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ブックレポート形式の口頭発表に見られる
日本語学習者の問題点

― わかりにくさの原因を考える ―

大津友美・八木真生

【キーワード】･ ブックレポート、口頭発表、スピーチ、日本語学習者、わかりにくさ

1.	 はじめに
　学部教育課程では、ゼミなどで口頭発表を課されることが多い。その代表的な
発表形式に、読んだ文献の内容をまとめて紹介するブックレポート形式の口頭発
表がある。例えば、ゼミで輪読をし、学生たちがお互いに読んだ本や記事の情報
を口頭で報告しあい、比較するといったことが行われているが、それもブックレ
ポート形式の口頭発表の一例である。ブックレポート形式の口頭発表では、話し
手は、文献中の情報を自分なりに消化し、筆者の思考の流れや主張を理解したう
えで再構成し、口頭発表をしなければならない。そのため、自分の中にあるもの
を主な材料として構成するスピーチをするときに比べて、不自然な話の運び方に
なってしまったり、聞き手にうまく意味が伝わらなくなってしまったりするケー
スが多い。
　筆者らは、日本の国立大学に入学予定の国費留学生に一年間の集中予備教育を
行う「国費学部進学留学生予備教育プログラム」を担当しているが、その一年の
カリキュラムの中で、1 月から 2 月にかけて「総合日本語」という上級レベルの授
業が行われている。「総合日本語」では、全 15 コマ程度の授業の中で、各学生が、
それぞれの専攻や興味に応じてテーマを選び、それについてレポートを仕上げる
ことになっている。また、そのレポートの内容について、口頭発表も行う。学生
はレポート作成の過程で、さまざまな文献を読むことになるが、レポート完成ま
での期間の短さを考えると、文献調査はできるだけ早い時期に終えることが肝要
である。また、各文献の内容を他人に説明できるように正しく理解しておく必
要がある。そこで、筆者の一人は、2012 年度に担当した「総合日本語」の授業に、
ブックレポート形式の口頭発表を取り入れた（大津，2013）。自分のテーマに関
係のある文献を読み、その内容を口頭でクラスメートに報告するという活動を 2
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回行った。
　ブックレポート形式の口頭発表を行うにあたって、前もって引用の表現や発表
の構成について指導し、発表練習、フィードバックを行なったにも関わらず、学
生たちの口頭発表はわかりにくいものになってしまった 1。そのため、2013 年度
に再び「総合日本語」授業を担当するにあたり、ブックレポート形式の口頭発表
指導の見直しが不可欠であった。そこで、筆者らは、2012 度の学生の口頭発表
を談話分析することによって、わかりにくさの原因を探ることにした。本稿では、
その分析結果を報告し、指導の改善のための方針について述べる。

2.	 先行研究
　ブックレポート形式の口頭発表は、主に上級レベルやアカデミック日本語の教
科書で扱われている（例えば、安藤他，2001、中山他，2007、大島他，2012 など）。
これらの教科書では、口頭発表の際の定型表現が紹介されていたり、全体構成を
考える、レジュメを作成するなど、発表に向けての準備ができるようになってい
たりする。また、東（2003）のように、ブックレポート形式の口頭発表をどう日
本語授業に取り込んだか、その実践を報告するものもある。
　このように、ブックレポート形式の口頭発表は、日本語授業の中で、比較的、
一般的に行われている活動だと思われるが、学習者のパフォーマンスには様々な
問題が見られることが先行研究で明らかになっている。日本語学習者によるブッ
クレポート形式の口頭発表に見られる問題や指導のポイントについて論じている
研究に、伊豆原・嶽（1992）、藤原・籾山（1997）、工藤（2002、2003）、大島（2009）
などがある。
　伊豆原・嶽（1992）は、中・上級学習者による発表中の発話を分析し、その問
題点を（1）談話構成上の問題、（2）話し方のストラテジーの問題、（3）新聞や雑誌
の文をそのまま引用することから生じる問題の 3 つに整理している。藤原・籾山

