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〈報告〉

日本語教育における Extensive Reading（多読）の実践

熊田道子・鈴木美加

【キーワード】･ Extensive･Reading（ER）、多読、実践、授業の流れ、学習者の反応

1	 日本語教育における多読の先行研究
　英語教育では、多読の実践が多数行われているが、日本語教育においては多読
はまだそれほど一般的ではない。しかし、近年実践に関する論文が少しずつ見ら
れるようになってきた。本節では、先行研究として、授業内多読の実践結果に関
する論文等をいくつか取り上げ、レベル別に紹介する。
〈初級〉二宮（2013）は、初級クラスで 7 回（合計 260 分）多読を行った。その際には、
多読のルール 1 の理解、読みたい本を選び読み終わったら記録シートに記入、読
み物を味わうなどの指導を行った。最後に意識調査を行った。その結果、学習者
は、速読力、単語の知識、文法の理解、訳さずに読むことの向上を挙げ、自律性、
自己決定感、満足感、楽しさなどを感じていた。また、多読のルールに抵抗を感
じていなかった。
〈初級～初中級〉熊田（2011）2 は初級～初中級の非漢字圏学習者が Extensive･
Reading（ER）3 を行った結果、長さ・語彙・文法のレベルが総合的に高いものが
読めるようになり、漢字語彙に対する認識力が向上したこと、また学習者自身の
自己認識として、スピードが上がったことを記している。
　熊田（2012a）は、「読む行為は個人のものである」という読解授業観に基づく、
初級～初中級の ER 実践活動を報告している。クラス活動においては、読解クラ
スの授業から「一斉」という要素をできる限り取り除き、学習者に「有能さ」「自律

1･ ここでいう多読のルールとは、粟野他（2012）に記載されている「やさしいレベルから読
む。辞書を引かないで読む。わからないところは飛ばして読む。進まなくなったら他の
本を読む。」を指す。二宮（2013）では内容理解に影響する場合は単語をその時点で調べる
ことを許可。

2･ 熊田（2011）（2012a）（2012b）、熊田・鈴木（2013a）（2013b）、の授業概要は本稿の 3 で詳
述したクラス活動を基本としているため、詳細は省略する。

