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リスニング・スピーキング練習の為の一案 
－オンライン録音プログラム導入の試み－ 

 

An Attempt to Improve Listening and Speaking Skills 
− Use of Online Recording Programs in Curriculum − 

 

麻里スティーヴァー (エール大学) Mari Stever (Yale University) 
西村裕代 (エール大学) Hiroyo Nishimura (Yale University) 

 
1. はじめに 

外国語の「聞く・話す・読む・書く」の四技能を全て等しく伸ばして行くのが、言葉を教える教師の

理想である。その技能を強化する練習は、一般的に「読む」技能と「書く」技能が中心になっているの

ではないだろうか。聴解問題にしても内容質問の答えは「話す」形ではなく、「書く」形で出させるこ

とが多いであろう。「話す」技能を伸ばすためによく行われるのは、教室内の活動、または課外活動と

して練習の時間を設ける方法ではないだろうか。一般的に授業数の多い初級コースではそれで満足して

いる学生が殆どであると推測できるが、上のレベルに進むにつれて授業数が減り、「読む」ことに重点

を置くようになると同時に「話す」機会も少なくなり、それが学生の不満へも繋がっている場合が見受

けられる。当校でも 3年生以上の上級コースでこういった問題が指摘されてきた。 
そこでこれらの問題を解決すべく当校では 2008年から DLRecorder というダートマス大学のオンライ

ン録音プログラムを、昨年からは Wimba という録音プログラムを導入し、教室外での「話す」練習を
促進している。音声ということだけに注目すれば、近年盛んになって来ている音声ブログ (纐纈・大塚 
(2009)) という手段もあるが、学生のプライバシーを尊重して、現時点では利用者が限定できるプログラ
ムを導入している。 
 上記のプログラムを使い、決められたカリキュラムの時間内で、特に上級コースで少なくなりがちな

「話す」練習を教室外で補う為の「話す」宿題を出すことは非常に有効であるという結論にいたった。

また初級コースにおいても、「話す」宿題を出させるのは発音やイントネーションの個別指導に役立つ

ということが分かった。 
本発表では、「聞く」技能と「話す」技能を伸ばす為にどのような形で、上記のプログラムを利用し

ているか、その活動例や、録音プログラムのこれからの可能性なども含め、報告する。 
 
2. 録音プログラムと先行研究 

 Wimba とはウェブ上で録音できるウェブベースツールで、電子メールやチャット、掲示板などに入力
するコメントを文字ではなく音声で行うことができる。今回利用したのは Wimba Voice E-Mail だけであ
るが、Voice Board (掲示板)では Voice Thread のように、音声で意見をのせ、それに対して学生がコメン
トをしたり、そのコメントに対して更に別のコメントをするというふうに次々にコメントを音声で載せ

ることができる。また Voice Presentation では画像やラジオ等の音声のリンクも載せることができ、それ
に対してもコメントを音声または文字で載せることが可能である。Voice Podcaster では教師が音声ファ
イルをアップロードし、それについて学生がコメントを録音することができる。既にカリフォルニア大

学を初め、ミネソタ大学、ウィスコンシン大学、ペンシルベニア大学ドイツ文学言語学部、メリーラン

ド大学の日本語オンラインコースなどで活用されているようである。特にカリフォルニア大学ロサンゼ

ルス校では林 (2007）が継承学習者に教室外での学生主導の言語活動を促進する為に Wimba を使った教
材を開発している。またウィスコンシン大学でも Wimba と同じような録音機能があるウェブベースツ
ールの Tokbox が利用されているようである。Tokbox については後述する。 
 DLRecorder はダートマス大学のホームページからダウンロードできる。このソフトを使い学生は自分
の声を録音し、それをMP3、RIFF WAVE、AIFF 等の音声ファイルとして保存し、E-メールに添付して
送るか、コースサイト上の「ドロップボックス」（エール大学で使用している、「ブラックボード」や

「ホワイトボード」のようなコースサイトの中にあるフォルダー）というフォルダーに保存する。それ

を教師が聞きフィードバックする。DLRecorder は普通の録音機器と同様に、巻き戻して再度録音ができ、
録音時間は無制限（90分までは可能なことが確認済み）で、特に問題はないが、Wimba は巻き戻して録
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音し直せない。初級コースでは、答えをセルフコレクションした場合、その訂正の過程も聞きたかった

