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多読（たどく）
多 ‘Ta’ in tadoku means ‘a lot’, and 読 ‘doku’ means ‘to read’

多読 → ”TADOKU”
TADOKU は、読むだけではありません。たくさん観て、聞いて、話して、
たくさん読んで、書くことで、外国語を母語のように使える道が見えてきたのです。
（酒井, 2017) Accessed 08-10-2018 http://tadoku.org/english/adventure-of-tadoku/

Tadoku flow
易しい、読みやすい本から始める

↓

多読４原則

（NPO多言語多読）

1.

やさしいレベルから

2.

辞書は引かない

もっと読める、どんどん読める

3.

わからないところは飛ばす

↓

4.

合わないと思ったらやめる

ストーリーや内容がわかる

↓

読むことが楽しくなる

↓
さらにもっと読む

↓
日本語がどんどん上手になる

これが多読！

NPO多言語多読 https://tadoku.org/

Tadoku
at Smith College

Tadoku books by
Smith students

ゆる〜く なが〜く No stress
Japanese Book
Review Website

2017

2006

2007

2010

Textbook only
instruction

Purchased
Tadoku books

Purchased
more Japanese Books

Started creating Tadoku
resources for learners

Reading is hard, boring
and painful.

What is Tadoku?

Tadoku is fun!

Yay Tadoku!!

Most intermediate
students didn’t have any
experience in reading
Japanese other than
textbooks.

Tadoku was
implemented in
Advanced beginning
course.

Tadoku for all-level
Japanese courses.
Start seeing some good
effects in intermediate
courses.

Started Tadoku in 1st
semester 1st year Japanese
course. Intermediate
courses are heavily
content-based.

Enriching Japanese books for learners.

なぜ
授業に取り入れたのか
多読を授業に取り入れるよさは、

学生が皆、多読を経験できる （→個人の日本語学習への効果 ）
多読を通して、教科書以外の日本語を読むことに慣れたグループが形成できる
（→日本語プログラム全体のカリキュラムの強化 ）
皆が図書館やオンラインなどの日本語リソースに使い慣れる機会がもてる
（→情報リテラシー教育 ）
学習者全体のフィードバックをもとに、より良い多読環境が作れる
（→多読環境の強化 ）
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日本語多読の先行研究や報告など
●

日本語多読 (粟野・他, 2012) の広がり”じわじわ”と

●

大学や語学学校、日本語教育機関（国際交流基金など）、留学プログラム、公立図書館、地方自治体など

●

多読クラブや多読専門クラス、多読の時間などの開設、カリキュラムの一部として日本語コースの通常授業に導入

●

日本語クラスでの実践としては初級後半〜中上級レベルが多い
■

●

初級前半レベル学習者対象の実践報告は極めて少ない
○
○

●

福本 2004; 江田・他 2005; 三上・原田他 2011; 熊田 2011, 2012; 二宮・川上 2012; 川名 2012; 松井・三上・金山 2012; 熊田
・鈴木 2013; 川上 2014; 今泉・ブレント 2016; 佐々木 2017; 高橋 2010, 2013, 2017; Tabata 2017 など

多読授業が初級学習者の内的動機付けにどのような影響を及ぼすかについての研究報告（二宮 2013)
日本語超初級者でも個人指導型で読み聞かせからはじめ、日本語多読を成功させた実例
(川本 2012）

初級前半レベルで多読を始めることは。。。
○

初級から多読を始めることは中級で始めるより、内発的動機づけに、より有効に作用する可能性（二宮

○

学習者が精読や辞書に頼ることに慣れてしまう前に多読をより早い時期から導入する重要性

2013)

(Tabata-Sandom, 2017)

超初級レベル＋多読＝？？
教科書中心

●
●
●

ひらがな、カタカナ、漢字
語彙、表現、文法の学習
読み書き、会話、文化

コースの進度と
カリキュラム

●
●
●

週５日、50分授業（スミス大学）
Genki Vol.1 LL1-8（スミス大学）
クイズ、試験、宿題、プロジェクトなど

●

超初級レベルに見合った多読向けの読み物を見
つけるのが難しい
クラス活動してとして多読をやる場合、レベル０の
本がかなり必要

超初級学習者向けの
多読向け読み物やリソース

多読

●

●
●

●

早期から学習者の内的動機づけ、自律学習を支援、育成
読む力とスキルの促進
○
中上級レベルでより高度な意義深いクラス活動を営む可能
性（CBI, CCBI, PBLなど)
教科書の学習内容を自然な流れで復習、予習する機会

