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アニメを利用する日本語学習教材 

ヨンカース ステファヌス ゲラルダス ヘンドリカス 

要  旨 

筆者はアニメをきっかけに日本語を勉強しはじめた。時間と共に見たアニメの数

が多くなった。その結果、日本語能力が上がった。アニメを通じて日本語を勉強す

ることができると思い、高校の最終課題として日本語の授業をすると決めた。参加

者は簡単な単語を素早く獲得することが出来た。現在、日本学科の大学生である以

上、アニメを利用する日本語学習教材をより深く研究することにした。近頃の状況

を分かるためには日本語学習者へのアンケートを行った。主に三つの教科書と

「anime-manga.jp」というサイトを閲覧してもらい、講評を書いてもらった。アニメ

を利用する日本語学習教材に関しては好評が高い。アンケートの結果から、アニメ

はただの補足であり、日本語の授業では主な焦点ではないことが注意点である。例

を挙げれば、標準語と異なる役割語の「キャラ語尾」を覚えてしまう可能性がある。

もう一つの最重点は学習者のモチベーションである。したがって、アニメの内容な

どの注意点さえ気をつければ、効果的な日本語学習教材を作ることが出来るだろう。 

 

１． はじめに 

筆者は子供のころからアニメとの縁がある。まだ学校に通っていない時、数多く

の西洋のアニメを見たことがある。実際、オランダのテレビでは、西洋の番組は普

段元の言語、主に英語やドイツ語、フランス語などで放送されている。そして、そ

の時にオランダ語の字幕が添付される。その結果、英語のコミュニケーション能力

が無意識に上達したと思う。この方法を日本語の獲得にも導入できるだろうか。 

現在、世界で日本のアニメが広がっている。中学校に入った時、兄から日本のア

ニメを紹介された。最初に見たアニメは「あずまんが大王」というコメディアニメ

であり、原作は 4 コマの学園漫画である。学園漫画というジャンルはストーリー展

開が尐ない日常生活を表すため、英語で「slice-of-life（スライス・オブ・ライフ）」

として呼ばれている。「おはようございます」から「どういたしまして」までの基
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本的な日本語の挨拶を覚えた。このようなアニメを教材として使ったら、日常会話

の練習になるかもしれない。 

高校の卒業が近づき、暇な時はアニメを見ると共に日本語文法を独学した。大学

で日本学科を専攻することに不安があったのだが、機会があり、大阪で一ヶ月の夏

期交流プログラムに参加することになった。ネイティブの日本人と一切話したこと

がなかったにもかかわらず、初めての日本で問題なく日常会話ができた。やはりア

ニメは日本語学習に効果があるに違いないと考えた。それで、高校の最終学年に行

われた「プロファイルプロジェクト（蘭：profielwerkstuk）」という課題で日本語の

授業を作ることにした。1「ジャパノロジカ（蘭：Japanologica）」というタイトルで

アニメやマンガから教材を作り、日本語の漢字・語彙と文法を友達にオランダ語の

説明で教えたみた。日本語の教え方の一つ、アニメソングのカラオケを読み上げる

練習はフェースブックの知り合いから借りた。2 

ライデン大学の人文学部日本学科に入り、勉強が順調に進んだ。二年生のころ、

一年生のチューターになり、改めて教材を作り、日本語の理解が足りない学生に手

を貸した。今回は「よつばと！（Yotsuba&!）」というコメディ・ホームドラマ漫画

を参考に日本語学者の読解能力を上げようとした。その学生の中から文部科学省の

奨学金を得た人が１名出た。アニメやマンガを使った日本語学習のによって、学習

の成功率を上げるにはどうしたらようだろうか。 

最近、日本の映画やテレビドラマ、またはアニメやマンガ、ゲームソフト、ポップミュ

ージック、ファッションといった日本のポップカルチャーをきっかけに、日本語を学び

始める人たちが増えている。これらの学習者は教材から日本語を学習するだけではなく、

自ら日本の映画、テレビドラマ、アニメやマンガなどを視聴し、積極的に学習する傾向

が見られる。  

刘璐（2012） 

 

