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ڭ ਖभਚ
যमઅइؚ৭लऩऋैୂःथःॊ
人は何かを聞くときに、その音の全てを受け取り、理解しているわけではない。耳に入る全ての音

の中から、自分にとって意味のあるものを選び出し、情報として取り入れている。だから、大勢の人
が、がやがやと話す騒がしい酒場の中であっても、自分のテーブルを囲む人の話声だけは明瞭に耳に
入り、会話をすることができる。認知心理学ではそれを「カクテルパーティー効果」（音声の選択的聴
取）と呼ぶ。これと反対に、「話が右から左へと抜けていく」とか「聞く耳を持たない」ということも
ある。意味がないと判断した言葉は聞き取ることができない。つまり、「聞こえて」いても「聞いて」
はいない。
このように、人は単に音声を耳から取り入れているわけではない。意識的にせよ、無意識的にせよ、

考えながら聞いている。そして、選択的に聞いている。これが、話を聞くということである。このよ
うな特徴は、聞くことの能動的な働きの表れといってよいだろう。
ચऩୂऌ্॑ਔघॊ৾ಆ
学習指導要領において「聞くこと」は「大事なことを聞く（低）」「話の中心に気をつけて聞く（中）」

「相手の意図を捉えながら聞く（高）」などと示されている。このことから分かるように、学習指導要
領で想定している「聞くこと」とは、あらかじめ「聞くべき内容」を話し手が持っていて、聞き手は

、、、、 、、、、

その聞くべき内容を聞き取る力を付けることを目的に学習が組織されている。しかし、そのような「聞
くこと」の学習では、聞き手が意味あることを選んで聞きとっているという能動的な姿は見えにくい。
実際には、聞き手は、話し手の言葉を聞きながら、感じ、考え、そして選び取っているのである。本
研究では、聞き手が判断しながら聞くというような、この能動的な働きに気づくことのできる聞くこ
との学習について考えていきたい。
ここでの「聞きながら感じ、考え、選び取る」という聞き手の能動的な姿とは、必ずしも聞き手に

とって都合のいい情報を受け取ろうとしたり、恣意的に歪曲して聞き取ろうとしたりすることを筆者
は想定していない。むしろ、話し手、聞き手が対話する関係性の中で、どのような価値ある情報がや
りとりされているのかを、メタ認知しながら聞き取ることの重要性を理解することを意図している。
交わし合われる言葉の中で、何が重要なのか、どのような言葉を自分が聞き出しているのかをモニタ
リングしながら、必要な情報を選び取っていく能動的な聞き方を意識的に高めていく学習である。そ
のような能動的な聞き手を育てる学習について、具体的な実践を通して明らかにしていきたい。

ڮ ଢ଼भ৯
「聞きながら感じ、考え、選び取る」という能動的な聞き方を、聞き手が意識することのできる授

研究11



*1学校現場においても、高校生を対象とする「聞き書き甲子園」が 2011年から行われている。また、
歴史研究においても、当事者に直接聞き取って記録する「オーラルヒストリー」などの口述記録の手
法が市民権を得つつある。
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業を開発する。また、その授業を通してあらわれた、聞き手の能動的な姿がどのようなものであるの
かを明らかにする。具体的には次のような課題の解明に向けて検討をしていきたい。
① 学習者はどのような「よい聞き手」のイメージを形成したか。
② 聞き手の能動的な関わりでどのように語りを引き出されたか。
③ 話し手の語りが、聞き手によってどのように再構成されていくか。
④ 聞くことの学習にボイスレコーダーはどのように活用されたか。

گ ચऩୂऌু॑थॊ౸भ৫
৫भଳਡ౸كڭق
⋇ୂऌুभચਙ॑ਬऌলघୂऌછऌभୁણ
聞き手が漫然と話し手の話を聞く活動にするのではなく、聞き手が話し手の話を能動的に引き出し、

聞き取る構えになるような言語活動の設定をすることが重要である。そこで、授業では「聞き書き」
の言語活動を設定することとした。
聞き書きとは、聞き手が話し手の語りを傾聴し、その語りを聞き手が再構成する記録の活動をいう。

聞き書きを積極的に推進している小田（2012）は、聞き書きを「語り手の話を聞き、それをその人の
『話し言葉』で書いて、活字にして後世に残すこと」と述べ、人の生き様を記録することや、文化を
伝承していくことという視点を強調している。そのような点から、近年、地域の職人やお年寄り、ま
た戦争体験者や震災被災者などを話し手として聞き書きをする取り組みが様々なところで行われ、注
目を浴びつつある。*1

言語活動としての聞き書きの特徴は二点ある。一つは、聞き書きの文体である。聞き書きは、語り
手の語りを再現することが求められる。語り手の話の内容だけでなく、口調や人柄までもを読み手が
イメージすることができるような、話し言葉に近い文体を選択する。しかし、話し言葉をそのまま文
章化しても伝わりにくいので、そこは聞き手の手で補筆して、より伝わりやすい文章で再構成するこ
とが求められる。語り手の語られた内容だけでなく、口調などにも耳を澄まして聴くこと、そして、
語り手の伝えようとする言葉や思いを傾聴し、引き出し、それをくみ取って補筆することが求められ
る。ここに聞き手の能動性が表れることになる。
聞き書きの言語活動の特徴の二つ目として、語られたものを整理し、再構成することがあげられる。

語られた内容をすべて書き起こすのではなく、そのなかでより重要なものを取捨選択し、整えていく。
聞き手の視点で、何を価値あるものと感じ、どうそれを表現するか、その選択の過程に、聞き手の能
動性が表れることになる。読むことの学習では、書かれている内容を必要に応じて的確にまとめ、要
約することが読む力を高める。これと同じように、聞くことの学習でも、話された内容を必要に応じ
て再構成するプロセスの中で、聞く力が高められていくことになる。
このように、聞き書きの言語活動においては、その文体の特徴や、語りを再構成するという過程に

よって、聞き手の能動性を高め、聞く力を高めることができるものと考える。

⋈ୂऎऒध॑૭ଳ৲घॊুয়थ
聞くことは目に見えにくい言語活動である。聞き手がどのように聞いているのかを、そのままの状

態では捉えることができない。そこで、聞くことを可視化する手立てが必要となる。
例えば、次のような可視化の工夫を考えている。
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ア 実際に語られた内容と、聞き取りメモ、そして、聞き書きの文章の違いを比較する。
イ 話し手が話す内容を整理したメモと、実際に引き出された語りを比較する。
ウ 複数の聞き手が聞き書きを作成し、その違いを比較する。
アは聞き手の再構成のプロセスを可視化する手立てである。聞き手がどのように話し手の語りを聞

き、そしてその語りを聞き取り再構成していったのかを三者の比較によって浮かび上がらせていく。
イは、聞き手の促しによってどのような語りが生み出されていったのかを捉える工夫である。話し

手は事前に話す内容を考えているが、それだけでなく、聞き手の力によって、さらに話が即興的に生
まれてくることになる。豊かな話を引き出すことのできた聞き手は、能動的に引き出す聞く力をもっ
ている、良い聞き手であるといってよいだろう。
ウは、語り聞き書きとして再構成する、聞き手の能動性を際立たせる工夫である。同じ話を聞いて

も、聞き手によって取り上げる視点や表現する内容は異なる、そこに聞き手の存在が表れる。本単元
では複数の聞き手によって同じ語りから聞き書きを作成させることでその違いを強調させていく。こ
れは優劣をつけるというよりは、聞き手の存在によって、同じ話でもこれほどまでに表現される内容
が異なるのかということに気づかせていく仕掛けである。

