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研究背景研究背景研究背景研究背景

� L1L1L1L1・・・・L2L2L2L2をををを問問問問わずわずわずわず、、、、子子子子どものどものどものどもの理解理解理解理解スキルスキルスキルスキル研究研究研究研究がががが少少少少ないないないない

� 大学生大学生大学生大学生ＥＳＬＥＳＬＥＳＬＥＳＬ学習者学習者学習者学習者のののの読読読読みにおけるみにおけるみにおけるみにおける理解理解理解理解プロセスプロセスプロセスプロセス

• 優れた読み手：スキーマから内容推測

• 不得意な読み手：スキーマを活性化できない

Bensoussan（1992） 「ジグソー・パズル」的方略

� 英語母語児英語母語児英語母語児英語母語児のののの場合場合場合場合

• McKeown（2001) （幼稚園児対象）

絵の特徴が内容理解に干渉・言語への注意不足

• Cain et.al.(2001) （7,8歳児対象）

理解力と推測能力は相関（統合不可） 2
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研究背景研究背景研究背景研究背景
ＬＬＬＬ２２２２のののの子子子子どものどものどものどもの絵本絵本絵本絵本のののの読読読読みみみみ聞聞聞聞かせのかせのかせのかせの理解理解理解理解

� 読読読読みみみみ聞聞聞聞かせにおけるかせにおけるかせにおけるかせにおける子子子子どものどものどものどもの理解過程理解過程理解過程理解過程はははは異異異異なるなるなるなる

� 佐藤佐藤佐藤佐藤とととと佐藤佐藤佐藤佐藤（（（（2008200820082008））））

• 得意得意得意得意なななな学習者学習者学習者学習者はははは絵絵絵絵とととと共共共共にににに言語言語言語言語（（（（単語単語単語単語））））にににに注意注意注意注意をををを向向向向けるけるけるける

• 前前前前のののの場面場面場面場面からからからから内容推測内容推測内容推測内容推測をををを行行行行うううう（（（（coherentcoherentcoherentcoherent））））

• 不得意不得意不得意不得意なななな学習者学習者学習者学習者はははは絵絵絵絵によりによりによりにより注意注意注意注意をををを向向向向けるけるけるける傾向傾向傾向傾向がががが強強強強いいいい

研究目的研究目的研究目的研究目的

� ストーリーストーリーストーリーストーリーをををを理解理解理解理解するするするする過程過程過程過程がががが異異異異なるときになるときになるときになるときに、、、、内容推測内容推測内容推測内容推測のののの

誤誤誤誤りりりり過程過程過程過程もももも異異異異なるのかなるのかなるのかなるのか？？？？

原因原因原因原因やややや推測誤推測誤推測誤推測誤りのりのりのりのソースソースソースソースはどこにあるのかはどこにあるのかはどこにあるのかはどこにあるのか？？？？
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図図図図１１１１：：：：上位上位上位上位6名名名名とととと下位下位下位下位6名名名名のののの比較比較比較比較

ストラテジーストラテジーストラテジーストラテジー使用頻度使用頻度使用頻度使用頻度
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図図図図２２２２：：：：上位上位上位上位6名名名名とととと下位下位下位下位6名名名名のののの比較比較比較比較②②②②

一回一回一回一回にににに使用使用使用使用するするするするストラテジーストラテジーストラテジーストラテジーのののの個数個数個数個数



図図図図３３３３. 上上上上・・・・下位児童下位児童下位児童下位児童ののののストラテジーストラテジーストラテジーストラテジー
のののの組組組組みみみみ合合合合わせわせわせわせ比較比較比較比較

S→→→→単語単語単語単語のののの音音音音
P→→→→絵絵絵絵のののの理解理解理解理解
C→→→→内容内容内容内容のののの推測推測推測推測
N→→→→非言語音非言語音非言語音非言語音
B→→→→背景的知識背景的知識背景的知識背景的知識
E→→→→情緒的反応情緒的反応情緒的反応情緒的反応