 日本のアニメ・漫画など、いわゆるサブカルチャーに興味を持ち、日本語学科の

中で言語学を専攻にする筆者として、ますますメインカルチャーになりつつある文

化をどうにか日本語学習教材に導入することができないだろうか。勉強のモチベー

ションを高めることになるのだろうか。出てくる問題点をどうすれば解決できるの

だろうか。こうした疑問がこの論文を書くきっかけとなった。 

この論文ではまず、アニメの日本語を学習材料として使う可能性があるかどうか

を調べる。ここではまず現状を明らかにするために、現在の日本語学習者へのアン
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ケートを行う。質問の内容は、まず「何年ぐらい日本語を勉強しましたか」を問う。

その後は、アニメ・漫画への興味を聞く。興味のある人には「日本語能力のどの部

分に影響されたか」を聞き、ない人には「どの部分に影響があると思っているか」

を聞く。「日本語学者教材の中でアニメが利用することが可能ですか」、「あった

ら便利だと思いますか」などの質問で本題に進む。日本語教科書とウェブサイトを

参考として紹介し、回答者にこの教科書について意見を書いてもらう。最後に「お

ススメのアニメは何ですか」の質問で回答者を本題について書いてもらう。 

アンケート調査の次に必要なものはケース・スタディー、及び事例研究である。

この研究から明らかになった点を挙げ、自分の観点から批評し、または講評をする。

そして、取り上げた情報から、どれぐらいの効果があるのかを述べる。そしてかつ

ての方法がまだ適正か、改正すべきかを論じる。参考としたものは既に存在してい

る教材である。『オタジャパ!―オタクな例文で覚える上級表現&文型』、『ドラえ

もんのどこでも日本語』、『マンガで学ぶ日本語表現と日本文化―多辺田家が行く!!』

の三つの教科書を利用する。各教科書はアニメ・マンガを利用してはいるが、それ

ぞれ目的が違う。さらに国際交流基金関西国際センターが 2010 年に開発した

「anime-manga.jp」について紹介し、これについてアンケートの回答者の意見とアマ

ゾンのサイトからの購入者の意見を合わせ、必要性や便利さなどについてまとめる。 

終わりに、日本語学習者によって適切な教材を作るのに必要な注意事項を考える。

以上をまとめ、情報を分析して、その教材が有する長所・短所を述べ、この方法の

有効性を日本語学の観点から論じる。特に母語と日本語に異なる発音、アクセント、

イントネーションなど、アニメ自体における方言や正確さについて述べる。さらに、

どのアニメでも、日常会話に出てくる敬語が非常に尐ないことや、アニメしか出て

こない用語が用いられるなどの問題を論じる。このような問題を乗り超えるにはど

うすればよいかを最後に述べて、レポートをまとめる。 

２． 日本語学習者へのアンケート 

教育を目的にするアニメ教材の使用に関する現在の状況を知るために、日本語学

習者に向けたアンケートを実施した。Facebook と Twitter を通じて回答者を集めた。

回答者は合わせて 26 人で 18 歳〜32 歳の範囲である3。女性は 17 人、男性は 9 人で

ある。さらに、回答者の大半は、オランダ出身で、日本語能力は N4 から N2 の範囲
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である。回答者の中で一人だけが日本語能力試験の N1 に合格していた。アンケート

