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ともに学ぶ

人とつながる
地域社会とつながる

楽しい！

第１回（2016.3.20）

第２回（2017.3.20）

浜松国際交流協会
天竜厚生会

・・・
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地域社会・企業等との「つながり」に加え、
日本語教育機関や使用者との
「つながり」をさらに広げ、深めよう！

第３回（2018.3.21）
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２０１１年４月 ２０１２年４月 ２０１３年４月

なぜ、

どうやって、
作っていっ
たのか？



本日のメニュー

１．『できる日本語』が誕生した背景

～なぜ『できる日本語』が求められたのか？～

２．『できる日本語』はどのようなプロセスを経て

誕生したのか？

３．８つの特徴から「作成過程」を考える

４．より良い実践に向けて

５．（時間があれば）筑波大学教科書シンポ：事前質問（抜粋）5
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Ａ．教育現場での「教師の声」

Ｂ．勤務校での動き
（イーストウエスト日本語学校）

Ｃ．出版社（アルク）からの働きかけ

『できる日本語』が誕生した背景

～なぜ『できる日本語』が求められたのか？～
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「テ形」を勉強したら、いっぺんに
「てください／ています／
てもいいです／てはいけません」

と、次々にテ形を使った文型が出てくる
必要があるのだろうか？

学習者が実際に出会う場面で
学べるようにできないだろうか。

「これができるように
なった」と実感できるよ
うな授業にしたいんだ

けど～～～。

Ａ．教育現場における「教師の声」



１４課

＊テ形の導入

文型 １ ちょっと 待って ください。

２ ミラーさんは 今 電話を かけて います。

8

（『みんなの日本語』）

＜はじめに文型ありき＞の教科書を見ると～～～



１５課

文型 １ 写真を 撮っても いいですか。

２ サントスさんは 電子辞書を 持って います。

9

１６課
文型 １ 朝 ジョギングを して、シャワーを 浴びて、

会社へ 行きます。
２ コンサートが 終わってから、 レストランで

食事を しました。
３ 大阪は 食べ物が おいしいです。
４ この パソコンは 軽くて 便利です。



『日本語の基礎』（１９７４年）
↓

『新日本語の基礎』
↓

『みんなの日本語』（１９９８年）

を使ってはいたが・・・
10

Ｂ．勤務校（イーストウエスト日本語学校）での動き
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もちろん「教科書を」ではなく、「教科書で」教えることを徹底。
でも、教師は教科書に引っ張られてしまう！

だから、教師によって、授業の質にばらつきが出てくる。
（例：あまり深く考えずに授業準備をしてしまう人

場面・状況をしっかり考えて授業に臨む人～～～）

しかし、いくら場面を付けても「その文型のための場面」でし
かない。

文脈化がない！



学内の教師研修を充実させて、教師力アップにつなげよう！

例①：＜新任研修＞では～～～
教科書を見る目、使う力、作る力（毎日の教材）を養う。

➡クリティカル・シンキング

例②：＜年４回の講師会＞では～～～
午前中はワークショップ、午後は実践の共有タイムを作る。

◆「学びの共同体」の意義を理解する。
➡協働性、同僚性

◆ＯＰＩの考え方を理解する。
➡・プロフィシェンシー重視の教育
・学習者主体 ・教師の質問する力・引き出す力
・接触場面への関心 12



・このまま「はじめに文型ありき」の教科書をただ粛々と進めるような

授業を続けていては、日本語教育はダメになる。世界の言語教育

において取り残される。

・「教科書が変ることで、教師の意識も

変えられる面がある」、だから新しい

教科書を一緒に作りませんか！

13

無理！
無理！

Ｃ．出版社（アルク＋〈少し遅れて〉凡人社）からの働きかけ

でも、「新しい日本語教育」
のためなら・・・

ＯＰＩのワークショップは、アルク主催
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学内に「学びの共同体」ができていたので、
チームの立ち上げが可能であった。

最終的に７つの班、約２０人で取りかかる。（一人が複数担当）

本冊

４人

本冊

８人

本冊

１０人

漢字

５人 読みもの
６人

文法

３人

ことば

４人

使い方ガイド
2人

監修
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対話
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『できる日本語』は、どんなプロセスを経て
誕生したのか？

