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概要：本研究では、既存のコンピュータプログラムを借用して作成したオンライン教材（辞

書機能及び音声付きテキスト、漢字の書き順ムービー、ワークブック形式の漢字読み練習、

ゲーム感覚の漢字読み練習）を読解中級クラスの副教材として使用し、教育的効果を考察し

た。学習者は１）読解練習に音声教材を活用し、２）主教材を通して得た興味をオンライン

教材で発展させ、３）楽しく学習している、等、本教材が動機づけに好影響を及ぼしている

ことがうかがえた。作成に専門技術を要さない簡単なオンライン教材においても高い教育効

果が期待できることから、より充実した日本語教育を推進するために、プログラム開発と教

材作成のさらなる連携を提唱する。 
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１．はじめに 
 現在の日本語教育において、オンライン教材の利便性とその高い教育効果はだれもが認め

るところである。しかし、現場の教師には、技術・時間等の制約された状況があり、担当コー

スに即したオンライン教材・マルチメディア教材の開発は難しいものと位置づけられている

のが実情であろう。そのような環境の下、コーネル大学の中級読解コース IIでは、既存のコ
ンピュータプログラムを借用し、専門技術を必要としない簡単なオンライン教材を作成、使

用することによって、教育効果を高める試みを行った。 
 このコースは担当教師選の短文集（小説、詩、エッセイ、等）を主教材とし、学生数 10人
前後で行われる少人数コースである。学生達の学習意欲は極めて高いが、読解能力、漢字能

力、等に若干のばらつきが見られるため、授業外で個々の学生がそれぞれの必要に応じた自

主学習ができるよう種々のオンライン教材を作成し、一つの総合ウェブサイトとして構築し

た。本稿では、それぞれの教材について概説し、教育効果を考察する。 
 

２．ウェブサイトの構造と内容 
 このサイトは、従来より上記コースで主教材として使用されている短文集に即して作成し

た副教材「text/dictionary/sound」「漢字 movie」「漢字 workbook」「表現」「Game」「その他（著
者、周辺情報、等についてのリンク）」の６項目から成り立っている。（図１参照） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ ウェブサイトのホームページ 
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２．１ text/dictionary/sound 
 先行研究によると、読解能力と語彙力の間には相関関係があり（Anderson & Freebody 1981, 
Koda 1989）、読解力を高めるには何よりもまず語彙力を高める必要がある（川村 2000）と
報告されている。そこで、本教材は、東京国際大学川村よし子氏ら開発の読解学習支援シス

テム「リーディング・チュウ太 (Reading Tutor)」を借用し、短文集の本文に辞書機能を付け
て学習者の語彙学習に対する負担を軽減し、さらに音読ファイルを加えることにより漢字の

読み検索にかかる時間の削減を試みた。また、音読ファイルには、学習者がモデル音声と一

緒に音読練習をすることで読解のスピードを速める狙いもある。（図２参照） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２ text/dictionary/sound 
 

２．２ 漢字 movie 
 「漢字 movie」では、漢字学習サ
イト「gahoh」の主催者、金井雅芳氏
開発の漢字書き順ムービーを借用し、

本文中から選出した漢字にリンクさ

せることによって書き順学習を容易

にした。また、書き順画面には、漢

字の読みがな、画数、その漢字を含

む熟語と意味などが出ており、漢字

辞書としての機能も併せ持つ。選出

漢字には，初級、中級 I での既習漢
字も含め、復習に使えるよう配慮し

た。（図３参照） 
図３ 漢字 movieの画面 

 
２．３ 漢字 workbook 

 この教材はコーネル大学ランゲージリソースセンター開発の「Media Workbook」を漢字学
習用に応用したものである。選出された漢字の読みがなをひらがなで入力し送信すると解答

ページにジャンプし、学習者が入力した読みと解答が同時に閲覧できる仕組みとなっている。

この解答ページには「Click here to Continue」というリンクボタンが設置されており、さらな
るページへのリンクが可能である。また、学習者から送られてきた解答は氏名、送信日時と 
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図５ Game 