調査調査調査調査
�1111回目回目回目回目：：：：2007200720072007年年年年6666月月月月

�2222回目回目回目回目：：：：2007200720072007年年年年10101010月月月月

�場所場所場所場所：：：：町田市公立小学校町田市公立小学校町田市公立小学校町田市公立小学校

被験者被験者被験者被験者
町田市公立小学校町田市公立小学校町田市公立小学校町田市公立小学校のののの児童児童児童児童

� 3333年生児童年生児童年生児童年生児童（（（（英語学習歴初年度英語学習歴初年度英語学習歴初年度英語学習歴初年度）））） 9999名名名名

� 5555年生児童年生児童年生児童年生児童（（（（英語学習歴英語学習歴英語学習歴英語学習歴2222面目面目面目面目）））） 10101010名名名名

・・・・・・・・・・・・合計合計合計合計19191919名名名名

調査調査調査調査はははは個別個別個別個別にににに面接形式面接形式面接形式面接形式でででで行行行行うううう



実験方法実験方法実験方法実験方法

１１１１．．．．ＴｈｉｎｋＴｈｉｎｋＴｈｉｎｋＴｈｉｎｋ ＡｌｏｕｄＡｌｏｕｄＡｌｏｕｄＡｌｏｕｄのののの練習練習練習練習

（（（（絵本絵本絵本絵本：：：：Five little Monkeys Jumping on the BedFive little Monkeys Jumping on the BedFive little Monkeys Jumping on the BedFive little Monkeys Jumping on the Bed））））
絵本絵本絵本絵本をををを見見見見せながらせながらせながらせながら1111ページページページページずつずつずつずつ指導者指導者指導者指導者がががが読読読読みみみみ、、、、そのそのそのその後後後後、、、、
児童児童児童児童にににに聞聞聞聞こえてきたこえてきたこえてきたこえてきた単語単語単語単語やややや内容内容内容内容についてについてについてについて詳詳詳詳しくしくしくしく答答答答えるえるえるえる
ようようようよう指示指示指示指示するするするする

例例例例）））） BlockBlockBlockBlock（（（（1986198619861986））））Think Aloud Method Think Aloud Method Think Aloud Method Think Aloud Method をををを参照参照参照参照
� どんなどんなどんなどんな内容内容内容内容だったかだったかだったかだったか？？？？
� どうしてそうどうしてそうどうしてそうどうしてそう思思思思ったかったかったかったか？？？？
� 聞聞聞聞こえてきたこえてきたこえてきたこえてきた単語単語単語単語はあったかはあったかはあったかはあったか？？？？
� そのそのそのその単語単語単語単語はははは以前以前以前以前からからからから知知知知っていたかっていたかっていたかっていたか？？？？
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２２２２．．．．本番本番本番本番
((((絵本絵本絵本絵本：：：：Papa, Please Get the Moon for Me.)Papa, Please Get the Moon for Me.)Papa, Please Get the Moon for Me.)Papa, Please Get the Moon for Me.)

�慣慣慣慣れてきたられてきたられてきたられてきたら、、、、本番用本番用本番用本番用のののの絵本絵本絵本絵本をををを用意用意用意用意しししし、、、、

児童児童児童児童へのへのへのへの読読読読みみみみ聞聞聞聞かせかせかせかせ風景風景風景風景をををを録画録画録画録画するするするする

�指導者指導者指導者指導者はははは主語主語主語主語とととと述語述語述語述語のののの切切切切れれれれ目目目目をををを明確明確明確明確にしにしにしにし、、、、

ゆっくりとゆっくりとゆっくりとゆっくりと情感情感情感情感やややや抑揚抑揚抑揚抑揚をををを付付付付けながらけながらけながらけながら読読読読みみみみ進進進進めるめるめるめる

�指導者指導者指導者指導者はははは1111ページページページページずつずつずつずつ絵本絵本絵本絵本をををを読読読読みみみみ、、、、児童児童児童児童ににににページページページページごとごとごとごと
にににに考考考考えたことやえたことやえたことやえたことや思思思思ったことったことったことったこと、、、、聞聞聞聞こえてきたこえてきたこえてきたこえてきた単語単語単語単語、、、、内容内容内容内容なななな
どどどど詳詳詳詳しくしくしくしく話話話話すようにすようにすようにすように支持支持支持支持をををを与与与与えるえるえるえる。。。。絵本絵本絵本絵本をををを読読読読みみみみ終終終終えたえたえたえた後後後後、、、、
ストーリーストーリーストーリーストーリー内容内容内容内容をををを尋尋尋尋ねるねるねるねる。。。。
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３３３３．．．．アンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査

アンケートアンケートアンケートアンケートをををを実施実施実施実施するするするする

①①①① 主観的理解度主観的理解度主観的理解度主観的理解度をををを問問問問うううう質問質問質問質問 1111問問問問

②②②② 内容理解度内容理解度内容理解度内容理解度をををを問問問問うううう質問質問質問質問 5555問問問問
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計測方法計測方法計測方法計測方法

１１１１．．．．録画録画録画録画したしたしたしたビデオビデオビデオビデオをををを書書書書きききき起起起起こしこしこしこし、、、、ストーリーストーリーストーリーストーリーのののの

19191919場面場面場面場面ごとにおけるごとにおけるごとにおけるごとにおける、、、、児童児童児童児童のののの理解度理解度理解度理解度をををを数値化数値化数値化数値化
[A][A][A][A]

