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日本での韓国語教育における CCS 活用に関する一提案 

 

 

李 宥定  

 

 

본 연구는 일본 국내의 한국어교육에서 보이는 Classroom Code-Switching 

(以下、 CCSと略する)의 사용 실태와 문제점 그리고CCS의 도입에 관한 몇 

가지 방안 제시를 목적으로 한다.  실제 일본에서 실시되고 있는 

한국어수업을 대상으로 녹음조사를 실시 한 결과, 대상자(주로 교수자) 

모두 수업 중 CCS도입에 대해서는 부정적이지 않았고, 단어의 의미 설명과 

같은 교육적 기능은 물론 교수자와 학습자간의 관계형성을 위한 사회적 

기능도 확인되었다. 그러나 CCS의 활용법에 관하여서는 교수자마다 

차이를 보였고, 빈번하고 규칙적이지 않은CCS의 도입은 학습에 부정적인 

영향을 끼치는 등의 문제점도 확인되었다. CCS가 교수자마다 차이를 

보이는 이유에 대해서는CCS에 대한 교수자의 이해 부족과 CCS도입과 

관련한 명확한 활용법의 부재가 하나의 원인으로 생각된다. 따라서 본 

연구는CCS 도입 시 유념해야 할 사항에 대하여 CCS 패턴, 방향, 사용빈도 

등에 걸쳐 제시하였다. 
 

 

1. はじめに 

外国語教育研究では長い間、目標言語を達成するための様々な方法が研究されて

きた。その中の一つが、授業中、媒介語(本研究では学習者の母語を指す)を導入す

るかしないかをめぐる議論である。媒介語を用いずに幼児が母語を習得していく過

程に着目し、同じ方法で外国語を教える教授法の総称を直接法1と言い、これは「文

法訳読法」の弊害と話せる外国語教育の必要性から生まれた教授法である。一方で、

目標言語のみならず媒介語を積極的に取り入れる折衷法は、教授者による媒介語の

使用とテキストによる媒介語の使用に大別され、限られた時間内で授業内容に対す

る十分な理解が得られるなどの利点がある。一括してどちらがより効果的であると

のことは言えないが、学習者が目標言語を習得するための最適な方法で授業を行う

のが最も望ましいことであるに相違ないだろう。 

                                                      
1 Phonetic Method, Oral Method, Total Physical Response, Natural Approachなどが直説法的な教授法に

当たる。 
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ところで、教授者による折衷法には目標言語と学習者の母語を入れ替える、いわ

ゆるコードスイッチング(Code-Switching)を利用した授業例がある。次は、韓国語母

語話者の教授者による韓国語授業の実例である。 

 

(1) KT1: 자기가 어디를 自分がどこを 틀렸는지 間違っているのか 확인しなが

ら 確認しながら 答え合わせしてみてください。 

【訳：自分がどこを間違っているのか確認しながら答え合わせしてみてください】 

(2) KT2：자동차번호가 뭐예요?(2回繰り返す) 

【訳：車のナンバーはなんですか？】 

学習者：(反応なし) 

KT2：自動車の 번호番号、自動車、あのー自分のあれですね 

【訳：自動車の番号、自動車、あのー自分のあれですね】 

 

このように授業中、授業の参加者(教授者、学習者)が二言語以上を用いることを

クラスルームコードスイッチング(Classroom Code-Switching 以下、CCS と略する)

といい、これは簡単に言えば二言語間コードスイッチング2が教室内で行われるこ

とを指す。目標言語のみで授業を行うより効率的であるとのことから、特に初級レ

ベルの外国語教育ではCCSの導入がしばしば観察される。 

しかし、CCSをどのような方法で、どの程度用いればいいかに関する情報や活用

法は不在のままで、教授者の裁量に委ねられている場合が多い。つまり、韓国語教

育において CCS の導入実態がたびたび観察されているにも関わらず、その活用法

及び有効性などについての研究はあまり報告されていないのが現状である。そこで、

効果的な CCS の導入に向けてのガイドラインが必要であると考え、まずは他の外

国語教育におけるCCSの効果的な活用例と日本での韓国語教育におけるCCSの活

用例の調査分析を行った。その結果に基づき日本での韓国語教育が抱えている問題

点とその原因、そして効果的な CCS の導入に関して提案することを本研究の目的

とする。 

 

