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　日本語教育メディア・システム開発部門（JEMS）で

は，2009年度に以下の活動を行った。

１．オンライン日本語コースの改訂と運営

２．WebCMJ の改訂と運営

３．委託事業報告

　　（とよた日本語学習支援システム構築）

1．オンライン日本語コースの改訂と運営

1）オンライン読解・作文コース

　2009年度オンライン読解・作文コースは，前期登録

数48名，実施者数19名，修了者数（14課中10課以上80％

以上の成績）10名であった。後期は , 登録数51名，実

施者数18名，修了者数８名であった。2010年３月末の

アクセス数（総ページアクセス数）3384件で，うち学

生2808件，教師576件， トップページアクセス数1114件

であった。

　終了時のアンケート結果では，読解の問題が「専門

的な内容が多くて難しい」，「作文のテーマのうち書

きにくいものがあった」という各１名の意見の他は，

アクセスの方法や問題には特に問題がないという回答

が寄せられた。また，解答後「結果をみるのが楽しみ

だ」という肯定的な意見がほとんどだった。実際の学

習経過を観察したモニター調査（対象者数：７名）で

も，コンピュータに慣れているかどうかにより，多少

個人差はあるが，以下のような結果が得られた。①イ

ンターネットが立ち上がれば，ほとんど問題なくアク

セスできる。②１課分終わるのに，早い学習者で１時

間強，遅い学習者は２時間30分かかる。③解答の保存

などは戸惑うことはほとんどなく，スムーズに処理で

きている。

2）オンライン漢字コース

　http://jems.ecis.nagoya-u.ac.jp/moodle/

　2009年度のオンライン漢字は前期登録数37名，実施

者数10名，６割修了者数４名であった。後期は登録数

59名，実施者数12名，６割修了者数６名であった。

　2008年度後期より導入を試みた Make sentences の

タスク（学習者は漢字の読みの小テストを終えた後，

学習した漢字を使って３つ短文を作り提出する）のお

かげで最後までコースを続ける学生が増え，６割修了

者数も増加した。

　Make sentences のタスクのフィードバックは１人

ずつコメントと点数が表示できるしくみになってお

り，きめ細やかな指導が可能である。 

2．�WebCMJ の改訂と運営

　WebCMJ は，名古屋大学日本語教育研究グループに

よる初級日本語教科書『A Course in Modern Japanese

（改訂版）Vol. １& ２』（名古屋大学出版会，2002）に

基づいて開発された，Web 上で日本語初級レベルの

文法事項および日本語初級で扱われる漢字300字の読

みが反復練習できるコンピュータ教材である。1998年

に初版が開発され，2002年の教科書の改訂に併せて問

題 ･ 形式・デザイン等が全面見直され，現在に至って

いる。

　・WebCMJ 文法版

　　　http://opal.ecis.nagoya-u.ac.jp/webcmjg/

　・WebCMJ 漢字版

　　　http://opal.ecis.nagoya-u.ac.jp/webcmjk/

　WebCMJ を使用するための説明の文章や問題指示

文は，2003年の時点までは英語でのみ表記されていた

が，日本語学習者の世界分布や英語を苦手とする学習
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者の利便性を考慮して，韓国語，中国語（簡体字），中

国語（繁体字），タイ語，スペイン語，インドネシア

語，ポルトガル語，ベトナム語，ロシア語，タガログ

語，フランス語によるWebCMJ多言語版の開発が2004

年度から2008年度にかけて行なわれた。

1）クメール語およびドイツ語版の開発

　東南アジアの日本語学習者の増加を背景に，これま

でタイ語，インドネシア語，ベトナム語，タガログ語

版の開発を行ってきたが，今年度はカンボジアからの

学習者を考慮してクメール語版を開発した。加えて，

フランス語と同様にヨーロッパでの使用が多いドイツ

語版も開発した。クメール語，ドイツ語のそれぞれを

母語とする留学生に，WebCMJ を使用するための説明

の文章や問題指示文の翻訳を依頼し，訳された文章を

Web 上に掲載した。

　・WebCMJ（クメール語版）

　　 http://opal.ecis.nagoya-u.ac.jp/webcmjg/index.

km.html

　・WebCMJ（ドイツ語版）

　　 http://opal.ecis.nagoya-u.ac.jp/webcmjg/index.