3･ Extensive･Reading（ER）は日本語では多読と訳されることが多いが、筆者らは、筆者ら
の授業形態を ER と称してきたため、本稿でも ER という呼称を使用する。
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性」「関係性」を感じさせるクラス設計を行った。その結果、漢字圏の学習者との
読みの一斉授業でストレスや苦手意識を感じていた非漢字圏の学習者は、読みに
対するストレスが軽減したり楽しさを感じるなど、心理面でのプラス効果が見ら
れた。また、初級・初中級のレベルであるにもかかわらず、語彙や文法のコントロー
ルが一切行われていない日本人向けに書かれた文章を読めるようになった学習者
もおり、「一斉」という枠を外すことで、読みの能力を伸ばす可能性も示唆した。
　熊田（2012b）は、非漢字圏初中級の学習者で生教材を読んでいる学習者は、文
章の漢字の形態を利用して大意を把握するストラテジーを身につけていると述べ
た。
〈初級後期～中級後期〉松井他（2012）は、初級後期～中級後期の 4 クラスを対象
に、多読を 5 ～ 9 回行った。（1 回 15 ～ 40 分）。多読の際には多読のルール（粟野
他 2012）を守らせた。初級後期のクラスでは「レベル別日本語ライブラリー」の 1・
2 を、中級後期のクラスではレベル 3・4 と WEB 上の記事を教材とし、学習者が
最後まで読めなかった場合は、続きを翌週読むか、図書館で借りるかすることと
した。多読期間終了時にアンケートを行った。その結果、学習者は日本語力が向
上したと感じ、読むことに対する達成感や自信を得、モチベーションも向上した
と述べた。
〈中級前半〉熊田・鈴木（2013a）は、日本語中級前半レベルにおける ER の効果を
明らかにするために、アイカメラを利用して、注視と内容再生の変化を検証した。
その結果、ER 開始期は注視回数が少なく、長い注視も行われなかった。また、
内容再生のアイデアユニット数も少なかった。一方、終了期には長い注視が増え
たこと、内容再生ではアイデアユニット数の増加に加え、内容再生部分が全体的
複合的になったことを述べている。
　熊田・鈴木（2013b）では、日本語中級前半レベルにおける ER の効果として、
注視回数、読み所要時間・長い注視の増加から、読み手自身が理解に向けた注視
を増やすことにより、読みのコントロールを行っていること、内容再生に関して
は、物語の出来事を関連付けながら構造化し、具体的で生き生きとしたイメージ
を表出できるようになっていることが述べられている。
〈中級と中級後半〉二宮他（2013）は、異なる学校において中級クラス（5 回各 45 分）、
中級後半クラス（10 回平均 20 分）での多読を行った。多読のルールを説明し、1
冊終わったら記録シートを記入させた。教師は学習者が難しすぎるものを読んで
いないか等観察し、適宜支援を行った。多読期間終了時に学習者の意識調査を行っ
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た。両クラスで動機づけへのプラス作用の効果が見られた。また、最初は多読の
ルールに違和感を感じた学習者も、最後にはその意義に気づいた。
〈上級〉川名（2012）は上級者 5 名を対象に多読を 9 回行った。（1 回 20 ～ 40 分）。
多読の際には、多読のルール（粟野他 2012）を徹底させた。「レベル別日本語ライ
ブラリー」を使用教材とし、授業の回ごとに、0 レベル～ 4 レベルまで本のレベ
ルをコントロールした。授業では読書記録をつけさせた。学生からの質問には一
切応じなかった。多読期間終了時にアンケート調査を行った。その結果、「達成
感を感じた」「普通の本も読んでみたくなった」などのコメントがあった。また、
未知語があった場合のストラテジーとしては、「文脈から推測した」が多く使用さ
れ、「絵から推測した」「無視して読んだ」なども使用されていることがわかった。
　その他、授業内多読ではないが、三上他（2011）は、初級～中級前期のチェコ
の学生 23 名を対象に、多読用教材を配布し、時間があるときに辞書を使わずに
読むように指示した。4 週間後、語彙テストを行った。その結果、作中に高頻度
で出現した語がより多く習得されたと述べている。
　粟野他（2012）では授業内外での実践報告を6掲載している。多読の効用として、
日本語の読みへの慣れ、読むことの楽しさ、読む速度・読解試験の得点・文章表
現力等の向上が記されている。しかし、詳しいデータは記載されていない。
　
2	 本稿の目的
　以上のように、日本語教育においても少しずつ多読の実践が増加しつつある。
しかし、管見の限りでは、具体的に授業担当者がどのような形で授業の運営をし、
学習者がどのように反応をしているのか、また、一学期を通し、学習者の態度に
どのような変化が見られるのかといった点について、あまり具体的な報告はなさ
れていない。
　筆者は東京外国語大学と他大学の 2 校で、日本語 ER の実践授業を 3 クラスに
おいて複数期連続して行っている。3 つのクラスはレベル・タイプが異なってい
る。学習者やクラスサイズも毎期異なっている。しかし、複数期を連続で担当す
ることによって、期ごとの異なりはあるものの、ある程度共通した状況も観察す
ることができている。そこで、本稿においては、筆者が授業を担当した ER 授業
の実践報告を行う。2 校 3 クラスの授業状況を報告することで、筆者の ER 授業
では学期を通してどのような活動が行われ、どのような変化が生じるのか、概観
を示すこととする。
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3	 実践の報告
　本実践報告は、筆者の授業中及び授業後の記録に基づくものである。筆者が授
業を運営しながら取った記録であるため、見落とし等もあり十分な記録とはなり
得ていない点も多い。その一方で、同様の記述報告が見当たらないことから、資
料としての役割を担えるものと考え、一つの実践報告として ER 活動の流れを記
述することとする。
　以下では、授業の主な流れ、授業担当者の行動、学習者の行動・反応について
記す。記述に当たっては、次のようにする。
　授業の記述は、複数期の記録をまとめたものである。授業担当者の行動や観察
される学習者の反応は、期によって授業回に異なりがある。そのような場合は複
数期の授業回の平均となる回に記すこととする。1 期のみ観察された事象は省略
する。
　記述内容は、それ以前の授業回との変化を中心に記す。ある授業回、あるいは
1 クラスにのみ記述されている事象であっても、学習者やクラスの個々の状況と
変化には幅があるため、なだらかな変化のもと、その周辺回や他クラスでも見ら
れるものである。そのため各記述は当該回（クラス）のみに限定的な事象である
ことを示してはいない。当該回（クラス）に多く観察されたことを示すものである。
　表の左側には授業の主な流れと授業担当者の行動を記す。右側には学習者の行
動・反応を記す。❶のような●の数字は授業回数を、①のような○の数字は授業
内で行われることを示す。表の左と右の数字は内容が対応している。（対応のな
い場合、○のみで記していることもある。左側では○数字の下位項目をⓐ等アル
ファベットで示し、右側では○数字の下位項目を㋐等カタカナで示す。紙幅の関
係上、複数のクラス、複数の回で同様の記述事項があった場合には、表中にその
旨を記し割愛する。複数クラスで共通に行ったこと、見られたことは、なるべく
同じ表現で表すこととする。
　記述にあたっては、全 ER 活動期間の中での流れを中心とする。前の回の学習
者の反応を見て、次の回での担当者の活動方針を決定するが、そのような経緯は
表中に特に記さない。（例：クラス 1 ❺右②「学習者は質問のある時は、自ら積極
的に手を挙げるようになってくる」そのため、❻左①「一人ずつ声をかけずに自
主的な質問を待つ形に授業形態を変更する。ただし、自分から質問をしにくい学
習者もいるため、そのような学習者には、担当者からの声掛けを続行する」）
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3.	1	 クラス14

