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1. はじめに

現在様々な WEBサイ トで日本語学習に関する情報や教育素材が公開されているが､

それらは主に初級の内容であり､中上級レベルの教育的配慮のあるものは限られてい

る｡特に中上級視聴党系のファイルとなると数えるほどしかないのが実情である (酉

瓢 2002)｡本稿ではこうした課題-の対応として 2002年度から公開を開始した上級

者向け聴解素材について述べる｡素材制作の経緯と留意点､また､これをテス トとし

て用いた場合の試用結果を報告することで､素材を利用する学習者と日本語教育関係

者-の支援と情報提供を行うこととしたし㌔

2. 聴解素材制作の経緯と留意点

今回公開された聴解素材を制作する際にモデルとしたのは日本語能力試験聴解であ

る.この試験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測定することが標梼されており､rl.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

ことが特徴となっている 肝日本語能力試験出題基判 .1994).

素材制作は日本語教育学を学ぶ大学院生 ･学部生のプロジェクトワークとして行わ

れ(l)､参加者が素案を持ち寄りグ/レープによる検討､教師からのコメントを経て改良･

修正されてスクリプトを作成した｡その後､日本語教育関係者が録音しⅦ】上で公開

されることとなった

プロジェクトワークとして素材を制作する際､次の諸点に留意した｡これら留意点

は酉郡 ¢002)と重複する部分もあるが､本稿ではより具体的に記述することとする｡

なお､以下はこれまでの聴解素材制作から経験的に得られた内容であるo

A.語垂 ･文型以上のコミュニケーション能力の要素を盛り込む,

今回の素材制作での使用語嚢については日本語能力試験にある語粂表を基準とし､
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上級の1級レ<Jレとなるように統制を行った｡また､文型については同 ｢出題基準｣

や初級 ･中級の主な日本語教科番を参考にしたW｡ただ､語嚢と文型をもとに情報を

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､

細部にこだわらず､重要な部分に焦点を当てて聞くスキャニング的なス トラテジーを

駆陵する能力や､スキミング的に重要情報を聞き取って整理し､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､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るよう指示した0

B.はじめにプリクエスチョンを設け､場面と課題を必ず提示する巾

課題の事前提示は問題解決型の聴解素材とするために当飽払要なことである｡また､

問題解決を現実的なものに近づけるためには場面の提示も欠かせない.誰知心理学的

に見れば毅面の事前飽示は問題を解決するために必要なスキーマを前もって活性化さ

せ､トップダウン型の情報処理を促進することになる｡現実の問題解決行動では､自

分がどこにいて今何を解決しようとしているのかは通常すでに分かっていることであ

り､その上で語 を理解したり聴解行動をとったりする｡テストあるいI聯 糊で

こうした設定を行うのは究極的には困難な面もあるが､できるだけ現実に近づけるた

めには､分かりやすく場面と課題を示し､その上で聴解テキストを提示するというの

がもっとも自然な流れであろう｡

C.特定の知弘や思想 ･観念･文化背景が必要な闇題は産ける巾

作成する聴解素材は世界の不特定多数の日本語学習者が wEB上で受信可能なもので

ある｡また､海外の教師による授業での利用も考えられる｡その際､前提知織として

要求するのは上記語免表の意味的内容だけとし､特定分野の知織､特定の思想 ･政治

観や宗教観､特定文化での知敵や常軌 こ依拠した内容は塵けることとした｡

D.倫理的な問題に配慮するo

素材はⅧBで公開され､様々な文化的宗教的背景の学習者が利用すると予想される｡

日本語能力試験ほど公的なものではないにせよ､こうした学習者が心理的な抵抗なく

利用するためには一定の倫理的な配慮が必要であろう｡差別語 (性 ･人種 ･職業 ･身

分 ･宗教 ･身体障害)や差別的内容を含まないのはもちろんのこと､飲酒場面での泥

酔者の会話など特定の宗教を信仰する学習者にとってタブーとなる内容は避けること

とした｡また､当然ではあるが素材はオリジナルなものに限られている｡

E.聴鰹能力以外の能力に大きく依存した髄題は幽する̂

素材の中に固有名詞が多数出てきた場合､多くの学習者にとってこれらは無意味綴

りにすぎず､綴りを記憶する必要が生じ大きな記憶負担となる｡その上で課題を解決
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するというのは聴解能力だけでなく記憶力に大きく依存することになる｡また､素材

