
目次
もく じ

1.草してもらう

2予定を変更する
よて い へ ん こ う

3.レストランで

4旅行の感想
りよこうかんそう

5買い物
かもの

6アルバイトを探す
さが

7.ほめられて

U

も M̂tentŝ
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◆このテキストをお使いになる教師のみなさんへ‘参

◇各課の構成◇

①ウォーミングアップ．

まず、課で取り上げられている場面で|'|分がどのように行動するかを考えます。次に、その課の

トピックに関連する基本的な語棄や表現の|川題を解き、練習を進めていく上で最低限必要な言葉の

確認をします。

②聞き取り練習

聞き取り練習は、ダイアローグを聞くタスクです。聞き取り練習には、4つのスキットがあり、

それぞれ、登場人物の人間関係、話されている場面(公的なものか、プライベートなものか、等)が

異なっています。

聞き取りタスクは次のような順序になっています。

問題1:場面や話している人たちの人|川関係、話されているトピックを聞き取る

問題2：話の結論(大まかな内容)について聞き取る

問題3：細かい内容について聞き取る

問題4：重要表現の聞き取り、あるいは、縮約形など口語的な表現をll乞確に聞き取る

※聞き取り練習には単語リストがあ0、別冊に、その単語の各国語訳(英語、中国語、韓国語ミ

ポルトガル語)がついています。

③ポイントリスニング

単文レベルの聞き取りタスクです。イントネーションの違いや表現のﾎlllかな違いによって、意味

が異なってしまうものを中心に聞き取る練習を行います。

④機能別の重要表現

ここでは、それぞれの課で取りあげた機能の重要表現と、その使い方の解説と練習が提示され

ています｡重要表現は甘(Tｼｬﾂﾏーｸ)と‘(ﾈｸﾀｲﾏーｸ)のグﾙープに分かれています。
廿は､友人と喫茶店で話すなどｶジｭｱﾙな場面で主に使う表現；は会社で上司と話すなど
フオーマルな場面で主に使う表現であることを示しています。

ただし、友人であれば必ず甘の表現が使われるわけではなく、会議などのフオーマルな場面

では、甘の表現は使いませんし、上I.Jとi荊す場合でも、会社が終わってプライベートな場面では、

それほどフォーマリテイーの高い表現は要求されません。つまり、人uimj係だけでなく、場面やト

ピックによってもどちらの表現を川いるのが適切かは異なるわけです。このテキストでは、大きく

2つの場II'llに分け表現を提示していますが、教室では適宜、補足説明を加えていただけるようにお

願いします。

⑤もういっぱい1？

課のトピックに関連する語棄を増やしたり、重要表現に出てきた表現が理解できているかを確認

したりする問題です。「もういっぱい1?」は、時間や能力に余裕があれば行なってください。
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◆このテキストをお使いになる教師のみなさんへ4言：

⑥ロールブレイ

最後に、まとめとしてロールプレイをして話す練習を行います。カジュアルな場面とフォーマル

な場面の2種類のタスクを提示しています。自分のクラスの学習者が実|際に遭遇するような場面に

なるよう、適宜修正を加えて練習してください。

⑦別冊一スクリプト・単語表・解答一

別冊解答には、ウオーミングアップ、聞き取り練習、ポイントリスニングの解答が載せてありま

す。問題によっては、答えがひとつではないものもありますので、’三|安としてお使いください。本

書ではことばの正しさではなく、通じるか、自然であるかを重視して、問題と解答の作成を行いま

した。

また、振り仮名つきのスクリプトと、単語の各国語訳(英語、巾唾l語、韓国語、ポルトガル語)も

あります。

◇授業での使い方のヒント

①リスニングとスビーキング、両方の能力の養成のために用いる場合

「各課の構成について」に書いてある順序でこのテキストを用いると、「聞いて話す」能力をバラ

ンスよくつけることができます。l課の学習時間の目安は、180分獄度です。

②リスニングに重点をおいた場合

「ウオーミングアップ」「聞き取り練習」「ポイントリスニング」を行うことをメインの作業とし

ます。その後で、わからない表現がないか、「重要表現」を確認し、余裕があれば「もういっぱ

い!?」で語棄・表現を増やすという手順になります。l課の学習時間の目安は、120分程度です。

③スビーキングに重点をおいた場合

「聞き取り練習」「ポイントリスニング」は、事前課題にします。教室では、話の内容を語っても

らったり、同じような状況で会話をしてもらったりする練習ができます。そして、「聞き取り練習」

に||}てきた「重要表現」の確認、および、解説をし、場面に応じた表現の使い分けについて練習し

た後、その課の機能を用いて「ロールプレイ」を行います。「|刑きmり練習」の問題4の「デイク

テーション」は縮約形など'二|語的な表現を取り上げていますから、使えるようになるよう教室で練

料するのもいいでしょう。これと平行して「ウオーミングアップ」と「もういっぱい!?」の語葉・

表現の確認と応用も適宜行なってください。授業をより生き生きとさせるためにも、本書で設定し

ているロールプレイは、各学習者に合った身近な状況に修正してお使いになることをお勧めします。

l課の学習時間の目安は、約120分です。

別lll}の『教室活動のヒント＆タスク』（本体価格1200円）には、各セクションの教え方のポイン

トと追力IIタスク、重要表現の詳しい解説、教室活動や宿題としても使える練習問題があります。こ

ちらも参考にしていただければ幸いです。
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【2】借りたいものが、借りられますか。借りられる場合、いつそれを受'ず
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【4]CDを問い~こ
き
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あとがき

