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1.  はじめに 
 本発表では、学習者が新しい言語状況に遭遇した時、それに対処できるような 
言語能力を養う試みとして開発された中級教科書『飛躍 (Hiyaku: An Intermediate 
Course)』（Routledge 2011）をとりあげ、コンテキストの authenticity を再考し、教

科書の役割について考察する。他の中級レベル向け日本語教科書と比較しながら、

『飛躍』の概要・特徴について紹介するとともに、データ（学生の作文、ディス

カッション風景、アンケート等）を提示し、本書を用いた実際の教室活動及び学

習効果についても言及する。 
 
2.  中級日本語教科書との比較 
 現在アメリカで広く使用されている同レベルの中級学習者を対象とした日本語

教科書としては『中級の日本語 (An Integrated Approach to Intermediate Japanese)』
(Japan Times 2008)と『上級へのとびら(Gateway to Advanced Japanese – Learning 
Through Content and Multimedia)』(くろしお出版 2009)があげられる。対象となる

のは約 250 から 300 時間の履修歴の学生であり、これは大学における日本語コー

スでいえば二年生から三年生、いわゆる中級に当たるレベルである。以下で『飛

躍』の特徴を取り上げ、『中級の日本語（以下 IJ）』、『上級へのとびら（以下と

びら）』と比較する。 
 
2.1  テーマ 
 

教科書名 課のテーマ 

中級の日本語 

（全 15 課） 

紹介、あいさつ言葉、日本への留学、ホームステイ、大学で、レストランで、レクリエーション 

アルバイト探し、贈り物、旅行、ホストファミリーとの問題、病気になったら、日本語体験 

日本の女性、ウチから見た日本・ソトから見た日本 

上級へのとびら 

（全 15 課） 

地理、スピーチスタイル、テクノロジー、スポーツ、食べ物、宗教、ポップカルチャー、伝統芸能 

教育、便利な店、歴史、伝統工芸、自然、政治、世界と私の国の未来 

飛躍（全 9 課） 復習、行事、敬語、気候、昔話、言葉と文化、食文化、歴史 
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 各教科書で扱われているテーマであるが、『IJ』の場合は、留学生の生活を中心