                                                      
2 Gumperz(1982:59)は二言語間CSを“The juxtaposition within the same speech exchange of passage of 

speech belonging to two different grammatical systems or sub-systems”と定義している。 
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2. 先行研究 

2.1 外国語教育におけるCCSの登場背景 

媒介語を介入せずに目標言語のみで授業を行う直説法は、学習者が目標言語に慣

れるのが早く、母語の異なる複数の学習者を同時に教えられるなどの長所がある。

しかし、目標言語のみで授業を行うことで、語の意味説明に時間がかかり、理解・

習得まで長い期間を要する。また教授者の負担が大きく、基礎言語教育段階にいる

学習者や目標言語の達成度の低い学習者にとってはモチベーションの低下にも繋

がるなどの短所もある。そこに、外国語習得の目標がコミュニケーション能力の向

上にあるならば、学習者の母語を外国語習得のための足場(Scaffolding)として活用し

ようとする動きが出てきた。日本の英語教育について調査を行った

Yamada&Hristoskova(2011)は、学習者の理解度を高めるために 90％以上の

JTEs(Japanese Teachers of English)が、学習者の母語を混じえて授業の内容を説明して

いることを報告している。また、韓国の中等学校における英語教育について調査を

行った이(2009)は、語の意味説明、文法の説明、文化に対する論評、そして学習者

の理解不足のため誘発された CCS の機能について述べている。つまり、英語教育

の教育現場では、外国語教育の必須 3 要素である教師、学習者、教材のいずれか、

あるいは複数の要素にわたって目標言語と学習者の母語を取り入れる方法で、学習

達成度の向上を図ろうとしているのが見て取れる。 

 

2.2 CCSの有効性と機能、そして課題 

外国語の授業は目標言語のみで実施するべきであるとの意見がある中で、実際の

教育現場における CCS の導入事情はというと、言語教育に対する教授者の信念に

よって導入するか否かが分かれる。例えば、白水(2013)はCCSを活用した英語教育

には意味がないと主張する教授者は授業中目標言語のみで授業を行っていたもの

の、CCSの教育的価値を認める教授者は、目標言語と学習者の母語を入れ交えて授

業を行っていたと報告している。 

ところで、이(2009)、Yamada&Hristoskova(2011)、Qian(2009)などの研究報告によ

れば、CCS を活用した授業の成功例が紹介されており、中でも Qian(2009)は 1500
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名の学習者と 30名の教授者を対象に 5年間にわたりCCSの効果を調べた結果、教

授者による適切な CCS は学習者の言語習得に正的強化として働き、授業中学習者

からより多くの反応を得るのに成功したと報告している。そして、教授者による適

切なCCSには、三つのコードスイッチングのパターン(文内のコードスイッチング、

文間のコードスイッチング、付加のコードスイッチングあるいはタグ)の中で文間

のコードスイッチング(inter-sentential code-switching)の使用率が最も多く見られ、他

のコードスイッチングのパターンより文間のコードスイッチングによる CCS が効

果的であるとの証拠を提示している。 

なお、英語教育におけるCCSの活用について多くの研究者がCCSの機能を提示

しており、これは教育的な機能と社会的な機能に大別することができる。まず、教

育的な機能においては難しい文法や語彙の説明、学習内容の背景提供、翻訳、強調、

能率(学習促進)、注意などがあり、社会的な機能においては賞賛、励まし、教授者

と学習者の関係作りなどがある。CCSの機能には「表1」のとおりにまとめられる。 

 

表 1 CCSの機能 

 

 