ので、巻き戻さずに録音してもらうことで問題はなかった。しかし、学生側からしてみれば、間違った

時に録音し直せないというのは、不満だったようである。また録音時間は教師が 15秒から 20分の間で
設定できるのだが、今回設定した 3分では（特に初級では）短すぎる学生がいたようで、初級学習者の
話すスピードを考慮してもう少し長めにしてもよかったように思われる。 
 
3. 実践報告 

3-1. 対象者 

 今回対象にした学習者は本校の上級コースの学生 13名及び初級コースの学生 44名である。上級コー
スは、約 260時間日本語を学習した学生、またはそれと同等の日本語能力を有する学生から成り、本校
では 3年生に相当する。ACTFL の基準では「中級の中以上」に当たる。初級コースの 1年生は日本語学
習を 1学期分（約 65時間）終了し、2学期目のコースを引き続き履修している学生、または学期初頭に
行われる能力別試験でそれと同等の日本語能力があると判断され、1学期を飛び級して 2学期目から日本
語を履修するように指示された学生である。 
 
3-2. 上級コースの問題と録音プログラムの実践例 

3年生では、四技能のバランスを考えてカリキュラムを作るようにしているが、このレベルの授業は
週に三日しかないこと等から、常々学生から「話す時間が少ない」というコメントが出ていた。これに

加え、短いスピーチをする時等、直したはずの文法や言葉が直っていないことや、漢字を読み違えるこ

とが多いのが気になっていた。 
実は、これらの録音プログラムの導入以前から、読解教材になっているものは全て教師がモデルとな

るものを録音して、学生がいつでも聞けるようにしてあり、漢字の読み方や発音、イントネーションな

ど、黙読だけでは分からない部分をこれで補っていた。しかし、やはり受け身の練習のままではなかな

か学生の発音などの矯正にはつながりにくい。 
そこで、2008年度から学生に短いスピーチ等を録音したものを E-メールに添付して送らせ、教師も

発音や文法の間違い等を指摘したフィードバックを録音して学生に送っている。 
フィードバックは、発音、パターン化している（癖になっている）イントネーション、漢字の読み違

い、作文を訂正した際に見落とした文法や言葉の間違い等を基本的に日本語で録音して学生に E-メール
で送る。短いスピーチの場合、フィードバックを聞いて間違いを直してから発表するように指導してい

る。この指導法により学生は上記の問題点により注意を払うようになり、発表を聞いている学生にも分

かりやすくなったようである。また、発表者自身も何度も同じものを繰り返し読み返すことで、以前よ

りだいぶなめらかに話せるようになったように見受けられる。 
春学期の最後には 2分程度のスピーチを行ったが、その際、2度書き直したものをアシスタントの学

生と会って読む練習をしたあと、さらに教師に録音して送らせた。フィードバックをする際、注意点に

加え、手本として学生のスピーチを教師が録音して送った。学生の作品を録音したのは、先に出た読解

教材の録音ファイルと同じ趣旨である。 
 

3-3. 中級コース：Oral Production Test (OPT)  

中級コースに当たる 2年生でも録音プログラムを活用している。2年生では宿題としてではなく、Oral 
Production Test (OPT) という名で口頭試験（聴解の部もあり）に利用している。各学期 2度 OPT を行う。
OPT の利点は、全学生に対し一斉にテストを実施できるため、従来のように一人一人の学生にインタビ
ューするのに比べ、時間が節約できることである。更に試験を受ける際の環境や評価の公平性を保つこ

ともできる。テストに要する時間は 30分程度である。コンピューターを相手に話すという学生の心理的
負担を軽減するため、練習用模擬テストを作成し、本番のテストの前に学生が受けられるようにしてい

る。評価方法としては、学生数名の録音を 2 年生担当の教師全員が聞き、評価基準を定めておいてから、
各自個々の学生の評価を行う。 
例 1：知人の日本人の家に食事に招かれたという設定で、自分の大学生活について日本人の質問に答える。  
例 2：お話しをする：一連の絵をもとに物語を作成する。 
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3-4. 初級コースの問題点と録音プログラムの実践例 

