
169東京外国語大学論集第 94号（2017）

CEFRを参照とした日本人タイ語学習者向け教材に関する考察 
－「外国語としてのタイ語教育」スタンダード開発に向けて－ 

Evaluation of Thai language textbook for Japanese 
based on CEFR reference framework 

－ In view of setting a standard of a “Method of 
teaching Thai as a foreign language”－

スニサー・ウィッタヤーパンヤーノン（齋藤） 
Sunisa WITTAYAPANYANON（SAITO）

東京外国語大学世界言語社会教育センター 
Center for Global Language and Society in Higher Education, 

Tokyo University of Foreign Studies

1. 研究の目的

2. 研究の背景と経緯

3. 研究手法

4. 分析結果

 4.1. カリキュラム構成

 4.2. 印刷教材

 4.3. 印刷教材－ CEFR 参照結果

 4.4. カリキュラム全体－ CEFR 参照結果

5. 考察

 5.1. カリキュラム構成

 5.2. 印刷教材

 5.3. タイ語の特性

 5.4. 学習者の属性

6. 今後の課題と展望

キーワード： 外国語としてのタイ語教育、CEFR、教材分析、タイ語教育スタンダード

Keywords： Teaching Thai as a foreign language, CEFR, Textbook evaluation, Standard Thai 
teaching methodology

本稿の著作権は著者が保持し、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際ライセンス（CC-BY）下に提供します。

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja



170 CEFR を参照とした日本人タイ語学習者向け教材に関する考察 
－「外国語としてのタイ語教育」スタンダード開発に向けて－：スニサー・ウィッタヤーパンヤーノン（齋藤）

【要旨】

本研究は、東京外国語大学のタイ語学習プログラムを教材視点での分析を通し、日本人タイ

語学習者により適した教材の開発、さらには「外国語としてのタイ語教育」のスタンダード開

発への貢献を目的としている。ヨーロッパ言語共通参照枠（CEFR）への参照を通して分析を行

い、1、2 年生終了時の言語運用技能（読むこと、書くことなど）の到達度レベルに差が出てい

ることが明らかとなり、例示的能力記述が示されている教材や到達度のマイルストン設定が

指導者及び学習者双方に有効であることを提示している。こういった教材の開発のためには、

CEFR に類するタイ語教育の世界基準が不可欠となるが、CEFR をそのままタイ語教育に適用

することが困難である。タイ語は音声構造や独自の文字といった欧州言語とは異なる特徴を有

しており、こういったタイ語の特性、さらには学習者の属性（母語）を反映した教材と基準も

開発することが必要となる。

This study analyzes the overall Thai language teaching program at the Tokyo University 

of Foreign Studies from a textbook perspective. This study aims to develop more appropriate 

textbooks for Japanese learners of Thai language, in view of setting a standard of a “Method of 

teaching Thai as a foreign language.” This analysis referred to “Can-Do-Statements” from the 

“Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching assessment 

(CEFR).” Results revealed that the achievement levels of certain skills (reading, writing etc.) vary 

at the end of 1st and 2nd year and textbooks with “Can-Do-Statements” and setting achievement 

milestones would be effective both for teachers and learners. To develop these kinds of textbooks, 

a standardized framework of Thai teaching similar to the CEFR is indispensable. However, it 

would be difficult to adopt the CEFR which focuses on European languages because Thai has 

different features from European languages – its phonetic structure, its original characters etc. 

Thus, not only the features of the Thai language, but also learners’ properties (mother tongue) 

should be considered when developing textbooks and standard Thai teaching methodology.

1.	研究の目的

本研究の目的は、現在東京外国語大学（以降、本学）タイ語専攻の 1 ～ 2 年生のタイ語学習

の授業で使用されている教材を、ヨーロッパ言語共通参照枠（Common European Framework 

of Reference for Languages: Learning, teaching assessment　以下、CEFR と略称する）を参照

しつつ分析した結果を報告することである。

分析対象の教材は、本学の 1 ～ 2 年生を対象としたもので、筆者自身の編著によるもののほ
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か、他の教員の編集によるものも含まれている。

CEFR の参照枠を用いて現状のカリキュラムを分析することで、教育の結果としてどの程度

のタイ語運用能力の向上が期待できるかを可視化し、今後のカリキュラムの改善と、教材開発

に有益な結果をもたらすための一助としたい。最終的には「外国語としてのタイ語教育」のグ

ローバル・スタンダード設定に貢献することも目指したい。

2.	研究の背景と経緯

本研究の背景には、2015 年末の ASEAN 経済統合体の発足による地域社会の変化と、それ

に伴う語学教育のニーズの変化への対応が求められていることがある。東南アジア地域での共

通語は基本的には英語となるが、訪タイ目的が、観光や知的階層の英語での交流にとどまらず、

労働者の流入などへと多様化が進むに伴って、「外国語としてのタイ語教育」に注目が集まっ

ている。

しかしながら、タイ国内には未だ言語学会やタイ語教育学会も存在せず、言語学者によるタ

イ語の理論的研究とタイ語教師によるタイ語教育の実践を強く結びつけるものが何もない状態

である（高橋 2014）。そのため、「外国語としてのタイ語教育」は体系化されておらず、外国人

向けの教材・教育法の開発は未だ初歩的な段階にある。

また、「外国語としてのタイ語教育」に関する研究は、タイ国内を含めほとんど見当たらない。

日本においても、高等教育におけるタイ語教育では、大阪大学を例外として、Can-do 記述文

やスタンダード設定がほとんどなく、学習到達度目標に沿った教材もないのが現状である。

タイ政府はこういった状況を踏まえ、「外国語としてのタイ語教育」のスタンダード設定の

重要性を認識し、取り組みを強化する方向である。2015 年 5 月、タイ教育省高等教育局（the 

Office of the Higher Education Commission（OHEC）, Ministry of Education）が主催し、ASEAN

＋ 3（日本、中国、韓国）におけるタイ語教育に関する国際会議が開かれ、筆者も含め、各国

の大学でタイ語教育に携わる関係者が参加した。その中の議題の 1 つとして「外国語としての

タイ語教育」のスタンダード設定が挙げられており、重要な課題として位置づけられていた。

当会議の参加者の声を一部紹介すると、“「外国語としてのタイ語教育」がまだタイ国内におけ

る国語教育の延長となっているが、これとは別に「外国語としてのタイ語教育」の枠組みを新

たに作ることが必要”、“様々な点で教育上のスタンダードがなく、何を教えるべきかが不明瞭

で、個々人の裁量に委ねられている”、“学習教材が制作者の主観に基づいているので、標準教

材が必要”、“（前述の状況が重なり）各教育期間での教育レベルに差異が発生している”、“タ

イ語を国際的に広める機関（日本語教育における国際交流基金のような組織）が必要である”と

いった意見が出ていた。
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本研究では、「外国語としてのタイ語教育」のスタンダード設定のための第一歩として、EU

