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論文 

何が日本語学習者の書く文章を変えるのか 

「動機文」検討の分析から 

張 珍華*  

概要 

本稿では，日本語学習者の書く文章が変わっていくプロセスと，そのプロセス

が生まれる文脈を探ることを目的とし，「対話プロジェクト」実践における学習

者 D が書いた「動機文」の推敲種類，推敲内容，「動機文」検討のやり取りを分

析し，考察した。その結果，D の推敲過程は，読み手の期待に応える過程である

と同時に，D 自身のことを振り返り，掘り下げ，文章化していく過程であったこ

とが分かった。そして，このようなプロセスは，文章中で描かれる対象（視点）

のズレによって生まれたことが推察された。 

 

キーワード 

推敲過程，文章観，期待，応え，視点 

 

1．推敲過程を重視する日本語教育における課題 

近年，日本語学習者（以下，学習者）を対象とする作文の授業では，書き

手だけではなく，読み手の存在にも注目が置かれるようになってきた。代表

的な実践例として，ESL（English as a Second Language）作文教育方法

の一つであるピア・レスポンス（Peer Response）が挙げられる。ピア・レ

スポンスは，Peer review, peer critique, peer workshop, peer feedbackと

も呼ばれ，作文プロセスの中で学習者同士の少人数グループ（ペアあるいは

グループ）でお互いの作文について書き手と読み手が立場を交換しながら検
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討し合う作文学習活動である（池田，2002）。 

ピア・レスポンスに関する実践研究からは，学習者同士のやり取りが教師

フィードバック（教師による個人指導）より学習者の推敲過程に有効である

ことが実証されてきている（池田，2004；松本，1999；杉山，1999；広瀬

2000；景山，2001）。そして，教師添削に頼る傾向が強い作文教育を，読

み手と書き手のやり取りを重視する作文教育へと，指導方法を大きく転換さ

せてきている。更に，いい文章の表現形式に関する研究でも，生の読み手の

声や役割に関する重要性が謳われている（若林，茂呂，佐藤，1992）。 

しかしその一方で，読み手としての学習者の介入によっては，推敲後の文

章に，表現形式面ではその効果がみられるが，内容面ではあまり変化が見ら

れないという研究結果から，学習者の注意をどう文章の内容に向けさせるか

が課題であることが指摘されてきている（広瀬，2000；田中，2011）。学習

者の日本語知識の少なさから，内容に関わる話し合いが難しいとみる見方も

あったが（池田，1999），相互行為による学習者一人ひとりの「書くべき内

容」への気づきによって，作文の内容が変わっていくという研究結果もあっ

た（張，2010）。そして更に，文章の内容の変化を引き起こすための教室で

の対話の質の問題も問われはじめてきている（広瀬，2012）。牲川，細川

（2004）の「日本語表現総合」の実践研究では，高校生一人ひとりが，教室

での議論とインタビューを重ねながら「確かに自分の考えだと実感できるよ

うな「わたし」の表現」を「苦闘しながら探し，作り上げていく」過程が丁

寧に描かれており，日本語教室での対話の質に示唆するところは大きい。し

かし，対象者が日本語学習者でないことから，学習者を表現内容に注目させ

ていくための示唆としては捉えにくい。 

そこで，本研究では，学習者の推敲結果の中，とりわけ，学習者が書いた

文章の内容の変化に焦点を当て，そうした結果がどういう条件の下で，なぜ

生まれたのか，教室実践の文脈を掘り下げることから，その要因を探ること

を目的に，実践記録を分析する。 

2．分析対象と分析方法 

本研究の対象となる教室活動は，早稲田大学の日本語研究教育センター
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（現，日本語教育研究センター）において中級レベル 1 の学習者 5 名を対象

に行った「対話プロジェクト」という実践である。学習者のプロフィールは

以下の通りである。 

 

表 1 学習者のプロフィール 

学習者 出身地関連 日本語学習歴関連 性別 年齢 

A アメリカ 
・5年目程度 
・学部生（日本国際関係学） 

女性 21 

B タイ 
・3年目程度 
・学部生（東方言語学） 

女性 20 

C 
日本生まれ，
ベルギー居住

・日本人 
・学部生（日本学科） 

女性 21 

D スウェーデン ・5年目程度 
・学部生（日本語学科）。 

男性 25 

E インドネシア ・学部 3年生（日本学） 女性 21 

 

本実践では，「他者の考えを受容しつつ，自分の考えていることを日本語

で表現する」ことを目的に，「魅力的な人」だと思う人と「対話」をし，「対

話」した内容をクラスで共有しながらレポートを完成させていく活動を行っ

た。週 9コマ（90分／1コマ）の授業が 15週間（計 116コマ）実施され，

筆者を含む教師 2 名が，それぞれ 3 コマと 6 コマ（筆者）を担当した。学

習者 5 名のほかに，早稲田大学日本語教育研究科の大学院生 1 名がサポー

ターとして，本実践に毎回参加していた。 

活動はまず，「自分がじっくり話をしてみたい，対話をしたい」と思う

「魅力的な人」を決めるために教室で話し合うことから始まる（1 週間程度）。

そして，「対話」をしてみたい「魅力的な人」が決まった学習者は，なぜそ

の人が自分にとって「魅力的な人」であるのか，その理由を文章化する。こ

のときの文章を本教室活動では「動機文」と名づけている。この「動機文」

をクラス内の検討と，推敲を重ねながら，1600 字～2000 字程度の文章にま

とめていく。「動機文」を完成させた学習者は，「動機文」の人物に自分の文

                                                                  
1 1～8 レベルまである中で 4 レベルであった。本実践の設計は細川英雄（2002）
によってされた。 
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章を読んでもらったうえ，「動機文」のテーマでその人と「対話」をする。

