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’54国費留学生
受け入れ開始

’63私費留学生
統一試験開始

GHQ関係者・
宣教師

’64文部省
留学生課設置

海外の日本語学習
活発化

’72国際交流基金設立

’79インドシナ難民
定住促進事業開始

’93技能実習
制度創設 ’06海外学習者数

約300万人

’15留学生
20万人突破

’84中国帰国孤児定着
促進センター開設

’94文化庁地域日本語
教育推進事業開始

出典： 「日本語教材目録データベース（ver.1.0）」、「国内の日本語教育の概要」（文化庁文化部国語課）

��H��&�#I�2H!� %'G�=D9

A�LO�BK>80@H�E3�O��G�)>

NH7S�G�C5D&�M��O,J��>NH7T4F5

6�/I�(>N�-%PRQE=A1

@<E0K?I��O	9:3�$�43�.�4

3
��4G�;D@H+"O*6<FG=K>1



�
����������

	���������



on4�pAGE@���?W�)QaSfjd �6"

4�/�X�6"Y��W��QaS;�\�$P�)QaJ�OZL #

9�#9�Mk>�
�6�mAGDDlJL&( #9:#��Mk<'m

AGCAlY/�.i=�.W+N^a[RSK,�i�2kB@AFlW]`VJ

��YAGEE�W-7QaSL�8&( #9:#MP��XH&(kcdh

ejglIVRTX�	b%SRJAGG@���[UX�35� #9�1!X

9�.*�X�0b��_[RSK

出典：長沼直兄（1955）『改訂標準日本語読本巻一』（発表者所有 / 発表者撮影）出典：国際文化振興会（1944）『日本語基本語彙』（発表者撮影）
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出典：国際文化振興会（1944）
『日本語基本語彙』（発表者撮影）
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出典：『写真で見る国立国語研究所の歴史』http://www2.ninjal.ac.jp/photo/3.html
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（発表者所有 / 発表者撮影）

出典：『日本語文型辞典』
（発表者所有 / 発表者撮影）
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協力者 教科書発行年 調査日 調査地
IA1
IA2

Book 01-1（2008）
Book 01-2（2009）

2016.09.23 東京都

IB1
IB2

Book 02-1（2002）
Book 02-2（2002）

2016.10.17 東京都

IC1 Book 08（2011） 2017.10.22 東京都



今出てる初級のテキストとかを検討して、この本にはこれ出てないと
かね、そういうのは個別には見ていきましたね。（IA145）
使う先生たちがどうしてあれ入ってないんだろうとか、これが入って
ないとそのあと困るとかね。そういった部分の心配がないようにした
いというのもありましたので。（IA151）

て形、何とか形、動詞の活用は全部入れましょうと。
それに関連するメインな文型も入れましょうっていうよ
うなことは意識しましたが。（IB354）

必要ないものもあるんですよ。例えば「なければなりません」など初
級の前半ではいらない。でも、入れたのは、日本語学校ですから日本
語能力試験も考えておかなければならないからなんです。だから、い
わゆる「嫌われ文型」的なものも入れました。（IC22）
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彼ら（※学習者）も生活者なわけで、（中略）自分の意志を相手に伝えるとか、
そういうことのために必要な日本語なので。（IA186）
とにかく私たちは今の社会に開かれたテキストにしたいということで、そういう
のを載せたんですけれども、（中略）やっぱりだって必要でしょ、ペットボトルと
かというふうなことで、リサイクルとかだって必要な語彙なんで。（IA190）
新しい時代の新しい必要な言葉とか、そういう部分はやっぱりもし改訂するんな
らね、どんどん入れていかなきゃいけない。（IA576）