⋉ୂऎৡ॑ఁघॊॶشঝقॖ५ঞ॥شॲكشभણ৷
本単元では、聞く能力を拡張するためのツールとしてボイスレコーダーを活用する。
ボイスレコーダーを使用することのメリットとして次の点が上げられる。

・メモすることに過度に気を取られる必要がなく、目の前の話し手に意識を注ぐことができる。
・メモで書き落としたことや聞き落としたことを後で聞き返すことができる。
このようなツールの活用によって、聞く意識がどのように変容するのか、また、どのように聞く力

に影響を及ぼすのか、現時点では未知数のところがある。（取りあえず、聞き取りメモと併用して使用
することとする）本実践を通してボイスレコーダーの活用の可能性を探っていきたい。

भଡ୳౸كڮق
①授業の概要
・単元名 「聞き書き入門」
・対象生徒 お茶の水女子大学附属中学校 1学年４クラス、計 115名（うち帰国生 11人は、授業を一
部のみ実施）
・授業実施日時 2016年７月
本単元は「〇〇さん……を熱く語る」と題し、クラスメートが熱中していることや特技などについ

てインタビューし、それを聞き書きの文体でまとめることとした。
なお、この活動は 9 月に行われる学校行事である生徒祭の活動と連携させた取り組みである。生徒

祭では各クラスで「情熱を持って……を極めている大人に取材する」というテーマで大人を対象にイ
ンタビューする活動を行っている。（生徒祭のテーマが「情熱」であることと関連させている）そこで、
本単元の授業では、その取材の練習として、大人ではなく、まずはクラス内の仲間に対してインタビ
ューをしあい、聞き書きをする活動を設定した。中学生同士で、同じ取材グループの中で交代で聞き
手と語り手の役割をつとめ、聞き書きレポートを作成していく。

②単元の目標
・クラスの仲間の熱中していることを交流する活動に意欲的に取り組み、仲間がどんなことに興味
を持っているのか関心を持って聞くことができる。（関心・意欲・態度）

・クラスの仲間が熱中していることを聞き書きレポートとしてまとめるために、話し手の語りを傾
聴し、質問や受け応えによってそれを引き出すことができる。（話すこと・聞くこと）



*1巻末の参考資料に、発展課題の手引きとレポートの草稿を掲載した。
*2この聞き書きの例文は小田（2012）P7より引用
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・話し言葉と書き言葉の違いを意識して、話し手の口調が文字で伝わるように聞き書きレポートを
作成することができる。（伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項）

③授業の計画（4時間展開）
1時間目 話し手として話す内容を整理する。
2時間目 インタビューをする。
3時間目 聞き書きレポートにまとめる
4時間目 聞き書きレポートを完成させる。お互いに読み合って活動を振り返る。
課外 身近な大人の人を取材対象にして聞き書きレポートを作成する。（総合の課題として設定）*1

④単元の評価
評価する材料は、聞き書きレポートとメモ、振り返りの記述、そしてインタビューの観察（録音デ

ータを含む）とし、次のようなルーブリックを作成して評価することとした。

聞き書きの活動に積極的に取り組み、話し手の言葉を引き出す工夫を具体的に言語化して、それを意
【Ａ】 識したインタビューを行っている。また、話し手が「情熱」を語る言葉が生き生きとイメージできる

ように、インタビューを再構成した聞き書きレポートを作成している。

聞き書きの活動に意欲的に取り組み、話し手の言葉を引き出すための工夫を具体的に言語化できてい
【Ｂ】 るが、実際には不十分な点も散見される。話し手の言葉をなるべく忠実に再現しようとした聞き書き

レポートを作成している。

与えられた課題に取り組もうと努力する姿が見られる。話し手を引き出すための手立てを具体的に言
【Ｃ】 語化できていない。あるいは、聞き取った内容を聞き書きとしてまとめる際に、聞き書きの文体の特

徴を十分に生かしたものとなっていない。

भৰ౸كگق
�ৎ৯ ਵखুधखथਵघઍ॑ତ৶घॊ؛
まず、本単元の趣旨を話し、聞き書きについて説明をした。（スライド写真１）聞き書きの文章のイ

メージを持たせるために下記のスライド（写真２）を提示した。*2

さらに、聞き書きレポートのイメージを持たせるために、作品のモデルを提示した。（写真３）
このようにして、聞き書きの特徴をイメージさせた上で、次回のインタビューに備えて「マンダラ

ート」というマッピング（写真４）で、話し手として自分が話す内容を整理させた。

21
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�ৎ৯ ॖথॱঅগ॑شघॊ؛
インタビューは、グループ内で聞

き手と話し手を交互に体験できるよ
うにした。
１グループ３～５名である。４人

グループの場合、話し手と聞き手が
一人ずつ。そしてメモ係を二人設定
し、二人が同じ人の聞き書きレポー
トを作成する。
インタビューでは、聞き手は、話

し手が用意したマンダラートを参考
に質問を考え、語りを引き出してい
く。語られた内容は、メモ係によっ
て適宜メモを取っていく。インタビ
ューの時間は一人あたり６分～ 10
分である。また、メモの補助として
ボイスレコーダーを各グループに一
台用意した。

写真５はインタビューの様子。
右に座っている話し手に対して隣の聞き手が質

問をしている。
それをメモ係がポイントとなるところを聞き取

りメモしている。

3

聞き書きレポートのモデル（部分）

5

4

マンダラート（事例２の生徒のもの）

インタビューの手引き１
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◆インタビューの手引き
この手引きは、聞き書きをするため

の、聞き手の望ましい姿や具体的な聞
き方について例示したモノである。
このインタビューにおける「いい聞

き手」とは「話し手の主導権を奪わず
に、話し手が熱く語ることができるよ
うな促しをすることができる聞き手」
とし、話し手が気持ちよく語れるよう
な受けこたえをすることができるよう
に、具体的な質問や投げかけの言葉を
示している。

�ৎ৯ ୂऌછऌঞএشॺपऽधीॊ
インタビューが終了したグループは聞き書きのレポートを作成していく。Ｂ５版のレポート用紙に

６～１０分のインタビューで得た内容をまとめていく。全てを文字に書き起こすことは、Ｂ５版とい
う制約上できない。そのため、インタビューした中で、その人の持っている「情熱」を最も引き出す
ことができた内容に焦点化して記事を再構成することが求められる。
聞き書きレポートを作る際には、ボイスレコーダーから会話を聞き返す生徒、メモをもとに新たに

書く生徒などさまざまな姿が見られた。また、聞き書きレポートをまとめる際に取材が不十分だと感
じた生徒は、話し手のところに行って再取材をし、レポートを書き上げる生徒もいた。

�ৎ৯ ୂऌછऌঞএشॺ॑ਛऔचॊ؛उ൩ःपഭा়ढथણ॑ஷॉନॊ؛
およそ二時間を掛けて、二人分の聞き書きレポートを作成した。書き上がった聞き書きは、インタ

ビューした本人に見てもらって事実関係を確認し、また、もう一人の聞き手と読み比べてお互いがど
のような視点で聞き書きを書いたか見比べた。
これらの活動を通して感じたことや、次にインタビューに行くときに意識したいことなどを、活動

の振り返りとして記述してこの授業を終えた。

ୖਗ ମऩপযभয॑౫ৌपखथୂऌછऌঞএشॺ॑ਛघॊق؛়भୖधखथਝك
事後の課外活動として、身近な大人を対象に聞き書きをする課題を設定している。夏休み中に取材

