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1. はじめに
本研究は、マンガ文学教材『坊っちゃん』（増山和恵著、ゆまに書房）を使っ

た大学レベルでの日本語授業について、学習者と指導者、そして教材の著者にイ

ンタビュー調査を実施したものである。

外国語指導法の１つに、教科内容を教えることで外国語も同時に教える内容中

心教授法（Content-based	instruction：CBI）という方法がある。日本語教育の

分野でも、特に上級者を対象とした指導法として研究がなされている（e.g.	近松, 
2011; 渡辺, 2011）。マンガ文学教材『坊っちゃん』は、300時間以上の日本語学
習歴がある中級者を対象とし、日本の“地理、歴史、社会、経済などの知識を日

本語を用いて学ぶことができる”として、内容中心教授法による日本語のクラス

に馴染むという（下條,	2013,	p.251）。同書は、夏目漱石による原文小説を元
にしたマンガで、各ページ下部に英訳と脚注を加え、外国語として日本語を学ぶ

学習者用の教材として開発されたものである。また、同書は、マンガだけでなく、

音声教材や練習問題もあり、ウェブサイトで閲覧することができる。	

	 では、この教材を使ってどのように内容中心の授業をすればいいのか。渡辺

（2011）が指摘するように、内容中心教授法の研究は多くあるものの、日本語教

育の分野においてはまだ未熟な研究分野である。さらに、マンガなどの視覚教材

を用いた指導についても、現在までにいくつか文献があるが、学習者の声を直接

聞き、分析した調査はほとんど見られない。内容中心教授法の日本語授業におい

て、マンガ文学教材を効果的に使うためには何が求められているのか、また、ま

だ数少ないマンガ文学教材を今後さらに開発していくためにどんなことに考慮し

なくてはいけないのか、これらについての示唆を得るため、調査を実施すること

にした。	

2. 先行研究
内容中心教授法とは、Briton, Snow & Wesche（1989）によると、 the concurrent

study of language and subject matter, with the form and sequence of language 
presentation dictated by content material	と定義される(p.vii)。内容を提示すること、
それにより言語も同時に学ぶとするこの定義から、中心となるのは教科の内容で

あることが伺える。アレン玉井（2015）は、内容中心教授法は、Stephen Krashen
がいう良質なインプットと、Merrill Swainが提唱するアウトプットの機会を学習
者に与えることができるという。また、Genesee & Lindholm-Leary（2013）は、
内容中心教授法の効果について以下の３点をあげている。一つ目は、社会性の発

達であるという。言語は、社会と自分とを結びつけるコミュニケーションのツー

ルであり、言語学習は、認知の発達のみならず、社会性の発達が見込めるとして

いる。二つ目は、学習者が教科内容に興味をもって学習することができるという、
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動機付けの役割をあげている。最後に、構造主義的な観点から、学んだことを既

知の知識と結びつけ、新たな発見をすることで深い理解を得ることができるとい

う効果があるとしている。	

	 しかし、どんな指導法も完全ということはない。渡辺（2011）は、内容中心教

授法による授業における評価の在り方について議論する中で、言語と内容の習得

が目標ではあるものの、学習者の言語力が壁となり、内容習得ができているのか

評価が適切に行えないことがある点を指摘している。確かに、学習者の言語能力

によっては、日本語で表現された物の内容を理解することや、そこからさらに考

えを深めて日本語で自分の考えを表すことは難しいかもしれない。また、Dupuy
（2000）は、多くの外国語学習者が初級レベルを終えて学習をやめてしまうこと
を指摘し、中級クラスで内容中心教授法を取り入れることは初級から中級へのス

ムーズな移行に役立っているのか、疑問を呈している。	

	 マンガ文学教材については、増山（2016）によると、日本語中級から上級レベ
ルの学習者にとって効果的な教材であるとしている。具体的には、マンガ文学教

材のメリットとして、文脈を視覚的に理解できること、会話が多いことから文法

が複雑でないこと、そして学習者の興味を惹き易いことなどをあげている。マン

ガ教材は、他の視覚教材、例えば、映画（吉村, 2011）やドラマやアニメ（谷口, 
2012）を使った実践同様、日本語の高文脈文化を伝える上でも効果的だと考えら
れる。しかし、デメリットも存在し、増山（2016）は、例えば暴力場面など授業
で扱うには適切でない場面や言葉使いが含まれる場合があること、マンガ独特の