参加者：中級前期レベル平均 10 名程度　国籍：4 か国以上・漢字圏非漢字圏混在
ER 回数：授業期間 15 回中 13 回　ER 時間：1 回 20 ～ 50 分（平均 30 ～ 40 分）
回
数

授業の主な流れ
授業担当者の行動

学習者の行動・反応
［　］はそれに対する担当者の対応

❶ ◎オリエンテーション
①教室に本を持って行く。日本語多読用
図書 5 約 50 冊
② ER の説明
②ⓐ自分の読みたい本を自由な読み方で
読んでよい②ⓑ選択した本の難易や内容
不適等の理由で読みにくいと感じた時は
いつでも本を変更してよい②ⓒ授業担当
者（以下担当者）は援助者であるので質問
等いつでも話してよい②ⓓ「読書シート」
を配布するので内容と感想を書き授業の
最後に提出する。
③本の提示。本を教室の空いている机上
に並べ、学習者が自由に見られるように
する。
③ⓐ初回なので、学習者が本を読むこと
よりも、どんな本があるのかを知っても
らうことを目的とする。

③本を手に取り、パラパラと見ては別の
本を手に取る。

❷ ①読書シートの使い方の説明
①ⓐ「読書シート」を配布するので内容
と感想を書き授業の最後に提出する①ⓑ

「読書シート」の空欄部を全部埋める必要
はない①ⓒ裏のワードリストは任意であ
り、提出のためではなく自らの辞書とし
て使用するためのものである。そのため
意味は母語で記入しても構わない。①ⓓ

①㋐英語でのシート記入が可能かどうか
質問がある［可能であると回答］
②㋐本の並べてある場所に大勢の学習者
が集まっている。本を手に取りパラパラ
と見ては別の本を手に取る。10 分程で各
自読みたい本が決まる
②㋑学習者の読むもののレベルは初級前
半～中級まで様々である

4･ クラス 1 は東京外国語大学留学生日本語教育センター中級前期読解クラス、クラス 2 は、
東京外国語大学留学生日本語教育センター中級中期読解クラス、クラス 3 は早稲田大学
日本語教育研究センターテーマ科目「好きなスタイルで・自分のペースで本を読む」で
行ったものである。

5･ アスク出版「レベル別日本語多読ライブラリー」等
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❷ ER 時間が短い時は読書シート提出を求
めない
② ER の開始

③学習者が読み始めて落ち着いた頃を見
計らってから、読んでいる学習者の間を
巡回し、一人ずつ声掛けをする。
③ⓐ声掛けは、「どうですか」等ごく簡単
に、全期を通しほぼ同じ表現で行う

②㋒囁き声で音読をする学習者が数名い
る
②㋓鉛筆等で一文字ずつ追いながら、文
の要素を全て理解することに腐心してい
る学習者が数名いる。
③㋐声掛けに対しては「面白い」「大丈夫」
など肯定的な返答が多い。
③㋑質問がある学習者は、声掛けの時に
質問してくることが多い。
③㋒質問の内容は、シートの使い方、語
彙の意味、難しい個所の内容確認等、授
業のやり方、読み物の内容など多岐にわ
たる。
③㋓読んでいるものに対するコメント
を、声掛け時に話してくる学習者も多い。