よむよむビギナーズ！つなげる、つながる、超初級学習者の多読本作成プロジェクト

「よむよむビギナーズ」 多読本作成プロジェクト
ICJLE 2018, Venice, Italy
●
●
●
●

概要：日本語学習者が他の超初級日本語学習者のために、レベル０のデジタル多読本を作成する
期間 : 2018年 秋学期後半（およそ５〜６週間）
対象者 : スミス大学 日本語１年生 ３セクション 合計25名
目的：

教科書で勉強した学習内容を応用し、多読向けのストーリを書く

読み手との繋がりを意識することで、自分の作品に責任をもち、初級
学習者でも何かに貢献できるという意識を育てる

初級学習者が読めるものを初級学習者の批判的視点から創り出す

超初級学習者向けの多読リソースを
増やす

スミス大学日本語１年生
JPN110 2018年秋学期

09
W1

W2

●
●
●

履修人数 25名 （3 セクション）
授業時間 １コマ 50分 週５日（月〜金）
教科書 げんき vol. 1 (LL1~8), げんきワークブック
■ ひらがな、カタカナ、漢字（約 90個）

10
W3

W4

W5

W6

W7

げんき１課〜５課（動詞と形容詞のです・ます形、過去形）
ひらがな

12

11
W8

W9

W10

W11

W12

W13

W14

W15

げんき６課〜８課（動詞と形容詞のて形、Short form）

カタカナ
漢字
読み聞かせ （学期を通して８冊、日本人向けの絵本）
多読

成績評価は、ゆるく、努力点として
何冊読むというゴールは決めず、
学期中に２回、本のレビューを投稿することが宿題。
Google Form のよむよむ記録（読書記録）を提出してさえあ
れば、それらを努力点として最終成績に考慮。

Book Review 1

Book Review 2

多読本作成
Proposal

1st
draft

2nd
draft

Revision

Final

LOREM

ピア feedback プレゼンテーショ
session
ン

初級多読のTips
読み聞かせ
●
●
●
●
●
●
●

→

少しでもわかる日本語とイメージで、
ストーリーを追い、楽しむ。

五味太郎「んんんんん」、「金魚がにげた」（金魚はどこ？）
五味太郎「さるるるる」（さる、みる、ねる）
松井のりこ「じゃあじゃあびりびり」（オノマトペ）
エリックカール「腹ペコ青虫」（曜日、食べ物の名前、ペコペコなど）
安西水丸「がたんごとん」（のせてくださーい、がたんごとん）
松谷みよこ「いないいないばあ」
たかしまてつを「とりがいるよ」

絵を読む

→

絵からわからない語彙や表現の意味を推測したり、
ストーリーの展開を追ったりする。

●

英語多読では、レベル０ではなく、文字なしの本から読み始める（酒井 2017)

●

絵を読むインストラクションは、毎学期、初級、上級の多読クラスで必ず行い、奨励している（はなぶさ 2018)

●

学生の多読本には「絵を読んでもらう」意図が現れている（高橋 2018)

「多読すり込み作戦」
「多読の種植え」
多読をマスターすることではない

超初級多読の目的

少しずつ多読的な読み方に慣れていくこと
●
辞書を使わずに推測する
●
わからない単語などは飛ばす
●
絵を読む
●
上記のスキルを混ぜ合わせ、使いこなしながら、ストーリーを追う
●
わからない、つまらない →やめる →次に読む本を見つける
教科書から離れる機会を作り、教科書の外の日本語学習とも繋がる意識を身につけること
●
教科書以外のストーリーが読めることで、自信をつける
●
日本語で色々なストーリーを読むことを楽しむ
●
自分で読みたい本を見つけ、日本語で読む習慣をつけていく
図書館のリソースの使い方を学ぶこと
●
大学図書館で多読の本が探せ、チェックアウトできるようになる (Information
Literacy)
●
オンラインリソースが使えるようになる
教科書からちょっと脱線、息抜きする、楽しい時間、
初級の日本語学習を全部教科書で縛らないような、ゆとりを感じさせるぐらい

実践方法 - ProcessFor yourself

Stay in the same level or
move back to an easier level,
either is fine.