de.html

　なお，クメール語版については，通常の日本語版

Microsoft Windows ではクメール語のフォントがサ

ポートされていないため，見るためには専用のフォン

トのインストールが必要となる。

2）活用状況

　WebCMJ は，クラス単位で教師が学習者の成績を

管理できる機能も組み込まれているため，授業での運

用も可能となる。昨年度に引き続き今年度も，留学生

センターで開講している初級日本語研修コース（EJ），

全学日本語プログラムの初級コース（SJ101，SJ102，

IJ111，IJ112）の各授業において WebCMJ を利用し

てもらうため，受講者の ID とパスワードを発行した。

また，教師にその利用方法を案内した。各授業では，

WebCMJ の該当する課を宿題として課し，復習用の教

材として活用された。EJ では，WebCMJ による演習

の時間や補習の時間が設けられた。SJ および IJ でも，

WebCMJ の利用方法説明のための時間が設けられた。

各授業には，必要に応じて，JEMS の教員が補助要員

として参加した。

　アクセスログの分析より，2009年度１年間の総アク

セス数（文法版トップページの閲覧件数，PV）は14,094

件であった。また，アクセス元の IP アドレスおよびド

メイン名の分析より，学外の日本国内はもとより海外

からのアクセスも多数見られ，国内外の日本語学習者

に広く活用されていることがわかった。

3．委託事業報告

　
（とよた日本語学習支援システム構築）

1）会話教材

ａ．2009年度の開発状況

　2008年４月より開発を行っている TNe とよた日本

語 e ラーニングは「市役所編」に続き，「病院編」と

「学校編」の開発を進め，市役所編は多言語版を開発中

である。

ｂ．開発のプロセス

　開発プロセスは病院編も学校編も市役所編と同じ

で，以下に簡単に流れを説明する。

① 　病院や学校で従事されている現場のスタッフに

知っておいて欲しい単語及びフレーズを調査し，そ

れをもとにスクリプトを作成する。

② 　スクリプトを元に動画撮影を行う。

③ 　動画を編集する。

④ 　出来上がった動画から練習問題及び発展練習を加

えたコンテンツをプログラマーに開発依頼する。

⑤ 　実際に学習者に使用してもらい，フィードバック

をしてもらう。

⑥ 　フィードバックをもとに修正を行う。

ｃ．多言語版

　もともとのオリジナル編はポルトガル語のみであっ

たが，スペイン語，英語，中国語そして教師用に日本

語版を作成中である。各場面に約20ある動画全てに翻

訳のサブタイトルが入っているので，それを５言語の

多言語版にするのは時間が必要となってくる。従って

３場面の５言語の多言語版の完成は2011年春を予定し

ている。
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ｄ．3場面の動画の内容

　各場面とも動画を見て会話を練習するという流れ

で，動画は各場面に求められる最低限度の単語やフ

レーズを使ったスクリプトに従って市役所，病院，学

校と実際の現場で撮影した。以下は各場面の動画の内

容及び流れである。

各場面の動画の内容
市役所編
外国人登録の更新をするためにシルバさんが市役所を訪れる。
① 総合案内で案内係にどの課に行ったら良いか聞き，
② 市民課で案内係にどの窓口に行ったら良いか聞き，
③ 市民課の窓口で窓口受付の人と話して外国人登録の更新の

申し込みをする。

病院編
熱があって喉がいたいシルバさんが病院を訪れる。
① 総合受付で受付の人と話して申し込み用紙に記入し，
②内科の受付で受付の人に話して
③診察室で医師の診察を受け，
④会計でお金を払って
⑤薬局で薬をもらう。
学校編
４つの電話をかけるバージョンがある。
①保護者が子供が休む連絡を学校にする
②学校から子供が怪我をしたと連絡が来る
③保護者が学校に子供の忘れ物を問い合わす
④保護者が学校に授業の有無と下校時刻を問い合わせる

ｅ．3場面のタスクの内容

　各場面にはそれぞれ違ったタスクが課されている。

全て動画をもとに必要なフレーズを何度も練習する仕

組みになっている。

話しかける
場所を聞く
意味を聞く
聞き返す
わかったと知らせる
聞いて答えましょう
質問に答えましょう
あいさつをする
軽く謝る
わからない点を確認する
体の調子を伝える
薬の飲み方を理解する
病院で初診の受付をする
聞いてやってみましょう
電話をかけて名乗る
電話を受ける・切る
行けない（欠席する）と伝える
忘れ物をしたと伝える
お願いする
電話をかけて名乗る
聞いて答えてみましょう
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ｆ．今後の予定

　各場面の多言語版を仕上げ，モニターを実施し，最

終調整をするのが次年度の目標である。

2）かな教材

　TNe とよた日本語 e ラーニングの一環として，ひ

らがな・カタカナの文字を自律的に参照・学習するた

めの教材の開発を2008年４月より行ってきた。この教

材ではまずひらがな・カタカナそれぞれについてポル

トガル語での発音表記が付いた50音表が見られる。ま

た，各かなについて，書き順がアニメーションで見ら

れる外部サイトへのリンク「かきかた」，発音がきける

「はつおん」，語彙の例が見られる「ことば」，練習およ

び確認テストができるドリル型 CAI「れんしゅう」の

各メニューが用意されている。

　今年度は昨年度に引き続き「ことば」と「れんしゅ

う」メニューの拡充・開発を行った。

　「ことば」については，この教材の主な利用者であ

る外国人労働者が普段良く目にするであろう語彙のう

ち，基礎的なものを選んでいる。それぞれの語彙につ

いて，ポルトガル語の発音表記と漢字，ポルトガル語

訳，イメージ画像が表示される他，発音を聞くことが

できる。

　「れんしゅう」については，（A）文字を見て正しい発

音を選ぶ問題，（B）発音を聞いて正しい文字を選ぶ問

題，（C）発音を聞いて正しい文字を50音表から選んで

入力する問題が用意されており，学習者が解答すると

即時に正誤判定されて答えがフィードバックされる。

　また，50音表の印刷用のページ（PDF ファイル）も

用意しているが，「とよた日本語学習支援システム」で

開設されている地域の日本語教室では，実際に50音表

を紙に印刷して利用する活用が見られた。

　今後は語彙および練習問題をさらに充実させていく

と同時に，中国語・スペイン語・英語による多言語版

を開発する予定である。

3）履歴書教材

　TNe とよた日本語 e ラーニングの一環として，履

歴書に出てくる語彙について自律的に学ぶため，また

わからない時に調べることができる資料教材の開発を

2008年４月より行ってきた。この教材では，一般的に

使用されている日本語の履歴書フォームが表示され，

フォーム中に出てくる語彙のポルトガル語訳，漢字，

ローマ字，読みがなが見られる。また，その言葉の発

音を聞くことができる。

　今年度は上記に加え，記入例のフォームを別途用意

し，書き方や記入上の注意をポルトガル語で参照でき

る教材を用意した。記入例の各所にマウスカーソルを

重ねると，その箇所の書き方と記入場の注意が表示さ

れる。また，未記入の履歴書フォーム共々，別途印刷

用のページ（PDF ファイル）も用意した。


