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1.	 はじめに
	 日本語教育における学習者の音声指導について、「ボイスサンプル」を学習者

が作成するという新しい方法を試み、その効果と指導方法を研究する。ついては、

以下の点について調査・研究をおこない、「ボイスサンプル」の作成方法も含め、

新しい音声指導法を公開することを目的としている。

① 日本語教育の現場で、音声を指導する教師にとって支援が必要な点を調査す
る。

② 「ボイスサンプル」の作成方法とその効果を検証し、教材としての可能性を
研究する。

また、日本語音声指導を誰もがおこなえるように、「ボイスサンプル」を作る

というプロジェクトワークに基づく新しい音声指導法を提唱し、実際に教室でど

のように実施することができたのかということを、日本とカナダの大学の例をあ

げ、紹介する。さらに、課題ともなっている、このアクティビティの評価につい

ても述べる。

本発表では、毎日の授業で、日本語教師は音声にかかわる指導としてどのよう

なアクティビティをおこなっているのか、また、どのような問題点を持っている

のということなどについて意見交換をおこない、今後の研究とプロジェクトの開

発に活かしていくことを目標として、ラウンドテーブルを実施した。

2.	 「ボイスサンプルプロジェクト」について
日本語教育における音声指導は、学習者のコミュニケーション能力を向上させ

る上で、発話においても、聞き取りにおいても重要なことだと認識されている。

単なる短い文を扱うディクテーションから、まとまったものを聞いて文章を再生

するディクトグロス、また、同時通訳の訓練に利用されるシャドーイングも応用

され、さまざまな練習がおこなわれている。しかし、適切なイントネーションや

ポーズを習得する練習は、文法や漢字の学習より後回しにされることが多く、発

音や表現に関する練習の実行を困難に感じる教師も多いというのが現実である。

	 そこで、本研究では、学習者自身が音声表現能力の向上に取り組める活動とし

て、プロの声優やナレーターが、活動広報のために作成する「ボイスサンプル」
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を教材として取り入れることを提案し、その実践例として、大学での応用例を紹

介する。ボイスサンプルは一つの作品が 2分ほどと短く、例えば学術的解説、Ｃ
Ｍ、アニメの役割などさまざまな場面を想定した原稿を読み上げるものであり、

音声表現力の獲得にとって有用な素材となる。また学習者が取材して原稿を作成

するというプロジェクトベースの活動として位置づけることもできる。しかしな

がら、ボイスサンプルが外国語教育に応用された例は、本研究以外にまだ報告さ

れていない。そこで、これまで発表者が研究してきた、日本語学習者の音声表現

上の問題点である特殊拍、ポーズ、イントネーションなどの研究結果から発展さ

せ、そうした問題点に対処する指導法を提案するものとして、ボイスサンプルを

活用したプロジェクトベースの指導法を提案している。 
ボイスサンプルの作成を日本語教育に応用した手順は以下の通りである。 
 
①	 原稿準備 
②	 読みあげの練習 
③	 読みあげの指導 
④	 録音する 
⑤	 録音を聞かせる 
⑥	 保存版録音 
⑦	 編集、BGM、効果音付加 
 
とくに、①原稿準備の段階では、ボイスサンプルとなる音源を選び、聞き、そ
れを書き取るという作業をするので、複数の音源を何度も聞いて選択し、さらに

それを何度も聞いて書き取って原稿にするという活動をすることになる。この段

階で、目的を持って日本語を一定時間聞くことになり、とくに、日本語に接する

機会の少ない海外の日本語学習にとっては、有益な時間となる。その原稿を教師、

あるいは TA等がチェックするので、その段階で、どのような日本語の間違いが
あるのかということもチェックできる。たとえば、促音や引く音（長音）を含む

語の書き取りができていない場合は、音の聞き取りだけではなく、動詞の場合、

例えばテ形の促音を間違えていれば、活用を正しく習得していないということも

チェックできる。この段階は、評価の側面から見ると、学習者の日本語能力の評

価に使用することも可能であろう。 
	

3．これまでのワークショップ	
	 2017年 11月の香港日本語教育研究会・国際交流基金香港（北京）で第 1回目
のワークショップをおこない、それ以降、以下のように 7回のワークショップ、
シンポジウムを実施した。時間はそれぞれ、2時間、3時間、4時間と、会場等の
都合により一様ではないが、基本的な説明と、ボイスサンプル作成の体験に重点