の CEFR を参照することにした。これは、EU の地域統合の目標が、国家間の垣根を下げ、地

域間の経済・人的交流の活性化を促進して全体の発展を目指すことであり、この目標が東南ア

ジア諸国連合の目標と共通しているためである。

CEFR については、EU 域内に留まらず、世界の外国語教育への影響が強く、日本でも研究

が盛んになっていきている。日本においては、その対象言語は、英語が中心であるものの、複

数の大学で研究、活用が進んでいる。特に先行しているのは大阪大学で、25 言語専攻で共通

の枠組みを構築している（真鍋 2007）。本学では 2008年に設立された英語学習センター（English 

Learning Center, ELT）と、2009 年に設置された世界言語社会教育センター（Center for Global 

Language and Society in Higher Education）において、CEFR を日本の高等教育へ応用する研究

と事前の考察を行っている（拝田 2012）。

3.	研究手法

本研究では本学タイ語専攻 1 ～ 2 年生の授業科目の中から、タイ語の運用能力の向上を主

目的としている授業を選定し、それらの授業で使用されている教材を対象として、それらが

CEFR の設定する到達度のどれに該当するかを分析した。

まず『表現を身につける初級タイ語（三修社）』と『表現を広げる中級へのタイ語（三修社）』の

2 冊を分析の対象とした。同教材は、1 ～ 2 年生のタイ語の授業時間の半数以上で使用されて

おり、かつこれら 2 冊の内容が連動したものとなっていることから、詳細に分析を行った。具

体的な手順として、この 2 冊の全学習項目をリスト化し、各項目での学習目標と、それらを学

習することで何が出来るようになるかを示し（Can-Do Statement）、これによって当教材の各課

での学習内容が CEFR で示されているレベルのどこに位置しているかを検証する。

この教材の分析結果に加え、タイ語専攻の科目として開講されている文字・文法、講読など

で用いられている配布印刷教材の分析を行い、1 ～ 2 年生のカリキュラム全体としての到達度

の分析を試みた。

本稿末に共通参照レベル一覧表を別表 1 及び別表 2 として掲げてあるように、CEFR では、

具体的にその言語で何ができるのか、言語能力をA1/A2＝Basic User（基礎段階の言語使用者）、

B1/B2 ＝ Independent User（自立した言語使用者）、C1/C2 ＝ Proficient User（熟達した言語使

用者）といった 6 段階の習熟レベルに分類されている。CEFR が「言語能力」と言う時、それは

文法や語彙を知っているということを指すというよりも、学習者がその言語を使って何をす

るか、何ができるのかということに焦点が置かれている。従って、CEFR では、言語能力を

“Can-Do-Statements”（例示的能力記述）を用いて表し、外国語でできることを具体的に挙げて
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いる（遠藤 2011）。この分類の内容を本稿末の別表 1「共通参照レベル－全体的な尺度」として

示す。さらに、各レベルにおいて、能力記述文（Can-Do）が示され、それらと比較することで個々

の学習者がどのレベルにあるのか知ることができる。これを本稿末の別表 2「共通参照レベル

－例示的能力記述文／自己評価表」として示す。

CEFR では学習者の習熟度レベルが明示的、客観的に記述され、各学習段階でその深度の測

定が可能となっている。それにより学習到達目標を指導者と学習者の間で共有できるため、指

導法、評価方法の効率的、効果的な改善が見込める他、学習者への評価の妥当性、信頼性を高

めることが可能となる他、教材の採択にも活用することが期待できる。

4.	分析結果

4.1.	カリキュラム構成

本学 1 ～ 2 年生でのタイ語学習の授業構成、及び各授業での使用教材については、表 1 の通

りである。表１の数字①、②、③は、それぞれ『表現を身につける初級タイ語（三修社）』、『表

現を広げる中級へのタイ語（三修社）』、『その他オリジナル教材』を示す。

表１：本学 1～ 2年生向け　タイ語授業構成及び使用教材

1 年生

春学期
会話 1A
①

会話 1B
①

聴解 1
①

文法 1
①、③

講読 1
①、③

秋学期
会話 2A
①、②

会話 2B
①、②

聴解 2
①、②

文法 2
③

講読 2
②

2 年生

春学期
会話 3
②

聴解 3
②、③

文法 3
③

講読 3
③

作文 1
③

秋学期
会話 4
②

聴解 4
②、③

文法 4
③

講読 4
④

作文 2
③

タイ語の授業としては全 20 コマあり、20 コマを 5 名の指導者で分担して担当している。本

学のカリキュラム全体としては、1 年生時には会話力、聴解力、文法力、講読力向上を目的と

した授業、そして 2 年生時からはそれらに加え、作文力向上を目指した授業を同時並行で進行

している。指導者間で各授業での学習範囲を期初に確認を行うとともに、教材については、全

20 コマのうち 12 コマで、①（以降、1 冊目とする）、②（以降、2 冊目とする）の 2 冊シリーズ

を共通で使用することで、一定レベルでの連携が図れている。

会話１A、１B、2A、2B、3、4 では、1 冊目と 2 冊目にある表現と会話（やり取り）を学習し

ている。聴解 1、2 では、1 冊目と 2 冊目を聴解力の向上を目的に使用しているが、聴解 3、4

では学習用に録音した音声や生のタイ語（TV 番組等）を教材として取り入れ、自然なタイ語を

聞き取る力を習得する。文法 1、講読 1 は、実質的に一体となった授業であるが、大半はタイ
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文字の仕組みの習得に充てられ、後半で単語、短文を読み書きの練習を行う。文法 2、3、4 で

