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第１章 はじめに 

 

第１節 開発の動機 

 

現在,敬語に関する本や教材等は多数存在する.しかし,国語の教科書をはじ

め,本・教材等の多くは,敬語の知識を学ぶだけだったり,文字の量が多く途中

で飽きてしまったり,敬語の基礎知識は学べても,それを使う具体的な場面設

定がなされていないなど,敬語の知識はあっても日常生活で敬語を使うことは

難しい.敬語は,敬語知識の授業を受けるだけでは適切に使いこなせるように

なるとはかぎらず,経験を積み重ねながら日常生活のなかで正しく慣れて敬語

の使用方法を自然に身 につけてしまう ことが良い方法とされ ている(住本 

1991).また,敬語学習には学習者の表現が不適切な場合その説明を繰り返し受

けられることが重要であると住本ら(1991)は述べており,これより,コンピュ

ータを使った学習が適していると考えられた. 

現在は,コンピュータを使った様々な敬語学習教材が自作されたり,市販さ

れたりしている.その中で,「心とことば」(日本文教出版社 1998)は,敬語知

識を学ぶだけでなく,日常生活のなかで実際に敬語を使っているシチュエーシ

ョンを再現した教材で,前述の住本らの考えに近い教材であると言える.さら

に他の教材に比べ,最も充実した機能を提供していた. 

しかし,筆者がこの「心とことば」を実際に使用してみたところ,機能も内容

も充実しているにも関わらず,敬語を話せるようにならなかった.そこで,「教

材設計マニュアル-独学を支援するために-」(鈴木 2002)に沿って改善を行う

ことによって,もっと効果的に敬語を学習できる教材を開発できるのではない

かと考えたことが本研究の動機となった. 

 

第２節 本研究の目的 

 

本研究では,敬語を話せるようになるために必要とされる学習項目と,敬語

学習に有効な学習順序を,敬語を研究している文献により明確にし,「教材設計

マニュアル-独学を支援するために-」に沿って階層分析を行った.この階層分

析を用いて「心とことば」を改善することにより,更に学びやすい教材にする

ことを目的とした. 
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第２章 敬語学習教材の調査 

 

第１節 調査の目的 

 

前章でもふれたように,現在は,コンピュータを使った様々な敬語学習教材が

開発されている.その中で,現在Ｗｅｂ上に公開されている教材や市販されてい

る教材を把握し,それらの機能・利点・欠点を明らかにすることを目的として調

査を行った. 

 

第２節 調査の方法 

 

Ｗｅｂ上の敬語学習教材の検索には,googleの検索エンジンに敬語に関連

する言葉をかけ,かかったサイトをひとつひとつ確認し,敬語の学習支援を

目的としているサイトのみを調査対象とした. 

また,調査項目は,その教材の公開場所(サイト名,ＵＲＬ),特徴,利点,欠点と

し,これらをまとめたものを次節で述べる. 
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第３節 調査の結果 

 

2.3.1 敬語大百科 

敬語大百科(http://st.u2b.co.jp/forum04/honor_l/index.html)は,就職活

動の支援を目的とした「就職情報ステーション JOB Forum」のコンテンツの一

つで,面接などで使われる敬語をゲーム感覚で学ぶことができる. 

敬語大百科では,尊敬語・謙譲語・丁寧語の基礎知識,特別な動詞の一覧,改ま

り語,学生言葉を学べる他に,シチュエーション別敬語ドリルがあり,利用者が

どのくらい敬語を理解しているかをチェックできる.ドリルは「電話編」「手紙・

Ｅメール編」「会社訪問・面接編」で構成されている.ドリルの出題画面と解答

画面を図３－１,図３－２に示す. 

 

  

図３－１ 出題画面         図３－２ 解答画面 

 

解答画面では,１０（または３）問中何問正解したかの表示と,○×で正誤判

定,正答,不正解の場合は自分の解答,全ての選択肢になぜ間違いなのかの解説

が表示され,確実に知識の修正を行うことができるのがこの教材の利点である.

逆に,欠点は,問題数が「電話編」と「会社訪問・面接編」は１０問,「手紙・Ｅ

メール編」は３問しかない点と,ドリルの答え合わせが全問に答えてからしかで

きないため,すぐに回答がわからない点,また,就職活動支援サイトであるため,

シチュエーションが限られた分野しかなかった点が挙げられる. 
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2.3.2 敬語の問題 

敬語の問題 (http://www.geocities.jp/yossy_work/kyouzai/keigo/keigo_top.html)は,「Ｈ

ＴＭＬ素材集」の中の教材の一つで,小学生の中・高学年を対象とした敬語学習

教材である. 

先生に生徒が話しているシチュエーションで,ＡかＢかを選んで文章を作り

ながら敬語を学んでいく形式である.正解画面と不正解画面を図３－３,図３－

４に示す. 

 

   

図３－３ 正解画面        図３－４ 不正解画面 

 

解答は,ＡかＢのどちらかを選ぶだけの操作のため,小学生でも簡単に学習す

ることができるようになっている.また,尊敬語・謙譲語・丁寧語という言葉を

あまり意識しないで学習できる.また,シチュエーションが,生徒が先生と話す

場面で,日常生活でよく出てくる場面・敬語を扱っている.また,間違えるとゲー

ムオーバーになり,最初からやり直すことになるので,繰り返しの学習ができる.

また,不正解のときには解説が出るため,知識の修正も行うことができる.文章

を作っていくという出題方法も楽しめる.逆に,欠点は,シチュエーションが先

生と話す場面が２種類しかない点である.敬語の基本のルールは学べるが,待遇

表現は,先生と身内しか扱っていないため,どんな相手や場面で敬語を使えばい

いのかは学ぶことができない. 
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2.3.3 正しい敬語の使い方 

正しい敬語の使い方(http://www.o-don.com/honorific/main.html）は,(株 )

ビービーネットによって開発されており,焼肉店やアウトドアショップなど,

様々な中小企業のビジネス総合支援サイトで公開されており,客との信頼関係

を築くことと,社内の人間関係を円滑にすることを目的として作られている. 

敬語の基礎知識をまとめたものの他に,敬語の誤りを指摘する問題がある.敬

語の基礎知識画面と出題画面を図３－５,図３－６に示す. 

 

   

図３－５ 基礎知識画面       図３－６ 出題画面 

 

客との会話でよく間違える敬語の使い方を１２例,社内の上司との会話でよ

く間違える敬語の使い方を５例提示し,なぜ間違いなのかを別ウィンドウに出

して解説する形式になっている.接客業でよく使う言葉が挙げられているため,

実用的な例といえる.しかし,解説が少し分かりづらい点もあり,教材で扱って

いるシチュエーションの場合は敬語が話せても,扱っていないシチュエーショ

ンの場合,敬語を日常会話に応用することが困難だと考えられる. 
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2.3.4 ことばのレシピ「あははっ」 

ことばのレシピ「あははっ」(http://www3.kcn.ne.jp/̃jarry/keig/itop.html)は,

高校の国語の教師が個人的に作っているサイトであり,子どもからおとなまで

すべての人を対象に,基礎知識から実践的な知識まで幅広く学ぶことができる.

敬語の基礎知識を学ぶ「基礎の巻」,敬語の要点をまとめた「虎の巻」,例文か

ら敬語を考える「実践の巻」,項目別にまとめた「奥義の巻」,実力テストで知

識を高める「灌頂の巻」など充実した機能を提供している.また,実力テストに

は,子供むけの「やさしいコース」と,おとな向けの「ふつうコース」がある.