「対話」の後は，話し合った内容と，「対話」を通じて書き手が考えたことを

書いて，クラスで報告をする。その後，レポート全体をまとめる「結論」を

書くという活動を行なった。 

以上の活動内容からも分かるように，「動機文」は，「動機文」完成後の活

動である「対話」のテーマでもあり，レポート全体の軸になる部分でもある。

そのため，本実践では教師を含む参加者全員が，書き手が「対話」活動に

移っても良いという合意に達するまで「動機文」の検討を行なった。 

そこで本研究は，この「動機文」の完成過程に注目をした。とくに，「動

機文」の検討において，「対話」活動への合意を得るまで時間がかかり，「動

機文」の提出数が一番多くなった（15 回 2／8 週間）学習者 D（以下，D）

の推敲過程を分析の対象とした。分析に用いるデータは，D が提出した第 1

稿～第 15 稿の「動機文」と，「動機文」を検討するために行なったやり取

りを録音し，文字化したものである 3。 

分析は，1．～3．の手順により行なった。 

1. 教室での「動機文」検討後，D が「動機文」の「どこ」を「どう」

書き直していたかを明らかにするために，D の「動機文」の推敲種

類を分析する。推敲種類は Faigley & Witte（1981）を日本語に合

わせて設定しなおした広瀬（2000）の分類基準を援用したもので，

大きく「形式での推敲」と「内容に関わる推敲」に分けられている。 

2. 推敲種類の分析結果に基づいて，「内容に関わる推敲」が行われた

「動機文」の箇所を抽出し，「動機文」の内容がどう変わっていった

かについて質的に分析する。 

3. 2．の結果に基づいて，そうした結果がどういう条件の下で，なぜ

生まれたのか，その要因を探ることを目的に，教室で行われた「動

機文」検討のやり取りの記録を質的に分析し，考察する。 

                                                                  
2 D は，3 レベルのクラスで第 1 稿を検討したあと，本実践（4 レベル）に移動し
てきた学習者である。そのため，15 回提出した「動機文」のうち本実践で検討した
「動機文」は第 2稿からである。 

3 授業当初から学習者を含む本実践関係者に授業の音声記録と提出される文章
（メールなどの文章も含む）の使用に関する承諾を受けている。 
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3．分析結果 

3．1．学習者Dの推敲種類 

本節では，D の「動機文」（第 1 稿～第 15 稿）の推敲種類を分析した結

果について述べる。分類基準は，前述の通り Faigley & Witte（1981）を日

本語に合わせて設定しなおした広瀬（2000）の分類基準を援用したもので，

本分析において変更された基準については補足説明を加えた。以下，分類基

準と分析手順についてである。 

表面的な推敲（Surface Changes） 

Ⅰ．形式での推敲（Formal Changes）：語彙，付属語レベルの推敲 

（1） 表記：漢字・ひらがな・カタカナ・句読点などの訂正。振り仮名，

送り仮名の変更・追加・修正。英語の変換による表記訂正。固有名

詞の訂正。 

（2） 文法：活用・時制・文体などの訂正。 

（3） 書式：段落の一字下げ，分かち書き，注釈などの訂正。 

Ⅱ．意味保存レベルの推敲（Meaning Preserving Changes）：テキスト

の内容に影響を与えないレベルの推敲。Faigley & Witte（1981），広瀬

（2000）は，単語レベルの推敲を意味保存レベルの推敲として捉えているが，

本分析では，単語レベルだけではなく，文レベルの推敲でも推敲前の文と意

味が変わらない場合は，意味保存レベルの推敲として見なす。 

（4） 加筆：元の文から推論可能なものの加筆。 

（5） 削除：削除された部分が容易に推論できる削除。 

（6） 書き換え：単語レベルまたは文レベルの書き換えで，文の意味が変

わらない推敲。 

（7） 記述順変更：単純な単語の文内移動。元の文の意味を保持しながら

単語を書き換え，記述順を変えた場合も，記述順の変更と見なす。 

（8） 分割：一文を複数の文に分割する。 

（9） 結合：複数の文を一つの文にまとめる。 

内容に関わる推敲（Text-Based Changes） 

Ⅲ．ミクロレベルの推敲（Microstructure Changes）：テキストの要旨に

は影響を与えないレベルの推敲であるが，情報が加わったり，消えたりする
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推敲。Faigley & Witte（1981），広瀬（2000）では，文レベルに限定して

いるが，本実践のように，少し長い（1600 字～2000 字程度）文章の場合，

文レベルの推敲でも内容に関わる推敲とは言いかねない場合があったため，

文のみならず，単語，段落まで範囲を広げて分析をしている。 

（10） 加筆：元の文に関わる例の提示など，新しいアイディアの加筆。 

（11） 削除：元の文にあったアイディアの削除。削除された部分によっ

て，文章における情報の量は減るが，テキストの要旨には影響を与

えない削除。 

（12） 書き換え：テキストの要旨に影響を与えないレベルで，文全体を書

き換える推敲。 

（13） 記述順変更：元の文のまま，あるいは，元の文を書き換えた上で文

を入れ替える。 

（14）分割：段落内におさまる文の分割。書き換を加えた文の分割も含む。

文の分割によって，テキストの内容に変化をもたらす推敲。 

（15） 結合：段落内におさまる文の結合 

Ⅳ．マクロレベルの推敲（Macrostructure Changes）：要旨や筆者の考え

方の方向を変えるような推敲。段落レベルの推敲に多くみられるとされるが

（Faigley & Witte，1981；広瀬，2000），本稿では，文レベルでも，要旨や

筆者の考え方に関わる推敲の場合はマクロレベルの推敲として分類する。 

（16） 加筆：元の文からは推論できない新しい段落や文の加筆。筆者の重

要な意見が加わる推敲。 

（17） 削除：筆者の意見・考えの削除。 

（18） 書き換え：元の文章を段落ごと書き換え，要旨を変えるような推

敲。 

（19） 記述順変更：段落を超えた文の入れ替えや，段落ごと順番が変わる

等の推敲で，筆者の意見・考えに関わる推敲。 

（20） 分割：段落中の一つのアイディアが複数の段落に分割されることに

よって，テキストの要旨に影響を与えるレベルの推敲。 

（21） 結合：複数の段落に散らばっていたアイディアが一つにまとめられ

る。 

上述した分類基準を用いて，以下の手順で推敲種類を分類した。 
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① 推敲後，文・文章の意味が変わっていないか・変わったかを基準に，