は、長文読解を通して、様々な文型・文法を習得する。講読 2、3、4 では同じく長文読解を行っ

ているが、こちらでは読解力向上に焦点を当てた授業内容である。作文 1、2 では、作文をす

るために必要な要素（書き言葉と話し言葉の違いなど）を習得し、身近な事象（手紙、天気など）

に関する文章を正しく書く力を身に付ける。

4.2.	印刷教材

1 冊目、2 冊目は前述の通り、2 冊セットとなるが、これら 2 冊に共通する形式的特徴として、

各課の基本構成が「会話のテーマ（課のタイトル）→会話場面の説明文→会話本文→単語→文

型／表現の解説（学習項目）→練習問題（→ミニ情報）」といった順になっている。各場面設定が

最初に示されているとともに、全体を通してのストーリー性がある。ストーリー設定としては、

タイで働く日本語教師の日本人視点での場面展開である。1 冊目では、その日本人がタイで新

たなタイ人と知り合い、友人となり、一緒に買い物や食事に行くような場面が描かれ、2 冊目

では、その日本人が日本へ帰国する前にタイ北部を旅するストーリーとなっており、旅先での

会話の他、病院、警察といった問題に遭遇した場面など、会話場面の幅が広がっている。

会話本文の次には会話本文で使用された新出語を抜き出した単語リストが来る。発音記号と

日本訳を併記している。各課末には会話のテーマに関連する単語リストも設けており、巻末に

はそれらをまとめた単語リストがある。

各学習項目の解説では、表現や文型の意味のみでなく、それが使用される場面や状況に関す

る情報、日本語と異なるポイントやタイ的コミュニケーションのストラテジー情報も随所に織

り込まれている。

2 冊に共通する練習問題の特徴としては、各学習項目（表現）の特性に合わせ、練習問題の種

類が多様なことである。例えば、学習項目が疑問形に関するものであれば、質問を作り、それ

に答える練習問題がある他、品物が陳列されている店内のイラストを使い、値段を聞く練習（本

文の会話場面：買い物）、イラストを使い予定やスケジュールを説明する練習（学習項目：曜日、

日、時間）、部屋や街のイラストを使い、場所の説明をする練習（学習項目：場所やモノの位置）、

電車の路線図を使い、目的地の駅までの乗り換え方法を説明する練習（学習項目：電車の乗り

換え）、メニューを使い、注文をする練習（本文の会話場面：レストラン）、質問を聞いて、自

分の意見と理由を述べる練習（学習項目：意見・原因・理由）、イラストを使い祝辞を述べる

練習（学習項目：祝辞）、日本とタイでの各スポットでの禁止事項を述べる練習（学習項目：禁

止表現）、タイ語の慣用句や単語の意味を説明する練習（学習項目：意味の説明）、勧誘・依頼

に対して受ける／断る会話形式の練習（学習項目：勧誘・依頼）といったように、表現の特性
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に合わせ練習問題の種類を変えている。

全課ではないが、タイ人とのコミュニケーションや付き合いに有益となるミニ情報もカジュ

アルな形で紹介されている。例えば、タイでの名前の呼び方や挨拶に使う定番トピック（天気

ではなく外見や食事）、曜日の意味合い、タイ人の日本観光、トイレ事情、仏教に基づく倫理観、

内と外の感覚の違い、電話表現から見える異文化などである。

音声ファイルは、両冊とも MP3 での音声ファイルが付属している。各課の会話本文、長文

読解練習本文、単語、解説文中のタイ語、練習問題、解答例におけるタイ語の音声が数多く用

意されている。発音の課（1 冊目）やタイ文字の別冊（1 冊目）及び復習課（2 冊名）についても、

子音、母音、声調の例、練習問題、解答例についても全て音声ファイルが附属している。

また、1 冊目のみに見られる特徴としては、全て具体的な学習内容に入る前に行う前提で、

発音の基礎は全て巻頭に集約されている。一方で、タイ文字については、別冊として扱っており、

大まかな目安は、まえがきで示されているものの、タイ文字の学習時期は明確に定められては

いない。原則、全ての箇所で、発音記号とタイ文字は併記されている。タイ語の語順、発音に

慣れるため、文脈を考えながら、言葉の組み合わせを変えて反復する練習問題が全課にある。

2 冊目のみに見られる特徴としては、発音記号とタイ文字の併記が限定的になっていること

である。各課の本文や練習問題は、タイ文字のみの表記となり、発音記号は別冊での記載とし

ている。また、会話だけでなく、長文読解練習も新たに加わっている。練習問題では、日本語

からのタイ語訳が追加された他、学習者自らが解答の内容を考えて答える応用練習の比率が高

まっている。

4.3.	印刷教材－ CEFR 参照結果

これら 2 冊の各課での学習内容を、別表 2「共通参照レベル－共通参照レベル－例示的能力

記述文／自己評価表」で示している外国語運用で必要となる各技能（聞くこと、読むこと、や

り取り、表現、書くこと）毎に照らし合わせ、各課には CEFR のどのレベルの学習内容が織り

込まれているかの分析を行った。1 冊目については表 2、2 冊目については表 3 の通りである。

分析基準として「聞くこと」、「やり取り」については、各課の総体として評価し、「表現」につ

いては、各課の学習項目からの分析とした。なお、「読むこと」と「書くこと」については、会

話が本文となる課では分析対象外としており、2 冊目にある長文読解が主となる課については、

「読むこと」のみを分析の対象範囲としている。
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表 2：「表現を身につける初級タイ語（1冊目）」　CEFR 参照到達度（別表 2参照）

