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スライド教材化によるイラストの活用
―『大学の日本語　初級　ともだち』を使って ―

前田　真紀

【キーワード】･ イラスト、スライド教材、電子黒板、初級日本語、著作権

1．はじめに
　2017 年に東京外国語大学留学生日本語教育センター（以下、JLC）で発行され
た『大学の日本語　初級　ともだち』（以下、『ともだち』）の特徴の 1 つに、豊富な
イラストがあげられる。『ともだち』では、Vol.1 及び Vol.2 を合わせて 920 枚のイ
ラストが使われている。イラストは全て無償で提供されており、ホームページ 1

からダウンロードして使用できる。ダウンロードしたイラストは、パワーポイン
トなどのプレゼンテーションソフトを利用してスライド教材化することが容易と
なる。従来の絵カードとしての使用に留まらない活用が可能であると言えよう。
　JLC の教育環境も変化している。学生数の増加に伴い、初級クラスは小教室か
ら中教室に移った。各教室にはパソコン、実物投影機、DVD/CD プレイヤーな
どに加え、電子黒板が設置され、ホワイトボードに大きく投影した画像を学生に
提示することが可能となった。教室活動では使用できる教材や教具を有効に生か
し、学習者に配慮した授業を行うことが求められる。電子黒板を使い、スライド
教材化したイラストを活用することで、効果的な教室活動が行えるのではないか
と考える。
　本稿は、『ともだち』イラストの効果、機能、特徴を述べたうえで、スライド教
材化したイラストを、実際の授業でどのように活用できるか考察するものである。

2．『ともだち』イラストの効果、機能、特徴
2．1　『ともだち』イラストの効果
　初級学習者は文字が読めない状態からスタートする。直接法で教える場合、教
師は既習語彙や文型を使い、短時間で的確に使用場面や機能を説明しなければな

1･ http://www.tufs.ac.jp/common/jlc/kyoten/development/shokyu.html
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らない。イラストは言葉に頼らず視覚情報で理解できるので、学習者が学習項目
や場面を推測し、語彙の意味などを素早く理解する助けとなる。初級学習者にとっ
ては、教科書のイラストは有用であると言えよう。
　島田・北島（2008）は、挿絵の文章理解を促進する効果として「動機づけを高め
る効果と精緻化を促進する効果」を実験により確認している。下位効果としてあ
げられた「動機づけ、内容に興味を持たせる、重要な項目の記憶を助ける、項目
間の関係を把握しやすくなる」等は、初級教材のイラストの効果としても期待さ
れるものである。
　『ともだち』イラストに期待される主な効果は、「学習意欲の維持・拡充」、「学習
項目の理解と定着」、「授業の活性化」の 3 点であると考える。
　イラストは文字だけよりも目を引き付け、興味を喚起しやすい。内容を予測す
る手段ともなり、学習意欲を引き寄せ、高める効果を期待するものである。
　また、イラストは語彙の意味や場面の理解を促進するだけでなく、イメージを
喚起することで、記憶の定着を促し、記憶保持、想起にも効果的である。表情豊
かなイラストは、学習者の共感を得やすい。ハートや汗などの記号により、イラ
ストの人物の内面を捉えることもできる。「学習項目の理解と定着」に大きく貢献
するものと言えよう。
　さらに、イラストにより使用場面や機能が理解しやすくなることで、発話が活
発化し、授業への参加意識が高まると思われる。自己発信能力の向上、学習者同
士の活動促進といった「授業の活性化」に効果的であると考える。

2．2　『ともだち』イラストの機能　
　『ともだち』イラストに見られる主な機能は表 1 の通りである。

表1

機能 主な使用場面・文型 主な提出課・問題

場面設定 本文会話／発表など L4 タスク 5、L5 タスク 3

語彙の意味を提示 名詞・形容詞・動詞など L1 練習 5、L3 練習 4

CUEの提示 各課の練習問題など L1 練習 1、L5 練習 12

対比で提示 形容詞・可能形・自他動詞など L2 練習 9、L8 タスク 2

変化を表す {Aいく/{Aなに/Nに}なります・します L10 練習 7、L15 練習 10
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動作 / 時間の順番 それから、てから、前に/ 後でなど L5 練習 14、L10 練習 9