の中に計算課題が含まれているような場合､計算能力が課題解決に影響することもあ

りうる｡今回の素材制作では､こうした聴解能力以外の能力が必要なものはできるだ

け避け､聴解能力だけが必要なものとなるよう方向付けを行った｡

F.日本語の話し言葉の特徴を積極的に放り入れる∧

文型積み上げ式の日本語教育では､一語一語が明確で文あるいは文章として完結

性の高いものを聴解素材とすることが多い.しかし､本稿での聴解素材は現実生活で

の問題解決に近づけることを目標としており､より自然な会話に近い作例が求められ

る｡近年の談話分析研究を参考に (ザトラウスキー,1993;堀口,1997;宇佐美,1997

など)､文が短くターンが多い､あいづち･倒置 ･繰り返し･言い換え ･体言止めが

多い､会話独特の文末表現､娩曲的な言い方､繰り返し､イントネーションによる発

話意図の伝達等々の糊 如ミ会話の中に自然に配置されるよう指示した｡ただし､自然

会話の特徴の一つである複数話者の音声のオーバーラップは下記の音声聴取上の問題

があるので避けている｡

G.音声聴取上の問題を考慮するハ

本素材集を利用するのは､制作者とは無関係の学習者 ･教師であり､赤の他人が制

作したものを聴くことになる｡こうした場合制作者には以下のような配慮が必要であ

ろう｡まず､声質であるが､聴取者が見ず知らずの複数の人の声を弁男lけ る際には音

声の物理的特徴が大きく異なっている必要がある｡異性間の会話であれば声の基本周

波数が男女で大きく異なるので同定 ･弁別Lやすいが､男性同士または女性同士のダ

イアローグは人の同定と弁別が困難となる｡このため､同性間の会話では､録音する

際に男性ならばテノール声とバリトン声､女性ならばソプラノ声とアル ト声というよ

うに､声の物理的特徴が明確に異なる人たちに会話を録音してもらった｡第二に､自

然な会話では声のオーバーラップが頻繁に見られるが､本素材集ではこれを避けてい

る｡というのは､現実の会話の場合､声がオーバーラップしていても片方の声は会話

の当事者である自分の声で ｢聴解｣する必要はなく､相手の発話を理解するだけでよ

し㌔ しかし､教材としての音声は､第三者である学習者が別の二人の音声を聞くこと

になる｡オーバーラップした声は､音響的にもかなり聞き取りにくく現実の会話の理

解よりはるかに大きな処理容量 (resource)が必要になる｡このため､オーバーラッ

プは自然会話の大きな特徴ではあるが､今回の聴解素材では極力避けることとした｡

第三に､プリクエスチョンや会話が無声子音 (特に摩擦 ･破擦系の子音)から始まら

ないように配慮している｡無声子音から始まる発話は音声文脈がないため聞き取りに
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くV㌔ 特にプリクエスチョンや会話の冒頭など､音声文脈も意味的文脈も乏しい場合

