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1. はじめに

中級レベルにおける読解では、初級に比べ、未知語が多く含まれる文章を読む

ことになり、辞書を使って読む機会が増加する。辞書を使った読解においては、

分からない語をすべて引くのは非効率であり、学習者がどのような形で辞書を使

用しているのかを詳しく調べる必要がある。また、各単語の文中での意味を正確

に把握するには、語義を文脈から適切に判断する必要がある。だが、果たして学

習者は、辞書を使うことによって個々の単語の文中における意味をきちんと特定

できているのであろうか。ICT 時代にあって、Web 辞書や辞書アプリが増えたこ

とにより、Web上にある生の文章にアクセスしやすくなった。それにより、学習

者は未知語が多く含まれた文章を、辞書を駆使して読解をする機会が今まで以上

に増えたと考えられる。こうした時代だからこそ、辞書を使用した文章理解過程

について詳しく調査し、学習者の実態を把握する必要があると考えた。そこで、

本研究では、非漢字圏の中級学習者を対象に調査を行うことにした。 

2. 先行研究

日本語学習者の文中における単語の意味の特定に関する先行研究としては、森

（2004）があり、形態素（漢字）からの情報と、文脈からの情報の組み合わせの

効果について述べている。また、漢字理解と文章理解の関係については、近藤

（2015）があり、漢字理解の程度が高い学習者はボトムアップとトップダウンの

双方を利用するが、高くない学習者はトップダウン処理を多く用いたとのことで

ある。だが、いずれも辞書を使用しない読解に関する研究である。また、舘岡

（2001）は、単語表を利用した読解において、読解の過程で読み手が行う自問自

答に着目し、読解力と読み手の問題解決能力との関係を調査している。その結

果、上位群は文意を求めるためのグローバルな問いが多く、優れた読み手は情報

の統合による仮説設定と検証を繰り返すことを明らかにしている。ただし、単語

表では、語の意味がすでに明示されているため、学習者が辞書をどのように活用

できるかは明らかになっていない。一方、辞書を用いた読解に関する研究として

は、野田ほか（対象：上級学習者 2017，初級中級学習者 2018）がある。いずれ

も、それぞれのレベルの学習者の読解における困難点を調査したもので、語の意

味理解、文構造のとらえ方、文脈との関係づけ、背景知識との関連づけ等に関す

る読み誤りがあることが示されている。ただし、これらの研究も辞書の使用その

ものに焦点を当てたものではない。そこで本研究では、異なる学習者が辞書を用

いて同一の文章を読む際の読解過程を詳しく観察することにした。 
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3. 研究の目的 

 研究の目的は、タイトルでも示した通り「辞書を使用した読解理解過程の分

析」であり、研究対象は非漢字圏の学習者である。具体的な研究課題としては、

次の 3項目を設定した。 

1) どのような場合に辞書を引き、どのような場合に辞書を引かないのか。ま

た、その判断をどのように行っているか。 

2) 辞書を引いても、文中での語の意味を取り損ねるのはどのような場合か。ま

た、その原因は何か。 

3) 語の意味がわかれば、文の意味が理解できるのか。 

 今回の研究対象者は、N3レベルの非漢字圏中級学習者（ベトナム、インドネ

シア）5名であり、そのうち 1名（学習者 A）は、調査時にすでに N2に合格し

ていた。なお、今回の調査において、対象を非漢字圏学習者とした理由は、漢字

圏学習者より読解に辞書を利用する必要性が高いと考えられるからである。 

 意味理解の調査のための対象語としては、中級レベルの学習者にとって意味が

分かりにくいと思われる語（「旧日本語能力試験出題基準」の 1級～3級および

級外の語彙）46語を選定し、あらかじめ「調査語シート」を作成しておいた。 

 

4. 研究の方法 

 