選択肢の提示 VてVてVます、VたりVたりなど L3 タスク 2、L11 練習 15

文化情報 お祭り、温泉、日本の習慣など L8 タスク 2、L12 タスク 7

記号で焦点化 ○、×、💬、➡、♡など L1 練習 14、L4 練習 7

　各課の最初のページには、会話や発表のダイアログと共に、場面設定のイラス
トが配置されている。教科書全体では、練習問題の CUE となるイラストが多く
使用されている。
　語彙の意味を表す場合でも、ペアにしたほうが
理解しやすいものは、対比で提示されている。図
1 は「泳げる／泳げない」を示したイラストであ
る。左上の絵は「泳ぐ」「泳げる」どちらにも解釈
できる。また右下の絵だけでは、「溺れる」と捉え
られる可能性がある。しかし、2 枚の絵を対比す
ることにより、「泳げる／泳げない」という可能形の
意味が明確になる。
　変化を表す場合、2 枚のイラストの間の➡が変化の前後を示す。➡は、動作が
行われる順番や時間の前後関係を表す際にも使用される。2 枚または複数のイラ
ストの間に置き、動作の順序や時間的な前後関係を示すために使われている。選
択肢の提示では、自分の活動に合わせた発話ができるように複数のイラストを並
べ、自由に選択できるようになっている。文化情報は学習者に馴染みがなく、言
葉だけではイメージしにくい日本の生活や文化的情報を視覚的に示すことで、理
解を促し興味や関心を喚起することができると言えよう。イラストの中には、➡
や💬、○、×、♡マークなど様々な記号が使われている。これは記号により、
事物の動き、移動の方向、時間的な流れ、話者の視点、心の内、感情などを焦点
化し、理解を容易にするために使用されている。
　
2．3　『ともだち』イラストの特徴
　『ともだち』イラストは、留学生 8 人、日本人学生 3 人、教師 2 人の主要登場人
物を中心に、大学生活で使用頻度の高い場面が多く描かれている。（図 2）
　イラストはシンプルで分かりやすい線画で描かれ、ポイントが明確で語彙の意
味や使用場面が理解しやすい。語学教材のイラストは、余計な情報が排除され、
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焦点が明確なものが求められる。ポイントが不
明確な場合、学習者の誤解を生む可能性もあ
り、言語教育におけるイラストの役割は重要で
ある。
　『ともだち』のイラストは日本語教師が描いた
もので、表情豊かでユニークであり、漫画的す

ぎず、学習者の共感を得やすい。大学生向けの教
材にふさわしいと思われる。イラストはテキスト

に掲載されている練習やタスクのみならず、他の場面でも幅広く活用できるもの
となっている。
　
3．スライド教材化によるイラストの活用
3．1　イラストをスライド教材化する意義
　実際の授業ではテキストのイラストだけでは十分とは言えず、必要に応じて他
の教材のイラスト等をコピーして使用することも多いだろう。自分で描くのは難
しい。小松（2006）は、現場の教師は「データベースの形で提供されているものを
編集して使っているのが実態」と述べている。これは、データベースがあれば、
必要な教材を作成し活用することが可能ということでもある。同じタッチで描か
れた 920 枚のイラストは有用なデータベースになると言える。
　スライド教材化の利点について、横川他（2010）は、「作成が容易」「改変が容易」