Step 1
Choose a book from any
Japanese Graded Readers
(* Level 0 to start.)

ブックレビュー
Japanese Book
Review Website

Share your thoughts on the
story and recommend it to
your friends :)
For other learners!

よむよむ beginners
Tadoku books by
Smith students

For yourself

Step 2

Step 4
Go find another book or
keep reading the book!

Read as many Japanese graded
readers or books as you can.

Tadoku
Four Golden
Rules

Read the book in Tadoku
style by following the four
golden rules.

For yourself
Step 3
After you have read it or
decided to stop, record
your reading experience.

Keep your book record
simple (just to remember
your reading experience).
よむよむきろく
(Google Form)

Reading Journal (portfolio)

この本
おもしろそう

学習者の読書ポートフォリオ
ゆえ、
学習者の意見を取り入れる
ことも大切
多読への参与の意識
次は何を
読もうかなぁ

超初級学習者の多読活動の結果
JPN110, Fall 2017 (n=25)

超初級学習者の読書記録 (JPN110 F17) n=122

レベルの移行
０〜２週間

３〜４週間

ブックレビュー
１回目投稿

５〜７週間

ブックレビュー
２回目投稿

超初級学習者の読書記録からわかったこと
1.

レベル０〜１は、難しさ、面白さ、長さなど、大学の超初級学習者（げんき５課あたりから）に、適
していた。

2.

１冊、読むのにかかった時間は、平均５〜１０分ぐらいだった。

3.

多読を初めて早ければ２〜３週間、遅くても１ヶ月ぐらいで、多くの学生は読む本の難易度をレ
ベル０から１にあげる傾向があった。
●
●

げんき７〜８課あたりを学習するころ、レベル１が読めるようになった。
レベルの移行には、学生同士で情報交換したり、ブックレビューの投稿を読みあったり、ク
ラス内貸し出しでクラスメートがどんな本を借りていくのか見ていることなども影響している
可能性がある。

初級多読についての意識調査および自己評価

(5 段階のリッカート尺度形式、一部自由記述 )

JPN111, Spring 2018 (n=13)

❖
❖
❖
❖
❖

質問は英語で行い、回答も英語で良い
オンライン Qualtrics
匿名
多読を２学期間続けた後、 成績も提出された 2018年 春学期終了後に実施
有効回答数: 2018年 春学期 (JPN111) 受講者21人中13人

質問の例
● Compared to last semester, how comfortable do you feel reading Japanese texts?
● Did Tadoku help you feel more comfortable to read Japanese texts? Why?
● How was your reading experience? Check as many boxes as you wish. Check all that apply.
● Do you recommend Tadoku exercises to students learning Japanese and why or why not? Please explain.
● Do you think it would be valuable to include Tadoku in JPN110 (the first semester, first-year Japanese course)
and why?

Compared to last semester, how comfortable do you feel reading Japanese texts?

Did Tadoku help you feel more comfortable to read Japanese texts? Why?

For your answer above, why?
●
By practicing and getting used to reading Japanese texts. I actively enjoyed the tadoku books and felt like I was
多読は、
● 教科書だけでは読み物が限られているため、もっと日本語を読む、もっとオーセンティッ

improving my vocabulary and reinforcing the concepts we learned in class.
クな日本語に触れる機会になった。
●
Because of more reading, I became more familiar with Japanese vocabularies and sentence structures.
● how
たくさん日本語を読む練習になった。
●
I got to know
people use Japanese in texts
●
The Japanese we read in class was rather limited, so this greatly increased my comfort in reading Japanese,
especially stories.
その結果として、
●
practicing reading is the best way to feel more comfortable at reading
● like語彙力が伸びた
●
I felt
that I can understand it
●
There
grammar I've learned from class in Tadoku and I can review it by reading it. Also I always read out aloud the
● is色々な語彙、文法に慣れることができた
text,
improves my Japanese orally.
● which
授業の復習（教科書で学習したことが多読本に出てくることがある為）になった
●
more practice
● 読解力が上がった
●
Tadoku books are more authentic representations of the Japanese language and how it's used than the kind of
● 日本語を読むことがもっと
comfortable
なった、特にストーリーを読むことが楽になった。
assigned
readings you get from a textbook.
Reading Tadoku
is more dynamic and a little more challenging, but
worth it!
●
I started to enjoy it more as time went on.
経験として、
●
More experience in a stress free setting.
● read
多読は楽しい、ダイナミック、ストレスがない学習経験、
●
If I hadn’t
Tadoku, I wouldn’t read texts at all, and I would probably not even be able to begin.
●
I think●it helped
a little but I didn't read enough books to make a big difference. I think reading the tadoku books
少しぐらいチャレンジングでも、多読をする価値あり
would've
more if I read more of them.
● helped
多読をしなかったら、おそらく、日本語をこんなに読まなかっただろうし、日本語で読むことさえ