� 完全に理解している・・・3点

� 一部理解している ・・・2点

� いくつかの単語のみ聞き取れている・・・1点

� 全く理解していない・・・0点

・・・57点満点 11



２２２２．．．．アンケートアンケートアンケートアンケートからからからから理解度理解度理解度理解度をををを数値化数値化数値化数値化するするするする。。。。[B][B][B][B]

①①①① ストーリーストーリーストーリーストーリーのののの主観的理解度主観的理解度主観的理解度主観的理解度にににに関関関関わるわるわるわる質問質問質問質問・・・・・・・・・・・・4444点満点点満点点満点点満点
ストーリーストーリーストーリーストーリーはははは理解理解理解理解できましたかできましたかできましたかできましたか？？？？

・・・・とてもよくわかった・・・４点 ・わかった・・・3点
・わからない ・・・2点 ・全くわからない・・・1点

②②②② 質問理解度質問理解度質問理解度質問理解度
内容理解内容理解内容理解内容理解にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる直接的質問直接的質問直接的質問直接的質問・・・・・・・・・・・・6666点満点点満点点満点点満点

Q1.主人公の名前は何でしょう？ ・・・1点
Q2.他に誰が登場しましたか？ ・・・2点
Q3.パパは何をしようとしたの？ ・・・1点
Q4.パパはそれ（Q3の答え）ができましたか？・・・1点
Q5. 物語の最後はどうなりましたか？ ・・・1点 12



3.3.3.3.ストーリーストーリーストーリーストーリーのののの19191919場面場面場面場面ごとにごとにごとにごとに、、、、内容理解内容理解内容理解内容理解にににに用用用用いいいい
たたたたストラテジーストラテジーストラテジーストラテジーをををを分類分類分類分類しししし、、、、そのそのそのその総数総数総数総数ををををカウンカウンカウンカウン
トトトトするするするする

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー6666項目項目項目項目

１１１１．．．．単語単語単語単語やややや表現表現表現表現のののの聞聞聞聞きききき取取取取りりりり

２２２２．．．．絵絵絵絵のののの理解理解理解理解

３３３３．．．．背景的知識背景的知識背景的知識背景的知識のののの活用活用活用活用

４４４４．．．．非言語音非言語音非言語音非言語音のののの聞聞聞聞きききき取取取取りりりり

５５５５．．．．内容推測内容推測内容推測内容推測

６６６６．．．．情緒的反応情緒的反応情緒的反応情緒的反応 13
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4. 19場面場面場面場面をををを理解理解理解理解するためにするためにするためにするために使用使用使用使用したしたしたした総総総総ストラテストラテストラテストラテ

ジージージージーについてについてについてについて、、、、正正正正しくしくしくしく理解理解理解理解にににに結結結結びついたものとびついたものとびついたものとびついたものと
誤誤誤誤りをりをりをりを起起起起こしたものとにこしたものとにこしたものとにこしたものとに分類分類分類分類しししし、、、、カウントカウントカウントカウントするするするする

○○○○ ⇒⇒⇒⇒ 場面場面場面場面をををを正正正正しくしくしくしく理解理解理解理解しているしているしているしている
×××× ⇒⇒⇒⇒ 場面場面場面場面をををを誤誤誤誤ってってってって理解理解理解理解しているしているしているしている



図図図図４４４４.... 場面理解度場面理解度場面理解度場面理解度ととととアンケートアンケートアンケートアンケートによるによるによるによる
主観的主観的主観的主観的・・・・質問理解度質問理解度質問理解度質問理解度のののの比較比較比較比較[A][B][C][A][B][C][A][B][C][A][B][C]
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図図図図5.5.5.5. ストーリーストーリーストーリーストーリー19191919場面場面場面場面ごとのごとのごとのごとの理解度理解度理解度理解度 [A][A][A][A]
57575757点満点点満点点満点点満点

16
・・・・ 全体全体全体全体のののの平均点平均点平均点平均点 ・・・・・・・・・・・・24.724.724.724.7点点点点
・ 平均点平均点平均点平均点・・・・・・・・・・・・上位上位上位上位35.935.935.935.9点点点点 中位中位中位中位22.322.322.322.3点点点点 下位下位下位下位16161616点点点点



図図図図6.6.6.6. アンケートアンケートアンケートアンケートによるによるによるによる
主観的主観的主観的主観的ストーリーストーリーストーリーストーリー理解度理解度理解度理解度（（（（4444点満点点満点点満点点満点）））） [B][B][B][B]