「やさしいコース」は,敬語に関する基礎問題集で, 選択肢の中にひとつだけ敬

語（尊敬語・謙譲語・謙遜語・丁寧語・美化語のいずれか）が含まれている語

を選択する「敬語をみつけよう」,尊敬語と謙譲語を区別する「敬語を区別しよ

う」,敬意のないふつうの言葉を、正しい敬意表現に直す「正しい敬語を見つけ

よう」(図３－７),敬語のみの選択肢の中から,尊敬語を見つける「尊敬語を見

分けよう」の４つの問題がある.また,「ふつうコース」は,シチュエーションか

ら,どの敬語を使うかを判断し,記述式で解答する問題で,正解すると次の問題

に進むことができる.現在は全部で１０１問ある(図３－８). 

 

   

図３－７ 「やさしいコース」    図３－８ 「ふつうコース」  

 

実力テストを繰り返しやることで,楽しみながら自然に敬語をマスターする

ことができる.さらに,実力テストはランキング形式にするなど,学習者のやる

気が出るような工夫がされている.しかし,図を用いたり文字色を変えたりわか

りやすいように工夫はされているが,全体的に字が多くて読むのに労力と時間

がかかることと,実力テストで不正解時のフィードバックが一切ないことが欠

点である. 
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2.3.5 枕元子のイメージ戦略 

枕元子のイメージ戦略(http://www.ntt-at.co.jp/special/manner/)は,ＮＴ

Ｔアドバンステクノロジ(株)で運営されているサイトの一部で,コミュニケー

ションアドバイザーである管理者がマナーの支援をしている教材ある. 

敬語の基礎知識と,「お」「御」の付け方,敬称の付け方,上司に対しての敬語

のあり方,会社の中で普段使われている間違った敬語(図３－９)について取り

上げられている.敬語の基礎知識の中に,「する・言う・行く」など特別な語の

尊敬語・謙譲語・丁寧語を答える問題（図３－１０）と,敬称「客」を「お客様」

に直すなどを答える問題がある. 

 

   

図 3-9 「よくある間違い」画面   図 3-10 「特別な語」の出題画面 

 

日常生活でよく使われている間違えやすい敬語がまとまっていてわかりや

すい.また,覚えるしかない特別な語を,尊敬語・謙譲語・丁寧語で比較しなが

ら覚えることができる点が良かった.しかし,教材の中で「状況によって同じ相

手に対しても,使う敬語の種類が変わってくる」と述べているが,その具体的な

場面の提示や説明,練習問題などはなかった.また,「敬語に慣れるには,実際に

使うことである」と述べているにも関わらず,この教材では敬語の基礎知識の

学習しかできない点が欠点である. 
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2.3.6 ＳＴＡＦＦ ＭＡＮＮＥＲ 

STAFF MANNER(http://www.kentakun.co.jp/kyuzin/kyuzin7.html)は,派遣会

社の(株)ウィズで運営されているサイトである.派遣社員を目指している人を

対象として,「仕事の進め方」,「基本的なオフィス・マナー」,「オフィス・

エチケット」,「派遣先とのトラブルを防ぐために」がまとめてある(図３-１

１).そのなかの,「基本的なオフィス・マナー」が敬語学習教材となっている. 

「基本的なオフィス・マナー」には,派遣先の会社のルールを守る,心を込

めた接客用語,正しい敬語の使い方,間違えやすい敬語(図３-１２),ご案内

のしかた,応接室へのご案内,タイミングよくおいしいお茶を,上手な電話

の受け方・掛け方,電話対応の基本用語の１０個のコンテンツがあり,全て

読む形式になっている. 

「正しい敬語の使い方」で,尊敬語・謙譲語・丁寧語の説明があり,「間違え

やすい敬語」では,間違える原因に,謙譲語を尊敬語のつもりで使っている,謙

譲語に「れる」,「られる」をつけて尊敬語にしたつもりで使っている,二重敬

語の３つを挙げ,例を２～３個ずつ述べている. 

 

   

図 3-11 トップ画面    図 3-12 「間違えやすい敬語」画面 

 

日常でよく使われている間違い敬語の原因がまとめてあり,いくつも間違い

例を表示されるよりも例は少なかったがわかりやすかった.しかし,ドリルの

ような練習をする場がないため,本当に敬語を話せるようになったかを確認す

ることができないことが欠点である. 
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2.3.7 ビジネスマナータウンページ 

ビジネスマナータウンページ（http://itp.ne.jp/contents/business/tool/keigo.html） 

は,(株)エヌ・ティ・ティ・メディアスコープが運営しているビジネス iタウ

ンページのなかの一部で,ビジネスマナーを扱っている. 

電話マナーや接客マナーなどについて学習できる「社会人基本マナー」,結

婚式や弔事,テーブルマナーなどについて学習できる「生活豆知識」,そして,

文書の書き方や,電報の打ち方,敬語実例集などについて学習できる「お役立ち

ツール」に大きく分けられており(図３－１３),敬語に関する学習は,「お役立

ちツール」の敬語実例集(図３－１４)と,「社会人基本マナー」の基本マナー

の「敬語使いのポイントと使い分け」で学ぶことができる. 

敬語実例集は,さらに「電話」「接客」「社内」に分かれており,それぞれのシ

チュエーションでよく使われる間違い敬語についての解説が表示される. 

 

   

図 3-13 コンテンツ一覧画面      図 3-14 敬語実例集 

 

「敬語使いのポイントと使い分け」で敬語の基礎知識を学ぶことはできるが,

ルールは説明されていない.敬語実例集の説明は丁寧で分かりやすく,事例も

実際の日常生活でよく使われるものが多い. 

しかし,敬語実例集では,多くの具体的な事例が挙げられているものの「この

シチュエーションの時には,この敬語を使う」という暗記に近い形式で覚える

ことになり,教材で扱っている敬語は使えるようになるかもしれないが,扱っ

ていない敬語は話せるようにならない点が欠点である. 
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2.3.8 マナーとお付き合いのお話 

マナーとお付き合いのお話(http://www.mimatsu-group.co.jp/web/manner/) 

は,(株)三松が運営しているサイトで,贈り物の贈り方のマナーや,テーブルマ

ナー,披露宴の受付マナーなどを学習することができる.その中の,「話し言葉の

お話」で,会話のマナーを学習することができる. 

会話のマナーとして,敬語をＴＰＯに合わせて使い分ける理由(図３－１５)

や,敬語の使い方として,敬語を間違える原因を挙げている(図３－１６）. 

「敬語の使い方」では,敬語を間違える原因に,二重敬語,「お」「ご」の多用,

尊敬語と謙譲語の混同の３つを挙げている. 

 

   

図 3-15 会話のマナー       図 3-16 敬語の使い方 

 

日常でよく使われている間違い敬語の原因がわかりやすくまとめられてい

た.しかし,ドリルのような練習をする場がないため,本当に敬語を話せるよう

になったかを確認することができないことが欠点である. 
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2.3.9 心とことば～敬語の使い方～ 

心とことば～敬語の使い方～(日本文教出版社で,ユーザーズマニュアル付きの

「教師用」が 9800円,ＣＤ－ＲＯＭのみの「生徒用」が 4980円で市販されてい

る)は, 「敬語」を的確に使いこなす会話練習と心を伝える「敬意表現」の研究

を支援する実践的学習ソフトである. 動作環境などの仕様を表２－１に示す. 

 

表２－１ 仕様  

動作環境 Windows95|Windows98|WinNT4.0Sv|WinNT4.0Ws 

メディア CD-ROM 

必要ディスク容量 5MB 以上  

CPU Pentium 

CPUクロック 133ＭＨ  

メモリ 32MB 必要  

CD-ROM ４倍速以上  

パッケージ携帯 ボックス  

 

敬語をどの程度理解しているのか,実際にどの程度使っているのかのチェッ

ク(図３－１７)や,敬語の働きや適切な使い方,敬語を使う人間の状況や心理を

読み取り,心と言葉の関わりを考える(図３－１８)ことができる.また,面接試

験の疑似体験や,敬語を題材とした調べ学習のプロセスを疑似体験し,グループ

による調査の方法を学習することができる. 

