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To Introduce Appropriately Words with Abstract Concepts;
Aiming to Develop Suggested Ideas to Support Japanese Language Teachers

SUZUKI Tomomi

Key Words: Words with abstract concepts, Intermediate level, Usage/Situation, 

 Introduction examples, “Ryoushin-teki”

The purpose of this paper is to examine the best method to introduce words with 

abstract concepts to Japanese language learners by providing the typical usage situation 

and context. Those examples help leaners to construct the schematic concept of the 

expression adequately and use the words in appropriate context. 

Some words and expressions with abstract concepts in intermediate level textbooks 

require additional usage explanations including appropriate situation and context in 

which the expression should be used. Ordinary dictionaries do not often provide the 

situation and context for such expressions. I have selected the word "Ryoushin-teki" as a 

case study. Comparing several dictionaries and actual usage examples in corpus, I have 

designed an introduction to show a typical and appropriate usage of the word. 

By examining more examples, I would like to gather resources accessible by 

Japanese language teachers, and learners who are interested in Japanese society and 

culture as well as language.
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Extensive Reading（多読）の実践
―「語り」から捉える読みの変化―

熊田　道子

【キーワード】･ Extensive･Reading（多読）、語り、語彙傾注型、内容傾注型

1.	 はじめに
　本研究の目的は、日本語中級前半レベルにおけるExtensive･Reading（多読）の
効果を検証することである。日本語教育においては、Extensive･Reading（多読）
の有効性が論じられつつあるものの、それらはExtensive･Reading（多読）期間終
了後に行われた事後調査によるものが主であり、その手法もアンケートが大半で
ある。そこで、本稿では、課題遂行中に言語報告を求めることで、読みの最中に
おける読み手の意識を調べることとする。Extensive･Reading（多読）の実践過程
の中期と終了期において、言語化された思考を比較することにより、読み手の認
知活動の変化を捉えることを試みる。

2.	 Extensive	Reading
2.	1		中級前半の「読み」における問題点
　中級前半の「読み」において、学習者側の問題点としては、未習の言語要素の処
理に時間がかかること、学習直後の漢字や語彙の意味の活性化がなされにくいこ
と、処理が自動化されていないことなどの問題点が指摘されている（鈴木1998）。
また、教育現場の問題点としては、学習者が接する日本語の文章が短く少ないこ
と、読みの学習スタイルの多くが精読型であり、言語要素の十全の理解が文章理
解の必須条件であると学習者が体得してしまうことが挙げられる（熊田2011）。

2.	2		Extensive	Readingの目的
　上記の問題点を解決するための手段として、以前からExtensive･Reading（以
下、ER）を中級前半レベル 1の読解クラスに取り入れている 2。初級レベルの学
1･ 本レベルは文型中心の初級集中コースを終了したレベルで、4技能を組み合わせて行う

総合型授業と、技能養成授業で構成される。
2･ 本研究は（熊田・鈴木2013a）からの一連のものである。ERの目的・定義・先行研究等、

研究の大枠は（熊田・鈴木2013a）と同じであるため、本稿にそのままの形で引用する。
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習は文型取得中心であり、まとまった量の文章を読み進める機会は少ない。その
ため、中級前半レベルで学習者は初めて「読む」ということに向き合うことになる。
　この段階でERを取り入れる目的は、次の2点である。

（1）･大量の文章を読むことで、視覚情報の処理がスムーズに行えるようになること。
（2）･既成の枠組みを押しつけられない読みを経験することで、学習者自身が自立

的に「読み」に向き合うことができるようになること。（熊田・鈴木2013a）

2.	3		本研究におけるExtensive	Readingの定義
　本研究においては、教師は学習者の主体性を尊重し、学習者の読み方に関して
何の制約もかけない。辞書を引く、難しいものを時間をかけて読むなど、自由な
やり方に任せている。そのため、本研究におけるERの定義は、「一定量以上のま
とまりのある文章を読む。その際、学習者は読む文章の内容、読み方に何の制約
も受けずに自由に読むこと」とする 3。（熊田・鈴木2013a）

3.	 先行研究
3.	1		英語教育におけるExtensive	Readingの実証的研究
　Extensive･Readingは日本語では「多読」と訳され、Intensive･Reading（「精読」）
に相対する読みのスタイルとして考えられている。
　英語教育における実証的研究としては、次のようなものがある。Robb･and･
Susser（1989）が日本人大学生を対象に行った実験では、読解ストラテジー習得
グループと多読グループでは、多読グループの方が内容理解の正確さと読みス
ピードの速さにおいて有意であった。また、多読を行うことにより、読みの能
力に加え、文章表現での正確さと流暢さ（Hafiz･and･Tudor･1989）、スペリング
力（Krashen･1989）、文法力（Hafiz･and･Tudor･1990）、口頭表現能力（Cho･and･
Krashen･1994）、語認識力（Day･and･Bamford･1998）等の向上が報告されている。