（1997）では、伊豆原・嶽（1992）の分析結果を受けて、発表をわかりやすくする
ためのストラテジーとして、（1）談話に結束性を持たせる、（2）情報間のつながり
をもたせるために必要な情報を補う、（3）主題を先行させる、（4）難しい語・句を
言い換える、（5）注釈をつける、（6）談話の構成に工夫する、の 6 つを提案している。
これらの研究は、詳細かつ包括的に学習者の問題点や指導方法について検討する

1･ 2012 年度の実践の詳細については、大津（2013）を参照していただきたい。
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ものであるが、学習者たちがブックレポートの対象とした文献は、新聞記事のよ
うに短く、一つのテーマがコンパクトにまとまったもののようである。よって、
ブックレポートの対象が図書の一章、雑誌の特集記事のように一つの読み物の中
に複数の下位テーマが含まれるようなもので、その内容をレジュメにまとめて発
表するようなタイプの口頭発表を分析した場合には、異なる問題点が見られる可
能性がある。また、指導のポイントも変わってくるであろう。
　ブックレポート形式の口頭発表で指導しなければならないポイントとして、工
藤（2002）は、（1）発表の流れを提示する談話における上位構造・下位構造の整理、

（2）文献・テーマ紹介の具体化、（3）定義・分類の明確化があると述べている。さ
らに、工藤（2003）によると、ブックレポート形式の口頭発表は文献という文字
言語に依存した「目型」の発表になりやすく、漢字語彙の読みや複合語のアクセ
ントなどに誤りや不自然さが生じやすいので、指導の際には注意が必要である。
また、大島（2009）では、ある程度、文献の内容・構成を把握できていても、そ
れを引用の表現にうまく入れて伝えることは学習者にとって負荷が大きいことが
指摘されている。
　以上に述べたとおり、日本語学習者によるブックレポート形式の口頭発表には、
さまざまな問題があり、指導の際に留意しなければならない点も多い。先行研究
で明らかにされている問題点は、筆者らの教える日本語クラスの学生にももちろ
ん当てはまることであろう。しかし、筆者らが研究の対象とする学習者たちの場
合、ブックレポートの対象となった文献が比較的長いこと、レジュメを用意し、
それに沿った説明をしなければならないことを考えると、先行研究で明らかに
なった点とは異なることが問題となる可能性がある。また、その問題が、単に学
習者の日本語力の不足なのではなく、事前のテーマ選びや文献探しといった準備
段階での教師側の指導のし方に起因するものである場合も考えられるのではない
か。本研究は、2013 年度にむけて指導の改善を目的として行うものである。そ
こで、学習者の口頭発表そのものだけでなく、指導過程も考慮に入れて口頭発表
の談話分析を行うことにした。

3.	 研究方法
　データは、筆者の一人が 2012 年度に担当した「総合日本語」授業の受講生 6 名
が行なったブックレポート形式の口頭発表 2 回分（全 12 件）である。学生たちは
自分の興味に応じて新聞・雑誌記事、図書を選び、その全体または一部をレジュ
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メにまとめ、そのレジュメに基づいて口頭発表を行なった 2。ブックレポートの
対象となった文献は、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。2 回の口頭発表は、それぞれ異なる文献の内容を報告
するものである。発表時間は学生によって異なるが、10 ～ 15 分であった。
　口頭発表はすべて録音・録画し、文字化した。また、ブックレポートの対象と
なった文献とレジュメも参考資料として集めた。必要に応じて元の文献にあたり
ながら、録音を聞き、くり返し起こる誤りや不自然な表現がないか、聞き手が話
についていけなくなるポイントはどこかを検討した。なお、2 回の口頭発表の前
後には、表 1 のような流れで指導を行なった。1 回目の口頭発表の後、そのビデ
オ録画を用いて、各学生に対してフィードバックを行なったため、そこで話題に
なった点については、2 回目の発表では改善することができた学生もいたことを
付言する。