 

  

図 3-17「敬語センスチェック」画面   図 3-18 「考えてみよう」画面  

  



 12 

 「実践」を重視した作りになっており,動画を多く用いて,日常生活の様々な

シチュエーションを中学生の目線や,会社員,ファーストフード店の店員の目線

から練習ができるようになっている.また,実際に自分の声を録音し,ビデオの

人物と対話形式で練習できる機能など,内容や機能が豊富である. 

 

 

第４節 調査のまとめ 

 

Ｗｅｂで調べた結果,敬語学習教材の多くは,敬語の基礎知識しか学べない,

文字の量が多くて読むのに時間がかかる,途中で飽きる,練習機能がないため,

自分の知識がどの程度あるのかがわからない,練習機能があっても事例やテス

ト内容が実践的でないなどの問題点があり,敬語の知識を身につけても日常生

活で話せるようにならないと考えられる. 

しかし,その中で「心とことば」は,実践を重視した作りになっており,動画の

視聴を中心にしているため,他の教材に比べ,文字の量が少なく,教材を使って

いても読むのに疲れたり,途中で飽きたりすることがなかった. 

そこで,この「心とことば」をベースに敬語学習支援システムを開発すること

にした. 
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第３章 「心とことば」 

 

第１節 「心とことば」とは 

 

「心とことば」は,日本文教出版社(1998)が開発した「敬語」を的確に使い

こなす会話練習支援と,心を伝える「待遇表現」の研究を支援する実践的学習

ソフトであり,中学生を対象としている. 

「実践」を重視しているため,敬語をただ覚えさせるのではなく,具体的な状

況で学ばせるために,動画を用いて,日常生活の様々なシチュエーションを中学

生の目線から練習ができる.また,動画の視聴を中心にしているため,文字の量

が少なく,教材を使っていても読むのに疲れたり,途中で飽きたりすることがな

い. 

さらに,敬語の知識がどの程度あるのかをいつでもチェックできる機能もつ

いており,学習者が自分の敬語に対する理解と使用傾向を把握することができ

る.また学習の前後で結果を比較したり,敬語学習の動機付けにもつながると考

えられる. 

また,Ｗｅｂ上の敬語学習教材にはあまり見られなかった「待遇表現」も学習

でき,相手や場面によってどのような敬語を使えば良いのか,敬語の使い方によ

って雰囲気がどう変わるか,どの言い方が適しているのかなどを学習者が考え

ることができる. 

図３－１に「心とことば」の画面遷移図を示す. 
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１０問連続 １０問連続Ｂの場合も同じ

不正解

正解

不正解

正解

正解するまで

終了（Windowsへ）

※すべての「終了」に該当

１５問連続

全問チャレンジ：１４パターン全て
ランダムに出題：その中の８パターン

プレビュー：全ての会話場面を
連続して上映

開始：１問ずつの会話練習を開始
（全１６問）

ステップモード：応答を一問一問、
自分の操作で進める。
（５～６問程度）

連続モード：４問連続して応答する。
応答に制限時間あり。

図３－１ 「心とことば」の画面遷移図 

トップメニ ュ ー  
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第２節 「心とことば」の主な機能 

 

「心とことば」のトップメニューは,会話映像を見せて正誤判定と使用傾向

を答えさせ,敬語の知識度と使用度を診断する「敬語センスチェック」と,敬語

の間違えを探したり,状況に適した敬語を考え,敬語を使う人の心理や感情を

考察する「考えてみよう」,1つの言葉を質問に応じて尊敬語・謙譲語に直して

話す練習や,日常会話・面接試験など具体的な場面で敬語を適切に使い分けら

れるようにする「話してみよう」,敬語を題材にしたグループによる調べ学習

のシミュレーション「調べてみよう」の４つの項目で構成されている.図３－

１トップメニューに示す.この４つの項目は,すべて独立しているため,どの項

目から学習しても良い仕組みになっている. 

 

3.2.1 「敬語センスチェック」について 

ここでは,会話映像を見せて正誤判定と使用傾向を答えさせ,敬語の知識度

と使用度を診断することができる. 

２０例の会話場面を見て,問題の敬語の使い方について学習者がどう感じる

かを答えさせ,敬語をどの程度理解しているか,実際にどの程度使っているか

をチェックする.問題は,短い会話ビデオが上映され,文字で表示された敬語の

使い方について２択問題（誤りがあるかないか）を１０問,三択問題（もっと

丁寧に言う.こんな感じで言う.もっとくだけて言う）を１０問の計２０問が出

題される.２０問回答するとチェック結果画面が表示され,敬語の知識度,敬語

の使用頻度,総合診断が表示される.センスチェックの後,結果を検討するとき

には,回答結果一覧を表示する.学習の流れを図３－１の「敬語センスチェッ

ク」に示す. 

敬語センスチェックはテストではなく,敬語の理解度と使用の実態を調べる

アンケート的なものであるため,正解が表示されない.学習者が自分の敬語に

対する理解と使用傾向を把握することができると同時に,そこから敬語の使い

方について様々な問題を発見することを目的としている. 
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3.2.2 「考えてみよう」について 

ここでは,敬語の間違えを探したり,状況に適した敬語を考え,敬語を使う人

の心理や感情を考察する学習ができる.敬語の働きと適切な使い方を考える３

つのサブユニット「どう直す？」,「どう使う？」,「どう思う？」がある.学

習の流れを,図３－１の「考えてみよう」に示す. 

「どう直す？」では,会話の敬語の間違いを探し,どう直すかを考え選択回答

することを通して敬語のルールを具体的な場に即して学習できる.短い会話ビ

デオが上映され,見終わったら敬語の間違いがどこにあるかを考える.誤りを

指摘し,なぜ誤りなのか理由と,どう直したらよいか,正しいと思う答えを選択

します.解説には,間違い敬語をどう直すかを考える検討過程の一例が示され

る. 

「どう使う？」は,同一場面で,敬意の程度の異なる会話を比較し,敬語の使

い方によって雰囲気がどう変わるか,どの言い方が適していると思うかなどを

考察する.敬語を使わない場合と比較することで,敬語の存在意義についても

考えさせることができる.過剰敬語,二重敬語,響きの不自然な敬語（レル敬語

の「食べられて下さい」「見られて下さい」など）についても検討することが

できる.解説や正解はない. 

「どう思う？」は,話し手の事情や心理に関心を抱かせる敬語使用例が,劇画

風コントで提示される.それをもとに,なぜこのような敬語が使われたのか,敬

語を使う人間の状況や心理を読みとり,心と言葉の関わりを考えさせることが

できる. 

考えてみようは,学習素材を提供するもので,従って解説や正解はない.その

ため,学校での敬語学習の補助として使うのには良いが,独学には向いていな

いといえる. 
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3.2.3 「話してみよう」について 

ここでは,１つの言葉を質問に応じて尊敬語・謙譲語に直して話す練習や,日

常会話・面接試験など具体的な場面で敬語を適切に使い分ける学習ができ,「練

習」と「実践」の２つのコースがある. 

「練習」では,色々な言葉を尊敬語や謙譲語に直して話す練習をする.１つの

言葉について画面の人物が次々に質問してくるので,質問から状況を判断して

尊敬語と謙譲語を使い分ける.「実践」では,様々な言葉,話し相手,様々な状況

に連続的に対応し敬語を使い分ける練習をする.答える時間に制限があり,実

践を想定した作りになっている. 