「使用法を熟知している教師が多い」の 3 点を挙げている。特別な技術は必要とさ
れず、教師は自分の授業展開に合わせたスライドを簡単に作成することができる。
並び替え・追加・削除などの修正も容易である。同じイラストを何度でも使用で
きる上、ペアで提示、複数枚同時提示など練習やタスクに合わせてスライドをデ
ザインすることが可能である。一度作成すれば、何度でも使用できるので、以降
の授業準備の負担が軽減される。
　授業活動においても、スライド教材は操作が簡単で、教案に沿ってスライドが
準備されているので、効率的に授業を進められる。大きな画面に投影することで、
学習者は顔を上げて前を向き、集中しやすくなる。教師も学習者の反応を見なが
ら授業が進行できる。教案やスライドは、課ごとにファイルにまとめて保管でき
る。既習文型や語彙の復習が必要になった場合も、該当部分をすぐに参照するこ
とが可能である。授業後は、不具合を修正した上で保管すれば、次回の教案作成
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時間が短縮できる。
　イラストはスライド教材化することで、活用できる範囲が拡大する。授業活動
の効率化活発化を促す効果もあり、利便性が高いと考える。
　
3．2　イラストの活用
　スライド教材化したイラストはどのように活用できるのか。ここでは授業で実
践されてきた 3 点の活用法について述べたい。
①絵カードとして使用
　ダウンロードできる『ともだち』イラストは、テキストの提出順に並んでいる。
イラストの下部に課と練習問題番号が記されているので、順番通りに 1 枚のイラ
ストを 1 枚のスライドに張り付けていけば、印刷不要の絵カードとなる。920 枚
のイラスト全てをスライド教材化して USB に保存し携帯すれば、いつでも使用
することができる。授業では大きな画面に映し出し、フラッシュカードとしても
活用できる。
②イラストの複数回使用
　スライド教材化すると同じイラストを必要なところで何度でも使用できる。テ
キスト内でも、同じイラストが複数回使用されている例が見受けられる。人物を
表す顔のイラストは使用頻度が高く、自己発信型タスクによく使われる。「食べる」

「おいしい」などの基本的な動詞や形容詞は、語彙の意味を表すイラストとして、
練習問題の CUE や選択肢として何度も提示される。東京都内の地図イラストは
タスクに 3 回使用されているが、大画面に映し出せば全体活動が行いやすい。使
いまわしがしやすいイラストが多数あり、テキストでの
掲載場面以外でも導入や練習に活用できる。スライド教
材化し保存しておけば、必要に応じていつでも提示が可
能となる。
　同じイラストを異なる意味で使用している例もある。
図 3 は、5 課練習 9 の「いそがしい」を示すイラストであ
る。語彙導入では、「ひまな」と対比して提出されている。
　24 課練習 4 では、同じイラストの左上に･ AM02:15 ･
と時計が追加され「①夜おそいです→夜おそいのに、父
はまだ仕事をしています。」と、仕事に追われている場面
を表している（図 4）。1 枚のイラストに新たな情報を付
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加するなどの工夫を加えることで、「1 枚のイラスト＝ 1 つ意味」に縛られない利
用が可能であることを示す例と言えよう。
　③1枚のイラストを複数の機能で使用
　2．2イラストの機能で紹介した通り、『ともだち』イラストの機能は多々あるが、
1 枚のイラストは、導入、練習、応用など様々な用途で使うことができる。テキ
スト内では導入時の場面設定として使用されているイラストでも、練習問題の
CUE や選択肢として、1 つの機能に限定することなく活用できる。
　図 5 は、23 課タスク 3 の伝聞の「そうだ」の場面
設定のイラストである。吹き出しの中は、自分が他
の人から聞いたことを表し、それを別の友人に伝え
ているという状況を 1･枚の絵にまとめてある。この
イラストは、「ローラさんの話によると、あの店の
ケーキはおいしいそうです。」のように、自由作文を
するタスクに使われているが、文型導入や変換練習、
代入練習をする際の CUE としても使用が可能であ
る。1 枚のイラストの使用法を限定せず、どこでどのように使えるかを考えるこ
とで、イラストの活用範囲が広がると思われる。
　
3．3　素材としてのイラスト
　絵カードは完成した教材である。そのまま使用することが前提であるが、ダウ
ンロードしたイラストはスライド教材化することで、授業スタイルに合わせてデ
ザインすることが可能となる。1 枚のイラストを完成教材と考えるのではなく、
スライドに張り付けられる素材、パーツとすることで、イラストの用途はさらに
広がる。ここでは素材としてのイラストの活用例を 3 点あげる。
①デザインする
　『ともだち』では、3 課で初めて動詞が提出される。
これまでは、文型を板書し、絵カードを見せながら
CUE を口頭で言うという教室活動が行われてきた。
　図 6 は、「飲む」のスライドである。スライド教材
化することにより、イラストだけでなく、文型や語
彙の挿入、CUE となるイラストの追加などが可能
となる。　

図5：伝聞「そうだ」

 

スライドに張り付けていけば、印刷不要の絵カードとなる。920 枚のイラスト全てをス

ライド教材化して USB に保存し携帯すれば、いつでも使用することができる。授業では

大きな画面に映し出し、フラッシュカードとしても活用できる。 
②イラストの複数回使用 
スライド教材化すると同じイラストを必要なところで何度でも使用できる。テキスト