4.1 調査の手順 

 具体的な調査の手順は次のとおりである。 

a. 学習者に、N1レベルの文章（図 参照）を手渡し、意味を考えながら読むよう

に指示する。読んでいる際にわからない言葉があれば、『チュウ太の Web辞

書』（http://chuta.jp/）を用いて自由に調べていい旨伝えた。 

中級学習者を対象にしているにも関わらず、N1レベルの文章を選んだ理由

は、辞書を使用しなければならない状況を作り出すためである。N2レベルの文

章では、辞書を使わないで読んでしまう可能性があると考えた。 

b. 読解後、学習者に「調査語シート」を手渡し、読解前に未知だった語と見たこ

とがあるが自信がなかった語について、印をつけてもらった（「語彙に関する知

識の記録」）。ただ、推測できた単語には印をつけなかった者もいたため、イン

タビューの答えから未知語だったと判断された場合は、記録を修正した。 

c. 上記の作業終了後、日本語でインタビュー（1時間程度）を行い、①文ごとの

意味、②各調査語の文中での意味と推測の根拠、③本文全体の内容理解等につい

て確認した。インタビューは録音し、それをもとに「文字化資料」を作成した。 

 以上を行った後、「語彙に関する知識の記録」「文字化資料」に加えて、『チ

ュウ太の Web辞書』上に表示される「あなたの単語リスト」（辞書を調べた語

の記録）を参照しながら、学習者の読解理解過程の分析を行った。 

 

4.2 『チュウ太の Web辞書』 

 『チュウ太の Web辞書』はWeb上で提供されている多言語版の日本語辞書で

あり、入力された文章に対して辞書引きを自動で行う機能をもっている。 
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 次の図が『チュウ太の Web辞書』の結果画面（一部）である。画面左の本文

の単語をクリックすると画面右に当該語の辞書情報が表示される。また、クリッ

クした単語は、画面左の本文の下に「あなたの単語リスト」の形で表示される。

表示させる言語は、入力画面で指定でき、複数の言語版を同時に表示させること

も可能である。図は、今回の調査に用いた本文が入力され、英語とベトナム語版

の辞書が選択された状態の結果画面である。ここでは、「騒音」の辞書項目が表

示されている。英語の辞書情報には語義ごとに例文が示され、その英訳も表示さ

れている。ベトナム語は簡易版であるため、「騒音」の辞書情報は、1語 1訳の

形になっている。 

 

 
図：『チュウ太の Web辞書』の結果画面（一部） 

 

4.3 調査に用いた文章 

 学習者には、上の図に示されている本文と同一の文章を読んでもらった。科学

的テーマの論説的エッセイで、外山滋比古『省略の文学』からとったものであ

る。17文、343語から構成されている。 

 本文は、3段落で構成され、機械による認識と人間による認識は異なっている

という主張がなされている。第一段落は、具体例で、車内の会話を例にして、人

間の耳は騒音の中から人の声を聴き分けるのに対して、機械は音声も騒音も同じ

ように録音してしまうというものである。第二段落は、病児につきそっている母

親は、台所の物音には反応しなくても、病児のかすかな声にも反応するという例

が示されている。そして、第三段落が結論という流れになっている。 

 学習者が、この文章を辞書を使ってどのように読み解いたのかについて、以下

に詳しく報告する。 
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5. 結果と考察 

 

5.1 研究課題１：学習者が辞書を引く場合、引かない場合 

 学習者は、どのような場合に辞書を引き、どのような場合に辞書を引かないの

だろうか。調査の結果、辞書を引いた単語、引かなかった単語は、学習者に共通

するものもあれば、学習者により異なるものもあった。 

 

5.1.1 学習者が共通して辞書を引いた単語、引かなかった単語 

5.1.1では、学習者に共通する結果（表 1）を提示し、学習者が辞書を引くか否

かをどのように判断しているか、その根拠を考察する。尚、学習者のインタビュ

ーでの答えは、発言意図を変えない範囲で分かりやすく短くした。 

 

表 1 学習者が共通して辞書を引いた単語、共通して引かなかった単語 

辞書を 

引いた 

「増幅」「欠損」「補填」（⑥の文） 5名が引いた 

「認識」「忠実」    （⑮の文） 4名が引いた 

辞書を 

引かなかった 

「聞き流す」      （⑨の文） 4名が引かなかった 

「病児」        （⑬の文） 4名が引かなかった 

「かすか」       （⑬の文） 3名が引かなかった 

（表中の の漢字は、学習者の在籍する日本語クラスでの未習漢字を表す。） 

 

