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 なりきり教え方 FAQ  

『中級から上級への日本語なりきりリスニング』をお使いの先生方からよくある質問をまとめました。 

指導の際にお役立てください。 
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１．全体に関する質問 

 

Q１．学習者のレベルに差があるクラスの場合、どのように使えばいいでしょうか。 

 「語彙を増やそう」から始めてそのユニットのテーマや関連語彙を導入し、全員が理解した段

階で「聞いてみよう」に進む、という方法があります。 

 それ以外にも、① スクリプトを渡す、② 母語の使用を許容する（母語による学習者同士の支

援も有効）、③ 全体活動と個別活動を作る（個別活動のときに教師がフォローする）、④ 会話

の音声を途中で止めて、学習者全員の理解を確認しながら少しずつ聞いていく、など、レベルが

低めの学習者のために可能な支援を取り入れるといいでしょう。 

 

Q２．各ユニットを学習する際に気をつけたほうがいいことはありますか。 

 授業の初めに目標の確認をしましょう。各ユニットの扉にある「このユニットでできるように

なること」を読んで、学習者の意識や動機を高めてください。 

 また、必要に応じて、関連する物や場所の写真や実物、動画を見せながら授業を進め、学習者

がより関心を持って聞けるようにするといいでしょう。そのユニットのテーマに興味が薄い学習

者もいるかもしれませんが、そのような場合は、各自が当事者性を高められるような質問などを

しながら支援するといいでしょう。 

 

Q３．90分の授業の中で１ユニットを終えることができません。 

 「聞く前に」は、動機を高め、背景知識の活性化に大切な役目を果たしますが、ここで時間を

とりすぎないよう時間配分に気をつけましょう。「聞いてみよう」の「なりきりリスニング」は、

３つのうちの１つをスキップするという方法もあります。あるいは、「聞いてみよう」の「なり

きりリスニング」の１か２までを１回目、その続きを２回目というように、１ユニットを２回に

分けて行うこともできます。 

 

Q４．聴解の授業はクラスで聞くだけになりがちです。自宅学習をさせるにはどうしたらいいで

しょうか。 

 聞く力は、教室外でも練習を繰り返すことでさらに伸ばすことができます。「聞いたあとで」

の「なりきりリスニング：会話に参加しよう」を宿題にして、録音した音声ファイルを提出させ

ると効果的です（４．「聞いたあとで」に関する質問■「なりきりリスニング」Q8参照）。 

 また、「聞き取りトレーニング」を自宅学習にする方法も有効です。次の授業の冒頭で、教師

が作成した穴埋め問題（教科書と同じものでもかまいません）を使って学習内容を確認するとい

いでしょう。 
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Q５．学習者たちが CDを聞くとき、聞きたいトラックが探しにくいようです。 

 別ファイルでダウンロードできるトラック番号対応表を配布してください。 

 

Q６．コースの最終評価はどのようにすればいいでしょうか。 

 次のような方法が考えられます。 

  ①記入式の紙媒体テストで評価する。 

 問題例： a. 語彙確認問題 

  b.「語彙を増やそう」の穴埋め部分を変えたディクテーション 

  c. テキストの会話音声を使用し、学習者のレベルなどに合わせて教師が作成

した内容理解問題 

  ②応答テストで評価する。 

    「聞いたあとで」の「なりきりリスニング：会話に参加しよう」の「あなた」になりき

るテストなど。 

    ■応答テストの方法と評価例 

 なりきりテスト 

 ■実施方法：学習者同士のペア 

 ■評価：15点満点 

   ① 話の内容を正しく理解して、それに合う聞き返しができた。 ····· ４点 

   ② タイミングよくなめらかに相づちや反応ができた。 ············· ４点 

   ③ 棒読みではなかった。 ······································· ２点 

   ④ 自分の言葉で聞き返しをした。特に評価するべき点があった。 ··· ３点 

   ⑤ 相手役を上手にできた。 ····································· ２点 

    ＊相手役は、紙を見ながらやってください。「あなた」が気持ちよく聞き返せ

るようにできることが目標です。 
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２．「聞く前に」に関する質問 

 