表1　口頭発表の前後の指導の流れ

授業回数
（各 90 分） 日付 指導項目・活動内容

1 回目
1 月 8 日

新聞記事や論文の読み方、レジュメの書き方（見出しの
作り方、名詞化など）

2 回目 図書、記事、論文の選び方（図書館でのワーク）

宿題 1 月 8 日
～ 10 日

口頭発表①のためのレジュメ作成（下書き→教師フィー
ドバック→清書提出）

3 回目 1 月 15 日 発表の始め方と終わり方の表現を導入後、学生同士ペ
アで口頭発表①の練習（相手を変えて 2 回）

宿題 1 月 15 日
～ 17 日

口頭発表②のためのレジュメ作成（下書き→教師フィー
ドバック→清書提出）

4 回目 1 月 17 日 口頭発表①

5 回目 1 月 22 日 口頭発表①のビデオを見ながら個別にフィードバック
学生同士ペアで口頭発表②の練習（相手を変えて 2 回）

6 回目 1 月 24 日 口頭発表②

7 回目 1 月 29 日 口頭発表②のビデオを見ながら個別にフィードバック

2･ 受講生は全員理科系であったため、選んだ文献も、建築学や生物学など自然科学に関す
るものが多かった。

223218_外大_留日センター論集第41号_校了.indb   110 2015/03/24   13:25:54



－ 111 －

4.	 分析と考察
　分析の結果、ブックレポート形式の口頭発表に見られた問題点には、（1）テー
マ選びや文献の内容理解に関わるものと（2）言語産出に関わるものがあることが
わかった。（1）は、教師の指導方法や授業の組み立て方に起因する問題点であり、

（2）は、主に、学習者の日本語口頭能力そのものに関わる問題点である。以下、4．
1 節と 4．2 節でそれぞれについて詳述する。

4.	1	 テーマ選びや文献の内容理解に関わる問題点
　学生は、「総合日本語」授業の最終成果物として 4 ページのレポートを書くこと
になっている。しかし、そのテーマ選びを適切に行えなかったために、文献選び
にまで影響し、その結果、わかりにくいブックレポートになってしまった学生が
いた。また、テーマ選びや文献選びには問題がなかったが、その文献の文章ジャ
ンル特有の読み方を身につけていなかったために、レジュメの書き方や口頭発表
のし方が不適切なものになってしまうという問題も見られた。

（1） 適切なレポートテーマが選べない
　最終成果物の 4 ページのレポートには到底収まらないような大きなテーマを選
んだ学生がいた。そのような学生は、ブックレポートの対象に選んだ文献も、10
分程度の発表時間には収まらないような、内容の込み入ったものであった。例え
ば、学生 A は、人工知能研究をレポートのテーマに選んだが、それは 4 ページ
のレポートのテーマとしては大きすぎる。ブックレポートのために選んだ文献も、
人工知能研究の概説書の第 1 章で、人工知能研究を展望する部分であった。【例 1】3 

は学生 A の書いたレジュメ 4 の一部であるが、見てわかる通り、このレジュメに
沿って専門外の聞き手にわかるように説明しようとしたら、15 分以上かかるう
えに、相当の背景知識と日本語口頭能力を要する。学生 A が扱えるレベルを超
えていたため、口頭発表では、文を作ることさえも困難になり、専門外の聞き手
に理解してもらえるような説明とは程遠いものとなってしまった。
　このような問題は、学生の日本語や口頭発表のスキルではなく、教師側の指導
方法に起因するものであろう。2012 年度は、レポートのテーマ選びは長期休暇

3･ レジュメの元になったのは、溝口理一郎・石田亨（2006）『人工知能』オーム社。
4･ 本稿で例として示す学生のレジュメや口頭発表のトランスクリプトの中には、表記、語

彙、文法の誤りが含まれるが、特に訂正はせず、そのまま掲載する。
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中の宿題にし、学生任せにしており、教室での指導は、文献検索の段階からであっ
た。しかし、学生が扱えるレベルの文献を自分で探せるようになるためには、教
師はレポートのテーマ選びの段階から対話を重ねる必要がある。