とした話題を多く採用している。留学も視野に入れた学習者の多いこのレベルに

対応し、実際に留学先で彼らが遭遇するような状況設定等を意識した構成に配慮

している点がうかがえる。また『とびら』の場合は、日本の文化について学習者

にとって身近な話題から伝統的・社会的なものまで幅広いトピックを扱っている。

『飛躍』はコロンビア大学のプログラムで中級・二年生の後期一学期で使用する

教材として開発されたために、課の総数は他と比べて少ないが、文化から社会、

文学、歴史に至るまで幅広いトピックを採用し、このレベルの日本語学習者にと

って必要と思われるジャンルに関する知識・情報を提供できるよう配慮した。ま

た、教材作りにあたっては、日本語母語話者が遭遇する現実的な状況や社会的コ

ンテキストを想定した素材選び、教材作りを心がけた。以下で詳しく述べる。 
 
2.2.  教科書の目標  
 次に各教科書の目標についてであるが、以上の三冊とも四技能においてバラン

スのとれた言語能力の向上、中級レベルから上級レベルへの移行をその目標とし

て明示されている点で共通している。しかしその構成においては、それぞれ特徴

的な違いが挙げられる。まず『IJ』の場合は、「外国人学生の日本に対する理解を

深めることを目標（p. viii）」とし、また先に触れた通り 15 のうち 12 の課で留学

生の日本での生活を題材としており、留学生活を中心にした状況設定を元にした

学習者向けの場面・状況を重視した構成になっている。『とびら』の場合は、「学

習者の知的好奇心を満たし学習意欲を高めると同時に、このレベルでのコミュニ

ケーションに必要な一般知識を養うコンテンツの提供（p. vi）」をねらいとしてい

る。そのサブタイトルにも示されているように、ウェブサイトなどのリソースも

活用しながら学習者に豊富な知識と情報を与えようとする構成となっている。 
 『飛躍』の場合、まず読み物（本文・精読及び速読）は、文化的・社会的情報

の紹介や提示を目的として教師が学習者のために書き下ろすような教科書的なタ

イプのものを避け、ニュースレター、ブログ、研究レポート、新聞投書といった 
生教材を元に書き直したものを使用した。また、それぞれの課について、四技能

の練習の内容やタスクが互いに連動し合うような構成を心がけ、各運用練習の目

的そのものを重視し、「何のために、誰を対象に書く・話す・伝える等の作業を行

っているか」という点を意識させるようにした。従来の語学教材・教科書におい

ては、ただ単に「○○について書きなさい」「知っていることをまとめなさい」と

いった、その活動自体の目的やコンテキストの現実性にあまり注意を払わない、

いかにも学習者を対象とした教科書然とした運用練習が多くみられる。しかし、

中級から上級へと進むにつれて、より現実に即した状況やコンテキストを提示す

るような配慮がなされるべきではないだろうか。この点に関して本書ではどのよ

うに扱っているか、次のセクションで具体例をあげ詳しく説明する。 
 外国語教育においては、いわゆる生教材の重要さやコンテキストの authenticity
の必要性 (A. O. Hadley 2001) は広く認知されているが、実際に中級から上級に進
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もうとするレベルの学習者にふさわしい生教材を見つけるのは容易ではない。し

たがって、このレベルでは語彙、文法の学習を目的とした教材が多い。しかし、

素材自体の authenticity とは別に、現実的なコンテキストとは何か、それを教科書

作りにどう反映するかという点を考慮する必要があるのではないだろうか。実際

の言語活動においては、社会的コンテキストに応じて、文体やスタイル、語彙、

内容、また期待される言語機能などが異なる。このレベルの学習者にとっては、

この点に気づくことが言語能力の発達に欠かせないであろう。 
 

3.  その他の『飛躍』の特徴 
 次に『飛躍』の特徴について、いくつか具体的な例を挙げて述べると、まず精

読用の本文・読み物は、見開き左右対称に同一の内容を、左ページをふりがな無

し、右ページをふりがな付きにした。これは学習者がふりがな無しの生教材に近

い形のテキストとふりがな付きのテキストを学習段階に応じて適宜使い分け、最

終的にはふりがなの助けを借りずに読み進めることができるようにという配慮か

らである。 
 また本書では四技能の運用練習の他に、各課の最後に『楽しみましょう』とい

うセクションを設けている。これは各課のまとめとして、学習者がそのテーマに

ついてさらに興味を深めること、また、さまざまな社会的コンテキストのものを

楽しみながら体験するという目的で作られたものである。以下いくつか例を挙げ

ると、まず行事の課では日本在住の舞踏家による盆踊りのビデオを動画ファイル

で紹介し、その踊り方も本書内で図解で説明し、学習者に日本の文化を体験させ

る。また歴史の課では、『マンガ日本の歴史』（石ノ森章太郎・著）の一部（図 1）
を掲載し、その吹き出し部分のドラマを音声ファイルで再現したものを聞かせ、

本文・精読用読み物で触れた坂本龍馬という人物についての理解や共感を深めさ

せる。昔話の課では、本文で扱われている『かぐや姫』の原文『竹取物語』の冒

頭部分（図 2）を実際に聞かせ、古典文学に触れる機会を与える。そして、学習

者に旧仮名遣いの表記を紹介するとともに、現在の日本語との違いなどに気付か

せる。 
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（図１）       （図２） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （出典元：『マンガ日本の歴史42』 

   作画・石ノ森章太郎、中央公論新書1998） 

 
 
4. 『飛躍』の構成と具体例 
 このセクションでは各課の構成を説明するとともに、コンテキストの 
authenticity について詳しくみてみる。 
 
 『飛躍』の各課の構成は以下の通りである。 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
では、上記のそれぞれの社会的コンテキストがどのようなものか、第三課「気

候」を例に、具体的にみてみよう。 

◆ 初めに・・・話し合ってみましょう 

◆ 読み物  

◆ 話しましょう    

◆ 聞きましょう    

◆ 読みましょう    

◆ 書きましょう    

◆ 楽しみましょう  
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4.1.  初めに・・・話し合ってみましょう  
     

りんごが一番多くとれるのはどこだと思いますか。     
 

（A: 青森
あおもり

県
けん

   B: 静岡
しずおか

県
けん

   C:鹿児島
か ご し ま

県
けん

） 

 
 