Q１．「聞く前に」の指導で気をつけたほうがいいことはありますか。 

 ３人ぐらいのグループを作って、それぞれの話題について話し合ってもらうといいでしょう。

授業の時間配分に気をつけて、長くならないようにしましょう。目安は５分です。 

 

 

３．「聞いてみよう」に関する質問 

 

Q１．全ユニット共通：「なりきりリスニング」を始める前に気をつけたほうがいいことはあり

ますか。 

 それぞれの指示文と「なりきりカード」を見て、会話の状況と「あなた」の設定をしっかり確

認してください。その上で、「あなた」の気持ちになりきって聞くようにさせてください。 

 

Q２．ユニット２：お麩のお吸い物や、カニの身を取り出すなどの話が、学習者にはわかりにく

いようです。 

 インターネット上にある動画を見せるのも１つの方法です。例えば、「カニ 食べ方」で検索

すると、いろいろな動画が見つかります。お麩のお吸い物など実物が手に入る場合は、書画カメ

ラなどを利用してクラス全体に見せるといいでしょう。 

 

Q３．ユニット３：「スモック」が、学習者にはわかりにくいようです。 

 現物の写真を見せ、日本では幼稚園や小学校の給食のときなどに着る機会が多いものだという

背景知識を伝えるといいでしょう。 

 

Q４．ユニット４：ご祝儀袋の話が、学習者にはわかりにくいようです。 

 ご祝儀袋や筆ペンの実物を見せるといいでしょう。 

 

Q５．ユニット５：カメラの話が、カメラに関心のない学習者には難しいようです。 

 例えば、学習者の興味や関心を踏まえて「旅行先でこんな写真（動いている珍しい動物やきれ

いな風景の写真を見せる）を撮りたいと思いませんか」など、学習者が自分自身にひきつけて考

えられるような手助けをするといいと思います。学習者にとっては、自分がよく知らない分野の

ことについて日本語で聞いても理解でき、新しい世界を広げられるようになることが理想です。

カメラに関心のない学習者こそ、そのためのいい練習になるということを説明した上で、当事者

として取り組んでもらうといいでしょう。  
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Q６．ユニット７：会社の部署名が難しいようです。 

 例えば、次のような対応が考えられます。 

  ①授業中に時間をかけない方法： 

   予習として、出てくる部署名に母語訳をつけさせておく。 

  ②授業中に時間をかける方法： 

   部署名の言葉の意味と、その部署ではどういう仕事をするかなどを説明する。 

 日本の会社に就職したいと考えている学習者もいると思われますが、多くの学習者には聞き慣

れない語彙なので、その難しさが負担にならないような工夫をするといいでしょう。 

 

Q７．ユニット８：「なりきりリスニング１」の「何もない」とは、どういう意味ですか。 

 「恋愛の対象となり得ない」という意味です。そのことを説明してから聞かせてください。 

 

Q８．ユニット９：小噺を聞くときに気をつけたほうがいいことはありますか。 

 小噺を聞いて笑うには、背景知識を確認しておく必要があります。「美術館」の小噺には画家

の名前がたくさん出てくるので、それぞれ画家の作品がどういう絵か、写真などを見せて確認し

てから聞くと効果的です。 

 

 

■聞き返す練習をしよう 

 

Q１．聞き返す方法がユニットごとに少しずつ違うのはどうしてですか。 

 本書では、いくつかの聞き返し方法を扱っています。●ユニット１～８における「聞き返す練

習をしよう」のねらい（p. 9）をご覧ください。 

 

Q２．１人ずつ指名すると、ほかの学習者は聞いているだけになってしまいます。 

 同じ問題を何度も使って複数の学習者を指名し、ほかの学習者もそれを繰り返し聞くことで、

タイミングよく応答できるようになることを促しましょう。また、聞き返すポイントに注意して

教師が類似の問題を作っておくと、複数のドリルが可能になります。 
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４．「聞いたあとで」に関する質問 

 

■なりきりリスニング：会話に参加しよう 

 

Q１．20人のクラスでは、やりにくさを感じています。 

Q２．１人を指名すると、ほかの学習者は聞いているだけになってしまいます。 

 人数が多い場合はペアで練習させるという方法があります。まず、「あなた」と相手の応答部

分を確認します。その後、１人は「相手」になりきって別冊のスクリプトを読み、もう１人は

「あなた」になりきって、教科書を見ながら空欄のところで聞き返す、相づちをうつ、という応

用をします。ペアで上手にやりとりができたら、次にＣＤに合わせて各自が「あなた」の練習を

するといいでしょう。 

 

