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ブックレポート形式の口頭発表における
定型表現の指導

― その有効性と話題移行に関する課題 ―

八木真生・大津友美
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1.	 はじめに
　ブックレポート形式の口頭発表とは、読んだ文献の内容をまとめて紹介する形
式の口頭発表のことである。学部教育課程のゼミなどで課されることの多い発表
形式の一つである。同じ口頭発表でも、例えば自己紹介などのスピーチでは自分
の中にあるものを主な材料として構成すればよいが、ブックレポート形式の発表
では、話し手は文献中の情報を自分なりに消化し再構成したうえで、口頭発表を
しなければならないという点で難しさがある。
　筆者らは、日本の大学への進学をめざす留学生のための学部進学予備教育課程
における小レポート作成を最終目的とした日本語授業において、ブックレポート
形式の口頭発表を取り入れている。この授業では、受講生は各自選んだテーマに
ついて文献を探し、それを読み込んで考えを深め、最終的に小レポートにまとめ
る。その過程で、読んだ文献の内容をレジュメにまとめ、それを用いながら内容
を口頭で報告する、というブックレポート形式の口頭発表を行っている。しかし、
その発表がわかりにくくブックレポートとして不十分なものになってしまうこと
が多い。
　そこで、わかりにくさの原因は何か、ブックレポートとして不十分な点は何か
を明らかにするために、筆者らは 2012 年度に行われたブックレポート形式の口
頭発表を分析した。その結果、まず、わかりにくさについてはその原因が複数挙
げられたが、中でも口頭発表の開始部・終了部と話題移行のぎこちなさやわかり
にくさが特に、口頭発表全体のわかりにくさに大きく影響しているのではないか
と考えた。学習者の口頭発表を観察すると、学習者が談話展開や話題移行をマー
クしなければならないことを意識しているのはわかるが、そのための適切な表現
を知らないためにそのような問題が起こるように思われた（大津・八木，2013）。
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次に、ブックレポート形式の口頭発表の終了部では、文献を読んだ感想を述べて
終わる必要があるが、学習者の発表にはそれが欠けているために体裁に不備があ
る印象を与えていることがわかった。
　そこで、以上の問題への対策として、筆者らは、開始部・終了部と話題移行の
定型表現の指導を工夫することが有効なのではないかと考え、2013 年度の授業
で実践した。本研究は、ブックレポート形式の口頭発表に用いられる定型表現の
指導の有効性と問題点を、談話分析によって明らかにすることを目的とする。･
　ところで、アカデミックな口頭発表の指導における定型表現の指導の必要性は、
既に様々な先行研究で指摘されている（藤家，2004 など）。また、口頭発表のた
めの教科書においても、口頭発表の全体構成がモデルとして示され、用いるべき
定型表現が掲載されている（犬養，2007；中山他，2007 など）。ただし、それら
の定型表現を使ったからといって口頭発表がわかりやすいものになるとは限らな
いということも、多くの日本語教師が共有する経験であろう。
･
2	 日本語学習者によるブックレポートを扱った先行研究
　上級日本語学習者によるブックレポートにおける問題点を網羅的に扱った研究
には、伊豆原・嶽（1992）、藤原・籾山（1997）がある。伊豆原・嶽（1992）では、
学習者による新聞記事報告がわかりにくくなった原因を分析し、分類している。
それによると原因は、（1）談話構成上の問題点、（2）話し方のストラテジー、（3）新
聞・雑誌をそのまま引用することから生じる文体上の問題点の 3 つに分類される
と言う。本研究に関わりのある内容に限定して紹介すると、（1）の問題点の一つに、
話題提示段階で記事の見出しのみを読み上げたり説明不足だったりする点を挙げ
ている。その他にも、誤った接続詞を使用したり特定の接続詞を多用したりする
点、前文からのつながりを示す言葉が欠けている点が問題として挙げられている。

（2）の問題点としては、一文の長さが長すぎる点などを挙げている。また、（3）に
関しては、耳で聞いて理解しにくい漢字熟語を、言い換えや追加説明をせずに多
用している点などを挙げている。藤原・籾山（1997）はそれに続く研究で、上記
の分析を整理し、ブックレポートをわかりやすくするためのストラテジーとして
まとめ、提示している。そして、そのストラテジーを事前の個別指導から意識さ
せ、事後の学習者自身の内省にも生かすよう提案している。
　また、工藤（2002）は、ブックレポート形式の口頭発表で見られた問題点として、