漢字や表現（例えば本気と書いてマジと読むなど）があることなどをあげている。	

	 以上より、内容中心教授法の重要性が叫ばれているものの、研究がほとんどな

されておらず、マンガ文学教材をどのように使えば効果的なのか分からないこと

が多い。本研究では、内容中心教授法の日本語クラスについて、指導者と学習者

がどのように感じていたか、また、マンガ文学教材の著者はそもそもどのような

思いをもって教材開発に取り組んだのか調査することとした。リサーチクエスチ

ョンは以下の２つである。	

・	マンガ文学教材の著者は、教材開発にあたりどのような意図をもってい

たのか？	

・	学習者・指導者は、マンガ文学教材を使った学習・指導についてどのよ

うに感じているか？	

3. 調査方法 
 

	 筆者、指導者、学習者がマンガ文学教材を用いた学習・指導についてどう思っ

ているのかを知るため、インタビュー調査を実施し、質的分的を行った。インタ

ビュー参加者は、マンガ文学教材『坊っちゃん』の著者である増山和恵氏、同書

を使って指導を行った指導者１名、そして同書を使って学習したことがある学習

者１０名である。学習者の母語は、英語５人、中国語４人、韓国語１人である。

なお、学習者の中には、継承語としての日本語学習者も１名含まれている。	

	 データは、半構造化されたインタビュー（semi-structured interview）により収
集した。インタビューは３０分から１時間ほど実施され、インタビュー実施言語

2018 CAJLE Annual Conference Proceedings

210



（日本語又は英語）は参加者に選択してもらった。収集したデータは、主題分析

により、筆者、指導者、学習者の声に見られた顕著な点を抽出した。	

	 本調査の対象となった日本語クラスは、米国北東部に位置する州立大学におい

て開講されている、外国語としての日本語４年目レベルのクラスである。大学学

部生を対象に週に２回、１５週間の構成である。	

	 マンガ文学教材『坊っちゃん』は、１１章から成り、クラスは、およそ１、２

週間ごとに１章ずつ読み進める形式で進んでいった。学生は事前に予習をしてく

ることが求められており、まず各章のマンガを読んでストーリーを理解し、知ら

ない単語や表現の意味を調べ、音声教材を聞いて音読練習をしてくることとなっ

ていた。その後、授業では、ストーリーの理解を深めたり、関連質問についてデ

ィスカッションをすることで互いの考えを述べ合ったりしていた。各章の終わり

には、単語と文の英訳から成る小テストと、各章のあらすじと感想（２ページほ

ど）の提出が課せられていた。また、学期の中間には、『坊っちゃん』を元にし

たスキットをグループで作成し、台詞を覚えて演技をするという課題があり、学

期末には、学生各々が選んだテーマについて『坊っちゃん』の場面と関連させて

考察する最終レポートがあった。	
 
4. 結果と考察 
	 分析の結果、著者と指導者は、指導の内容を中心に日本語で学ぶことを念頭に

おいていたのに対し、学習者は、日本語を学ぶことにより重点を置いており、両

者の間で学習方針の捉え方に差があることが分かった。特に以下３点の主題につ

いて、インタビューデータを引用しながら説明する。	

	

4. 1. 日本語で学ぶ vs	日本語を学ぶ	
	

コンテントベースでこう、そういう位置づけに持って行きたかったという感じ

ですね。だから文学というコンテントがあって、それにのっとって日本語の授

業をするっていう。（指導者）	

You don’t learn as much grammar as you perhaps you could. （学習者） 

It was very different from my other classes. I was in 201 & 202. Those were very 
standard. You have a textbook, you have a vocab list, you have reading, had some 
grammar. This was just entire manga. (…) It was individual study.	（学習者） 

this is more like where the teacher stop holding your hands. It’s more like individual. 
（学習者） 