「この話は知っている」「日本の昔話は好
きだ」等

❸ ① 3 回目以降はすぐに読みを開始する。
②読書シートの返却 6 を行う
③読んでいる学習者の間を巡回し、一人
ずつ声をかける。

①㋐囁き声で音読をする学習者が数名い
る。
①㋑鉛筆等で一文字ずつ追いながら、文
の要素を全て理解することに腐心してい
る学習者が数名いる。

❹ ①読んでいる学習者の間を巡回し、一人
ずつ声をかける。

○音読（囁き声）をしなくなってくる。
○シートを返却すると、ほとんどの学習
者が訂正部と担当者のコメントに目を通
している。

❺ ①読んでいる学習者の間を巡回し、一人
ずつ声をかける。
①ⓐ語彙に関する質問に対しては、学習
者と共に挿絵を見、挿絵から推測できな
いか検証するようにする。

①㋐わからない言葉として登場人物の名
前を聞く。主要登場人物の名前であるた
め、何度も出てきているはずだが、複数
が同じ質問をする。
②質問のある時は、自ら積極的に手を挙
げるようになる。

6･ 読書シートの返却は基本的に授業開始直後に行う。提出された読書シートへの対応は次
のようにする。①文法や内容の訂正を行う。②学習者が記入した内容や感想に対して、
コメントを記載する。訂正とコメントへの記載色は異なるものにする。③ワードリスト
の漢字、読み方等の表記ミスを直す。
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❻ ①一人ずつ声をかけるのはシートの返却
時のみとする。
②開始後しばらくしてから、質問をしな
い学習者のみに声をかける。
③教室内の巡回は行う。

○縦に読むことに慣れてきた学習者が増
えた（複数の学習者のコメント）

❼
❽

①一人ずつ声をかけるのはやめる。
②開始後しばらくしてから、質問をしな
い学習者のみに声をかける。
③教室内の巡回は行う。

❾ ①教室巡回の間隔を空ける。20 分に 1 回
程度にする。

①学習者たちの質問が少なくなる。

� ①教室巡回の間隔を空ける。20 分に 1 回
程度にする。

� ①教室巡回は 1 回のみとする。 ①学習者からの質問の質が変わってく
る。
①㋐日本語を理解したうえで、自分の常
識からずれている内容について、確信が
持てない時に質問をする。一緒に内容を
確認し、説明すると、「それは変だと思っ
た」といったコメントが返ってくる。

�
�

①教室巡回は 1 回のみとする。 ①学習者達の質問が少ない。自立した読
み手として自分で問題解決を図っている

3.	2	 クラス2
参加者：中級中期レベル平均 15 ～ 20 名程度･国籍：6 か国以上・漢字圏非漢字圏
混在
ER 回数：授業期間 15 回中 13 回　ER 時間：1 回･20 分～ 50 分（平均 30 ～ 40 分）
回
数

授業の主な流れ
授業担当者の行動

学習者の行動・反応
［　］はそれに対する担当者の対応

❶ ◎オリエンテーション
①教室に本を持って行く。日本語多読用
図書、母語話者向けで平易な日本語で書
かれた本等、併せて約 80 冊。
②【クラス 1 ❶② ER の説明】に同じ
③【クラス 1 ❶③本の提示】に同じ

③【クラス 1 ❶③】に同じ
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❷ ①【クラス 1 ❷①読書シートの使い方の
説明】に同じ
② ER の開始

③【クラス 1 ❷③巡回と一人ずつ声掛け】
に同じ

②㋐本をゆっくり選ぶ学習者が多く、本
の並べてある場所に大勢の学習者がい
る。本を手に取り、パラパラと見ては別
の本を手に取る。10 分程で各自読みたい
本が決まる。
②㋑自分のレベルより易しいレベル（レ
ベル 2 ～ 3）、同等のレベル（レベル 4）、
難しいレベル（母語話者向けに書かれた
もの）の 3 パターンに分かれる。
③【クラス 1 ❷③㋐～㋓】に同じ
③㋔担当者に好きな作家の本について何
を読んだらいいか相談する。

❸ ① 3 回目以降はすぐに読みを開始する。

②読書シートの返却を行う

③読んでいる学習者の間を巡回し、一人
ずつ声をかける

①自分の本を持参して読む学習者が数名
いる
②シートを返却すると、ほとんどの学習
者が訂正部と担当者のコメントに目を通
している。
③学習者からの質問の内容は、漢字の読
み方や語彙の意味が多い。

