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自律的教室外多読に向けた
日本語多読コミュニティ環境整備

― 学習者向け日本語多読支援 SNS グループ作成の試み ―

高橋　亘

【キーワード】･ 日本語多読、自律的教室外多読、教室外多読活動、多読コミュニティ、
･ 多読支援

1.	 はじめに
　筆者は、2014年 11月より東京外国語大学留学生日本語教育センター（以下、
センター）において、ファシリテーターとして授業外日本語多読活動「日本語多
読セッション」（以下、本セッション）を実施している。2016年度も引き続き、春
学期（全14回）及び秋学期（全13回）はセンターにおける教育支援として、また
夏学期（全3回）及び冬学期（全4回）は、センター全学日本語プログラム自律型
学習コースの一環として本セッションを実施した。
　本稿では、本セッションにおいて活用している学習者向け日本語多読支援
SNSグループの試みについて、その作成の背景と実施経緯、及びグループ登録
者を対象とした調査結果を報告し、今後の課題について触れる。

2.	 先行研究
　日本語多読の実施方法として、粟野他（2012）は日本語多読の4つのルールを提
唱している。これは、①やさしいレベルから読む、②辞書を引かないで読む、③
わからないところは飛ばして読む、④進まなくなったら、他の本を読む、という
ルールから成っている。本セッションでは、この4つのルールをガイドライン 1	

東京外国語大学
留学生日本語教育センター論集　43：97～108，2017

1･ 本セッション参加者の中には、テクストを1語1語すべて完全に理解するという、いわ
ゆる伝統的な教育法による第二言語リーディング学習経験のために、多読に対して否定
的な考えを持つ者（Day･and･Bamford･1998）、あるいは学習ビリーフや曖昧さに対する
寛容性等のような個人差要因により、多読のルールに抵抗を示す者もいる（高橋・海野
2016）と考えられる。筆者は、セッション開始時に毎回このルールを説明したが、特に
参加当初には厳格にこれらのルールを守るよう強制はせず、参加者に合わせてルール適
用を調整することにした。しかし、多くの参加者はルールをおおむね守り、多読を実施
していたことが観察できた。このように、参加者に合わせて多読の実施方法を調整して
いくことも、ファシリテーターの役割の一つであると言えよう。
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として使用し、活動を実施している。本稿では、このルールや粟野（2008）の定
義を参考に、多読を「学習者が自分の能力に応じてやさしい読み物から難しいも
のへ段階的になるべく辞書を使わずに、楽しみながらたくさん読むこと」と定義
する。
　これまで日本語教育の分野では、主に授業内のクラス活動として多読を取り入
れる「授業内多読活動」に関する報告は多くなされているものの、本セッション
のような「授業外多読活動」に関する報告は少ない。この「授業外多読活動」とは、
教育機関や教師が活動企画に関わり、正規授業時間外の課外活動等として多読が
実施され、学習者は自分の都合に合わせて参加でき、単位取得はない活動形態（高
橋2016a）である。さらに、学習者が教室外において自律的に多読を行う形態で
ある「自律的教室外多読」も多読活動の分類の一つに位置づけられる（同2016a）。
筆者は、学習者がこの授業外多読活動に参加することによって、学習者オートノ
ミーを育成すること、すなわち自律的教室外多読へ移行できるようにすることを、
本セッションにおける目的 2の一つに掲げている。
　多読活動においては、以上のような活動形態の分類がなされているが、Day･
and･Bamford（1998）は、多読は本来、「個人的に静かに行うもの」（p.8）であると
述べている。しかし、多読活動実施中には、多読サークルによって仲間からよい
刺激が得られる（酒井・西澤2014）ことや、教室内に「場の力」が生まれ、「仲間」
の中で読む快さがある（粟野他2012）という指摘も見られる。本セッションにお
いても、多読を共に行う仲間が集まる多読コミュニティの形成が見られる。
　一方で、先行研究によると、教室外学習や自己学習においては、学習継続の困
難がしばしば課題として挙げられている（Jones･1998;･Umino･2005）。本セッショ
ンでも、多読実施環境の変化により、学習者が多読を継続することが困難になっ
てしまうという問題点が見られた。セッション参加者である留学生の多くは、一
定期間経過後に留学を終え、帰国を迎える。あるいは、進学等により、国内にお
いても学習の場が変わることもある。さらに、長期休暇時にはセッションが定期
的に実施されないため、多くの図書が準備された活動場所に集まり、共に多読を
行う「仲間」がいなくなってしまう。つまり、学習環境の変化や自律的教室外多