（熊田・鈴木2013a）

3.	2		日本語教育における多読の実証的研究
　最近では、日本語教育の現場においても多読が行われるようになってきた。初

3･「多読」の定義は現段階では統一されていない。そのため、他の研究者の行っている手法
を含め、一般的な総称として記述する場合は「多読」と記し、本研究の定義による場合は

「Extensive･Resdibg（ER）」と記すこととする。
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級から中級にかけての研究には以下のようなものがある。
　熊田（2011）は初級～初中級の非漢字圏学習者がERを行った結果、より長い文
章が読め、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、読みのスピードが上がったことを記し
ている。
　熊田（2012a）では、初級～初中級のER実践活動を報告している。学習者が各
自自由に読める環境を作ることによって、授業から「一斉」という要素を取り除き、
学習者に「有能さ」「自律性」「関係性」を感じさせるクラス設計を行った。その結果、
非漢字圏の学習者において、読みに対するストレスが軽減したり楽しさを感じる
ようになるなど、心理面でのプラス効果が見られた。また、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、読みの能力を伸ばす可能性も示唆し
た。
　熊田（2012b）は、非漢字圏初中級で生教材を読める学習者は、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ことを述べている。
　松井他（2012）は、初級後期～中級後期の学習者に多読を行い、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。
　熊田・鈴木（2013a）は、中級前半レベルの学習者に対し、注視と読後の内容自
由再生に対する変化の検証をした。その結果、ER開始期は注視回数が少なく、
長い注視も行われず、内容自由再生の割合も低かった。一方、ER終了期には長
い注視の増加と内容自由再生率の増加に加え、内容再生部分が全体に亘り、かつ
複合的なものになったということを述べている。
　熊田・鈴木（2013b）では、中級前半レベルに対するアイカメラの実験の結果、
ER終了期には注視回数・読みの所要時間・長い注視が増加したことから、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を述べている。（熊
田・鈴木2015）
　
4.	 本研究の目的
　以上のように、日本語教育においても、多読は読みの能力やモチベーションの
向上等に有効であるという先行研究の結果が見られる。しかし、前述したように、
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その有効性に関しては、多読終了後に行われた調査によるものが大半である。読
みの最中（課題遂行時）の研究に関するものとしては、熊田・鈴木（2013a・b）の
眼球運動の実験が該当するが、それ以外、管見の限りでは読みの最中における変
化を調べたものはない。そこで、本研究においては、日本語中級前半レベルにお
けるERの効果を調べる一手段として、1学期ERを継続している学習者に対し、
ER中期と終了期における読みの最中の意識を調べ、変化の有無を検証すること
とする。
　手法としてはthink･aloud･を用いる。think･aloud･は読みながら思考を言語化
する研究手法であり、読み手が内部で行っている認知活動が表出される（Ericsson･
and･Simon1980）。読みの最中の思考を調査することで、読後に行うアンケート
等とは異なる点を見つけられる可能性がある。

5.	 調査概要
5.	1		本調査の概要
　調査対象クラスは、中級前半の読解クラスである。1コマ90分授業のうち、
40分程度をERのために使用した。ER･を1学期間（13週間）のうち11回実施した。
ERを継続することで、学習者の読みに変化が見られるかについて、ER中期と
終了期の2回調べることとした。1回目の調査は、学期開始後6回目の授業の時
期に行い（以下、1回目の調査を「中期（の調査）」と表す）、2回目の調査は学期終
了期の12回目の授業の時期に行った（以下、2回目の調査を「終了期（の調査）」と
表す）。
　本調査の協力者は当該クラスを選択した学習者のうち、非漢字圏の4名である。
そのうち2回ともデータが採れた3名を分析の対象とする 4。3名は、大学の留学
生日本語教育センターで中級前半にプレイスされ、当該クラス以外に総合型授業
と技能養成授業のほぼ同授業を選択しており、調査時の日本語受講内容等日本語
学習環境は類似している。3名の出身国はそれぞれ、コロンビア、カンボジア、
アルメニアであり、母語はスペイン語、クメール語、アルメニア語である。調査
時現在までの日本語学習環境等学習背景は異なっている。