画面の人物と実際に会話し,自分の会話を録音・再生したり,モデル音声と比

較して自己評価することができる.しかし,モデル音声により模範解答はわか

るが,正誤判定は学習者が判断し,不正解だった場合,なぜ間違いなのかすぐに

はわからない. 

学習の流れを図３－１「話してみよう」に示す. 

 

3.2.4 「調べてみよう」について 

ここでは,敬語を題材にしたグループによる調べ学習のシミュレーションが

できる.敬語を題材にした課題決定から,調査,分析,発表にいたる,調べ学習全

プロセスを画面に登場する生徒たちと一緒にたどることで疑似体験し,本番の

調査活動に意欲と見通しを持って取り組めるようになることを目的としてい

る. 

敬語に関する課題が(「ご苦労さま」という表現について,先生と話すときの

ことばづかいについて,「猫に餌をあげる」という表現についての３つ)用意さ

れており,どれか１つを学習者が選択し,選んだ課題について,実際に街でのイ

ンタビュー調査の模擬体験を行い,集計結果から登場する生徒たちがそれぞれ

考察を行う.調査や分析の方法を,プロセスを追って学習することができる. 

学習の流れを図３－１「調べてみよう」に示す. 
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第３節 「心とことば」の問題点 

 

「心とことば」は調査した教材の中で一番機能が充実していると考えられる.

しかし,このソフトを実際に使用してみたところ,機能は充実しているのに,敬

語を話せるようにはならなかった.その原因を考えたところ,以下のような問

題点が挙げられた. 

一つ目は,システムを一通り使い終わっても達成感を感じないという点であ

る.その理由として,システムの学習目標（出入口）が明確になっていないから

なのではないか,と考えた.また,システム内の構成する学習項目に順序性がな

いため,敬語の基礎知識が身についていないにも関わらず,実践練習を学習す

ることになる点が問題なのではないか,と考えた. 

二つ目は,フィードバックが少ないという点である.不正解時に間違えた理

由が与えられないため,自分の苦手な部分がわからず,苦手な部分を重点的に

学ぶということができない. 

三つ目は,「心とことば」では与えられた問題を学習するだけで,待遇表現を

自分で選択することができない.そのため,システムで扱っている練習問題を

丸暗記する形になり,システムで扱っていない他の敬語への応用ができず,シ

ステムを使っても「敬語が話せるようにならない」ということになるのではな

いだろうか,と考えた. 
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第４章 「心とことば」改善版の設計 

 

第１節 教材開発プロセスについての先行研究 

 

「心とことば」では,システムの学習目標（出入口）が明確になっていないた

め,達成感がないという問題点があった.そこで,教材開発のプロセスについて

書かれた「教材設計マニュアル」（鈴木 2002）に沿って改善を行った. 

どのようなやり方で教材を作っていけばよいのかについてのヒントは,「教材

設計・開発へのシステム的なアプローチ」と呼ばれており,「Plan-Do-See」の

３つの段階で表される.これらは,計画(Plan)→実行(Do)→評価(See)→計画

(Plan)→実行(Do)→評価(See)→・・・とぐるぐると回ることを前提とする. 

この「Plan-Do-See」の段階を回転しながら教材を作っていくために,図４－

２に示す５つの要素が必要になる.これをシステム的な教材設計・開発の手順と

呼ぶ(鈴木 2002). 

 

出入口を決める

中の構造を見きわめる

教え方を考える

教材を作る

教材を改善する

１

2

3

4

5

学習目標の明確化とテストの作成

課題分析図の作成

指導法略表の作成

教材の開発と形成的評価の準備

形成的評価の実施と教材の改善

（Ｐｌａｎ-１）

（Ｐｌａｎ-2）

（Ｐｌａｎ-3）

（Do）

（See）
 

図４－２ システム的な教材設計・開発の手順（鈴木 2002） 

 

まずは,出入口を決め学習目標の明確化（Plan-1）を行う.出入口が明らかに

なったら,入口と出口の間にどんな内容がどんな関係で存在するのかを明らか

にするため,課題分析図を作成し,教材の中の構造を見きわめる(Plan-2).課題

分析図ができたところで,その一つひとつをどんな作戦でクリアさせるか,指導
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方略の検討を行う(Plan-3). 

これらの計画（Plan）をもとに,教材を開発（Do）し,最後に教材を改善する

ため,形成的評価を行い改善する(See).図４－２に示すように,何を改善するの

かによって,１から 4までのどの作業にもどっていくのかが変化する.この評価

と改善を繰り返しながら,教材作りのシステム的なアプローチを回転させる. 

この流れが,最も確実な独学を支援する教材開発のプロセスと考える.(鈴木 

2002) 

 

第２節 学習目標の明確化 

 

「心とことば」には,「敬語を的確に使いこなす」ことと「待遇表現の研究

を支援する」の２つの学習目標がある.しかし,これらは学習目標としてはあい

まいで,出口が明確になっていない.そのため,システムを一通り使い終わって

も「達成感」が沸かない,という問題点につながると考えた. 

そこで,改善版では,日常生活で敬語を使うことができるための学習目標と

して,「シチュエーション（場面,人物等）によって,適当な待遇表現を使い分

けることができる」とした. 

また,「心とことば」では,敬語の基礎知識が身についていないにも関わらず,

実践練習を学習することになるという入口に関する問題点があった.そこで,

改善版では,基礎知識が身についていない人,つまり,「敬語の基礎知識がまっ

たくない人」を入口とし,基礎知識から学習できるようにした. 
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第３節 階層分析 

 

出入口が明らかになったので,次は,教材の出口として設定した学習目標をマ

スターするために必要な要素とその関係を明らかにする.この作業を「課題分

析」という.課題分析によって,教材で何を教える必要があるのかを確かめ,学習

範囲と学習順序を明確にすることができる.教材の骨格は,教材で教えようとし

ている学習目標の性質によって異なるということがこれまでの研究で明らかに

なっている.したがって,学習課題の種類ごとに異なる課題分析の手法が提案さ

れている.(鈴木 2002) 

「敬語学習」は,覚える課題「言語情報」の部分も一部あるが,全体で考える

といくつかの決まったルールに言葉を適用する「知的技能」である.知的技能の

課題分析法は,ロバート・Ｍ・ガニェによって研究された「階層分析」を用いる.

階層分析では,学習目標よりも基礎的な知的技能にどのようなものがあるかを

明らかにし,知的技能のピラミッドを作る.(鈴木 2002) 

まずは,敬語の学習方法を研究している文献を探し,それを参考に学習目標と

なる項目の洗い出し作業を行い,それらをすべて統合し「敬語学習の階層分析

図」を作成した.図４－３に示す. 

 

 

 

  

図４-３ 「敬語学習」の階層分析図 
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4.3.1 最終目標 

知的技能の場合,学習の順序性は明確である.線でつながった目標どうしは,

下の目標が上の目標のための「前提条件」になっているため,下から上に進む必

要がある.(鈴木 2002) 

教材の最終目標を,「シチュエーション（場面・人物等）によって適当な待遇

表現を使い分けることができる」とした.この目標をマスターするために２つの

下位目標「正確な敬語を使うことができる」,「適当な待遇表現を使い分けるこ

とができる」を設けた.階層分析図の上位目標３つを図４－４に示す.これらは

独立していて,どちらの目標からやっても良いが,両方の下位目標をマスターし

ないと,最終目標項目に進むことができない. 

例えば,敬語を間違える理由として,敬語を話そうという意図はあるが,正し

い敬語のルールを知らないために間違えた.あるいは,正確な敬語は知っている

が,適当な待遇表現ができないために間違えた,という二つの可能性が考えられ

る. 