対象となる大人を決めてインタビューをし、それを聞き書きレポートとしてまとめてくる予定である。
（本稿では時間的にその内容までレポートすることはできなかった。なお、この取り組みは学年の総
合的な学習の時間の課題として設定している）

インタビューの手引き２
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ڰ َୂऌછऌُभ౸भઅ
本節では、本単元の学習によって得られた学習者の姿から、次の観点で考察を行う。

考察１ 学習者がとらえた「よい聞き手」のイメージとはどのようなものであったか
考察２ 聞き手の能動的な関わりによってどのように語りが引き出されたか
考察３ 話し手の語りが、聞き手によってどのように再構成されていったか
考察４ 聞くことの学習にボイスレコーダーはどのように活用されたか

અڭ ৾ಆऋधैइञَेःୂऌুُभॖওش४धमनभेअऩुभदँढञऊ
聞き書きの学習を終えた学習者が「よい聞き手」のイメージをどのように形成し、言語化したか、

振り返りの記述から考察していきたい。
まず「自分はよい聞き手だったか」ということについて振り返り、その理由を記述させた。

ۆ ॖথॱঅগشदम ঽؚীमेःୂऌুपऩोञधઓःऽघऊء ٫ ௦ਯ

॔ धथुेःୂऌুपऩोञ ��� �
ॖ ऽँऽँेःୂऌুपऩोञधઓअ ���� ��
क़ नठैदुऩः ���� ��
ग़ ेःୂऌুदमऩऊढञऊुखोऩः ���� ��
ड़ छ॒छ॒ेःୂऌুदमऩऊढञ ٕ �

この「よい聞き手になれた」という回答数が多かったかどうかということは、本研究ではそれほど
重要ではない。むしろ、「よい聞き手」について学習者が考える際に、どのような規準で「よい聞き手」
を捉えていたかということの方が重要である。学習者は「その理由」を次のように記述している。

【その理由（一部）】
○よいタイミングで質問できたから。（アを選択した生徒）
○相手が話したいことを話しきってから新しい質問を言ったり、相づちを打ったりなど「熱い語り」
を邪魔しないように気をつけた。ただ、相手の言ったことを聞き逃してしまったため、少し勢い
が止まってしまうことがあった。（イを選択した生徒）

○一つの質問のあと全く関係のない問いをしてしまった。しかし相づちを打つことができた。（ウを選択した
生徒）
○途中で質問をするときに相手の話をさえぎってしまったり、相手が喜ぶようなリアクションがで
きていなかったかもしれない。（エを選択した生徒）

さらに、「よい聞き手」となるためにはどんなことが大切だと思いますか？ という問いに答えた。
【回答（一部）】
○話し手が楽しく話せるようにする。 ○しっかり相手の目を見て聞く。
○相手の話に反応すること。 ○相手の話の勢いをストップさせずにスピードに乗る。

これらの学習者の記述から、「よい聞き手」について頻出するキーワードや、類似した表現をカテゴ
ライズし、「学習者が意識した『よい聞き手の方略』」としてまとめ、以下のように整理した。
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【学習者が意識した「よい聞き手」の方略】

【話し手のことを考える方略】 【相手の話に共感する方略】
・話し手が話しやすいようにする ・話をよく聞く
・気持ちよくしゃべってもらう ・話に興味を持つ
・相手が話したいことを話してもらう ・相手に共感する
・相手のペースに合わせる ・楽しく聞き、相手に合わせる

【相手に反応する方略】 【対話の流れを作る方略】
・相手をしっかりと見る ・相手が話し終わるまで待つ
・アイコンタクトを取る ・質問するタイミングを考える
・相づちをうつ ・相手を飽きさせない
・リアクションをする ・沈黙の時間を作らない

【効果的な質問を考える方略】 【効果的にメモを取る方略】
・質問を絶えず考えながら聞く ・早く書く
・多めに質問を考える ・箇条書きにしてあとでまとめる
・相手が言ったことをさらに掘り下げるように ・要点をまとめてメモする
・相手が言ったことをさらに広げて聞く ・メモに夢中にならない

考察１のまとめ
このように、学習者はインタビュー活動を通して、「よい聞き手」について様々な側面からそのイメ

ージを形成していることが分かった。また、相手の話を聞きながら、どのように思考を働かせようと
しているのかとらえることができた。
学習者にとっての「よい聞き手」は、「話し手のことを考え、相手の話に共感し、それに反応を示し

つつ、対話の流れを作るために効果的な質問を考え、メモを適切に取る」聞き手である。

અڮ ୂऌুभચऩঢ়ॎॉपेढथनभेअपୁॉऋਬऌলऔोञऊ
考察１では、学習者自身が言語化した「よい聞き手」の姿について整理した。しかし、言語化した

姿をすべての学習者がその通りにできているかどうかはわからない。また、学習者が言語化していな
い、自覚していない「能動的な聞き手」の姿があるはずである。そこで、実際のインタビューの会話
のやりとりを分析し、そこでとらえることのできる「聞き手の能動的な関わり」について考察をして
いきたい。
考察の対象とするのは、聞き手が巧みに話し手の語りに介入し、語りを引き出していると思われる

二つの事例である。複数の事例を取り上げることで、両者に共通する聞き手の能動的な関わりの具体
的なやりとりや、特徴を見いだしていきたい。

হڭ औؚ॒ವ॑ऎୁॊُڶَ
最初は一対一のインタビューでの発話のやりとりを見ていく。なお、このグループは 4 人で、一人

が話し手、もう一人がメインの聞き手、残りの二人がメモ係でサブの聞き手となっている。一人の聞
き手が、10 分間話し手から「納豆」への情熱を引き出していく。（具体的は発話のやりとりは資料編
１を参照）この事例から、話し手を引き出す聞き手の能動的な関わりとして三つの方略を抽出したい。

聞き手の方略１ 感想を述べる
17 Ａ えっと、この中であのどれがいちばんおいしいと思いますか

18 話し手 あの、前、広島の福山にいた時はひきわり納豆をよく食べていました。混ぜや
すいし食べやすいしめっちゃ量も多くてめちゃくちゃおいしくて、ひきわり納
豆大好きだったんですけれども

19 Ａ そう、私も好きなんですよ 感想を述べる
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インタビューでは、一方的に相手の話を聞くだけでは対話は盛り上がらない。やはり、話し手と聞
き手が気持ちを交わし合いながらともに会話を作っていくという雰囲気が大切である。そんな雰囲気
作りに重要なのが、聞き手もそれについての感想を述べるという方略である。この「私も好きなんで
すよ」という共感のコメントを返すことによって、話し手はより熱くなり、語りが引き出されていく
ことになる。

聞き手の方略２ 関心を示す
8 話し手 まず納豆をほかほかのご飯にのせて、それから味噌汁をピチャッとかけて、で、

見た目的には納豆カレーみたいに見えるんですけれども、味めっちゃ美味しく
て納豆って何でも合うんですよ。何でもじゃないんですけれども。

9 Ａ へー

10 話し手 この間チャーハンにかけたときありました。
11 Ａ えー

12 話し手 ご飯に合うんですよ本当に
13 Ａ えー
14 話し手 味噌汁にもあうし、おいしいです。
15 Ａ 多分それは＊さんなりの食べ方ですね。今度食べてみます。