4･ 今まで筆者が単独、または共同で行ってきた研究においては、非漢字圏の学習者を対象
者としてきたため、本研究でも同様とする。
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5.	2		ERの方法
　ERの時間には、教室に多読向け読み物 5（総数約40冊）を用意する。学習者は
レベル、内容の制約なく、自由に本を選択し、自分の読みたい方法（精読、速読、
辞書使用の有無など、読み方に一切制限を設けない）で選択した本を読む。授業
担当者は基本的には学習者への指示等は行わず、援助者に徹する。授業開始後7
週目あたりまでは、教室を巡回しながら、学習者に対し質問等がないか一授業に
数回声掛けをし、個々の学習者の読みの状況を把握する。授業開始時には読書シー
トを配布する。読書シートには、内容・感想・語彙を記入する欄がある。ER時
間終了15分前頃から、学習者はその日に読んだ文章について、内容・感想を記
入する。辞書で語彙を調べた場合には、読書シートの裏面に記入する。語彙記入
の有無、記入言語は自由とする。ER時間終了5分前頃から、1～2名の学習者が
その日に読んだ文章の内容について口頭で簡単に紹介する。（熊田・鈴木2013a）

5.	3		調査の方法
　本調査では読んでいる最中の意識変化を調べることが目的であるため、思考過
程を表出する方法としてthink･aloudを用い、調査協力者には読んでいるときに
思い浮かんだことをすぐ口に出してもらうこととした。調査協力者が口頭で述べ
たことを、以下「語り」とする。
　調査は、調査協力者ひとりずつに以下の手順で行った。調査協力者はやり方に
ついての説明を受けたのち、通常のER授業で常設している読み物の中から読む
ものを自分で選択した。条件をなるべく通常のER授業と同様にすべく、読むも
のには全く制限をつけなかった。調査の時点で、ER授業時から読み途中である
本があれば、それを調査時に読むことも可とした。協力者は自分が読みたい本を
10分間自分が読みたいように読む。調査担当者（本稿筆者）は協力者の側に座る。
協力者は読んでいる最中に思いついたことを自由に口頭で述べる。協力者の「語
り」は、ICレコーダーで録音し、同時に調査担当者が観察を行い、音声該当部の
視線位置をチェックするなどした。協力者は担当者が側に座っているため、担当
者に話しかけたり質問をしたりすることもあった。自問ではなく、明らかに担当
者に対する質問であった場合、担当者はその問いに答えることとした。10分間
の読了後、フォローアップインタビューを行った。

5･ 主なものは「レベル別日本語多読ライブラリー」level1～ 4（アスク出版）
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　think･aloud･を行うにあたり、調査担当者が側にいることは、読み手に何らか
の影響を及ぼすことは考えられる。しかし、本調査の対象者は、ER授業活動中
に調査担当者が近辺にいることや、ERの最中に調査担当者と話したり質問した
りすることに慣れているため、通常のER授業の読みとそれほど大きな違いはな
いと思われる。本稿の調査の目的は、読後の内容自由再生等では図れない、読ん
でいる過程における変化を見つけることである。側に座り、学習者の読みの観察
を行うことで、課題遂行時の「語り」の分析をより精密に行うことができるため、
現段階では、この手法での調査を試みる。
　
6.	 調査結果
6.	1		分析方法
　録音したデータを書き起こし、プロトコルデータを作成した。プロトコルデー
タは発話内容に従って、タグ付けを行った。タグは以下の13項目となった。
　①語彙（辞書）…語彙の意味を辞書で調べる。②語彙（確認）…調査担当者に語
彙の意味を尋ねる。あるいは確認する。③語彙（判断）…語彙の意味を絵や文な
どから判断する。④語彙（現実）…語彙を現実世界と結びつける。⑤文（絵）…文
の意味を絵から判断する。⑥内容（確認）…1文以上のまとまりのある部分の内
容が難しかったとき、読み直すなどして確認する。⑦内容（ポイント）…1文以
上のまとまりのある部分の内容について、ポイントと感じたところを述べる。⑧
内容（要約）…1文以上のまとまりのある部分の内容に対する要約を行う。⑨内
容（コメント）…1文以上のまとまりのある部分の内容についての自問や自答、
感想等を述べる。⑩内容（現実）…1文以上のまとまりのある部分の内容について、
現実世界に関連した事柄を述べる。⑪文長…文の長さについて言及する。⑫書き
方…文章の表現方法について言及する。⑬読み方…自分の読み方について言及す
る。
　タグの①～⑩は認知活動のうち、意味理解に関する「語り」である。⑪と⑫は
認知活動のうち、言語形式に関する「語り」である。⑬はメタ認知活動に関する「語
り」である。本稿では、①～⑩の意味理解に関する「語り」を分析対象とする。①
～⑩のうち、①～④は、語彙を対象とした「語り」であり、⑥～⑩は1文以上の
まとまりのある部分の内容を対象とした「語り」であるため、それぞれをまとめ、
総数を記した。以下、①～④の語彙を対象としたものを「語彙」と記し、⑥～⑩
の1文以上のまとまりのある部分の内容を対象としたものを「内容」と記す。
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6.	2		分析結果
　表1は調査協力者のプロトコルデータを、発話ごとに上記13のタグに分類し
たものである。