正確な敬語を
使うことができる

適当な待遇表現を
使い分けることができる

シチュエーション（場面,人物等）によって

適当な待遇表現を使い分けることができる

目標①

目標② 目標③

 

図４－４ 階層分析図の最終目標 
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4.3.2 正確な敬語を用いて表現できる 

図４－４の目標②「正確な敬語を使うことができる」までのプロセスとして,

萩野(2002）と山岸(2003)を参考に下位項目を作成した(図 4-5). 

敬語には,丁寧語・尊敬語・謙譲語の三種類あり,これらにはいくつかの決ま

ったルール（基本的表現）が存在する. 

丁寧語・尊敬語・謙譲語は,それぞれが独立しているため,どれから学習して

も良い.しかし,尊敬語とは何か,なぜ使うのかなどの基本的認識がないと基本

的表現を使うことはできないため,基本的認識をマスターしないと基本的表現

には進むことができないようになっている. 

それぞれの基本的認識がわかり,基本的表現ができて,それらを正確に使い分

けることができたとき,「正確な敬語を使うことができる」と判断する. 

 

正確な敬語を用いて表現できる

丁寧語は、話し手が聞き手
を上位とする場合、敬意を
直接あらわす言い方だと
いう認識がある

正確な尊敬語を
用いた表現ができる

尊敬語は、目上の人のこと
について話すとき、その人
を敬って言う言い方だと
いう認識がある

謙譲語は、話題中の２人に
上下関係がある時自分や
身内の動作を遜って言う
言い方だという認識がある

正確な謙譲語を
用いた表現ができる

正確な丁寧語を
用いた表現ができる

「です・ます」をつける
表現ができる

「お」「ご」を語の頭に
つける表現ができる

特別な語を用いる
表現ができる

「お(ご)○○になる」の

形式の表現ができる

「れる」「られる」の
形式の表現ができる

「お」「ご」を語の頭に
つける表現ができる

特別な語を用いる
表現ができる

「お(ご)○○する」の

形式の表現ができる

目標②

基
本
的
表
現

基
本
的
認
識

図４－５ 「正確な敬語を用いて表現できる」の下位目標 
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4.3.3 適当な待遇表現を使い分けることができる 

図４－４の目標③「適当な待遇表現の使い分けができる」までのプロセスと

して,菊池(1997)と山岸(2003)を参考に下位項目を作成した(図 4-5). 

待遇表現とは,「基本的には同じ意味のことを述べるのに,話題の人物／相手

／場面などに応じて複数の表現を使い分けるときの,それらの表現」のことであ

る. 

敬語は,相手,場面,話す事柄,状況により,言葉を使い分ける必要がある.どん

な場面に,どんな言葉や言い回しがふさわしいのかを選ぶために,まずは敬語の

レベルを認識する必要がある.次に,そのレベルを相手や場面に合わせて使い分

けるために,敬語レベル表現を学習する必要がある. 

 

適当な待遇表現を使い分けることができる

「レル敬語」より
「別語形式」の方が
丁寧であるとわかる

言葉は長く言うほど
丁寧になると

わかる

「改まり語」を使うと
丁寧な印象になる

とわかる

依頼表現を使うと
相手に丁寧に響く

とわかる

親疎関係
に応じた
待遇表現
がわかる

同一組織内の地位
に応じた待遇
表現がわかる

年齢
に応じた待遇
表現がわかる

経歴の長短
に応じた待遇
表現がわかる

社会階層
に応じた待遇
表現がわかる

敬
語
レ
ベ
ル
認
識

敬
語
レ
ベ
ル
表
現

相手に合わせて敬語を
使い分けることができる

場面に合わせて敬語を
使い分けることができる

内外関係
に応じた
待遇表現
がわかる

上下関係
に応じた
待遇表現
がわかる

恩恵関係
に応じた
待遇表現
がわかる

力関係
に応じた
待遇表現
がわかる

公的場面
に応じた
待遇表現
がわかる

間接的場面
に応じた
待遇表現
がわかる

目標③

図４－５ 「適当な待遇表現を使い分けることができる」の下位目標 
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4.3.4 階層分析図を「心とことば」に適用した結果 

この階層分析図を使い「敬語学習の階層分析図」と「心とことば」との比較・

分析した結果 ,「心とことば」には,敬語の基礎知識の学習が足りないことがわ

かった.そこで,敬語の基礎知識を身に付ける「敬語のルール」を新たに追加し,

階層分析図に沿って学習できるよう改善を行った.また「待遇表現の使い分け」

に相応する「考えてみよう」は,正答が表示されないため独学には向いていない

と考え,フィードバックを充実させ,また,相手や場面によってどのように敬語

を使い分けるのかを階層分析図に沿って学習できるよう改善を行った. 

「敬語センスチェック」,「シチュエーションによる待遇表現の使い分け」は,

「心とことば」の内容が充実し特に問題点もないことから,改善は行わずそのま

ま使用することにした.また,敬語のルール以外の目標項目は満たしている点か

ら,「心とことば」の会話文・シチュエーション設定などはそのまま使用し,敬

語のルールの練習問題などは新たに追加することにした.各機能の目的,内容の

相違を表４－１に示す.また,「心とことば」と改善版の学習範囲の相違を図４

－６,図４－７に示す. 

また,「心とことば」にはなかった学習順序のサポート,目標に対する達成度

の表示,不正解時のフィードバックを追加した.詳しい説明は次節に記す. 
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表４－１ 各機能の概要 

「心とことば」 改善版 

敬語センスチェック 

目的：敬語の理解度,使用頻度をチェックすることで,敬

語学習の動機付けと,課題発見を目的とする. 

内容：敬語の使い方について２択問題10問、使用傾向を

調べる三択問題10問の計20問が出題される. 

敬語センスチェック 

目的：同じ 

内容：そのまま使う 

話してみよう－実践－ 

目的：敬語を使い分けることができるようになる. 

内容：様々な言葉・相手・状況に連続的に対応し敬語を

使い分ける総合練習. 

考えてみよう－どう直す－ 

目的：シチュエーションによって,正しい敬語に直すこと

ができる. 

内容：様々な言葉・相手・状況に応じて敬語の間違いを

直す. 

シチュエーションによる待遇表現の使い分け 

目的：シチュエーションによって待遇表現の使い分け

ができるようになる. 

内容：そのまま使う 

 

 

 

 

話してみよう－練習－ 

目的：敬語に慣れる. 

内容：状況を判断し,色々な言葉を尊敬語や謙譲語にして

話す. 

敬語ルール<<新規>> 

目的：正確な敬語を使うことができるようになる. 

内容：尊敬語・謙譲語・丁寧語の基本的認識,基本的表

現を階層分析図に沿って覚える. 

考えてみよう－どう使う－ 

目的：敬語の適切な使い方を考える. 

内容：状況に適した敬語を選ぶ. 

考えてみよう－どう思う－ 

目的：敬語の働きを考える. 

内容：敬語から事情・心情を読み取る. 

待遇表現の使い分け 

目的：敬語レベルを把握し,適当な待遇表現を使い分け

ることができるようになる. 

内容：敬語レベルによる待遇表現の使い分け方を階層

分析図に沿って覚える. 

調べてみよう 

目的：グループによる調査の方法を学習する. 

内容：敬語を題材に,課題決定から調査・分析・考察・発

表まで,調べ学習のプロセスを疑似体験させる. 
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図４－６ 「心とことば」の学習範囲 

 

 

 

図４－７ 改善版の学習範囲 

 

 



 28 

第４節 指導法略を考える 

4.4.1 学習課題の種類 

学習目標との整合性の高い練習問題を作るためには,学習目標の性質を分類

することが効果的である.同じ性質を持つ学習目標についてのテストには,共通

して備えていなければならない条件があるからである.同じ性質を持つ学習目

標を分類するための枠組みを「学習課題の種類」といい,学習課題の種類は大き

く「認知領域の課題」,「運動領域の課題」,「情意領域の課題」の３つに分類

される(鈴木 2002). 