【例 1】学生 A のレジュメの一部
⒈ 人工知能の定義：
　・コンピュータを作った人の知的脳の解明と実現を目指す研究。
⒉ 人工知能研究の概要：
　・人工知能の仕組みを解明したいという強い欲求
　・人口知的能力をコンピュータやロボットにコピーしたいという欲求
　・人口知的能力の例：

（2） 文章ジャンルに合った読み方が身についていない
　選んだ文献のジャンル、例えば新聞か図書かによって読み方やレジュメのまと
め方は異なるはずだが、その区別ができなかったことが影響し、口頭発表をわか
りにくいものにしていたと考えられる場合もあった。例えば、学生 B は、東北
大学の研究グループが皮膚で光を感じるラットの育成に世界で初めて成功したと
いう内容の新聞記事を選んだ。新聞記事の特徴の一つとして、「リード」と呼ばれ
る概要部分が記事冒頭に置かれることがある。学生 B の選んだ記事にもリード
があり、皮膚には本来、目の網膜にあるような光を感じる機能はないため、ラッ
トは触覚として光を感じているということ、将来的には脳が形や手触りをどう認
識しているかの仕組みの解明にもつながる可能性があることが簡単に述べられて
いる。そのリードに続いて、視覚が生み出されるメカニズム、東北大の研究グ
ループの実験方法、実験結果、今後の応用の可能性について説明されている。口
頭発表での説明順序としては、記事に書かれているとおり、記事の内容を理解す
るための前提知識（視覚が生み出されるメカニズム）を説明した後に、実験方法
を説明し、その後に実験結果と今後の応用の可能性について述べるのがわかりや
すい。しかし、学生 B は、【例 2】5 のレジュメを見てもわかるとおり、まずはリー
ド部分の内容に沿って、実験結果と将来の応用の可能性について説明し（「⒈･光

5･ レジュメの元になったのは、「皮膚で光感じるラット、東北大が育成成功　脳機能解明に
道」『日本経済新聞』（2012 年 3 月 7 日）。
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を感じるラット」の部分）、その後に前提知識（「⒉･光遺伝学」の部分）や実験方法
（「⒊･実験」の部分）を説明した。もちろん、新聞記事のリードのように、口頭発
表の最初に簡単に概要を述べ、その後に詳しい報告を始めるのなら、問題はない。
しかし、学生 B の場合はそうではなく、単に報告順序が逆転してしまっている
だけで、光遺伝学や実験方法を説明した後に、再度、詳しく実験結果や将来の展
望について述べられることはなかった。これは、学生 B が、新聞記事におけるリー
ドの役割を意識していなかったために起こった問題であると思われる 6。
　この他にも、文献のジャンルに合った読み方ができていなかったために、口頭
発表がぎこちないものになっていた例があった。一般向け雑誌記事などの中には、
文章の最後を記者の感想やコメントで締めくくるものもある。ある学生は、高層
タワー建築に用いられる鉄に関する記事を読んだ。その記事は鉄の性質、溶接技
術などについて書かれているものであったが、記事の最後は、高層タワーの上か
らどんな景色が見えるだろうかという記者のコメントで終わっていた。それは、
記事の内容には直接関係がなく、口頭発表で報告すべき重要事項ではない。しか
し、この学生は、文章の最後に置かれていることからそれを結論と捉え、レジュ

【例 2】学生 B のレジュメの一部
⒈ 光を感じるラット
　東北大の八尾寛教授の研究グループ：
　皮膚で光を感じるラット育成
⒉ 光遺伝学
　・目のような光を感じる機能の細胞
　・光を感じる特別な細胞あり
　・ラットは光を感じられる
　［中略］
⒊ 実験
　1）･単細胞緑藻類「クラミドモナス」
　2）･「チャネルドロプシン 2」：青い光を感じるタンパク質