❹ ①読んでいる学習者の間を巡回し、一人
ずつ声をかける。
①ⓐ人数が多いため、あまり巡回できない。
①ⓑ学習者が、周囲の他の学習者に質問
をしている様子が見られた場合には、担
当者から「大丈夫？」と声をかける
②日本語多読用図書ではない本（一般書）
を読んでいる学習者には特に注意を払う。

①巡回を待って、質問をまとめて準備し
ている学習者が多い。

②母語話者向けの本を読んでいる学習者
は、漢字の読み方に苦戦をしている。担
当者の巡回を待って、漢字の読み方をま
とめて聞く。

❻ ①【❻①右：学習者のシート】に書かれて
いたコメントへの対応として、全員に口
頭で「大変だったら本を替えていい」「わ
からない言葉を全部辞書で調べなくてい
い」と伝える。【❷①読書シートの使い方
で説明済み】
②記載した学習者にはシート上と教室巡
回時に改めて①を伝える。
③読んでいる学習者の間を巡回し、一人
ずつ声をかける。

①【学習者のシート】のコメント
母語話者向けの本を選択した学習者の
シートに、「わからない言葉が多くて大
変」との記載がある。
①㋐学習者の反応は 2 種に分かれる。「全
部知りたいから全部調べたい」と「調べる
言葉を選別する」
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❼ ①読んでいる学習者の間を巡回し、一人
ずつ声をかける。

○質問のある学習者は、自ら積極的に手
を挙げるようになってくる。

❽ ①一人ずつ声をかけるのはシート返却時
のみとする。
②開始後しばらくしてから、質問をしな
い学習者のみに声をかける。
③教室内の巡回は行う。

○多読用図書を読んでいる学習者の中
に、漢字の読みを隠しながら読んでいる
学習者が複数いる。

❾ ①一人ずつ声をかけるのはシート返却時
のみとする。
②開始後しばらくしてから、質問をしな
い学習者のみに声をかける。
③教室内の巡回は行う。

③学習者からの質問の質が変わってくる。
③㋐日本語を理解したうえで、自分の常
識からずれている内容について、確信が
持てない時、理解できない時に質問をす
る。一緒に内容を確認し、説明すると、「そ
れは変だと思った」といったコメントが
返ってくる。

�
�

①教室内の巡回のみ。教師からの声掛け
は行わない。

①学習者達の質問が少ない。自立した読
み手として自分で問題解決を図っている。

�
�

①教室巡回は 1 回のみとする。 ①学習者達の質問が少ない。自立した読
み手として自分で問題解決を図っている。

3.	3	 クラス3

ER を目的としたクラス。参加者：定員は 35 名。30 ～ 35 名参加する期が多い。
レベル設定は初中級だが、実際には初級～超級まで様々なレベルの学習者が混在。
国籍：10 か国以上・漢字圏非漢字圏混在。ER 回数と時間：授業期間 15 回のう
ち 13 回× 90 分
回
数

授業の主な流れ
授業担当者の行動

学習者の行動・反応
［　］はそれに対する担当者の対応

❶ ◎オリエンテーション（40 分× 2）
①教室に本を持って行く。日本語多読用
図書、母語話者向けで平易な日本語で書
かれた本等、併せて約 80 冊。
②クラスの概要について説明。
②ⓐ【クラス 1 ❶② ER の説明】に同じ
②ⓑ（②ⓐに付加：読みたい本（文章・漫
画等）があれば、自由に持ってきて読ん
でよい）。
②ⓒ【クラス 1 ❷①読書シートの使い方
①ⓐ～①ⓒの説明】に同じ

①本を見たい学習者は自由に見る。
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❷ ①【クラス 1 ❶② ER の説明】に同じ
②【クラス 1 ❷①読書シートの使い方①
ⓐ～①ⓒの説明】に同じ
③ ER の開始

④本を教室の教卓や前列に並べ、学習者
が自由に見られるようにする。
④ⓐ ER 初回なので、個人的に声をかけ
るというより、教卓周辺の全員に本の特
徴（レベルやふりがなの有無など）を何度
も説明をする。