も始められなかったと思う。

「日本語学習者に多読を薦めるか」という質問に対し、 有効回答数 13の全てが Yes. その理由は。
[JPN111
Doway
youtorecommend
Tadoku
exercises
students
learning
Japanese
and whyEnjoying
or whyJapanese.”
not?
楽しい ”ItS18]
is a fun
practice reading,
a good practice
that to
doesn't
really feel
like practice.
It’s interesting.
●

Yes. It's a fun way of practicing and improving Japanese comprehension, vocab, kanji and grammar.

● ● 読む練習として、語彙や表現の定着、流暢さ、読解を促進する、楽しい方法、練習のような気がしない練習。
Yes. Students need to read more in order to master a language
●
Yes. It does help to improve reading skill and enable students to familiar with specific expressions.
日本語で楽しみながら読める。面白い。
●
It's definitely important to get experience reading.
●
Yes, they're a great way to practice known grammar and vocab, as well as a great introduction to new grammar forms and culture.
●
Yes, it's interesting
and help student
to improveis
Japanese
日本語学習に役立つ
”Reading
from textbook
just not enough. Accelerates your ability to read Japanese fluently and naturally. See visual
●
Yes. Reading from textbook is just not enough.
progress.”
●
Yes. It's good practice that doesn't really feel like practice, as well as an esteem boost
● ● 教科書の読み物だけでは足りない。読むことの経験を積んでいける。
Yes, they are great for learning and enjoying Japanese.
●
yes. it helps put all the stuff we've learnt into context
●
読みの流暢さ、自然さを身につける練習になる。口語体などの独特な表現に慣れる。
●
Definitely. It may be a little challenging at first, but you'll get the hang of it, and the reading skills you learn from it - inferring the meaning of words / grammar / kanji
●
授業で習ったことを別のコンテキストで認識し、文法、語彙、漢字の復習ができる。
from context, skipping unfamiliar terms, learning colloquialisms in speaking and writing styles - are well worth it!
●
Yes. It gives you a fun way to practice reading.
●
今学期（春学期）は、教科書で勉強した単語や文法が多読本の中にたくさん出てきて、もっと読みやすくなった。
●
Yes! To see visual progress like reading Tadoku books is an unbelievable tool. People need confidence and change in their ability in order to keep motivation to
●
新しい文法や知らない語彙のイントロになる。
learn the language. Speaking can’t count because we still have more things we want to say than we can. Reading levels is perfect for this progress scale.
●
It really accelerates your ability to read Japanese fluently and naturally, and it also motivated me to read as much as I could to improve my language skills!
●
日本語の上達の具合が、多読本のレベルなどで目に見えてわかるのがいい。
●
They are helpful in improving your reading fluency. I didn't feel very capable reading during first semester, so it would be good to read to help improve that skill
early on.
●
Not only is it great practice, but it gives the students a sense of confidence and comfort with the material, especially being able to talk about the books they've
自信、励み、興味、習慣づけ
“I found it encouraging. It’s an esteem boost. Stimulate interests toward Japanese. Gaining core confidence and
read.
getting us in the habit of reading.”
●
It stimulate the interest towards Japanese from the student.
●
It's fun and doesn't need too much time. Tadoku pushes me to read more Japanese books.
● ● 超初級学習でも日本語で何か読めることが励みになり、自然に真の自信
(coreatconfidence)がついていく
It's really fun, and I found it encouraging to know that I could read and enjoy texts in Japanese
such an early level.
●
I think it is a great way to improve reading comprehension, and starting as soon as possible would be beneficial.
●
早期から日本語で読むことに慣れ、読むことの習慣づけになる。
●
because it gets us in the habit of reading and we also gain core confidence.