6･ 学生 B は、リードの役割を意識していなかったのではなく、単にリードであることに気
がつかなかっただけである可能性もある。学生 B が読んだ記事はウェブ版のものであっ
た。紙面であれば、レイアウトからリードであることがわかるかもしれないが、ウェブ
版では、レイアウトの区別はされていない。
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メの中に「結論」という見出しとともに記載していた。
　また、全体的な傾向として、新聞記事や雑誌記事の中でも短いものを選ぶと、
記事の内容理解が不正確なものになったり、口頭発表の時に説明不足になったり
するということがあった。短い記事では、学生たちが慣れている日本語教科書の
文章のように重要部分が繰り返されるということがあまりない。また、具体例が
省略されていることも多い。そこで、読者は、既に持っている知識を活用し、情
報を補いながら読む必要がある。口頭発表の際にも、文章に書かれていないこと
を補いながら説明する必要がある。しかし、学生はそのことを意識していないた
め、「そして」「また」といった接続表現を多用し、単に事項を羅列しただけの深み
のない説明になってしまっていた。
　ここで述べた問題も、学生の日本語や口頭発表のスキルではなく、教師側の指
導方法に起因するものであろう。教師は文献選びのアドバイスをするとともに、
授業中に、文章ジャンルごとの読み方が必要であること、口頭発表の際には記事
に書かれていないことも説明しなければならないことを意識化させるような活動
を組み込む必要がある。

4.	2	 言語産出に関わる問題点
　学生の話し方の中で、わかりにくさの原因になっていると思われるものには（1）
下位トピック間の移行の不自然さ、（2）当該文献中に設定されている研究課題な
どの引用の不適切さ、（3）唐突な口頭発表の開始、（4）漢字の読み方やキーワード
の発音の誤りの 4 つが見られた。

（1）下位トピック間の移行の不自然さ
　本研究がデータとするブックレポート形式の口頭発表は 2 ～ 4 ページの長さの
文献を扱うものであるため、一つの文献の中に、複数の下位トピックが含まれ、
内容も複雑である。そこで、学生は口頭発表の中で、下位トピック間の移行を何
らかの方法で聞き手に伝え、情報を整理しつつ話を進める必要がある。データを
見てみると、実際に、学生たちにもその意識があり、下位トピックの移行をマー
クしようと試みているのがわかる。しかし、その表現形式は不自然なものが多かっ
た。
　不自然な表現形式の一つ目は、「これは～（について）の話でした。今は～につ
いて話します」という表現で、一つのトピックを終結させ、新しいトピックを導
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入しようとするものである。【例 3】7 がその例である 8。この学生 C は、ある高層
タワー（以下、「S タワー」と呼ぶ。）の建築技術に関する雑誌記事の内容を報告し
ている。構造の説明が終わり、ライティングの説明に移行するところであるが、
下線部が示すとおり、「これは～の話でした。今は～について話します」という不
自然な表現を用いたため、トピックの移行が伝わりにくくなっていた。

【例 3】学生 C の口頭発表の一部
あの：そのシステムは世界で（1.0）う：世界初です．（3.0）はいこれは･S タワーの
構造の話だった．でした．（1.0）今はライティンライティングについて話します．

　不自然な表現形式の二つ目は、「～ですか」という聞き手への問いかけ質問であ
る。下位トピック間の移行部を観察すると、聞き手への問いかけが多く見られる。
そ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、学生のやり方
には、次の例が示すように、本来「～でしょうか」という表現が使われるべきと
ころで、「～ですか」という表現が多用されるという問題があった。
　【例 4】は【例 3】と同様に、
学生 C が「S タワー」の建築
技術についての雑誌記事の内
容を報告しているところである。学生 C は、このタワーが 634 メートルと非常に
高く、メディアで話題になったという話を終え、世界のその他の高層ビルやタ
ワーとの比較に移行しようとしているところであった。そのとき、学生 C は「で
は、S タワーの高さは、どんな高さですか。」と、まるで聞き手からの返答を本
当に求めているかのような問いかけのし方をしている。本来なら、「どんな高さ･
でしょうか。」という表現形式を使って、聞き手に続きを予想することを促すだ
けでよかったと思われる。
　不自然な表現形式の三つ目は、「1 番目」「2 番目」を文の他の要素と結びつける
ことなく間投詞のように使用していたことである。順序立てて事項を説明すると