しかし、学者によっては CCS の導入すべきところを限定することもあり、

Harbord(1992)は CCS について「教師と学習者間の意思疎通促進(facilitating 
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teacher-student communication)」「教師と学習者間の親密な関係 作り(facilitating 

teacher-student rapport)」「学習促進(facilitating learning)」の機能があると述べながら、

直接的に学習者の言語学習に役に立つ「学習促進(facilitating learning)」のCCSのみ

を支持している。 

CCSを支持する場合もまだ問題は残っている。授業中どの程度(使用量)CCSを取

り入れるべきかに対しての答えは不在のままで、教育現場の教授者に委ねられるこ

とが多く、その使用量が多岐に渡っている。このことは 4名の教授者を対象にCCS

の使用量を調べた Turnbull(2000)の調査結果でも同様のことが言える。教授者は主

に授業を受けている学習者の反応を観察して CCS の導入を決めており、CCS の使

用量はその都度によって異なると述べている。つまり、CCSの導入に対して賛成の

教師は、学習者の母語を取り入れるものの、その頻度と量については学習者の反応

をみて決めている訳で、これによるとCCSの乱用や教授者による習慣的なCCSの

導入の恐れも考えられる。 

 

3. 韓国語教育におけるCCS 

3.1 日本での韓国語教育 

日本での韓国語教育は戦後、大阪の天理大学文学部に朝鮮語・朝鮮文学科が設置

(1950年)されて以来、半世紀以上経った今も続いている。そして近年に至っては教

材と教員養成に関する研究が盛んで、例えば桂(2005)は汎用教材と学習者の母語に

対する知識を持っている教員養成の必要性を唱え、学習者が既に身につけている母

語の力を借りて授業を行うことを提案している。また、野間(2003)は良い韓国語教

員の条件として韓国語学ないしは韓国語教育について深い知識のあることと、日本

語について深い知識をもっていることを挙げ、両言語に堪能し、こんな場合韓国語

ではなんと言うのか、またこの韓国語は日本語にしたら何に当たるのかといった疑

問に対する答えが出せる教員の養成を求めている。つまり、韓国語教育の現場でも

学習者の母語による説明、授業中の CCS 導入の必要性についてはたびたび唱えら

れていた。そこで、筆者は学習者からの意見を調べるために、韓国語基礎講座(2015

年 1月28日、下関市労働福祉会館)に参加した10代～70 代の日本語母語話者38名

(女性76％、男性 24％)を対象に、授業の説明を何語にしてほしいのかについてアン
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ケートを行った。その結果、以下のような結果が得られた。 

 

a韓国語のみ(0名) 

b 韓国語と日本語の混在(34名) 

c日本語のみ(4名) 

d その他の意見(0名) 

 

図 1.希望する使用言語の割合 

 

「図1」によれば目標言語のみで講座を希望する人はないものの、日本語(学習者

の母語)のみで講座を進めてほしい(4 名、13.16%)との意見はある。最も多くを占め

た b韓国語と日本語の混在(34名)については、その割合を具体的に作成してもらっ

たところ、日本語と韓国語をそれぞれ 5 割ずつの意見が 52.63％で最も多く、次に

日本語と韓国語の割合を 7－3 割にしてほしいという答えが多かった。これによっ

て、日本語を母語とする韓国語学習者も目標言語のみの授業説明よりは、学習者が

既に身に付けている母語(日本語)を交えた、つまりCCSを取り入れた授業を希望し

ているのが分かる。 

 

3.2 その実態 

実際の韓国語教育現場における CCS の活用実態について調べるために、対象と
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して日本で実際に行われた韓国語授業の音声録音を用いた。録音は事前に関係者と

教授者、韓国語学習者の許可を得て、筆者も授業を受けながら録音採取を行ったも

のである。録音調査に協力してくれた韓国語教授者のプロフィールと音声録音に関

する情報は「表 2」のとおりである。 

 

表 2 調査協力のプロフィール 

区分 

 

 

対象 

性

別 

年

齢 

渡日

年数 

経 

歴 

担当 

クラ

ス 

場所 調査日 
録音 

時間 

KT1 女 26 4 2 初級 福祉会館 2013.9.10 1′23 

KT2 女 21 4 2 中級 福祉会館 2014.8.26 1′27 

KT3 女 32 15 10 中級 福祉会館 2014.8.26 1′02 

※KT(韓国語を母語とする韓国語教授者) 

 

