
留学生の日本語作文指導についての覚え書
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1．はじめに

筆者は、今年（平成13年）度、大学進学を志す外国人留学生を対象に、

日本語の作文指導を担当した。本稿では、まず、筆者が実験的に行った帝

京大学留学生別科・上級クラスにおける授業の実践報告をし、次に残され

たいくつかの課題を過去の論文・著作を通じて考察してみたいと思う。

2．日本語教育における作文指導の位置

まず、論を進めるうえで、現在の日本語教育における日本語作文という

単元の位置づけを確認してみたい。

今、日本に留学し日本語を学んでいる外国人学生の9割以上は、中国や

韓国、台湾といった東アジア漢字圏からの留学生である。彼等の留学目的

は、日本の大学学部、もしくは大学院に進学し、先進的な科学技術や経済

方面の知識を習得することだという。このような留学生たちにとって、さ

しあたって乗り越えなければならない課題は、大学受験である。まず、彼

等は、毎年12月上旬に実施される日本語能力試験1級で高得点をとらな

ければならない。さらに、各大学が独自に実施する外国人留学生むけの特

別入試にも挑戦しなければならない。いきおい留学生の日本語学習は、味

気無い受験勉強が中心となり、我々日本語教師の日々の営みも、彼等の受

験勉強の後押しに努めることにならざるを得ない。

さて、日本語作文であるが、こうした実情を反映してか、従来、粗略と

はいわないまでも、片隅に追いやられていた観を免れない。なぜなら、第
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一に、大学受験の第一関門である日本語能力試験は、マークシート方式の

客観テストで、作文力は一切問われない。作文を綴る時間があったら、1

つでも語彙や表現文型を増やしたほうが合格への近道である、と誰でも考

える。第二に、完成度の高い作文を仕上げるには、腰をすえて沈思黙考す

る態度が不可欠だが、そんな時間のゆとりは大方の留学生に許されていな

い。彼等の中には、学費や生活費を稼ぐために、深夜まできついアルバイ

トに出精している者が少なからずいるからだ。第三に、作文指導は、授業

時間以外に、教師に大きな負担を強いる。というのも、作文指導の中心は、

すなわち添削指導であり、几帳面な教師なら、休日や一家団欒を犠牲にし

て原稿用紙の山と取り組まなければならない。こうした理由から、作文の

授業は、どこの日本語教育機関でも、学生と教師双方から遠巻きにされ敬

遠されてきた。

もちろん、日本語でまとまった文章を綴ることの意義が否定されている

わけではない。それどころか、既習の語彙や文型を使って自分の感想や意

見を日本語で文章化することは、個々人の日本語学習の結実であって、教

師からすれば、学生の総合的な日本語力をみる絶好の機会である。また、

ゆくゆく学部や大学院に進学した際、要求されるのは、断片的な文法や語

彙の知識ではなく、レポートや論文の形でまとまった主張を展開できる日

本語の総合力である。こうしたことは百も承知で「時間がない」とか「面

倒くさい」とかいう理由で、日本語作文は忌避され続けてきたわけである。

このことは、日本語学習者むけに書かれた参考書や問題集の書棚を眺めれ

ば一目瞭然である。“日本語能力試験対策”とか“文法・語彙力アップ”

と銘打ったテキストの汗牛充棟の様にくらべて、作文を専門に扱ったテキ

ストは数えるほどしかない。

もっとも、こうした状況にも明るい兆しが見えてきてはいる。過去 18

年間行われてきた日本語能力試験に代わって、来年（平成14年）度から、

日本の大学に進学を希望する者を対象に「日本留学試験」が実施されるこ

とになった。その「日本留学試験」の出題科目の一つに「日本語」があり、

領域は、読解、聴解、聴読解、記述の4領域に分けられている。財団法人
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日本国際教育協会が日本語教育関係者に配付した「日本留学試験　公開用