にはネイティブスピーカーでもうまく聞き取れずに戸惑うことがある｡このため無声

子音が冒頭に来そうな場合には､他の表現に置き換えたり､謝 頃を変えたり､｢あの

う｣｢ねえ｣｢すみません｣を前置するなどして聞き取りやすいものにし7㌔

H.その他

その他にも以下の諸点が配慮された

･四肢択一課題とする｡

･聴取者が登堤人物の一人に自分を投影できるもの 鵬覗り上盗み聞きでないもの)0

･学習者の晩 男女､年齢による理解の差がでないもの｡

･日本語音声を聞き分けるだけのものは鐙ける｡

･正解が唆味になりやすいものは鐙ける｡

･場面設定が長すぎるものは壁ける｡

･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｡

3. 音声フアイ/岬 l用の技術的環境

現在､世界のどの国においてもインターネットのブロードバンMヒが進行している｡

その目的は音声 ･動画等､大容量のファイルの転送を速め､遠隔地にあるサーバーと

の双方向的な情報のやりとりをストレスなく行うことである｡しかし､ブロー ドバン

ド回線上で､音声 ･動画ファイルを再生する際､フアイ/り形式と再生ソフトの標準化

の問題がある｡音声 ･動画 ファイルの再生 ソフ トとして有力なのは､

WindowsMediaPlayer､ QuickTimePlayerとRealPlayerの3種であり､いずれも無筋

のものである｡それぞれ独自のファイル形式もあるが､こと音声に関してはMP3(MPEG

Layer3)ファイルが共通して使用でき､ダウンロー ドした上での利用もストリーミン

グも可能である｡MP3は MiniDiscに音楽などを記録するファイル形式としても一般

化しており､現在最も広範囲で使用されている音声のファイル形式と言えよう｡圧縮

率は再生ソフト独自のファイル形式 (Whh ファイルなど)ほど高くはないが､利用者

のパソコンのシステム環境 仰indowsかMacintoshかLinuxか)や再生ソフトを問わ

ずに使用できる点が強みである｡今後は Mpeg4など移軌航封言にも対応し､圧縮率の

高い新しいファイル形式が主流になっていくであろうが､それまでの間は MP3を使用

することが適当であると考え､本素材集でも採用することとした｡

今回制作されたのは 39種の音声 MP3ファイルであり､以下の t皿.でスクリプトの
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テキストデータとともに公開されている｡サイ トがおかれている東京都立大学､言語

文化研究所､中国復旦大学(3)の LJu 内ではストレスを感じることなく､すぐにストリ

ーミング再生が始まるが､それ以外の場所からは数秒から数十秒の時間を要する｡

東京都立大学 http://japanese.human.metro-u.ac.jp/miC-j/chokai.html

言語文化研究所 http://W .naganuma-schooLor.jp/mic-j/chokai.htnl

中国復且大学 http://ww肌Sirpa.fudan.edu.cn/jalearn/chokai.html

4.試行テストとその項目分析の結果

4-1.試行テストの実施

今回制作した聴解素材の試行テストは 2002年 10月言語:対ヒ府税所東京日本語学校

で行われたく4)｡被験者は 84名で上級レベルを集中教育で学んでいる学習者である｡

ほぼ全員が同年末の日本語能力試験を受験を予定していて､その予行演習としてのテ

ス ト参加でありモチベーションは高い様子であった｡国籍 (地域)は､中国 13名､

韓国41名､台湾19名､タイ3名､インドネシア2名､日本･カンボジア･フランス ･

香港･ミャンマー ･ベ トナム各1名と劾岐にわたっていた｡

39の MP3ファイルをパーソナルコンピュータで次々に再生し､それをスピーカで

拡声して教室内に流すという集団実験方式をとった｡音声の聴取県境に問題はなかっ

たと思われる｡中には数間絵付きの問題があったが､これはプロジェクターで拡大し

て見せた｡全員が確実に絵を見ることができるよう配慮し､絵付き問題については特

に長く音声再生開始までのインターバルをとった｡

なお､問題25はファイルの不具合により､分析からは外い㌔

4-2.項目分析

上級日本語学習者に対して実施した聴解問題に関する分析を行う｡39項目におけ

る得点の十致度を測るべく､Cronbach(1970)のα係数を求めた｡その結果､α-0.8062

となり､項目の一致度が高いことが分かった｡これは聴解問題全体の信頼性が高いこ

とを意味する｡

このように全体としては本稿で用いた聴解テストの信頼性が高く､調査対象者の

聴解能力を反映していると考えられるが､良質の問題を開発するためには各問題につ

いてさらに検討していく､つまり項目分析をする必要がある｡各問題に対し項目分析
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を行う際､重要とされる観点として以下の3点を挙げる｡(参考 :野口,1985)

･通過率が30%以上70%未満の範囲内でなければならない.

･識別力が低すぎてはいけなし㌔

･各項目における選択肢に解答の頻度が極端に低いもの (つまり､回答者の殆どが選

択していない選択肢)があってはならない.

通過率とは本稿でいう各項目の平均値を意味する｡満点を1点としているため､

項目が良質の問題であるための条件として､0.3≦妄く0.7 となる｡この範囲から

逸脱する項目は調査対象者の聴解能力を十分に弁別していなく､信頼性に欠くことに

なるため､改善の余地がある問題であると考えられる｡

識別力は全項目の合計点と各項目との相関係数で示される(5)｡これは各項目が合計

点にどれほど貢献しているかを示す指標となる｡本稿において､ある聴解問題の識別

力が高ければ､それば痕解能力を軌定するのに寄与度の高U.1重要な問題といえる｡そ

れi渦 繊主力に従って弁別できる問題とも言い換えられ､問題の信輸性の高さを示す;