を置いた。日本語教師として、このプロジェクトを教室に持ち帰り、実際に授業

に取り入れ、応用してもらうようにするためである。実施する人数としては、20
名以内が望ましい。実際にボイスサンプルを作成するためには録音する必要があ

るが、その時間を考慮すると、20名ぐらいが適当な人数となる。2018年 6月に実

2018 CAJLE Annual Conference Proceedings

300



施した甲南大学におけるワークショップでは、多くの日本語教師が参加してくれ

たので、40名となったため、作業がややたいへんであった。参加者自身のボイス
サンプルを録音し、音楽や効果音をつける方法も指導し、最後まで体験実習をお

こなうと、時間は十分に確保しておくことが望ましい。 
 
表 1	 「ボイスサンプルプロジェクト」ワークショップ	

	
	

	 いずれのワークショップでも、「ボイスサンプル」の説明と、授業への音声を

用いた指導について、基本的な音声訓練の方法等を日本語教師向けに講義し、さ

らにボイスサンプルを実際に作成するという体験作業を実施した。	

	

4.	 フロアからの意見と討論	
ラウンドテーブルでは、Poll Everywhereによるアンケート調査を行いながら討
論を進めた。まず、ほとんどの参加者が授業で音声に関わる指導をしていること

がわかった。実際にどのような音声指導を行っているかという質問に対する返答

は以下のとおりである。 
 

• 発音練習：平仮名導入の際に、習った平仮名を書きながら発音させる。 
• 文章の音読：文章を書きとらせ、その文を音読させる。 
• シャドーイング（ダイアローグ、歌など） 
• 韻律指導：学習者の話すスピードによい効果を与える。 

 
参加者は、それぞれの授業または学習者のレベルに合った方法で、音声指導を取

り入れているようだ。 
それでは、どのように「ボイスサンプル」を使ったアクティビティを取り入れ

たらよいのだろうか。またどのような問題点が生じるだろうか。まず、考えられ

るのが「ボイスサンプルプロジェクト」に費やす時間の問題であろう。例えば、

年 月 国 都市 内容 主催・助成

2017年 11月 中国/香港 香港 ワークショップ 国際交流基金北京	/	香港日本語教育研究会
招待講演（2回）

2018年 2月 カナダ バンクーバー ワークショップ サイモンフレイザー大学	等	日本語教師の会
招待講演

2月 カナダ カルガリー ワークショップ カルガリー大学　　　招待講演		(2回）

3月 オーストラリア シドニー ワークショップ 国際交流基金シドニー日本文化センター
招待講演

3月 韓国 ソウル シンポジウム 慶煕大学	/	専修大学	日韓共同シンポジウム
パネリスト

4月 カナダ トロント ワークショップ 国際交流基金トロント日本文化センター
招待講演

6月 日本 神戸 ワークショップ 					甲南大学　　　　　　　　　　	招待講演
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北米の大学では、各学期のコース内で決まったカリキュラムが組まれている場合

が多く、カバーすべき範囲（例：教科書の第一課から第六課）を学期末までに終

わらせる必要がある。そのようなカリキュラムで、どのようにボイスサンプルを

使ったアクティビティができるだろうか。 
また、これまでのワークショップで「ボイスサンプルプロジェクト」は中級以

上の学習者にしか行えないのではないかという声があったが、初級レベルの授業

でも取り入れることができるのだろうか。 
そこで、日本と北米でのボイスサンプルを使った授業例を紹介する。 
	

5. カナダの大学での使用例 
	 今回は、カルガリー大学の 3年目の Reading クラスにおける実施例を紹介した。
このクラスは、「げんき」を使った初級を終え、「中級の日本語」の前半を終え

た学生が対象のクラスである。今年度は、17人が履修した。今回は、「飛躍」を
ベースに担当教師が教材を D2L (Desire2Learn、カルガリー大学が使っている講義
サポートや学生成績管理のための総合プラットフォーム)に載せて 13週間の授業
を展開した。ボイストレーニングは、「宮沢賢治」の単元で録音の課題として学