「表面的な推敲」または「内容に関わる推敲」と判断する。 

② 推敲箇所の変化が微妙で，「意味保存レベルの推敲」と，「内容に関

わる推敲」の判断が難しい箇所は，もう一人の評定者と話し合い，

「意味保存レベルの推敲」に分類した。 

③ 推敲された箇所を全て数えることを原則とする。 

④ 本分析は語彙の豊かさを測ることが目的ではなく，推敲箇所の集計

が分析の目的であるため，単語レベルの書き換えの場合，異なり語

数ではなく，延べ語数を数える。 

⑤ 記述順変更と，文の分割は，元の文のままではなく，文の前後の流

れを考え，書き換えを加えざるを得ない場合が多い。この場合は，

書き換えはカウントせず，記述順変更数と分割された回数をカウン

トする。複数の文を一つの文に結合した場合も，まとめられた文の

数をカウントする。 

⑥ 削除された段落がある場合，削除された段落の文の数をカウントす

る。 

⑦ 新たな段落が加筆された場合，付加された段落の文の数をカウント

する。 

以上の分類基準と分析手順で D の推敲種類を分析した結果が表 2 である。

表 2 で示している数字は推敲箇所の数を表したもので，括弧の中のパーセ

ンテージは「表面的な推敲」個所と「内容に関わる推敲」個所を合わせた全

推敲箇所に対する割合を示した値である。 

次節では，以上の結果をもとに，「内容に関わる推敲」が特に多くみられ

た第 2稿，第 5稿，第 6稿，第 7稿に注目をしながら，「動機文」検討時の

やり取りの文字化資料を用いて，D の文章の内容がどういう条件の下で変

化し，その変化がなぜ生まれたのか，実践の文脈を探る分析を行なう。 

やり取りの文字化作業は，実践参加者の発話内容の読みやすさを優先し，

話者交代の時に発話番号を行頭に付し，文末には「。」を付するようにした。

アルファベットは参加者を表し，T が教師（筆者），A，B，C，D，E が学

習者，S がサポーターである。また，発話を文字化するにあたって用いた記

号は，「，」がポーズ，または，リズムの途切れを示し，「，，」または「，，，」 
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表 2 Dの推敲過程における推敲種類とその変化 

第 2稿 第 3稿 第 4稿 第 5稿 第 6稿 第 7稿 第 8稿

13(24%) 20(80%) 70(75%) 6(12%) 16(32%) 17(30%) 27(75%)

第 9稿 第 10稿 第 11稿 第 12稿 第 13稿 第 14稿 第 15稿

表
面
的
な
推
敲 

22(51%) 55(76%) 28(68%) 30(88%) 1(100%) 29(100%) 1(100%)

第 2稿 第 3稿 第 4稿 第 5稿 第 6稿 第 7稿 第 8稿

41(76%) 5(20%) 23(25%) 43(88%) 34(68%) 40(70%) 9(25%)

第 9稿 第 10稿 第 11稿 第 12稿 第 13稿 第 14稿 第 15稿

内
容
に
関
わ
る
推
敲 21(49%) 17(24%) 13(32%) 4(12%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 

 

のように「，」の数を増やすことでポーズの長さを表した。「ー」は音の引き

延ばし，「（笑）」は一人の笑い，「（全員：笑）」は参加者全員が笑い，「？」

は発話末のイントネーションが上昇したことを示す。また，次節の文字化の

資料における下線，波線，太字は筆者によるものである。 

3．2．「動機文」検討 

3．2．1 書き手の文章観が読み手に通用しない 

D の第 1 稿の内容は，頭のいいスミス先生という人との出会いから，自

分もスミス先生のように，教師になり，頑張っている姿を先生に見せたいと

いうものであった（19 文／1 段落）。第 2 稿は，214D の太字部分の説明か

らして，スミス先生の性格をより詳しく説明したものであることが予測でき

る。 

213T：じゃあ，まず D さん先週，えーと，みんなにいろいろコメントを

もらったりとか，アドバイスをもらったんですけど，そこからまた

書き直したんですよね？どこをどのように，えー，どうして書き直

したのか，ちょっと説明してください。 

214D：えーと，もっと詳しく説明したほうがいいかと思って，そのよう

に，書き始めました。（中略）えーと，それ，とりあえず，詳しく

先生の性格と，えーと，性格，性格，ま，性格でね，性格を説明し

て，それからもっと，これからもっと説明しようと思いますけど，
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もうとりあえずここまでがいいと思いました。性格なところと，な