は英語でに行った。 

「日本語を勉強するきっかけは何ですか」に対して、アニメ・マンガと答えた人は

わずか 7 人であり、非常に尐ないと思った。一人はアニメ・マンガで日本語学習を

始めたとはいえ、最初のきっかけは邦楽と答えた。やはりオランダでは、アニメ・

マンガはまだそこまで広がっていない。一番多かったのは「文化・習慣」という答

えである。残りの答えは、日本の歴史、経済・政府、言語学、旅行、景色、（RPG）

ゲームなどであった。他に日本人の幼馴染み、高校生のときの交換留学を理由にす

る人もいた。 

 続いて、「アニメを週に何回見ているか」の質問でアニメの興味を尋ねた。次の

質問に、アニメ・マンガを翻訳された形で見ているか、翻訳されていない形で見て

いるかを聞いた。週に一回ぐらいアニメを見る人が一番数多かった。アニメの場合

は英語の字幕がある形で見る方が多い。一方、マンガを読むときは翻訳か未訳かの

二つの選択肢に別れている。一週間でアニメを 10 回以上見る人は三人、逆に全くア

ニメを見ない人は二人いた。N1 を持っている回答者は 10 回以上見る人であるが、

アニメを見るときはまだ字幕を使うと答えた。 

 アニメを見る人に「アニメ・マンガはあなたの日本語能力を高めたと思いますか。

もしそうだとしたら、どの点で上達したと思いますか」という質問をした。予想通

りに「語彙」は一番多かった。その他、翻訳されていない漫画を読む人は「読解」

と「漢字」を選んだ。アニメに字幕があってもなくても、「聴解」が上達すると日

本語学習者が答えた。意外と「発音」の答えが多いと思った。しかし、敬語の尐な

いアニメが多数あるから、本当に会話能力の勉強になるのだろうか。最後に「文法」

と答えた人は 6 人いた。この中の一人はエッセーのためにアニメを利用したそうだ

が、他の 5 人はどのような方法で文法を習得したのかについて尐し疑問がある。 

次にアニメを利用する日本語学習教材について意見を書いてもらった。筆者の見

たところでは、回答者の意見が混ざっている。ある人は、それが良い考えであると

言う。ある人はそれは悪い考えであると言う。最初に、良いアイデアだと思う人た

ちの意見をまとめよう。共通していたのは、アニメ・マンガを通じて日本語を学ぶ

ことが楽しくて、勉強になるという意見である。「クラスに参加する学生のモチベ
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ーションを高めることができるように思われる。」また、「日本文化についていく

つかのことを学ぶことができる。」「声優が話す日本語が理解しやすいため、間違

いなく聴解と発音を上達し、語彙を増やす。」  

 たいていの回答者が教育目的のためにアニメを使用することに関して肯定的に答

えていた。ほぼすべての回答者は多くのリスク、またはデメリットについても言及

している。例を挙げれば、アニメのジャンルによる負の影響があると言う。そのた

め、日常生活に基づいているアニメは非常に推奨されている。ある回答者は「アニ

メでしか使用しない幾つものフレーズが存在し、聞く可能性が高い」という。従っ

て、アニメの日本語と丁寧な日本語の違いを理解する人だけに役に立つという意見

がある。こうすることで、日本語の発音を向上させながら、職業レベルで行動する

ことができると考えられる。また、回答者は「アニメがただの補足であり、日本語

の授業では主な焦点ではないと強調表示している」という。 

 完全にアニメを教材として利用することに否定した意見を見ると、ある回答者は

「アニメに大きな関心を取る日本語学習者がアニメを見すぎると、勉学の妨げにな

るであろう」といい、筆者はこの意見に同意である。その他、「アニメに出てくる

数多くの表現が必ずしも日常会話の日本語では利用しない場合がある」という意見

から、標準的な方法より効果がないと思われる。そして、この方法はアニメに興味

を持つ人のために効きながらも、アニメを楽しんでいない人たちは逆にやる気が落

ちてしまう。また、アニメ・マンガだけが日本の唯一の文化とイメージする日本語

学習者が多くなると思われる。その学習者が更にアニメに集中すると主張してしま

う可能性がある。ただ、実際はそれだけではないことに気づいたとき、困難に直面

する。 

 お勧めのアニメを聞くと、最初に次の題名が出た。『一週間フレンズ。』、『ONE 

PIECE』、『鋼の錬金術師』、『耳をすませば』などのジブリのアニメ映画 、

『CLANNAD』、『化物語』などが勧められた。一人はディズニーの映画を日本語の

吹き替えで見ることを勧めた。確かに、人気のアニメだったらたくさんの学習者の

興味を引くことができる。ここで回答者が一番強調したのは「現代の日本文化に属

する日常生活を表すアニメ」である。高校が舞台であれば、日本語の難しさに問題

がないはずであり、文化の勉強にもなる。しかし、方言に気をつけないといけない。
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いかにも、アニメには役割語の「キャラ語尾」というものがある。キャラ語尾は、