方略１と関連するが、「今度食べてみます」のように、好意的な関心を示すことは、このインタビュ
ーを和やかにするために不可欠な要素となっている。話し手は、自分が愛してやまない対象について
の話をする。そのときに、聞き手が全く関心を示さなかったり、嫌悪感を示したりしたらどうだろう
か。話す気が失せてしまうのではないだろうか。たとえ聞き手にとって関心が無かったり、自分の嗜
好と異なるものであったとしても、聞き手は、話し手が話そうとするものに対して好意的な関心を示
すことを心がけることが必要である。
そのためには、ある程度共通する知識（この場合は納豆について知っていること）が必要であるし、

仮に知らなくても、未知のものに対して知りたい、聞きたいという気持ちを持つことが重要である。
これはスキルというよりは、「異質な他者」を受容する心がけのようなものだろう。

聞き手の方略３ 理解度を示す
27 Ａ おお、へー、えっと、納豆の作り方と言うのはどうやって作るんですか

28 話し手 納豆っていうのはもともとそれが大豆とかみたいにもともとあるのではなく
て、まず大豆を洗って大豆を水につけて、大豆を煮て、納豆菌を少量の水に溶
かして納豆菌液を作って、納豆菌を大豆につけて、種付けをした大豆をタッパ
ーなどの容器に入れて、保温して発酵して、終わりです。

29 Ａ へー、知りませんでした。

この「へー、知りませんでした」というコメントは、インタビューの本筋とはとりあえずは関係が
無い。しかし、話し手にとっては、相手がわかりきったことを伝えるのは無駄な感じがするし、全然
知識がなく、想像もつかないことを伝えることも難しい。この発話のように、「知りませんでした」と
いうコメントや「へー」などの反応を返してくれることで、話し手は相手の理解度をつかむことがで
き、自分の話を先に進めることができるのである。

হڮ औؚ॒॥ॼথ॑ऎୁॊُڷَ
次は、一人の話し手に対し、複数の聞き手（二人）が聞くというスタイルのインタビューの事例を

取り上げる。この事例では聞き手はメモをしながら聞く形になるので、事例１とは違った形のインタ
ビューとなっている。メモなどのツールが対話にどのように影響を及ぼしていくかについても見てい
きたい。

理解度を示す

関心を示す
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聞き手の方略４ 言い換える ※//は会話の途中で割り込む発話を示す
23 話し手 まあそれで、あのーちっちゃいころから本が好きだったから//
24 B //うんうん
25 話し手 そういうのに興味があって読んでたら、//
26 B //うん
27 話し手 面白くなって
28 B あっ、本が好きで、本として読もうと思って読んでたんだけど、面白かった

みたいな、

50 B コナン大好きな、えっ同学年の子？
51 話し手 同学年の子。
52 B 意気投合する（とメモする）

「言い換える」とは、話し手が話した内容を、聞き手が「……ということ」と要約したり、聞き取
ったことを別の表現にして聞き手が伝えることを指す。このような「言い換え」の反応があることで、
聞き手の理解度を示すことになるし、話し手の話すことがどんな意味を持っているのかを、話し手と
聞き手で共有することもできる。

B28 の発話や、B52 の「意気投合する」
などの言い換え表現は、実際にはメモをと
るために話した言葉である。（写真６参照）
メモをとるというワンクッションが挟ま

ることで、聞き手の解釈と、話し手が伝え
たいこととのすりあわせが行われている。
このように、聞き手が自分の解釈をつぶ

やいたり、メモしたりと外化（可視化）し
ていくことで、話し手との情報共有のやり
とりが生まれる。

聞き手の方略５ イメージを言葉にする
32 話し手 他の本も読んでいたけど、でもなんか、それ以外の本はあんま面白くなかっ

たのでまあそういうのを読んでしまっていました。
33 B そしてはまっていったと、ずぶずぶ（とメモする）

34 話し手 ずぶずぶ、ふふふふ

35 B ずぶずぶと

36 Ｃ ずぶずぶと落ちていった

37 B はまっていったんだよ、＊＊さんを勝手に落とすな

38 話し手 はははは

39 Ｃ てか、ずぶずぶやめようよ（Bのメモの記述を消す）

言い換え表現のバリエーションとして、次の「イメージを言葉にする」という方略も確認すること
ができた。聞き手Ｂは、話し手がコナンにはまっていく様子を「ずぶずぶ」と表現している。話し手
の話をもとにして、はまる様子がどのようなものであったのかを擬態語で言い換え、それを話し手に
フィードバックすることで、両者のイメージを共有しようとしている。

言い換える

イメージの

すりあわせ

イメージを

言葉にする

言い換える

6

右は聞き手。メモを取りながらインタビューしている
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聞き手の方略６ 先読みする
42 Ｃ えっとこれ、なんでもありません。この友達って言うのは何？でしょうか
43 話し手 えっと、あの、あの、同じ学童にいた女の子で//
44 Ｃ //コナンマニアでもいたの？//

45 話し手 //そうそうそうそう、なんかそこで盛り上がりましたと、
46 B 学童に同じくマニアック……

47 話し手 マニアっていうわけじゃないですけど、なんかコナンを//

48 Ｃ //コナン大好き

49 話し手 そんな感じ

この話し手とＣとの会話は非常に興味深い。話し手の話にすっかり入っている聞き手ＢＣは、話し
手の話の文脈に一緒に参加し、先読みして会話を創り上げようとする。
話し手 40「同じ学童にいた女の子で」 Ｃ 44「コナンマニアで」 話し手 47「そうそう」のよう

に、話し手と聞き手が一つの文脈に入り込んで会話を進めている。（このような同文脈上の会話のやり
とりを｢共話」と呼ぶ）
同じ文脈に参加して話をするためには、話し手がどのような話を展開するか、聞き手は先読みする

ことが求められる。いや、むしろ、先が読めるからこそ、聞き手も会話に介入して参加したくなって
しまうのだろう。このような積極的な｢共話｣の参加は、話し手の話をスムーズに進めることもあるし、
反対に話し手の 47「マニアっていうわけじゃないけど」の発話のように、話し手から修正を申し出ら
れる場合もある。
聞き手は言い換えや先読みの方略を用いて会話に介入しながら、話し手の語りをイメージ豊かにと

らえ、またスムーズに進めようとする。聞き手による言い換えやイメージの提案と、話し手による修
正のやりとりの中で、情報がより深く共有されていくことになる。

考察２のまとめ
以上見てきたように、聞き手の能動的なはたらきによって、話し手の語りがさまざまに引き出され

ていく様子を確認することができた。
聞き手の能動性とは、まず、話し手の話し出す内容に「反応する」姿として現れる。「うなずき」や

「あいづち」などはもちろんのこと、「理解度を示す」方略や、理解した内容をさらに「言い換え」た
り、「イメージを言葉にする」などのフィードバックをよい聞き手は頻繁に示していた。こうすること
で、話し手は、どの程度自分の話が相手に伝わっているかを把握することができ、より深い話ができ
るように促されていった。
もう一つの重要な聞き手の促しは、話し手の話す内容について好意的な関心を示すこと、そして感