3 名のKTによる韓国語授業では、いずれにおいても授業中のCCS導入が観察で

きた。しかし、その活用法と使用量にはそれぞれ相違があり、本研究ではこれらを

中心に分析を行う。初級の学習者を相手に授業を行った KT1 は、学習者の母語(日

本語)の使用が目標言語(韓国語)の使用よりやや多く、殆ど翻訳(意味説明)の機能と

して用いていた。CCSを用いた語の単位も語から句、節、文まで様々であり、例(3)

のような短文のみならず、例(4)のような長文を発する際にも同様の傾向を見せた。 

 

(3) ａ.KT1：どうですか？어때요? 百点満点 백 점 만점 いらっしゃいますか？お

ーすごい。  

  【訳：どうですか？百点満点いたっしゃいますか？おーすごい。】 

ｂ.KT1：消しても大丈夫ですか 지워도 돼요? 

【訳：消しても大丈夫ですか】 

ｃ.KT1：もしかして 혹시 もっと 더 あるかもしれないです。 

 【訳：もしかしてもっとあるかもしれないです。】 
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(4) KT1：실은 今日は 제가 私が とても 매우 機嫌がいい 기분이 좋다機

嫌がいいですね、あのーなぜかといと 왜냐하면 風邪にもかかわらず임에도 

불구하고 今日ですね、韓国で 한국에서 드라마 みなさん、あのー장희빈(チ

ャンヒビン)知っていますか? たぶん 동이 (ドンイ)のドラマで悪い役、その

人のほんめい(本名)は장옥정(チャンオッゾン)ですね、この人が主役になって、

またドラマが、もう終わったんですけど韓国では、日本で放送しているのかど

うか分からないんですけど、タイトルが「장옥정 사랑에 살다」「チャンオッ

ゾン愛に生き」というドラマが今年始めて、もう終わったんですけど、私の家

には 저희 집에는 텔레비전이 없어요 テレビがないです。なので 일본에서 

하고 있는지 日本でやっているかどうか 分からないんですよね。で、これを 

노트북ノートパソコン しょくやく(省略)したら노트북ですね、ダウンロード

してこれを見つけたんですよ。 

【訳：実は、今日私はとても機嫌がいいです、あのーなぜかといと風邪にもかか

わらず今日ですね、韓国のドラマ、皆さんあのー장희빈(チャンヒビン)知って

いますか?たぶんドンイのドラマで悪い役(として出ていた人のこと)、その人の

本名が장옥정(チャンオッゾン)ですね。この人が主役になってまたドラマが(あ

りますが)、もう(放送は)終わったんですけど韓国では、日本で放送しているの

かどうか分からないんですけど、タイトルが「チャンオッゾン愛に生き」とい

うドラマが今年始めて(始まって)、(放送は)もう終わったんですけど。私の家

にはテレビがないです。なので日本でやっているかどうか分からないんですよ

ね。で、これをノートパソコン、省略したらノートパソコンですね、ダウンロ

ードしてこれ(ドラマの動画ファイル)を見つけたんですよ。】 

(5) KT1：これ 一番最後の 제일 마지막 글자가 文字が`ㅅ′자음으로 끝나는 

경우에 子音で終わる場合、ここに入れるんです。 

【訳：これ一番最後の文字が`ㅅ′子音で終わる場合、ここに入れるんです。】 

(6)  KT1：また例外ではないんですけど 예외는 아닌데 表記も 표기も 書くとき 

쓸 때 書くときも`ㄴ′が入る文字があります。 

【訳：また例外ではないんですけど表記も書くときも`ㄴ′が入る文字があります。】 

(7)  KT1：ついて言ってみましょう 따라 해 보세요 

 【訳：後について言ってみましょう】 
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特に例(4)のような長文になれば、CCS パターンは一つに定まらず、学習者の反