2･ 本セッションの目的は、①参加者の読解能力を向上させること、②参加者同士が交流で
きる場を提供すること、③授業外日本語多読活動を通じた多読における学習者オートノ
ミーを育成し、自律的教室外多読を促進させることの3点である。本セッション実施手
順の詳細に関しては、高橋（2016b）を参照のこと。
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読の架け橋として機能しつつある授業外多読活動の休止により、図書リソースへ
のアクセスが困難になってしまうことはおろか、セッション期間中に形成された
多読コミュニティも消失してしまうのである。そこで、このような物的・社会的
多読環境の欠如を克服し、学習者の多読実施を継続させるためには、SNSのよ
うな教室外からオンラインでアクセスのできるサービスが有益であると考えた。
　英語多読の分野においては、オンラインにおける多読実施に関する先行研究と
して、オンラインリソース紹介（Schmidt･1999）や、オンライン英語多読授業の
実践報告（Dao･2014）、オンライン英語読解活動による効果（Huang･2012）につい
て報告がされている。国内においては、NPO多言語多読が運営するオンライン
多読コミュニティ「多読フォーラム」3が開設されている。このウェブサイトは、
多数の掲示板群から成っており、英語多読を中心として、多言語による多読のオ
ンラインコミュニティが形成されている。英語多読の掲示板には、多読実践者か
らの報告をはじめ、図書紹介、オンライン通話システムを利用して多読実践者同
士が交流するオンラインブックトークに関する案内等が活発に書き込まれ、実践
者の多読継続の一助として機能している。
　日本語多読の分野では、教師向けの図書リソース紹介や活動実施に関する意見
交換のページ、また、図書リソースとして、有料の多読用電子書籍や図書館向け
の多読用電子書籍が確認できる。近年になり、国際交流基金関西国際センター
が日本語多読用図書「KCよむよむ」4シリーズを作成し、無料公開を始めるなど、
オンライン上の図書リソースも徐々に提供されつつある。しかしながら、学習者
自身で簡便に自分の興味やレベルに合ったリソースを得ることのできるサービス
をはじめ、図書の感想やコメントを自由に書き込み、交流することのできるよう
なオンラインコンテンツは発展途上である。そこで、長期休暇期間中はもとより、
学期中のセッション実施期間においても、オンライン上で「仲間」が集まること
ができ、共に自律的教室外多読を継続できるような日本語多読コミュニティの環
境整備が必要であると考えた。
　以上のことから、本研究では、「多読コミュニティ」を「多読継続を目的として、
多読を実践している学習者が参加する多読活動内、及びオンライン上における集
まり」と定義し、稿を進めていく。

3･ http://forum.tadoku.org/
4･ http://jfkc.jp/clip/yomyom/index.html
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3.	 SNSグループの開設5

　以上で述べてきたような背景から、筆者は2015年夏に本セッション参加者向
けにSNSグループ「日本語多読で書こう !」を開設した。グループを作成するにあ
たり、参加者にとってアクセスがしやすい点、またファシリテーターである筆
者がアップデートしやすい点を考慮し、プラットフォームをSNSの 1つである