17

• 全体全体全体全体のののの平均点平均点平均点平均点・・・・・・・・・・・・3.23.23.23.2点点点点
• 平均点平均点平均点平均点：：：：
上位上位上位上位3.73.73.73.7 中位中位中位中位3.03.03.03.0 下位下位下位下位2.72.72.72.7

とてもよくわかったとてもよくわかったとてもよくわかったとてもよくわかった・・・・・・・・・・・・４４４４点点点点
わかったわかったわかったわかった ・・・・・・・・・・・・3333点点点点
わからないわからないわからないわからない ・・・・・・・・・・・・2222点点点点
全全全全くわからないくわからないくわからないくわからない ・・・・・・・・・・・・1111点点点点



図図図図7777．．．． アンケートアンケートアンケートアンケートによるによるによるによる質問理解度質問理解度質問理解度質問理解度
（（（（6666点満点点満点点満点点満点）））） [C][C][C][C]

・・・・全体全体全体全体のののの平均点平均点平均点平均点・・・・・・・・・・・・4.74.74.74.7点点点点
・・・・平均点平均点平均点平均点：：：：上位上位上位上位5.95.95.95.9点点点点 中位中位中位中位4.54.54.54.5点点点点 下位下位下位下位3.73.73.73.7点点点点
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図図図図8. 198. 198. 198. 19場面場面場面場面におけるにおけるにおけるにおける全児童全児童全児童全児童のののの
使用使用使用使用ストラテジーストラテジーストラテジーストラテジーとととと推測誤推測誤推測誤推測誤りりりり回数比較回数比較回数比較回数比較
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図図図図9 a.9 a.9 a.9 a. 19191919場面場面場面場面におけるにおけるにおけるにおける上上上上・・・・中中中中・・・・下位児童下位児童下位児童下位児童のののの
使用使用使用使用ストラテジーストラテジーストラテジーストラテジー平均平均平均平均回数比較回数比較回数比較回数比較
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図図図図9. b. 199. b. 199. b. 199. b. 19場面場面場面場面におけるにおけるにおけるにおける上上上上・・・・中中中中・・・・下位児童下位児童下位児童下位児童
推測誤推測誤推測誤推測誤りりりりのののの確率比較確率比較確率比較確率比較



●●●● 中中中中・・・・下位児童下位児童下位児童下位児童にににに見見見見られるられるられるられる誤誤誤誤りりりり例例例例 ①①①①
絵絵絵絵のみからののみからののみからののみからの推測誤推測誤推測誤推測誤りりりり

場面場面場面場面７７７７
Then Papa put the very long ladder on top of the Then Papa put the very long ladder on top of the Then Papa put the very long ladder on top of the Then Papa put the very long ladder on top of the 

very high mountain.very high mountain.very high mountain.very high mountain.

No.11No.11No.11No.11 梯子梯子梯子梯子をををを登登登登ってるのがってるのがってるのがってるのが絵絵絵絵でわかるでわかるでわかるでわかる。。。。

No.13No.13No.13No.13
うわっうわっうわっうわっ、、、、登登登登ってるねぇってるねぇってるねぇってるねぇ。。。。上上上上にににに登登登登ってるっていうかってるっていうかってるっていうかってるっていうか、、、、
どんどんどんどんどんどんどんどん行行行行きそうきそうきそうきそう。。。。

No.16No.16No.16No.16 梯子梯子梯子梯子でででで上上上上のののの空空空空にににに登登登登っていくんじゃないっていくんじゃないっていくんじゃないっていくんじゃない。。。。

No.17No.17No.17No.17 何何何何これこれこれこれ！！！！ パパパパパパパパってってってって聞聞聞聞こえてこえてこえてこえて、、、、絵絵絵絵はははは長長長長いいいい梯子梯子梯子梯子があるがあるがあるがある。。。。

No.18No.18No.18No.18 パパパパパパパパってってってって聞聞聞聞こえてこえてこえてこえて、、、、登登登登ってるのがわかるってるのがわかるってるのがわかるってるのがわかる。。。。
22



� 中中中中・・・・上位児童上位児童上位児童上位児童はははは絵絵絵絵とととと他他他他ののののストラテジーストラテジーストラテジーストラテジーをををを
組組組組みみみみ合合合合わせてわせてわせてわせて推測推測推測推測

場面場面場面場面７７７７
Then Papa put the very long ladder on top of the Then Papa put the very long ladder on top of the Then Papa put the very long ladder on top of the Then Papa put the very long ladder on top of the 

very high mountain.very high mountain.very high mountain.very high mountain.

