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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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国費学部留学生のSNSの利用に関する探索的考察

小松　由美

【キーワード】･ 国費留学生、インターネット、スマートフォン、SNS、睡眠

1.	 はじめに
　2015年夏、長年通信教育「Z会」を手掛けてきた増進会出版社、新たにネットワー
クを活用した教育サービス事業を立ち上げたソニー・グローバルエデュケーショ
ンの両社が、小中高校の教育向けSNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービ
ス）をアメリカから世界展開するエドモドとの業務提携を発表した（日本経済新
聞･2015、ソニー･2015）。わが国の教育分野でのSNS活用の進展が予想され、エ
ドモドなどのプラットフォームで初等・中等教育を受けた留学生の受入れを考え
る時代を迎える。ICT環境が整い、SNSを利用しやすい環境となったが、ネッ
トセキュリティーやネット依存など、SNSの利用に関連する課題にも直面して
いる。
　日本で学ぶ留学生の6割以上が東アジアの近隣地域（中国、韓国、台湾）から
の学生である（日本学生支援機構･2015）一方、文部科学省2013年発表の留学生受
入れ戦略では国費外国人留学生制度の拡充や受入れ重点地域（ASEAN、南西ア
ジア、ロシア及びCIS諸国、アフリカ、中東、南米、中東欧、米国等）が謳われ、
近隣地域以外からの留学生を受入れる環境を整える必要がある。留学生に関する
先行研究は近隣地域からの学生が対象となることが多いが、この小文では、留学
生の多様化に向けて、国策により日本語力を問わずに世界各国から採用されてい
る国費学部留学生のSNS利用を探索的に考察する。

2.	 研究方法
　世界各地の日本大使館の推薦で採用され、東京の国費留学生予備教育機関に在
籍する国費学部留学生を対象として、1日にインターネットを利用する長さ、利
用する携帯電話やSNSの種類、睡眠について、2015年 2～ 3月と4月に質問紙
調査を実施した。対象者は、2014年 4月に入学した24カ国からの60名（男33名、
女27名）と2015年 4月に入学した26カ国からの47名（男29名、女18名）の計
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107名であり、調査時に同機関に国費学部留学生として在籍していた全員である。
来日時（各年4月1日）の年齢は17歳から21歳で、日本語力は未習から上級まで
様々であるが、入学時のアセスメントで日本語既習（上級）クラスに配置された
者は、2014年度生60名中26名、2015年度生47名中23名であった。2014年度
生は調査時には入学後11カ月が経過しており、入学時に初級であった者も、ほ
ぼ日本語上級レベルに達している。出身地域と人数は表1のとおりである。表1
のアジアには東アジアも含んでいるが、日本学生支援機構によると2014年 5月
に日本の全留学生の63.2％を占めていた中国、韓国、台湾からの学生は、この
調査では両年度とも9名ずつの計18名で、16.8％である。
　総務省の情報通信白書で紹介された各国での関連する調査を参考にしながら、
上記質問紙調査で得られたデータを探索的に考察する。

表1　地域別人数　（　）内は国の数

2014年 2015年 計

アジア 44（10） 31（12） 75（14）

北米 1（1） 0 1（1）

中南米 6（4） 8（6） 14（8）

大洋州 1（1） 0 1（1）

ヨーロッパ 7（7） 4（4） 11（9）

中東 0 1（1） 1（1）

アフリカ 1（1） 3（3） 4（4）

3.	 考察
3.	1		スマートフォンの普及
　総務省（2014）の平成26年度通信情報白書によると、2013年度末、我が国の
携帯電話出荷台数のうち75.1％がスマートフォンであった。スマートフォンは、
日本では20代を中心に30代、10代に浸透しているが、韓国やシンガポールで
は10代から50代まで浸透しており、国によって差がみられる。世界のSNS利
用状況やモバイル端末保有状況等をまとめたメディアエージェンシーのWe･are･
social（2015）によると、ウェブサイト閲覧の3分の1は携帯電話によるものだ
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が、シェアは地域により異なり、パプアニューギニアではインターネット閲覧の
89％が携帯電話によるものである一方、カリブ海の小さな島々では0.1％に過ぎ
ないという。開発途上国のIT環境が整い、スマートフォンの普及が目覚ましいが、
世界各地から採用される国費学部留学生は自国でスマートフォンを所有していた
のだろうか。また、2014年度生より2015年度生のほうが自国でのスマートフォ
ン所有率は高いのだろうか。
　今回対象とした国費学部留学生をみると、自国でスマートフォンを所有せず通
信機能のみのベーシックフォンや一定の機能を備えたフィーチャーフォンを利用
していたのは、2014年度は20％（60名中、アジア7名、中南米2名、大洋州1名、ヨー
ロッパ1名、アフリカ1名の計12名）、2015年度は10.6％（47名中、アジア3名、
中南米2名の計5名）であり、2015年度生のスマートフォン所有率は2014年度生
の所有率より多くなっている（p<.05）。両年度合計の107名では、85％が自国で
スマートフォンを利用していた。
　