問題」によると、4領域のうち、記述問題は400字程度の作文を課してお

り、もしこのとおり本試験が実施されるなら画期的なことである。日本語

作文の授業は、格段に受験上の意義を増すことになるだろう。

また、大学が独自に行う外国人留学生用の特別入試にも、「小論文」と

いう形で日本語の記述力が試されることが多くなった。従来の語学知識一

辺倒の入学試験が、少しずつ日本語の運用力を重視する試験に移行しつつ

あるのは喜ばしいことだ。

3．筆者の日本語作文指導の実際

筆者が今年度、作文の授業を受け持ったクラスについて記しておきたい。

クラス名は3組。国籍の内訳は、中国23名、韓国5名、マレーシア1名、

タイ 1名、合計 30名からなる上級クラスであった。上級とはいえ、その

日本語能力にはばらつきが大きく、母国で通訳の仕事をしていた超級に相

当する学生から、基本文法に躓きのある者まで様々だった。なお、後期に

は、進学、クラス変更などで若干の異動があった。

さて、前節では、日本語作文という科目に対する、学習者および教師の

感じ方、取り組みに対する意欲の有様について概観した。この節では、今

年度の筆者の日本語作文指導の取り組みについて報告したい。

まず、筆者は、年度当初に、留学生にむけて、日本語で作文を書くこと

の意義を強調した。とかく受験勉強に傾き勝ちな学生の気持ちを、在学期

間中、なんとか作文の授業に繋ぎ止めておきたかったのである。曰く、作

文は日本語学習の1つの到達点であること、たとえ日本語能力試験に合格

しても作文も満足に書けないようではなんにもならないこと、作文の授業

は、添削指導が中心であり、教師と学生が1対 1で向き合う貴重な場であ

ること、教師が添削を通じて、日本語力の把握はもちろん、学生1人 1人

の人間性、境涯、才能、将来の希望などを理解するように努めるかわりに、

留学生諸君も誠実に課題に取り組んでもらいたいこと、などをかんで含め
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るように力説した。

そのうえで、1年間の授業予定を配付した。既に述べたとおり、作文指

導では、添削指導が占める位置が大きい。学生は授業中、ひたすら作文の

執筆に専心し、教師は提出された原稿用紙の束にひたすら朱を入れる。

従って、作文指導の第一歩は、作文の課題を選定し、配列することである。

筆者は週 2コマ（90分× 2）の授業で 1回分の課題が消化できるように、

作文課題を前期分13週分、後期分12週分、用意した。そして、下記のよ

うに配列して学生に示した。（ただし、初回の授業では、作文の基本的な

書法――原稿用紙の使い方、句読点や括弧やダッシュといった符号の用法

――や、文体――話し言葉と書き言葉、常体文と敬体文――などについて、

90分を費やして確認し、不足している知識を補った。）

課題の種類 代表的な課題名 類型課題（参考資料）

1．自己紹介 自己紹介

2．自　　己 私の人生の転機 私の履歴書、私の人生を変えた
本、自己を語る、など

3．将来・前途 私の将来の夢 私の進路、10年後の私、など

4．人　　物 私の理想とする人物 私が出会った人々、私の友達等

5．嗜　　好 私の好きな映画 私の好きな季節、私の特技など

6．学　　校 私の日本語学校 私のクラスメート、日本語学校
の先生たち、日本語の学習など

7．日本の印象 日本の生活で感じた 私が見た日本の社会、私が見た
こと 日本人、日本に望むこと、など

8．祖国と日本 私の国と日本を比較
して

9．手　　紙 日本留学を志す友人 祖国の両親、恩師、友人への近
への手紙 況報告、など

10．論理的に意見 男と女、どちらが得 犬がいいか猫がいいか、喫煙は
を展開する か 善か悪か、など

11．相手の意見に 同　　上
反論する

12．日本語 日本語の特色 私と日本語、日本語の慣用表現
私の母語と日本語を比較して等

13．大学受験 私はなぜ◇△大学◆ 在学中の学習計画、大学生活に
▲学部を受験するか 期待すること、など
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以上が、前期13週分の作文の課題、および類型課題の一覧である。次