敬語学習は,この三領域の中の「認知領域の課題」に分類される.さらに,「認

知領域の課題」は,「言語情報」と「知的技能」の２種類の課題に分類される.

教材に出てきた情報を覚えて,それを再び思い出す課題を「言語情報」と呼び,

ある種の約束事（ルール）を教材で学んで,それをテストで応用する課題を「知

的技能」と呼ぶ(鈴木 2002). 

そこで,図４－５に示す学習目標「正確な敬語を使うことができる」の下位項

目を「言語情報」と「知的技能」の二種類に分類して練習問題を作った.表４－

２に示す. 

表４－２ 言語情報・知的技能の分類 

言語情報（暗記） 知的技能（応用） 

・(尊敬語・謙譲語)特別な語を用いる

表現ができる 

・(丁寧語)「です・ます」をつける表現

ができる 

・(尊敬語・謙譲語)「お・ご」を語の頭

につける表現ができる 

・(尊敬語)「お(ご)○○になる」の形式

の表現ができる 

・(尊敬語)「れる・られる」の形式の表

現ができる 

・(謙譲語)「お(ご)○○する」の形式の

表現ができる 

知的技能の課題は,説明のページで例として挙げた言葉は使わず,ルールに適

用する形を取ることによって,教材で扱わなかった敬語への応用力を身につけ

ることを目的とした.逆に,言語学習の課題は,説明のページで例として挙げた

言葉を暗記する練習方法を取り入れた. 
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4.4.2 達成感のあるシステムにするための機能 

「心とことば」を一通り使ったにも関わらず,敬語を話せるようにならなかっ

たのは,達成感が沸かなかったことが一つの原因であると考え,改善版では,学

習者に達成感を持たせるための機能を追加した. 

一つ目は,階層分析図に沿って学習することによって,ゴールを明確にし,入

口から出口まで,ひとつひとつ目標をマスターしていくことで,達成感が沸くよ

うにした. 

二つ目は,それぞれの練習画面中に,「今何を勉強しているのか」,「マスター

すると何ができるようになるのか」を表示することによって,学習者に,随時学

習目標を意識させるよう工夫した. 

三つ目は,それぞれの学習項目にテスト機能を設けることにより,学習者が学

習目標をマスターできているか随時確認できるよう工夫した. 

 

4.4.3 学習順序のサポート 

「心とことば」にはなかった学習順序のサポート機能を追加した.「心とこと

ば」は,敬語のルールを学習するのに,「話してみよう」と「考えてみよう」の

二つにまたがっていたり,敬語の基礎知識がないのに,実践練習をやらせたりな

ど,学習順序に問題があった. 

そこで,学習者が学習の状況がわかるようにボタンの色分けを行った.また適

切でない学習項目のボタンを選択した際は,最初に学習した方が良い項目をア

ラートで示すなど工夫をした.詳しい説明は,次章で記す. 

 

4.4.4 不正解時のフィードバック 

「心とことば」は,不正解時のフィードバックが「考えてみよう－どう直す－」

にしかなかった.敬語学習は,第２章で述べたように,不正解時に知識の修正を

行うことが重要（住本・濱野・松永 1991）であることから,改善版では,不正

解時には,間違えやすい例やルールを解説として表示し,知識の修正を行った. 

また,間違った原因として考えられる学習項目へのリンクボタンを設け,いつ

でも基本に戻れるようにした.詳しい説明は次章に記す. 
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第５章 改善版の開発 

 

第１節 改善版「敬語ルール」の開発 

 

Macromedia社の Flash MXを用いて,「心とことば」の「話してみよう」に相

当する「敬語ルール」を階層分析図に沿って開発した. 

また,「心とことば」がローカル環境での学習を対象としていたため,改善版

も同様に,ローカル環境での学習を目的とし,データの書き込みなどに CGIを使

用せず,Flashのみで開発を行った. 

 

第２節 階層分析図の活用 

 

「敬語ルール」のメニュー画面の遷移図を図５－１に示す.丁寧語・尊敬語・

謙譲語の基本的な認識をマスターした後(①),丁寧語・尊敬語・謙譲語の基本的

表現をそれぞれ学んだ後（②）,それらを使い分ける練習をする（③）.最後に,

丁寧語・尊敬語・謙譲語の区別と,正しい敬語表現を使い分けることができたと

き（④）,正確に敬語を使うことができるようになったと判断する.また,「謙譲

語・尊敬語の使い分け」の学習項目で丁寧語を用いるため,「丁寧語の使い分け」

をマスターしてから学習することにした. 

また,学習順序のサポートとして,学習者が学習の状況がわかるようにボタン

の色分けを行い,階層分析図に沿って,次に学習するのが適切な項目のボタンを

オレンジに,適切でない項目のボタンを半透明に,既に終わった項目のボタンを

茶色にした. 

また,適切でない学習項目のボタンを選択した際は,最初に学習した方が良い

項目をアラートで示すなど工夫をした(図５－２). 
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図５－１ トップ画面遷移図

①

②

③

④ 

丁寧語 謙譲語 尊敬語 
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図５－２ アラートの表示画面 
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第３節 練習機能 

 

それぞれの学習項目内の練習問題は,学習目標の種類によって出題形式を変

えて出題した.また,それぞれの練習の問題数の妥当性を考慮し,少ない場合は

問題を増やすなどした. 

 

5.3.1 基本的認識 

「心とことば」には,謙譲語とは何かというような解説がない.これは,謙譲語,

尊敬語,丁寧語などを抽象的に学ぶのではなく,具体的な状況の中でとらえさせ

たいという理由からである.しかし,事例だけでは,システムで扱った敬語は使

えるようになっても,応用が利かず,実際の日常生活では敬語を使えるようにな

らないのではないかと考えた.そのため,改善版では,「丁寧語のきほん」,「謙

譲語のきほん」,「尊敬語のきほん」でそれぞれの基本的認識の説明を追加した. 

「丁寧語のきほん」画面を図５－２に示す.画面には,学習者が「今何を勉強

しているのか」,「マスターすると何ができるようになるのか」を意識して学習

できるよう学習目標を表示した(①).また,どんな時に使うのか(②),どのよう

に使うのか(③)を示し,萩野(2002)の敬語のしくみ図を用いてわかりやすく説

明した(④).「謙譲語のきほん」・「尊敬語のきほん」についても同様に開発した. 

①

④

②

③

 

図５－２ 丁寧語のきほん画面 
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5.3.2 言語情報の課題 

敬語は添加形式と別語形式に分けられる.添加形式は,「お○○する」や「お

○○になる」など,ある決まったルールに様々な言葉を適用し,「お会いする」,

「お会いになる」とすることで,尊敬語・謙譲語にする方法である. 

別語形式は,「いる」を「いらっしゃる」,「見る」を「ご覧になる」など別

の言葉に言い換えて尊敬語・謙譲語にする方法である. 

「心とことば」は,添加形式と別語形式を区別せず,どちらも同様に扱ってい

る(図５－３).改善版は,丁寧語・謙譲語・尊敬語を独立した形で学習している

が,言語情報に分類される別語形式「特別な語」の場合は,尊敬語と謙譲語を別々

に覚えるのではなく,説明画面に尊敬語・謙譲語を表示し,お互いを比較しなが

ら覚える形式をとった(図５－４). 

また,「言語学習」の課題では,説明画面で提示した内容と同じものを練習問

題としてランダムに出題した(図５－５).尊敬語の「特別な語」も同様に開発し

た. 