No.2No.2No.2No.2
多分多分多分多分おおおお父父父父さんがさんがさんがさんが長長長長いいいい梯子梯子梯子梯子をををを山山山山にかけておにかけておにかけておにかけてお月様月様月様月様をををを取取取取りりりり

にににに行行行行くくくく。。。。Papa , longPapa , longPapa , longPapa , long ladder, very high mountainladder, very high mountainladder, very high mountainladder, very high mountainとかとかとかとか
聞聞聞聞こえたからこえたからこえたからこえたから。。。。

No.9No.9No.9No.9

梯子梯子梯子梯子をををを担担担担いでここまできたからいでここまできたからいでここまできたからいでここまできたから、、、、一番下一番下一番下一番下をこのをこのをこのをこの大大大大きなきなきなきな
山山山山にににに立立立立ててねててねててねててね、、、、たぶんたぶんたぶんたぶん登登登登っていこうとしているっていこうとしているっていこうとしているっていこうとしている。。。。
PapaPapaPapaPapaととととladderladderladderladder？？？？さっきもさっきもさっきもさっきも聞聞聞聞こえたやつがこれでこえたやつがこれでこえたやつがこれでこえたやつがこれで（（（（梯梯梯梯
子子子子をををを指指指指すすすす）、）、）、）、mountainmountainmountainmountainってってってって、、、、聞聞聞聞こえたこえたこえたこえた。。。。 23

絵絵絵絵・・・・単語単語単語単語のののの音音音音からからからから推測推測推測推測

絵絵絵絵・・・・単語単語単語単語のののの音音音音・・・・内容推測内容推測内容推測内容推測からからからから推測推測推測推測



�中位中位中位中位・・・・下位児童下位児童下位児童下位児童にににに見見見見られるられるられるられる誤誤誤誤りりりり例例例例 ②②②②
単語単語単語単語のののの音音音音のののの聞聞聞聞きききき誤誤誤誤りりりり

24

MonicaMonicaMonicaMonica
““““I wish I could play with the moon I wish I could play with the moon I wish I could play with the moon I wish I could play with the moon ”””” thought thought thought thought MonicaMonicaMonicaMonica, , , , 
and reached for it.and reached for it.and reached for it.and reached for it.

No.15No.15No.15No.15 ハーモニカハーモニカハーモニカハーモニカみたいなみたいなみたいなみたいな、、、、モニカモニカモニカモニカ！！！！

towardtowardtowardtoward
He carried the very long ladder He carried the very long ladder He carried the very long ladder He carried the very long ladder towardstowardstowardstowards a very high a very high a very high a very high 

mountain.mountain.mountain.mountain.

No.14No.14No.14No.14
大大大大きなきなきなきな岩岩岩岩みたいなのみたいなのみたいなのみたいなの。。。。タワータワータワータワーみたいにみたいにみたいにみたいに聞聞聞聞こえたこえたこえたこえた。。。。
タワータワータワータワーみたいにみたいにみたいにみたいに大大大大きいなってきいなってきいなってきいなって思思思思ったったったった。。。。

muchmuchmuchmuch
But no matter how But no matter how But no matter how But no matter how muchmuchmuchmuch she stretched, she could she stretched, she could she stretched, she could she stretched, she could 

not touch the moon.not touch the moon.not touch the moon.not touch the moon.

No.16No.16No.16No.16 マッチマッチマッチマッチってってってって聞聞聞聞こえたけどこえたけどこえたけどこえたけど、、、、マッチマッチマッチマッチ棒棒棒棒ののののマッチマッチマッチマッチ？？？？



�中中中中・・・・上位児童上位児童上位児童上位児童はははは背景的知識背景的知識背景的知識背景的知識をうまくをうまくをうまくをうまく使使使使ってってってって
単語単語単語単語のののの音音音音をををを推測推測推測推測

25

smallsmallsmallsmall And indeed. The moon got And indeed. The moon got And indeed. The moon got And indeed. The moon got smallersmallersmallersmaller and and and and smallersmallersmallersmaller and and and and smaller.smaller.smaller.smaller.

No.2No.2No.2No.2
smallsmallsmallsmallだからだからだからだから、、、、小小小小さくさくさくさく,,,,小小小小さくさくさくさく,,,,小小小小さくさくさくさく？？？？SmallSmallSmallSmallははははドラドラドラドラえもんでえもんでえもんでえもんでスモールライトスモールライトスモールライトスモールライトってってってって いういういういう

のがあるからのがあるからのがあるからのがあるから小小小小さくだとさくだとさくだとさくだと思思思思ったったったった。。。。

finalfinalfinalfinal
FinallyFinallyFinallyFinally, Papa go to the moon. , Papa go to the moon. , Papa go to the moon. , Papa go to the moon. ““““My daughter Monika , would like to play My daughter Monika , would like to play My daughter Monika , would like to play My daughter Monika , would like to play with with with with 

you ,you ,you ,you ,”””” said Papa., said Papa., said Papa., said Papa., ““““but you are much too big.but you are much too big.but you are much too big.but you are much too big.””””