内でも、同じイラストが複数回使用されている例が見受けられる。人物を表す顔のイラ

ストは使用頻度が高く、自己発信型タスクによく使われる。「食べる」「おいしい」などの

基本的な動詞や形容詞は、語彙の意味を表すイラストとして、練習問題の CUE や選択肢

として何度も提示される。東京都内の地図イラストはタスクに３回使用されているが、

大画面に映し出せば全体活動が行いやすい。使いまわしがしやすいイラストが多数あり、

テキストでの掲載場面以外でも導入や練習に活用できる。スライド教材化し保存してお

けば、必要に応じていつでも提示が可能となる。 
同じイラストを異なる意味で使用している例もある。図 3 は、

5 課練習 9 の「いそがしい」を示すイラストである。語彙導入で

は、「ひまな」と対比して提出されている。 

24 課練習 4 では、同じイラストの左上に AM02:15 と時計が   図 3：いそがしい   
追加され「①夜おそいです→夜おそいのに、父はまだ仕事をして

います。」と、仕事に追われている場面を表している。（図 4）    
1 枚のイラストに新たな情報を付加するなどの工夫を加えるこ

とで、「1 枚のイラスト＝１つ意味」に縛られない利用が可能で

あることを示す例と言えよう。                  図 4：のに      
③1 枚のイラストを複数の機能で使用              
２．２イラストの機能で紹介した通り、『ともだち』イラストの機能は多々あるが、1 枚

のイラストは、導入、練習、応用など様々な用途で使うことができる。テキスト内では導

入時の場面設定として使用されているイラストでも、練習問題の CUE や選択肢として、

１つの機能に限定することなく活用できる。 
図 5 は、23 課タスク 3 の伝聞の「そうだ」の場面設定の

イラストである。吹き出しの中は、自分が他の人から聞い

たことを表し、それを別の友人に伝えているという状況を

1 枚の絵にまとめてある。このイラストは、「ローラさんの

話によると、あの店のケーキはおいしいそうです。」のよう

図 5：伝聞「そうだ」    に、自由作文をするタスクに使われているが、文型導入や

図6：飲む

変換練習、代入練習をする際の CUE としても使用が可能である。1 枚のイラストの使用

法を限定せず、どこでどのように使えるかを考えることで、イラストの活用範囲が広が

ると思われる。 

 
３．３ 素材としてのイラスト 

 絵カードは完成した教材である。そのまま使用することが前提であるが、ダウンロー

ドしたイラストはスライド教材化することで、授業スタイルに合わせてデザインするこ

とが可能となる。1 枚のイラストを完成教材と考えるのではなく、スライドに張り付けら

れる素材、パーツとすることで、イラストの用途はさらに広がる。ここでは素材としての

イラストの活用例を 3 点あげる。 
①デザインする 
 『ともだち』では、3 課で初めて動詞が提出される。こ

れまでは、文型を板書し、絵カードを見せながら CUE を

口頭で言うという教室活動が行われてきた。 
図 6 は、「飲む」のスライドである。スライド教材化す

ることにより、イラストだけでなく、文型や語彙の挿入、

CUE となるイラストの追加などが可能となる。       図 6：飲む 
スライドの内容は学習者のレベルに合わせて簡単にアレンジすることができる。色を

つける、文字の大きさを変えるなど、強調するための工夫も行える。アニメーション機能

を使えば、順番に提示する設定にできる。イラストに音声を挿入することも可能である。

自分が思い描く授業展開に合わせてデザインし、作成することができる。 
②変化をつける 
「行く」「来る」「帰る」は基本的で重要な移動動詞であるが、使い分けを正しく理解す