   

図５－３ 「心とことば」の練習画面 

  

図５－４ 改善版「謙譲語の特別な語」の説明画面 
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図５－５ 謙譲語「特別な語」の出題画面 

 

5.3.3 知的技能の課題 

知的技能に分類される添加形式の場合は,説明画面で例として挙げなかった

語を練習問題で出題し,決まった形式に適用する形を取ることによって,教材で

扱わなかった敬語への応用力を身につけることを目的とした.知的技能の学習

目標は,前章表４－２に示す通りである. 

添加形式の「敬語の使い分け」では,尊敬語と謙譲語の区別と,色々な言葉を

基本的表現に適応させ敬語に直す出題形式をとった(図５－６). 

 

    

図５－６ 「敬語の使い分け」の出題画面 
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5.3.4 不正解時のフィードバック 

「心とことば」には,不正解時のフィードバックが足りない.「話してみよう」

の練習では,模範解答は,音声のみで自分の解答と照らし合わせることで学習者

が正誤を判断する(図５－６).このことが,一通りシステムを使っても敬語を話

すことができない原因の一つと考え,改善版では,正誤に関わらず,正誤判定の

画面に,学習者の入力した解答と正答をすぐに表示した(図５－７).また,不正

解時には,間違えやすい例やルールを解説として表示し,知識の修正を行った

(図５－８). 

さらに,「敬語の使い分け」では,不正解だったときの画面に,解説の他に,間

違った原因として考えられる学習項目へのリンクボタンを設け,いつでも前に

戻れるようにした(図５－９). 

また,全ての学習項目に共通して,不正解だった問題は,正解するまでランダ

ムに出題するようにした. 

 

 

図５－６ 「心とことば」の練習画面 

 

    

図５－７ 正誤判定画面 
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図５－８ 不正解時の解説 

 

図５－９ 学習項目へのリンクボタン 

 

これらの Action Scriptによるソースプログラムを資料として添付した. 
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第６章 形成的評価 

 

第１節 １対１評価 

 

6.1.1 目的・方法 

「敬語のルール」の開発が終了した時点で,開発した改善版教材がきちんと動

くかどうかの確認と,事前テスト・事後テスト・アンケートがそれぞれ適切かど

うかを調べることを目的とした１対１評価を行った.評価は大学生３名を対象

に一人ずつ Windows XPのローカル環境で行った. 

まず,評価の趣旨が「教材の改良」にあることを説明したあと,前提テストを

「敬語を使う意思があるか」とし,口頭で質問した.前提テストを合格したため,

事前テストを行った.事前テストの内容は,「言語情報」の問題として,標準型を

尊敬語・謙譲語に直す問題を１４問（尊敬語・謙譲語各７問）.「知的技能」の

問題として,会話文を指定した謙譲語・尊敬語・丁寧語のうちのいずれかに直し

てもらう問題を６問の全２０問を出題した.２０問中８割の１６点以上を合格

としたが,１５点であったため,改善版教材の「敬語のルール」と心とことばの

「話してみよう」の「実践」を自由に使ってもらった.協力者がもう大丈夫だと

思ったところで事後テストを受けたいと申し出てもらい,事後テストを実施し

た.その後,改善版システムについてのアンケートに答えてもらい,その後,「心

とことば」を一通り動かしてもらい,改善版教材と見比べてもらい,最後に比較

アンケートを行った. 

評価の際,協力者が教材を使う様子を経過時間記録用紙に時間を記録しなが

ら観察した.また,わかりづらいところが出てきたら,その場で補足し,何がわか

りづらかったのかをメモした. 

 

6.1.2 結果(1) 

事前テストは前項でも述べたように,２０点満点中１５点で不合格であった.

事後テストは,事前テストと同じ問題を出題し,２０点満点中１９点で合格とな

った. 

観察の結果,トップ画面のボタンの配色設定を,各学習項目の練習問題で１０

０点を取らないと,学習済み（茶色ボタン）にならないよう設定していたが,協

力者は,１００点を取れなかった学習項目が多く,ほとんどのボタンが茶色にな
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らなかった.従って,学習順序のサポートがまったくない状態で学習を進めてい

た.そのためか,丁寧語・謙譲語・尊敬語を,順不同に学習していた. 

また,「丁寧語のきほん」では,説明を読み終えたあと,メニューに戻るボタン

をなかなか押さなかった.これと同様に,「謙譲語のきほん」で,敬語のしくみ図

を,△ボタンを押すことによって３種類のしくみ図を比較できるよう作成した

が,協力者は△ボタンに気付かなかった. 

練習問題では,句読点の付け忘れや,「おっしゃる」を「おっしゃられる」と

する二重敬語,「申す」を「申し上げる」,「まいる」を「参る」などと記入し

て不正解になる場面が多く見られた.また,不正解時の解説を「敬語の使い分け」

にしか付けていなかったため,他の学習項目で間違えたとき,間違えた理由がわ

かっていないようだった.また,尊敬語の「特別な語」では,説明画面の中央に,

謙譲語の「特別な語」に飛ぶリンクボタンを付けたところ,押したことによって,

謙譲語の「特別な語」に飛んだことを気付かずに学習を進めていた. 

アンケートの結果,学習順序のサポートがうまく活用できなかったこともあ

り,ボタンの配色設定に関して多くの意見が出た.ボタンの色の半透明と茶色が

区別しづらい,どこまでやったかが一目でわかるようにして欲しい,ボタンの色

の説明で,「茶：学習済」と書いてあるが,（全問正解ではなく）一通りやった

ときに「学習済」がいい.全問正解のときは,「マスター」「合格」などとして,

さらに別の色にするなどして欲しいという意見が出た.また,「丁寧語のきほん」

では,もっと具体的な説明にして欲しい,「戻る」ボタンではなく「次へ」ボタ

ンが欲しいという意見が出た.また,模範解答のパターンを増やすべきとの意見

が出た.また,比較アンケートもアンケートと同様の理由で,あまり好意的な意

見は得られず,更なる改善への指摘を受けた. 

 

6.1.3 改善(1) 

質問・意見やアンケートの結果を元に,改善版の改善を行った.学習順序のサ

ポートとして,練習問題が１００点で茶色ボタンになっていたものを,８０点で

茶色ボタンになるようにした.また,「半透明ボタンと茶色ボタンの色の区別が

しづらい」という意見を取り入れて、半透明ボタンをさらに透明に近づけ,改善

したものを協力者に見てもらったところ,「区別しやすくなった」という意見を

もらった.また,不正解時のフィードバックとして,「敬語の使い分け」でのみ解

説を表示していたものを,間違えやすいと思われる学習項目「お○○する」,「お
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○○になる」,「尊敬語の使い分け」,「謙譲語の使い分け」にも解説を表示す

るようにした.また,「申す」と「申し上げる」や「お召し上がりになってくだ

さい」と「お召し上がりください」などを両方正答としたり,「ください」と「下

さい」など,ひらがなと漢字のどちらでも正解にするなど解答のパターンを増や

した.また,意見として挙げられた「丁寧語のきほん」の説明画面を,具体的な例

を取り上げた説明文に変更し,「謙譲語のきほん」の説明画面では,△ボタンを

押すように促すコメントを追記した. 

 

6.1.4 結果(2) 

協力者２人目は,事前テストは２０点満点中１５点で不合格であった.事後テ

ストは,事前テストと同じ問題を出題し,２０点満点中２０点で合格となった. 

観察の結果,トップ画面のボタンの配色設定を８０点以上取らないと学習済

み（茶色ボタン）にならないよう設定していたため,結果が８０点以下の場合,

茶色にならず,「なぜ茶色にならないのか？」と質問をうけ,口頭で返答したと

ころ,茶色になるまで練習問題を繰り返し行っていた.そのためか,丁寧語・謙譲

語・尊敬語の順に学習できていた.また,１回目の１対１評価で指摘を受け「謙

譲語のきほん」の△ボタンの下に「△をクリックしてね」とコメントを表示す

るように改善したが,２人目の協力者も△ボタンに気付かず,押さなかった. 