に後期12週分の課題を学生に提示した順に並べてみる。

課題の種類�

1.　企業と労働�

�

�

�

�

2.　豊かさ�

�

�

�

�

3.　情報社会�

�

�

�

�

4.　環境問題�

�

�

�

5.　社会福祉�

�

�

�

�

6.　国際協力�

�

�

�

7.　外国人�

  　労働問題�

問　　　　　　　　題�

参考文献を読んで、①『従来の日本型人事管理』

とは何か、②『従来の日本型人事管理が生んだ問

題点』は何か、③日本企業と日本のサラリーマン

について、あなたの母国の現状と比較しながら、

あなたの意見を具体的に述べなさい。�

現代社会における物質的豊かさは、人間の暮らし

の『豊かさ』のひとつの条件ですが、それがすべ

てではないように思われます。人間が本当に『豊か』

に生きていくのには何が大切でしょうか。あなた

の意見を書きなさい。�

現代社会は『情報社会』とよばれています。コン

ピュータや携帯電話といった情報機器の進歩がも

たらした今日的な問題には、どんなものがありま

すか。また、『情報社会』は、21世紀の人類にど

んな影響を与えると予想しますか。�

現在、地球上には、さまざまな環境問題が発生し

ています。その実例を1つあげ、①実体と将来予測、

②その原因、③国や企業や地域ではなく、あなた

自身ができる対策について、考えて書きなさい。�

現在、日本では様々な社会福祉問題が発生してい

ます。中でも、少子高齢化が社会に及ぼす影響は

計り知れません。その実態を統計資料をもとに報

告し、もしあなたが日本の総理大臣だったら、ど

んな福祉政策を提案するか、具体的に書きなさい。�

①日本の海外援助の実態を、統計をあげて具体的

に書き、②その問題点を箇条書きにし、③日本に

限らず、そもそも理想的な海外援助とはどのよう

なものだと考えるか、あなたの意見を書きなさい。�

①あなたは日本でどんなアルバイトをしましたか。

（今、していますか。）小学生にもわかるように

具体的に書きなさい。②そのアルバイトを通して、

あなたは日本社会について、どんな感想や意見を

もちましたか。�
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前期と後期の課題内容には、大きな質的な違いがある。見てのとおり、

前期は、個別的・具体的で身近な話題が中心である。学生は、自分の持っ

ている知識や経験を基にして感想や意見を書くことができ、とくに資料を

収集したり、調査したりする必要はない。いわば、冷蔵庫の中の手持ちの

材料をつかって調理をするようなものだ。

それに対して、後期は、社会的・抽象的な課題について執筆する。例え

ば、「私の将来の夢」のような課題と違って、学生の頭の中に書きたい事

柄が何もなく途方に暮れる場合もありえる。そういう場合は、必要な資料

を読み、情報を集め、書きたい事柄が自分の中で醸成されるまで待たなけ

ればならない。いわば、手持ちの材料がないので買い出しに行き下拵えを

してから料理を作るのと同様である。

筆者の日本語作文の授業では、後期に入ると、1つの課題に対してでき

るだけ多くの参考資料（統計やデータ、白書の類）や識者の文章を配付す

るように努めた。作文執筆にあたって、こうした参考資料や読み教材を活

用する意義については、佐藤勢紀子（1993年）の論説に詳しい。佐藤は、

参考資料や読み教材を配付することによって、①課題に関する客観的な

データが提供されること、②専門用語や独特の言い回しの学習にもつなが

ること、③作文を書くうえでの範例となり得ること、④共通の知識を土台

にして作文を書かせることで、文章作りの個人的特徴が鮮明になり、指導

上の便宜がはかられること、などをあげている。

さて、次に週単位の作文指導の進め方について述べたい。

まず、その週の課題について、何をどのように記述したらよいかを説明

する。例えば、「私の将来の夢」という課題なら、全体を起・承・転・結

の4段落構成にすることを提案し、第1段落では、幼少の頃の夢から書き

起こし、第2段落では来日の目的について述べ、第3段落ではそれを受け

て将来の理想を力強く具体的に述べ、第4段落で書き出しの幼少の頃の夢

と対応させて印象深く文章を結ぶ。説明だけではイメージが湧かないので、

例文を配付して教師が範読した。（112ページ参照）
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そして、執筆条件を明確にする。例えば、分量は600字以上800字以内、