	 	 	 このように、指導者は内容中心の授業を構成することを念頭に置いていた。一

方、学習者は、以前の文法中心の日本語クラスとの違いや学習・指導法の違い

について指摘していた。学習者は、自律学習を求められているということは理

解しながらも、慣れない授業スタイルと学習方法への戸惑いを感じていたよう

だ。	
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4. 2.  困難なこと	
	 	 	 また、対象となったクラスの指導・学習について、困難だと感じていることに

ついても、内容中心とする指導者と言語中心とする学習者の認識の違いから、

以下の点が指摘された。	

It’s definitely different from how we were doing before. Before there was a easier way 
to think how we are doing with the class because we had how grammar point count off 
you learn. (…) It’s more like reinforcement of “Do you know basic Japanese?” If you 
do, you probably favorite this book pretty well. （学習者）	

	 	 	 この意見に見られるように、対象となる文法事項がなく、今まで学習した日本

語の知識を全てフル活用させなければならないことが高いハードルであったよ

うだ。	

I felt manga was easy to understand. Genbun sometimes I didn’t follow. （学習者） 

（原文を）もっとやりたかった。でもみんな原文。私もあんまり意味分かんな

い言葉入ってたけど。古い言葉。楽しそうだったけど。（学習者）	

	 	 	 しかし、上の二人は、一人に関しては、マンガは理解するのが易しいが、各章

の最後にあった原文は難しかったと語っていた一方、もう一人は、原文をもっ

と授業でしっかり扱ってほしかったと言っていた。この点、次の指導者の声に

あるように、個々の学習者の日本語のレベルや学習スタイルの違いは、学習者

にとっても学習の壁になっただけでなく、指導者側としても悩みであったよう

だ。	

構文構文で一生懸命きっちりやっていく学生もいれば、もう文法ってフィーリ

ングだけでやっていく人もいるから(…)、構文をきっちりやりたい人っていう
のには、ちょっとフラストレーションでしょうねマンガ教材とか。あのフィー

リングでやりたい人っていうのは非常にこうやりやすいかもしれない。（指導

者）	

4. 3.	 学習の目的  	
	 上で、日本語で学ぶと捉えている筆者・指導者と、日本語を学ぶと捉えている

学習者の違いをあげたが、そもそも学習の目的について、両者は方向の異なるベ

クトルを向いていたようである。以下の引用にあるように、学習者の多くは実用

的な日本語を学ぶことを目的としていたものの、著者と指導者は、このクラスを

契機として日本文学に親しんでもらうことを最終的な目的としていた。	

文学を楽しむきっかけづくり。（中略）だからこれを読んできっかけとして、

夏目漱石を読んだり、これを読むことによって日本文学って言うのはおもしろ

そうだな、じゃあ他のも読んでみようかな。で、あの英語でたくさん読んでる

人もいると思うんですけど、英語で読んでもいいんですけど、このマンガのポ

イントっていうのは、英語で読んでる人にも日本語で読んでほしいから、いき
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なり夏目漱石を日本語で読めって言っても読めないんで、橋渡しみたいな感じ

ですね。	（著者）	

because mangas’ are conversation mostly, so it’s good way to understand natural 
Japanese. （学習者）	

	 	 	 ただし、以下のように、学習者の中にも、このクラスは日本文学を学ぶきっ

かけになったとコメントしている学生もいた。この学生は、学期の最終レポート

のテーマとして「本音と建前」を取り上げて書いたが、特にその課題についてよ

く考えることができたと述べていた。	

It’s a way it’s a first catch to literature of Japanese. (…) It is a fundamental thing. 
Japanese actually thing because my topic is honne –tatemae. （学習者）	

4. 4.	 考察 
	 上の結果について考察する。筆者・指導者が内容中心と考えていたのに対し、

学習者の認識としては言語としての日本語の授業という捉え方の方がより表れて

いた。この点、筆者・指導者としては、もう初級レベルの日本語知識は既習であ

り、中級以上は日本語を使って日本に関することを勉強してほしいという思いだ

ったのであろう。一方、学習者は、これまでずっと受講してきた日本語クラスの

続きであると期待して受講していたのであろう。しかし、これにより、初級クラ

スから中級クラスへの適応をうまく行えなかった学習者がいた。やはり Dupuy
（2000）が言うように、内容中心教授法は中級レベルでよく実施されるものの、
その移行は容易とは言えないようだ。また、本調査は４年目レベルの学習者を対