 この課のトピックである気候が農産物に大きい影響を与えることは言うまでも

ない。学習者は、身近な果物のうち、寒い地方の産物であるりんご、暖かい地方

の産物みかん、暑い地方のパイナップルが一番多くとれる所を日本地図を見て推

測することによって、日本は北と南では気候が大きく異なるということが簡単に

認識でき、「読み物」の理解に役立たせることができる。 
 

4.2. 読み物 「日本の気候と温暖化」 
 我々が旅行の準備をするときに、まず考えることと言えば、どんな服を持って

行けばいいかということではないだろうか。それを知るためには旅行先の気候を

知る必要がある。これは日本に留学、あるいは旅行する日本語学習者についても

言えることである。つまり、この課の読み物「日本の気候と温暖化」は、そうい

う状況にある学生がインターネットで調べていて見つける可能性のある記事と言

える。 
 このレベルになると、「だ・である」体の導入が必要になるが、一般的に「だ・

である」体で書かれているこの種の記事を紹介することにより、それを自然に導

入でき、文体の違いとともに、どういう物を書くかによって、ふさわしい文体が

違うということに気づかせることができる。 
 

（『読み物』より抜粋） 
 そこで、温暖化の主な原因である二酸化炭素を減らすために、国や都道府県で、

できるだけ電力を使わないようにするなどのいろいろな対策が考えられている。

また、気温を下げるために、屋上に木や野菜などを植えるとか、公園の緑
みどり

を増や

すなどして、自然の力を取り入れる工夫も少しずつされるようになっている。 
個人レベルでも、夏に冷房の温度を上げて電力を節約する

とか、昔の人がしたように道に水をまいて気温が上がるの

を少しでも防ぐなどの努力がされている。しかし、まだ十

分だとは言えないだろう。 
気候の変化をもたらす温暖化は日本だけではなく、地球全

体の問題である。地球の未来は私たちが温暖化を防ぐため

にこれからどのような努力をしていくかにかかっているの

ではないだろうか。 
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4.3.  話しましょう   ディベート 
 日本語でディベートをするというクラブにでも入らない限り、日本語でディベ

ートをする状況はないと言えるが、もっと広く考えて、自分の意見を述べる状況

と言えば、それは日常生活で常に存在するものである。 
 この時点までに学生が知っている意見を述べる表現は「〜と思います」一つと

いう場合が多いが、同じ表現の繰り返しは避けること、また文体と同じように、

表現もコンテキストにふさわしいものがあるということを教える必要があるので

はないだろうか。第五課の「書きましょう」のタスクは小論文を書くという固い

表現が要求されるものだが、そこにもつながるように、次のような表現が紹介さ

れている。 
 
 
＜ディベートでよく使われる表現＞ 

    ・私は    〜と思います 
   〜んじゃないかと思います。 
    ・〜んじゃないでしょうか。 
    ・そうかもしれませんねえ。でも〜。 
    ・○○さんは〜とおっしゃいましたが、   私はそうは思いません。 
    そんなことはありませんよ。 
    それはちょっと違うんじゃないでしょうか。 
 

 
 この課で行うディベートは学期の最後にするディベートの練習で、トピックは

どのグループも同じ「都会の生活といなかの生活のどちらがいいか」であるが、 
これは学習者が将来、「住」を決めるに際して考える必要のある問題ではないだろ

うか。宿題として、都会の生活と田舎の生活それぞれのいい点、悪い点をなるべ

くたくさん書かせておくが、そこには当然環境に関するものも含まれるであろう。 
  学期の終わりのディベートでは、トピックは学生自らが選ぶ。２０１１年２月

の練習と二か月後の本番を比べると、練習の時は、文末まではっきり言わない、

あるいは言えない様子がみられたのに対し、本番では、語彙・表現が豊かになり、

文法も正確で、文末まで自信を持って言えるようになっていた。 
 
4.4.  聞きましょう   ニュースレポート 
ここでは毎日の生活に欠かせないテレビのニュースレポートを採用した。「読

み物」の中に地球温暖化を防ぐための努力の一つとして、屋上に植物を植えてい

るということが書いてあるが、それを本当に行っている例のレポートである。 
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（「ニュースレポート」スクリプトより抜粋） 
（ナレーション） 
 今日は、身近な温暖化対策の話題についてお伝えします。温暖化を防ぐのには、

屋上に木や野菜を植えることが役に立つと言われていますが、その努力が今いろ

いろな所でされています。秋に欠かせない稲刈り。その稲刈りが都会の中心、銀

座のビルの屋上で行われました。これはあるお酒を作る会社が去年から行ってい

る行事で、6 月に田植えを行い、昨日 10 月 7 日、収穫の日をむかえたのです。雲

一つない青い空の下、社員とその家族が集まって稲刈りが……。 
女性アナ：どうだった？ 
子供   ：楽しかった〜 
女性   ：ほんと、気持ちいいですよね。屋上で空も近いし、いいなあって。 
男性   ：稲作りで温暖化が防げるなんて、なかなかいいアイディアですよね。 
           他のビルでも試してみたらいいですよね。 
 （出典元：フジテレビ 2008 年 11 月 25 日放映 ニュース『屋上で実りの秋』） 