作品中のキャラクターを簡単に特徴づけられ、またキャラクターが人以外（宇宙人、

ロボット等）である場合に「それらしい（日本語の）話し方」を簡単に作り出すこ

とができることから、特に子供向けの漫画等に多用される傾向にある（金水敏

2003）。 

アニメを見て勉強した人の中でもアニメはお勧めしないという意見もある。ある

人はアニメではなく日本のドラマや映画を選んだ。なぜかというと、「ドラマや映

画の方がもっと日常会話の日本語に近い話と発音になるから」という。筆者が思っ

ているところではやはり、アニメだったら、前述の「キャラ語尾」などが邪魔にな

る恐れがある。もう一人は「一つのアニメを利用するよりは毎回学習者に選ばせる

方がよい」という。確かに、皆それぞれの学び方もあるし、興味も異なっているこ

とを中心にするのはとても重要なことだと思う。そして、「テレビのアニメより教

育用の動画を使った方が合理的」という意見もある4。 

３． 現在のアニメ教科書の評価 

アニメを利用する可能性を調べるためには、既に存在している教科書を検査する

必要がある。筆者は『オタジャパ!―オタクな例文で覚える上級表現&文型』、『ド

ラえもんのどこでも日本語』、『マンガで学ぶ日本語表現と日本文化―多辺田家が

行く!!』の三つの教科書を取り上げる。国際交流基金関西国際センターの川嶋恵子

（2011）の報告によると、アニメ・マンガを利用した教材は 4 種類に分けられると

いう。4 つとは、１）アニメ・マンガファン向けの教材、２）実際のマンガを利用し

た教材、３）日本語の表現，文化理解のための教材、４）海外の中等教育学習者向

けの教材である。しかし、このレポートは日本語学習に関するが故に、最後の種類、

文化の方を好む「海外の中等教育学習者向けの教材」の教科書を除くことにする5。 

３.１ 『オタジャパ!―オタクな例文で覚える上級表現&文型』 

一つ目はアニメ・マンガファン向けの教材 である。アニメ・マンガに現れる表現

例を使って日本語を学ぶ。このために使う教科書は 2012 年に出版された『オタジャ

パ!―オタクな例文で覚える上級表現&文型』である。『オタジャパ！』製作委員会

によると、前述のアンケートと同じように日本語学習者のきっかけを尋ねると「ア

ニメ・マンガ・文化」の答えが多くなっているという。「文化」とはいえ、オタク
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文化の範囲を決める時に作家の選んだジャンルは時代劇、相撲、忍者に限る。やは

り、上級の学習者向けで例文に集中しているから、取り上げる範囲は割りと狭いと

思われる。 

この教科書の目標は以下のとおりである。「アニメやマンガが好きな人なら思わ

ず笑う例文で、表現＆文型を解説」「練習問題の形式は日本語能力試験に準じ、試

験対策にも」「文法力＆読解力を鍛える問題（読もう！オタトピック！）」「苦手

意識をなくそう！（敬語の時間）」というものが教科書の帯に書いている。この教

科書は原作の登場人物を紹介しプロローグのマンガに登場するが、問題内容に進む

とほとんど現れない普通の日本語学習者用の教科書である。アニメに出そうな例文

の中で上級表現が入っていて、日本語能力試験の問題が出る。読解の記事が 15 本あ

って、更に漫画家からのメッセージも幾つもある。最後に五つの敬語の練習が含ま

れている。 

 筆者にとって便利そうな教科書だが、他の人を聞いてみると意見が分かれている。

アンケートの一つの質問ではこの教科書の内容の画像を見せ、「上級表現をアニメ

例文で説明する教科書を利用すると、モチベーションが上がるのだろうか」と聞い

た。わずかの３割の場合では好評があって、「普通」から「全然上がらない」が残

りの 7 割である。しかし、アマゾンの購入者のレビューを見ると6、かなり評価が高

く見える。「オタク用なので、日本のマンガやアニメに関心のない日本語学習者に

とっては、どうしてここまで騒がれるのか理解できないだろう。むしろ普通の教科

書とあまり変わり映えしないかもしれない。しかし、言うまでもなくオタクにとっ

てはモティベーションを維持できる最適な教科書。教室でも充分に使えるとは思う

が、その場合はリア充（非オタク）が尐数派の場合は、疎外感を感じさせないよう

に配慮が必要かも。特に、気持ちで分類した本書の構成は他にあまり類がなく、リ

ア充の学習者にも効果的ではないかと思われる」というものは一番批判となるだろ

う。例えば、教科書にある新聞記事は「ヱヴァンゲリヲン」、「初音ミク」、「ONE 

PIECE」、「コスプレ」など教室で使えるかもしれないが、学習者の全員には効果的

ではないと思われる。 
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図①３.１ 『オタジャパ!―オタクな例文で覚える上級表現&文型』 