課 教材での学習目標
理解すること 話すこと 書くこと

聞くこと 読むこと やり取り 表現 書くこと

発音

・ タイ語の音節構造の理解。

・ 発音の基本となる母音、子音、末子音、

声調の発音ができる。

該当なし

1
・ 各場面での挨拶ができる。

・ 人の呼称と敬称が適切に言える

・ 自己紹介、他人の紹介ができる。

A1 --- A1 A1 ---

2
・ 出身地、職業、国籍など、自分のことを

言える、相手のことを聞ける。

・ 疑問詞を使える。

A1 --- A1 A1 ---

3

・ 数字を言える（0 ～ 999）。
・ 所在、存在を示せる。

・ 自分の家族のこと（年齢、所在等）を言え

る。相手の家族ことを聞ける。

A1 --- A1 A1
A2 ---

4
・ 人、物を指し示せる。

・ 疑問文を作れる。

・ 相手の情報、意見、印象を聞ける。

A1 --- A1 A1
A2 ---

5

・ 数字を言える（1,000 以上）。

・ 買い物（値段の言い方、交渉）などのやり

取りができる。

・ 可能と許可を表現できる。

A2 --- A2 A1
A2 ---

6
・ 曜日を言える。

・ 意志、未来、習慣、経験、希望を言える。

・ 相手に提案ができる。

A2 --- A2
A1
A2
B1

---

7
・ 位置、場所を説明できる、質問できる。

A2 --- A2
A1
A2
B1

---

8 ・ 時間の表現を言える、質問できる。

・ 移動手段を言える。
A2 --- A2 A1 ---

9
・ タクシーに道案内できる。

・ 依頼表現を使える。

・ 義務、習慣を言える。

A2 --- A2 A1
A2 ---

10

・ 方法、手段を聞ける。

・ 推測表現を使える。

・ 因果関係を示せる。

・ 年月日を言える。

A2 --- A2 A1
A2 ---

11

・ 料理を注文できる。

・ 相手に物事のお願いができる。

・ 関係代名詞を使える。

・ 好みを言ったり、聞いたりできる。

A2 --- A2 A1
A2 ---

12

・ 物の授受表現を使える。

・ 相手への感謝の気持ちを伝えられる。

・ 否定命令文を言える。

・ 仮定、条件を示せる。

A2 --- A2 A1
A2 ---

文字
・ タイ文字（子音字、母音符号、声調規則）

の仕組みを理解し、単語や短文を読める。
--- A1 --- --- ---

全体 A2 A1 A2 A2 ---
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まず表 2 の 1 冊目の分析結果であるが、まず「表現」については、1 ～ 3 課では自己紹介、国

籍、年齢、職業、出身地、住所、電話番号など、個人的情報について、質問をしたり、答えた

りする、A1 レベルのみの内容となっている。3 課以降では、家族などの身近な話題や買い物、

タクシー運転手への道順の案内、電車の乗り換えの説明、レストランでの注文といった身近な

活動についての会話場面があることから、A2 レベルの学習内容が中心となっている。一方で、

希望や計画を表す表現（6 課）や意見を求める表現（7 課）といった B1 レベルの内容も含まれて

いるものの、全体の「表現」の到達度としては、A2 レベルが期待できるものである。

「聞くこと」については、既に述べたように MP3 の音声ファイルが付属しており、各課の会

話本文、単語、解説文中のタイ語、練習問題のタイ語、解答例におけるタイ語は全て収録され

ている。収録された音声は、ゆっくりと明瞭に話されたものであり、収録内容から、全体とし

て A2 レベル相当まで達成できるものと見なしている。

前述の通り、各課の場面設定がタクシー、電車の乗り換え、買い物、レストランなど日常の

多様な場面に渡っており、最終的には単純な日常の中での身近な話題や活動についての話し合

いや短い社交的なやり取りをすることができるレベルに達するできることが見込め、「やり取

り」については A2 レベルを習得できるものと見なされる。

CEFR には参照項目はないが、発音については、通常の 1 課相当の頁数・学習量がある。タ

イ語の子音、母音、声調の発音方法等が詳細に解説されている他、日本人学習者が理解し易い

よう、日本語の発音の特徴と比較した解説を加えるなどの工夫が見られる。発音に特化した練

習問題も多く、日本語にはない音や日本語にはあるが認識していない音（異音）の聞き分けの

練習など、工夫を凝らした練習問題も織り込んである。

タイ文字については、別冊として本体とは別構成となっている。1 冊目の前書きでは、タイ

語の音に慣れた後に文字の学習を推奨しており、目安としては 5 ～ 6 課からとしている。この

別冊にはタイ文字を読んでいくための基礎知識は網羅されており、名前、単語、単純な分を理

解できるようにはなることが見込めため、「読むこと」については、A1 レベルに到達できるも

のとしている。但し、本書には「書くこと」練習問題はないため、分析の対象外となる。

次に表 3 の 2 冊目の分析結果を見ていくことにする。
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表 3：「表現を広げる中級へのタイ語」CEFR 参照到達度（別表 2参照）

課 教材での学習目標
理解すること 話すこと 書くこと

聞くこと 読むこと やり取り 表現 書くこと

文字 ・ タイ文字の基礎復習。 --- A1 --- --- ---

1
・ 比較、最上級表現を使える。

・ 自分の意見を言える。

・ 推薦、推測、後悔のニュアンスを示せる。

B1 --- B1 B1
B2 ---

2
・ 結論を言える。

・ 伝聞表現を使える。

・ 使役と可能表現を使える。

B1 --- A2 B1 ---

3 ・ 禁止表現を使える。

・ 単語の意味を説明できる。
B1 --- B1 B1 ---

読解 1 ・ タイ文字の長文を読める。 --- B1 --- --- ---

4
・ 可能表現を使える。

・ 目的を説明できる。

・ 既知の事象を示せる。

B1 --- B1 B1 ---

5
・ 原因と結果を言える。

・ 伝聞表現を使える。

・ 二語連続動詞を使える。

B1 --- B1 B1 ---

6
・ 不定疑問文を使える。

・ 理由を説明できる。

・ 単語の訳を説明できる。

B1 --- B1 B1 ---

読解 2 ・ タイ文字の長文を読める。 --- B1 --- --- ---

7
・ 自分の感想を言える

・ 推測、可能性、違いを示せる。

・ 因果関係を示せる。

B1 --- B1 B1
B2 ---

8
・ 相手への希望を言える。

・ 推測表現が使える。

・ 伝言表現を使える。

B1 --- B1 B1 ---

読解 3 ・ タイ文字の長文を読める。 --- B1 --- --- ---

9 ・ 電話の表現を使える。

・ 理由と結果を説明できる。
B1 --- A2 B1 ---

10
・ 相手へアドバイスできる。

・ 目的を示せる。

・ 経験、出来事、気持ちを伝えられる。

B1 --- B1 B1
B2 ---

読解 4 ・ タイ文字の長文を読める。 --- B1 --- --- ---

11 ・ 自分の病状を説明できる。

・ 可能、推測表現を使える。
B1 --- B1 B1 ---

12
・ 自動詞と他動詞を正しく使い分けられる

・ 受動態を使える。

・ 警察へ事件、出来事を説明できる。

B1 --- B1 B1 ---

読解 5 ・ タイ文字の長文を読める。 --- B1 --- --- ---

索引 ・ 辞書を使える。 該当なし

全体 B1 B1 B1 B1 ---
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まず「表現」について、1 冊目は自身の身の回りの直接的に関わる内容の表現が中心となる