文体は常体文、書式は原稿用紙を縦書きにして使うことなどを指定する。

次に「構想立て用紙」を配付して、書きたい内容をメモでも箇条書きで

もよいから必ず書き出させる。（113ページ参照）

以上が、週2コマある90分の作文の授業のうち後半45分の授業内容で

ある。（前半45分については後述する）今年度の場合なら、毎週火曜日の

1限の後半にこの内容で授業を行った。学生は、次の金曜日の作文の授業

までに、記述内容を練り、構想立てをしてこなければならない。

金曜日はひたすら原稿用紙に向かって作文を執筆し、授業時間内に書き

上げて教師に提出する。教師は提出された原稿用紙の束を持ち帰り、添削

に入る。添削に際しては、0.3 ミリの細書き水性ボールペンを3本準備し

た。青色のボールペンでは、原稿用紙の使い方、句読点や符号の表記、漢

字や数字、外来語のカタカナ表記、送りがな、文体、段落構成など、形式

面での誤りを指摘する。緑色のボールペンでは、助詞、動詞の自他、主述

の対応、副詞の呼応、「は」と「が」、時制など、文法面での誤りを指摘す

る。赤色のボールペンでは、文法的には誤りとはいえなくても表現として

不適当な箇所――例えば、連体修飾を使いすぎて錯綜した文、用言の「て

形」を多用したために異様に長くなった文など――を指摘するようにした。

そして、学生一人一人に評価表を作成し、各項目に評価点を書き入れ、次

回からの作文執筆の参考に供した。（114ページ参照）こうしてやっとの

思いで仕上げた添削済みの作文と評価表を持って、再び火曜日の教室に向

かうわけである。

火曜日の授業の前半45分では、金曜日に書いた作文の全体講評を行う。

全体講評では、その回の課題作文で目立った誤り、もしくは毎回頻出する

誤りを教師が書き出して、学生全員に配付する。（115ページ参照）ここ

では、誤りのタイプを「形式面（分量、句読点、文体等）で目立つ間違い」

と「文法面・語彙面で目立つ間違い」とに分け、意見交換を通じてクラス

全体で正解を導き出すようにした。作文指導の基本は、前述したとおり添

削による個別指導だが、全体講評だけは教室活動を通じて学生同士が切磋
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琢磨することを狙った。

さて、全体講評が済んだら、次回作文の課題の説明と構想立てに入るわ

けだが、その前に添削済みの作文を学生に返却して、翌日までに清書して

くるように指示する。そのとき、清書用の原稿用紙もいっしょに配付する。

ちなみに、清書された作文は再び教師が目をとおし、朱を入れ、金曜日に

返却する。返却されたら、学生は最後に“浄書”して提出する。つまり学

生は1つの課題について「構想立て→下書き→清書→浄書」と4回書き、

教師は「下書きの添削→清書の添削」と2回添削指導をしなければならな

い。以上、作文の指導の進め方を週単位で述べてきたが、学生の活動と教

師の活動を分けて、簡略な図で表すと次のようになろうか。

最後に、留学生の作文添削をするさいに、留意した点をいくつかあげて

のおきたい。繰り返し述べたように、作文指導の中心は添削である。添削

の善し悪しが作文指導の成否の鍵を握っているといってもよい。

まず、形式的なことだが、添削しやすいように、また添削した文字や記

号が読みやすいように、原稿用紙は一行おきに書くように指示した。つま

り、400字の原稿用紙の場合なら、普通20行で書くところを10行で書か

せた。教師は、空欄の行に符号や訂正、コメントを書き入れる。

次に、前述したように、添削の内容に応じて、水性ボールペンの色を変

  日曜     月曜     火　曜     水　曜   木　曜    金　曜   土　曜�

        （授業）         （授業）�

  ①全体講評 ①清書の執筆→提出  ①下書きの執筆･提出 ①浄書の提出�

学生  ②構想立て ②構想立て用紙記入 ②浄書の執筆�

  ③清書の執筆�

 ①下書きの添削 ①全体講評 ①清書の添削  ①添削済み清書の返却�

 ②全体講評の準備 ②次回課題の説明   ②下書きの添削�

教師 ③次回課題の準備 ③添削済み下書きの返却�

 ④構想立て用紙の準備 ④評価表の配付�

 ⑤評価表の作成�
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えた。こうすることで、返却された作文の弱点は何か、一目瞭然となる。