No.3No.3No.3No.3
なんかなんかなんかなんかfinalfinalfinalfinalってってってって、、、、ファイナルアンサーファイナルアンサーファイナルアンサーファイナルアンサーでででで最後最後最後最後にににに答答答答えるからえるからえるからえるから・・・・・・・・・・・・

最後最後最後最後にはにはにはにはパパパパパパパパがががが月月月月にににに着着着着いたってことだといたってことだといたってことだといたってことだと思思思思うううう。。。。

sizesizesizesize When the moon was just the right When the moon was just the right When the moon was just the right When the moon was just the right sizesizesizesize, Papa took it. , Papa took it. , Papa took it. , Papa took it. 

No.4No.4No.4No.4
うううう～～～～んんんん、、、、サイズサイズサイズサイズ？？？？月月月月がががが…………なんだろうなんだろうなんだろうなんだろうサイズサイズサイズサイズってってってって洋服洋服洋服洋服ののののサイズサイズサイズサイズ？？？？
…………なんだろなんだろなんだろなんだろ大大大大きさきさきさきさ？？？？月月月月のののの大大大大きさがきさがきさがきさが変変変変わったのかなわったのかなわったのかなわったのかな？？？？

ladderladderladderladder Then Papa put the very long Then Papa put the very long Then Papa put the very long Then Papa put the very long ladder ladder ladder ladder on top of the very high mountain.on top of the very high mountain.on top of the very high mountain.on top of the very high mountain.

No.5No.5No.5No.5
ladderladderladderladderってってってって、、、、梯子梯子梯子梯子のことのことのことのこと？？？？フットサルフットサルフットサルフットサルでででで足足足足がががが速速速速くなるくなるくなるくなる練習練習練習練習のののの時時時時ににににラダーラダーラダーラダーっていうっていうっていうっていう

のののの使使使使ううううんだけどんだけどんだけどんだけど、、、、それがそれがそれがそれが梯子梯子梯子梯子みたいでこれとみたいでこれとみたいでこれとみたいでこれと似似似似ているからているからているからているから。。。。

longlonglonglong Papa got a very Papa got a very Papa got a very Papa got a very longlonglonglong ladder.ladder.ladder.ladder.

No.10No.10No.10No.10
なんかなんかなんかなんかlonglonglonglongがわかったからがわかったからがわかったからがわかったから長長長長いいいい梯子梯子梯子梯子をををを持持持持ってるからってるからってるからってるからパパパパパパパパがががが持持持持ってきたってきたってきたってきた。。。。

駄菓子駄菓子駄菓子駄菓子やでやでやでやでlonglonglonglongガムガムガムガムってすごいってすごいってすごいってすごい長長長長いいいいガムガムガムガムがあったがあったがあったがあった。。。。



図図図図10．．．．単語単語単語単語のののの音音音音：：：：一人当一人当一人当一人当たりのたりのたりのたりの種類別平均種類別平均種類別平均種類別平均

回数比較回数比較回数比較回数比較 （（（（上上上上・・・・中中中中・・・・下位児童下位児童下位児童下位児童））））
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図図図図11. 理解度理解度理解度理解度とととと使用使用使用使用したしたしたした単語数単語数単語数単語数・・・・知知知知っているっているっているっている

単語数単語数単語数単語数のののの平均比較平均比較平均比較平均比較（（（（上上上上・・・・中中中中・・・・下位児童下位児童下位児童下位児童））））
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図図図図12. 知知知知っているっているっているっている単語数単語数単語数単語数 品詞別比較品詞別比較品詞別比較品詞別比較

（（（（上上上上・・・・中中中中・・・・下位児童下位児童下位児童下位児童））））
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� 上上上上・・・・中位児童中位児童中位児童中位児童にににに見見見見られるられるられるられる内容推測誤内容推測誤内容推測誤内容推測誤りりりり例例例例
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EveryEveryEveryEvery night I get a little smaller said the moon. night I get a little smaller said the moon. night I get a little smaller said the moon. night I get a little smaller said the moon. ““““When I am just size, When I am just size, When I am just size, When I am just size, 
you can take me with you.you can take me with you.you can take me with you.you can take me with you.””””