インタビューの回答を参照しながら、辞書を引いた単語、引かなかった単語

を、文脈、文、語構成に注目して分析した結果、学習者は、未知の単語が文の意

味理解に影響を与えるか否かによって、判断していることがわかった。つまり、

単語の意味推測の手がかりがなく、文の意味理解が困難な場合に辞書を引き、単

語の意味推測の手がかりがあり、文の意味理解が可能な場合には辞書を引いてい

なかった。 

まず、辞書を引いた場合について見ていく。⑥番の「増幅」を例に説明する。 

この文章の冒頭①～④の文では、うるさい電車の中での会話の聞きとりの話を

しているが、⑥では、人間の耳が音波をどう聞き取るかという、音波の聞き取り

の話に移行している。しかし、直前の⑤の文では、話題の移行が明示されている

わけではない。 
 
（⑤この差は人間の耳と機械の耳の相違による。） 

⑥人間の耳は自分の欲する音声を選び出し、それを増幅してキャッチし、欠

損部は、補填する。 
 
したがって、学習者にとっては、「それを増幅してキャッチする」とは、「何

をどうやってキャッチする」のか、先行文脈からの推測は困難である。しかし、

後ろの部分にも「欠損部は補填する」と未知語が二つも含まれているので、後ろ

の文脈からの推測も困難である。その結果、文の後半の「それを増幅して～補填

する」という部分の意味がまったく理解できない。 
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この⑥の文だけでなく、⑮の文も、話題の転換直後の文で、未知語が多く含ま

れる文であった。そのような文では、文脈にも文中にも語の意味推測の手がかり

がなく、その結果、何について述べているのか、文の意味理解が困難になる。 

さらに、表 1の辞書を引かなかった単語と比較すると、辞書を引いた単語には

未習漢字が含まれた単語が多いことがわかる。未習漢字が含まれていることで、

語の構成要素から意味を推測することも困難になったのであろう。 

このように、学習者は、文脈、文中、語レベルに単語の意味推測の手がかりが

なく、文の意味理解が困難な場合に辞書を引いていた。 

一方、未知語であっても、単語の意味推測の手がかりがあり、文の意味理解が

可能な場合には辞書を引かなかった。学習者 5名のうち 4名が引かなかったのは

「聞き流す」と「病児」で、3名が「かすか」を引かなかった。 

紙幅の関係上、詳しくは説明できないが、「聞き流す」と「病児」はいずれも

前の文脈に意味を推測する強力な手がかりがあった。それに加えて、各語の構成

要素である「聞く」「流す」という動詞、そして「病」「児」という漢字はいず

れも学習者が既に知っているものであった。学習者は、文脈と語構成の両方から

単語の意味を推測していた。森（2004）で指摘されていたように、2つの手がか

りの組み合わせにより、確実に推測できたため、辞書を引かなかったと考えられ

る。一方、「かすか」は、語を分解することができず、語構成の知識は使えない

ため、もっぱら文脈から推測していた。しかし、それに 3名が成功していた。 

 

（「台所で物の落ちる大きな音がしても、まるで反応を示さず居眠りを続け

る」という文に続けて）⑬ところがそのあと、病児がかすかな声を出すと、

母親はとたんに眼を見開く。 

 

学習者は、逆接の接続詞「ところが」を手がかりに、前文との対比の構造―

「台所で大きな音がしても居眠りを続けるが、病児がかすかな声を出すと目を覚

ます」―に気づき、「かすか」が「小さい」の意味だと推測することができた。 

 

5.1.2 未知語の意味推測の誤り 

 5.1.1 で見たように、手がかりを使って意味推測が適切にできれば、一語一語

辞書を引かずに済むので効率的であるが、学習者によっては、意味を推測しよう

としたが失敗した例も見られた。各学習者が辞書を引いて意味を調べた単語が何

語あったか、それに対して辞書を引かずに意味推測に失敗した単語が何語あった

か、それはどのような単語であったかを表 2に示す。 

 

表 2 辞書引き語数と、未知語の意味推測の誤り 

学習者 
辞書引き 

語数 /46 

意味推測 

誤り語数 
誤った語 

A 12 1 何とか 

B 28 0 N/A 

C 33 0 N/A 

D 20 2 まどろむ、うとうとする 
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E 8 10 

見当、欲する、公平、まどろむ、うとうとす

る、居眠り、かすか、忠実、あらかじめ、関

心 

 