例えば、緑色の添削箇所が目立つなら文法に問題が多く、青色の添削箇所

が目立てば原稿用紙の使い方や句読点の打ち方に注意が必要だと気付かせ

る塩梅である。

そして、親切すぎる、悪く言えば、お節介な添削は、極力避けるように

心掛けた。たとえば、基本的な文法の間違い―自動詞・他動詞の誤用、助

詞の間違い、「は」と「が」の取り違えなど―や、注意不足による誤字や

脱字の間違いには、故意に正解を示さず、間違いの指摘だけに止め、清書

する段階で学生自身が自分の頭で考えて訂正するように仕向けた。

逆に、文法的に誤用とはいえないが、日本語としてこなれない表現など

に出くわした場合は、できる限り多く適切な表現を紹介するように努めた。

また、添削指導は日本語能力の練磨のために行うものであることを、常

に念頭におくように心掛けた。留学生の作文には、時として激越な日本批

判や、明らかな事実誤認が原因とみられる偏見や独善が現れる。そうした

文章に出会うたびに、筆者は一言いいたい衝動に駆られるが、あえて反駁

しない。一応筋が通っていると思われる文章なら、たとえ是認しがたい内

容であっても、正しい構成を持つ文章として尊重した。

ただし、他人の書いた文章を、出典や著者を明示せず、あたかも自分の

意見や感想であるかのように引用している作文には、一切添削をしないで

返却し、全文書き直しを命じた。

また、作文の末尾には、作文全体から添削者が受けた感想を100字ぐら

いで書くように努めた。もっぱらその作文の優れた点をほめて伸ばしてい

くような評語を、具体的に書きとめたつもりである。

ちなみに、添削指導の変化型として、教室でクラスメートの添削前の作

文を俎上にあげて、学生同士で問題を洗い出すような授業も紹介されてい

る（仁科喜久子 1985 P113）。
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4．筆者の作文指導の課題

前節では、筆者の日本語作文指導の取り組みについて紹介した。本節で

は、1年間の作文指導を通して、筆者が感じたり考えたりしたことを、先

行研究を参照しながら述べてみたい。

（1）作文課題の選定と配列に残された課題

筆者は、前述したように、作文指導の第一歩は、作文の課題を選定し、

配列することだと考えた。そして、個別的・具体的で卑近なテーマから、

次第に、社会的・抽象的なテーマへと移っていくようにした。このように

課題を配列したときには、当然、易しい内容から難しい内容に推移するこ

とを目指したわけである。

ところが、実際に作文を書かせてみると、すぐれて個別具体的な事柄が

必ずしも書きやすいテーマではなく、逆に社会的な事柄が必ずしも書きに

くいテーマではないことに気がついた。例えば、「私の人生の転機」とい

う課題は、自分というもっとも近い存在について書くわけだが、単純な自

己紹介と違って深い内省を必要とするし、「情報社会」という課題は、社

会的なテーマではありながら、携帯電話やインターネットを日常的に使い

こなしている世代にとっては与し易いテーマであった。

今後、いろいろな作文指導の実際例に数多くあたり、どのような課題の

選定と配列が学習効果をあげるのか、考えていきたいと思う。

（2）添削指導に残された課題

繰りかえし述べたように、筆者は、作文指導はすなわち添削指導である

と考える。しかし、学生の立場からすると、やっとの思いで書き上げた作

文が、徹底的に朱を入れられて無残な姿で返却されて愉快なはずがない。

教師が熱心に添削すればするほど、学生は作文を書く意欲を失っていくと

いう図は、ままあることだろう。

そこで、筆者は、前述したように、不注意による単純な誤りや基本文法
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の間違いには、わざと正解を示さず、間違いの指摘だけに止め、学生自身