逆に識別力が低すぎる問題は聴解能力に反映せず､問題の改善が必要であることを示

唆する｡本稿では､r<0.183の項目を改良の余地がある問題であると見なした｡

項目分析ではある項目において解答頻度が極端に低い選択肢がないことが望まし

い｡多肢選択型テストの場合､どの選択肢ももっともらしい内容になっていることが

理想的である｡特に問題が分からない解答者にとって､誤答選択肢が解答を錯乱させ

るものでなければ､その間題の正答率を結果的に高めることになってしまい､従って

弁別力を下げ､信雛 を低下させることに繋がる｡本稿では特にゼロ頻度の選択肢が

2つ以上含む問題に注目し､改善の余地がある項目と見なした｡

4-3.項目分析の鮭栗と考療

以上の観点より､各聴解問題において信雛 を検討することでより良質な問題を

開発できるよう思索していくことにする｡信雛 は妥当性の前提条件である｡信雛

が保たれなければ妥当性を考慮する余地がなくなり､テス ト問題そのものの意義が問

われかねない.そのことからも､本草では聴解テスト問題そのものの信雛 を検討し､

ひいては今後の課題としてどのように改良すべきかを考えていくことになる｡分析結

果を表1に各聴解問題における記述統計､識別力と不選択選択肢数を示した｡

表 1の透過率､級別力､不選択選択肢数において､信頼性に問題があると考えら

れる項目に網掛けを施い㌔
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度数 合計 標準偏差 平均値(通過率) 点双列相関係数(罰的u力) 不選

択選択版数問題 1 84 43 0.503 0.5

1 0.41 0問題2 84 44 0.5

02 0.52 0.40 0問題3 84 70 0.375 範 0.32 0
問題484 66 0.413 乾き

0.25 084 78 0.259

*L<i難 〟 0問題6 84 7

0 0.375 0.39 0問題7 84 27 0.470 0.32 0.28

0問題8 84 62 0.442 i
0.45 0問題9 84 36 0

.498 0.43 0.29 0問題10 84 69
0.385 0.34 0(,{さー′ユ84 84 0.000

S.i/g,..I..韓84 60 0.454

義 0.55 義問題13 84 50

0.494 0.60 0.21 084 70 0

.375 蕪 ◆ 0問題15 84 50

0.494 0.60 0.61 0問題16 84 70 0.375 撹 0.34 0問題17 84 71 0.364 }ヽ
;I,I, 0.34 0問題18 84 36 0.498 0.43 0.44 0

問題19 84 78 0.259

襲 0.47 1..∠ 84 82

0.153 ′′'̀'千 *問題21

84 78 0.259 0.30 0問題22 84 73 0.339 ･tく
0.50 0問題23 84 71 0.364 lj: 0.48 1

84 17 0.404

0問題26 84 52 0.489 0.62

0.28 0問題27 84 73 0.

339 #{¥ 0.39 1問題28 84 56 0.474 0.67 0.62 0



問題37 84 76 0.295 焔 0.