に関するモチベーションの増加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３.２ 『ドラえもんのどこでも日本語』7 

二つ目の『ドラえもんのどこでも日本語』は実際のマンガを利用した教材，素材

である。セリフやオノマトペの解説，ストーリーテリングなどを材料として利用す

る。今回は 2009 年の『ドラえもんのどこでも日本語』を調べた。「ドラえもん」は

非常に人気のアニメであり、主人公はドラえもんである。海外でも評価が高く8、ド

ラえもんは日本のアニメ文化の大使であり、アニメの代表的イメージとなっている

(Wong, 2013)。この教科書は初級を終え、中級に進んだ日本語学習者のための教材で

ある。従って、目的は初級の勉強を楽しい仕方で実際の場面に使うことである。本

書の主人公はカリフォルニアの高校で 4 年間日本語を勉強した男の子であり、ドラ

えもんの近所にホームステイすることになる。そして、日本語学習者と共に学ぶ。 
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図②『ドラえもんのどこでも日本語』に関するモチベーションの増加 

 

アンケートの質問、「ドラえもんのどこでも日本語を利用してモチベーションア

ップ」の結果が図の②に見ることができる。回答者からの好評が高くて、ちょうど

半分である。アマゾンのレビューは「高校で外国人生徒の日本語教育に携わっています。

外国人生徒の多くはそこそこの日本語を話せても、その状況に最適な言葉遣いができずに戸

惑うことが多いものです。そのような外国人生徒に、適切な日本語を教えるのに最適のテキ

スト」という9。筆者もこの本は教育で利用することができると思う。英語の翻訳もあ

って、分かりやすい。「ドラえもん」は子供向けのアニメであっても、大人でも楽

しめるものであり、日本の日常生活に場面が集中している。しかし、日本の日常生

活のためだけであって、日本に住まない学習者には不要な情報かもしれない。 

３.３ 『マンガで学ぶ日本語表現と日本文化―多辺田家が行く!!』 

三つ目は日本語の表現，文化理解のための教材である。このような教科書は敬語

やオノマトペ，人間関係，文化事情などを解説するために利用する。ここでは、

2009 年の『マンガで学ぶ日本語表現と日本文化―多辺田家が行く!!』の効果率を調
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べる。創作集団にほんごの一同（2009）によると、この本は月刊の『中上級のにほ

んご10』の「マンガでわかるニッポン 多辺田家が行く!!」の 2005 年 6 月号～2007

年 3 月号をもとに、追加・改訂し、学習に役立つ問題集を付けたものである。教科

書の構成はオリジナル登場人物の多辺田家を紹介し、3 ページのふりがなのないマン

ガ、1 ページの言葉説明、そして 2 ページの問題の形である。前述のドラえもんの教

科書とのストーリーが似ていて、主人公の留学生が多辺田家にホームステイするこ

とになり、日本語や日本文化に出合う。日本人の考え方、季節感、家族などを主に

勉強する。 

 また、図の③を見ると、回答者の意見は分かれている。筆者はこれが一番効率的

なの教科書だと思っている。なぜかというと、授業教材として利用することができ

るし11、教育用のマンガであるからしてジャンルも問題ない。アマゾンの一つのカス

タマーレビューでは「外国人学習者用の本ですが、内容はぜひ、日本人にも読んで

ほしい」と発言している。 

図③『マンガで学ぶ日本語表現と日本文化―多辺田家が行く!!』 

に関するモチベーションの増加 
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４． IT時代と繋がる：「anime-manga.jp」 