応を見るまもなく、次から次へと習慣的に CCS を行っているのが分かる。さらに

CCS導入の際、先に目標言語を言ってから学習者の母語へなおす場合もあれば、学

習者の母語を先に言ってから目標言語になおす場合もあり、どちらを優先するかが

決まっていない傾向があった。このような CCS の活用法、つまり頻繁にスウィッ

チを行っていた KT1 には、「확인しながら【確認しながら】」の混合形式の日本語

と韓国語間のコードスイッチングや「本名」を言うつもりで「ほんめい」、「省略」

を言うつもりで「しょくやく」と言うなどの言い間違いもたびたび見られ、学ぶ側

の学習者のみならず、教える側の教授者本人にも混乱を招いているのが分かる。 

中級の学習者を相手に授業を行う KT2 は、文法説明時は無論、授業の全般にわ

たり学習者の母語を用いているのが確認できた。特に、導入段階では KT1 と同様

に、学習者の母語と目標言語を頻繁に入れ替えていた。しかし KT1 とは異なり、

主に文単位においてスウィッチ(文間のコードスイッチング)を行っていた。 

 

(8) KT2：여러분 안녕하세요. 二週間ぶりですね 이주일 만이네요、元気でした잘 

있었어요? 저번 주는 저희 엄마가 대신해서 수업을 했었죠? 私のお母

さんが代わりにやりましたね。 

 【訳：こんばんは。二週間ぶりですね、元気でした? 先週は私のお母さんが代わ

りにやりましたね。】 

 

そして、次の(2) ´と例(9)ように、学習者の理解不足を助けるためにCCSを活用す

る場面もあった。 

 

(2) ́ KT2：자동차번호가 뭐예요?(2回繰り返す) 

【訳：車のナンバーはなんですか？】 

学習者：(反応なし) 

KT2：自動車の 번호番号、自動車、あのー自分のあれですね 

【訳：自動車の番号、自動車、あのー自分のあれですね】 
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 (9) KT2：핸드폰번호가 뭐예요?(2回繰り返す) 

【訳：携帯の番号は何ですか】 

学習者：(反応なし) 

KT2：핸드폰 携帯電話は何番ですか？ 

【訳：携帯電話は何番ですか？】 

 

一方で、語彙の説明、強調などのような教育的な機能を果たす CCS 以外に次の

例(10)のように社会的な機能を果たすCCSも見られ、特に賞賛の意味で用いられる

CCSは、学習者の目標言語をもって行っていた。 

 

(10) 学習者：7 월 19 일이에요 

【訳：7月 19日です】 

KT2：はい。잘하셨습니다. 

【訳：よくできました】 

 

Yao(2011)は、教授者が学習者との社会的関係を構築するための方法として、授業

中、学習者の母語を用いて賞賛や励ましをすると述べているが、授業の全般にわた

り学習者の母語を用いていた KT2 は、Yao(2011)とは対照的に、賞賛などの社会的

な機能を持つCCSは目標言語で行っている。 

KT2と同じ中級段階の学習者を相手に授業を行ったKT3は、最も直接法に近く、

学習者の理解不足で誘発されたCCS に対してのみ、学習者の母語になおし(語の意

味説明のための CCS)、能率向上のための賞賛や文化に対する論評、確認など殆ど

目標言語で行っていた。 

 

(11) KT3：그런데 그거 입을 따줘야 해요? 

【訳：ところで、それって葉っぱを採らなければならないですか】 

学習者：はな？ 

KT3：입을 葉っぱ 따야 돼요?  

【訳：葉っぱを採るんですか？】 

学習者：따？ 



175 

 

【訳：採る？】 

KT3：따다採らなければならないですか？ 

【訳：葉っぱを採らなければならないですか】 

(12) KT3：(教室の壁の方を指しながら)특히 이게 뭐예요?  

【訳：特にこれは何と言うんしょう？】 

   学習者：(反応なし) 

    KT3：벽지 壁紙 한국에는 벽지가 진짜 화려하거든요 

【訳：韓国では壁紙が本当に派手です】 

KT3：커텐은요?  

【訳：カーテンは？】 

学習者：커텐? 