んで，私がそのああいう人になりたいくらい，えーと，尊重してい

る，ことですね。 

実際，第 2 稿ではスミス先生に関する新しい情報が増え，推敲種類の分

析結果でも，「内容に関わる推敲」（41 箇所／76%）が「表面的な推敲」（13

箇所／24％）より多くみられた。内容を要約すると以下の通りである。 

スミス先生は，背が高くて，顔もよくて，柔道もできて，知能指数も

高い凄い人である。その上，謙虚で優しいから「凄すぎる」と思う。

先生との出会いは「漫画会」というところだった。そこには日本語に

興味がある人が多かったので，スミス先生は 1 年間私たちに日本語

を教えてくださった。現在は日本でロボットの仕事をしている。スミ

ス先生はなんでも知っていて，なんでもできる教師であり，友達でも

ある。 

更に，スミス先生のような先生になりたいと思うほど「尊重」しているこ

と，そして，先生のお陰で勉強しようと決心できたという，D 自身に関す

る加筆もみられた。文章全体の流れは，井上・大熊（1985）の「主要語

句」の視点を参考に以下のようにまとめた。 

■第 2稿（42 文／6段落）タイトル：魅力的な人 
スミス先
生系列 

2段落：スミス先生→背，顔，知能指数 180，柔道→凄い 
3段落：     →謙虚，優しい→凄すぎる 
4段落：漫画会→初めて会う。スミス先生が日本語を教える。 
5段落：   →文法，ローマ字禁止，漫画で勉強。 
→現在，日本でロボットの仕事 
6段落：教師，面白い人，横柄 

D系列 
 

6段落：教師になりたいほと尊重→超忍耐や教え方に感心 
先生に会う前，何もしない→先生のお陰，一生懸命に勉強 
知識，優しさ，教え方，謙虚→インスピレーション，魅力的 

 

このように，第 2 稿は，214D が言うスミス先生の性格だけではなく，ス

ミス先生の「凄さ」を表す具体例を書き記すことから，スミス先生を「尊重

する」D の気持ちを伝えようとしていたと言えよう。次は，このような第 2

稿をめぐって，読み手と書き手がどういうやり取りを行ったかについてみて

いくことにする。 

第 2 稿の検討では，以下の（場面 1）のやり取りから分かるように，読み
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手から，特に B から「読みにくい」という評価を受ける。B が D の文章が

「読みにくい」と思ったのは，教師の聞き返し（217T）のあとの B の発言

（218B と 226B の下線部分）から分かるように，文章や一つの段落が「長

い」ことから「何について話したいか」が「分からない」のが原因で「読み

にくい」ということだった。そして，この読みにくさの原因は，「段落」を

うまく使えば取り除くことができるのではないかという，推敲に直接つなが

る提案が Cと Bから出ている（233C，237C，238Bの波線部分）。 

それに対して D は，第 2 稿においてスミス先生に関する情報が多くて，

文章が長いのは，スミス先生が「知識，優しさ」だけではなく，日本語の

「教え方」がいいところまで「全部」を伝えるために書いたからだと説明を

している（374D 太字部分）。更に，「全部」を持っているスミス先生だから

Dにとって「魅力的」であることも強調して話している（376D）。 

■第 2稿の検討（場面 1） 

215T：そうですね，えー，C さんと同じように前よりはもっと詳しく説

明を，いろいろ，性格の部分もそうだし，書いたということなんで

すけど，えーと，どうですか，Bさんと Cさんと Aさん 

216B：（笑）読みにくいです。 

217T：読みにくいです？（笑） 

218B：なんか，でとか，長いと，で，ずっと，なんか，一パラグラフと

か，と長くて，ちょっと読みにくいかな（中略） 

226B：切って，で，なんか，点とか入ったほうがいいかなと思って，そ

れはぱーっとみると，何ついて話したいかどうか分かりませんけれ

ど， 

233C：段落に分ける，のほうがいいと思います。 

234D：うん？ 

235C：文の長さはこれでいいと思いますけど， 

236D：うん 

237C：段落に分けて， 

238B：段落，例えば，これは，スミス先生についてとか，と，次はスミ

ス先生についてとか，これは，えーと，教えて方とか，教え方とか，

ちょっと段落，分けたほうがいいんじゃないかなと思って 
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（中略） 

374D：言いたいことは分かりますけど，でも，スウェーデンで教えても

らったことはね，その，いっぱい話したいことがあれば，えーと，

最初から最後まで書いた，書いたり，あのう，したりほうがいいと，

えーと言われてるからね。えーと，だから，この，このレポートは，

えと，初めて会ったときから，スミス先生にもう会えないように

なってまで，会えないようになったまで，えと，そのう，書いてあ

るからね。だから，えーと，その，知識，優しさ，教え方とかは，

本当にこの人には，一つだけにしたら，えと，足りないと思います

からね。えと，優しさ，ま，優しい人はいっぱいいますから，えー

と，知識，ま，いろんなこと知っている人がいっぱいいますね。で

も，これは全部のところは，1 人に，1 人の中にあるのは本当に珍

しいと思いますからね。だから，魅力的な人だと。 

375T：それを全部持っている人だから，すごいし，魅力的だと。 

376D：うん。魅力的というのは，私の本当に概念ですから，えと，ただ

の知識がある人は選ぶなら魅力的な人は，僕の友達の中には 5 人，

6 人がいますね。優しい人はほとんどみんな。なら，魅力的の意味

がなくなりますね。意味もないです。 

374D の発言には，D 自身が本教室活動に参加する前から持っていたいい

文章の書き方，つまり，「魅力的な人」をテーマにした文章を書いてくださ

いと言われたときに D がイメージするいい文章とは，書き手が伝えたいこ

とがたくさんある場合，たくさんの伝えたいことを書く順番を考え，全部書

き記すという，D の文章観が現れ出ている。第 2 稿でスミス先生に関する

新しい情報が加筆されていたのは，このような D の文章観に基づいていた

ことだと言えよう。しかし，D が持っていた文章観から生まれた「動機

文」は，本教室活動では「読みにくい」という評価を受け，読み手に通用し

ないことが確認できた。 

3．2．2 読み手の書き手への期待 

しかし，D は読み手から「読みにくい」というネガティブな評価だけを

受けていたわけではない。「動機文」に書かれた情報から，「もっと知りた

い」「読んでみたい」という書き手への期待とも言えるような読み手の反応
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もあった（下線部分）。具体的に，読み手が興味を示したのは，スミス先生