No.1No.1No.1No.1
なんかなんかなんかなんかsmallsmallsmallsmallってってってって、、、、聞聞聞聞こえたからこえたからこえたからこえたから、、、、これこれこれこれ想像想像想像想像だけどだけどだけどだけど、、、、あんなにあんなにあんなにあんなに小小小小さくさくさくさく見見見見えたえたえたえた
のにのにのにのにホントホントホントホントにににに見見見見たらすごくたらすごくたらすごくたらすごく大大大大きかったよってきかったよってきかったよってきかったよって。。。。

No.9No.9No.9No.9
パパパパパパパパがががが地上地上地上地上ののののモニカモニカモニカモニカにににに向向向向かってかってかってかって、、、、月月月月はははは大大大大きいんだってきいんだってきいんだってきいんだって言言言言ってるってるってるってる。。。。たぶんたぶんたぶんたぶん、、、、
地上地上地上地上のののの下下下下ででででモニカモニカモニカモニカはははは待待待待っててっててっててってて手振手振手振手振ってってってって待待待待ってるからってるからってるからってるから。。。。

““““PapaPapaPapaPapa”””” said Monica to her father, said Monica to her father, said Monica to her father, said Monica to her father, ““““please get the moon for me.please get the moon for me.please get the moon for me.please get the moon for me.””””

No.6No.6No.6No.6 なんかなんかなんかなんか、、、、月月月月をををを触触触触ってみたいってってみたいってってみたいってってみたいって世話世話世話世話してみたいってしてみたいってしてみたいってしてみたいって、、、、パパパパパパパパにににに言言言言ってるってるってるってる

when the moon was just the right size, Papa took it..when the moon was just the right size, Papa took it..when the moon was just the right size, Papa took it..when the moon was just the right size, Papa took it..

No.7No.7No.7No.7
想像想像想像想像するとするとするとすると、、、、なんかなんかなんかなんか月月月月からからからから、、、、月月月月のののの半分半分半分半分をををを持持持持ってきたぞってってきたぞってってきたぞってってきたぞって感感感感じがするじがするじがするじがする。。。。月月月月
をををを持持持持っておっておっておってお土産土産土産土産というかというかというかというか、、、、家家家家にににに持持持持ってってってって帰帰帰帰るのかなってるのかなってるのかなってるのかなって、、、、これからこれからこれからこれから。。。。

Up and up and up he climbed.Up and up and up he climbed.Up and up and up he climbed.Up and up and up he climbed.

No.12No.12No.12No.12
3333回回回回あったからあったからあったからあったから、、、、遠遠遠遠いいいい、、、、遠遠遠遠いっていっていっていって感感感感じがしてじがしてじがしてじがして、、、、おおおお父父父父さんはさんはさんはさんは、、、、長長長長～～～～いいいい梯子梯子梯子梯子をををを
登登登登ってるからってるからってるからってるから、、、、月月月月までまでまでまで遠遠遠遠いっていっていっていって言言言言ってるってるってるってる。。。。
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� 特徴１

�Cain et.al.(2001)Cain et.al.(2001)Cain et.al.(2001)Cain et.al.(2001)よりよりよりより

• 得意得意得意得意なななな理解者理解者理解者理解者はははは推測推測推測推測をよくをよくをよくをよく行行行行うううう

⇒⇒⇒⇒ LLLL２２２２小学生小学生小学生小学生にもにもにもにも見見見見られるられるられるられる（（（（常常常常にににに内容訂正内容訂正内容訂正内容訂正））））

• 不得意不得意不得意不得意なななな理解者理解者理解者理解者はははは推測量推測量推測量推測量がががが少少少少ないないないない、、、、推測推測推測推測にににに必要必要必要必要なななな情報情報情報情報

のののの記憶記憶記憶記憶ができないができないができないができない、、、、推測推測推測推測のののの必要性必要性必要性必要性をををを感感感感じていないじていないじていないじていない

⇒⇒⇒⇒ LLLL２２２２小学生小学生小学生小学生もももも内容推測内容推測内容推測内容推測のののの数数数数はははは少少少少ないないないない

⇒ LLLL２２２２小学生小学生小学生小学生がががが前前前前のののの場面場面場面場面をををを覚覚覚覚えていないえていないえていないえていない
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� 特徴２

�Barnes et.al.(1996)Barnes et.al.(1996)Barnes et.al.(1996)Barnes et.al.(1996)よりよりよりより

• たやすくたやすくたやすくたやすくアクセスアクセスアクセスアクセスできるできるできるできる知識知識知識知識はははは、、、、推測推測推測推測にににに使使使使いやすいいやすいいやすいいやすい

⇒⇒⇒⇒ L２小学生も、絵や単語を元にして推測する傾向

�Cain et. Al.(2001)Cain et. Al.(2001)Cain et. Al.(2001)Cain et. Al.(2001)よりよりよりより