生にボイスレコーディングを提出させた。授業では、まず賢治の生い立ちや考え

方の読み物を終え、それから「雨にも負けず」を取り上げて、作品を鑑賞し、2
種類の英語の翻訳も紹介した。そして、日本語の多様性を知る手段の一つとして、

YouTubeにある方言（東北弁、岩手弁、鹿児島弁）を鑑賞し、さらに渡辺謙やプ
ロのアナウンサーによる録音を聴いてディスカッションを試みた。授業で扱った

YouTubeのリンクは D2L上にも掲載した。  
	 このクラスは「読み」を中心とした授業なので、音声そのものを評価すること

にはためらいがあり、今回のボイスレコーディングのプロジェクトは出席点の一

部として 3%という配分をした。また、このクラスではボイスレコーディングの
手順を教える時間をとることはできないので、説明は最小限にし、学生には、プ

ロによる録音を参考にして自分の声を録音し、音声を入れることを課題とした。

評価について不安の声が多く聞かれたが、締め切りまでに音楽付きの録音を提出

し、友達の録音に対して、最低 2名にコメントをすることを条件として、その条
件を満たした場合には満点の 3%とした。 
	 学生からの作品は、バラエティに富むものが多く、聞き応えがあった。雑音だ

と思ったものが、実は「雨」の音をバックグラウンドにしたものであったり、音

楽に合わせて自分の読みのトーンを工夫したものもあり、学生が持つ創造性、独

創性を楽しませてもらった。相互のコメントでは、学生同士がそれぞれ良い点を

具体的にあげて褒めあっている姿にとても好感が持てた。作品を録音するにあた

り、自分の声を何度も聞くことになったのは、日本語学習だけではなく、プレゼ

ンテーションをする際にも非常に大事なことで、ボイスレコーディングという作

業が持つ教育的効果の広がりを垣間見ることにもなった。 
カルガリーでの実施では、諸般の事情により、ボイスサンプルを日本語教育に

応用する際の手順の第一段階、「原稿準備」の「音源を聴いて書き起こす」とい
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う作業は実施できなかった。しかし、作品を作り上げた学生からの授業後のコメ

ントでは肯定的なコメントが多かったということを追記しておきたい。 
 

6.	 日本の大学での使用例	
	 今回は、専修大学の 1年次留学生の「日本語音声理解」科目で実施した例を紹
介する。この科目は、留学生の必修４科目の一つであり、この他に「日本語文章

理解」「日本語口頭表現」「日本語文章表現」がある。本年度入学した外国人留

学生試験による入学者は約 100名であり、同一科目を生田校舎で 7コマ、神田校
舎で 1コマ、計８コマを展開している。4科目全 32コマ展開のうち、留学生は 1
科目 1コマの、4科目計 4コマを履修する。本プロジェクトを実施したクラス「日
本語音声理解」（発表者担当）の履修者は 12名である。日本語のレベルであるが、
本学では、入学試験受験の基準として日本留学試験の日本語科目の得点を指定し

ている。学部によって合格基準の点数は異なるが、日本語能力試験の基準で言え

ば、N1相当、あるいはそれ以上のレベルが受験資格となっている。この科目を履
修できるのは、正規留学生の入学者のみであり、当該留学生が履修する日本語科

目以外の教養科目、専門科目は、他の日本人等の一般入学者と同等である。 
本プロジェクトについては、7月第 1週目の授業から始め、全 4回実施した。
授業時間は 90分であるが、この時間以外にも、SNSでグループを組み、どの音
源を選んだか、それが適切かどうか、などは SNS上で、アップされたものをチェ
ックした。同時に、他の学生も閲覧しているので、それについて意見を書き込ん

でくることもあった。音源が決まった後は、各自がそれをコピーするように練習

してくることを課して宿題とし、授業内で録音をおこなった。音源をコピーする

ときのポイントとしては、以下のことに留意するよう指示した。 
 

• 話速 
• ポーズの位置と長さ 
• 声の大きさ 
• アクセント 

 
	 アクセントよりも上位に速さやポーズ等を指摘事項としているが、中上級の学

習者は、速度の速い発話の方がレベルが高いと評価されると思っていることが多

いようで、必要以上に早く発話し、その結果としてポーズ等はほとんど取らず、

また、不明瞭な声の大きさで話すことが多いので、聞き手に理解をしてもらう発

話は、アクセントだけが重要ではないということを理解させたいからである。と

くに、中国語を母語とする学習者の場合、高さを絶対的に重視する中国語に影響

されることが多いということもあり、その他の韻律的特徴に注意を向けさせるこ

とも重要だと判断したからである。 
	 録音が完了したのち、本研究で作成した BGM、効果音の付け方を解説した独
自のウェブサイトを用いて指導し、作品として一人一人が作成できるようにし、

それをファイルのかたちで提出させた。さらに、それを全員で聞き、投票をおこ

ない、優勝者、準優勝者を決定した。作品を録音する前に、最終的にはこれをコ
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ンペティションのかたちにすると発表したことで、一段と前向きになり、さらに