が発見し訂正するように仕向けた。また、作文の個人講評として、日本語

として優れた点を特筆したり、魅力のある個性的な内容や鋭い分析をほめ

たりすることに心掛けた。さらに、学生が共通して間違えやすい点は、全

体講評で共通理解をはかり、学生に孤立感を与えないよう配慮した。こう

した指導は、ある程度、功を奏したと自負しているが、まだまだ足りない

面があるにちがいない。例えば、先行研究には、学習者自身による「推敲」

の有効性がたびたび指摘されている。

小宮千鶴子（1991）は、添削に代わる（もしくは添削を補完する）推敲

による作文指導の効果を実証している。小宮氏は、第1段階として、作文

を書き上げた直後に学習者自身に読み直しをさせ、誤りを指摘させ、訂正

させる推敲、第二段階として、教師が推敲基準（116ページ参照）を示し

てから、読み直しをさせ、誤りを指摘させ、訂正させる推敲、第三段階と

して、提出された作文から学習者が発見できなかった誤りを教師が指摘し、

ヒントを書き添えて、訂正を促す推敲、以上3段階の推敲を学生に課した。

その結果、「①学習者は自己の作文の問題点を自分で指摘できる。②推敲

基準の使用は、学習者による問題点の指摘を促す。③学習者は問題点をあ

る程度指摘できるが、指摘できないもののほうが多い。」ということがわ

かった、という。また、推敲によって学習者自身が発見した誤りは、誤り

全体の3割程度だが、誤りの指摘・訂正は、ともに9割がた正確だったと

いう。残る 7割の誤りも教師に指摘されると正しく訂正されることが多

かったという。ただ、誤りの種類をみると、表記と文法の誤りは、学生自

身による推敲では発見されにくいともいう。

石橋玲子（2000）は、日本語学習者のモニター能力（創造された言語表

現が正常な言語使用から逸脱していないかどうかをチェックする能力のこ

と。小宮氏のいう“推敲”の能力とほぼ同義と考えてよいだろう）を統計

学的手法を用いて調査し、①モニタリングによって気付いた間違いは、か

なり正確に自己訂正が可能であること、②ただ、正確な自己訂正ができる

のは、表記や句読点や文法や文体のような表層レベルのみで、文意に影響
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を及ぼすテキストレベルについての自己訂正はほとんどみられないこと、

③モニタリングによる自己訂正数は、日本語の能力が高くなるほど適切な

修正が多く行えること、を結論づけている。

西條美紀（2000）では、教室での作文発表と学習者間での質疑応答が、

書き手の「見直し方略」を引き出し、テキストレベルにまで深化や変更を

及ぼす推敲を可能にすると報告している。

ともあれ、小宮氏、石橋氏、西條氏の報告からは、推敲（またはモニタ

リング）が作文指導の有効な手段であることがわかる。作文を書き上げた

学生に、十分な推敲（小宮氏のいう第一、第二段階の推敲）の機会を与え

てから、教師が添削を始めたほうが、学習者の自律的学習に有効であるこ

とはまちがいないようだ。

また、姫野昌子（1981）には、添削指導に関わる大変重要な指摘がある。

姫野氏は、添削によって「誤りを訂正するという事後処理に時間を費やす

よりも、誤りを犯さぬよう事前指導に力を入れる」ことを強調し、作文を

書かせる以前に「適切な表現を前もって与え、口頭練習のために時間をと

る」ことを主張している。姫野氏の指摘は、添削という作文指導における

事後指導を金科玉条のように扱うことの危うさを鋭く突いている。筆者も

作文を書かせるまえには、課題の説明や模範作文の範読だけにとどまらず、

それぞれの課題に則した重点指導項目（事実文と意見文、論理的に書くた

めの接続表現、列挙の表現、再述の表現、問題提起の表現、および帰結の

表現など）をもっと明確にし、学生に学習のポイントを意識させるべき

だった。

さらに、姫野氏も書くとおり、文章を綴る作業のまえに、ある程度まと

まった内容を口頭で表現する練習をもっと取り入れるべきだった。いわれ

てみれば、口頭での意見表明や説明も、文を書くか口述するかの違いは

あっても、広義に“作文”と解釈していいのである。

（3）文章構成力の指導に残された課題

外国人が日本語で作文をかくための能力は大きく2つに分けられる。1
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つは、語学的な能力、つまり文法や語法、語彙、文字・表記等の能力であ

り、もう一つは、使用言語の如何をとわず、およそ文章を書く場合、必要

とされる能力、つまり文章構成や展開の能力である。筆者は、①の能力の

養成はもちろん、②の能力の養成も作文指導の範囲に含めてきた。

しかし、自らの世界観を確立し、母語で、ある程度高度な内容の事柄を

理解し、表現できる言語能力をもった留学生に、あらためて起承転結や帰

納・演繹を説く意味は、本当にあったのだろうか。よしやそういう言語能

力が備わっていなかったとしても、その指導は日本語教師1人の力量を越

えてはいないか。文章構成力や展開力などというものは、長年の読書や勉

学によって培われるものであって、作文指導の中だけで著しい進歩は望め

ないのではないだろうか。

そこで、作文指導という限られた時間の中で、文章構成力について指導

するなら、起承転結や帰納・演繹から説くのではなく、もっと技術的で、

すぐに使える方法を提示するべきではないかと考える。例えば、記述に際

しては、自然の順序（時間的順序・空間的順序）や論理的順序（原因から

結果へ、結果から原因へ）わかり易さの順序（具象から抽象へ、単純から

複雑へ、部分から全体へ、全体から部分へ、など）を常に念頭におくこと、

また、接続詞や例示の表現を効果的に使うこと、などである。なお、文章

の構成については、北條淳子（1969）に詳しい。

（4）作文の評価について残された課題

作文の評価については、日本語教育事典所載の「作文の評価」（村崎恭

子氏執筆P609～P610）や森田富美子（1981）に詳しく、今回筆者が試み

た「評価表」も先の村崎恭子氏の提案した作文評価表（117ページ参照）

に負うところが多い。しかし、この評価表の欠点は、「叙述（文法）」の各

評価項目に減点法を採用していることである。減点法では、意欲的に長い

文章を書いた者や難しい表現や漢字を積極的に使おうとした者の作文が、

結果的に誤りをたくさん犯し、逆にありきたりの内容を短くまとめ、基本

的な文型だけを使って無難に書いた作文が労少くして高い評価点を得たり
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する。また、数値に還元しやすい語学的な観点からは容易に評価が可能か