「Facebook」とした。
　開設時のコンテンツとして、まず図1のような日本語多読用図書 6の感想を書
き込むことのできるページを作成した。また、セッション以外においてもファシ
リテーターである筆者に質問ができるよう、多読に関する質問コーナーを設けた。
グループには、当初の対象であった本セッション参加者の有志をはじめとし、海
外教育機関において多読を実施中の日本
語学習者にも登録を促し、開設後1年で、
100名ほどの登録があった。
　しかしながら、当初目論んでいた図書
に関する感想の書き込みは少なく、グ
ループページでのやりとりは思ったよう
には活発化しなかった。そこで、グルー
プ登録者に対し、SNSグループについ
てどのようなニーズを持っているのかに
ついて、調査を行うこととした。

5･ 多読を実施している学習者向けのページであるため、グループ参加は登録制とした。ま
た、個人情報の取り扱いには十分注意した。

･ https://www.facebook.com/groups/952055401483498/
6･ 日本語多読用図書である『レベル別多読ライブラリー』シリーズ（アスク出版）、及び『に

ほんご多読ブックス』シリーズ（NPO多言語多読）に関する感想の書き込みを行えるよう
にした。なお、出版元にはあらかじめ多読用図書の写真利用許可を得て、コンテンツを
作成した。
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４． ニーズ調査 
調査は、オンライン上に質問項目を作成し、2016 年 5 月に実施した。調査の目的は以

下の 2 点である。まず、登録者が SNS グループに対し、どのようなニーズを持っている

のかを明らかにすることである。2 点目に、登録者のニーズを反映し、SNS グループの

コンテンツを再検討することである。調査項目は、①現在の多読実施状況、②SNS ペー

ジ閲覧状況、③新しく作成してほしいコンテンツ、④新しいコンテンツの利用方法、⑤そ

                                            
5 多読を実施している学習者向けのページであるため、グループ参加は登録制とした。また、個人情報の取

り扱いには十分注意した。https://www.facebook.com/groups/952055401483498/ 
6 日本語多読用図書である『レベル別多読ライブラリー』シリーズ（アスク出版、及び『にほんご多読ブッ

クス』シリーズ（NPO 多言語多読）に関する感想の書き込みを行えるようにした。なお、出版元にはあら

かじめ、多読用図書の写真利用許可を得て、コンテンツを作成した。 

図 1 SNS グループによるやり取りの例 図 1　SNSグループによるやり取りの例
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4.	 ニーズ調査
　調査は、オンライン上に質問項目を作成し、2016年 5月に実施した。調査の
目的は以下の2点である。まず、登録者のSNSグループ閲覧状況を把握し、また、
グループに対し、どのようなニーズを持っているのかを明らかにすることである。
2点目に、登録者のニーズを反映し、SNSグループのコンテンツを再検討するこ
とである。調査項目は、①現在の多読実施状況、②SNSページ閲覧状況、③新
しく作成してほしいコンテンツ、④新しいコンテンツの利用方法、⑤その他のリ
クエストの5つとした。調査対象者は当時のSNSグループ登録者であり、海外
における日本語学習者10名、国内における日本語学習者14名、計24名から回
答があった。
　表1に、回答の概要を示す。まず、現在の多読実施状況に関しては、83％の
回答者が多読を実施していると回答した。そのうち、自宅で多読を実施している
回答者は74％に上った。
　次にSNSグループの閲覧状況は、SNSグループを利用しているとの回答が全
体の54％であり、ほぼ半数は既存のページを定期的に閲覧していないことが明
らかになった。閲覧していない理由としては、SNSグループページを閲覧する
時間がないことや、投稿にコメントを書き込むのに時間がかかること等が挙げら
れた。
　また、新しいコンテンツには、ファシリテーターによる多読用リソースや多視
聴用リソース紹介を求める声が多く見られた他、学習レベル別、あるいは読み物
種類別の掲示板開設を求める意見も見られた。一方で、これまでのコンテンツで
ある読後の感想を書きたいという声は全体の38％にとどまり、多くの回答者が
SNSグループに投稿することに対して抵抗を感じている実態が明らかになった。
さらに、読後の感想を書くことに関し、自己申告による回答者の日本語レベル別 7	