• 不得意不得意不得意不得意なななな理解者理解者理解者理解者はははは、、、、推測に必要な情報をセレクトで

きない、リスニングが出来にくい可能性もあり

⇒L２小学生も、聞くことと推測能力が密接な関係が

ある可能が強い



● 結論結論結論結論１１１１

①①①①小学生小学生小学生小学生ESLESLESLESLととととNativeNativeNativeNativeのののの小学生小学生小学生小学生のののの理解過程理解過程理解過程理解過程はははは類似類似類似類似するするするする

・・・・ 不得意不得意不得意不得意なななな理解者理解者理解者理解者

NativeNativeNativeNative⇒⇒⇒⇒ １１１１．．．．たやすくたやすくたやすくたやすくアクセスアクセスアクセスアクセスできるできるできるできる知識知識知識知識からからからから推測推測推測推測

2.  2.  2.  2.  リスニングリスニングリスニングリスニング能力能力能力能力がががが低低低低いいいい・・・・よくよくよくよく聞聞聞聞けないけないけないけない

3.3.3.3. 推測量推測量推測量推測量がががが少少少少ないないないない・・・・必要必要必要必要なななな知識知識知識知識がががが覚覚覚覚えられえられえられえられ

ないないないない・・・・推測推測推測推測にににに必要必要必要必要なななな情報情報情報情報ををををセレクトセレクトセレクトセレクトできないできないできないできない

ＥＳＬＥＳＬＥＳＬＥＳＬ ⇒⇒⇒⇒ 1.1.1.1. 絵絵絵絵のみのみのみのみからのからのからのからの推測推測推測推測がががが多多多多くくくく、、、、間違間違間違間違いがいがいがいが多多多多いいいい

2.  2.  2.  2.  単語単語単語単語のののの聞聞聞聞きききき間違間違間違間違いいいいがががが多多多多いいいい

3.  3.  3.  3.  推測量推測量推測量推測量がががが少少少少ないないないない・・・・内容内容内容内容にににに無関係無関係無関係無関係なななな絵絵絵絵やややや

単語単語単語単語のののの音音音音にににに注目注目注目注目しししし、、、、首尾一貫首尾一貫首尾一貫首尾一貫していないしていないしていないしていない
32
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● 結論結論結論結論2222

・・・・ 得意得意得意得意なななな理解者理解者理解者理解者

NativeNativeNativeNative⇒⇒⇒⇒ 背景的知識背景的知識背景的知識背景的知識とととと、、、、テクストテクストテクストテクスト情報情報情報情報をををを統合統合統合統合してしてしてして推測推測推測推測

小学生小学生小学生小学生ＥＳＬＥＳＬＥＳＬＥＳＬ ⇒⇒⇒⇒

1.1.1.1. 内容推測間違内容推測間違内容推測間違内容推測間違いはいはいはいは起起起起こすこすこすこすがががが、、、、いくつかのいくつかのいくつかのいくつかのストラテストラテストラテストラテ

ジージージージーをををを組組組組みみみみ合合合合せてせてせてせて推測推測推測推測するためにするためにするためにするために、、、、ストーリーストーリーストーリーストーリー

からからからから大幅大幅大幅大幅ににににかけかけかけかけ離離離離れたれたれたれた内容推測内容推測内容推測内容推測はははは行行行行わないわないわないわない。。。。

2.2.2.2. 単語数単語数単語数単語数がががが多多多多いいいい・・・・形容詞形容詞形容詞形容詞やややや動詞動詞動詞動詞のののの既知語既知語既知語既知語がありがありがありがあり、、、、

単語単語単語単語からのからのからのからの推測誤推測誤推測誤推測誤りがりがりがりが起起起起こりにくいこりにくいこりにくいこりにくい。。。。

3. 3. 3. 3. 単語単語単語単語、、、、絵絵絵絵、、、、前前前前のののの場面場面場面場面のののの内容内容内容内容からからからから内容推測内容推測内容推測内容推測をををを行行行行いいいい、、、、

推測推測推測推測のののの頻度頻度頻度頻度はははは高高高高くくくく、、、、誤誤誤誤るるるる回数回数回数回数がががが少少少少ないないないない。。。。



�小学生小学生小学生小学生ESLESLESLESLのののの絵本読絵本読絵本読絵本読みのみのみのみの理解過程理解過程理解過程理解過程はははは小学小学小学小学
生生生生ののののNativeNativeNativeNativeのののの理解過程理解過程理解過程理解過程とととと類似類似類似類似しているしているしているしている。。。。

�誤誤誤誤りりりり傾向傾向傾向傾向にににに、、、、得意得意得意得意なななな学習者学習者学習者学習者とととと不得意不得意不得意不得意なななな学習学習学習学習
者者者者でででで違違違違いがいがいがいが見見見見られるられるられるられる。。。。ソースソースソースソースがややがややがややがやや異異異異なるなるなるなる。。。。
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