るのは簡単とは言えない。イラストだけでもイメージできるが、アニメーション機能を

使って動きを加えれば、さらにインパクトが強くなる。人をパーツとして切り取ってか

らスライドに張りつけることで、動きを加えることが可能となる。 
図 7 はイラストをスライド教材化して、動きを付け加えたものである。「行く」「帰る」

は➡に沿って人が移動する。出発点からの移動が「行く」、ホームに戻る移動が「帰る」

という違いを表した。「来る」は人が拡大していく。見る側に近づいてくるような効果を

狙い、目的地に到達する移動が「来る」ということ表現した。動きを加えることで使い分

けの違いが明確化し、記憶にも定着しやすくなると思われる。   
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　スライドの内容は学習者のレベルに合わせて簡単にアレンジすることができ
る。色をつける、文字の大きさを変えるなど、強調するための工夫も行える。ア
ニメーション機能を使えば、順番に提示する設定にできる。イラストに音声を挿
入することも可能である。自分が思い描く授業展開に合わせてデザインし、作成
することができる。
②変化をつける
　「行く」「来る」「帰る」は基本的で重要な移動動詞であるが、使い分けを正しく
理解するのは簡単とは言えない。イラストだけでもイメージできるが、アニメー
ション機能を使って動きを加えれば、さらにインパクトが強くなる。人をパーツ
として切り取ってからスライドに張りつけることで、動きを加えることが可能と
なる。
　図 7 はイラストをスライド教材化して、動きを付け加えたものである。「行く」

「帰る」は➡に沿って人が移動する。出発点からの移動が「行く」、ホームに戻る
移動が「帰る」という違いを表した。「来る」は人が拡大していく。見る側に近づい
てくるような効果を狙い、目的地に到達する移動が「来る」ということ表現した。
動きを加えることで使い分けの違いが明確になり、記憶にも定着しやすくなると
思われる。

　　　　図7：　行く　　　　　　　来る　　　　　　　　　　　帰る

　15、17 課の「道聞き」タスクも、動きを付け加えることで授業活動が活性化する。
目的地の建物を拡大したり、道順に沿って人物を動かしたりするだけで、学生の
興味を引き付けることができる。授業では、スライドに音声を挿入し、イラスト
を見ながらモデル会話を聞き、会話練習をした後、道順通りに人物が動くような
設定を行った。
　スライド教材化したイラストは、アニメーション機能で、移動、拡大縮小など
の変化をつけることが可能となる。会話の順番通りに吹き出しを提示していくこ

図 7： 行く          来る           帰る 
15 課、17 課の「道聞き」タスクも、動きを付け加えることで授業活動が活性化する。

目的地の建物を拡大したり、道順に沿って人物を動かしたりするだけで、学生の興味を

引き付けることができる。スライドに音声を挿入しており、イラストを見ながらモデル

会話を聞き、会話練習をした後、道順通りに人物が動くように設定を行った。 
スライド教材化したイラストは、アニメーション機能で、移動、拡大縮小などの変化を

つけることが可能となる。会話の順番に吹き出しを提示していくことで、臨場感のある

授業活動を行うことができる。授業の活性化、楽しく飽きさせないクラス活動を行う上

で、イラストに変化をつけることによる効果は大きいと思われる。 

図 8：道を聞く        図 9：目的の場所へ移動する 
③文法のポイントを視覚化 
 イラストをスライド教材化することで、文法のポイントを視覚化して提示することも

容易となる。授受表現は 7 課で提出されるが、与え手と受け手の 2 者が関与し、発話者

との親疎関係が影響する難しい文型である。 
7 課練習 1 では、図 10 のように 2 人の人物の間に物と➡が描かれ、受け渡される物と

移動の方向を表している。しかし発話者である「私」の姿が示されていない。練習用イラ

ストとしては十分であるが、導入には不十分である。 
図 11 では、スライドに「私」を登場させ、吹き出しをつけて発話者を示している。発

話者の視点を明らかにするため、person1 にあたる人物を大きく強調している。発話者と

文の主語を明示することで、この後に学習する「私」と「他者」の 2 者が与え手、受け手

図 7： 行く          来る           帰る 
15 課、17 課の「道聞き」タスクも、動きを付け加えることで授業活動が活性化する。

目的地の建物を拡大したり、道順に沿って人物を動かしたりするだけで、学生の興味を

引き付けることができる。スライドに音声を挿入しており、イラストを見ながらモデル

会話を聞き、会話練習をした後、道順通りに人物が動くように設定を行った。 
スライド教材化したイラストは、アニメーション機能で、移動、拡大縮小などの変化を

つけることが可能となる。会話の順番に吹き出しを提示していくことで、臨場感のある

授業活動を行うことができる。授業の活性化、楽しく飽きさせないクラス活動を行う上

で、イラストに変化をつけることによる効果は大きいと思われる。 

図 8：道を聞く        図 9：目的の場所へ移動する 
③文法のポイントを視覚化 
 イラストをスライド教材化することで、文法のポイントを視覚化して提示することも

