗教[ウ]一朝協大学､

東京理科大学､イリノイ大学-

(91】[ア]http://www2.dokkyo.ac.jp/～japan/japanese/Sub3.htmlイ]日本籍学習 自然観[ウ]一濁協大学､東京

理科大学､イリノイ大学~

(92】【ア]http://ww2.dokkyo.ac.jprjapan/japanese/Sub4.htmlイ]日本籍学習 日本人の食生活〔ウ]'濁協大

学､東京理科大学､イリノイ大学一
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【931[ア]http://ww2.dokkyo.ac.jprjapan/japanese/sub5.htm〔イ]日本語学習 日本の年中行事【ウ]一項協大

学､東京理科大学､イリノイ大学~

(94】【ア]http://www.japanlink.co.jp/ka/index.html[イ]日英対訳El本文化キーワー ド事典[ウ】

(95】【ア]http://vw.japanlink.co.jp/ka/jcplfr.htmlイ]英和対訳日本文化キーワー ド[ウ]

(96日ア]http://wwl.beam.ne.jp/kuchikomînanner/mnner.html【イ]マナー教えて(くちコミくらぷ)〔ウ〕(育)

ジョブ

【97】【ア】http://nihongo.intl.chubu.ac.jp/Wkanji2k/vvkanji2056.htmllイ]WKanji【ウ】小森早江子

1本研究は以下の助成を受けた｡平成 12-13年度文部科学省科学研究費 (基盤研

究p)(1)) ｢外国語教育のためのWebサーバー/モバイル技術を活用した教

育環境の基礎的研究｣ (研究代表者 :大岩元)

2国際交流基金WEBページによるhttp:〟www.jpf.go.jp/j/index.htm1

3 日本国際教育協会WEBページによるhttp.･〟www.aiej.or.jp/indexl.htm1

4 同教材の制作には筆者も関わったが､今回の公開は言語文化研究所の厚意によ

るものである｡記して感謝する｡なお同教材は初級学習者の混乱をさけるため､

動作主がいて直接目的語がある行為はすべて他動詞としてお り､視点等の要素

を考慮 した使い分けは含まれていない｡

5筆者はこの教材の制作委員であった｡

6URuま､http:Ntemm.purdue.edu/jphotos/同大の畑佐一味氏が中心になっている｡
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