象としていたものの、まだ言語の力が壁となって内容理解が困難な学生がいた。

この点、渡辺（2011）が指摘していた問題点と一致する。さらに関連して、
Genesee & Lindholm-Leary（2013）が挙げている内容中心教授法の効果３点のう
ち、意味の理解という点において、日本語力の不足がある場合、内容の理解が難

しく、既知の知識と結びつけて新たな発見をするということが困難となる。よっ

て、この効果が得られるには、学習者が十分な日本語レベルを習得しているか、

又は指導によってその不足を補う手立てが必要であると考えられる。	

5. 示唆	
これらを踏まえ、内容中心教授法におけるマンガ文学教材の使用について、

以下３点の教育的示唆を述べる。	

まず、授業の中心が内容、つまり、日本文学なのか（日本語で学ぶ）、言語

の学習なのか（日本語を学ぶ）を、指導者と学習者の間で共通認識を得る必要が

ある。本調査で最も顕著にみられたのは、指導者と筆者は、日本文学の学習を日

本語で行うと捉えていたのに対し、学習者は実用的な日本語を学ぶことに主眼を

置いていた。内容中心教授法は、中心が内容か言語なのかという完全な二者択一

ではなく、各クラスの実態によって、どの程度まで内容中心に重きを置くか決定

することができるが、何より大事なことは、学習に関わる皆が同じ方向を向いて
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いることである。本調査で見られたような指導者と学習者の認識のずれは、双方

において良い結果をもたらさない。	

	 また、日本文学を教えることを中心としているにも関わらず、大学レベルでの

日本語指導者の多くは文学の専門家ではないことが多い。しかし、授業で学生に

内容を深く考えさせるためには、効果的な発問や必要な補助教材の準備が必要で

あるため、指導者自身の十分な教材研究も求められる。	

次に、内容中心教授法によるクラスの、プログラム全体における位置づけを

考える必要がある。本調査で多くの学習者が感じていた点として、文法中心に構

成されていた４年生以前の授業との違いがある。確かに、４年生になって突然授

業のスタイルが変わり、戸惑ってしまったのであろう。この点、指導者は、学生

に４年間を通してどのように日本語の力を伸ばしていってほしいか考え、４年間

を見据えたプログラムを提供することが求められる。本調査で見られたような戸

惑いを少しでもなくすために、例えば、１年目や２年目レベルでも、それぞれの

日本語の力にあった内容中心の活動を取り入れ、初級レベルから慣れさせること

で、中・上級クラスへの移行をスムーズにできるのではないかと考えられる。ま

た、個々の学生の得意不得意、ニーズや目的は異なるので、学生が各々自分に必

要な学習は何か考え、どのように学習していけばいいか試行錯誤できるような自

律的学習者に育てることも、１年目の段階からプログラム全体を見据えて計画す

る必要がある。	

最後に、マンガ文学教材に加え、副教材を充実させることの必要性をあげる。

インタビュー参加者の中に、単語や文法のリストが欲しかったと話す学生がいた。

本来ならば、自分で分からない単語を調べてリストにして勉強できれば理想的で

あるが、学習者の実態によっては、単語や文法項目、授業で使えそうな表現など

をまとめた教材などを提供してあげることで、内容理解への手助けとなると考え

られる。この点、指導者は、学習者が日本語で内容を学ぶことができる十分な日

本語の力があるのかを見極める必要があることに加え、不足する日本語力につい

てどのような手立てをしてあげれば、内容理解へと持ち込めるのか、自分のクラ

スの学習者の実態を詳しく把握する必要がある。マンガ文学教材『坊っちゃん』

では、既に音声教材や練習問題がウェブサイトに載っているが、これらに加え、

特に日本語の力を補って内容理解へとつなげられるような副教材があればさらに

効果的な指導ができると考える。	
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