と出会う前の D はどういう人だったか（395T，397T 下線部分），スミス先

生との出会いからどういう影響を受けたか（399B，401B 下線部分），そし

て，スミス先生との出会いで D の何がどういうふうに変わったか（405B，

407T，409A下線部分）というところであった。実際，Dの「勉強」に対す

る考え方が，「退屈」（404D），「面倒くさい」（406D）から，スミス先生の

ようになるためには「勉強しかない」（406D，408D 太字部分）というふう

に変わってきたという発言に読み手が興味を示している。 

■第 2稿の検討（場面 2） 

395T：で，最後に，あのう，最後から一，二，三，四行目に，スミス先生の授

業のおかげで一生懸命勉強することに決めました（396D：うん） 

397T：と書いてありますけど，その前には一生懸命に勉強する，しよう

とあまり思わなかったんですか？ 

398D：うん。（T：笑）そうですね。えと，まー，えーと，高校に入って，

卒業して，卒業できて，でも，えーと，なんてあまり，えと，必要だ

け勉強しようかなって考えましたね，えと，本当に，すべきこと，で

もそれ以上にはしない。 

399B：ちょっとアドバイスを，すみません。なんか，中学校の時は，えーと，

先生のイメージはあまりよくない，よくなかったですよね？もし，

えーと，この，スミス先生は，何か，影響を，受けるかどうか，もし

これがあったら，で，今は何か，えーと，えーと，考えた， 

400T：考え直した？ 

401B：考えた，考え直したとか，それの影響，うん，もっとなんか，あ↑，

魅力的人だったらこの人だ私にとって，いいじゃないかなと思います。 

402D：うーん，いい考えですね。  403T：うん，うん 

404D：えーと，先生のことあまり好きじゃないわけないけど，ただ，退

屈だと思った，勉強， 

405B：（笑）それは書いたほうがいいです（笑），多分，みんな初めて，

うん，読んで分かりません。 

406D：うん，面倒くさくてって感じでしたね。でも，スミス先生の，

えーと，知識で，本当に，えとー，本当にいいなーと思って，そん
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なふうになりたいなーと思って，でも，そうなると，やっぱり勉強

しかないね。 

407T：そしたらじゃあ，勉強が嫌いだった自分が，勉強が好きになった？ 

408D：まだ好きじゃない。（全員：笑）でも，勉強しかないと考えるよう

になった，なりました。 

409A：しないわけにはいかない，いかない？ 

410D：そう，そう。でも，まだあまり好きじゃない（全員：笑）なんと

か今しているんだけど（笑）でも，勉強が好きか分からない。 

ここで，本実践の読み手がもとめる文章とは，D が書いていこうとする，

スミス先生の魅力を具体的に詳述した文章ではなく，スミス先生の出会いを

巡る D 自身の過去と現在の姿に興味があることに，D が初めて気付くよう

になったのではないだろうか。しかし，このような読み手の期待は，「魅力

的な人」について書くときの D の文章観とは掛け離れたものである。D は

このような読み手の期待を受容し，読み手の期待に応えることができたのだ

ろうか。次の節では，読み手の期待を受けた D の「動機文」の変化と読み

手の反応についてみていくことにする。 

3．2．3 文章観の保持・読み手の期待への応えとしての推敲 

第 3 稿では，第 2 稿の検討のときに話題となった D の「勉強」と関わる

内容の文が新たに加筆されていた。加筆された 4 文を以下に抜粋し，示し

た。この 4 つの文の加筆によって，第 2 稿にあった 1 文「会った時また勉

強しようかな～と思ったけれどスミス先生の授業の御蔭で一生懸命勉強する

事に決めました。」が新たな一つの段落になる結果となっていた。また，こ

の推敲結果は，第 3 稿の推敲分類にも「内容に関わる推敲」（5 箇所／

20％）のうち，4箇所／16％を占めるという形で現れた。 

■第 3 稿に新たに加筆された部分（タイトル：魅力的な人。全 45 文／11

段落。） 

中学の頃に勉強が大嫌いでしたから。高校をやめて何年間ものんびり

していました。そしてスミス先生に会って，何でも知っているに見え

て，そう言う人になりたいと思いました。私はずっと前からものを

知っている人を感心しているけれども，スミス先生は頭がいいだけで

はなく，頑張り屋さんで，一生懸命に勉強していたから「D 君も日本
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語を勉強したらいつか上手になるに決まってるんだよ」と言われて，

「天才ではなくても勉強するだけで上手に成れるなら私も勉強したら…」

と思って，高校に入学しました。 

上記の加筆内容は，第 2 稿を読んだ読み手が推測できる内容ではない。

また，第 2 稿の検討時に現れた D の文章観からも予想できる内容でもない。

しかし，（場面 2）の読み手とのやり取りを反映させた推敲であることは明

らかである。すなわち，読み手が D の「動機文」を通じて知りたいこと・

興味があること・期待していることは，「スミス先生の凄さ」ではなく，ス

ミス先生との出会い前後の「D の姿」であることを，「勉強」を話題にした

読み手とのやり取りから D が汲み取り，その期待に応えようとして書き加

えた内容であると言えよう。 

そして，（場面 3）に示している通り，「勉強」に対する D の変化が加筆

された第 3 稿は，読み手から「読みやすい」という評価を受けている（39A，

40B 下線部分）。その上，「勉強」をめぐる内容をもっと書いたほうがいい

というふうな反応もあった（119A 下線部分）。一方では，全体的に「ばら

ばら」感があるという指摘もあった（128C，130C下線部分）。 

■第 3稿をめぐる読み手の反応（場面 3） 

39A：前より全然読みやすい 

40B：はい，賛成です。（笑） 

116T：あ，三ヶ月前は，じゃあ，勉強は，入学することはもう考えもし

なかった？ 

117D：し，しましたけど，めんどうくさいなーと，のいう，そういうよ

うな考えをして，えとー，はっきりしなくて，えと，多分スミス先

生の授業に入ってなかったら，その秋には，えと，入学，すること

にならないと思う。 

119A：それを書いたほうがいいと思う。 

128C：少しこう読んでいくと，うーん，内容が，ばらばらになっている

気がするんですけど， 

129D：ばらばら？ 

130C：うーん。自分に，ついての部分があって，またスミス先生につい

ての部分があって， 
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D の第 3 稿が全体的に「ばらばら」感があるのは，スミス先生の魅力に