アンケートの結果,学習順序のサポート機能を改善したこともあり,好意的な

意見が得られた.しかし,ボタンの配色設定について,「練習問題は不正解の場合,

正解するまで出題され続けるため,一通りやったのに学習済み（茶色ボタン）に

ならないのはおかしいのではないか」という指摘を受けた.また,トップ画面に,

お勧めの学習順序や,ボタンの色の説明,解答方法などを書いた「ヘルプ画面」

のようなものがあると良いのではないかという意見を得た.比較アンケートも

アンケートと同様の理由で,好意的な意見が得られた. 

 

6.1.5 改善(2) 

質問・意見やアンケートの結果を元に,改善版の改善を行った.学習順序のサ

ポートとして,練習問題が８０点で茶色ボタンになっていたものを,何点であっ

ても一通り学習はしているため,茶色ボタンにするようにした.また,意見とし

て挙げられた「はじめに」画面は,次の協力者も必要だと感じた場合に加えるこ

とにし,今回は加えなかった. 
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6.1.6 結果(3) 

協力者３人目は,事前テストは２０点満点中８点で不合格であった.事後テス

トは,事前テストと同じ問題を出題し,２０点満点中２０点で合格となった. 

観察の結果,特に戸惑っている様子もなく,スムーズに学習していた. 

また,アンケートと比較アンケートで,好意的な意見が得られた.また,協力者２

人目の意見でトップ画面に「はじめに」のような,操作をまとめたページが必要

か聞いたところ,特に操作に戸惑わなかったため,必要ないとの意見を得た.今

回の評価では大幅に変更するように指摘を受けた箇所はなかった. 

 

第２節 １対１評価のまとめ 

 

１対１評価を３名の協力者に対して実施し,開発した改善版教材がきちんと

動くことを確認した.また,事前テスト・事後テスト・アンケートがそれぞれ適

切であることも確認できた. 

また,３回目の１対１評価の結果からは,大幅に改良を必要とする箇所が見つ

からなかったため,これにより１対１評価を終了し,小集団評価に進むことにし

た. 
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第３節 小集団評価 

 

6.3.1 目的・方法 

小集団評価によって,開発した改善版教材の方が「心とことば」より学びやす

くなっているかどうかを調べることを目的とし,大学生１４名に対して評価を

Windows XPのローカル環境で行った. 

まず,１対１評価と同様に,前提テストを「敬語を使う意思があるか」とし,

口頭で質問した.前提テストを合格したため,事前テストを行った.事前テスト

は,１対１評価と同じものを使い,２０問中８割の１６点以上を合格としたとこ

ろ,６名が合格したため,不合格だった８名に評価に協力してもらった. 

不合格だった８名のうち,４名には最初に改善版を使ってもらい,残りの４名

には最初に「心とことば」を使ってもらった.以後,改善版を使ったグループを

Ａグループ.「心とことば」を使ったグループをＢグループと呼ぶ.グループＡ

とグループＢの平均点に差が出ないよう,事前テストの点数を見て割り振った.

その結果を表６－７に示す. 

 

表６－７ グループ分け 

グループＡ（改善版→心とことば） グループＢ（心とことば→改善版） 

Ａさん ２／２０点 Ｅさん ４／２０点 

Ｂさん ７／２０点 Ｆさん ７／２０点 

Ｃさん １２／２０点 Ｇさん １２／２０点 

Ｄさん １３／２０点 Ｈさん １３／２０点 

 

協力者がもう大丈夫だと思ったところで事後テストを受けたいと申し出ても

らい,事後テストを実施した.その後,改善版システムについてのアンケートに

答えてもらい,その後,１回目に使わなかった方の教材を一通り動かしてもらい,

１回目の教材と２回目の教材とを見比べてもらい,最後に比較アンケートを行

った. 
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6.3.2 結果 

事前テストと事後テストの点数の比較を表６－８に示す.グループＡは,事前

テストの点数にかかわらず,全員合格点に達しているのに対し,グループＢは,

４人中３人は合格点に達しなかった.このことから,「敬語のルール」において

は,改善版の方が「心とことば」よりあきらかな学習効果を得た. 

 

表６－８ 事前テストと事後テストの比較 

グループＡ（改善版） グループＢ（心とことば） 

協力者 事前テスト 事後テスト 協力者 事前テスト 事後テスト 

Ａ ２点 １６点 Ｅ ４点 １５点 

Ｂ ７点 １８点 Ｆ ７点 １７点 

Ｃ １２点 １７点 Ｇ １２点 １２点 

Ｄ １３点 ２０点 Ｈ １３点 １５点 

平均点 

標準偏差 

８．５点

(4.39) 

１７.７５点 

(1.48) 

平均点 

標準偏差 

９点 

(3.67) 

１４．７５点 

(1.79) 

 

 

２つの教材の平均点の比較
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数

心とことば 改善版教材
 

図６－１ 平均点の比較 
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また,教材Ａを改善版,教材Ｂを「心とことば」とし,比較アンケートでは「Ａ」

「どちらかといえばＡ」「どちらともいえない」「どちらかといえばＢ」「Ｂ」

の５段階の７つの質問に答えてもらった. また,「Ａ」を５点,「どちらかとい

えばＡ」を４点,「どちらともいえない」を３点,「どちらかといえばＢ」を２

点,「Ｂ」を１点とし,７つの質問の平均点を出し比較した.比較アンケートの結

果を表６－９に示す. 

表６－９ 比較アンケートの結果 

質問項目 平均 

①最初にどこから学習すれば良いかわかりやすいのはどちらですか？ 4.8 

②ひとつの学習項目が終わったあと、次にどこを学習すれば良いかわ

かりやすいのはどちらですか？ 

4.8 

 

③練習問題を間違えたとき、すぐに原因がわかるのはどちらですか？ 5.0 

④一度学習した学習項目に戻りやすいのはどちらですか？ 4.4 

⑤操作がわかりやすかったのはどちらですか？ 4.4 

⑥問題数が適当なのはどちらですか？ 4.3 

⑦敬語のルールがわかりやすかったのはどちらですか？ 5.0 

計 4.7 

 

その結果,７つ全体の平均が 4.7点という高い評価を得た.また④,⑤,⑥の質

問では,「どちらも適当」という理由で「どちらともいえない(３点)」を選ぶ人

がいた.これらのことから,「心とことば」よりも改善版の方が敬語のルールを

学びやすくなっているといえる.  

 

第４節 小集団評価のまとめ 

 

小集団評価を８名の協力者に対して実施した.その結果とアンケート及び口

頭でのインタビューなどから,階層分析図に沿った学習をすることによって,学

習順序が明確になり,最後まで達成しやすくなったことがわかった. 

また,フィードバックを充実させたことにより,知識の修正ができ,学習効果

が上がったと考えられる.このことから,階層分析を用いた敬語学習支援システ

ムの有効性が確認できた.そのため,学習目標③「待遇表現の使い分け」も同様

に開発を行うこととした. 
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第７章 おわりに 

 

本研究では,階層分析を用いて「心とことば」の改善版の開発,評価を行っ

た.「敬語のルール」を対象とした１対１評価と小集団評価を行った結果,

階層分析図に沿った敬語学習は有効であることがわかった.そこで,「敬語の

ルール」と同様に「待遇表現の使い分け」を開発した(図７－１,７－２).  

今後の課題として,学習の成果が日常生活の中で実際に使えるようになっ

たかを調査することが今後の課題である. 

 

 

図７－１ トップ画面 

 

 

図７－２ 練習画面 
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