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第１章第１章第１章第１章    はじめにはじめにはじめにはじめに 

 稿者は日本のアニメと共に成長し、アニメの影響で日本語を勉強し始めた。インターネ

ットの普及につれて、日本人と接触機会が乏しかった中国でも、日本と関わるリソースを

簡単に手にいれることができるようになり、日本の文化や日本のアニメなどのポップカル

チャーに興味や関心を抱いて、日本語を勉強し始める学習者が年々増えている。この時代

の変化のもとに、日本語学習者の学習環境が大きく変わってきていることから、豊富なリ

ソースと接することによる学習者の学習意識、学習内容、学習効果の変化について詳しく

調査する必要があると思われる。また、日本語学習開始前後に、いろいろなリソースと接

触するにつれて、学習者自身にはどのような変化があるか、自分の将来に日本語をどう位

置づけているかも明らかにする必要があると考える。 

本研究の目的は、１）中国の大学で日本語を専攻とする学習者の日本語と関わるリソー

スの利用実態を把握すること；２）日本のポップカルチャーが中国にいる日本語学習者に

与える影響を考察することである。 

 

第２章第２章第２章第２章    先行研究先行研究先行研究先行研究 

近年、アニメ・漫画などとの接触が、日本語学習への動機づけとして注目される。これ

については、萩野（2007、2010）、熊野（2011）などが挙げられる。また、劉（2007）、

徐（2010）、三國他（2011）は中国における日本語学習者を対象にし、日本のポップカルチ

ャー視聴状況に関する調査を行った。田中他（1993）は学習リソースを人、物、社会的リ

ソースの三つに分かれると述べている。一方、亀井他（2004）は情報のリソースとしての

メディアを活字、映像、音声、インターネット、人の５項目に分類した。インターネット

の登場により、メディアの分類が難しくなったと思われるが、本研究ではメディアリソー

スという言葉を採用し、リソースを視聴覚メディアリソース、活字メディアリソース、学

習メディアリソース、双方向メディアリソース 4 つのタイプに分けている。 

 

第３章第３章第３章第３章    調査１調査１調査１調査１ 

 第一段階の調査としてアンケート調査を行った。実施方法としては、中国の福建省にあ

る大学の日本語専攻の 2 年生 34名に電子メールでアンケートへの協力の依頼をした。アン

ケートが回収できた調査協力者は男性 5名、女性 17名、合計 22名の 20 代の日本語学習者

である。質問の内容は、日本語専攻の学習者の日本語と関わるリソースの利用実態、また

日本語を勉強し始めたきっかけなどである。アンケートの分析方法としては、各種のリソ

ースの使用実態に関して、リソースの入手方法、利用目的、勉強としての利用目的、また

日本語学習のきっかけに分けて分析を行った。教室内外で、娯楽の目的であっても学習の

目的であっても学習者が積極的に各種類のリソースを利用していることが分かった。また、

娯楽のために利用した視聴覚メディアに、聞き取り練習、発音の練習という学習の目的が

見られたことからは、視聴が娯楽を学習に変えることが確認できた。日本語学習について
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は、日本のアニメ、ドラマの視聴経験などが日本ポップカルチャーへの関心、また言語学

習への関心を喚起し、日本語学習のきっかけとなることが分かった。 

 

第４章第４章第４章第４章    調査２調査２調査２調査２ 

 第二段階の調査としてはインタビュー調査を行った。インタビューは、学習者の日本語

学習のきっかけ、日本語学習目的、日本語学習の方法を中心に尋ねる半構造化インタビュ

ーである。実施方法としては、インターネット電話を利用して中国にいる日本語を専攻す

る大学生 4 人、独学者 2 人に調査を依頼した。得られたインタビューの内容を文字化して、

分析（6 人中 4 人分）を行った。分析には、ライフストーリー法を用い、それぞれのストー

リーをテーマに沿ってまとめた。 

 

第第第第５章５章５章５章    考察考察考察考察 

    考察では、調査２でまとめた 4 人のライフストーリーをもとに、日本のポップカルチャ

ーがどのように彼らの人生とかかわってきたか、そしてどのように影響を与えたかを分析

し考察した。協力者の語りから、アニメ、ドラマ、アイドルをはじめとする日本のポップ

カルチャーが、日本語学習のきっかけとなった経験、日本語学習の促進、日本語学習の継

続、今後の人生の展望など、彼らの人生に深く影響を与える重要な役割を果たしているこ

とが分かった。 

 

第６章第６章第６章第６章    まとめと今後の課題まとめと今後の課題まとめと今後の課題まとめと今後の課題 

    本研究では、中国にいる日本語学習者を対象にして、日本のポップカルチャーから始ま

る日本語学習について考察を行った。多くの学習者はインターネットを介して、娯楽目的

であっても学習目的であっても、さまざまなリソースの利用を通じて、【日本語学習の促進】

という結果を得た。今後もリソースの実用が自律学習に結び付くかどうかを研究課題とし

て、さらに深く研究し続けたいと思う。 
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