ついて綴った第 2 稿に，D 自身と関連した「勉強」の話題の文が加筆され

たことで，かえって「動機文」テーマの一貫性を欠く結果をもたらしたから

ではないだろうか。 

第 3 稿における D の加筆は，上述した通り，第 2 稿の検討時に話題とな

り，読み手のほうから読んでみたい，または，知りたいという期待を受け，

第 2 稿の意図とは違う意図で加筆されたもので，それを本分析では読み手

の期待に応える意図というふうに解釈した。つまり，D は，読み手の期待

を受容するため，自分の文章観を読み手の期待にすり合わせた上で推敲した

わけではなく，あくまで，今まで D 自身がもっていた文章観を保持しつつ，

読み手からの反応を受け，その応答としての加筆であったことが言えよう。 

3．2．4 読み手の期待の受容に向けての文章観のすり合わせ 

第 3 稿の検討後に提出された第 4 稿には，スミス先生のクラスの情景を

描いた「動機文」のイントロに該当する 6 文が以下ように加筆されていた。

そして，第 3 稿で初めて加筆された「勉強」を話題とした一つの段落が，

更に書き換え・加筆され，3 つの段落になっていた。そのことで，第 4 稿は

51 文／13 段落となり，第 3 稿（45 文／11 段落）から更に長い「動機文」

となる。このことから第 4稿は，「勉強」に対する Dの姿勢の変化を「書い

たほうがいい」と言った読み手の反応への応えとしての推敲であると同時に，

スミス先生に関する書き方を工夫している書き手 D の姿が見られた推敲結

果だと言えよう。 

■第 4稿で加筆されたイントロ部分（タイトル：魅力的な人） 

「はいはい，皆。お静かに。授業はこれで始まるぞ」，と言ってデーブ

ルを囲んでいた人は，早くまじめになった。今日から，日本語を教え

ていただくから。私は皆と一緒に，現在までのタダの友達を見つめて

いる。これから「先生」と呼ばれたがる人を。「これからひらがなを

教えてやる。これは「あ」だ。こう書くんだ。質問でもあるのか？

じゃ，これは「い」で... 

休憩：「では，これでひらがなの授業が終わった。この字を読める人

は手を上げろ」。誰も上げなかった 
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■第 4稿で書き換え・加筆された部分 

中学の頃に勉強が大嫌いであった。高校をやめて何年間ものんびりし

ていた。（中略）才能があっても頑張らないと何も起こらないと言う

ことで，才能がなくても頑張ると何でもできると言うことである。先

生はこんなことをよく分かっていて，私にこう言った。「（中略）才能

があったら 3 年間，才能がなかったら 5 年間が経つが，いつか上手

になるぞ。」と言われて，（中略）高校に入学した。 

五月に何もする気がなくて，スミス先生に会って，六月にスミス先生

の授業が始まって，日本語を勉強する気になって，七月に高校に入学

することに決めて，八月に入学した。多分，スミス先生に会わな 

かったら，入学することにならなかったと思うのである。 

この第 4 稿に対しては，参加者がメールで感想やアドバイスを D に送っ

ていた。そして，それを読んだ D は第 4 稿を書き直し，第 5 稿を提出して

いた。まずは，第 4稿についての読み手からのコメントを紹介する。 

■第 4稿へのコメント 

① 昔の話とその結果などをスムーズな流れにしてみたらいいと思いま

す。中学生のとき，そして先生に出会ってから，学校ということに

対してどう思ったか書いたらどうですか？ 

② D さんに何か先生から影響を受けるかどうか，D さんの魅力的はど

ういう意味だ，どういう意味，なぜ？魅力的な人，というのは，D

さんにとって，いろんな魅力的な点が一人の人に集まっている，と

いうことですよね？でも，やはり，いろんな点について書くと，ど

れも深く書けなくなってしまうので，レポートがリストみたいなも

のになってしまうと思います。それに先週の目標に D が自分のレ

ポートをもっと面白く書きたいと言いましたよね。だから，スミス

先生の魅力的な点を全部，最初のところに並べて，そのあと，一番

影響を，与えてきた点を一つ選んで，それについて詳しく，面白く，

描写すればどうでしょうか 

③ 中学の頃の話，スミス先生との三ヶ月，勉強に関する今の D さん

の思い，というような，本文の順番を少し気にしながら書いてみて

ください。スミス先生はどんなところが D さんの考えが変えたの
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が，私，個人的にものすごく興味があります。 