A1 ～ 2 レベルであったが、2 冊目については一部、比較、提案、推薦に関する表現（1 課）など、「い

ろいろな可能性の長所、短所を示して自己の見方を説明できる（CEFR）」、に該当する B2 レベ

ルの内容もあるが、旅先で初対面の人へ自分の経験や意見、出来事を語る内容となっており、

総じて B1 レベルと言える内容である。

「やり取り」については、2 冊目の中では定型的な挨拶・祝辞（2 課）や電話での表現（9 課）と

いったA2レベルとなる短い社交的なやり取りも含まれているものの、会話本文の大半は、趣味、

旅行、最近の出来事など、日常生活に直接関係のあることや個人的な関心事について、初対面

の人と会話を行っている場面設定であり、B1 レベルを習得できるものと考える。

「読むこと」については、2 冊目は 1 冊目と大きな違いが 2 点ある。まず 1 点目が、タイ文字

と併記されている発音記号が、2 冊目になると限定的になっていることである。具体的には会

話本文と練習問題はタイ文字のみの表記とし、別冊解答にのみ、確認のための発音記号が記載

されている。2 点目の大きな特徴として、タイ文字のみの長文読解練習問題が計 5 問、組み込

まれていることである。各長文は、2 冊目の各課で学習した表現も随所に組み込まれた文となっ

ている。これらの長文のテーマとしては、旅先での出来事や感動などが綴られた旅行記や恩師

宛の手紙などがあり、非常によく使われる日常言語で書かれたテクスト、起こったこと、感情、

希望が表現されている私信を理解することができる、B1 レベルに達することが期待できる。

「聞くこと」については、1 冊目と同様、MP3 での音声ファイルが付属されている。2 冊目の

最初にあるタイ文字の復習や長文読解練習についても、そこに記載されているタイ語の音声は

全て収録されている。B1 の目安として示されている「時事問題や、個人的もしくは仕事の話

題についても、ラジオやテレビ番組の要点を理解することができる（CEFR）」、という内容は、

2 冊目の中には含まれていないが、収録された音声は明瞭で標準的な話し方で話されたもので

あり、かつ収録内容は仕事、学校、娯楽で普段出会うような身近な話題であるため、全体とし

て B1 レベル相当まで達成できるものと考える。

最後に「書くこと」についてであるが、1 冊目と同様「書くこと」を目的とした練習問題はな

いため、対象外となる。

4.4.	カリキュラム全体－ CEFR 参照結果

これら 2 冊の教材分析とともに、他の各授業についても、教材視点で、別表 2「共通参照レ

ベル－例示的能力記述文／自己評価表」を参照し、分析を行った。会話 1A、1B、2A、2B、3、

4、聴解 1、2、3 については、本稿「4.3. 印刷教材－ CEFR 参照結果」に基づくものであるのに

対し、文法 1、講読 1、聴解 4 については、「4.3. 印刷教材－ CEFR 参照結果」に加え、カリキュ
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ラム内容とオリジナル教材の分析も行ったとともに、一部担当指導者へのインタビューを行っ