37 0問題38 84 56 0.474 0

.67 0.55 0問題39 84 52 0

.489 0.62 0.35 0I_ (,

84 69 0.385 輔 車 0.35 妻次に､項目分析に取

り上げた3つの観点のうち､2つ以上の観点から信頼性に問題があると見なされた

項目について考察する｡信雛 に問題があると思われる項目は､問題5､11､12､14､20､24､31､32

､34､36､40の計11項目である｡それぞれの項目についての開腹点を

表2にまとめる｡また､これらの問題のスクリプ トを稿末に資料として掲げる｡全休

的にみて､解答を容易にさせている談話構造や難易度の低い語嚢､パラフレーズされていない誤選択肢が､調査対象

者の正答率を極度に高めてしまっているものと考えられ

る｡2 信頼性が

欠如していると考えられる聴解問題とその考えられる問題点テキストは長いが､語嚢が容易である｡また､構成も最後の便名だけを

聞き取れば容易に解答できる形式となって

いる｡問題 11問題 12問題 14問題20問題24 全体的に

テキス トの内容が容易過ぎる｡解答の鍵となる

語嚢も数字や曜日等､初級レベルのものが用いられている｡解答の鍵

となる ｢詐欺｣は難易度の高い語であるが､始めにある ｢暇Jと最後の r

私と行きたくないのかなあと息っちゃったよ｣という情報は､テキス トの最初と最後ということで認知度が高く､しかも表現が容易で

あるため､選択肢の1と4が錯乱肢として機能しなかった｡テキスト

の最終部だけを聞き取れば､容易に解答できる形式となっている｡選択肢と

同じ rhR行｣や ｢温泉｣という旅行を連想させる語があり､さらには

｢結婚してから25年｣ という夫の発言や ｢うふふ｣という秦の笑いがあるた

め､必然的に ｢夫婦の旅行｣という解答が容易に導かれる｡正答選択

肢がパラフレーズされていなく､解答となるテキス トの言語形式がほぼ同一である｡また､談話構

成も最後だけを聞き取れI潮牢答できる形式となっている｡解答の

鍵となる ｢6時判 が始めに登場するが､テキス トが長いために忘れてし

まっている可能性がある｡またテキス ト最後に出現する ｢とりあえず､7
時には起こしてくれ｣という内容に多くの解節約ミ惑わされ､7時とい

う選択肢を選んでいた｡この ｢とりあえず｣が雨天時なのか､晴天 ･雨天時両方に修飾されるのかの判断は語用論の問題であり､筆

者を含めた



問題31 正答選択肢がパラフレーズされていなく､解答となるテキストの語 形
式がほぼ同一であるoテキスト上において解答の鍵となる箇所が感情

的なイントネーションを伴って顕著になり､しかも感情的イントネ-

シヨンは1回しか起こっていないため､解答が極めて容易と

なるo問題32 テキストで使われている語句が､｢ベル｣.｢時計｣.｢結果を郵送｣.｢お疲れ様｣.｢空いている席｣.｢机の上にあるもの｣など場面

を類推する要索

が多分にあるo問題34 難しくてもせいぜい日本語能力試験2級レベルの ｢桁｣など､語嚢が容易であるoまた､構成も最後だけを聞き取れ一朝牢答できる形

式となっているo問題36 テキスト上において解答の鍵となる箇所が

連呼されているため､顕著になり通過率も高くなったものと考えられ

る.下位者でも正答できただけでなく､上位者の中には正答できなか

ったものも何名かいたため､識別力も低し㌔ これは他のテキストに比べ､発話速度が高く調子についてい

けなかつたためと考えられる○問題40 テキストで使われる語句が容易である○また､形式パターンも典型的な｢提示-否定-提示.-｣
型で､しかもこの項目では ｢提示-否定｣で終わっているので､非常に分かり