もしれないが、「内容」と「構成」では評価項目が大まかすぎて、添削し

た教師の主観や気分に流されやすい。

こうした点を念頭において、作文の評価方法について書かれた論文・著

書にあたってみたが、結論からいうと、純粋な日本語力の評価をのぞく作

文の“内容”の評価は、どうしても採点者（添削者）の主観的・総合的判

断に頼らざるを得ないようだ。当然、一人の採点者の熟練の度合いによっ

て、また複数の採点者が評価する場合ならそれぞれの採点者の感じ方や考

え方によって、数値に揺れが生じてしまう。要はこうした数値の揺れをで

きるだけ抑える工夫を随所に凝らした評価法が、よりよい評価法といえる

だろうが、管見するところ、菊池康人（1987）はもっともバランスがとれ

ていて参考になる。

菊池氏は、作文の評価項目を、①趣旨の明確さ、②内容、③正確さ［文

法・語法、語彙、文字・表記に関する正確さ］、④表現意欲・積極性［文

法・語法、語彙、文字、（漢字）に関する表現意欲・積極性］、⑤表現力・

表現の豊かさ［具体的な表現の適切さ・巧みさ、文章全体の構成・展開、

文章全体の長さ］に分けて、①②は日本語の語学的な能力（以下「日本語

能力」と記す）と、日本語に限らず文章を綴る際に必要な文章構成力や展

開力（以下「文章作成能力」と記す）との両能力についての評価、③④は

前者の「日本語能力」のみについての評価、⑤は主に後者の「文章作成能

力」についての評価とした。そして、前者の「日本語能力」については細

かく減点法で、後者の「文章作成能力」は総合的に加算法で採点する。い

わば、厳密に数値化する減点法と、総合的な判断・印象による加算法を適

宜とりまぜて、できるだけ偏りのない評価点が算出されるように工夫をし

ている。また、減点法についても、作文の長さによって比例計算をして、

力作が不当に低い点数にならないように配慮している。

以上のように、語学的な観点から、つまり文法や用語法や表記法や句読

法の善し悪しから、作文に客観的な点数化を施すことはそんなに難しいこ

とではないし、また文章の構成・展開の巧みさや表現の豊かさを数値に移
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し変えることもある程度可能かもしれない。しかし、筆者は1年間の作文

指導を終えて、作文の善し悪しを数値化して評価すること自体に疑問を抱

くようになった。入学試験の小論文の採点ならいざ知らず、授業で評価す

る作文には評価点などつけずに、丹念に添削し、至らないところを指摘す

るだけで十分ではなかったか。いや、それ以上に、日本語という外国語に

よって、不十分ながらも自己表現が可能になったことを学生とともに喜び、

励ますことこそ大切ではなかったかと思えてならない。

筆者は以前、文化大革命で親兄弟ともども下放の憂き目に遭い、大変な

苦労のすえ日本留学の僥倖を手に入れた中国人留学生の作文を読んだこと

がある。彼の作文は語学的な観点からすれば、お世辞にも上手とはいえな

かった。しかし、おぼつかない稚拙な筆致からは、耐え忍んだ年月に対す

る無念な思いが日本語の表現を借りて立ち現れてくるかのようであり、

ちゃちな“評価”を寄せ付けない力があった。日本語教師は、こうした学

生の自己表現を前にして、もっと謙虚であるべきだろう。数値による作文

の評価はもとより有意義なことだが、作文が学習者の肉声に同じいことを

忘れてはならないだろう。ここに文法や語彙の指導にはない作文指導の特

殊性が存するのではないだろうか。

（5）文章表現の意欲を高める方策について

作文指導の中で度々感じることだが、文章表現に対して根っからの苦手

意識を持っていたり、腰を据えて文章を綴ることに不慣れな学習者は、ど

んな課題に対しても意欲的に取り組もうとせず、おざなりの作文で済まそ

うとする。反対に、日本語に限らず文章表現に長けた者は、常に難しい文

法事項や表現を積極的に用いて内容を豊かなものにしようと励む。この表

現意欲の差は授業が進めば進むほど大きくなってしまう。この差をなんと

か無くすか縮めるかする手立てはないものだろうか。

筆者は、今年度、ユニークな学生の作文を新聞の投書欄への寄稿してみ

た。結果は残念ながら空振りだった。しかし、もし大新聞に留学生の声が

掲載されて、少しでも日本社会に波紋を呼んだりしたら、書いた当人はも
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とより、周囲の留学生も表現意欲を掻き立てられるのではないだろうか。