熱心に取り組み始めた。 
	 今回の授業では、ボイスサンプルプロジェクトの内容について、すべてを行っ

たフルプロジェクトとしたが、モデルの音源を何度も聞く、自分の声の録音を何

度も聞く、という他の授業にはあまりない活動をおこなったことで、学習者自身

の弱点を、クラス内でピアで指摘し合う場面も見られ、教育的効果があると判断

できた。 
	

7. 意見のまとめと評価について 
カナダと日本での使用例の紹介後、参加者に「どのように自分の授業で『ボイ

スサンプル』を使ったアクティビティを取り入れることができるか」について自

由に意見交換し、発表してもらった。まず、中上級レベルでプロジェクトとして

取り入れる場合、各学生に録音をさせ、教師がフィードバックを与えるという案

があった。その評価については、最終的な作品を評価するという、個人で差がつ

く評価と提出点を与えたらどうかという二種類の評価方法を取り入れるというも

のであった。一方、初級レベルの授業で取り入れるというのは、やはり時間的に

厳しいかもしれないという声もあった。 
日本語学習全般を考えてみた場合の意見としては、授業外での自律学習と併用

して用いることができるのではないかという提案があった。例えば、家でボイス

サンプルを聞いて書き取り、授業中に学生同士でその原稿を見せ合い、ディスカ

ッションをする。そして、その後、クラス全体で話し合うことで、学習者が苦手

とする部分や間違いやすい部分を発見する。また、時間があれば、互いの音声を

聞いて、フィードバックを与える。このように、教室内と外でのアクティビティ

を融合させることも可能であろうとの意見があった。さらに、授業内の限られた

時間であっても、このボイスサンプルを使ったアクティビティは可能であろうと

の意見が聞かれた。 
「ボイスサンプルプロジェクト」を授業で実施することについては、このプロ

ジェクトを完璧に行おうとすると時間的に難しいが、大事な部分に重点を置くの

であれば可能ではないかという提案もあった。例えば、音源となるボイスサンプ

ルを選んだり、音声の録音をしたりする際に、学習者が一番関心があることや、

本当に表現したいことや、身近に感じられるもの等の要素を入れて、それに対し

て、教師もフィードバックを与える。そして何よりも、それぞれのレベルで「完

了させる」ということが大切であり、そうすることで、学習者自身が自分の作品

の内容を覚えていられるような作品になるのではないか、学習者が達成感を持つ

ことができるというのも大事なことではないかという意見もあった。 
	

8．今後の展望 
	 それぞれの日本語教育現場は、環境やレベルによって異なるのが当然である。

「ボイスサンプルプロジェクト」は、音源については学習者自身がさまざまなも

のを聞いて選び、最終的に自分の作品を仕上げるフルプロジェクトから、時間に

応じて強化したい部分のみを使う、部分的使用であっても、音声を用いながら 4
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技能を使うという点で有効だと考えられる。何よりも、教師の発音を真似るよう

に指導するという方法ではないため、ノンネイティブの教師にも負担なく使用で

きる音声指導であるという特徴もある。 
	 初級レベルの学習者のためには、例えば、ラウンドテーブルの際にも紹介した

が、国際交流基金が運営する「みんなの教材サイト」にアップされている、著作

権フリーのものを使用し、そのファイルに BGMや効果音を添加して短いボイス
サンプルを作成する例など、応用例はいろいろと考えられよう。 
	 音楽や効果音を付けるということがはたして必要なのかという意見もあるよう

だが、渡邊、大畑、川崎（2017）によると、背景音楽（BGM）という快感情が学
習に効果を与えるという実証研究もあり、教室作業でも、実際に音楽等を付ける

段階になると、学習者がかなり積極的に取り組むように変化する様子が観察でき

る。今回のラウンドテーブルによる発表では「ボイスサンプルプロジェクト」の

方法と、その可能性について発表、討論したが、今後は、どのような効果がある

かということを、質的に観察した経過等を報告したいと考えている。	  
	 また、実際の日本語教師を対象としたワークショップでは、この取り入れ方と

ともに、基本的な音声指導の方法や話速のコントロール、自分の声の音量のコン

トロール、滑舌等のトレーニング方法もお伝えしている。いずれにしても、クラ

スの活性化につながるアクティブラーニングとして、今後も、それぞれの環境に

合わせて工夫しながら取り入れられるプロジェクトであると考えている。 
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E3%83%A0?authuser=1 
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