に分析すると、中上級学習者（N1～N2レベル）は日本語で、初級学習者（N3～
N5レベル以下）は英語や母語で書きたいという回答が目立った。その他、自由
回答によるリクエストとして、「見栄えがよくて、投稿を読みたくなるページ」や

「本に出てくる言葉の使い方に関する質問コーナー」が挙げられた。

7･ 自己申告による回答者の日本語レベルについては以下の通りである：JLPT･N1レベル：
2名、N2レベル：6名、N3レベル：4名、N4レベル：6名、N5レベル：2名、N5レベ
ル以下：3名、未回答：1名
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表 1　 SNS グループに対するニーズ調査の結果概要

1-1.
日本語多読
実施頻度

全く行っていない：1･（4％）
あまり行っていない：3･（13％）
時々行っている：14･（58％）
よく行っている：5･（21％）
いつも行っている：1･（4％）

1-2.
現在の日本語
多読実施場所

（複数回答可）

自宅：17･（74％）
大学：6･（26％）
大学図書館：1･（4％）
公立図書館：1･（4％）
その他：2･（9％）

2-1．
SNSグループ
利用頻度

全く利用していない：3･（13％）
あまり利用していない：8･（33％）
時々利用している：8･（33％）
よく利用している：5･（21％）
いつも利用している：0･（0％）

2-2.
SNSグループ
を利用しない
理由

（複数回答可）

閲覧する時間がない：9･（47％）
書き込むのに時間がかかる：4（21％）
コンテンツに興味がない：2･（11％）
書き込むのが恥ずかしい：2･（11％）
教室外では図書を読まない：1･（5％）

3.
新しく作成
してほしい
コンテンツ

（複数回答可）

・筆者によるおすすめ図書／ニュース記事／動画紹介：18･（75％）
・レベル別／読み物種類別掲示板：15･（63％）
・多読実践者によるおすすめ図書紹介：9･（38％）
・オンライン多読記録ノート：8･（33％）
・本や読み方に対する質問コーナー：4･（17％）

4.
新しい
コンテンツの
利用方法

（複数回答可）

・おすすめの図書紹介／ニュース記事／動画を閲覧したい：20･（83％）
・日本語でおすすめの本紹介を書き込みたい：9･（38％）
・SNSのメッセージ機能を使って、質問したい：8･（33％）
・日本語で投稿にコメントをしたい：4･（17％）
・英語で投稿にコメントをしたい：4･（17％）
・SNSグループメンバーに質問したい：4･（17％）
・母語でおすすめの本紹介を書き込みたい：3･（13％）
・英語でおすすめの本紹介を書き込みたい：2･（8％）
・母語で投稿にコメントをしたい：1･（4％）

5.
その他の
リクエスト

・見栄えがよくて、投稿を読みたくなるページ
・本に出てくる言葉の使い方に関する質問コーナー
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5.	 SNSコンテンツの再検討
　前節で述べたSNSグループに対するニーズ調査結果をもとに、2016年 5月下
旬よりコンテンツの再検討を行った。また、コンテンツ追加後に実施した事後調
査結果についても述べる。
　
5.1	コンテンツの拡充
　まず、回答者の多読及び多視聴リソースの提供を求める声を受け、著作権に十
分留意した上で、やさしい読み物、動画クリップ、多読を行う際に便利なツール
等の紹介を定期的に行うこととした。具体的には、やさしい日本語で書かれた