7･ 口頭発表の元になったのは、「いよいよ、オープン!東京スカイツリー、建築の秘密」『ダカー
ポ』（http://dacapo.magazineworld.jp/report/80937/）。

8･ 口頭発表のトランスクリプトに使われる記号は以下のとおりである。
･ ：　直前の音の延伸･ .　下降音調　　　　？　上昇音調
･ （数字）　沈黙や間合い･ （．）　0.2 秒以下の短い沈黙

【例 4】学生 C の口頭発表の一部
では S タワーの高さは（.）どんな高さですか．
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きの表現には、「第一に」「第二に」や「まず」「次に」などがある。学生もレジュメ
に沿って、順序立てて説明しようという意識があったものと思われるが、選ばれ
た表現形式は【例 5】に見られるように、「1 番目」「2 番目」を間投詞のように使用
する不自然なものになってしまっていた。【例 5】は、【例 2】のレジュメに基づいて、
学生 B が、「⒉･光遺伝学」の部分を説明しているところである。二つ目の小見出
し「光を感じる特別な細胞あり」の説明に移ろうとするときには、下線部が示す
通り「2 番目」という表現を、三つ目の小見出し「ラットは光を感じられる」の説
明に移ろうとするときには、「3 番目」という表現を使って、下位トピックの移行
をマークしている。

【例 5】学生 B の口頭発表の一部
しかし光 2 番目光を感じ感じる特別な細胞があります．例えばとてもとても小
さいの生き物［中略］え：3 番目この（.）研究の（.）え：やり方はラットを使います．

（2）文献中に設定されている研究課題などの引用の不適切さ
　学生がブックレポートの対象とした文献の中には、実験の方法や結果について
まとめられているものや、調査結果が報告されているものもある。そのようなタ
イプの文献には、文章のはじめのほうに必ず研究課題が書かれており、ブックレ
ポートの際にも、それは押さえるべきポイントとなる。学生もそのことは意識し
ているようで、レジュメに書いたり口頭で説明したりしていたが、適切な形式で
引用することが困難であるために、正確に筆者の意図を伝えることができなかっ
たケースがあった。
　【例 6】も、【例 2】のレジュメに基づいて、学生 B が、東北大学の研究グループ
が皮膚で光を感じるラットの育成に成功したという新聞記事の内容を説明してい
るところである。【例 6】では、学生 B は、なぜその実験を行うに至ったのか、光
が当たると皮膚はどのようなメカニズムでそれを感じるのかということを解明す
るために、実験が行われたということを伝えようとしているようである。しかし、

「～は何ですか」「何をさせますか」という質問の直接引用の形式を「～という問題
です」に続けようとしており、引用形式としては不自然なものになっている。こ
れは、文献の内容・構成を把握できていても、日本語学習者にとって、それを引
用の表現にうまく入れて伝えることは難しいという大島（2009）の指摘の通りで
ある。今後、話し方の指導をしていく中で、適切な表現を導入し、練習を用意す
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る必要があるであろう。

【例 6】学生 B の口頭発表の一部
その実験があります．（1.0）え：どしてその実験がしましたか．え：の：仕組み
は何ですか．この部分は何ですか．この部分は何ですか．これこのえ：光の（1.0）
色は何をさせますか．させるかどうか．え：という問題です．