やすい談話構成となってしまう○5.おわりにこれまで見てきたように､今回の

聴解素材は全体としての†諏 性は高いものの､個々の項目を分析すると39項目のうち

11の項目で何らかの問題点が見出されている｡被験者数を増やしたり､選択肢を工

夫すれば解消されるであろう点も散見されたが､談話として自然で､かつテスト項目

として好ましい統計的な結果を出すのは容易ではなし㌔統計的な好ましさを優先すると自然さが損

なわれるという二律背反的な要素も多分にある｡今後もこうした聴解素材の開発

とデータベース化を継続していくが､たとえテスト項目としての信頼性に問題があっ

ても､そのままの形で ⅧBでの公開を行っていく｡その理由は､各素材はテストとし

てではなく聴解テキストの部分だけでも､自習や授業などで十分に利用可能なもので

あるし､こうした素材を日本語教育を志す人々と共同作成することで教育メディア論

を効果的に伝播できるからである｡また､今後 ｢作例｣という行為の自己分析と他者による分析 ･評価を通じ､言語教育における教

育的配慮や



(1)東京都立大学人文学部 ｢言語表現法｣､早稲田大学大学院日本語教育研究科 ｢マル

チメディア教育論｣の2002年度コースワークの一環として行われ氏

物東京外国語大学 『初級日本割 『中級日楓 ､筑波大学 『日本語表現文型中級ⅠⅠ』
などを参考とした｡

(3)酉郡(2003)を参照されたレ㌔

(4)同校の小島美智子氏と神郎秀夫氏に協力していただいた｡記して感謝する｡

(5)識別力については､当初､積率相関係数朝原位相臓 ミ考えられたが､本稿で扱

うデータは2分名義掛 ミ含まれるため､これらの採用により分析結果の妥当性を低

下させてしまう恐れがあった｡ブラウン (1999:199)によると､点双列相関係数と

は2分名義変数からなる項目と間隔変数である全項目総数との相関関係を示すのに適

しているとされ､これを採用した｡点双列相関係数の臨界値はペアソンの積率相関係

数の臨界値と対応するため､それを用いた｡5%水準の場合､自由度が80(つまり､

標本数Nが82)の臨界値は0.183で自由度が900j92)の臨界値は0.173であるの

で､自由度が82か=84)の臨界値はその間でやや0.183に近い値であると考えられ

る｡そこで本稿ではそれよりも下回る相関係数を持つ項目は織別力が低いものと見な

した｡
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稿末資料 :信頼性に問題の見られた聴解問題

周藍旦

航空券の変更をしていますこ客が利用する航空便はどれですカも

A.･ありがとうございま+.光りツアーでございますこ
B:先日､そちらでチケットを予約したもの珊 ミ､

チケットの変更をお願いしたいんですけど､､､
A:それではお客様のお名前と予約番号､よろしいでしょうれ
B:鈴木といいま+.予約番号は0935耽
A:お客様のご記録を確醍いたしますので､少 お々待ちくださいませゝ
B:はい
A:大変お待たせいたしました

6月12日ご出発のソウル航空SE307便の鈴木さまでございます才も
B:はい､そうです㌔12日を13日に変更したいのですが､､､
A :ただいま､空き状況をお調べしますので､少 お々待ちくださいませi
B:はい
A:大変お待たせいたしました｡空き状況を調べましたが､

あいにく満席でございますL
B:じゃ､14日はどうですか,
A:そちらならワ-ソレド航空WA306便が空いておりますL
B:じゃ､それでお願いしますと
A:かしこまりました｡

客が利用する航軸 まどれです切も

1.6月12日出発のソウル航空SE307便でT.
2.6月13日出発のソウル航空SE307便下れ
3.6月13日出発のワ-ル 相も空WA306便で九
4.6月14日出発のワ-ソレ摘記空WA306便でT.

問題11

内藤さんが電話で宴会の予約をしていますム宴会はいつ行われるでしょうか?

店員 :お電話ありがとうございますム
内藤 :もしもし､えっと､今週の金曜日なんですけど､

宴会の予約をお願いしたいんですけE.
店員:はい､ご予約のお時間と人数お願いします｣
内藤 :えっと､夜6時からで､25人くらいでT.
店員:少 お々待ちください.-あ､申し訳ございません､

そのお時間は予約がいっぱいになってしまっていますね｡
内藤 :あー､そうですかぬ
店員:8時からでしたらお席ご用意できますが｡
内藤 :じゃあ､土曜日はどうですカ､?
店員:少 お々待ちくださいOえっと､5時から7時しかあいてませんね｡

土曜日にしますか?
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内藤 :うーん､ちょっと早い払 じゃあ土曜日じゃなくて､すみません､
8時からでお願いしますム

店員:よろしいですか?ではご予約のお名前とご連絡先､お願いしますこ
内藤 :内藤でh 電話番号は､123-4567です㌔
店員 :お電話番号123-4567の､内藤保でいらっしゃいます才も

かしこまりました｡ではお待ちしていますム

宴会はいつ行われるでしょうか?

1.金曜日の6時で九
2.金曜日の8時耽
3.土曜日の5時で九
4.土曜日の8時耽

問題12

note フリーマーケット:参力晴 がスペースを借り､
そこで不用品や自分で作った物を売るイベントのこと｡
現在毎週日曜日には､どこかの公園やイベント会場で開かれている｡

教室で女の人が男の人をフリーマーケットに誘っていますム
男の人はどうしてフリーマーケットに行こうとしないのですか?

女
男
女
男
女
男

あ､ねえねえ､今度の日曜日空いてる?
うん､暇だけと.
この近くの公園でフリーマーケットやるらしいんだけど一緒に行かない?
え､フリーマーケット? や､やめとくよ (嫌そうに)
なんか愛想悪いなあ｡どうしたの?
前にフリーマーケットで萌されて贋物を買っちゃったことがあってさ
萌されてるって察することができなかった僕も悪いんだけど-

女 :え､詐欺にあったんた 不運だったね,私はてっきり私と行きたくないのかなあ
と恩っちゃったよ｡

男の人はなぜフリーマーケットに行こうとしないのですか

1.日曜は忙しいからですム
2.機嫌が悪かったからで九
3.詐欺にあったことがあるから耽
4.彼女と行きたくないからTl.