た。そして、文法 2、3、4、講読 2、3、4、作文 1、2 については、カリキュラム内容とオリジ

ナル教材の分析を主とする他、担当指導者へのインタビューも一部補完的に行った。分析対象

としては、会話なら「話すこと」、聴解なら「聞くこと」など、各授業での主要対象能力だけに

限定している。各授業での学習目標、及び到達度分析の結果が表 4 である。

表 4：本学 1～ 2年生向け　タイ語授業別　CEFR 参照到達度（別表 2参照）

学習目標

理解すること 話すこと
書く

こと

聞く

こと

読む

こと

やり

取り
表現

書く

こと

１　
　
　
　

年　
　
　
　

生

春　
　

学　
　

期

会話

1A

会話

1B

・ タイ語の音節構造、発音の基礎（母音、子

音、末子音、二重子音、声調）を理解し、

繰り返し発声練習を行い、発音の基礎を

身に付ける。

・ 会話の基本となる表現を習得し、繰り返

すことで、挨拶や自己紹介などの基本的

な会話プロトコルの練習を行い、会話力

の基礎を身に付ける。

--- --- A1 A1 ---

聴解 1

・ 聞き取り、及び発音練習を繰り返し行い、

発音の基礎となる母音、子音、声調を正

確に聞き取り、類似する音との区別が可

能となるような力を身に付ける。

A1 --- --- --- ---

文法 1 ・ タイ文字（含発音記号、声調規則）を正確

に理解し、タイ文字表記での単語や単文

の読み書きを行い、タイ文字による読解・

作文の基礎を身に付ける。

--- A1 --- --- A1

講読 1 --- A1 --- --- A1

秋　
　

学　
　

期

会話

2A

会話

2B

・ 各授業の前半では、実際に遭遇し易いタ

イ人とのコミュニケーション場面に沿っ

た単語や表現を学習し、後半ではそれら

を用い、様々な場面への応用を図れるよ

うな練習を行い、身近な話題の会話場面

に対応できる力を身に付ける。

--- --- A2 A2 ---

聴解 2

・ タイ語の発音の基礎となる声調、母音、

そして子音を習得した上で、1 分程度の

簡単な文章や会話を聞き取り、正確に理

解する力を身に付ける。

A2 --- --- --- ---

文法 2

・ 会話、もしくは文章の教材（学習者用に簡

易化したもの）の読解を通して、タイ語の

文型を理解し、タイ語を読み解く基礎を

身に付ける。

--- A2 --- --- ---

講読 2

・ タイでの生活や自然、動物、食、童話、文化・

習慣、タイ人の考え方、社会、ビジネス

などをテーマとして短い文章からはじめ、

ある程度まとまった長さの文章を丁寧に

読み解く練習を行い、タイ語の読解力向

上を目指す。

--- B1 --- --- ---
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２　
　
　
　

年　
　
　
　

生

春　
　

学　
　

期

会話 3

・ 会話 1A、1B、2A、2B 等で学習した基礎・

定型表現の復習をするとともに、新たな

表現を身に付け、より多様な場面に対応

できる会話力を習得する。

--- --- B1 B1 ---

聴解 3
・ 文章（1 ～ 2 分程度）や会話のシャドーイ

ング、ディクテーションなどを行い、聴

解による理解力向上を目指す。

B1 --- --- --- ---

文法 3
・ タイの文化、社会に関する 5 〜 20 行程度

の文章の読解を通して、文法の運用能力

向上を目指す。

--- B2 --- --- ---

講読 3
・ タイに関する政治・経済 ･ 社会に関わる

生のタイ語の教材を用い、読解力の向上

を目指す。

--- C1 --- --- ---

作文 1

・ タイ語での作文方法を習得する。

・ 作文をするために必要な要素（書き言葉と

話し言葉の違い、丁寧語、接続詞など）を

習得し、文章を作る練習。

・ 日本語的表現をタイ語で書く練習を行い、

具体的かつ身近な事象に関する文章を正

しく書ける力を身に付ける。

--- --- --- --- A2

秋　
　

学　
　

期

会話 4

・ 会話 1A、1B、2A、2B、3 等で学習した基

礎・定型表現の復習をするとともに、新

たな表現を身に付け、より多様な場面に

対応できる会話力を習得する。

--- --- B1 B1 ---

聴解 4

・ 学習用教材（表現を広げる中級へのタイ

語）から、徐々に生のタイ語（TV 番組等）

を教材として取り入れ、自然なタイ語を

聞き取る力を習得する。

・ タイ文字のみによる学習。

・ タイ語での授業。

B1 --- --- --- ---

文法 4
・ 生のタイ語（新聞・雑誌記事、翻訳文、映

像の資料等）を教材として、表現力向上を

目指す。

--- C1 --- --- ---

講読 4
・ タイに関する政治・経済 ･ 社会に関わる

生のタイ語の教材を用い、読解力の向上

を目指す。

--- C1 --- --- ---

作文 2

・ 日本特有のテーマや日本語的表現をタイ

語で書く練習を行い、具体的かつ身近な

事象（お礼の手紙、日記、天気など）に関

する文章を正しく書ける力を身に付ける。

--- --- --- --- B1

上記の分析結果を総合し、CEFR で示されている外国語運用で必要となる各技能（聞くこと、

読むこと、やり取り、表現、書くこと）において、1 ～ 2 年の到達度を総体として示し、さら

に別表 1 にある CEFR 共通参照レベルの全体的尺度と照らし合わせたものが表 5 となる。

表 5：本学 1～ 2年生タイ語授業全体カリキュラム	CEFR 参照到達度（別表 1、2参照）

理解すること 話すこと 書くこと 全体的尺度

聞くこと 読むこと やり取り 表現 書くこと

1 年生 A2 B1 A2 A2 A1 ⇒ A2

2 年生 B1 C1 B1 B1 B1 ⇒ B1
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5.	考察