このようなコメントを読んだ D は，第 4 稿の「流れ」が「ダメ」だった

ことに「気が付き」，「やり直す」ことを決心したことを語っている（「第 4

稿のコメントを受けて」）。このような決心は，メールでのコメント①③のよ

うな「流れ」に関する指摘と具体的な提案によるものだと思われる。更に，

コメント①②③に共通してみられたのは，スミス先生と出会う前の D，出

会い後の D，現在の Dへの興味である（波線部分）。それを受け，Dは「ス

ミス先生の性格」だけではなく，「僕たちの関係の歴史」「自分の考え」「昔

の考え方」「今の考え方」を説明していこうとする意思を述べている（36D）。 

しかし，コメント②の指摘と提案である「一番，影響を与えてきた点を一

つ選ぶ」という方法は，以下の 37B の反応からも分かるように，推敲に反

映されないようであった。このことは，D が思っているスミス先生の魅力，

つまり，いろいろな魅力を持っていることがスミス先生の魅力であり，その

詳細を書き記したものが良い「動機文」であるという文章観はあまり変わっ

ていないことを現しているのではないだろうか。 

しかし，今までは，D の「木の枝のように」という発話（36D）のように，

読み手の読みたい・知りたいことを単に書き加えていく傾向を見せていたが，

第 4 稿以降は，D 自身の文章観をどのようにすり合わせ，読み手の期待を

どう受容したら良いか，それを模索するための「やり直し」（38D）だった

のではなかったかと考える。 

■第 4稿のコメントを受けて 

31T：はい，こういう意見がありました，ね？ 

32D：うん，これ読んで，えと，やっぱり全くダメになってきました（皆

笑）。ダメになったと，気が付きました。 

33T：あー，気がつきました（笑） 

34D：はい。と， 

35T：それじゃあ，どういうふうに書き直したのか，えーと，皆にね，ど

んなアドバイスが聞きたいのか，そういうのも含めて，コメントを

してください。 

36D：一番，一番大切なところはやっぱり，流れは悪くなってきましたか

ら。えーと，いっ，一回目はここ，そしてそこ，そしてあそこ，え
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と，本当に，木のよう，木の枝のように，あっちこっち，行ったり

して，やっぱりこれはダメだと分かって，最初から，本当に最初の

最初から書いて，少しずつ説明して，したほうが，説明したりした

ほうがいいと思って，と思う，ようになりました。そして，もっと，

このレポートは，3 枚は一番短いですね。でも，10 枚まで，10 枚

までですから，本当に，できるだけ，詳しく，説明したほうがいい

と思いますから，スミス先生の性格とか，僕たちの関係の歴史とか，

えーと，自分の考えかっ，い，前の，昔の考え方と今の考え方とか，

えと，少しずつ説明したほうがいいと，思ってきました。魅力， 

37B：これまだ終わってない？ 

38D：はい，最初，えと，最初から，えとやり直しました。 

39T：まだ途中ですね。で，ですから，じゃあ，前の，この二ページ，二

枚ぐらい書いて送った，ものを，これを材料に，して，素材として，

えーと，この今，新しいレポートを，書き始めた， 

40D：はい。 

3．2．5 読み手の期待の受容と書き手自身を探ること 

ここでは，「やり直し」という宣言があった第 4 稿がどのように書き直さ

れたか，そして，それに対する読み手の反応をみていくことにする。 

第 5 稿は，D の宣言通り，文章の流れや構成が第 4 稿と全然違うものに

なっていた。イントロに当たる部分には，スミス先生のプロフィールが箇条

書きで書かれ（20 文），「D とは・・・誰なのか？」というタイトルの下，

高校を中退して，勉強が嫌いで，やる気のなかった自分についての内容が本

文に加筆されていた。「主要語句」を使った第 5 稿のまとめからも，「動機

文」の中心人物がスミス先生ではなく，D 自身になっていることが分かる。 

■第 5稿のタイトル「Dとは・・・誰なのか？」（3段落/23 文） 

D系列 
1段落：高校退学→勉強が嫌い→数年間のんびり 
2段落：20歳→何もしないことに飽きてきた→漫画会

スミス先生系列 
3 段落：スミスさんに会った→自信がありすぎ→なん

でも知っている 
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■第 5稿に書き換え・加筆された部分 

あれは，16 歳の頃に始まる。私は中学校を卒業し（まあまあの成績

で），高校に入る事になった。でも 4 ヶ月しか通っていなかった。そ

の次の年も，他の高校に入り，また 4 ヶ月後に退学した。理由は，

勉強する気は，どうしても出なかった。長い間，勉強が嫌いだったの

で，好きな勉強でも，集中できなくなってきていた。数年間，のんび

りするようになってしまった。 

読み手のほうからは，高校を辞めるぐらい「勉強」が嫌いだった D が，

なぜ，スミス先生という人によって，大学に行こう・勉強しようと思うよう

になったかについて問いかけがあった（下線部分）。それに対して D

（454D）は，今まで説明をしようと思ったけど，なかなか答えが出なかった

ことと，その理由を模索中であることを言っている。 

■第 5稿をめぐる更なる読み手の期待 

369D：（中略）勉強がなんとなく，嫌いだった。別に理由がありませんで

した。 

370B：なんとなくは（笑）高校に行かないのは(笑）なんとなくじゃない

かな（笑） 

371T：そう，なんとなく嫌いでも，まあまあで行くでしょう？（笑） 

383D：本当に，ただただ嫌でした。 

453T：こういう人が，えーと，スミス先生に会って，今は，大学も通っ

ているし，勉強もしたいと思ってるんですね。じゃあ，その理由が

みんな分かると，納得する。 

454D：その理由はこれからです。えと，前には，も，説明しようと思っ

たんですけど，でもやっぱりなかなか，えと，理由が出なかったん

ですね。 

このような D の模索は，初め D が持っていた「魅力的な人」について書

く文章に関する文章観とはあまり関係のない行為である。つまり，このとき

から過去の文章観を保持しようとする意思がかなり薄れていき，読み手の期

待である，スミス先生との出会いが引き起こした D の変化を表す文章へと，

D の文章観が読み手の期待を受容した形に変わり始めていたのではないか

と思われる。イントロを初め，本文に加筆された 14 文全てが「内容に関わ
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る推敲」に分類されたことからも，第 4 稿からの変化が見受けられる（43