●

●

日本語への興味を自主的に引き出してくれる。
（英語自由記述日本語訳：高橋 温子）

初級レベル多読２学期目の学習者の自由記述の質的分析より考えられる考察３点：

❖

多読を通して、自律学習の意識がさらに強まり、メタ認知力の幅も広がっている。

❖

日本語面と情意面での多読効果が噛み合うことで、「良い学習サイクル」が生まれている。

❖

学期中に教科書で学習した知識がさらに加わり、文法や語彙がもっとわかるようになると、
それが相乗効果になって「良いサイクル」が加速していく。

「超初級コースで多読を実施する意義や価値があるか」

Do you think it would be valuable to include Tadoku in JPN110 (the first semester, first-year Japanese course) ?

特に、超初級学習者に薦める理由として

I think it is a great way to improve reading comprehension, and starting as soon as possible would be beneficial.

●
●

●

読んでいて楽しい、時間を費やさない。

It really accelerates your ability to read Japanese fluently and naturally.

早期から読解力、読みの流暢さ、自然さを身につける練習になる。
● ● Because
it gets us in the habit of reading and we also gain core confidence.
● ● “There
is basically no reading in lesson 1-8 in Genki 1.”
早期から日本語で読むことに慣れ、読むことの習慣づけになる。
● ● It 超初級学習でも日本語で何か読めることが励みになり、自然に真の自信
stimulate the interest towards Japanese from the student.
(core confidence)がついていく。
●
They are helpful in improving your reading fluency. I didn't feel very capable reading during first semester, so it would be

●

学習者の日本語への興味、好奇心、やる気をもっと引き出してくれる。

good to read to help improve that skill early on.
● 教科書の読み物だけでは足りない。 “There is basically no reading in lesson 1-8 in Genki 1.”
●
Not only is it great practice, but it gives the students a sense of confidence and comfort with the material, especially being
able to talk about the books they've read.
●“I found
It's fun and
doesn't need
too much
time. Tadoku
pushes
me to read
more
Japanese in
books.
it really
helped
reinforce
the
concepts
we
learned
class
●

and expanded

It's really fun, and I found it encouraging to know that I could read and enjoy texts in Japanese at such an early level

my vocab and confidence level in reading Japanese script even if I didn't always
understand the meaning of the texts.”

まとめ

ー 超初級レベルから始める多読の効果とは

超初級レベルから多読を始めることにより、
●

「日本語で読むことが楽しい、（超初級でも）読めてわかったことが嬉しい、自信がついてもっと読んでみよう

する、すると自然に語彙力や読解力がつくー」という、言語面と情意面の効果が噛み合ったパターンができ、
日本語学習の「良いサイクル」が生まれたようである。

●

多読の効果が、必ずしも日本語能力に、今すぐに直接反映されなくても、「楽しく comfortable に日本語で読
むこと」の経験は、初級学習者の日本語で読むことの内発的動機づけ、習慣づけに有効的な影響を与えた。

●

教科書だけでは足りない読みの練習を、多読で補い、教科書で基本文法や語彙を学びながら、多読を続け
ることで、より学習効果が引き出せる可能性が示唆された。

反省と今後
❖

多読の取り組み
➢

初級の読み聞かせを１年続け、本の難易度をあげていく。

➢

絵を読む試みをもっと強調する（文字なし本も取り入れてみる）

➢

2017年秋学期のJPN110の学生が作成した超初級学習者向けの多読本について、 2018年秋学期の
JPN110の学生からのフィードバックをもらう

❖

❖

多読の研究
➢

今回の二学期目の回答者数があまり多くなかったので、引続き研究を続けていきたい。

➢

初級学習者で多読を１学期目、または２学期目から始めたグループを比較分析する

➢

多読学習の非言語的な部分についての質的観点からの調査

学習者による多読リソース、越境多読本を作成、 皆さんとシェアし合えたら ！
➢

❖

https://sophia.smith.edu/blog/japanesebookreview/yomu-yomu-beginners/

図書館のアクセス問題への対処（新しい図書館の建築工事の為）
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”Classmates are great learning tools.”
➢
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