5.1.	カリキュラム構成

今回の分析結果から、特筆すべきいくつかの特徴が指摘できる。まずカリキュラム全体とし

て、到達度レベルに各能力でバラつきが見られる。1年生時の「読むこと（B1）」と「書くこと（A1）」

の差異、そして 2 年生時の「読むこと（C1）」とそれ以外の技能（B1）といったように 2 段階の差

が出ている。

「書くこと」については、1 年生春学期でタイ文字の仕組みを集中的に習得するが、「書くこと」

に焦点を当てた授業が 1 年生秋学期にはないことが、到達度レベルが他の能力に比べ低い要因

である。

加えて、「書くこと」は 1 年生から 2 年生で A1 から B1 へと 2 段階上がっているのに対して、

「聞くこと」、「話すこと（やり取り、表現）」といったコミュニケーションに関わる能力は 1 段

階のみのアップに留まっている。特に「やり取り」能力の向上のためには、相手が必要となり、

日本での授業だけでは限界があり、東外大に昨今導入されたアクティブラーニングを有効活用

すること、例えば学習した表現をテーマとして、学生に在日タイ人留学生と一定の会話機会を

持たせる、もしくは IT を利用しタイの協定大学の学生とのコミュニケーション機会を定期的

に設けるといったことなどがソリューションの 1 つであると考える。

5.2.	印刷教材

次に教材に目を向けると、東外大のタイ語教育カリキュラム全体としては、可能な範囲で同

一教材を使用することに加え、事前に指導者間で、各授業での学習範囲を確認することで、一

定レベルの連携が図られているという長所がある。その反面、1 冊目、2 冊目の目次には各課

での学習項目は記載されているものの、教材の中で具体的に学習到達度目標が明示されていな

い。加えて、オリジナルの教材については、適宜アップデートをしながら都度準備し、全体と

しての目次もないので、各授業における学習進度を可視化、つまりは共有化することが難しい

状況となっている。そのため、学習のどこかでの段階で「理解すること」、「話すこと」、「書く

こと」の各能力にバラつきが生じたとしても、そのまま各授業が進行していくことになってし

まうという問題点が生じる可能性がある。

課単位、さらには学期単位などの、各マイルストンでの到達度目標が可視化されていないこ

とは、指導者だけでなく、学習者にとっても問題となる。到達度目標が具体的でないと、学習

者が客観的に自分のできること、できないことを正確に把握することが難しく、効果的に学習

効果の改善を図れない。それは指導者にとっても同様で、学習者の状況に応じて、効率的に指

導内容等の改善を図ることも困難となる。加えて指導者が客観的に学習者のレベルを測ること



183東京外国語大学論集第 94号（2017）

も難しく、基準が主観的になってしまう可能性があることも懸念される。こういった点から、

教材の課単位レベルから、授業全体、そして全体カリキュラムに至る多様なレベルでの客観的

かつ具体的な到達度目標を設定することによって、大きな効果が期待できよう。

5.3.	タイ語の特性

前述のカリキュラムや教材については、他の外国語教育と共通の要素が多いが、タイ語独自

の要素も鑑みる必要がある。タイ語は日本語や印欧諸言語とは異なり、活用や接辞などの形態

論的手段を用いず、1 語が 1 形態素となる孤立語である。そのため、時制や動詞変化を学習す

る必要はない。従って 2 冊の教材での文法項目は、主として構文の習得ということになる。一

方で単語、音節毎に声調が定められているという音声的特徴はタイ語学習の上で重要である。

またタイ語固有の文字も習得する必要があるが、こういったタイ語特有の学習項目と一般的な

コミュニケーション学習項目の関係性については、教材①、②に組み込むのではなく、別冊を

用意して集中的に学ぶことになっている。

他にも、英語や日本語を前提としたコミュニケーション場面を単にタイ語へ置き換えるので

はなく、タイ語でのコミュニケーション・ストラテジーに則った、タイ社会における自然なコ

ミュニケーション場面を設定することも重要となる。

本稿の冒頭で述べたように、これらのことを総合的に検証し、体系化した「外国語としての

タイ語教育」の枠組みが求められる。

5.4.	学習者の属性

教材の改善を図るためには、タイ語の特性だけではなく、学習者の属性を踏まえた視点、つ

まり「日本人タイ語学習者」視点からのアプローチも必要となる。特に、タイ語の発音と文字

の仕組みが日本語とは大きく異なるため、日本人には学習の導入段階で発音と文字の学習に十

分な時間を充てることが必要となる。CEFR には、発音と文字に関する到達度設はないが、日

本人のタイ語学習者には、実際に A1 の前段階となる A0 レベルの設定が必要である。

6.	今後の課題と展望

今回の研究は、CEFR の「共通参照レベル」と各技能の Can-Do-Statements のみを用いて、本

学で使用される教材の到達度を分析の対象としている。このカリキュラムに従って実際に教

育を行った場合の、学習者の平均的な到達度までは分析の対象としておらず、その視点から

も今後調査が必要となる。また、対象が 1 ～ 2 年生だけであったので、3 ～ 4 年生を対象とし

ている授業の考察も必要となる。他にも、学生が求めている到達度レベルとともに、Can-Do-
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Statements が示す内容をどのように授業で身につけさせるのか、という方法論も明らかにす

ることが求められる。

タイ政府／教育省なども認識している通り、将来的には「外国語としてのタイ語教育」の世

界基準が必要となる。世界基準をベースとして、日本人に合ったもの、そして各大学の全体プ

ログラムに合ったものにカスタマイズしていくことも必要となる。その基準作りにおいては、

CEFR も大いに参考となるが、今回の分析で明らかになった通り、CEFR そのままの適用は難

しく、タイ語の特性に応じた基準、さらには日本人タイ語学習者に合った基準が必要となる。

特に初期段階では、ヨーロッパ諸言語とは大きく異なり、本稿で指摘したように発音、文字の

到達度レベルとマイルストンの設定が必要となる。他にも発音や文字と同時並行で行っていく

他の学習要素（コミュニケーション能力等）の織り込み方も併せて検討する必要がある。これ

らの要素を織り込んだ日本人に適した「外国語としてのタイ語教育」の枠組み構築していく際

には、同時にその枠組みを、教師の個性や習熟度に左右されず、汎用的に運用可能とするため

の教材、付属指導書、教授法の開発を図ることも忘れてはならない。

これらのことを実現していくためには、国、大学、個人によって様々な切り口から個別に検

討を進めるのも必要であるが、同時に「外国語としてのタイ語教育」の世界基準を推進してい

くために中核となる組織を構築することが極めて重要になるとも考える。

上記の通り、まずは「外国語としてのタイ語教育」の世界基準作りが大前提となるが、これ

はすぐに出来るものではなく、その枠組みが出来るまでは、少なくとも、各教育機関の中でバ

ラつきがないよう、指導者間での連携を更に密にする必要があろう。

別表 1：共通参照レベル－全体的な尺度

熟練した

言語使用者

C2

聞いたり、読んだりしたほぼすべてのものを容易に理解することができる。いろ

いろな話し言葉や書き言葉から得た情報をまとめ、根拠も論点も一貫した方法で

再構成できる。自然に、流暢かつ正確に自己表現でき、非常に複雑な状況でも細

かい意味の違い、区別を表現できる。

C1

いろいろな種類の高度な内容のかなり長いテクストを理解することができ、含意

を把握できる。言葉を探しているという印象を与えずに、流暢に、また自然に自

己表現ができる。社会的、学問的、職業上の目的に応じた、柔軟な、しかも効果

的な言葉遣いができる。複雑な話題について明確で、しっかりとした構成の、詳

細なテクストを作ることができる。その際テクストを構成する字句や接続表現、

結束表現の用法をマスターしていることがうかがえる。

自立した

言語使用者

B2

自分の専門分野の技術的な議論も含めて、抽象的かつ具体的な話題の複雑なテク

ストの主要な内容を理解できる。お互いに緊張しないで母語話者とやり取りがで

きるくらい流暢かつ自然である。かなり広汎な範囲の話題について、明確で詳細

なテクストを作ることができ、さまざまな選択肢について長所や短所を示しなが

ら自己の視点を説明できる。

B1

仕事、学校、娯楽で普段出会うような身近な話題について、標準的な話し方であ

れば主要点を理解できる。その言葉が話されている地域を旅行しているときに起

こりそうな、たいていの事態に対処することができる。身近で個人的にも関心の

ある話題について、単純な方法で結びつけられた、脈絡のあるテクストを作るこ

とができる。経験、出来事、夢、希望、野心を説明し、意見や計画の理由、説明

を短く述べることができる。
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基礎段階の

言語使用者

A2

ごく基本的な個人的情報や家族情報、買い物、近所、仕事など、直接的関係があ

る領域に関する、よく使われる文や表現が理解できる。簡単で日常的な範囲なら、

身近で日常の事柄についての情報交換に応ずることができる。自分の背景や身の

回りの状況や、直接的な必要性のある領域の事柄を簡単な言葉で説明できる。

A1

具体的な欲求を満足させるための、よく使われる日常的表現と基本的な言い回し

は理解し、用いることもできる。自分や他人を紹介することができ、どこに住ん

でいるか、誰と知り合いか、持ち物などの個人的情報について、質問をしたり、

答えたりすることができる。もし、相手がゆっくり、はっきりと話して、助け船

を出してくれるなら、簡単なやり取りをすることができる。

別表 2：共通参照レベル－例示的能力記述文／自己評価表

理解すること 話すこと 書くこと

聞くこと 読むこと やり取り 表現 書くこと

C2

生であれ、放送され
たものであれ、母語
話者の速いスピード
で話されても、その
話し方の癖に慣れる
時間の余裕があれば、
どんな種類の話し言
葉も難無く理解でき
る。

抽象的で、構造
的にも言語的に
も複雑な、例え
ばマニュアルや
専門的記事、文
学作品のテクス
トなど、事実上
あらゆる形式で
書かれた言葉を
容易に読むこと
ができる。

慣用表現、口語体表
現をよく知っていて、
いかなる会話や議論
でも努力しないで加
わることができる。
自分を流暢に表現し、
詳細に細かい意味の
ニュアンスを伝える
ことができる。表現
上の困難に出会って
も、周りの人がそれ
にほとんど気がつか
ないほどに修正し、
問題点をうまく繕う
ことができる。