 初級では 2001年から当校で開発している BunpouMon!! という学習サイトで文法を始め読解や聴解問
題をするように勧めているが、元来このウェブサイトは自主的に学習し、答え合わせも全てウェブ上で

できるように作られているため、積極的に活用する学生とあまり利用しない学生の差が出て来ていた。

それを学習者全員に「宿題」としてさせる為に、2010年春学期から上級コースと同様の録音プログラム
を導入し、これらの宿題を口頭で解答して提出させることにした。従来のように解答を「書いて」提出

させるのではなく「口頭」で宿題の解答を録音し提出させた理由として「書く」宿題は既に他にも出さ

せていること、そして発音・イントネーションの強化、更に質問を正確に理解し、それに対する的確な

答えを口頭で行う、つまり「話す」技能を高めるのに有効だと考えたからである。具体的には上記の 
BunpouMon!! の読み物を聴解問題として聞かせ、それに対する内容質問を見、答えを録音して提出させ
るという手順である。更に自分の答えを録音した後、模範解答を音声で聞け、また文字でも見られるよ

うになっているので、正しい文を練習する為に、正解も録音させた。 
 フィードバックは上級コースと同様に、教師が録音して学生に送り、それを聞いてもらい、発音、イ

ントネーションの向上を目指した。 
 
4. 学生からの評価（アンケート結果） 

 2010年春学期に行った録音プログラムを使った宿題についてのアンケート調査 (資料 A 参照）では、
この宿題の効果（どのような技能を伸ばすのに役立ったか）、録音プログラムの使いやすさ、満足度、

宿題の長さ・頻度の満足度、重要性、そして、効果的でない、不満足、重要でないと答えた学生にはそ

の理由、将来このような形の宿題をどのぐらいの頻度で出して欲しいか、録音プログラムを使って他に

どのような活動・宿題をしたいか、他の宿題と比較して時間がかかったか等の質問に答えてもらった。 
 録音プログラムを使った宿題の効果は、図１のように初級上級合わせて「非常に効果的」「効果あ

り」が 83%、「OK」が 14%、「効果的ではない」が 3% と八割以上の学生がこの宿題について効果が
あったと言っている。また上級では 100% の学生が、初級では 78% の学生が、スピーキング、リスニ
ング、そして、発音、イントネーションの向上に効果的であったとコメントしている。 
 

図１ 録音宿題の効果（初級・上級） 

 
  

 因みに上級だけのアンケート結果では、13 人中全員が「非常に効果的」か「効果あり」のどちらかで、
「OK」「効果なし」と答えた学生はいなかった（図２）。「OK」と「効果なし」と答えたのは初級学
習者だけで（図３）、普段教室でも毎日「話す」練習をしているから必要ではない、録音するのにプレ

ッシャーを感じる、費やした時間に比べて効果がないのではないかという意見等があった。 
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図２ 録音宿題の効果（上級）           図３ 録音宿題の効果（初級） 

 
 

 また録音プログラムを使用した宿題についての満足度も図４のように初級上級合わせて 82%の学生が
「非常に満足」「満足」で、これも八割以上の学生が満足しているという結果が出た。ここでも上級は

全員が「非常に満足」か「満足」で、初級学習者の 2% だけが「不満足」であった（図５・図６）。 
 

図４ 録音宿題の満足度（初級・上級） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図５ 録音宿題の満足度（上級）         図６ 録音宿題の満足度（初級） 

 
 
 録音プログラムを使用した課題の重要性も図７のように、初級上級合わせて 84% の学生が 
「非常に重要」か「重要」と考えており、これも上記の二つのアンケート結果と同様に 2% の「あまり
重要でない」、14% の「重要でない」と答えた学生は初級学習者だけであった（図８・図９）。 
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図７ 録音宿題の重要性（初級・上級） 

 
図８ 録音宿題の重要性（上級）          図９ 録音宿題の重要性（初級） 

 
  
 課題の頻度については、上級では「丁度いい」が 85%、初級では 68% で、上級では 15% の学生が、
初級では 11% の学生が「もっと頻繁に録音の宿題を望む」と答えていた。「多すぎる」という答えは
上級にも初級にもなかったが、初級では 21% の学生が「少し多すぎる」と答えた（図１０・図１１）。 
 

図１０ 録音宿題の頻度（上級）          図１１ 録音宿題の頻度（初級） 

 
  