想を述べるということである。本単元のインタビューは、「話し手が情熱を持っていることを聞き手に
伝える」という趣旨のものであった。話し手にとっては、インタビューによって、自分の好きなもの
について理解を深めてもらいたいし、できることなら聞き手も自分の熱中しているものを好きになっ
てほしいと思っているはずである。インタビューや対話は、このような分かち合いや共有の目的を少
なからず持つものである。聞き手は、話し手の話す内容を単に情報として入手するだけでなく、その
熱い思いに対して否定せずに受け入れること、共感すること、できるなら関心を持つことまで期待さ
れている。よい聞き手となるためには、自分とは趣味嗜好や主義主張が異なる他者であっても、それ
を受容するだけの懐の深さが必要だし、また、未知なるものに対する好奇心、関心のようなものも求
められるのだろう。このような情意的な姿勢や態度は、スキルの獲得というレベルでは解決するもの
ではないが、関心を持って他者の話を聞こうとする経験や、自分の考えを共感的に聞いてもらえると
いう経験を積み重ねることで、ある程度は獲得される資質・能力なのではないかと考える。

先読みする

修正する

言い換える
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અگ ୂऌুमनभेअपୁॉ॑ગଡਛखञऊ
本研究では、聞き手の能動的な関わりによって、聞くことそのものも異なるという立場に立って研

究を進めてきた。そこで、本節では、複数の聞き手が、同一の話し手から作成した聞き書きレポート
を比較し、聞き手がどのように語りを再構成しようとしたのか見ていきたい。（なお、実際にインタビ
ューで語られた言葉は巻末資料に掲載されている）

'भୂऌછऌঞএشॺ ْঞএشॺभઅٓ
・トロンボーンの言及がない。

・前半部分は「チューバの良
さ」に焦点を当てている。

・「今と昔のエピソード」では、
楽器とそれにまつわる部活
などの関わりについてまと
めている。

・やや時系列が混乱していて
わかりにくい。

'भওঔ 【メモの考察】
・話し言葉をそのまま
書き取ろうとしてい
る。途中から箇条書
きにかわっている。
（聞き書きの文体を
意識したため？）

・トロンボーンについ
てもメモしている
が、聞き書きには採
用されなかった。

・メモにない内容も聞
き書きの文章に書か
れている。ボイスレ
コーダーを活用して
書いたのだろう。

ـऔؚ॒ٮٮ ௫ஓفपणःथऎୁॊفآ

ٙॳগشংभଐऔढथॎऊॉऽघ"ٙ
基本的にチューバはただただ大きいと思われがちなんですけど優しい音で

しかも低音で良いんですよ。大きいので存在感もあるし。やっぱりかん高い
音じゃなくてうるさい系の音でもないので良いです。
ٙ০धནभग़আ९شॻٙ
今吹奏楽部でチューバをやっているんですよ。今日も朝練に行きたかった

んですけど、音楽室があいてなくて授業中吹奏楽部のことを考えているんで
すよ。全然集中できなくて……、先輩もすごく優しくて良いです。小学校の
時の音楽会で三線をやったんですけど、最初は全然うまくなくて……。でも
だんだんうまくなってきて、うれしかったんです。今週の「あおげばとうと
し」というドラマは吹奏楽に関係しているらしいので見る予定です。チュー
バとか一日練習しないと一週間練習しないのと同じになってしまうのでちゃ
んと練習したいです。 （392文字）

1 2

3 4
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(भୂऌછऌঞএشॺ ْঞএشॺभઅٓ
・「吹奏楽部の楽器」として、チュ
ーバ、トロンボーンについて出
会ったきっかけや魅力についてま
とめている。

・「吹奏楽部への思い」というタイ
トルで、D よりも内容のまとまり
を持たせたわかりやすい記述とな
っている。

・最後の「楽器の思い出」では小学
校時代のエピソードを取り上げて
いるのでタイトルに「小学校の」
という言葉を含める必要があった
かもしれない。

【Eのメモ】

【メモの考察】
・こちらのメモも、やはり話し言葉をそのまま書き取ろう
としている部分がある。
・１と２のメモの内容から、聞き書きレポートとして内容
容を整えるために情報を再構成している。（楽器の魅力に
ついてという観点で二枚のメモから再構成している）
・「一日練習しないと一週間練習しないのと同じ」などの印
象的なコメントは、DE両者共通して残している。
・「あおげばとうとし」などのドラマについての記述は聞き
書きにはなし。（不必要と判断したのだろう）

考察３のまとめ
以上、同一の話し手から、二人の学習者が聞き書きレポートを作成したが、両者の聞き書きのプロ

セスには共通した要素と差異が見られた。
共通する点として、メモの段階で話し手の口調をそのまま記述しようとする意識が働いたと考えら

2

3

فآऔؚ॒௫ஓपणःथऎୁॊٮٮـ

؞ས௫भ௫ஓपणःथ؞
私は今、吹奏楽部でチューバをやっているんですけど、最初トロ

ンボーンをやっていて、形や、大きさや音とかが魅力的でした。ト
ロンボーンはなんか音が分かりにくくて、大変だったんですけどお
姉ちゃんの友達がいろいろ教えてくれました。えっと、チューバは、
他の楽器は結構甲高い音だけど、チューバは低い音で、で、しかも
大きくて顔が隠れるから良いし、先輩がやさしいので選びました。
あと、結構存在感もあるので。
؞ས௫षभઓः؞
今日、朝、音楽室に行ったら先生がいなくてずっと待っていたん

ですけど来なかったので悲しかったです。あと、一日練習しないと、
一週間練習しないのと同じくらいダメージがあるんです。部活が始
まるまでとても待ちきれなくて、授業とかにもそのことをずっと考
えているんです。
؞௫ஓभઓःল؞
小学校のときに三しんを音楽会でやったとき、はじめは全然でき

なかったんですけど、だんだんできるようになってとてもうれしか
ったです。もうそのときから楽器が好きでした。ちなみに私は小学
校のときから音楽が好きでした。 （482文字）

1
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れる。聞き書きの文体がメモに影響を及ぼしている可能性がある。ボイスレコーダーとの併用を考え
ると、そのまま話し言葉を書き取ることは無駄が多いので、効率的なメモの取り方についても工夫さ
せる必要があるだろう。
相違点としては、同じ内容をメモしているのにもかかわらず、聞き書きに取り上げたり、採用しな

かったりという聞き手の判断が働いたという点である。どちらの場合が適切かは、これだけでは評価
することは難しい。聞き書きを制作する段階で、どうまとめるかといった明確な目的や方針をより意
識させるべきであった。
聞き書きレポート全体の構成では、話した内容をそのまま書いて残そうとすると、時系列などが入

り組んでいる場合があり、読み手に伝わりにくいものとなってしまう。読み手に分かりやすくなるよ
うに内容のまとまりを区切ったり、時系列で整理するなどの再構成を意識させることが必要だろう。（こ
の場合、構成力は書く力にあたるのか、聞きとったことを要約するから聞く力になるのか、両者の線
引きは難しい。統合的な能力であると考えるべきだろう）

અڰ ୂऎऒधभ৾ಆपॖ५ঞ॥شॲشमनभेअपણ৷औोञऊ
今回、学習者にとって、ほとんど初めてボイスレコーダーを利用した「聞くこと」の学習を行った、

ボイスレコーダーはグループ（３～ 5 人）に一台貸与され、一人が自由に利用できる状態ではなかっ
たため、限定的な利用にとどまっている。実際どの程度ボイスレコーダーを活用したのかを見ていき
たい。

ۆ ॖ५ঞ॥شॲشमनभங২ણ৷खऽखञऊء ٫ ௦ਯ

॔ ওঔमઞॎङؚஈఠखञఠଢभादધฆ॑છःञ ��� �
ॖ ஈఠखञఠଢधওঔ॑رदؚધฆपखथછःञ ���� ��
क़ ञऽपઅங২पஈఠ॑ୂःथؚँधमওঔऩनऊैઓःলखथછःञ ���� ��
ग़ ऺध॒नஈఠमઞॎङؚওঔऊैઓःলखथછःञ ���� ��

上記の回答から、ボイスレコーダーをほとんど使わない学習者が２割、それ以外の 8割の学習者は、
程度の差こそあれ、メモと併用しながらボイスレコーダーを活用している実態が明らかとなった。
考察３の検討からも、多くの学習者はメモとボイスレコーダーの音声データとの両方を活用し、聞

き書きレポートを作成する実態が明らかになった。今回の聞き書きの学習では、話し言葉をできるだ
け忠実に再現できるような文体が求められたため、ボイスレコーダーの必要度が比較的高かったもの
と考えられる。聞き書きなどのインタビューの学習で、ボイスレコーダーとメモとをどう併用してい
くか、どの程度録音したものを聞き返すか、聞き返す際にはどのような観点で聞けばよいかなどの、
ボイスレコーダーの位置づけや利用のあり方について課題が残った。

ڱ ৰᄷऊैৄइथऌञऒध
本研究では、「聞きながら感じ、考え、選び取る」という能動的な聞き方を学習者が意識することの

できる授業を開発するという目的のもと、『聞き書き入門』の実践に取り組んだ。そして、その授業を
通してあらわれた、聞き手の能動的な姿を検討していった。具体的には次の観点で考察を進めてきた。
① 学習者はどのような「よい聞き手」のイメージを形成したか。
② 聞き手の能動的な関わりでどのように語りが引き出されたか。
③ 話し手の語りが、聞き手によってどのように再構成されていくか。
④ 聞くことの学習にボイスレコーダーはどのように活用されたか。
ここで、実践を通して見えてきたことを整理し、授業のリデザインに向けて検討していきたい。
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َेःୂऌুُपधढथপજऩऒधधमء
①の学習者にとっての「よい聞き手」のイメージとは「話し手のことを考え、相手の話に共感し、

それに反応を示しつつ、対話の流れを作るために効果的な質問を考え、メモを適切に取る」ことであ
ることが分かった。インタビューの活動や学習においては、インタビュアーの直接的な関わり（質問
をするなど）に焦点が当たりがちであるが、実際には学習者は「話し手のことを考える」とか「共感
する」という情意的な面を重視していることが分かる。インタビューの学習では、このように、聞く
スキルといった表層的な要素の指導に止まらず、相手に好意的な関心を持つことや、相手の話し出す
ペースにゆだねるといったような態度的な面を重視して指導することが大切であることが示唆された。
続いて、「相手に反応する」ことや「対話の流れをつかむ」ことについては、相手の話を聞いた上で、

それに柔軟に応じる力が必要とされていることがわかる。相手への反応については「相手を見る」と
か「うなずく」などの言葉で表され、また「対話の流れ」についても、「質問するタイミングをつかむ」
「相手を飽きさせない」などの表現で表されたように、非言語的な要素が重視されていることが分か
る。インタビューの学習においては、相手の発する言葉だけでなく、相手の表情や話の調子などの雰
囲気のような非言語的な要素まで聞き手が感じ取る（見る）ことが重視されていることが分かる。そ
してそれを「うなずく」などの身体動作で応じること重視されている。話し手に好意的な関心を持つ
といったような態度的な面や、非言語的なコミュニケーションを意識的に行うことの重要性を理解し
たうえで、インタビューの学習に取り組ませることが大切である。

َુਵُघॊୂऌুधਵखুभ
②の聞き手の能動的な関わりについては、実際のインタビュー場面を取り出して分析を行った。そ

こでは優れた聞き手の様々な関わりを取り上げることができた。
まず、重要なことは「感想を述べる」「関心を示す」のように、話し手に好意的な態度を示すことで

ある。これは①の考察とも重なり合う点である。
次に学習者から見られたものは、「理解度を示す」「言い換える」「イメージを言葉にする」などの、

話し手の話に対する、聞き手からのフィードバックである。聞き手は、どの程度話を理解しているの
か、どう解釈しているのかなどを随時伝えることが、話し手が安心して話を進めるために有効である。
さらに見られたのは、話し手の文脈に入り込み、先読みして介入する聞き手の姿である。優れた聞

き手による対話では、話し手と聞き手が同じ文脈上でともに会話を創り上げていく「共話」のやりと
りが交わされていた。これは典型的なインタビューの学習で見られる「質問ー応答」モデルにはない
会話のやりとりである。聞き手が寄り添いながら話し手の文脈に参加していくという「共話モデル」
の対話について、インタビューの学習で取り上げることが有効であることが示唆された。

ୁॉ॑ગଡਛघॊୂऌুभோ
続いて、③の聞き手による語りの再構成については、聞き手による差が顕著に表れた。語りの再構

成のプロセスでは、メモ段階ではそれほど大きな差は見られなかったものの、メモから聞き書きへと
移る際に、どんな情報を取捨選択するか、どのように全体の構成を考えて整理するかという点で差が
広がったようである。聞き取ったことをそのまま書こうとする学習者と、聞き取ったことをもとに、
読み手に分かりやすく整理（情報を組み合わせたり、順番を入れ替えたり）する学習者とで聞き書き
の表現に違いが見られた。聞き取ったもの（録音）をもう一度聞き返したり、メモを読み返し、吟味
することの指導を丁寧に行うことで、聞き手が話し手の語りを再構成する意識を高めることができる
ものと思われる。また、どのような聞き取りレポートにしたいか、目的や方針を明確にした上でイン
タビューや聞き書きの作成に取りかかることで、より意識的、意図的に再構成しようとすることがで
きるものと思われる。
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ୂऎऒधभ৾ಆधॶشঝभણ৷
本実践では、聞くことの学習でメモとボイスレコーダーというツールを活用した。それらのツール

は、多くの学習者によって、流れて消えてしまう音声を記録し、あらためて聞き返すために利用され
た。とくに本実践では聞き書きという文体の特徴から、話の内容だけにとどまらず、口調もそのまま
記録することが求められたため、メモをとることに苦労したようである。今後は効果的なツールの活
用、とくにメモとボイスレコーダーの併用について学習者に工夫させていきたい。
メモを取ることの意外な副産物は、話し手と聞き手とでイメージや解釈をすりあわせる際に利用さ

れたということである。インタビューでは、話し手が話した内容が、聞き手によって即座にメモされ
ていく。この書き出されたメモの言葉をめぐって、さらに会話が膨らむやりとりが生まれた。メモに
は聞き手の理解度や解釈が反映される。その解釈が文字となって話し手に伝わり、そこから解釈を吟
味するコミュニケーションが生まれた。メモなどの思考を外化するツールを使うことで、コミュニケ
ーションが促進されることが示唆された。今後は、対話において、情報や解釈を共有するためのツー
ルとして、メモやホワイトボードなどを意識的に活用する学習について考えていきたい。

અધ൴
小田豊二（2012）『聞き書きを始めよう』木星舎

「聞き書き甲子園」HP（http://www.foxfire-japan.com/）2016/08/04閲覧

ଓିَુਵُपणःथ
日本人の会話スタイルの特徴について興味深い指摘を行っているものに水谷信子氏の研究がある。
水谷氏の提唱する「共話」という概念は次のように説明されている。

(1)
「先生、お忙しいところまことに恐れいりますがわたしの書いた作文を見て直していただけないでしょうか」

(2)
先生、
― はい。
あのう、お忙しいところ、まことに恐れ入りますが…
― いえ、いいですよ。
この作文のことなんですが…
― はい。
ちょっと見て直していただけないでしょうか。