【訳：カーテン？】 

KT3：カーテン、이거 

【訳：カーテン、これ】。 

(13) 学習者：조선통신사、行列って何でしたっけ？ 

【訳：朝鮮通信使の行列って何でしたっけ】 

KT3：행렬 

【訳：行列】 

 

3.3 分析の結果 

韓国語の授業例を通じて外国語教育におけるCCSの活用実態について調べたが、

3 名のKTは日本語と韓国語のバイリンガルであり、授業中のCCS導入については

否定的ではなかった。そして教育的な機能では語の意味説明や翻訳などの意味とし

て、社会的機能では能率向上のための賞賛として主に用いられていた。ただし、た

とえ同じレベルの学習者を相手に授業を行うにしても、それを活用するに至っては

教授者ごとのばらつきがあり、場合によっては、韓国語を学習する上で妨害要因と

して受け取られるような使い方をすることもあった。例えば、不規則に行われる

CCSにより、教授者本人の言い間違いは無論、学習者の誤解を招いているような場

面が観察された。なお、先行調査では文と節を単位に二言語が入れ替わる文間コー
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ドスイッチングのパターンが最も効果的であったが、今回の調査では一人の教授者

による一つの授業にもCCSの多様なパターンが混在しているのが確認できた。 

以上のことから、韓国語教育において CCS はかなりの割合で導入されているの

が確認できた。しかし、様々な問題を抱えており、うまく活用できていないことも

確認できた。その原因の一つには、CCSに対する理解不足と活用案の不在にあると

考えられる。 

 

4. CCSの導入に向けての一提案 

これまでの調査結果によれば、外国語教育においていくら有意義な方法があるに

しても使い方を間違えてしまえば、かえって学習の妨害要因になることが分かった。

したがって、筆者は日本での韓国語教育における CCS の活用法についていくつか

を提案する。 

 

4.1 CCSのパターン 

CCSの際、単語やターンにおけるコードスイッチングよりは、文を単位とする文

間のコードスイッチングをもって行う。 

 

(6) ´KT1:また例外ではないんですけど 예외는 아닌데 表記も 표기も 書くとき 

쓸 때 書くときも`ㄴ′が入る文字があります。 

【訳：また、例外ではないですが、表記、つまり書く時も`ㄴ′が挿入される語が

あります】 

(14) KT2:왜 그렇게 빨리 일어나요? どうしてそんなに早く起きますか？ 

【訳：どうしてそんなに早く起きますか？】 

 

例(6) ´と例(14)を比べてみれば分かるように、文内コードスイッチングとターン

によるコードスイッチングはその単位が小さく、頻繁に入れ替えをしなければなら

ない。これは教える側の人にとっても、教わる側の人にとっても理解しがたい説明

文になる恐れがある。これについては、中国語と英語間の CCS について調査を行
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ったQian(2009)の研究報告と同様の結果が得られたと言えよう。そして学習者自ら

が考えて答えを出すようにするためには、学習者の母語をもって先に CCS を行う

より目標言語を先に提示するのが望ましいだろう。 

 

4.2 社会的な機能のCCS 

賞賛、励まし、教師と学習者の関係作りなどのような社会的な機能の CCS は学

習者の母語を使った方がいい。KT2 は、賞賛においては学習者の母語例(15)と目標

言語例(16)の両方を用いていた。 

 

(15) 学習者：505 번 

【訳：505番】 

KT2：505 번、いいですね 

【訳：505番、いいですね】 

(16) KT2：誕生日はいつですか？ 생일이 언제 언제예요? 

【訳：お誕生日はいつですか？】 

  学習者：7 월 19 일이에요 

【訳：7月 19日です】 

KT2：はい。잘하셨습니다. 

【訳：よくできました】 

 

例(15)は学習者の答えに対して「505 번、いいですね」と、まずは学習者の答え

を繰り返して言うことで答えが合っているのを確認させた後、「いいですね」と賞

賛の言葉を述べている。この際、学習者の母語に切り替えているのが分かる。その

反面、例(16)は学習者の答えを聞いて合っているかどうかを確認させた後、

「잘하셨습니다」のように目標言語をもって賞賛の言葉を述べている。しかし、よ

り効果的なのは学習者の母語を用いた CCS であると考えられる。これは、「収束

(Convergence―話し手が自分の言語行動を相手のそれに近づけようとすること)」と

「分岐(Divergence―話し手が自分の言語行動を相手と関係なく維持しようとする

か、相手との差異を強調しようとすること)」で相手に対する話者の態度を示すア
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コモデーション理論(Accommodation Theory) から見て、知識より感情を伝えること