（3）唐突な口頭発表の開始
　筆者らのクラスの学生の口頭発表の中には、聞き手に唐突な印象を与えてしま
うようなやり方で発表を開始するものがあった。【例 7】9 は、学生 D の口頭発表の
開始部である。学生 D は、日本の高層ビルの高さの基準と超高層ビルの耐震構
造に関する記事を選んだが、「超高層」ということばを聞き手が知らないかもしれ
ないと考えたようである。そこで、その言葉の意味を知っているか問いかけてい
る。聞き手への問いかけは、聞き手を積極的に参加させることができるという意
味では、有効である。また、聞き手が知らないであろう言葉を先に紹介しておく
ことも大切であろう。しかし、学生 D の問いかけは、やや唐突な印象を与える
ものである。「今日は『初の超高層、容量の基準に』という記事について説明します。
皆さん、超高層という言葉を知っていますか。」のように、まずは文献のタイト
ルを知らせ、その後で、聞き手が知らないであろう言葉の説明をするのがより自
然なのではないだろうか。開始部でまず何を言うべきかといった、ブックレポー
ト形式の口頭発表の体裁を整えることを学生に意識させる必要がある。

【例 7】学生 D の口頭発表の一部
皆さんこんにちは．皆さん超高層という言葉についてわかりましたか．わかっ
ていますか．超高層は何かわかりますか？（2.0）はい．え：超高層というのは
skyscraper という意味です .

（4）漢字の読み方やキーワードの発音の誤り
　工藤（2003）でも指摘されていたように、キーワードの発音や漢字の読み方が
正しくないために、口頭発表がわかりにくいものになってしまうケースがある。

9･ 口頭発表の元になったのは、「初の超高層、容量の基準に」『朝日新聞』（2012 年 3 月 3 日）。
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レジュメをチェックしただけでは学生が正しく発音できるかなどはわからないた
め、発表準備の段階で、漢字の読み方やキーワードの発音に焦点を当てた活動を
加える必要があるであろう。

5.	 おわりに
　以上に述べたとおり、ブックレポート形式の口頭発表のわかりにくさの原因に
は、テーマ選びや内容理解に関わるものと言語産出に関わるものの両方がある。
　まず、テーマ選びや内容理解に関わる問題には、（1）最終成果物であるレポー
トのテーマ選びを適切に行えなかったことが、文献選びと口頭発表にまで影響す
るということと、（2）文献の文章ジャンル特有の読み方を身につけていなかった
ために、レジュメの書き方や口頭発表のし方が不適切なものになってしまうとい
う問題があった。これらの問題は教師の指導方法や授業の組み立てに起因するも
のと考えられるため、次年度の授業実践の改善を図ることで解決できるのではな
いかと思われる。レポートのテーマ選びの段階から、教師が目を配ること、また、
文献読解の際には、文章ジャンルごとの読みが必要であることを学生に意識化さ
せるといった工夫が考えられるであろう。
　学生の言語産出に関わる問題には、（1）下位トピック間の移行の不自然さ、（2）
文献中に設定されている研究課題などの引用の不適切さ、（3）唐突な口頭発表の
開始、（4）漢字の読み方やキーワードの発音の誤りがあった。以上の問題のうち、

（4）の問題については、授業の組み立てを再考し、発表準備の段階での指導の工
夫で、･かなり改善することができるのではないかと思われる。（1）～（3）の問題は、
学生の日本語や口頭発表のスキルに関わるものであるため、解決には時間がかか
るであろう。しかし、定型表現など適切な表現形式を授業の中で導入し、談話構
造に注意を向けさせたうえで行う練習を考案することによって、改善を図ること
ができる可能性がある。
　以上の研究結果を生かし、今後、「総合日本語」授業のシラバスと教材の見直し
を行っていきたい。
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Oral	book-reports:	What	is	difficult	for	learners	of	Japanese?

OTSU Tomomi, YAGI Maki

This study analyses oral book-reports made by learners of Japanese who reside in 

Japan and study in an undergraduate level preparatory course. The purpose of this study 

is	to	unveil	the	factors	which	make	the	learners’	oral	book-reports	awkward	or	difficult	to	

understand. Through detailed analysis of the discourse of the learners’ oral book-reports it 

was revealed that there are factors which are related to the learners’ choice of essay theme 

and text comprehension, and ones which are related to speech production. The latter 

includes	(1)	awkward	topic	transitions,	(2)	improper	forms	of	quotations,	(3)	insufficient	

descriptions of newly introduced topics, and (4) mistakes of kanji readings and keyword 

pronunciations. 
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