容易となる。授受表現は 7 課で提出されるが、与え手と受け手の 2 者が関与し、発話者

との親疎関係が影響する難しい文型である。 
7 課練習 1 では、図 10 のように 2 人の人物の間に物と➡が描かれ、受け渡される物と

移動の方向を表している。しかし発話者である「私」の姿が示されていない。練習用イラ

ストとしては十分であるが、導入には不十分である。 
図 11 では、スライドに「私」を登場させ、吹き出しをつけて発話者を示している。発

話者の視点を明らかにするため、person1 にあたる人物を大きく強調している。発話者と

文の主語を明示することで、この後に学習する「私」と「他者」の 2 者が与え手、受け手
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とで、臨場感のある授業活動を行うことができる。授業の活性化、楽しく飽きさ
せないクラス活動を行う上で、イラストに変化をつけることによる効果は大きい
と思われる。

　　　　　　　　図8：道を聞く　　　　	図9：目的の場所へ移動する

③文法のポイントを視覚化
　イラストをスライド教材化することで、文法のポイントを視覚化して提示する
ことも容易となる。授受表現は 7 課で提出されるが、与え手と受け手の 2 者が関
与し、発話者との親疎関係が影響する難しい文型である。
　7 課練習 1 では、図 10 のように 2 人の人物の間に物と➡が描かれ、受け渡され
る物と移動の方向を表している。しかし発話者である「私」の姿が示されていない。
練習用イラストとしては十分であるが、導入には不十分である。
　図 11 では、スライドに「私」を登場させ、吹き出しをつけて発話者を示している。
発話者の視点を明らかにするため、person1 にあたる人物を大きく強調している。
発話者と文の主語を明示することで、この後に学習する「私」と「他者」の 2 者が
与え手、受け手として授受に関与する文型の理解に繋がるものと考える。

　　　　　							　　図10　　　　　　　　　　			　図11

　20 課で提出される「V てもらう」「V てあげる」のように、恩恵・感謝の気持ち
が入り、使い分けが難しい文型でもスライド化することで相違点を視覚化して示

図 7： 行く          来る           帰る 
15 課、17 課の「道聞き」タスクも、動きを付け加えることで授業活動が活性化する。

目的地の建物を拡大したり、道順に沿って人物を動かしたりするだけで、学生の興味を

引き付けることができる。スライドに音声を挿入しており、イラストを見ながらモデル

会話を聞き、会話練習をした後、道順通りに人物が動くように設定を行った。 
スライド教材化したイラストは、アニメーション機能で、移動、拡大縮小などの変化を

つけることが可能となる。会話の順番に吹き出しを提示していくことで、臨場感のある

授業活動を行うことができる。授業の活性化、楽しく飽きさせないクラス活動を行う上

で、イラストに変化をつけることによる効果は大きいと思われる。 

図 8：道を聞く        図 9：目的の場所へ移動する 
③文法のポイントを視覚化 
 イラストをスライド教材化することで、文法のポイントを視覚化して提示することも

容易となる。授受表現は 7 課で提出されるが、与え手と受け手の 2 者が関与し、発話者

との親疎関係が影響する難しい文型である。 
7 課練習 1 では、図 10 のように 2 人の人物の間に物と➡が描かれ、受け渡される物と

移動の方向を表している。しかし発話者である「私」の姿が示されていない。練習用イラ

ストとしては十分であるが、導入には不十分である。 
図 11 では、スライドに「私」を登場させ、吹き出しをつけて発話者を示している。発

話者の視点を明らかにするため、person1 にあたる人物を大きく強調している。発話者と

文の主語を明示することで、この後に学習する「私」と「他者」の 2 者が与え手、受け手

として授受に関与する文型の理解に繋がるものと考える。 

 図 10              図 11 
 20 課で提出される「V てもらう」「V てあげる」のように、恩恵・感謝の気持ちが入り、

使い分けが難しい文型でもスライド化することで相違点を視覚化して示すことができる。

自分から働きかけて相手が行動したら、「V てもらう」（図 12）、相手が自主的に行動した

ら「V てくれる」（図 13）という形で違いを示し導入する場合、発話を順番に表示し、階

層的に見せることで、違いが明らかになり理解しやすくなると考える。恩恵・感謝の気持

ちを♡マークなど記号を使って表すことで、文型に内在する気持ちを示すこともできる。  
スライド教材化することにより文法のポイントを視覚的に提示でき、学習者の理解が