まず、辞書引き語数を見ると、学習者により 8語から 33語までと幅があるこ

とがわかる。この差は、学習者によって未知語の数が異なることが要因として考

えられるが、それだけでなく、未知語でも辞書を引かずに推測で済ませようとい

う判断をした場合に、辞書を引く語数が少なくなっている可能性がある。（この

表には「未知語の数」あるいは「意味推測に成功した語数」は入れていない。そ

の理由は、意味推測に失敗した場合は、それが未知語であったことが明確なのだ

が、反対に意味推測に成功した場合、それが本当に未知語であったかどうかの判

定が、学習者による自己申告やインタビューの回答からは困難であったためであ

る。） 

次に、未知語であるにも関わらず、辞書を引かないで意味推測を誤った単語の

数であるが、学習者 Bと Cは誤りが全くなく、Aは 1語、Dは 2語のみ誤り、学

習者 Eには 10の誤りが見られた。事前の予想としては、今回は『チュウ太の

Web辞書』を利用し、分からない語をクリックさえすれば辞書が引けるという

環境であったため、多くの学習者が B、Cのように多数の単語をクリックして慎

重に読むので、辞書を引かずに意味推測を誤るケースは非常に少ないだろうと考

えていた。したがって、10語も誤る学習者がいたのは、予想外の結果だった。 

しかし、意味推測に失敗しても、文の中で重要な意味を持たない単語であれ

ば、読み飛ばすことができるので、辞書を引かないという判断も問題ない。例え

ば前出の⑬は、病児が出す「かすかな声」がどんな声であるかは、さほど重要で

はない。しかし反対に、文の意味理解に影響を与えるような場合には、辞書を引

くべきである。学習者 A,D,Eの誤りは、どんな場合に起こり、原因は何だった

のであろうか。また、辞書を引かないという判断は適切だったのであろうか。 

まず、学習者 Aであるが、「何とか」という語を誤って推測した。（学習者

が誤った語に下線を引き、括弧内の→の後に学習者が誤解した意味を示した。） 

 

②相手の言うことは何とか（→何と言っているか）聞きとっている。 

 

 Aは、「何とか」の意味を「何と言っているか」と説明していた。語形か

ら、「何」＋引用の「と」＋疑問の終助詞「か」と解釈したのであろう。また、

文法的に見ても、「言う」の目的語に当たるものがこの位置に入り得る。したが

って、このような誤りは無理もないかもしれない。さらに、辞書を引かずに推測

で済ませようという判断も、「何とか」は副詞であり、この要素を読み飛ばして

も文の大事な情報は捉えることができることから、適切であると考えられる。 

一方、学習者 Dは「まどろむ」「うとうとする」の 2語の推測を誤ったが、

ここでは「うとうとする」の例を見ていく。 
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⑫うとうとしている時（→面倒を見ている時）、台所で物の落ちる大きな音

がしても、彼女はまるで反応を示さず居眠りを続ける。 

 

Dは、「うとうとしている時」の意味を「面倒を見ている時」と説明してい

た。「うとうとする」のは母親が子供を看病している最中のことなのでそのよう

に推測したのだろうが、それでは、文の最後の「居眠りを続ける」と合わなくな

ってしまう。「面倒を見ている時、居眠りを続ける」は成立しえないからであ

る。 

先の学習者 Aの誤りと比較すると、こちらは、その推測が誤りだと気づく手

がかりが、若干離れた場所だとはいえ、文中にあるにも関わらず、気づかず辞書

を活用しないまま読み進んでしまったというわけである。ただ、この部分が文及

び文章の中で重要かというと、具体例の状況説明をする副詞節に過ぎない。現

に、学習者 Aはインタビューで「この単語は重要ではない」と答えていたが、

誤っても大きな影響はないことから、辞書を引かない判断は問題なかったと言え

よう。 

それに対して、学習者 Eは、文及び文章の重要な部分でも意味理解に大きな

誤りが見られた。ここでは、「見当」を例に説明する。 

 

③聞き取れぬ部分は見当をつける（→理解できる）。 

 