「NHKオンライン･NEWS･WEB･EASY」8のニュース記事や、動画配信サイトの
昔話をはじめとした子供向け動画等を紹介した。その際、多読用図書のレベル分
けを参考に、内容の難しさを5つに分けて示し、閲覧者の目安とした。そして、
記事には難しさに応じて漢字にルビを振り、内容に対する筆者のコメントと共に、
SNSグループへ定期的に投稿した。投稿に対する閲覧者のコメント書き込みに
関しては、主に初級学習者に抵抗感を与えないよう、一部を日本語以外の言語で
書き込むことも許容した。また、セッション実施時の事後アクティビティでは、
これまで、読後の感想を話し合うブックトークを主に行ってきたが、SNSグルー
プへの書き込みの時間を設け、以前から実施している多読用図書や筆者の投稿に
対するコメント投稿を促す試みも実施した。

5.2	事後調査
　以上のようなコンテンツの再検討を行った後、ホームページに掲載した記事の
閲覧数やコメント数の変化を調査した。また、登録者の多読実施頻度の変化や、
SNSグループの利用頻度を調査するため、2016年 7～ 9月にオンライン上にて
事後調査を実施した。調査対象者はコンテンツ再検討以前よりSNSグループに
登録していた者であり、計20名（海外：9名、国内：10名、不明：1名）から回
答があった。表2に回答の概要を示す。
　まず、SNSグループの閲覧数及び書き込み数の変化を調査したところ、各記

8･ 小中学生や日本で生活する外国人のために作られたニュースサイトであり、わかりやす
い日本語で書かれている。漢字にはルビが振られ、難しい語彙には注釈がついている。
また、記事に対応するニュース動画も配信されている。

･ http://www3.nhk.or.jp/news/easy/
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事の閲覧数はこれまでと比べ約2倍に増加し、書き込み数も以前に比べ約1.5倍
に増加した。特に新しいコンテンツの中では、筆者が投稿したやさしい日本語で
書かれたニュース紹介の閲覧数が多かった。
　さらに、コンテンツ拡充前にはSNSグループを閲覧していた回答者は54％で
あったが、事後調査の結果、85％がSNSグループを閲覧していると回答があった。
そして、コンテンツ変更前に比べ、45％は多読を行う頻度が増加したと回答した。
この結果から、定期的な多読リソース紹介により、学習者が教室外において読み
物を取得することがより簡便になったことが窺える。また、図書に関する感想や
コメントを書くことに関しても、コンテンツ拡充後は、ある程度抵抗感の軽減が
できたのではないかと考えられる。
　

表 2　事後調査の回答概要

1-1.
コンテンツ
拡充後の
多読実施頻度

全く行っていない：0･（0％）
あまり行っていない：4･（20％）
時々行っている：9･（45％）
よく行っている：7･（35％）
いつも行っている：0･（0％）

1-2.
コンテンツ
拡充前後の
多読実施頻度
の変化

減った：2･（10％）
少し減った：2･（10％）
変わらない：7･（35％）
少し増えた：6･（30％）
増えた：3･（15％）

2.
コンテンツ
拡充後の
SNSページ
利用頻度

全く利用していない：1･（5％）
あまり利用していない：2･（10％）
時々利用している：13･（65％）
よく利用している：2･（10％）
いつも利用している：2･（10％）