表1　調査結果
「中期」の調査（1回目） 「終了期」の調査（2回目）

調査協力者 A B C A B C

本のレベル 6 Level･4 Level･1 Level･4 Level･3 Level･3 Level･4

本のジャンル 説明文 説明文 物語文 物語文 説明文 物語文

総発話数 7 14 11 7 9 11

①語彙（辞書） 2

5 11

2

4

1

4

1

3

2

4
②語彙（確認） 2 1 1 2 2

③語彙（判断） 4 2

④語彙（現実） 1 6 2

⑤文（絵） 1

⑥内容（確認）

0 2 4

1

3 6 7

⑦内容（ポイント） 3 1

⑧内容（要約） 1

⑨内容（コメント） 1 4 2 2 3

⑩内容（現実） 1 3

⑪文長 1

⑫書き方 1

⑬読み方 1 2

　

　表1の調査結果の「中期」と「後期」を比較した。その結果、調査協力者3名（A・
B・C）全員に、「語彙」を対象とした「語り」から、「内容」を対象とした「語り」へと
変化が見られた。
　Aは、「中期」は「語彙」を対象とする「語り」が多く（5/7）、「内容」を対象とする「語
り」はなかった（0/7）のに対し、「終了期」では半数近く（3/7）が「内容」を対象とす

6･ Level1は初級前半、Level2は初級後半、Level3は初中級、Level4は中級
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る「語り」になった。Bは「中期」は「語彙」を対象とする「語り」がほとんど（11/14）
であったのに対し、「終了期」では「内容」を対象とする「語り」（6/9）が「語彙」を対
象とする「語り」（3/9）の2倍になった。また、Cは、「中期」では「語彙」を対象と
する「語り」と「内容」を対象とする「語り」の比率（4/11）が変わらないが、「終了
期」では、「内容」を対象とする「語り」（7/11）が「語彙」を対象とする「語り」（4/11）･
の 2倍近くになった。
　次に、3名の「語り」を具体的に示す。Aは「中期」では「内容」に関する「語り」
がなく、主な「語り」は「この語は戦いの意味ですよね。（タグ②）」「藩…これ知ら
ない……これ、県みたいなものですか（タグ②）」のように、「語彙」の意味確認が
中心であった。しかし、「終了期」では「内容」に関する「語り」が半数近くを占め、

「これが一番簡単そう。これが一番難しそうかな。（タグ⑨）」といった登場人物た
ちの行為に対する推測を行ったり、「一番大変そうなの（＊「一番大変そうだと思っ
たもの」の意味）が一番最初に持ってきた。（タグ⑨）」と自らの問いに対する回答
を「語っ」たりしていた。
　Bでは、「中期」は「酒ずし。お酒から作ります？（タグ④）」や、（文中に「にぎり
ずし」という語彙が出てくると）「にぎりずしも有名です（タグ④）」といった「語
彙」に関する「語り」がほとんどであったが、「終了期」では、「この人も、1000円の
人と一緒。生活は同じくらい苦しい（タグ⑧）。でもすごく頑張ってえらいと。（タ
グ⑨）」のように、複段落に亘るまとまった「内容」に対する要約や感想などを「語
る」ようになった。
　Cは「中期」「終了期」共に、自分の読んだものを現実世界と結びつけて「語り」
を行っているが、「中期」には、「お雪は不思議なことに、十人の子の母親になった」
を読み、「『不思議なこと』はいつも日本のことで聞こえたから（タグ④）」と、「不思
議なこと」という一つの「語彙」をキーとして「語っ」ている。一方、「終了期」では、
冒頭部分「野菊の花が咲く季節になると、ぼくは必ず思い出すことがある。もう
十年以上も前だが、昨日のことのようだ。その時のことを思い出すと、今でも涙
が出る。」を読んで、「初めて（＊「初めのところ」の意味）読んで、この本を書いた
人は、野菊の話をして、何か思い出すと。私も思い出しました。私の思い出す花は、
ジャスミンだから、ふふふ。「その時涙が出る」と言って、私は反対。嬉しくなり
ますと思いました。ふふふ。大学の周りにジャスミンがありますから、お父さん
は育てて、私もそれを見たら懐かしくなって、お父さんを思い出しますと考えま
した。（タグ⑩）」と「語っ」ており、「花が咲く」「その時のことを思い出すと、涙が
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出る」のように段落全体の「内容」を「語り」の中に入れ込んでいた。