Eははじめ、この文を「100％理解できない部分があるけど、聞こえたのは理

解できる」とパラフレーズした。ただ、それでは、どの語をどのように理解して

いるかわからなかったので、部分ごとに質問したところ、「聞き取れぬ部分」は

「聞き取れない部分」、「見当をつける」は「理解できる」の意味だと答えた。

しかし、それらを合わせると、「聞き取れない部分は理解できる」となり、論理

的に成立しない。再度、Eに問い直したが、「100％理解できない部分があるけ

ど、聞こえたのは理解できる」と繰り返した。つまり、Eは、「聞こえたのは」

と文に書かれていない内容を足して、文全体の意味を捉えようとしていた。 

この文章は、「人間が外界の刺激をどのように認識しているか」というテーマ

なので、この文は重要な文である。また、「見当」は「見当をつける」という連

語を構成し、文の述部という意味的に重要な部分を担う。しかし、Eは、文から

情報を読み取るというより、トップダウンで自分の推測を先行させ、文に書かれ

ていない内容も付け足して解釈していた。それによって、辞書を引く、引かない

の判断をする以前に、語の意味を理解できていないことにすら気づかず、辞書を

活用することができなかった。 

学習者 Eは、他の語に関しても、トップダウンで自分の推測を先行させ、誤

った意味推測を行っていた。このことから、適切な推測の方法を習得していない

と、せっかくの辞書を活用することができないことがわかる。 

 

5.2 研究課題 2：辞書で調べても、文中での語の意味を取り損ねる場合 
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 次に、辞書を引いて語の意味がわかっても、文中での語の意味を取り損ねるの

はどんな場合だろうか。学習者によって、いくつかの異なる誤りが見られたが、

特にこの文章の論理展開に関わる誤りについて論じる。 

学習者 Dは、⑮の文中の「刺激」という語を辞書で調べたが、文中での意味

が正しく理解できなかった。文の始めに「このように」とあるように、この文

は、前の 2つの段落に出てきた具体例を抽象化して述べている文である。したが

って、「刺激」が指すのは、電車の中で聞こえる騒音や会話相手の声、あるいは

看病中に聞こえてくる台所の物音や病児の声など、外の世界にある音である。 

 

⑮このように、人間の認識は外界の刺激（→母親などから勉強しなさいと

か、応援してあげる）のあるがままに忠実に反応して得られるものではな

い。 

 

ところが、Dは「刺激」とは「母親から勉強しなさいとか、応援してあげて刺

激する」ことであると答えた。なぜこのような突飛な理解になったか、インタビ

ュー時点ではわからず本人に確認はできなかったが、辞書で選んだ意味が関係し

ていたのではないかと思われる。辞書に載っていた意味は以下のものであった。 

 

1. [stimulate] to stimulate someone's mind or body and cause some sort of reaction 

2. [inspire] to encourage someone  

 

学習者 Dは、2番、つまり「やる気を刺激する」などと使う時の意味を選んだ

のではないかと思われる。Dは、文全体の意味を、「このように、人間（≒子ど

も）の理解は、母親からの励ましなど外からの働きかけにすべて反応して得られ

るものではない。（自分が理解したいものを学ぶものだ。）」と説明していた。 

「このように」は前の部分を受ける接続表現であるが、この解釈では内容がつ

ながらない。Dは、この表現をクラスで学習済みであった。それにも関わらず、

なぜ前の文脈との結束性を無視した解釈を作り出してしまったのだろうか。 

実は、Dにとっては「刺激」だけでなく、「認識」「忠実」も未知語であっ

た。それらの抽象語の処理に追われたために、文間の結束性を示す「このよう

に」に意識を向けられなかったのであろう。その結果、語の正しい意味が選べ

ず、文中での意味を取り損ねたのだと考えられる。 

このように、特に抽象性の高い多義語については、文中に未知語が多く含まれ

ている場合は、他に結束性を示す手がかりがあっても、辞書の中から適切な意味

が選べず、文中での意味を取り損ねる場合があることがわかった。 

 

5.3 研究課題 3：語の意味がわかっても、文の意味を取り損ねる場合 

 では、語の意味がわかれば、文の意味が理解できるのだろうか。調査の結果、

以下のような文構造は、既習の言語要素からなりたっているにも関わらず、うま

く読み取れず、文の意味を正しく理解することができないことが観察された。 

 

1.これによっても～がはっきりする（⑧の文）  （4名が誤解） 
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2. このように（⑮の文） （2名が誤解） 