さまざまなトピックや場面を出しました。その上で、どういう場面に
するか、どういうトピックにするかといったことを話し合い、最終的
にあのような形になりました。（IC19）
とにかく一番合っていると思った場面にしました。（IC21）
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コーパスも見ていたんですけども、書き言葉
の文献から引っ張ってきたものが多いんです
ね。そうしたそれよりもみんなの感性のほう
が正しいと思います。公の場面での使用頻度
がそんなに高くなくても、私たちが日常生活
の中でたくさん使っている語彙っていうのは
別にある。私たちはやっぱり生活してるわけ
ですから。その自分たちの感性を信じようと。
（IA179）
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発表者による教科書分析結果
対象：４種８冊の初級総合教科書
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出典：発表者所有 / 発表者撮影

��&� �>��4
D7&�KGIB���
26?@@��4D7.

�"�

$&'�B6DE�
>57/�!%�,	
�0/��(�0=<2
��4D7.

��E	�;57�:-
���?��>	83

+BIJHFA)#4
D91C.

��U&!n-.K*Dn6x^u
knt[l iIKM7_�;cxh`g^z�?eqegV

�*� ��

8�U-.K*DioU�@B_�Om:5fwOm�[Jeb

jpsNHcxhZwjI\qfVIZ)\xpS|���{T

m<zagA�_4ruxhZwjsA\uxqfV

|���{joW�n+	Xz%�eU+�n+	zYuyf

�����j�3cxw1#ifV-.m:`w-.KP2KJ

B_U�9�n�iL^m:5eE��8z/gfgrmoUc

qdql�Q�E��C����lk�iUcqdql>'��

,�
�������lk�jn-�:5m]aw|���{m

0deg=($nRZ~���}����zF["G_YvqfV



復興期

“日常生活”の話しことばを重視

それらを基本とした上で、学習者の
生活に基づく場面やトピックにも
目が向けられている。

2000年代～2010年代

日本語教育用に作成された語彙リスト
や教科書がそのまま参照された。

終戦～1950年代
言語調査やそれを元にした

『日能試出題基準』『文型辞典』
などが参照された。

成長期

安定期

1960年代～1990年代
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【T010_009】
人物：大学教員・学生
世代：40-44歳・20-24歳
場面：大学でゼミの先生と追いコンについて相談
状況：大学の研究室でゼミの先生と4年生の
追い出しコンパの企画等について相談。
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【K001_016】
人物：会社員女性・会社員女性・自営業女性・パート女性
世代；35-39歳・35-39歳・45-49歳・40-44歳
場面；時々行くカフェで店のスタッフも交え友人と雑談
状況：友人である中根と、店のスタッフである舞。
スタッフは仕事に合わせて会話を出入りしている。

��($�%��!%�-�

'�".*���(+�,����&�-)��

	0#�261)�� 0(
�/�+-�



kpqoi-NT�f�SR��V[��Y
�DVfVbcXC,2>��[4�`[
�_[/�>orl[�*?

ts,2G�HR�[�0"@<=:!�&Y 3U�
g ;7!�&Y�(i�bg ;7��[$5i+ZgA

us��V[1��d�	>�6YeST'
�dMJLi
Eg@<=:aPFMCZ ;7WDOh]CC
UOF ;7vSTCD	�cBgcjZ ;7��8Drj>QDXjUO
F>\C97;7mrqnkl ;7)% ;7�.^ ;7�Y#IPi�KgA



$�������:=<;%

【T009_017】
人物：女子学生・男子学生
世代：20-24歳
関係：恋人
場面：渓谷を恋人と散策しながら雑談
状況：恋人と等々力渓谷を散策しながら友人の話や近況報告
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形態素解析結果
出典：UserLocal テキストマイニング
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状況：大学の研究室でゼミの先生と4年生の
追い出しコンパの企画等について相談。
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人物：会社員女性・会社員女性・自営業女性・パート女性
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形態素解析結果
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出典：丸山岳彦（2016）大正・昭和前期の演説に現れる文末表現のバリエー
ション『SP盤演説レコードがひらく日本語研究』， 271-291
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