問題14

ある夫婦が五月の連休について話をしていますこ
この夫婦は五月の連休に何をするでしょう｡

なあ､五月の連休､久しぶりに旅行でも行かないか?
えっ?どうしたの急に?
Lや､だからさあ､子供たちも大きくなったことだし､
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秦

夫
秦
夫
秦
夫

久しぶりに二人で･.
そうねえ でもあなた､毎年この時期は忙しかったじゃない.

だから今年も子供たちと実家に帰ろうかと思ってたのよ｡
ああ､そっかあ
母さんにももう連絡しちゃったのよね｡
でも今年は二人とも大学生だし､そんな暇ないんじゃないのか?
うーん､そうなのよれ あんまり乗り気じゃないみたい.
だったらさ､今年は夏に帰ればいいじやないれ
みんなで時間合わせて｡俺も久しぶりに挨拶に行きたいしさ｡

秦 :そうねえ｡でもどうして急に旅行なんて?
夫 :いやあ､もう25年だろ､結婚してから｡

記念にと思ってさ｡
あ-そうねえ｡
だからさ｡
そうね､行きましょうか､温泉にでも｡うふふも

この夫婦は五月の連射こ何をするでしょうか,

1.夫婦で旅行に行きますム
2.家族で旅行に行きますム
3.夫婦で妻の実家に帰りますゝ
4.家族で妻の実家に帰ります｣

親臨20

男の人と女の人が話しています二男の人は恋人に何をプレゼントしますか?

男の人:もうすぐ彼女の誕生日なんだよなあ
女の人:-えー､何かプレゼントとかするの?
男の人:うん､まあ-もでも女の子が喜びそうなものってわかんなくってさあ｡
女の人:そうだよれ 私も女友達だったら自分と似たような趣味してるから､

CDとか本とか選びやれ 1んだけどれ
男の人;君だったら何が欲しい?
女の人:うーん･･･好きな人がいてくれさえすれI封可もいらない､と言いたいところだ
けど
男の人 ･女の人 :(笑)
女の人:あ､化粧品なんてどうかなあ｡
男の人:例えば?
女の人:口紅はつけてみないと似合うかどうかわからないからあまりオススメじゃ

ないけど-
男の人:ふんふん,
女の人:彼女の好みの香りが分かれば､香水なんかいいんじゃない?
男の人:化粧品かあ-｡でも買いに行くのがちょっと恥ずかしい気がするんだよなあ
女の人:そうよね一㌔
男の人:あ､そうた 花なんかどう?ありがちかもしれないけど.
女の人:えー !それこそ恥ずかしいよー㌔ 持ち歩くにも目立つし｡
男の人:そっれ
女の人:ねえ､アクセサリーなんてどう?ほら､指輪を二人で買いに行くとか

いいんじゃない?
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男の人:なるほど!それなら彼女の好きなもの選んでもらえるし､
デ｣トついでにもいいかも!

男の人は恋人に何をプレゼントしますか?

1.化粧品をあげますこ
2.本をあげますゝ
3.花をあげますム
4.アクセサリーをあげます｣

問題24

夫と妻の会話です㌔妻は夫を何時に起こさなければなりませんか?

夫
秦
夫
妻
夫
秦

明日は6時半に起こしてくれないか?
あら､日曜なのに?
この間言ったろ?会社のつきあいでさあ
まあ､またゴルフ?
いや､今回は釣りなんた むこうが釣り好きだとかで,
でも､明日の天気予報､雨だって言ってたわよ｡

夫 :えー?なんだ､ほんとに?
秦 :ええ｡午後からって言ってたけどこ
夫 :そうか一･-微妙だなあ｡
秦 :雨でも行くの?
夫 :いや､もし朝から降ってたら､多分夕方から飲み会になるだろ｡
妻
夫
秦

じゃあ降ってたら起こさなくていいの?それともいつも通り8:00に起こす?
中止なら何か連絡が入るはずだから､とりあえず7:00には起こしてくれb
はいはい.でもたまには人に頼らないで起きる努力をして欲しいものだわ｡

妻は夫を何時に起こさなければなりませんか?

1.晴れていたら6時半に起こします｣
2.P軌 でも雨でも7時に起こしますゝ
3.雨なら8時に起こしますこ
4.雨なら起こす必要はありませんb

問題31

留学する友達のために記念のビデオを撮っています乙
女の人はどうして怒りましたか?