①どうして既存の教科書ではなく、新しい教科書を作るのか？
・どんな方向性の教科書にしたいのか。
・その教科書を使うと、何が変わるのか？

→メンバーの言語教育観・学習観の共有

「学びの共同体」づくり

②具体的にどんな教科書にしたいのか？

＜さまざまな議論を経て＞

常に、「なぜ」
を大切に！



たくさんの対話を通して、長い年月をかけて

現場教師による

現場教師のための

＜学習者と教師がワクワクする授業＞

をめざした新しい教科書誕生
17
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◆「引っ越し」 ➡ カット

１課 こんにちは ２課 自己紹介
３課 買い物 ４課 ふるさと紹介
５課 わたしの日曜日 ６課 好きなもの
７課 いっしょに ８課 引っ越し

・・・・・・以下省略

１つテーマを変えると、いろいろな課
を作り替え、大幅変更となる！

２００７年版

初級８課で
「引っ越し」を取
り上げる必然性

は？
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２００８年Ｂ１学期版
を覗いてみると・・・

１課作っては、
授業で使い、ま
た作り替え・・・



２００８年度Ｂ１学期版『できる日本語』

第７課「パーティー

ー食べてください。ー」

を例にあげて見てみましょう。

20
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【言ってみよう】別
冊と本冊の混在

タイトルの
下に文が
ある

写真がイメー
ジ化だけ

学内でイラストに！

文字キュー

ＳＴ１



22



23

別冊
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本冊
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［１］の文言が違う
➡ＣＤを聴く意味を再検討し～～～

［２］は、「ロールプレイをしま
しょう」になっていない

「固まりで話す」が【やってみよう】
にもある。

➡すべてには載せられないという
ことで～～～

「例文」が載っている。
➡ポイントとの重なりから～～～
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ＳＴ２ 今の「状況イラスト」
「コマイラスト」の考え
方とは違う。
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【できる！】の前身は【活動】

➡行動目標と照らし合わせると、
違うことに気づき～～～。

【もう一度聞こう】が
「まとめ」となっている。

「これは、課のまとめ
ではない」ということ
に気づき～～～。
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＜ポイント＞は各課
の後ろにある

共感の「ね」は、この
段階では７課にある。
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現在巻末に
ある「テ形一
覧」が、この
ような形で７
課の後ろに
ある。
形も違う。



30

２００９年度Ａ１学期

２０１０年Ａ２学期

やっと仮製本にしたテキスト
を使うことができるようにな
りました。でも、ほぼ毎学期
作り替えながら、さらに質を

高めていきました。
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２０１０年度Ａ２学期

２０１0年度版は、今の教科
書にかなり近づいています。



32



①行動目標（Can-do-statement)が明確である。

②場面・状況、言語的知識を重視している。

③学習者にとって必然性のあるタスクである。

④タスク先行（まずチャレンジ！）で進める。

⑤文脈化を大切にしている。

⑥スパイラル展開を重視している。

⑦「固まりで話すこと」を重視している。

⑧「他者への配慮」のある談話となっている。
33

８つの特徴から「作成過程」を考える



詳しくは、サイト「できる日本語ひろば」で！

34
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「概要」に、いろいろな説明・紹介記事
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まず全体像を
見てみましょう。
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レベル タイトル 行動目標

初級３課 スケジュール これからの生活や周りの人との関係づくり
のために、予定を聞いたり身近なことを話
したりすることができる。

初中級３課 私の目標 自分の目標や計画を話したり進路の参考
のために周りの人から話を聞いたりするこ
とができる。

中級３課 時間を生かす これからの自分にとって有意義な過ごし方
を考えて、周りの人と生活の工夫や時間
の使い方などの情報をやりとりすることが
できる。

①行動目標が明確である。
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「初級」７課「友達の家で」
ＳＴ３「みんなで楽しい