短時間でスムーズに進むのではないだろうか。スライド教材化してできることを考え工

夫することで、効果的なイラストの活用が可能になると思われる。 

図 12：V てもらう        図 13：V てあげる 

 
４．スライド教材化の問題点 
 イラストをスライド教材化して授業で使用する際の問題点についても言及したい。 
スライド教材を作成するためには、ある程度の時間と労力がかかる。作成するために

は、①アイデアを出す②必要なイラストを探す③作成④修正という手順があり、完成す

るまで時間の確保と作成意欲が必要となる。分かりやすいスライドを作成するためには、

提示の順序にも配慮しなければならず、思いのほか時間をとられることもある。 
教室ではイラストや文字が見えにくいことがある。室内全体を暗くすると手元も暗く

なる。画像の上の蛍光灯を消す、近くの窓はブライドを閉めるなどの対策が必要である。 
スライド上のイラストの位置や大きさにも配慮が必要である。投影の際、機器や机の
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すことができる。自分から働きかけて相手が行動したら、「V てもらう」（図 12）、
相手が自主的に行動したら「V てくれる」（図 13）という形で違いを示し導入する
場合、発話を順番に表示し、階層的に見せることで、違いが明らかになり理解し
やすくなると考える。恩恵・感謝の気持ちを♡マークなど記号を使って表すこと
で、文型に内在する気持ちを示すこともできる。　
　スライド教材化することにより文法のポイントを視覚的に提示でき、学習者の
理解が短時間でスムーズに進むのではないだろうか。スライド教材化してできる
ことを考え工夫することで、効果的なイラストの活用が可能になると思われる。

　　　　　				図 12：Vてもらう　　　　　　　図13：Vてあげる

4．スライド教材化の問題点
　イラストをスライド教材化して授業で使用する際の問題点についても言及した
い。
　スライド教材を作成するためには、ある程度の時間と労力がかかる。作成する
ためには、①アイデアを出す②必要なイラストを探す③作成④修正という手順が
あり、完成するまで時間の確保と作成意欲が必要となる。分かりやすいスライド
を作成するためには、提示の順序にも配慮しなければならず、思いのほか時間を
とられることもある。
　教室ではイラストや文字が見えにくいことがある。室内全体を暗くすると手元
も暗くなる。画像の上の蛍光灯を消す、近くの窓はブライドを閉めるなどの対策
が必要である。
　スライド上のイラストの位置や大きさにも配慮が必要である。投影の際、機器
や机の陰になる死角ができることがある。スライド上のイラストの位置、文字の
大きさ、字数にも気を配り、読みやすい色を使うなど、意識する必要がある。
　スライド使用時は、学習者の反応を見ながら操作しなければならない。学習者
が理解する前に次のスライドに移ることがないよう、提示時間に配慮する必要が

として授受に関与する文型の理解に繋がるものと考える。 
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ある。学習者が授業についてきているか、理解しているか、モニターしながらス
ライドを操作していくよう心がけなければならないだろう。
　学習者からはスライドが次々変わりノートがとれないという声が上がることも
ある。口頭練習の時間としてスライド教材を使うのであれば、別途ノートをとる
時間を設け、学習者にもその旨を指示する必要があるだろう。何を目的に活動し
ている時間なのか、学習者に意図が明確に伝わるようにしなければならない。
　また、板書は、消してしまえば戻らないが、必要なものを最後まで残して提示
しておくことが可能である。スライドは次のスライドに移ると前の内容は見せら
れないが、再提示が可能である。スライドと板書、その他の教具との併用を前提
として、それらの特徴を生かした授業展開を考えておくことが重要であると思う。
　機器の不具合や故障などの突発事態が起こると、スライド教材が使えず授業の
進行が阻害されることもある。不測の事態への対策もある程度心がけておく必要
がある。
　
5．著作権への配慮　