女の人 :早く!時間がないから､始めるよ｡
男の人 :は～い.カメラに向かって話してね,ん､そう､そう｡はい､どうぞ,
女の人 :ももちゃん､やっとドイツに留学することができてよかったわ｡

でも､仲間が一人減っちゃって皆寂しくなってるよ!
男の人 :カット!あれっ､君は化粧してないの?
女の人 :うん､してないけどム
男の人 :顔色がちょっと悪く見えるけど､､､まあ､いいカも続けよう｡スター ト｡
女の人 :悩みがあったら一人悩んでないで､いつでも電話してね｡
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男の人
女の人
男の人
女の人
男の人
女の人

私は24時間OKだよ!頑張ってね｡｣
はい､終了.
よかった !ご苦労免 じや､お先に
あれっ､うそ!ちょっと待って!
はい!なに?
ごめん､テープが入ってなかった!
うそ!もう!(怒ってる)

女の人はどうして怒りましたか?

1.男の人がうるさいから71.
2.化粧するのを忘れたから耽
3.友達が留学するからTl.
4.男の人がテープを入れ忘れたからTl.

問題32

男の人は何故困りましたれ

男 : ハーハ-､困ったなあ～､寝坊しちゃった!すみません,
女 : 空いている席に座ってください.机の上に置いてあるものは

片付けてくださし㌔
男: あの～､時計を忘れちゃったんですけど､ケータイをつけといてもいいですカも
女 : いいえ､ケータイをつけている人は切ってください.

時計日登に軸 ､っていますから｡
(終わりを知らせるべト｢ルが鳴る)

女 : お疲れ様でした｡結果は来週中に郵送しますこ

男の人は何故困りましたれ

1.会社に遅刻したからで九
2.試験に遅刻したから耽
3.約束に遅れたからで九
4.学校に遅れたからで九

問題34

男の人と女の人が街を歩いていますム二人はこの後､どうしますれ

女
男
女
男
女
男
女
男
女
男

夕方の銀座は噂通りきれいだ払
うん､本当だ才も
高級ブランドもいっぱいあるのよ｡私には縁がないけど.
とりあえず､ウインドウショッピングでもしようれ
あっ､このスカーフかわいいっ｡
どれどれ?え､千円?思ったより安いじやん｡よし､ぼくが買ってあげよう｡
本当?え､ちょっと､ケタが一つ違うよ｡
えっ､スカーフがそんなに商いの｡間違っちゃった｡
おっちょこちょいなんだから｡もう｡
ふう､でもみるだけでもよかったよね｡
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二人はこの後､どうしますれ

1. 男の人は女の人に千円のスカーフを買ってあげます｣
2. 男の人は女の人に一万円のスカーフを買ってあげますこ
3. 女の人はスカーフを一万円に買いますム
4. 二人は何も買いません,

間腹阜旦

電気屋さんのアナウンスで九 テープレコーダーはいくらですカ,o

雨の中のご来店､誠にありがとうございますこ
本日6月10日より20日まで､6月20日までを
｢ありがとうセ-/叫 といたしまして､電気製品を通常より､
ぐっとお安くご提供いたしておりますこ
また､今日一日限りの特別セ-ソレといたしまして､ワセダ印の
テープレコーダー通常価格29,800円を､4階にて､特矧価 格
19,800円､19,800円にてご提供させて
いただきますこ
5階におきましては - ･

テープレコーダーはいくらで㌻か.
1.29,800円でれ
2.19,800円で九
3.28,900円で九
4.18,900円で九

問題40

男の人と女の人が何を食べようか迷っていますこ
男の人は何を注文しましたれ

女 :今日は何を食べようれ
男 :そうだな｡あまり食欲がないから､かるいものがいいな｡そばとれ
女 そば?そばはメニューにないわよ｡
男 :うーんbじゃあサンドイッチはある?
女 :あるb.
男 :いいね-.それじゃ-ぼくはサンドイッチにするよ｡
女 :ちょっと待ってム絶対こっちのハンバーガーの方がおいしそうじゃん,
男 だったら､おまえそれ頼めよ｡

男の人t封可を注文しましたか?
1.サンドイッチを注文しました｡
2.そばを注文しました｡
3.ハンバーガーを注文しました｡
4.何もたのみませんでした｡
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