パーティー」

＊友達の家でパーティー
をしています。

＊パーティーのとき、自分
から手伝いを申し出たり
食べ物などをすすめた
りすることができる。

②場面・状況、言語的知識を重視している。

例１ 申し出「～ましょうか」



パク： あれ？ ダニエルさんはどこにいますか。

アンナ： あそこにいます。ダニエルさんはあそこでたばこを吸っていますよ。

パク： ダニエルさん、一緒に写真を撮りませんか。

ダニエル：いいですね。
39



40

カルロス：パクさん、写真を撮りましょうか。

パク： あ、ありがとうございます。

お願いします。
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＜受身＞

文型 １．子どものとき、よく母にしかられました。

２．ラッシュの電車で足を踏まれました。

３．法隆寺は６０８年に建てられました。

『みんなの日本語』３７課

例２



『できる日本語』では～～～
「初中級」１０課「旅行に行って」

旅行中に起こった困った状況や今の状況を他の人

に伝えたり、観光スポットで目にした風景や建物に

ついて簡単に説明したりすることができる。

ＳＴ１「ハプニング！」

旅行先で予期できない状況や不利益な状況になったとき、

その状況や問題点などを簡単に説明することができる。

ＳＴ２「ガイドブックを片手に」

現在の自分の状況や目前のものなどについて簡単に

説明することができる。
42



初中級１０課「旅行に行って」ＳＴ１「ハプニング」

43

空港の到着ロビーでトイレに行った友達を
待っています。それから、駅へ移動します。

駅の自動券売機で切符を買っています。



パク：ワンさん、遅かったね。大丈夫？

ワン：うん。トイレの前でおばあさんにタクシー乗り場への行き方を聞かれた

んだ。それで、時間がかかっちゃった。ごめんね。

パク：ううん。じゃあ、駅へ行こう。ナタポンさんとマルコさんが 待っているよ。

44
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パク： あ、痛い。

女の人：あ、すみません。

パク： いいえ。

ワン： ・・・・・・どうしたの？

パク： 足を踏まれた。

ワン： 大丈夫？

パク： うん、ちょっと痛いけど、大丈夫。

マルコ： ワンさん、パクさん、こっち、こっち。



初中級１０課「旅行に行って」
ＳＴ２「ガイドブックを片手に」

動物園の中で動物を見ています。 博物館の近くを歩いています。46
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パク： ああ、動物園、おもしろかった。

ナタポン：あれ？ あの建物は何？

ワン： あ、ちょっと待って。あれは博物館

館だよ。

ナタポン：へえ、ヨーロッパの建物みたい。

ワン： 古そうだね。

ナタポン： いつごろ建てられたの？

パク： ・・・・・・ええと、今から１１０年前

に建てられたそうだよ。ここは

昔、銀行だったと書いてあるよ。

ナタポン：へえ。

ワン： パクさーん。ここで写真を撮ろう。
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【言ってみよう】本冊



【できる！】

49
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③学習者にとって必然性のあるタスクである。 『できる日本語』３課
「スケジュール」



51

④タスク先行（まずチャレンジ！）で進める。
『できる日本語』５課
「休みの日」
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アンナ：パクさん、日曜日、何をしましたか。

パク： 公園へ行きました。公園でバーベキューをしました。

アンナ：そうですか。
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➄文脈化を大切にしている。

タイトル 場面 できること

ＳＴ１ 道がわかり
ません

友達の家へ行く途中で、
道に迷いました。

➡道に迷って友達の家
に電話しています。

迷子になったとき、行きたい場
所がどこにあるか質問したり、
自分がどこにいるか言ったり
することができる。

ＳＴ２ パーティー
の準備

友達の家でパーティー
の準備をしています。

パーティーの準備をしていると
き、何か頼んだり指示したりす
ることができる。

ＳＴ３ みんなで楽
しいパー
ティー

友達の家でパーティー
をしています。

パーティーのとき、自分から手
伝いを申し出たり食べ物など
をすすめたりすることができる。

『できる日本語初級』
７課「友達の家で」
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➄文脈化を大切にしている。

タイトル 場面 できること

ＳＴ１ 道がわかり
ません

友達の家へ行く途中で、
道に迷いました。

➡道に迷って友達の家
に電話しています。

迷子になったとき、行きたい場
所がどこにあるか質問したり、
自分がどこにいるか言ったり
することができる。

ＳＴ２ パーティー
の準備

友達の家でパーティー
の準備をしています。

パーティーの準備をしていると
き、何か頼んだり指示したりす
ることができる。

ＳＴ３ みんなで楽
しいパー
ティー

友達の家でパーティー
をしています。

パーティーのとき、自分から手
伝いを申し出たり食べ物など
をすすめたりすることができる。

『できる日本語初級』
７課「友達の家で」
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➄文脈化を大切にしている。