（1）発表の流れを提示する談話における上位構造・下位構造の混乱、（2）文献・テー
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マ紹介における説明の不足、（3）文献中の定義・分類の箇所に関する理解の不足
があると述べている。このうち、（1）は話題移行の際に起こる問題であるので本
研究に関わるものであり、（2）は･伊豆原・嶽（1992）の分析でも見られた、やはり
本研究に関係するものである。

3.	 定型表現の指導内容：2013年度の実践	
　定型表現の指導のために 2 種類のシート（シート A、シート B）を用意した。シー
ト A には、口頭発表の全体構成と開始部・終了部に述べるべき項目と表現、シー
ト B には、話題移行に用いられる定型表現（話題移行表現）がまとめられている。

（1）	シートA
　シート A は、開始部の表現として、文献のタイトル、出典、概要を述べる定
型表現が、終了部の表現としては、感想、その文献から得た情報を小レポートに
どう生かすかを述べる表現と終わりのあいさつの表現が掲載されている。この
シートは 2012 年度にも用いられていたが、指導方法に問題があったため、十分
には生かされていなかった。まず、開始部で行う概要説明は、それ自体が難し
く、段階を踏んだ指導が必要であったが、それがなされていなかったため、定型
表現を使えていても説明不足に終わってしまっていたり、概要説明自体がなされ
なかったりしていた。また、終了部では、その文献を読んだ感想と小レポートへ
の生かし方を説明することになっていたにもかかわらず、それが説明されないま
ま終わってしまっていたが、それは、小レポート作成の進み具合との不一致が原
因で起きた問題であったと思われる。2012 年度の実践では、学習者は小レポー
トのテーマは決めたがアウトラインは立てていない段階で文献を選び、ブックレ
ポートを始めなければならなかった。そのため、その文献を読む目的があいまい
になり、感想などを述べる重要性がよく理解できなかったのかもしれない。
　そこで、2013 年度の授業では、シート A を用いた指導に併せて、（1）･口頭発表
の開始部で概要を述べる準備として、レジュメの始めにその文献のキーワードを
5 語前後掲載し、概要も簡単に書かせる、（2）･口頭発表の終了部で、文献の感想
と小レポートへの生かし方を述べられるように、文献探しをする前に小レポート
のアウトラインを立てさせるという授業改善を施した。
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（2）	シートB
　シート B（末尾資料）は、2013 年度に新たに考案したものである。2012 年度の
口頭発表の分析結果（大津・八木，2014）によると、学習者の口頭発表には、話
題移行のぎこちなさやわかりにくさの問題がある。まず、表現形式として不自然
なものを使っているため、話題移行が聞き手に伝わりにくい･。また、上位話題・
下位話題といった話題のレベルに応じた話題移行表現が使えないという問題もあ
る。話題のレベルに関わらず、「～について話します」という、通常はより上位の
話題を提示するのに使われる形式を、下位話題にも使っていたため、大げさな印
象を与えてしまう。
　市販の教材にも既に、話題移行表現をまとめて提示したものは存在するが、以
上の問題に対処するものではなかったため、筆者らは新たにシート B を考案す
ることにした。シート B 作成にあたっては、（1）正しい形の話題移行表現が学習
できるようにすること、（2）･上位・下位話題といった話題レベルに応じて定型表
現を整理して提示し、発表の全体構成に合った定型表現が使えることに留意した。
　まず、話題移行表現の正しい形を学習するために、「＊」の部分に学習者が誤り
やすい表現をも掲載し、形に注意を払わせた。例えば、大津・八木（2014）では、
下位トピック間の移行部で、聞き手への問いかけが多く見られたと報告している。
これは、適切に行いさえすれば有効なストラテジーだと思われるが、「～でしょ
うか」という表現を使うべきところで、「～ですか」を使い話題移行がわかりにく
くなるという例が多く見られた。例えば、ある学習者は、「では、Sタワーの高さは、
どんな高さですか。」と言うことで話題を移行させようとしたが、「～ですか」では、