水谷氏は、(1)のような表現が中心になる会話を「対話」と呼び、(2)のような表現が中心となる会話を「共話」と
呼ぶ。日本ではどちらかと言えば、(1)のように、相手の応答を考えずに一気に言い切ってしまう言い方よりも、
(2)のようなしどろもどろな言い方のほうが、より心情が伝わると考える傾向がある。水谷氏はこう述べる。
「日本語の個人的な話し合いの基本は、句読点のようにあいづちを頻繁に打って、相手の理解を確かめ、相手の
言おうとすることを絶えず察し、ときには先取りして後を続けるというタイプの話し方である。もし対話という
ものを厳密な意味でとらえて、相手と自分の二者が共通の理解を期待せず、察しあわず、互いに言い分を終わり
まで聞いてから自分の言い分を述べるものと考えれば、「あいづち」の多用に特徴づけられる話し方は対話では
なく、筆者の造語であるが、「共話」とでも呼ぶべき話し方である。対話では話し手と聞き手の二者がそれぞれ
自分の発言を自分で完成するので、二本の話の流れが見られるが、共話では、話し手と聞き手の二者が対立せず、
渾然一体となって一本の流れをつくる。」
水谷信子(1995)「日本人とディベート ―『共話』と対話― 」『日本語学』14-6
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参考資料

事例１ 「納豆を熱く語る」

1 Ａ えーこれから夏さんの納豆の思い出についてインタビューしたいと思います。
よろしくお願いします

2 話し手 よろしくお願いします
3 Ａ えーと、まず、＊＊さんは納豆が好きということで、あのー、いつから好き

になったんですか

4 話し手 あのー、お母さんが言うには、0歳からあのおかゆに入れてふやかして食べて
いたらしいんですけれども、でも0歳の時なので覚えていないです

5 Ａ うふふふ

6 話し手 1番印象に残っているのは、5歳のときにジブリを見ながら納豆味噌汁かけご
飯にして食べてたのがとてもおいしくてそれから大好きになりました。

7 Ａ えー。すごいですね。

納豆味噌汁かけご飯と言うのはどういう味ですか？
8 話し手 まず納豆をほかほかのご飯にのせて、それから味噌汁をピチャッとかけて、

で、見た目的には納豆カレーみたいに見えるんですけれども、味めっちゃ美
味しくて納豆って何でも合うんですよ。何でもじゃないんですけれども。

9 Ａ へー

10 話し手 この間チャーハンにかけたときありました。
11 Ａ えー

12 話し手 ご飯に合うんですよ本当に
13 Ａ えー

14 話し手 味噌汁にもあうし、おいしいです。
15 Ａ 多分それは＊さんなりの食べ方ですね。今度食べてみます。

えっと納豆にはいろんな種類があるらしいんですけれども、どのぐらい種類
があるんですか。

16 話し手 えっと、１2種類以上はあると思います。少なくとも12種類はあります。あの、
私が一般的に食べているのは、糸引き納豆という一般的な納豆で、普通の納
豆で、その納豆を工夫していろんな種類に分けられてて、例えば大粒とか、
中粒とか小粒とか挽き割りとか五斗納豆とかドライ納豆とか塩から納豆とか
ほかにもいっぱい

17 Ａ えっと、この中であのどれがいちばんおいしいと思いますか

18 話し手 あの、前、広島の福山にいた時はひきわり納豆をよく食べていました。混ぜ
やすいし食べやすいしめっちゃ寮も多くてめちゃくちゃおいしくて、ひきわ
り納豆大好きだったんですけれども

19 Ａ そう、私も好きなんですよ

20 話し手 でも東京に来てからはもう売ってなくて、普通の納豆を食べています
21 Ａ えー、売ってないんですか？

22 話し手 あの、家の周りには売ってないんです
23 Ａ あーそうなんですか
24 話し手 最近納豆のたれも何か工夫して売っているのもあって、
25 Ａ ああ
26 話し手 タマゴにも合うんですよ、めっちゃ美味しくて、なんかもうあの、お店であ

のねばねばの食材。料理があったら必ず頼んでいます。ねばねば大好きです。
27 Ａ おお、へー、えっと、納豆の作り方と言うのはどうやって作るんですか

28 話し手 納豆っていうのはもともとそれが大豆とかみたいにもともとあるのではなく
て、まず大豆を洗って大豆を水につけて、大豆を煮て、納豆菌を少量の水に
溶かして納豆菌液を作って、納豆菌を大豆につけて、種付けをした大豆をタ
ッパーなどの容器に入れて、保温して発酵して、終わりです。

29 Ａ へー、知りませんでした。

えーっと、納豆の特徴、えっと何か納豆だっていう特徴はありますか？
30 話し手 納豆だという特徴はねばねばしてて、茶色くて、あの、豆で、くさいにおい

です。
31 Ａ へえ、
32 話し手 でも、なんか、納豆嫌いな人って、臭くてネバネバしているからだと思うん

ですけれども、でも味はめちゃくちゃいいです。
33 Ａ そうなんですか。食べず嫌いとかいいますもんね。

【以下略】

質問(転換）

笑う

感想を述べる

感想を述べる

関心を示す

質問(深める）

感想を述べる

疑問

質問(転換）

理解度を示す

言い換える

理解度を示す
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事例１の話し手が作成したマンダラートと、メモ係が作成した聞き書きレポート
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事例２ 「コナンを熱く語る」

1 Ｃ それでは＊＊さんの、何だっけ
2 B コナン
3 Ｃ コナンについての熱い思いをインタビューしたいと思います。よろしくお願

いします。
4 話し手 よろしくおねがいします
5 話し手 ちなみにバッチってこれね（とバッチを見せる）
6 B えっ、持ってるの？
7 話し手 帽子に付けているの
8 B えーすごい

9 話し手 これが純黒のナイトメアー
10 B ああこれあれか、あの黒い帽子かぶっているの
11 話し手 そうそうあの熱そうな感じの
12 B ちょっと待って、じゃあ最初にコナンを知ったというか関わるようになった

きっかけはなんですか？

13 話し手 えっと、学童っていうところに//入っていて、
14 B //うん、私も行ってたから大丈夫

15 Ｃ //私も入ってたよ

16 話し手 あのそれで//
//うん

その学童に、//
//うんうん

なんとコナンの漫画が１巻から60巻までずらーっと並べてあって
17 Ｃ え、漫画あったのいいな、いいないいな

18 B コナンの漫画が1から６０巻？
19 話し手 はい
20 B すごいな

21 話し手 いやー、もう一から三年生が通うところなのに、そんなもの置いていいのか
という感じだったんだけど、//

22 B //うん
23 話し手 まあそれで、あのーちっちゃいころから本が好きだったから//
24 B //うんうん
25 話し手 そういうのに興味があって読んでたら、//
26 B //うん
27 話し手 面白くなって
28 B あっ、本が好きで、本として読もうと思って読んでたんだけど、面白かった

みたいな、

29 うん
30 話し手 それで
31 B 待って待って「本が好きです」になっちゃった（※メモの訂正をしている）
32 話し手 他の本も読んでいたけど、でもなんか、それ以外の本はあんま面白くなかっ

たのでまあそういうのを読んでしまっていました。
33 B そしてはまっていったと、ずぶずぶ

34 話し手 ずぶずぶ、ふふふふ

35 B ずぶずぶと

36 Ｃ ずぶずぶと落ちていった

感想を述べる

理解度を示す

あいづちを

はさむ

感想を述べる

言い換える

感想を述べる

イメージを

言葉にする

イメージの

すりあわせ

質問する
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37 B はまっていったんだよ、＊＊さんを勝手に落とすな