タイトル 場面 できること

ＳＴ１ 道がわかり
ません

友達の家へ行く途中で、
道に迷いました。

➡道に迷って友達の家
に電話しています。

迷子になったとき、行きたい場
所がどこにあるか質問したり、
自分がどこにいるか言ったり
することができる。

ＳＴ２ パーティー
の準備

友達の家でパーティー
の準備をしています。

パーティーの準備をしていると
き、何か頼んだり指示したりす
ることができる。

ＳＴ３ みんなで楽
しいパー
ティー

友達の家でパーティー
をしています。

パーティーのとき、自分から手
伝いを申し出たり食べ物など
をすすめたりすることができる。

『できる日本語初級』
７課「友達の家で」



◆「できること」のスパイラル

◆テーマのスパイラル

◆文法・語彙のスパイラル

56

⑥スパイラル展開を重視している。

◆ＳＴの中でのスパイラル

◆課の中でのスパイラル

◆レベルの中でのスパイラル

◆レベルを超えたスパイラル
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⑦「固まりで話すこと」を重視している。

『できる日本語』８課「大切な人」
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⑧「他者への配慮」のある談話となっている。

『できる日本語』７課「友達の家で」

【言ってみよう】

４ 例１） Ａ：サラダはまだありますか。

Ｂ：はい、まだあります。どうぞ。

Ａ：ありがとうございます。

例２） Ａ：ビールはまだありますか。

Ｂ：すみません。もうありません。ワインはどうですか。

Ａ：いいですね。



より良い実践に向けて

①教科書をもっと読み込もう！
～「部分的に見る」だけでは、見えてこないものがある～

ａ）文法的なことをしっかり読み込む
ｂ）コンテンツをしっかり読み込む

②三次元の視点で教科書と付き合い、実践しよう！
～平面的に、「既にあるもの」という捉え方をしない～

③実践では、何事にも柔軟に対応しよう！
～「今、ここで」を大切にする～

59



60

◇磨くべきモノをしっかり磨く。 ◇意味のないことに時間をかけない。

＜例：初級１０課「バスツアー」ＳＴ３「動物園で」＞

①教科書をしっかり読み込もう！
ａ）文法的なこと



ダニエル：あっ、サルがバナナを食べていますよ。

パク： 本当だ。かわいいですね。

61

あっ、サルがバナナを食べています。
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７課
「友達の家で」

ＳＴ３ 「みんなで楽しい
パーティー

～ています（動作の進行）

８課
「大切な人」

ＳＴ１「家族・友達」 ～に住んでいます
～ています（職業）

１０課
「バスツアー」

ＳＴ３「動物園で」 ～が（Ｖています）

１１課
「私の生活」

ＳＴ１「今の生活」 Ｖています（習慣）

１３課
「私のおすすめ」

ＳＴ２「おすすめします」 Ｖています（装着動詞）

１５課
「テレビ・雑誌から」

ＳＴ３「町を歩いて」 Ｖています（結果の状態）



63P.282
P.277



64



教科書だけではなく、ＣＤもしっかり聴いておく

65

①教科書をしっかり読み込もう！
ｂ）コンテンツ

『できる日本語』６課「一緒に！」ＳＴ１「一緒に行きませんか」



そうそう、いろんな誘い方、断り方を勉強し
たなあ～～～。それを使って・・・・・・

66



67



68

②三次元の視点で教科書と付き合おう！

・『できる日本語』は、著者陣がいつもやっている実践を
具現化したもの。

・本来は、立体的に表したいものを、紙媒体という制限が
あることから、平面的に表現したもの。
よって、それを使う教師は、立体的な視点で考える
ことが大切！

二次元の教科書を「立体的に読むこと」で、毎回違った
ものが見えてくる楽しさがある。



最初の地図
の一部

・どんな登場人物に

しようか。

趣味・性格・人間関係・

～～～

・「さくら日本語学校」は

どんな町にあるのか？

69



この地図をも
とに、立体的
に「登場人物
の生活」を思
い描きながら
作成しました。

70

一枚の絵に

その底流に
は、「日々の
学習者との
交流・触れ
合い」があり
ました。
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登場人物