「～でしょうか」のように聞き手を巻き込んで一緒に考えることができないため、
これでは話題移行がわかりにくくなってしまうのである。そこで、シート B に「で
は、～でしょうか」を載せ、誤りやすい表現として「～ですか」も載せて注意を促
した。
　次に、話題レベルに応じて適切な話題移行表現が使えるようになるために、話
題レベルを 3 つ（大見出し、中見出し、小見出し間の話題移行）に分類し、レベ
ルごとに定型表現を提示した。
　さらに、単に定型表現・例を提示するにとどまらず、練習問題も用意した。ク
ラスで読んだことのある記事の内容をまとめたレジュメの一部を例題として提示
し、実際にその表現を使って話題移行の練習ができるよう工夫を施した。･
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4.	 研究方法
　本研究では、定型表現指導の効果を、指導後の学習者によるブックレポート形
式の口頭発表の談話を分析することによって検証する。分析対象とする談話は、
2013 年度の上級レベルの授業で行われた 13 のブックレポート形式の口頭発表（各
5 分～ 15 分程度）である。この授業の受講生は 7 名で、各自が選んだ文献のブッ
クレポートが 2 回行われた 1。選んだ文献には、新聞記事もあったが、多くは 2
～ 4 ページにわたる雑誌記事や図書の一節であった。口頭発表はすべて録音・録
画し文字化した。元となった文献とレジュメも資料として収集し、必要に応じて
参考にしながら分析を行った。
　分析にあたっては、（1）口頭発表の開始部や終了部で、シート A に掲載した定
型表現を使って、文献の概要、感想や小レポートへの生かし方といった必要な項
目が適切に述べられたか、（2）シート B にある話題移行表現を使って、口頭発表
の全体構成に合った話題移行がわかりやすくできているかという点に特に注目し
た。

5.	 検証結果①：シートAの定型表現の使用
　シートAの定型表現に関する指導の効果を、実例の分析を通して検証していく。･
尚、学習者の発話の誤りや不適切な表現は、必要に応じて、　　　を引き（→　）･
内に言い換え可能性を示すこととする。
　まず、学習者たちは、発表の開始部・終了部における必要項目を、定型表現を
用いて概ね述べることができていた。2012 年度の口頭発表では開始部での概要
説明と終了部での感想などが問題となっていたが、2013 年度に授業の組み立て
などが改善されたため、定型表現の指導が生かされ、より自然なブックレポート
につながったと思われる。
　以下、2012 年度の口頭発表の分析結果で問題となった二項目が 2013 年度にど
のように改善されたかを順に見ていく。
　
5.	1	 発表の開始部で、概要がわかりやすく述べられたか
　発表の開始部では、次の例のように、概要がわかりやすく述べられた学習者が
多く見られた。

1･ 学習者 1 名が 1 回欠席したため、口頭発表データ総数は 14 ではなく 13 である。
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　【例 1　学習者 K ① 2】
あ、この部分には（→では）世界中の海海洋の中でサンゴ礁の分布あ、につ
いて述べています。あ、そしてその理由は何がどうしてある部分にあ、サンゴ、
があるか、どうしてほかの部分あ、ところにはないかそれについて言って･

（→述べて）います。
　この例のように、形式面では助詞やボイス、語彙選択などに誤りが見られる発
話もあったが、聞き手にこれから始まる報告の内容を予測させるような説明はで
きていた。概要を述べる準備をするために、レジュメの始めにキーワードと概要
を書くよう指示したことが、口頭での概要のわかりやすい説明につながったと考
えられる。学習者 K のようにわかりやすい説明ができるようになったうえで、「～
について述べています」といった定型表現が正しく使えれば、ブックレポートと
しての自然さが増すと思われる。
　しかし中には、以下のようにレジュメの複数の見出しを並べ上げたり、レジュ
メに書いた概要を読み上げたりするだけで、わかりやすい概要説明とは言えない
例も数は少ないがあった。このような場合には、たとえ「この記事では～が紹介
されています」のような定型表現が使えていても、結局聞き手には十分に言いた
いことが伝わらない。
　【例 2　学習者 P ②】

まずは近年えっと拡張現実、英語で Augmented･Reality、あ、という概念があ、
ちゅう注目をあ、集めている（→います）。この記事ではえ、拡張、現実の
定義とか歴史とツールを（→が）紹介されている（→います）。