状況にあった文
体で、はっきり
とすらすらと流
暢に記述や論述
ができる。効果
的な論理構成に
よって聞き手に
重要点を把握さ
せ、記憶にとど
めさせることが
できる。

明確な、流暢な文
章を適切な文体で
書くことができる。
効果的な論理構造
で事情を説明し、
その重要点を読み
手に気付かせ、記
憶に留めさせるよ
うに、複雑な内容
の手紙、レポート、
記事を書くことが
できる。仕事や文
学作品の概要や評
を書くことができ
る。

C1

たとえ構成がはっき
りしなくて、関係性
が暗示されているに
過ぎず、明示的でな
い場合でも、長い話
が理解できる。特別
の努力なしにテレビ
番組や映画を理解で
きる。

長い複雑な事実
に基づくテクス
トや文学テクス
トを、文体の違
いを認識しなが
ら理解できる。
自分の関連外の
分野での専門的
記事も長い技術
的説明書も理解
できる。

言葉をことさら捜さ
ずに流暢に自然に自
己表現ができる。社
会上、仕事上の目的
にあった言葉遣いが、
意のままに効果的に
できる。自分の考え
や意見を精確に表現
でき、自分の発言を
上手に他の話し手の
発言にあわせること
ができる。

複雑な話題を、
派生的問題にも
立ち入って、詳
しく論ずること
ができ、一定の
観点を展開しな
がら、適切な結
論でまとめ上げ
ることができる。

適当な長さでいく
つかの視点を示し
て、明瞭な構成で
自己表現ができる。
自分が重要だと思
う点を強調しなが
ら、手紙やエッセ
イ、レポートで複
雑な主題を扱うこ
とができる。読者
を念頭に置いて適
切な文体を選択で
きる。

B2

長い会話や講義を理
解することができる。
また、もし話題があ
る程度身近な範囲で
あれば、議論の流れ
が複雑であっても理
解できる。たいてい
のテレビのニュース
や時事問題の番組も
わかる。標準語の映
画なら大多数は理解
できる。

筆者の姿勢や視
点が出ている現
代の問題につい
ての記事や報告
を読める。現代
文学の散文は読
むことができる。

流暢に自然に会話を
することができ、母
語話者と普通にやり
取りができる。身近
なコンテクストの議
論に積極的に参加し、
自分の意見を説明し、
弁解できる。

自分の興味関心
のある分野に関
連する限り、幅
広い話題につい
て、明瞭で詳細
な説明をするこ
とができる。時
事問題について、
いろいろな可能
性の長所、短所
を示して自己の
見方を説明でき
る。

興味関心のある分
野内なら、幅広く
いろいろな話題に
ついて、明瞭で詳
細な説明文を書く
ことができる。エッ
セイやレポートで
情報を伝え、一定
の視点に対する支
持や反対の理由を
書くことができる。
手紙の中で、事件
や体験について自
分にとっての意義
を中心に書くこと
ができる。
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B1

仕事、学校、娯楽で
普段出会うような身
近な話題について、
明瞭で標準的な話し
方の会話なら要点を
理解することができ
る。話し方が比較的
ゆっくり、はっきり
としているなら、時
事問題や、個人的も
しくは仕事上の話題
についても、ラジオ
やテレビ番組の要点
を理解することがで
きる。

非常によく使わ
れる日常言語や、
自分の仕事関連
の言葉で書かれ
たテクストなら
理解できる。起
こったこと、感
情、希望が表現
されている私信
を理解できる。

当該言語圏の旅行中
に最も起こりやすい
大抵の状況に対処す
ることができる。例
えば、家族や趣味、
仕事、旅行、最近の
出来事など、日常生
活に直接関係のある
ことや個人的な関心
事について、準備な
しで会話に入ること
ができる。

簡単な方法で語
句をつないで、
自分の経験や出
来事、夢や希望、
野心を語ること
ができる。意見
や計画に対する
理由や説明を簡
潔に示すことが
できる。物語を
語ったり、本や
映画のあらすじ
を話し、またそ
れに対する感想・
考えを表現でき
る。

身近で個人的に関
心のある話題につ
いて、つながりの
あるテクストを書
くことができる。
私信で経験や印象
を書くことができ
る。

A2

（ごく基本的な個人や
家族の情報、買い物、
近所、仕事などの）
直接自分につながり
のある領域で最も頻
繁に使われる語彙や
表現を理解すること
ができる。
短い、はっきりとし
た簡単なメッセージ
やアナウンスの要点
を聞き取れる。

ごく短い簡単な
テクストなら理
解できる。
広告や内容紹介
のパンフレット、
メニュー、予定
表のようなもの
の中から日常の
単純な具体的に
予測がつく情報
を取り出すこと
ができる。簡単
で短い個人的な
手紙は理解でき
る。

単純な日常の仕事の
中で、情報の直接の
やり取りが必要なら
ば、身近な話題や活
動について話し合い
ができる。通常は会
話を続けて行くだけ
の理解力はないのだ
が、短い社交的なや
り取りをすることは
できる。

家 族、 周 囲 の
人々、居住条件、
学歴、職歴を簡
単な言葉で一連
の 語 句 や 文 を
使って説明でき
る。

直接必要のある領
域での事柄なら簡
単に短いメモや
メッセージを書く
ことができる。
短い個人的な手紙
なら書くことがで
きる：例えば礼状
など。

A1

はっきりとゆっくり
と話してもらえれば、
自分、家族、すぐ周
りの具体的なものに
関する聞き慣れた語
やごく基本的な表現
を聞き取れる。

例えば、掲示や
ポスター、カタ
ログの中のよく
知っている名前、
単語、単純な文
を理解できる。

相手がゆっくり話し、
繰り返したり、言い
換えたりしてくれて、
また自分が言いたい
ことを表現するのに
助け船を出してくれ
るなら、簡単なやり
取りをすることがで
きる。
直接必要なことやご
く身近な話題につい
ての簡単な質問なら、
聞いたり答えたりで
きる。

どこに住んでい
るか、また知っ
ている人たちに
ついて、簡単な
語句や文を使っ
て表現できる。

新年の挨拶など短
い簡単な葉書を書
くことができる。
例えばホテルの宿
帳に名前、国籍や
住所いった個人の
データを書き込む
ことができる。
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