日本語で会話をするとき、
『できる日本語』の登場
人物が踊るんです。



72
『できる日本語』６課「一緒に！」ＳＴ２「どちらがいいですか」

全員「ｃ」を選んだら、
どうしますか？

➡教師のちょっとし
た工夫が大切！

③実践では、何事にも柔軟に対応しよう！



①学習者がどうなることを目指しているのか？

・日本語を使って、「自分のこと・自分の考えを伝え合い、

語り合うこと」を通して、人・社会とつながる力を養う。

・「対話力」を身につける。

・それぞれ自分のめざす社会参加を果たす。

73

筑波大学教科書シンポ：事前質問（抜粋）

②ＪＬＰＴとの関係

➡ＪＬＰＴを意識して作成。よって、場面・状況

から入るが、言語的知識はしっかり磨く。

参考
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③レベルの移行は
スムーズにいくか？

➡スムーズ！

・全体像を描いてから
作成！



④場面シラバスの教材で話すことを中心に教えていく

と、専門学校への進学は難しいのではないか？

➡主たる対象者は留学生として作成

75

『できる日本語初中級』３課「私の目標」

自分の目標や計画を話したり進路の参考のために
周りの人から話を聞いたりすることができる。



初中級３課「私の目標」

76

ＳＴ タイトル 場面 できること

ＳＴ１ これからの計画 掲示板を見なが
ら話しています。

来日の目的や今後の目
標、計画などを話すこと
ができる。

ＳＴ２ 夢に向かって 放課後、友達と
話しています。

自分の将来のことで興
味があることについて、
周りの人に話したり質問
したりすることができる。
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タイトル 場面 できること 学習項目

これから
の目標

掲示板を見
ながら話して
います。

来日の目的
や今後の目
標、計画な
どを話すこと
ができる。

Ｖたら、～（確定条件）

意向形 Ｖようと思っています

Ｖるつもりです
Ｖないつもりです

〈疑問詞〉か、～
～かどうか

初中級３課「私の目標」 ＳＴ１「これからの目標」



文型も、スパイラルに出てくる。
ただし、最後に出てきたところで、しっかりまとめて学ぶ。

（「～たら」
・初級１５課 仮定

1,000円以上買ったら、プレゼントがあるそうですよ。

・初中級３課 確定
この学校を卒業したら、どうしますか。

・初中級５課 発見
急行に乗ったら、わかば駅に止まらなかったんです。

78

例



～たら

①～⑥の「～たら」はＡ～Ｃのどれと同じ使い方ですか。

Ａ．明日、雨が降ったら、サッカーの試合は中止です。

Ｂ．大学を卒業したら、父の会社で働こうと思っています。

Ｃ．かばんを開けたら、財布が入っていませんでした。

79『できる日本語 文法ノート初中級』5課



⑤「教室」と「教室の外」をどうつなぐのか。

実践の場をどう捉えているのか。

・学習者の「生活そのもの」を教室に持ち込む。

〈留学生も「生活者」である〉

・教室そのものをコミュニティとする。

・学習者が自ら地域社会と関わる。＜自律的な学び＞

※地域社会の中の教育現場・学習者である。
80



まとめ

・『できる日本語』作成過程で、大切にしたこと。

・『できる日本語』を使う際に、大切にしたいこと。

81

対話力

学びの共同体

対話力 対話力
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「対話」とは～～～

対話の形態を「自己との対話」および、１対１

のみならず、複数以上の参加者同士による

対話とする。

また、さまざまな事象・生物等の対象をみつ

めての無言の語り合いも対話に包含する。

多田孝志『グルーバル時代の対話型授業の研究』(2017:61)

『できる日本語』との対話！！



「学びの共同体」について

◆なぜ、どうやって『できる日本語』が誕生したのか？

・学内が「学びの共同体」になっていたこと

★同僚性と協働性

・作る過程でも「同僚性と協働性」を大切にしたこと

・実践においても「同僚性と協働性」を大切にし続けていること

83



スリーハット人間

１．オーナーズ・ハット人間
２．オンリーワンズ・ハット人間
３．ネットワーカーズ・ハット人間

（青木匡光2004）

84

日本語教師に求められる３つのキーワード

１．主体性 ２．独創性 ３．協働性

（嶋田：2008）

最後にちょっとひと言