 教科書だけではなく、インターネットが教育の情報源となっている現代は、日本

語学習についてのウェブサイトを調べる必要がある。ここでは一番参考となるもの

として国際交流基金関西国際センターのウェブサイト、「アニメ・マンガの日本語

(http://anime-manga.jp)」を取り上げる。「アニメ・マンガを日本語学習につなげ

る」，「アニメ・マンガの魅力や世界観を生かす」，「楽しく学べ，自律学習につ

ながる」という 3 つの方針を立てていうｒ。川嶋恵子（2011）はこのサイトの特徴

として以下のように解説している。まず、教科書や辞書に載っていない話し言葉、

流行語などを学ぶことができる。そして、言葉だけでなく、文化と触れ合うことも

できる。最後に一番重要なポイントは自分の興味やレベルによって学習内容や方法

を進み、楽しく勉強できるという。要するに、アニメ・マンガ「で」、またはアニ

メ・マンガ「の」日本語を学ぶことが中心となっている。 
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世界中の若者の間で、今、日本のアニメ･マンガは大人気です。日本語学習者の

多くがアニメ･マンガをきっかけに日本語を学び始めるとも言われています。しか

し、さまざまなキャラクターや幅広いジャンルなど、アニメ･マンガの日本語には、

教科書や辞書には載っていない表現も多く、アニメ･マンガを日本語で理解するの

はなかなか難しいもの。そこで、国際交流基金関西国際センターでは、アニメ･マ

ンガ好きの日本語学習者のために、趣味の延長として楽しみながら日本語・日本文

化に興味をもってもらえるサイトを目指して、アニメ･マンガに現れるキャラクタ

ーやジャンルの日本語を楽しく学べる E ラーニングサイト「アニメ・マンガの日本

語」を開発しました。(略) 

(JF 便り＜日本語教育編・23 号＞ 2010 年 5 月) 

日本語教育実践研究フォーラムをもとにした「アニメ・マンガの日本語授業への活

用」というレポートでは、川嶋がそのメディアに現れる日本語の特徴などの背景を

概説する。やはり、日本語学者がアニメや漫画を通じて日本語に興味を持っても、

日本語教師はそれに合わせた教材を作る時に苦労をする。「学習者が好きな作品も

知らないし，どのように活用したらよいのかわからないという教師の声も聞かれる」

と言い、その問題などを解決するために円卓会議が行われた。その結果、サイトの

内容は積極的に訂正されている。 

筆者が行ったアンケートでこのサイトについて評価を書いてもらった。一般的には

評価が高く、便利だという意見が多かった。特に漢字の勉強には最適と思われる。

確かに、アニメでは漢字の習得が不足であるため、アニメをこのサイトと共に利用

すると日本語全体の勉強になると思われる。一番評価が高かった理由はやはり楽し

さである。「楽しくて努力しなくても勉強している感じ」だと一人が回答た。留学

生からのフィードバックによって作られているという点が、普通の教科書より興味

深いと思っている人もいる。 

無論、不足の点もあると考えられる。前の教科書と同じように、このサイトだけ

では日本語の学習が足りないという意見が多い。「方法がよくても、内容は尐し子

供っぽい」と思われている。それに、「アニメのキャラクターの発音を聞いても、

標準語（東京式）の発音を学ばないと正式的の勉強になっていない」などの意見が

ある。これらの多くのサイトの大きな問題は、非常に具体的な文脈の日本語を教え

ていることである。従って、内容はあまり深くない。教えることは「正しい」かも
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しれないが、それはただ一例に過ぎず、記憶しやすいためにどの場面にどの反応を