ともに保存され、管理者／教師側か

ら閲覧ができるため、宿題として課

すことも可能である。（図４参照） 
 

２．４ 表現 
 「表現」のページは、本文中の表

現や熟語が、他の文章中ではどのよ

うに使われているかを紹介したもの

である。インターネットの検索エン

ジンを使ってターゲットの表現が使

われている小説やエッセーを検索し、

必要部分を抜粋して出典とともに紹

介した。 
 

２．５ Game 
 この教材は漢字の読み練習をゲー

ム調にしたものである。練習問題と

して出された漢字の読みがなをひら

がなで入力しリターン／エンターを

クリックすると、正否が表示される。

クリックと同時に画像で「○」「×」

が現れるため、学習者にとっては

ゲーム感覚で楽しく勉強できる。（図

５参照） 
 

２．６ その他 
 この項目は、本文の著者のプロ

フィール等、周辺情報をリンクし、 
学習者の興味を広げることを目的としている。そのため日本語だけではなく英語のサイトも

リンクしてある。 
 

３．考察 
 前述の読解コースでは、学生が自発的に頻繁にこのウェブサイトを使うよう誘導するため

に、宿題の一部としてオンライン教材の指定ページに行くように指示し、そこで何を見たか、

どんな 活動をしたかについて、反応を 200字程度書かせている。さらに、宿題提出後、授業
中に同様のことを口頭で発表させ、学生同士意見交換をする。これらの学生からのフィード

バックと担当教師の声を合わせて本オンライン教材について考察をする。 
 まず、「text/dictionary/sound」について、辞書で単語を調べる時間が削減できるので便利で
ある、というコメントの他に、 
• テキストを見ながら耳で聞くと理解しやすくなる。 
• 発音の練習になる。読み方が少し早いけれど、それが日本語の速度だと思って、一緒
に読めるように練習してみた。 

• 他コースでも全レッスンに音声をつけてほしい。 
等、音声に関する意見が多かった。通常、音声教材は会話練習や聞き取り練習に使われるこ

とが多いが、上記のコメントから学習者は読解練習においても音声教材を有効に活用してい

ることが分かる。 
 次に、「漢字 movie」については、書き順がたどれるのでとてもためになる、「Game」につ
いては、楽しい、正解かどうか分かるので、間違ったらまたためしたくなる、小テストの勉

 

 
図４ 漢字 workbook 
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強にもなる、という意見が多数あった。 
 それから、ウェブサイトのリンクからある詩人のページに行き着いた学生は、「詩を一篇

選んで読み、その作者のホームページを訪ねた。はじめはあまりに素直だと思ったけれど、

ホームページに行ってみて、この詩人が筋ジストロフィーという治らない病気である事が分

かり、驚き、感動した。先生からこの詩人の本を借りた。」（筆者要約）と述べている。こ

の学生は、一篇の詩に小さな興味を持ったことがきっかけで作者について読み、詩の周辺を

掘り下げて学習し、詩に対する感動を深めるに至った。興味の広がりは様々な方面に向かう

ことが予想され、コースでの学習とはかけ離れた分野へ行ってしまうこともあり得るが、上

記の例は、詩に始まり詩に戻った、いわば、コースでの学習に即した広がりを見せた良い例

である。 
 また、担当教師からは、印字された紙面での教材の学習だけでは単調となりかねないが、

ウェブサイトを使った学習が入ると活動が立体的となり学生の興味をそそる、という意見も

届いている。 
 Omoto（2002）が指摘しているように、成績との関係が少ないものは学生が動機を失いが
ちであるため、自主学習用の副教材は多用されない可能性もあるが、上記の意見を総合する

と、本オンライン教材は学生の日本語学習に対する動機づけに好影響をもたらしていること

がうかがえる。動機づけが L２の習熟度に深く関係することは Gardner & Lambert (1959)、
Krashen (1985)等の研究によって従来より明らかにされてきたが、その一方で、動機づけは教
育者が直面する最も複雑で最も対応を迫られる課題 (Scheidecker & Freeman, 1999) だともさ
れている。この点において、オンライン教材は紙面教材だけでは困難であった動機づけを比

較的容易にし、結果として高い教育効果をもたらすものと考えられる。 
 

４．今後の課題と展望 
 本研究では学生からのフィードバックを基にオンライン教材に関する考察を行ったが、将

来的には実験により得られたデータを分析することによって、オンライン教材と動機づけ、

教育効果の関係をより明らかにすることが期待される。また、プログラム開発に携わる方々

にはさらなる学習支援システム、例えば、成句や複合語等を認識する辞書、携帯電話で利用

可能なプログラム、等の開発と公開をお願いし、それらが、高い技術力を必要とせずに簡単

なオンライン教材へと応用できれば、より充実した日本語教育が推進されるものと考える。 
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