　
　
　2014年度生は、日本では全員がスマートフォンを所有しており、通信機器の
面からは、自国にいた頃より日本でのほうがSNSを利用しやすい環境にあった
と言える。

3.	2		利用するSNSサービス
　総務省（2014）によると、我が国の10代・20代の若者のソーシャルメディアの
利用率は、平成24年より同25年はGree、Mobage、mixiのいずれも低くなり、

図1　自国で所持していた携帯電話の種類
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Twitter、LINE、Facebookはいずれも高くなっている。国費学部留学生たちは、
日本で利用されているSNSサービスを留学前に自国で利用していたのだろうか。
総務省の調査で挙がったSNSサービスの自国での利用について両年度の留学生
に尋ねたところ、図2のようになった。両年度を合わせた107名ではFacebook
を利用する者が92.5％と最も高く、Gree、mixi、Mobage利用者は皆無であった。
2014年度生のLINEの利用は、自国での43.3％から日本留学後は88.3％に伸び
ている。
　この他に利用していたサービスとして、VKontakte･（VK）やWhatsAppを欄
外に自発的に記した者があった。VKはロシアのSNSで、ウクライナ、ベラルー
シなど旧ソ連圏で使われている。WhatsAppメッセンジャーは、アメリカのメッ
センジャーアプリで、欧米や南米など広く利用されている。

3.	3		インターネットの利用と睡眠障害
　日本、米国、英国、フランス、韓国、シンガポールで実施されたウェブアンケー
ト調査（総務省･2014）では、年齢別に見ると6カ国共通で10・20代のネット依存
的傾向が大きく、スマートフォンの有無でみるとスマートフォン保有者のほうが
ネット依存傾向は高いことが表れている。その調査では、日本は、ネット依存傾
向は高いほうではなく、睡眠時間はスマートフォン保有者（362.2分）のほうが未
保有者（385.1分）より短かったが、厚生労働省の「健康づくりのための睡眠指針
2014」による睡眠時間の目安より短くはなっていない。