 
4.5.  読みましょう   日本から“春”が消える日？ 
 各課の「読みましょう」は、必要な情報を読み取る能力を養うための速読で、

生教材、あるいは生教材に少し手を加えた短い記事が選んである。この課の記事

は、インターネットに掲載されていたテレビニュースの原稿で、地球温暖化が桜

の開花に与える影響という内容である。桜に対する日本人の特別な思いが感じら

れ、文化的な情報も含まれていると言える。 
 

（「日本から“春”が消える日？」より抜粋） 
しかし、このような努力もむだになってしまうかもしれません。いつか桜が日

本から消えてしまう可能性があるのです。このまま温暖化が進むと、日本の南の

方からだんだん桜にとって暑すぎる気候になってしまうからです。例えば、東京

でもし気温が今より 4 度上がると、桜はもう咲かなくなるという説もあります。 
日本の春といえば、桜。その桜が消え、いつか日本から“春”が消える日が来る

のでしょうか。 
（出典元：素敵な宇宙船地球号第 470 回 朝日放送 2007 年 3 月 25 日放送 

  「さくら前線異常あり」？日本から”春”が消える日！？？） 

 
4.6.  書きましょう   作文コンクール 
 書くという作業に関しては、「“〜 ”という題で、○○字の作文を書きなさい」と

いうような指示になりがちで、何のために、誰を対象に書くのかという、コンテ

キストがおざなりにされていることが多い。本書ではその点を明示し、また、ど

ういうことを書くのか、その構成をどうするのかも指示するようにした。この課

では「温暖化を防ぐための身近な努力・アイディア」というテーマで新聞社が募

集したエッセイ・コンクールに送る作文を書くという設定で、次のような指示が
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与えてある。 
① まず、下の表にアイディアを書いてみましょう。 

 
 
タイトル 
 

 

 
あなたは温暖化についてどんなこと
が 
心配ですか   
あなたは温暖化を防ぐために 
どんなことを、いつからしています
か   
それは温暖化を防ぐために、 
どう役に立ちますか   
ほかに、どんなことができると 
思いますか 

 
② 上の表に書いたことを使って、作文を書きましょう。（800 字ぐらい） 

  
 下は学生の作文だが、指示にしたがって書いているため、四段落のまとまった

構成になっていることが見られる。テーマにふさわしい文体、語彙、表現が使わ

れている。また、この課の「話しましょう」で紹介された表現「〜んじゃないで

しょうか」を「である」体に直し、読者に問いかけるというレトリックも使われ

ている。 
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4.7. 楽しみましょう   日本と世界の地理クイズ 
 テレビ、雑誌などで目にすることの多いクイズという形式を採用したが、学生

はかなり盛り上がって楽しんでいた。 
 

（「日本と世界の地理クイズ」より抜粋） 
Q１．日本の面積

めんせき

は世界で何番目でしょうか?    ＊面積
めんせき

= size; area 
 

① 60 番目  ② 80 番目  ③ 100 番目 
 
Q２．日本の海岸線

かいがんせん

の長さは、世界で何番目でしょうか？       ＊海岸線
かいがんせん

= a coastline 
 

① 6 番目  ② 10 番目  ③ 16 番目 
 
（出典元：外務省世界いろいろ雑学ランキング 

  クイズで楽しもうビックリ！意外日本地理（宇田川勝司・草思社) 

 
5. 終わりに 
 外国語教育において、初級から中級、上級へと進むにつれ、生教材の重要性が

増すが、生教材とは一体何なのだろうか。それは学習者用に作られたものではな

く、ターゲット言語を使用する社会において、書き手、話し手が、読み手、聞き

手を意識し、目的をもって書き、話したものである。つまり、そこには常に社会

的コンテキストが存在しているのである。そこで、本書『飛躍』執筆に当たって

は、社会的コンテキストの authenticity を第一に考慮した。  
 本書のトライアル版を使った学生からの反応は概ね好評であった。ここに彼ら

のコメントをいくつか紹介しよう。 
 

- I think that the ways that writing, listening, speaking, and so forth are integrated  
 into each chapter are creative. 
 
- I really like the essay prompts at the end of each lesson...gives you chance to use the  
 newly learned vocab and grammar patterns. 
 
- The format of the textbook is very useful with the readings with a hiragana version   
 and one without to test your kanji recognition and then the introduction of the 
 grammatical points were clear and the additional activities were all very helpful. 
 
- I felt like the choice of subject matter, and the level of instruction throughout the course 
 was generally engaging, and conveyed the nuts and bolts of what we were supposed to  
 be learning very well. 
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 これらのコメントは本書の目標が多少なりとも達成できたことを証明している

と言えるのではないだろうか。『飛躍』の最終版の出版は 2011 年 7 月を予定して

いるが、本書の使用が学習者の言語能力の発達に大いに役立つことを願って、本

発表のまとめとしたい。 
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