 問題点としては、初級上級共にプログラム導入当初、エラーが起こる、コンピューターがフリーズす

る、プログラムをダウンロードできなかったと言う学生がいたが、使いやすい方を選択できるようにプ

ログラムを二種類提供したので、どちらかで落ち着いたようである。DLRecorder と Wimba を比較する
と、言い直したいところを巻き戻して録音し直せる DLRecorder の方が大旨好評であった（資料 B 参
照）。 
 また従来の宿題と比べての負担度は、上級ではあまり変わらないというコメントであったが、初級で

は 73%の学生が普段の宿題よりも努力、時間がいると答えた。その理由はさまざまであるが、録音する
ということで技術的なことで問題があった学生と、自分のスピーチ、発音等にいつもより注意を払わな

くてはならなかった為という学生がいた。その他の学生からのコメントについては資料 Bを参照して頂
きたい。 



 

Proceedings, the 24th JLTANE 2010 
<http://jltane.willims.edu> 
 

6 

 
5. 考察と今後の課題・予定 

 アンケートの結果を見ると、初級でも上級でも録音プログラムを使うことに対して肯定的な意見が多

い。特に上級ではもっと頻繁にこういった宿題を望む声があることから、来年度以降もう少し頻度を増

やし、できるだけ違うものを録音する機会を増やしていきたいと考えている。今までは読み物またはプ

レゼンテーションを録音させていたわけだが、将来的には、学生のコメント（資料B 参照) にもあるよ
うに、日記のような形で日常についてまとめて録音する練習を定期的にさせたり、ニュースなどをウェ

ブで見て、それについての感想を録音したりする練習ができないかと考えている。 
 初級では、既存の自主学習サイトを使わせる手段の一つとして録音プログラムを導入したが、録音す

るという形の宿題に対して肯定的な反応が上級と比較して若干少なく、八割弱であった。これは毎日教

室活動として会話練習をさせているので、それに加えて宿題として更に発話練習をすることをそれほど

重要視していない学生がいると推測する。また初級では授業に加え、発音向上の為に既に「発音クリニ

ック」という名前で学生に 30 分の個別指導を 2 週間に 1 度の割合で設けていて個人指導に慣れている為、
コンピューターを通しての「話す」練習に違和感を感じる学生もいたのではないかと推察する。しかし、

実際には「もっと頻繁に」録音の宿題を希望している学生が初級でもいることから、来年度はもう少し

早い時期からの導入も検討中である。特に初級では発音やイントネーションが化石化する前に、また日

本語特有の音、イントネーション、自分の苦手な音を意識させる為に録音プログラムを使い、今まで

「書く」ことでしか提出させていなかった課題を「話す」形で提出させたいと考えている。そのために

学期初頭からこの録音プログラムを使って個別に発音指導をし、学生の意識と能力を向上させることを

計画中である。具体的には、学生の要望（資料 B 参照) にもあるように、毎日暗記させて来ている会話
や書かせている英文和訳のいくつかを録音させたり、週末したこと等を簡単な三行日記のような形で録

音してもらうことを検討中である。 
 また初級からこういったオンラインの録音プログラムに慣れさせることによって、中級以上のクラス

でも、録音を使っての宿題に抵抗がなくなるのではないかと期待している。例えば Wimba に慣れてい
る学生には、上級以上のレベルになるにつれて授業数が減っても、音声での「チャット」や「掲示板」

などを導入し、「話す」練習を促進できるのではないかと考える。 
 現在、学生が自分に使いやすいプログラムを選べるように Wimba や DLRecorder 以外にも使用でき
るプログラムを検討中である。以下、 Wimba や DLRecorder の代用として利用できる可能性があるサ
イトである。 
 

• Tokbox (http://www.tokbox.com/) (May 20th, 2010) 
• Vocaroo (Mac and PC) (http://www.vocaroo.com/) (June 2nd, 2010) 
• EyeJot (Mac and PC) (http://www.eyejot.com/) (June 2nd, 2010) 
• Audacity (http://audacity.sourceforge.net/) (May 20th, 2010) 
• WaxMail (PC Only) (http://www.waxmail.biz/) 
• MP3myMP3 Recorder (PC Only) (http://www.mp3mymp3.com/) 
• Voice Thread (http://voicethread.com/#home) (May 28th, 2010) 
(括弧内の日付はアクセスした日） 
 