　イラストをスライド教材化する際には、著作権に
対する配慮が必要となる。『ともだち』イラストの著
作権は東京外国語大学留学生日本語教育センターに

帰属している。詳細はホームページ 2で確認できるが、イラストは（CC-BY-NC-
ND）という条件で提供されている。これは「原作者のクレジットを表示し、かつ
非営利目的であり、そして元の作品を改変しないことを主な条件に作品を再配布
できる CC ライセンス」である。イラストを使用して教材や資料を作成した場合、
JLC 拠点事務に連絡する必要がある。本稿掲載のスライド化教材に使用したイラ
ストは許可を得て編集しており、授業での使用及び JLC 内での共有が認められ
ている。スライド教材を作成する際には、個人の責任で作成し、著作権の許諾範
囲内での使用が求められる。

6．終わりに
　本稿は 2017 年 9 月 15 日に JLC で行われた「～ JLPTUFS アカデミック日本語
Can-do リストに基づいた～『大学の日本語　初級ともだち』の効果的な使い方」

2･ http://www.tufs.ac.jp/common/jlc/kyoten/development/shokyu_kiyaku.html
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５．終わりに 

                                            
2 http://www.tufs.ac.jp/common/jlc/kyoten/development/shokyu_kiyaku.html 
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において発表した内容に加筆修正を加えたものである。ワークショップではグ
ループに分かれて、1 枚のイラストを利用してダイアログを作成した。イラスト
の中に記号や吹き出しを書き込むなど様々な工夫が施され、1 枚のイラストを多
くの文型で活用することが可能であるということを改めて感じた。また、スライ
ド教材化すれば簡単に作成できる工夫が多く見られ、イラストをスライド教材化
するメリットも確認できた。
　『ともだち』は 920 枚のイラストをダウンロードして使用できるという特徴があ
り、スライド教材化することで活用範囲が広がるということを述べてきた。教室
活動で使用することで、学習の効率化活性化が図れ、学習効果が高くなることが
期待できる。
　本稿ではイラストをスライド教材化する場合を対象にしており、文字だけのス
ライドや写真については考察の対象としていない。授業全体の流れの中で、スラ
イド教材化したイラストをどの程度、どのタイミングで使用すれば効果的なのか
については考察できなかった。今後は教室活動の中で、文字や写真も含めたスラ
イド教材の使用時間や効果についても考えていきたい。
　しかし、スライド教材だけで授業が進行すると、授業が単調化し、学習効果が
下がる要因ともなり得る。教室には様々な機器が設置されている。板書や実物投
影機を併用し、レアリアやジェスチャーなども用いて、学習者が飽きない授業展
開を行う必要があると考える。メリハリのある授業を行い、学習効果向上に繋が
るスライド教材の使用法を考えていく必要があると思われる。
　プレゼンテーションソフトを使えば、必要なスライド教材が誰にでも簡単に作
成できる。しかし、スライド教材化したからと言って、学生が理解しやすくなっ
たと安易に評価することはできない。コース終了後のアンケート結果などを参考
にして、学習者の理解に貢献する教材に改善していくことが求められる。
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The	Effectiveness	of	Using	Illustrations	and	Presentation	Software:
Using “Elementary Japanese for Academic Purposes, Tomodachi’ as a textbook.
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There are 920 illustrations in “Elementary Japanese for Academic Purposes Vol.1 
and	Vol.2”.	These	free	illustrations	can	be	downloaded	from	the	JLC	TUFS	website	and	is	
available for everybody.

By using presentation software like Microsoft PowerPoint, illustrations can be made 
into	powerful	teaching	materials	and	be	used	effectively	in	lessons.

If you remake illustrations into presentation slides through PowerPoint, you 
can use it effectively. Illustrations placed in software slides can also be used as raw 
materials, making it easy to construct into new pictures. On the slides of the presentation 
software, you can design your own illustrations for use in lessons. It is also possible to 
animate the illustrations, text and other objects in your presentation to give them visual 
effects including changes in size or color, and even movement. We can make use of 
the illustration materials that are reproduced into presentation slides in the Japanese 
elementary language class. Using them in the class and the presentations in lectures is 
absolutely	effective	for	arousing	the	learner’s	interest	towards	the	class,	and	will	improve	
the	studying	motivation	efficiency.