Q３．各ユニットで気をつけたほうがいいことはありますか。 

 会話に参加するときには、必ずしも教科書通りに言うのではなく、自然な形で「自分の言葉で」

答えるようにさせるといいでしょう。また、ＣＤの「あなた」のパートは、合図の音の後、必ず

４秒後に相手のせりふが始まります。時間内に言い終えるのが難しい場合は、必要に応じて止め

ながら練習してください。 

 

Q４．学習者のモチベーションをあげるにはどうしたらいいでしょうか。 

 この練習では、話の内容を正しく理解してそれに合う聞き返しができたか、タイミングよくな

めらかに聞き返したか、棒読みではなかったか、自分の言葉で聞き返しをしたか、などを目標に

して、気をつけるようにさせるといいでしょう。クラス内でペアで練習する、音声を録音する宿

題にする、学期末のテスト（「全体に関する質問」Ｑ６参照）にするなど、さまざまな方法で取り組

ませるのも効果的です。 

 

Q５．シャイな学習者の場合、この練習をするのが恥ずかしいようです。 

 つぶやくだけ、相づちをうつだけでもいいと認めて、取り組みやすくするといいでしょう。ま

た、自分で音声を録音して提出する宿題（Ｑ８参照）にすれば、授業中は恥ずかしがっている学習

者も上手にできるかもしれません。 

 

Q６．ペア練習の際、男性学習者の話し方が女性言葉になってしまいました。 

 スクリプトによっては男性的・女性的な特徴が出ている言葉遣いの部分があるので、教師が、

男女の話し方の特徴を確認・説明してください。その上で、学習者が自分の性や感覚に合った話

し方ができるような練習をするといいでしょう。 
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Q７．小噺は一人でするものですが、「小噺に参加しよう」を練習する意味は何でしょうか。 

 小噺のような１人２役は学習者に負担が大きいので、ここでは「あなた」と相手のせりふに分

けています。これをペアで練習し、ペアごとに好きな小噺を選んで披露してもらう方法もありま

す。「ねずみ」はナレーション係を交えた３人でもいいでしょう。「美術館」は女性役のキャラ

クター（上品でプライドが高い感じ）を掴むのがポイントです。「さよう」などの役割語にも言

及するといいですね。それを練習した上で、１人２役にチャレンジさせるといいでしょう。 

 

Q８．何度も繰り返して練習させたいのですが、どうすればいいですか。 

 宿題として、会話を録音した音声ファイルを提出させる方法が効果的です。学習者は、ＰＣな

どを使って「聞いたあとで」の音声を流しながら「あなた」になりきって答え、そのやりとり全

体をスマートフォンなどで録音します。最も上手にできたやりとりが録れるまで、学習者は何度

も練習・録音を繰り返すことができます。 

 

 

■話してみよう 

 

Q１．「話してみよう」ではどんなことに注意するといいでしょうか。 

 １人ずつ自分の経験を話すのもいいですが、ペアにして、お互いの経験を聞き合う練習も可能

です。その場合、できるだけ相手の話に対して、相づちをうつ、聞き返す、確認する、共感を示

すなどの応答を行うように指示してください。最後にクラスでそのやりとりを発表させて、お互

いに会話に参加できているかどうかを確認するといいでしょう。 

 

 

■生きた聞き取り 

 

Q１．内容確認の問題はありますか。 

 問題は用意していませんが、「聞いてみよう」と類似の会話の場合は、同じ問題を使うことが

できます。または、聞き取ってもらいたいポイントを決めて、学習者のレベルに合わせた問題を

作ってみてください。 
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５．「語彙を増やそう」に関する質問 

 

Q１．復習させる際にいい方法はありますか。 

 問題２と同じ文章が巻末の「聞き取りトレーニング」にあるので、そのページを復習に使うこ

とができます。次のクラスでは、同じ文章に対し、ディクテーションや一部書き取りをさせると

いいでしょう。 

 

 