5.	2	 発表の終了部で、感想と小レポートへの生かし方が述べられたか
　発表の終了部で読んだ文献の感想と小レポートへの生かし方に言及する発表
が、2012 年度に比べて増えた。2012 年度に分析対象とした 11 件の口頭発表のう
ち、感想が述べられたのは 5 件、小レポートへの生かし方が述べられたのは 2 件 3 

であったが、2013 年度は、全 13 件の口頭発表のうち、感想が述べられたのは 11 件、
小レポートへの生かし方が述べられたのは 6 件であった。もちろん 2012 年度と
2013 年度では学習者が異なるため単純な比較はできない。しかし、2013 年度に、

2･ 学習者のアルファベットの横にある①は 1 回目の口頭発表、②は 2 回目の口頭発表であ
ることを表わす。

3･ この 2 件は同一発表者によるものであった。
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小レポートのテーマを決めるだけでなくアウトラインまで立ててから文献探しに
入るよう活動の進め方を変えたことが少なからず影響していると考えられよう。
　次の例の学習者 C は、小レポートのテーマとして「近代日本の理想的な男性像
の変遷」を選び、1 回目の発表で、最近の人気ドラマの男性登場人物 3 人の性格
的特徴を述べた雑誌記事を紹介している。発表の終了部で、「私はこの記事を読
んで～と思いました」という定型表現を使って小レポートへの生かし方を述べる
だけにとどまらず、筆者とは異なる自分の分析をも述べている。
　【例 3　学習者 C ①】

私はこの記事を読んで、記事の資料を現代の男性そう（→男性像）の部分（→
について書く一節）に応用したいと思います（→思いました）。しかし、記事
はこの 3 人の特徴はあまり詳しく説明しない（→していない）のでまた自分
でドラマを見て分析しなければならないと思います。そして、私はもう一つ
のその中の一人のドラマも見ました。［中略］記事に書きませんでしたが（→
書かれていないことですが）半沢直樹は正義感と人気にあふ、人情にあふれ
ていると同時にあ、一つの大きな特徴は多分妻に関心を持つことだと思いま
す。［後略］

　学習者 C は自分がその文献をどう捉えたか具体的に述べることができたが、
小レポートのアウトライン作成の進み具合、読んだ記事の理解度によっては、学
習者間に述べる内容の質的差異が見られた。
　以上見てきたように、シート A の定型表現の指導に一定の効果はあったと言
える。しかしその効果には、概要を述べる準備を課したこと、感想、小レポート
への生かし方が述べられるようにアウトライン作成に関わる活動の進め方を変更
したことも、ある程度貢献をしたと言えよう。確かに、小レポートへの生かし方
の言及は、2013 年度に増えたといっても全体の半数弱にとどまるが、この点の
さらなる改善は、アウトライン深化のための個人指導の範囲で扱うこととする。
　
6.	 検証結果②：シートBの定型表現の使用
　続いて、シート B の話題移行表現の指導効果を検証する。

6.	1	 全体構成に合った移行表現を正しい形で用いることができたか
　ブックレポートの全体構成に合った移行表現を使うよう指導したにもかかわら
ず、表現がうまく使用できなかったり、使用していても適切な使い方ではなかっ
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たりして、全体構成の中に下位話題がうまく位置づけられない例が見られた。

6.	1.	1	順序を表わす表現の機械的な使用
　順序を表わす表現「まず」「次に」「最後に」や「第一に」「第二に」などを用いて、
内容の構成を整理して聞き手に伝えるよう指導した。口頭発表では、それを用い
て順に話題移行していくことができた学習者が多かった。しかし、用法を詳しく
見ると、中には各下位話題が並列的に並ばない構成の場合にも機械的にそのよう
な表現を用いている例もあった。
　【例 4　学習者 G ①】

じゃまずバーチャルリアリティーというのは何ですか（→何でしょうか）。
バーチャルリアリティーは現在を忠実に再現して見せる技術です。それで
バーチャルリアリティーの機能についてですが、あ、現代あ、人間の感覚を
解明することができます。あのそれはいろいろなあ、研究あのだましの研究
という研究が、あるありますがあの、あ、あと（→あとで）説明したいと思
います。あのそれであ、将来人間の行動を変えるあの人間の感覚を解明して
の将来行動を変えることができる、と筆者が言いました。あ、じゃ次にだま
しの研究についてえ、え、説明したいと思います。あ、一番目のは［後略］