図2　自国でのSNS利用率
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　睡眠障害には、眠ろうとしても眠れない不眠症、日中に過剰な眠気を感じる過
眠症、概日リズム障害など、多彩な病態が含まれる。夜間十分な睡眠をとれずに
日中に眠くなるといった睡眠障害は、学習の継続にも影響を及ぼすと考えられる。
今回対象とする国費学部留学生のインターネット利用と睡眠障害の発生には関連
があるのだろうか。2014年 4月に来日してほぼ1年が経過した2014年度生には
日本留学前の自国でと日本での習慣や経験、2015年度生には日本留学前の自国
での習慣や経験について尋ねた結果を探索的に統計データ分析したところ、以下
のような関連が見られた。
　2014年度生の睡眠時間は、自国と来日後が同じ者が25％（60名中15名）、日
本に来てからの睡眠時間のほうが長い者が31.7％（19名）、短い者が41.7％（25
名）であった。2014年度生が利用するSNSの数と睡眠障害の発生について調べ
たところ、2種類以下の者は、日中の眠気を感じない者が55.6％（10名）、感じ
る者が44.4％（8名）であったのに対し、3種類から6種類利用する者は、日中の
眠気を感じない者が15.8％（6名）、感じる者が84.2％（32名）であった。3種類
以上と多くのSNSを利用する者のほうが、日中の眠気を感じていると考えられ
る（p<.01）。
　2015年度生の自国での平日のインターネット利用時間と睡眠障害の発生の関
連を見ると、入眠困難をよく経験したと回答したのは、利用時間が2時間までの
者（32名）では12.5％（4名）であったが、3時間以上の者（15名）では40％（6名）
が経験している。平日に3時間以上と長時間インターネットを利用する者のほう
が多く入眠困難を経験すると考えられる（p<.05）。また、日中の眠気については、
平日のインターネット利用時間が2時間以内の者（32名）では、眠気をあまり感
じなかった者は34.4％（11名）、よく感じたものは65.6％（21名）であったのに対
し、3時間以上の者（15名）では、あまり感じなかった者は6.7％（1名）、よく感
じた者は、93.3％（14名）であり、平日のインターネット利用時間が3時間以上
と長い者のほうが眠気を感じている（p<.05）。週末の利用時間を見ると、2時間
までの者（12名）では眠気をあまり感じなかった者が91.7％（11名）を占めたが、
3時間以上（35名）では60％（21名）に止まっており、週末の利用時間が3時間以
上と長い者のほうが眠気を感じない者は少ない（p<.05）。インターネット利用時
間が長い者のほうが日中の眠気をより経験していると考えられる。
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4.	 まとめと展望
　従来、留学生のSNS利用に関する研究は、日本の留学生の6割以上を占める
中国、韓国、台湾からの学生が主な対象であったが、それらの地域の出身者が
調査対象者の2割未満である予備教育課程の国費留学生を対象にしたこの調査で
は、多様化が予想される留学生を展望する資料を目指して探索を試みた。
　国費学部留学生の自国でのスマートフォン所有率は、2014年度生より2015年
度生ほうが高く、留学前より日本留学後のほうが高い。スマートフォン所有者の
ほうが睡眠時間は短くネット依存スコアが高いことは総務省の調査（2014）でも
報告されており、今後スマートフォンが普及していく時代の留学生受入れでは、
睡眠の問題やネット依存を、より意識しておくことが求められる。
　2014年度生は、自国で5割に至らなかったLINEの利用が日本留学後は9割に
迫っている。これは、日本でスマートフォンを購入したことや予備教育機関があ
る大学のクラブ活動などで日本人学生と交流する機会ができたことなどが背景に
あると考えられ、質問紙調査後に尋ねた学生たちは、この仮説を肯定している。
日本留学中は、自国で利用していたSNSサービスに日本の若者に多く利用され
ているサービスを加えていくことになるであろう。
　総務省（2014）による6カ国での調査では、日本より他国のほうが全般的に
SNSの利用に関する心理的な負担が高く認識されており、「通知が気になってよ
く見てしまう」、「メッセージを受け取ったらすぐに返信をしないと落ち着かない」
などという者の割合は、日本が最も低くなっている。今回の国費留学生の調査で

図3　平日のインターネット利用時間と睡眠障害（2015年度生）
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は、2014年度生は利用するSNSの数に、2015年度生はインターネットを利用す
る長さに、睡眠障害の発生との関連が見られた。利用するSNSの種類が多い者
は、メッセージにすぐ返信しなければならないという心理的負担から、頻繁にメッ
セージをチェックし、睡眠にも影響が出ているとも考えられる。インターネット
の睡眠への影響を考えるとき、オンライン上にいる時間の長さが注目されがちで
あるが、SNS利用で感じる負担が日本と諸外国では異なって認識されるのであ
れば、時間の長さのみではなく利用するSNSの数に注目するなど、日本人学生
とは異なるネット依存や睡眠障害となる可能性を考えて、今後多様化が予想され
る留学生を注意深く見守る必要があるだろう。
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Exploratory Study of International Students’
Use of Social Networking Services
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To explore the use of the Internet, Social Networking Services (SNS) and their 

connection with sleep disorders in international students in Japan from various countries, 

questionnaire surveys were conducted in two groups in the spring of 2015.The first 

survey was administered to 60 international students from 24 countries who entered the 

preparatory educational institution for the Japanese government-sponsored students in 

Tokyo in April 14, and the second group was 47 students from 26 countries who entered 

the institution in April 2015.

More students (89.4%) in 2015 had a smartphone before coming to Japan than those 

in 2014 (80%) (p<.05), but all the 2014 students owned a smartphone while in Japan. 

The use of LINE, a SNS developed in Japan, did not reach 50% of the 2014 students in 

their own country, but during their study in Japan, almost 90% of them used the service. 

The number of SNSs students used in 2014 is associated with the occurrence of sleep 

disorders (p<.05), and so is the length of time spent using the Internet by students in 2015 

(p<.05).

In a survey in six countries, including Japan, by the Ministry of Internal Affairs and 

Communications (2014), people in other countries recognized a higher burden from the 

use of SNS than those in Japan. If the burden that students from other countries feel from 

SNS use is recognized differently from that of Japanese students, a careful consideration 

is needed to better understand the possibility of net dependency and sleep disorders in 

order to support them during their study in Japan.
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