そのほか、作文表現への意欲を高める動機付けは、いくらでも考えられる。

弁論大会に向けて作文を書くのもいいだろう。一年間の作文の中から一人

一作自信作を選んで記念文集を編んでもよい。クラスの壁新聞や回覧版も

おもしろいかもしれない。

得丸智子（2000）には、エンカウンター・グループの活動原則を応用し

た留学生と日本人学生の作文交換活動の実践報告がなされている。そこで

は、作文交換活動が「書くことへの意欲」「書くことへの自信」を啓発す

ることが検証されている。

（6）作文と他領域の日本語科目との連携について

筆者は、以前から、上級の作文指導を日本語教育全体の要に位置付けて、

作文の授業を中心に教育計画を立案することはできないか、と考えている。

このことは、筆者のみならず日本語教師ならだれしも折に触れ思うことで

はないだろうか。

例えば、添削をしていると、文法の誤りには頻々と出くわし朱を振るわ

なければならないが、それはそのまま文法指導でもある。音の清濁や長音、

撥音、促音など特殊音の表記の間違いは、発音指導ともつながるだろう。

また、課題文を与えて要約をさせたり、感想や意見を述べさせたりすれば

読解指導にも関連するし、読み教材のかわりに視聴覚教材を使えば聴解指

導の要素も加わる。カタカナ言葉の表記や漢字の誤りの訂正は、語彙の指

導であるし、討論や話し合いをしてから書かせれば会話の授業にもなろう。

実際に、口答作文の指導（長谷川 1983）や、中級文法（文型）を文脈

の中でどのように使うかを作文の中で示唆する試み（川口 1994 年）や、

ある課題についてクラスでディベートをしてから作文を書かせると予想以

上の成果があったという西谷まりの実践報告（西谷 1994）がある。すべ

て作文と他の授業形態との連動を視野に入れたものである。しかし、作文

を教育計画全体の柱に据えて、他の授業内容が最終的に作文に収斂してい

くようなカリキュラムの存在はあまり聞かない。また、作文を中心にした
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教育計画を実行に移すには、作文を各課のまとめ学習の位置に据えた総合

的な上級テキストの存在が不可欠であろうが、こうしたテキストもまだ開

発されていない模様である。

水谷信子氏も水谷（1997）の中で、日本語教育における作文教育研究の

流れを概観した後で、次のようにのべている。「今後の作文教育のために

は、作文教育の効果的な生かし方を考える必要がある。――中略――これ

まであまり問題にされなかった作文教育の教育上の意義、教育計画上の位

置づけというものを根本から考えることから始めなければならない。」

5．おわりに

上級クラスにおける作文指導で、教師が留意すべき点を最後にまとめて

おきたい。作文の授業としては、学生たちが限られた時間の中で完成度の

高い文章がかけるようになれば、効率のよい望ましい授業と評価されるだ

ろう。そのような授業を展開するためには、まず、教師が最初に授業全体

の効率的な見取り図を学生に示し、課題の内容や学習項目を把握させる。

そして、添削の労を軽減するためにも、執筆前の指導をできるだけ綿密に

行う。次に、他領域の日本語科目との連携を密に取りながら、文法、語彙、

表記、構成、内容の諸観点から地道な添削作業を倦まずたゆまず継続する。

また、折に触れ、学生に作文を書くことの意義を確認し、励まし、意欲を

鼓舞する手立てを講ずること忘れてはならない。この教師のエールが、そ

のまま学生一人一人に寄せる評価である。そして、教師は、添削作業を通

じて得られた知見をさらに分析し、次回の指導に生かしていく研究意識を

常に持たなければならないだろう。つまり、「帰納的に授業計画を作り、

それを演繹的に利用する」（仁科1985）ことを毎年繰り返していくのである。
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