する時の決まった表現に誇張する傾向がある。たとえば、「おはようございます」

は朝で言う挨拶であるが、見知らぬ人に言いかねる。いわゆる文法学習が不足であ

る。目を通したら学習の初心者では平気なの話であるが、この方法で日本語を勉強

すると日本語の日常会話の時に真面目にしない可能性がある。 

５． 研究者の意見 

教材としてメディアを利用する基準について、梅田礼子(2007：17)は以下の項目に

まとめている。最初にリーディング教材を補うものとして使えるか。そして、内容

が豊富であるか。異文化理解を教えるのに適切であるか。言語理解の上で役立つパ

ラ言語なヒントは豊富か。特定の文法項目を教えるのに適切であるか。聴解と認識

の教材として使えるか。学習者の、動機付けになり、学習効果が上がるか。全部の

日本語能力を統合した教材となるか。最後に英語の多様性を示す教材となるか。呉

承和（2011）は学習効果を考えてみると、学生のアニメから学ぶ期待を以下のよう

にまとめられている。まずは日本語能力が理由となり、新しい単語を学び、文型・

表現の学習に役立つからアニメを教材にしたらいよいという意見がある。他に聴解

能力、会話表現、日常生活の理解などである。 

IT 時代であるこそ、これからはネットで勉強することが一般的になるのではない

だろうか。熊野七絵（2010）の調査のよると、海外の日本語学習者とアニメ・漫画

のつながりを調べたら、インターネットがよく使われることがはっきりと見える。

その「どこでもファンによって翻訳されたものが見られる」ことがネットを使った

学習の一番の特徴となるものだと思う。さらに、学習者が日本のアニメを見るとき

は「英語字幕で理解し，日本語のオリジナル音声を楽しんでいる」という。それに、

総合した国内外調査結果（月刊日本語 2008）によると、日本語学者の全体の 7 割か

ら 8 割までが日本語学習のきっかけがアニメ・マンガだという。以上の点を総合す

ると、インターネットを利用できる教室で翻訳字幕つきのアニメを教材として使う

場合は、尐なくとも 7 割の学生が喜ぶと予想される。 

実際、Williams（2006）によると、アニメファンは他の学習者と比較して，学習の

成功者である（言語学習を肯定的な体験と捉えている，学習継続率が高い，聴解力

が高い，文字への抵抗感が尐ない，自律学習者である）などという。（p.171-181）
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従って、モチベーションは大切な要素であり、学習者の数の縮小とモチベーション

の間には関係があると言われている。アメリカで日本語授業を受ける学生が約 100

年で非常に増えたとはいえ、落ちる確率も上がり、80 パーセントとなったという

（Samimy and Saito-Abbott, 1997）。オランダのライデン大学でも、日本学科の一年

生の成功率は 50 パーセント程度である。その一つの理由はアニメに関する教育が不

足しているため、アニメをきっかけに勉強し始めた学習者のやる気がなくなったか

らと考えられている。 

しかし、そのアニメへの意欲だけでは不十分であり、さらに問題点も存在する。

例を挙げれば、学習者がアニメ・マンガから覚えた日本語の中で話し言葉、造語、

俗語などがあるものの、辞書では引けない。字幕がないと困る意という見もある。

この原因はジャンルの問題かもしれない。たしかに、筆者もアニメを見るたび、不

要であっても理解しやすくするため、または語彙を増やすために字幕を利用する。

逆に、聴解能力の上達は減速する。ということは、教材で字幕を付けるかどうかの

選択肢もある。アンケートの回答者の一人はこれについて長文を書いた。 

「…字幕や翻訳の部分についてだが、アニメの大部分を理解することができ

ても、まだ字幕で見ることにした。一部の人々は、日本語学者にしては不十分

と言って私を見下すが、これは違うと思う。初めてアニメを見るときには、セ

リフが短いなり理解しにくいなり、話の流れを見逃したくない。そのため、最

初には字幕で理解し、その後は字幕なしで新しい単語をチェック。漫画の場合

は、翻訳されていない方が一番が学習者に適切だとおもう。しかし、易しすぎ

る「よつばと！」、及び難しすぎる「BLEACH」を選択しない方がいい。」 

６． 適切なアニメ教材 

結局、最も効果的な勉強の方法を開発するためには、学習者のモチベーションを

高めることが有効な教材としての鍵であることを証明した。この目標を達成するた

めの重要な要因は、参加している学習者に合わせて授業内容を適合することである。

例えば、歴史に興味を持っている人の注目を引くのには、忍者や侍をテーマにした

アニメを利用する。「るろうに剣心」のアニメを利用することで、日本史の紹介だ

けでなく、古文の紹介にもなる。こうして、より多くの学習者を引き付けることが
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できるので、アニメは、日本語を学ぶためのゲートウェイを開くことができるので