3.
コンテンツの
利用方法

（複数回答可）

・筆者による図書紹介を閲覧した：5･（25％）
・筆者による図書紹介を閲覧して、その図書を読んだ：2･（10％）
・筆者による動画紹介を閲覧した：5･（25％）
・筆者による動画紹介を閲覧して、その動画を見た：6･（30％）
・筆者によるニュース記事紹介を閲覧した：10･（50％）
・筆者によるニュース記事紹介を閲覧して、そのニュースを見た：12･（60％）
・図書の感想コメントを閲覧した：5･（25％）
・図書の感想コメントを書き込んだ：3･（15％）
・記事やコメントに「いいね !」を押した：8･（40％）
・特になし：2･（10％）
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6.	 おわりに
　以上、学習者の自律的教室外多読継続のために開設した日本語多読支援SNS
グループについて、オンラインにおけるニーズ調査の結果に基づき、コンテンツ
を再検討した経緯について報告してきた。さらに、コンテンツ拡充後の事後調査
の結果に基づき、学習者の多読実施の変化についての報告を行った。これらを踏
まえ、最後に自律的教室外多読支援のために、更に必要な環境整備について考え
たい。
　まず、SNSグループページの充実化を図っていく上で、教室外における日本
語多読支援において、より効果的なオンラインコンテンツとは何か考えていく必
要がある。例えば、これまで実施してきた図書の感想共有や読み物リソースの提
供を継続することの他にも、ニーズ調査で一定数回答のあったレベル別や読み物
種類別の掲示板をはじめ、多言語に対応した掲示板の作成が挙げられる。しかし、
SNSグループのページ構成の特性上、多様なコンテンツを分類して表示するこ
とができず、タイムライン上に雑多な状態で表示されてしまうという課題も今回
の試みで明らかになった。そのため、簡便に図書の感想やコメントを書き込むこ
とのできるようなコンテンツの作成を考えていきたい。事後調査を実施してから
現在までの記事閲覧数は、横ばい状態が続いているが、さらに閲覧者が増えるよ
うなコンテンツを模索することも今後の課題である。
　また、オンライン通話システムを利用し、学習者が読んだ図書を紹介し合いな
がら自由に会話を行う遠隔ブックトークや、各自が互いにおすすめの図書を紹介
し合い、最も読みたくなった「チャンプ本」を全員で決めるビブリオバトル 9等に
より、多読を通して直接学習者がコミュニケーションを図ることのできるような
コンテンツ作成の可能性を探ることも課題として挙げられる。このように、今後
は国内外に広がる多読コミュニティと連携し、世界に広がる日本語多読を媒介と
して、人と人とをつなぐ努力を行っていく必要があると考えられる。
　最後に、筆者の多読研究の大きな目的である、学習者を授業外多読活動から自
律的教室外多読に移行させるための一つのツールとして、このオンライン多読コ
ミュニティ形成が学習者の自律的教室外多読に結び付くのかどうかについても、
研究を継続し、検討していきたい。

9･ ビブリオバトルに関しては、以下のウェブサイトに詳しい：http://www.bibliobattle.jp/
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Creating	an	Online	System	to	Support	and	Promote
Out-of-Class	Autonomous	Extensive	Reading

TAKAHASHI	Wataru

This	paper	serves	as	a	 report	 regarding	an	SNS	group	page	created	 to	promote	
learners’	out-of-class	autonomous	extensive	reading	(ER)	in	Japanese.	A	trial	website	on	
SNS	has	been	set	up	for	extensive	readers,	with	easy	news	articles,	reading	materials	and	
information	of	useful	websites	for	autonomous	ER	readers.	This	site	also	has	a	bulletin	
board	where	extensive	readers	can	post	 their	reviews	of	 the	Japanese	Graded	Readers	
books.

Reading	has	traditionally	been	considered	a	solitary	activity,	but	during	the	Extensive	
Reading	Sessions	in	Japanese	program	at	JLCTUFS,	learners	gather	and	share	a	reading	
environment,	creating	a	community	for	ER.	However,	 they	face	difficulty	in	continuing	
ER	due	to	the	lack	of	reading	materials	and	the	absence	of	friends	to	read	with	when	they	
have	to	return	to	their	respective	countries	or	move	on	to		new	educational	institutions.	
This	coincides	with	previous	studies	that	highlight	the	difficulty	of	sustaining	out-of-class	
learning	and	self-instruction.	The	aforementioned	SNS	group	was	created	in	an	attempt	to	
overcome	the	lack	of	material/social	environment.

This	paper	seeks	 to	describe	 the	changes	observed	 in	 the	online	ER	community	
following	the	usage	of	SNS,	and	to	present	the	results	of	two	questionnaires	carried	out	in	
relation	to	this	study.	Lastly,	pedagogical	implications	will	be	discussed	as	well	as	issues	
for	future	research.