 中には Tokbox のように音声だけでなく、画像も同時にビデオメッセージとして送れるサイトもある。
発音指導で、口の動きや、ピッチ等を音声と同時に見せたい場合、また学生の口の動きを見たい場合は、

ビデオメッセージも有効であると考える。ただ問題は、間違えたところだけ巻き戻して再録音するとい

う機能がついていないことで、Tokbox や Vocaroo などのウェブベースツールではこの機能があるもの
は少ないようである。そういった機能を求めるのであれば、やはり DLRecorder や Audacity のように録
音プログラムのソフトウェア自体をダウンロードする必要があるであろう。 
 目標としては、学年を問わず学生の発音やイントネーション、更に発話時の文法の間違い等に対する

意識を高め、話すことに対する恥ずかしさや緊張感を少しでも和らげ、学生の自信につなげることがで

きたらと考えている。 
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資料 A: アンケート 
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資料 B: アンケート結果（本文中に記載していないその他の統計とコメント。コメント横の括弧内の数

字は解答数。） 
 
1. Ease of Use for Wimba and DLRecorder 
 

 
 
2. What did you like and not like most about the assignments? 
 
Like: 

 Elementary 
• Speaking practice (14) 
• Listening skills (9)  
• Listening to your own speech (2) 
• Teacher feedback (7) 
• Fun/funny stories (2) 
• Reading practice (2) 
• Media assignments (1) 
• Questions read twice (1) 
• Adds variety to homework (1) 
• Good review (1) 
• Convenience/can do homework from 

home (1) 
• Didn’t like much of it but I know it was 

good for me (1) 
• Very hard (1) 
• E-mailing application (1) 
• Utilization MA (1)  

Advanced 
• Good for improving my ability and 

confidence in terms of speaking (Practice 
pronunciation and speaking) (7) 

• User friendly, easy to use (5) 

 
Dislike: 
  Elementary 

• Assignments too long (11) 
• Difficult to use programs (7) 
• Setting up extra equipment/ time (5) 
• Don’t feel increase in Japanese skills (5) 
• Can’t rerecord/pause (3) 
• No slider/pause button, couldn’t skip to 

parts we needed to hear again (2) 
• Recording voice is inconvenient (2) 
• No written component (1) 
• Too many assignments (1) 
• Answers didn’t always match, not sure if 

I gave the correct answer or not (1) 
• Very hard (1) 
• Tedious (1) 
• Computer oriented (1) 

Advanced 
• Technical difficulties (compatibility, 

computer froze, etc.) (6) 
• When I messed up and had to start over 

(4) 
 

3-1. How are the assignments effective?  (In what Japanese skill-areas do you think these 
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assignments helped you?)  
 
Elementary  

 

Advanced 
N/A (This question was not included in the 
questionnaire for the advanced-level class.) 
 
 

 
 
3-2. If you think they were not effective, what suggestions do you have for improving the 
assignments? 
 

Elementary 
• Make assignments shorter (6) 
• Do oral reports (2) 
• Students should memorize dialogues (1) 
• Helpful to have the script available (1) 
• Share with other students (1) 
• Better to do this at the beginning of the 

first semester (1) 
• Change the recording programs (2) 
• Work with TA on pronunciation (1) 

 

Advanced 
N/A (This question was not included in the 
questionnaire for the advanced-level class.) 

 
4. How often would you like to have this kind of recording assignment in the future? 
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5. What other assignments or class activities would you like to make use of these recording 
programs? 
 

Elementary 
• Fine as is (2) 
• Record skits/paragraphs/what we did over 

the weekend, Simple Q&A (6) 
• Record Core Conversations (2) 
• Record utilization (2) 
• Video/Movie Transcription (1) 
• Students comment/respond on other 

students’ recording (1) 
• Eavesdropping (1) 
• Answers to media assignments (1) 
• Teacher feedback (3) 

 
 

Advanced 
• Weekly/monthly journal-type recording 

assignments. (1)

6. Compared to other kinds of assignments (media assignment listening comprehension, dictation, 
utilization, writing), describe the amount of effort you put into these recording assignments (besides 
technological issues). 
 

 