　この学習者の報告した記事の主な部分は「バーチャルリアリティーを使っただ
ましの研究」の紹介である。始めに 1 ～ 7 行目で、「バーチャルリアリティー」と
いう語の定義を確認し、研究分野の紹介、そして将来の可能性について触れてい
るが、その部分は言わば本題に入る前置きである。5 行目で「あと（で）説明する」
と予告しているように、下線部が本題に入っていく部分なので、「じゃ次に」と別
の話題に移行する表現を使用するのは適切ではない。本来なら「それでは、その
バーチャルリアリティーを使っただましの研究について説明したいと思います」
というような表現を用いるべきところである。
　例 5 でも「最後に」という表現を用いているが、全体構成には合っていない。
　【例 5　学習者 G ②】

それでバーチャルリアリティーの応用できる領域え、領域あ、がえ、たくさ
んあります。例えばあ、画像診断え、という領域あのがあります。あのその
領域についてそのえ、後で話したいと思います。あ、それであ、ほかの三点
もあります。え、例えば外科学りはリハビリテーション医学そしてせいしえ、
せいししけい科学あ、のあ、三領域もあります。あの、あ、あ、最後にあの
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画像診断というというのは何ですか。あの画像診断は［後略］
　この例では、バーチャルリアリティーの応用領域を簡単に紹介した後、2 ～ 3
行目で予告したとおり、その中の一つである「画像診断」について詳しく説明し
ようとしている。話題が変わっているわけではないので、本来なら「最後に」と
いう表現ではなく「それではそのうちの一つ、画像診断というのはどのようなも
のでしょうか」のように言うべきである。

6.	1.	2	固定化した接続詞や接続表現の使用
　談話の構成に応じて適切な接続詞を使い分けるよう指導したが、口頭発表では

「それで」「あと」など特定の接続詞や接続表現ばかりを用いて、下位話題を単に
羅列してしまう例が見られた。
　【例 6　学習者 G ②】

あ、初めにバーチャルリアリティーとはあの、何かというとあの、あ、現在
（→現実を）あ、再現できる、え、過程です。あのそれは、疑似知覚刺激を使っ
てあの感覚器に伝えてあのその結果は別の空間に存在している感覚ができま
す。あ、それでバーチャルリアリティーの三要素あ、についてはじはえ、話
したいと思います。［中略］あの英語でえ、immersion、･full･dive ということ
です。あ、それでバーチャルリアリティーの応用できる領域え、領域あ、が
え、たくさんあります。例えばあ、画像診断、という領域あのがあります。

　本来なら「では、次に」「ところで」などを用いて、話題転換を明示すべきとこ
ろであるが、学習者 G は「それで」を多用して列挙しているだけである。
　
6．1．3　「～ですか」「～ますか」の使用
　聞き手に対して問いかけをする「～でしょうか」が、話題移行の有効なストラ
テジーであることを紹介し、「～ですか」「～ますか」を使わないように注意を促し
た。その結果、学習者は「～でしょうか」が比較的よく使用できていた。しかし、
次の例に見られるように、同じ一人の学習者でも「～でしょうか」が使える時も
あれば、時に「～ですか」「～ますか」を用いてしまい、話題移行が伝わりにくくなっ
ていることもあった。
　【例 7　学習者 C ②】

では、団塊世代というのは何でしょうか。これは 1946 年から 47 年に生まれ
た世代です。［中略］なぜこの世代は注目しますか。（→に注目するのでしょう
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か）理由は二つあります。

6.	2	 談話移行表現の使用がスムーズな話題移行、話している内容のわかりやす
さにつながっているか

　次に、話題移行の定型表現の中から適切なものを選んで使用してはいるものの、
話題提示やその後の展開のし方に問題があり、スムーズに話題移行ができなかっ
たり、話している内容のわかりやすさにつながらなかったりする例が見られた。

6.	2.	1	話題提示に関わる問題
　話題移行表現を使用してはいるものの、（1）前文脈との関連が示されていない
ため新話題への移行が唐突に感じる、（2）前提となる情報が与えられておらず提
示された新話題が理解できないといった問題点が見られた。