⑤教卓周辺の学習者が全員本を選び自席
で読み始めてから、読んでいる学習者の
間を巡回し、一人ずつ声をかける。

②日本語以外でのシート記入が可能か質
問がある。［英語なら可能であると回答］
③㋐本を持参した学習者は、すぐに読み
始める。
③㋑オリエンテーションに参加した中上
級レベル以上の学習者は、本を持参して
いる人が多い。
④㋐初級～中級の学習者、中上級以上で
本を持参していない学習者は、担当者が
持ってきた本から選ぶために、教卓や前
列付近に集まり本をぱらぱらと見てい
る。本がすぐに決まり席に戻る者もいれ
ば、暫く教卓周辺で一通りの本に目を通
す者もいる。
⑤【クラス 1 ❷③㋐～㋓】に同じ
⑥囁き声で音読をする学習者から読み慣
れた雰囲気で本を手にしている学習者ま
で様々である。

❸ ① 3 回目以降はすぐに読みを開始する。
②学習者が教卓周辺にいる間は、なるべ
く教卓付近にいるようにし、本の選択に
迷いが見える学習者には声をかけてみる。
③教卓周辺の学習者が全員本を選び読み
始めてから、読書シートの返却を行う。
④シートの返却を行いつつ、学習者から
の質問に答える。
⑤学習者からの質問が多いため、以降の
時間は質問への対応となる。

②教卓周辺には学習者が大勢集まり本を
見ている。
②㋐ 20 ～ 30 分教卓周辺で本を見ている
学習者や、一度席に持って行った本を 15
分程で替えに来る学習者などがいる。

⑤質問が多い。質問内容は、漢字の読み
方、意味内容の確認、漫画の見方など、
様々ある。

❹ ①【クラス 2 ❻①②】に同じ
②教卓周辺の学習者が全員本を選び読み
始めてから、読書シートの返却を行う。
③学習者からの質問が多いため、以降の
時間は質問への対応となる

①【クラス 2 ❻①・①㋐】に同じ

③質問が多い。積極的に手を挙げる学習
者たちが多い。授業方法についての質問
はなくなり、読んでいるものに関する質
問がほとんどとなる。
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❺ ①授業の開始期に読書シートの返却を行
う。なるべく一人ずつ声掛けをしながら
シートを返却するようにする。返却時に
は学習者レベルと読んでいるものを照合
させる。
②学習者からの質問は多いため、読書
シートの返却の合間に、質問に回答して
いく。
③選んだ長編を変更した学習者には声を
かけてみる。

○学習者が教卓周辺で本を選ぶ時間が短
くなる。
①長編を読んでいる学習者が、シートが
早く返却されるのを待っている。［長編を
読んでいる学習者には早めに返却するよ
うにする］
③長編を選んだ学習者の中から、最初に
選択した本が自分に合わないと感じ、本
を変更する学習者が出てくる。特に、自
分の言語レベルより高いものを選んだ場
合に多い。

❻ ①授業の開始期に読書シートの返却を行
う。なるべく一人ずつに声掛けをしなが
らシートを返却するようにする。学習者
とレベル、読んでいるものを照合させな
がら声掛けをする。

①シートを返却すると、ほとんどの学習
者が訂正部と教師のコメントに目を通し
ている。

❼
❽

①シート返却時には、先週読んでいた本と
今週の本のレベル内容差を大まかに確認。
②シートに質問が書かれていることもあ
るため、返却の際にその問いに口頭で答
えるようにする。（シートにも回答は記入）
③読んでいる学習者の間を巡回し、一人
ずつ声をかける。（声をかける回数は 1 回
のみ）

③少しずつ質問が減っている。

❾ ①読んでいる学習者の間を巡回し、一人
ずつ声をかける。（声をかける回数は 1 回
のみ）

�
�

①一人ずつ声をかけるのはシート返却時
のみとする。
②教室内の巡回は行う。

○それぞれが読みのスタイルを確立し、
自分なりの時間の使い方を獲得している
様子

�
�

①巡回のみにし、担当者から声はかけな
い。

○学期末が近づいてきたため、それに向
けて読む態度が少しずつ変化している。
学期の最初に目標を定めておくことはし
ないが、自らが自然と定めた目標に向け、
努力する姿が窺われる。シートには、そ
のような表現がしばしば見られるように
なる。
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�
�

例：「今学期が終わる前に、この本を読み
終えたい」「今学期のうちにもう一つ上の
レベルの本を読みたい」など。

� ①巡回のみにし、担当者から声はかけな
い。

○最後の読む機会であるため、自分なり
の目標を達成しようと必死に読んでいる
者、まだ読んでいない本を読み切ろうと
する者、目標を達成したため余裕の態度
でいる者など様々である。