6.	3		考察
　このような調査協力者たちの「語り」の変化から、次のようなことが考えられる。
協力者の読みの最中における認知活動は、「中期」の段階では「語彙」に意識が傾注
しているが、「終了期」になると、「語彙」を超え、「内容」のまとまりに多くの意識
が向けられるようになっている。つまり、学習者が課題遂行中に行っている内的
な認知活動は、「語彙傾注型」から「内容傾注型」へと変化したことが窺われる。
　この意識変化は、調査時に読んだもののレベル変化や文章のジャンルの違いに
関わらず、同様の結果として表れている。「中期」と「終了期」の読みにおいて、調
査時に読んだもののレベル変化は、下降（A）、上昇（B）、同一レベル（C）と各々
異なっていた 7。また、読んだ文章のジャンルも、「説明文」→「物語文」（A）、「説
明文」→「説明文」（B）、「物語文」→「物語文」（C）、と異なっていた。それにも関
わらず、「語彙傾注型」から「内容傾注型」へという「語り」の傾向の変化は変わら
なかった。ここから、読むことに対する認知活動そのものが変化したと考えるこ
とができるのではないだろうか。

7.	 まとめ	
　以上、中級前半レベルのERを行っている学習者に2回 think･aloud･を実施し、
その「語り」の内容の変化を調査した。本調査の結果から、学習者がERを継続す
ることで、「語彙」という小さな表層的な単位から、より深層へと踏み込み、「内容」
へ意識の焦点を合わせることができるようになったと言えよう。
　読むことの本来の目的は、何が書かれているかといった内容を理解するための
ものであるが、外国語学習中の学習者にとっては、未知語等に意識を取られがち
である。そのような学習者がERを行うことで、読みに対する構えを変え、「語彙
傾注型」から「内容傾注型」の読みへと読みを変化させられる可能性を、今回の調
査結果は示唆している。

7･ クラス参加者たちは読み物を自由に選択するため、読むもののレベルは簡単なものから
難しいものへと段階的に進んでいくとは限らない。
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8.	 今後の課題
　今回の分析対象者は3名であり、あくまでパイロットスタディの域を出ない。
今後、調査協力者の人数を増やして、分析することにより、より明確な結果を示
すことができると考える。
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Practice of Extensive Reading
—Change	in	Reading	Identified	by	Talks

KUMADA Michiko

The purpose of this research is to study changes in the reader’s awareness during 

reading in order to verify the effectiveness of Extensive Reading (ER) for Japanese 

language learners in the early stage of intermediate level.

I introduced ER for a semester during an early stage of intermediate reading 

comprehension class and conducted surveys twice a semester; at the middle and the end 

of term. Among the students taking the ER lesson, three individuals, all of whom were 

from non-kanji countries, volunteered to be the subjects of this study. They performed 

the think-aloud in the middle of a 10-min reading session. I divided their protocol data 

into 13 different categories based on utterance contents and then studied changes in those 

contents.

After analyzing the data, it was observed that all three subjects displayed the same 

tendencies: In the middle of the semester, all of them spoke mainly about vocabulary, 

for example, they often asked the meaning of words. At the end of term, however, the 

subjects talked more about the contents of a sentence or multiple sentences. In this period 

it could be seen that their narrative was focused on the content of what had been written, 

for example, conjecture, pondering, summaries of multiple paragraphs, as well as their 

thoughts about the content. The style and level at which they read varied from person to 

person. Nevertheless, common tendencies were observed from all the subjects.

The purpose of reading is to understand the content of what has been written; 

however, there are lots of Japanese language learners who cannot concentrate on 

understanding the context because they tend to pay too much attention to unknown words. 

Based on the result of this research, it is suggested that the implementation of ER would 

possibly change the learner’s reading style from a vocabulary oriented one to a more 

context oriented one.
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