（1）前文脈との関連が示されていない
　次の例では、学習者 F は 4 行目で「ファッションへの音楽の影響」の話に移行
しようとしている。定型表現としては「影響についてですが」と言うべきところ
を「影響には」と不完全な形になってしまってはいるが、話題を移行しようとい
う意志は表わせていると考えられる。しかし、この話題移行には、前の話題から
の関連が示されていないという問題点がある。
　【例 8　学習者 F ②】

次に音楽とファッションの接近です。あ、音楽には（→についてですが）
1960 年代にう、んロックミュージックフォークヒップホップなどというあ、
音楽のスタイルが日本に来ました。その後 CD ショップから来て海外からの
音楽は日本に普及しました。影響には（→についてですが）あ、視聴者がプ
レイヤーからあ、音楽を聴いてそれはあ、音楽音楽プレイヤーのようなあの
ようになりたいな、と思ってだからその服や衣装をうんコピーしてきました。

　学習者 F は、この話題に入る前に「さまざまなジャンルの音楽の流行」という
下位話題について話していた。学習者の意識の中ではそこからのつながりが明確
であるため、そのまま何の説明も加えずに「影響には」と言ったのだろう。しか
し、「さまざまなジャンルの音楽の流行」と「影響」という二つの話題の間には、つ
ながりが見えない。その二つの下位話題をまとめるのは、「音楽とファッション
の接近」という上位話題である。そこで、当該文ではそれを用いて、「なぜ音楽が
ファッションに影響を与えたかについてですが」のように、はっきりと関連を言
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語化して表わす必要がある。
（2）前提となる情報が与えられていない
　次の例では、学習者 C は、「まず～について説明したいと思います」という定
型表現を用いて、初めの話題「半沢直樹という人物」を明示してはいる。しかし、
前提となる情報が与えられていないため、聞き手はその話題を理解することがで
きない。人物説明を理解するにはまずそのドラマの説明から始めなければならな
いが、それを欠いてしまっている。
　【例 9　学習者 C ①】

この記事では（→は）この最近人気がある主人公 3 人についての、の文書です。
まず半沢直樹という人物について説明したいと思います。この人物の特徴は
正義感や責任感を持ってにん人情にあふれている切れ者です。

6.	2.	2	話題展開に関わる問題
　定型表現を用いて新話題への移行を明示したものの、続く展開に問題があるた
めに、結局内容が分からないという例が見られた。展開部分の問題としては、（1）
一文で説明しようとして文が長くなりねじれが生じる、（2）元の文章の一部や漢
字熟語をそのまま使うという 2 つの問題が見られた。

（1）長い一文での説明
　以下の例では、学習者 G は「触る実験」という話題に移行しようとしている。
定型表現としては「次に～についてですが」などと言うべきところであり、定型
表現を使い損ねてはいるが、話題移行の意志は聞き手に伝わったと思われる。し
かしながら、「触る実験」についてのその後の説明が非常にわかりにくい。
　【例 10　学習者 G ①】

うん次にあ、触る実験。（→触る実験についてですが）この実験はディスプレー
を使って本当のものが見えませんが、あのほかのものを見えながら見なが
ら、あのあ、本当の物を触るとあの、それはしょ触角をだます実験です。あ、･
最初に（→最後に）あのクッキーの実験です。あ、この実験は［後略］

　実験方法と、その実験から得られる結果を一文で説明しようとすることにより、
文の形が複雑になってねじれが生じ、わかりにくくなっているのである。

（2）元の文章の一部や漢字熟語をそのまま使う
　次の例は、学習者 F によるブックレポートの結論部分である。それまでの説
明を終え、結論部分に移行しようとしている。学習者 F の移行のし方はぎこち
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なく、よりわかりやすく話題移行を示すためには「それでは最後にこの研究の結
論ですが」のように言うべきであるが、新話題が何かは聞き手に提示できている。
しかし、その後の展開に問題がある。
　【例 11　学習者 F ②】

この研究の結論は（→それでは最後にこの研究の結論ですが）メディアで紹
介されるファッションの視聴者を絡めるか力は 3 つあります。一つは伝播･
伝播力、2 番目は印象変革力と 3 番目はざまさまさまざまなミックス、ミク
スチャーの可能な状況です。私はこの記事を読んで、［中略］がわかるように
なりました。