箇所（88%））。 

しかし，D が「これから」書くと言った「理由」は，第 6 稿では読み手

に伝えることができず，第 7 稿をめぐっても，以下のやり取りの下線部分

のように，「理由」を探る問いかけが続いていった。 

■第 7稿をめぐるやり取り 

113A：なんでこの天才を見て， 

114B：うん。 

115A：自分もやると思いましたか。やろうと思ったんですか。 

116D：頑張り屋さんだから。 

117A：で，なんで，その頑張り屋さんを見て，やろうと思ったんですか。

私頑張り屋さんを見ても，ああ，私もやりたいと思わない。 

118B：私も（笑）（皆笑） 

119複数：そうそう。 

120A：私これ読んで，ああ，スミス先生すごいなあと思うんだけど，

やっぱり私もああやりたいなあっと思いません。 

そして，第 7 稿の検討時までは，その答えを D から聞くことができな

かったが，第 8 稿には，その答えと言える，スミス先生から受けた「一番

の影響」が書かれていた。この「スミス先生から受けた影響」は，すでに第

2 稿の検討段階から出ていた話題であるが，第 8 稿になって，やっと文章に

現れる結果となった。それは，「才能」に頼ることなく「努力」をする・「頑

張る」スミス先生の「生き方」であった。そしてそれは，まさに，高校を中

退し，何年も「のんびり」していた D が，大学進学と卒業を目指すように

なった D の中に起きた「生き方」の変化でもあった。このような D の文章

化過程は，読み手に問いかけられ続けていた「理由」を書くことで，読み手

の期待に応える行為であると同時に，D 自身の過去を振り返り，掘り下げ，

自分を探ることから，今の自分の姿を読み手に表していく文章化の過程で

あったとも言えよう。 

■第 8稿で加筆された部分 

もし，スミスさんが自分の才能だけを頼って努力をしなかったら，た

ぶん，いい成績をとるが，普通の仕事をし，普通の人として暮らすと
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思う。大学院の研究生のスミスさんじゃなく，運転手のスミスさんに

なっていたかもしれない。それはスミス先生と話し，分かった。せめ

て頑張る気があれば，何でもできると，彼の生き方を知り，思い始め

た。それはスミス先生から受けた一番の影響である。 

4．考察および結論：書き手と読み手が同じ書く対象（視点）を共
有する活動 

本研究では，「対話プロジェクト」の実践において，学習者 D が書く文章

が，どう変わっていったか，そして，その変容がどのような文脈で起きたか

を探るため，D の「動機文」と教室でのやり取りを，推敲種類の分類結果

に基づいて質的に分析した。 

「対話プロジェクト」の実践では，「魅力的」だと思う人物を一人決め，そ

の人がなぜ自分にとって「魅力的」であるか，その理由について書く「動機

文」を完成させることが参加者の一番目のタスクであった。そして，そのタ

スクは読み手とのやり取りを重ねながら遂行されていった。今回の分析対象

者である学習者 D の場合は，スミス先生という人物を「魅力的」な人物と

決め，その先生が「凄い」と思う理由を，初めはその先生の能力や性格を具

体的に述べる・並べるような書き方で表していた。 

しかし，読み手が D の文章から読みたい・知りたいこと，つまり読み手

が D に期待していたこととは，その先生からどういう「影響を受けたか」

についてであった。D は，このような読み手の期待に応えるため，加筆を

重ねたり，文章を最初から書き直す「やり直し」の作業をしたりしていく。

そして，第 8 稿になって，初めてスミス先生からの「一番の影響」として

「頑張る・努力する生き方」が加筆されるようになった。それまで読み手と

D の間では，スミス先生に出会う前の D と，出会い後の D がどのように変

わったかについて，やり取りが続いていくようになる。そして，だんだん話

題が具体的になっていき，「勉強」が嫌いで，高校を途中で辞めた D が，な

ぜ大学まで進学するようになったか，その「理由」を探るやり取りが行われ

ていた。このように，読み手の期待とも言える反応に応えるために重ねてき

た D の推敲過程は，スミス先生という人に出会う前の自分，出会い後の自
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分を振り返り，自分自身について掘り下げ，その変化を文章化することで，

今の自分の姿を読み手に伝える過程でもあった。 

では，このようなプロセスはどのようにして生まれたのだろうか。 

最初に D が持っていた「動機文」の文章観とは，D の「動機文」の対象

であるスミス先生のことを詳細に記述することであった。そのため，書き手

としての D の視点は当然スミス先生だけに向けていた。しかし，読み手が

向けていた視点は，スミス先生ではなく，スミス先生の出会いがもたらした

D の変化であった。このように書き手と読み手の間には，視点を向けてい

た対象に「ズレ」があったのだ。そして，上述した読み手の期待に応えるた

めの D の推敲プロセスは，書き手が書き表したい対象と，読み手が読み取

ろうとする対象の「ズレ」を，教室でやり取りを積み重ねながら，お互い確

認する・広げる・縮める・すり合わせることで，読み手と同じ対象に視点を

向けようとしたことから生まれたプロセスだと考える。また，このことから，

D の推敲過程は，読み手の期待に応えるため，単に読み手に言われた通り

文章を書き直す受動的なプロセスではなく，読み手と同じ対象に視点を向け

て伝えようとした能動的なプロセスであったのではないかと考える。 

このように，書き手が「何を」書き表したいかという「視点」と，読み手

が「何を」読み取ろうとしているかの「視点」を確かめ，すり合わせていく

ことで生まれるプロセスが，学習者が書く文章に変化を引き起こすという示

唆が得られた。これをもとに今後も学習者の推敲過程の文脈の探求を続け，

学習者の推敲活動を活発にさせる要因を追及し続けていきたいと考えている。 
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