4	 3クラスに共通する流れ
　以上、3 クラスにおける授業の主な流れ、授業担当者の行動、学習者の行動・
反応を記述した。担当者の行動は、3 クラスでなるべく同一とするようにしてい
る。ここでは、学習者の行動や反応で 3 クラスに共通するものを抽出する。
　ER 授業開始期には、学習者は自身の読みたいものと、読むものや読むことに
対する気持ちと、能力のすり合わせを行っている。様々なレベル、多様な内容の
本を手に取り、自身でいろいろな尺度から本と気持ちと能力の兼ね合いを測りな
がら本を選択し、どのようなものが自分に合っているか試行している。
　本クラスで初めて本を手に取る学習者も多いため、縦書きや長文、漢字や語彙
の多さなど、様々な問題にぶつかりながら読みを体験する。この段階では担当者
を頼ることが多く、質問が多い。また、初めて本を読む高揚感からか、読んでい
るものに対するコメントも多く聞かれる。
　中盤期になってくると、本を手に取ることや日本語のまとまった長い文章を読
むことにも慣れてくる。落ちついて日本語の文章と対峙することができるように
なり、自分の力と自分の選択した本との関係について冷静に捉えられるようにな
る。本の難易に対する判断、自分の意思や読む目的とを照合させ、本やレベルを
変更する者がでてくる。また、自分の読みの目的に応じた読み方（わからない言
葉はきちんと調べたい、大意が把握できればいいのでわからない言葉は読み飛ば
すなど）をするようになる。
　後半になってくると、担当者の力をあまり必要としなくなる。自分の読みの方
法を確立するとともに、自分の問題を解決するストラテジーを身につけ、問題を
自力で解決するようになってくる。
　ER 全期を通し学習者達の反応・行動の変化を概観してみると、その変化の過
程は学習者達が自律的な読み手としての自己を獲得していく変遷であると言える
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のではないだろうか。
　
5	 終わりに
　本稿では実践を三つ報告した。学習者・クラス・レベルは異なっているが、参
加者の変化の過程には共通した点が多く見られた。ER 実践の報告の一つとして
参考になれば幸いである。

【付記】
　本研究の一部は、科学研究費基盤研究 C 課題番号 25370580「日本語の多読の効
果の検証と学習モデルへの位置づけ」（代表･鈴木美加）の助成を得て行ったもので
ある。
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Study Report: Extensive Reading Practice in Japanese Language Class

KUMADA Michiko, SUZUKI Mika

In this paper, We describe practical studies of extensive reading carried out during 
some Japanese language 

education courses in Japanese universities right now.
In addition, We report on the extensive reading classes we are currently practicing. 

We started the courses in 
two schools in Tokyo. Two are the intermediate level, and one is no level. Their 

class sizes are 15~30 members. Nationalities of the students are multinational in all three 
classes, and those countries are mixtures of Kanji-written and non-Kanji-written areas. 
In two of the three classes, we allotted 20 to 50 minutes for an extensive reading activity 
during each 90-minute lesson. In one of the three classes, we allotted 90 minutes. In 
the report, we indicated how the teacher and students acted (or reacted) to the activity 
throughout the semester.

The	common	findings	were	recorded	according	to	the	stages	of	the	course	with	all	
three classes.

At the beginning of the ER course, the learners experienced problems while reading 
Japanese, due to lack of knowledge with Japanese grammar, vocabulary, and phrases; 
many of the students had never picked up a single Japanese book before the course. We 
received the impression that the learners recognized a gap between their desire to read and 
their own reading ability in Japanese. They had to decide whether they should continue 
trying	or	avoid	reading	because	it	was	difficult	for	them.	In	this	period,	they	asked	lots	of	
questions and made lots of comments. They also interacted a lot with their instructor.

   In the middle stage of the lecture, the students became accustomed to reading 
books or large amounts of Japanese text, and they were able to confront Japanese 
sentences more easily. They became capable of reading Japanese according to the purpose 
of their reading.

In the late middle to last stage (i.e. the latter half) of the course, the learners didn’t 
need much help from the instructor. They had established their own problem-solving 
ways as well as their own reading methods. 

Observing the changes in their reading activities through the entire course, it can be 
said that the learners developed their abilities to be autonomous readers.
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