ある。 

参考として使った萩野実美（2007）の「日本のまんがとアニメ－日本語教材とし

ての可能性」と矢崎満夫（2009）のアニメを素材とした日本語学習活動『アニメで

日本語』などのもう既に存在しているアニメ・マンガにおける日本語教材の場合、

どうすれば改善できるのだろう。まずはアンケートの回答者からの意見を聞く。最

初に「アニメ教材は作らない方がいい」という意見がある。作れば、アニメ・マン

ガだけに興味を持つ人が対象とする顧客層となる恐れがある。ということは、教材

を作るときにはアニメを集中するよるは、教育の目標を基づくことに注意である。

例えば、アニメにおける日本語文化、政治的要素を焦点にすることも述べられてい

る。また、アニメは聴解には便利だといわれたが、アニメの翻訳も可能である。こ

うすることで、積極的に聴解の他に文法力を上げることになる。実際、筆者も日本

学科二年生の時にそして、ポップカルチャーに現れる政治的要素を研究した。 

やはり、一番重要な点はアニメをほどほどに使うことである。日本語を正しく学

ぶためには基礎から始める必要がある。筆者は日本語を独学のころ、キム・テギョ

ンの文法ガイドを使った12。この人は通常の教科書について次のように講評した。最

初に読者が可能な限り迅速に、機能的で丁寧な日本語を使うことができるようにす

る。そして、仮名や漢字で読者を怖がらせたくない。最後にどのように英語のフレ

ーズを日本語にすることができるかを教える。通常教科書を避けるべきである。 

特にアンケートの回答で強調されているのはアニメの選択肢である。従って、一

つのアニメ・マンガを選ぶのではなく、ジャンルの異なるショートアニメ、または

アニメ映画を写った方がよいと思われる。ジブリのアニメ映画、或いはドラえもん

などの古典的なアニメと同期のアニメを利用すると注目を引くだろう。既に教育用

のアニメを導入できるとさらに効率が上がると考えられる。アニメの内容では、物

語が観覧者と関係つけることも大事だと思われる。回答者の一人は自分に一番合う

教え方について論じた。「日本語教師になれたら、週に字幕付きのあるアニメと未

訳の漫画の一話を宿題として出す。こうすることで、学習方法の多様性があり、ま

だ知らない文化に紹介されることがある。そして、現代の日本のニュースに繋がる

ことで実用的にもなる」という。 
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７． まとめ 

最後に、一番適切なアニメ教材を次のようにまとめることができるだろう。まず、

アニメを見るだけでは授業の教材にならない。積極的に内容を勉強して、語彙、文

法、読解、聴解などを上げることができる。アニメの部分を翻訳することで文法と

文脈に考えてもらう。自分の国の文化とアニメに出てくる日本文化を比較し、エッ

セーの教材にもなる。Fukunaga（2006）は批判的な意識を奨励することで受動的な

学習者ではなく、積極的な学習者になるという。 

 一つのアニメシリーズに焦点を当てるよりは、アニメの多種多様性を活用するこ

とで教室内のすべての参加者のモチベーションを確保した方がよいと思う。『マン

ガで学ぶ日本語表現と日本文化―多辺田家が行く!!』の教科書のように既に教育目

的のために設計されるならば、それは有利であろう。筆者は個人的に、こうした教

材がクラスで利用することができる教科書の最善の一種であると考えている。ただ

し、初級の日本語学習者と上級の日本語学習者の両方が簡単に材料を利用できるよ

うに、異なるレベルに分類することが必要になる。人気シリーズが使用されたらよ

いと言っているが、実際にこの方法によりやる気のある人を制限するかもしれない

と多くの回答者は述べた。そのため、オリジナルの内容で創作する方が最善である

と筆者は考える。 

しかし、アニメは日本語を勉強中の主な要因となっていても、絶対それだけに注

目してはならないことである。現代のアニメを見る限り、日本の文化について単眼

的に考えてしまい、その向こうにあるものを認識してない可能性がある。Fukunaga

（2006）によると、日本語教師はできるだけ学生に日本についての知識を広げる機

会を作らないといけないという。(p.221) 

だが、それはアニメを教育目的のためのサプリメントとして使用すべきではない

という意味にはならない。アニメは間違いなく学習者の意欲と理解を後押しする。

現実の体験と同じくらい本格的にならないことを除いては、アニメを通して日本文

化を学ぶことができる。筆者がアニメを見ながら、キム・テギョンの文法ガイドを

使い、会話能力などを上げたように、学習者は常にどの方法で日本語・日本文化を

勉強することを慎重に決める必要がある。日本のアニメはどんどん海外では人気に
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なり、手に入りやすくなり、東と西の間を繋がる架け橋になっている今こそ、教材

として利用すべきではないだろうか。 
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