本教材は、生き生きした会話の教材を作りたいという長年の筆者らの思いがもとになっています。

2004年に『聞いて覚える話し方日本語生中継中～上級編』を出版し、実際に授業で使ってくだ

さった方々から下のレベルの教材も作成してほしいという声を多数いただき、このような形で「初

中級編1」を作ることになりました。初級の文型は学習したけれども、それを会話の中で自然に使

いこなせない、縮約形など会話独特の自然な日本語に触れる教材が少ない、会話をするにも語棄が

足りない、といった初中級レベルの学習者によくある課題に、本書が応えることができれば幸いで

す。

初稿の執筆分担は以下のとおりです。執筆者全員が協議を重ね、最終稿を完成させました。また、

本書完成までには、実際に授業で使用し推敵を幾度も重ねたことを申し添えておきます。

ボイクマン総子

宮谷敦美

小室リー郁子

課
課
の

１
３
課

一
弟
寺
弟
今
エ

第2課、第4課、第5課、第7課、第8課

第6課、第9課、第10課

｢ウオーミングアップ」「もういっぱい」「ロールプレイ章

単語訳は次の方々によるものです。

英語訳小室リー郁子、PeterLeeさん

中国語訳黄麗華 さ ん ( 一 橋 大 学 非 常 勤講師

韓国語訳RosaHwa-JungLeeさん

ポルトガル語訳FlavinTakaoKozakiさん

声優の方々は、新井隆さん、梅野友子さん、生烏陽子さん、所広之さん、山平貴雄さん、外国人

の声はCarstenBeuckmannさんです。そして、CD編集は、小Ill苛隆雄さんです。みなさまのおかげ

で、「生中継」らしい生き生きした会話のCDが完成しましたこと、感謝いたします。

また、一人一人のお名前を挙げることはできませんが、授業で有益なフィードバックをくださっ

た学生の方々にも、この場を借りて、お礼を申し上げます。

最後になりましたが、くるしお版の福西敏宏さん、編集担当の市川麻里子さんには、大変お世話

になりました。筆者らの要望を最大限取り入れてくださいましたこと、感謝申し上げます。

ボイクマン総子・宮谷敦美・小室リー郁子
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◆著者紹介◆

ボイクマン総子（ぽいくまんふさこ）

現在、東京大学教養学部特任准教授

著言に、『聞いて覚える話し方日本語生中継中～上級編』、『間いて覚える話し方日本語生中継

中～上級編教師用マニュアル』、『聞いて覚える話し方日本語生中継初中級編1』、『聞いて覚え

る話し方日本語生中継初中級編1教室活動のヒント＆タスク』、『聞いて覚える話し方日本語

生中継初中級編2』、『聞いて覚える話し方日本語生中継初中級編2教室活動のヒント＆タス

ク』（くるしお出版・共著)、『ストーリーで覚える漢字300』『ストーリーで覚える漢字II301-

500j(くるしお出版･共著)、『わたしのにほんご－初級から話せるわたしの気持ち・わたしの考

え』（くるしお出版・共著)､『生きた素材で学ぶ中級から上級への日本語』（TheJapanTimes・

共著)がある。

宮谷敦美（みやたにあつみ）

大阪外国語大学大学院外国語学研究科日本語学専攻修了、修士(言語・文化学）

現在、愛知県立大学外国語学部准教授

著書に、『聞いて覚える話し方日本語生中継中～上級編』、『聞いて覚える話し方日本語生中継

中～上級編教師用マニュアル｣、『聞いて覚える話し方日本語生中継初中級編1』、『聞いて覚え

る話し方日本語生中継初中級編1教室活動のヒント＆タスク』、『聞いて覚える話し方日本語

生中継初中級編2』、『聞いて覚える話し方日本語生中継初中級編2教室活動のヒント＆タス

ク』（くるしお出版。共著)、『生きた素材で学ぶ中級から上級への日本語』（TheJapanTimes・

共著)がある。

小室リー郁子（こむろり－いくこ）

大阪外国語大学大学院外国語学研究科日本語学専攻修了、修士（言語・文化学）

現在、トロント大学（カナダ､)SeniorLecturer

著書に、『聞いて覚える話し方日本語生中継初中級編1』、『聞いて覚える話し方日本語生中継

初中級編1教室活動のヒント＆タスク』、『聞いて覚える話し方日本語生中継初中級編2』、『間

いて覚える話し方日本語生中継初中級編2教室活動のヒント＆タスク』（くるしお出版・共著）

がある。
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