６．「聞き取りトレーニング」に関する質問 

 

Q１．学習者が、音声を聞く前に答えを書いてしまうことがあります。 

 予測能力も大事なので、音声を聞く前に書いてもいいのですが、書いた後で、音声と同じかど

うかを必ず確認させてください。 
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●ユニット１～８における「聞き返す練習をしよう」のねらい 

 

ユニット１ 

知らない言葉に対する聞き返しの練習をします。（例１）は、知らない言葉を聞

いて、意味は分からなくても音はすべて聞き取れた場合の聞き返し、（例２）は

一部しか聞き取れなかった場合の聞き返しです。練習（１）～（６）の音声では

このどちらかのパターンが示されますが、（例１）と（例２）のどちらの言い方

で聞き返してもかまいません。 

ユニット２ 

ここでは、「ゆでます」のように調理の仕方を表す動詞に焦点を当てています。 

１は、動詞をそのままの形で聞き返す練習です。聞こえた文の最後の言葉を聞き

返すように指示を出してください。 

２は、動詞の意味を別の表現で確認する方法を練習します。（例）では「煮ま

す」を「時間をかけてやわらかくする」と言い換えて確認しています。別の表現

に言い換えるのは学習者にとって難しいかもしれないので、〔 ／ ／ 〕の言

葉を使うように指示してください。 

ユニット３ 

１では、話の内容を確認するため、相手の言った動詞を「話せる？」のように辞

書形で聞き返す練習をします。ここでは受け身や使役受け身を扱っています。 

２は、相手の話のポイントを別の表現で確認する練習です。（例）では、友達が

「ハムサンドとチーズトーストで」と言った要点を捉えて、それが「パンを２つ

頼んだ」という意味であることを確認しています。ユニット２と同じように、

〔 ／ ／ 〕の言葉を使うように指示してください。 

ユニット４ 

１は、言葉の意味はわからなくても、音はすべて聞き取れた場合の聞き返しで

す。（例）では、初めて聞いた「ご祝儀袋」という言葉を聞き返しています。上

昇イントネーションに注意しましょう。 

２は、話のキーワードとなる言葉を知っていて、内容が理解できたときの確認で

す。（例）では、「ご祝儀袋」という言葉を聞いたことがあり、内容も理解でき

たので、それを繰り返すことで、相手から具体的な説明を引き出しています。下

降イントネーションに注意しましょう。 
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ユニット５ 

１は、相手の言葉をよく知らなかった場合の聞き返しです。（例）では「対象

物」という言葉をよく知らなかったので、聞こえた部分だけを聞き返していま

す。上昇イントネーションに注意しましょう。 

２は、相手の言った言葉の意味を自分が正しく理解できているか、別の表現で言

い換えて確認する場合の聞き返しです。（例）では、「対象物」が「カメラで撮

るもの」という意味でいいかを確認しています。ここでも〔 ／ ／ 〕の言葉

を使うように指示してください。 

ユニット６ 

１では、聞き取った内容から必要な情報を簡単にまとめて確認する方法を練習し

ます。（例）では、アナウンスの中の「ホーム上の安全確認を行っております」

が大切な情報なので、その部分を繰り返して友達に確認しています。 

２は、要点を捉え、それを別の表現に言い換えて確認する練習です。（例）で

は、「運転の見合わせを行っております」という情報が「電車が止まっている」

という理解でいいか、友達に確認しています。〔 ／ ／ 〕の言葉を使うよう

に指示してください。 

ユニット７ 

１は、相手の話の中で興味や関心を持った部分を繰り返す練習です。そうするこ

とで、さらに詳しい説明をしてもらえます。ここでは、相手の話の最後の部分を

簡潔に繰り返しています。 

２では、初めて知る情報を聞いたとき、内容を理解し、少し驚いていることを示

すために、自分の言い方で聞き返しています。驚きを示すには「そんな（に）」

を使うと効果的です。〔 ／ ／ 〕の言葉を使うように指示してください。 

ユニット８ 

１では、相手の話で重要だと思われる言葉を聞き返します。そうすることで、相

手がさらに具体的な話をしてくれます。 

２では、相手の話のポイントを整理して聞き返します。〔 ／ ／ 〕の言葉を

使うように指示してください。 

 