にその目的が置かられる社会的な機能の CCS は、学習者の母語の方が伝わりやす

いからである。 

 

4.3 使用量 

教授者がCCSを肯定する立場をとるとしたら、どの程度CCSを行えばいいだろ

うか？この問題について日本での韓国語教育では、学習者の反応を見て決める場合

があれば、要求されなくても教授者が習慣的に CCS を行ってしまう場合も観察さ

れた。 

 

(4) ´KT1：실은 今日は 제가 私が とても 매우 機嫌がいい 기분이 좋다機

嫌がいいですね、あのーなぜかといと 왜냐하면 風邪にもかかわらず

임에도 불구하고 今日ですね、韓国で 한국에서 드라마 みなさん、あのー

장희빈(チャンヒビン)知っていますか? たぶん 동이 (ドンイ)のドラマで悪

い役、その人のほんめい(本名)は장옥정(チャンオッゾン)ですね、この人が主

役になって、またドラマが…中略… 

【訳：実は、今日私はとても機嫌がいいです、あのーなぜかといと風邪にもか

かわらず今日ですね、韓国のドラマ、皆さんあのー장희빈(チャンヒビン)知っ

ていますか?たぶんドンイのドラマで悪い役(として出ていた人のこと)、その人

の本名が장옥정(チャンオッゾン)ですね。この人が主役になってまたドラマが

…中略…】 

 

(4) ´のKT1は、学習者の韓国語レベル(初級)を考えて、授業の内容を理解する上

で妨害要因になるようなところは、学習者からの要求がなくても、KT1の本人の判

断により CCS をを行っていた。つまり、教授者が自分の判断だけに頼って、要求

されなくても CCS を行ってしまったが、これは授業の内容を理解する上でかえっ

て妨害要因になっているのが分かる。特に(4) ´のように学習者とのやり取りが少な

く、教授者による説明が長くなる場合は尚更学習者の反応を見て決める必要がある。

次の例(11) ´のKT3は中級レベルの学習者と会話のやり取りをする中で、「입【はっ
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ぱ】」と「따다【採る】」が聞き取れなかった学習者に対し「입을 葉っぱ 따야 

돼요?」「따다採らなければならないですか？」と繰り返し言いながら語の意味を翻

訳をもって確かめさせている。 

 

(11) ´KT3：그런데 그거 입을 따줘야 해요? 

【訳：ところで、それって葉っぱを採らなければならないですか】 

学習者：はな？ 

KT3：입을 葉っぱ 따야 돼요?  

【訳：葉っぱを採るんですか？】 

学習者：따？ 

【訳：採る？】 

KT3：따다採らなければならないですか？ 

【訳：葉っぱを採らなければならないですか】 

 

このように CCS の使用量を決めるにおいては学習者のレベル、授業の内容は勿

論、学習者の反応を見て決めるのが何よりも大事である。 

 

5. まとめ 

外国語教育において CCS の導入はかなり前から導入されていたが、その有効性

及び活用案についてはまだまだ研究が必要な段階である。そこで、本研究では他の

外国語教育におけるCCSの活用実態と日本での韓国語教育におけるCCSの活用実

態を通じて、韓国語教育が抱えている問題点とその原因について調べた。そしてこ

れらに基づきより効果的な CCS 導入法についていくつかを提案した。まず、CCS

を導入する際には目標言語を先に導入してから、学習者の母語へと CCS する必要

がある。この際、CCSの単位は節や文を単位に行った方が望ましい。そして、賞賛、

励まし、教授者と学習者の関係作りなどのような社会的機能の CCS は、情意的な

面を強調させるために学習者の母語を使った方がいい。なによりも大事なのは、教

授者が自分の判断だけに任せて、要求されてもないのに頻繁に CCS を導入するの

は学習の妨害要因になる恐れがあるので注意しなければならない。以上、韓国語教
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育における CCS の導入に向けていくつかの活用法を提案した。ただし、これらは

学習者集団の母語が一つであること、そして教師教授者が目標言語と学習者の母語

に堪能することを前提とする。 
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