38 話し手 はははは

39 Ｃ てか、ずぶずぶやめようよ（Bのメモの記述を消す）

40 話し手 はははは
41 B ずぶずぶ消された。はいじゃあ次どうぞ
42 Ｃ えっとこれ、なんでもありません。この友達って言うのは何？でしょうか
43 話し手 えっと、あの、あの、同じ学童にいた女の子で//
44 Ｃ //コナンマニアでもいたの？

45 話し手 そうそうそうそう、なんかそこで盛り上がりましたと、
46 B 学童に同じくマニアック……

47 話し手 マニアっていうわけじゃないですけど、なんかコナンを//

48 Ｃ //コナン大好き

49 話し手 そんな感じ

50 B コナン大好きな、えっ同学年の子？
51 話し手 同学年の子。
52 B 意気投合する（とメモする）

53 話し手 四年生の、五年生から入る、あの何だっけ、あのキリスト教のどっかの、ど
っかの＊＊女学院に行ったんだけどあの人、

54 B そうなんだ
55 話し手 ＊＊かなんかわかんないけど取りあえずキリスト教の学校に行きました
56 B 五年生から？
57 話し手 五年生から入るらしい
58 B 何その微妙なところ

59 Ｃ 小五から寮とか、何かそういう感じの
60 話し手 え、寮というか住んでいるところは結局変わってないみたいなんだけど、ま

あなんかとりあえず五年生に転校というか学校をそこをやめてその学校に行
きましたと

61 B そういう友達がいて、意気投合
62 B えーと、じゃあこのグッズですが

63 話し手 はい
64 Ｃ どこで買うんでしょうか？
65 話し手 えっと、買うっていうかこれは、//
66 Ｃ //映画館とか

67 話し手 あ、そうそう、映画館にあって//
68 B //売ってるよね、ばーっと
69 話し手 そうそう
70 Ｃ 限定グッズみたいの？

71 B そうなんか、映画ごとに売っているんだよね

72 話し手 私映画館で買ったのこれが初めてなんですけど
73 B 「映画館で売っていた」（メモする内容を読み上げている）
74 話し手 あとくら寿司がコナンとコラボしたときに、下敷き、なんだろう、ガチャポ

ンみたいなのがあって、
75 B あーあったねえ

76 話し手 あれで、下敷きとかもらって
77 B あれ全然当たらなくない？

【以下略】

先読みする

修正する

言い換える

疑問

話題をふる

先読みする

補足する

言い換える

理解度を示す
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事例２の話し手が作成したマンダラート

事例３ 「楽器を熱く語る」

1 聞き手 これから＊＊さんの楽器への思いについてインタビューしたいと思います。よろしくお願いします。
2 話し手 えっと私は今吹奏楽部でチューバをやっていて、その前はトロンボーンを先輩が変わるまでやっていたんですけれども、

楽器ってえっと、みてる時もその輝きとか、えっと、大きさとか形とか、見ている私とかなんかすごい嬉しくなるんで
すよ。えっと今やっているチューバでは、なんか、えっと基本的に、ただ大きいだけでいいところが何もないと言われ
ているんですけれども、

3 聞き手 あー
4 話し手 えっと低い音程、低音域の優しい音
5 聞き手 あー
6 話し手 のところとかがやっぱいい感じだし、
7 聞き手 あー
8 話し手 頑張って練習するとえっと、頑張って練習すれば、だんだんうまくなっていくところなんかもすごいいいと思います・

・・・・・・（3秒沈黙）・・・・・・楽器はえっと、一日練習しないと1週間練習していないのと同じになってしまうし、
それでなんか毎日練習したいなと部活が火曜日無いときとか悲しくてちょっと、チューバとかは大きすぎて家に持ち帰
ることができないので、//

9 //あーそうだよね
10 それが昨日は本当に学校に来た意味がないと思うくらいでした。今日も朝練に行こうとしたんですけれども音楽室が先

生が開けてくれなくて、入れなくて、もう部活の時間になるまで授業とかずっとうわの空で聞いていたいなと
11 聞き手 あー、何か集中できない感じ？
12 話し手 （うん）今も部活に行きたいです
13 聞き手 あはは
14 話し手 （2秒沈黙）私がえっと、この1週間楽しみにしていたことは部活と音楽の授業だけで、音楽の授業では、もうその小さ

い音の楽器とか勝手に吹いていていいのでうれしかったです・・・・・えっと、全然関係ないかもしれないんですけれ
ども小学校のときに、えっと、その.三線を音楽会でやったときに初めは全然できなかったんですけれども、だんだんう
まくなっていくことが嬉しくてそれで楽器が好きになりました。チューバは、えっと、やりたくなった理由は、えっと、
本当は、えっとー、姉がやってて

15 聞き手 そうなんだ
16 話し手 しょっちゅう家に持ち帰っていて吹かしてもらっていたので、それで好きになりました。･･･（4秒沈黙）･･･何か質問

して。
17 聞き手 えっとチューバのどんなところ、なんでチューバ、吹奏楽部でなんでチューバを選んだんですか、他にも色々楽器があ

ったと思うんですけれど
18 話し手 うーん、やっぱりなんか姉がやってて好きになったということもあるし、あと他の楽器って、少し甲高い音ばっかりで、

なんかうるさい系の音が苦手なので、あと大きさも大きいからなんか顔隠れるところも好き
19 聞き手 そういうこと
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20 話し手 先輩がすごい優しそうで、
21 聞き手 あー
22 話し手 実際その先輩も、その、一緒に練習してくれたりしたんですけれども
23 聞き手 優しいね､その先輩
24 話し手 ちょっとトロンボーンの先輩は苦手で、なんかあんまり･･･…（不明）・・・・だったです。
25 聞き手 はははは
26 聞き手 なんかその低くで大きいところがチューバを選んだ理由と言うことなんですか？
27 話し手 うん。であとその吹奏楽に関係するそのドラマとかも好きで、えっと、今週の日曜日からある「仰げば尊し」という吹

奏楽のドラマ
28 聞き手 知ってるそれ！
29 話し手 も見る予定です。
30 聞き手 おー
31 話し手 であと「響けユーフォニューム」ていうその深夜にやっていたアニメで、なんかほんとに楽器えっと・・・なんかいろ

いろな楽器があるけれどなんかそれってなんか一つ一つの楽器にはまっている、はまって一生懸命練習をしているコン
クールに出ようとする、えっと吹奏楽部の人たちの様子がよいと思いました。

32 聞き手 あー。小学校のころから三線やったり、音楽は好きだったんですか。
33 話し手 （うなづく）
34 （20秒 お互い沈黙、聞き手がマンダラートをのぞき込む）
35 話し手 うーん、どうしよう。えっと、さっきの話に戻っちゃうんですけれども、トロンボーン、はなんか、そのスライドで、

なんか、動かす、でなんか場所とかがわかりにくくて、で、なんかやりたくないときがあったんですけど、
36 聞き手 あははは
37 話し手 必死になって練習したんですけど、えっと、吹奏楽部のトロンボーンのとき、いろいろ教えてくれてなんか家に来て教

えてくれてうれしかったです。
38 聞き手 以上で＊＊さんのインタビューを終わりにします。ありがとうございました。

【以下略】

発展課題の手引き（身近な大人を取材対象にして聞き書きをする）
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発展課題の聞き書きレポートの草稿（一部）