3. ～と比較すれば、～がはっきりするはずである（⑰の文）（4名が誤解）

2の「このように」で示されている結束性が読み取れない例については、5.2

で説明した通りである。一方、1と 3は、いずれも文頭と文末が呼応する構造を

有しているが、この構造が読み取れず、「方法－証明」という文の意味が正しく

理解できていない学習者が多かった。 

1の構造が含まれる⑧の文を以下に示す。これは、前の文脈で示した事実か

ら、人間の耳の持つ機能が証明されることを表す文である。「はっきりする」の

主格にあたる部分は、「人間の耳はあるがままのものを聞くのではなく、必要と

感ずるものだけを聞く器官であること」である。 

⑧これによっても、人間の耳はあるがままのものを聞くのではなく、必要

と感ずるものだけを聞く器官であることがはっきりする。

しかし、学習者 Bは、「はっきりする」のは「聞く内容」だと誤解し、この

文を「人間の耳はその話の全てを聞くのではなく、必要な informationをわける

から理解できる」とパラフレーズした。つまり、Bは、「はっきりする」の主格

を誤解し、文頭と文末が呼応する文構造を取り損ねた結果、人間の耳の機能の説

明のみに注目し、それを包む、それが何によって分かるかという情報は落として

しまった。しかし、ここで筆者が述べたいのは、当然それも含めた部分である。 

論説的な文章では、ある事実から何かを証明することも多い。そのような文章

を読めるようになるには、これは不可欠な文構造である。ところが、学習者 B

を含め 4名がこの構造に気づかず、文の意味を正しく理解できなかった。 

以下の⑰の文に含まれる、「～と比較すれば、～がはっきりするはずである」

という文構造も、学習者 4名が捉えられなかった。この構造も⑧と同様、文頭と

文末が呼応する文型である。しかし、補文節の中に、「Xは A、いいかえれば B

である」という言い換えも含んでおり、⑧よりさらに長く複雑な構造である。 

⑰機械による録音と比較すれば、人間の理解はデフォルメされた状況認

識、いいかえれば、一種の誤解であることがはっきりするはずである。

学習者 C はこの文を、「録音と比べたら、人間の理解はちょっと変わった状

況認識、だから、人間にとっては誤解しやすいから、誤解することは、ちゃんと

そのことを見て、考えるべきだ」と言い換えた。この解釈には、三つの誤りが含

まれている。まず、「はっきりする」の主格を「誤解」だと誤解し、文頭と文末

が呼応する文構造を取り損ねている。第二に、「いいかえれば」の前にある読点

をもとに、この文がその前後で分かれ、「人間の理解はデフォルメされた状況認

識である」を、「一種の誤解であることがはっきりするはずである」と言い換え

ていると捉えてしまった。第三に、「はずだ」というモダリティ形式を「べき

だ」と混同してしまった。野田他（2017）は、上級学習者対象の学術論文の読

解困難点に関する調査であるが、モダリティが正しく理解できないこと、それに
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より、先行研究の引用であるか、論文の著者の主張であるかなどが正しく理解で

きないことを指摘している。また、読点の位置によって、文構造が正しく理解で

きないことも指摘している。その下のレベルにあたる今回の学習者が論説的なエ

ッセイを読解する際にも、同様の問題があることがわかった。 

6. まとめと今後の課題

本研究では、非漢字圏中級日本語学習者を対象に、辞書を使用した文章理解過

程の分析を行った。その結果、次のことが明らかになった。 

1）どんな場合に辞書を引き、どんな場合に辞書を引かないか。

学習者は、文の意味理解に影響を与えるかどうかによって、辞書を引くか否か

を判断していた。また、副詞など意味的に重要ではない部分は、意味推測に確信

がなくても辞書を引かないこともあった。一方で、言語的手がかりを生かせずト

ップダウンで誤った意味推測をしてしまい、辞書が活用できない学習者もいた。 

2）辞書を引いても、文中での語の意味を取り損ねるのはどんな場合か。

多義語（特に抽象語）については、結束性を示す手がかりがあっても、正しい

意味が選べず、文中での意味を取り損ねることがあった。 

3）語の意味がわかれば、文の意味が理解できるのか。

呼応箇所が離れている文構造のように複雑な文構造の場合、意味を取り損ねる

ことがあった。また、モダリティ形式が適切に理解できないこともあった。 

 最後に、今後の課題を述べる。まず今回は、科学的といっても、かなり一般的

なテーマの文章を使用した。今後は、よく知らないテーマの論説文を読ませ、そ

の場合の辞書の使用、読解上の困難点をさらに調査する必要がある。また、今回

は、学習者に理解したことを日本語で語ってもらったが、学習者の母語を使用

し、より正確、詳細に辞書引き過程、読解過程を把握する必要がある。 
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