　　　　で示したように、元の文献で用いられていた「伝播力」「印象変革力」「さ
まざまなミクスチャーの可能な状況」という表現を、解説もせずに使っているた
めに、話している内容が聞き手には伝わらないのである。
　以上、6 節ではシート B に掲載した話題移行表現の指導効果を検証してきた。
その結果、話題移行表現を指導するだけでは不十分であることがわかった。
　まず、話題移行表現を指導しても、全体構成を正しく表わしていない例が見
られた。これは、上位話題・下位話題の区別の難しさを指摘した工藤（2002）、
接続詞を使用して論理関係を正しく表わすことの難しさを指摘した伊豆原・嶽

（1992）に通じるものである。
　次に、話題移行表現を使用しても、話題提示のし方、話題展開のし方に問題が
あり、スムーズな話題移行や話している内容のわかりやすさにつながらない例が
見られた。これらも、情報間のつながりの明示、難しい語・句の言い換えの必要
性を指摘した伊豆原・嶽（1992）、藤原・籾山（1997）と共通するものである。
　
7.	 今後の指導の可能性
　5 節で述べたように、シート A に関しては、2013 年度に一連の活動の進め方
を改善することによって定型表現指導が生きたことが伺えたが、シート B に関
しても、今回の検証結果を踏まえ、以下のように改善する必要がある。
　今後はシートBを用いた話題移行表現の指導と同時に、（1）全体構成の把握、（2）
前文脈とのつながりの明示、（3）前提となっている情報や難解な用語・概念の説
明の 3 点を指導していく必要がある。
　具体的な指導方法としては、（1）は、事前に時間をとり、文献内容をまとめた
レジュメを見て、各話題がどのような論理関係で結びついているか全体構成の把
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握をし、どのような表現でその論理関係を表わせばよいか考えさせるという方法
である。特に、「まず」「次に」「最後に」など単純な順序では並んでいない部分に、
注意を向けさせる必要がある。また、（2）（3）については、今回得られた失敗例、
またそれと対照的な成功例を用い、実際にその音声を聞かせてまずはわかりにく
さ（あるいはわかりやすさ）を体感させ、その上で各自のブックレポートについ
て説明が必要な箇所を考えさせるという方法が考えられる。
　シート A とシート B の定型表現の使用を比較してみると、シート A の方が大
きな問題なく、聞き手に意味が通じるレベルで使用できていたと言える。これは、
シート A の項目が概要説明を除けば談話全体に関わるものではなく、その一文
で完結する内容を表す表現であるのに対し、シート B の定型表現は談話全体の
構成に関わるものであるため、使いこなせるようになるのが難しいのだと考えら
れる。
　上記の（1）（2）は伊豆原・嶽（1992）の言う「談話構成力」、（3）は「話し方のスト
ラテジー」に関わることであり、いずれも指導したからといって短期的に習得で
きることではない。しかし、学習者は、前文脈とのつながりが欠落しやすいこと、
長い一文での説明は聞き手にはわかりにくいものであること、時には記事の中で
書かれていることだけでなく聞き手にとってより身近な例を探し出すなどして説
明した方がよいことに気づいていない可能性がある。したがって、上記の点を指
導する意義はあると考えられる。
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資料：シートB
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Teaching	fixed	expressions	for	oral	book-reports:
Its pedagogical effectiveness and problems

YAGI Maki, OTSU Tomomi

The authors conducted an oral book-report activity for advanced learners of Japanese 

who study in an undergraduate level preparatory programme. Over the course of the 

academic year 2013, fixed expressions (for opening/closing the speech and for topic 

transition) were explicitly taught to the learners in order to assist them when presenting 

their oral book-reports. The purpose of this study is to check if that instruction was 

effective, and to reveal any pedagogical problems. 

 Through detailed analysis of the learners’ discourse of their oral book-reports, 

it was found that the instruction of the expressions for speech opening/closing was 

effective. The learners could use those expressions in appropriate ways after instruction, 

on the whole. On the other hand, instruction of the expressions to mark topic transition 

was problematic. Even after explicit instruction, three problems were found in the 

learners’ speech; (1) mismatch of the selected expression and its position in the discourse, 

(2) abrupt topic shifts, and (3) inadequate elaboration after topic introduction.  
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