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特集

映画を使った
外国語の授業
映画の中の「生きたことば」を
教材として活用し、
映画が与える感動や
映画が喚起する問題意識、
生徒の学習意欲に繋げたい、
と考える外国語教師は
多いのではないでしょうか。
しかし、映画を教材にするには
授業への組み込み方、
上映機器の選択、
著作権上の問題など
乗り越えなければならない
ハードルが多く、
二の足を踏んでいる教師が
多いのも確かです。
本特集では、国内の英語教育で
映画をさまざまな視点から取り上げ
魅力的な授業を行っている
教師たちのノウハウを紹介しながら、
こうしたハードルを乗り越える
きっかけ作りをしたいと思います。
また、デジタル化時代における
外国語教育用素材としての
ビデオ映画の可能性を
探ってみたいと思います。
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高校の授業用に制作されたビデオ教材は、教科書の内容に

沿ったサブ資料的な視聴覚教材が多いようです。しかし、これ

だけでは生徒は生きた言葉や文化の魅力を知ることは難しく、そ

れは体系的な知識や事実を伝えるサポート役となっているに過

ぎません。

教師が社会における言語の使われ方や、そこから派生する様々

な問題を教える場合、教科書以外にどのようなビデオ教材を準備

するべきかを考えることが大切な要素になってきます。映画を素材

として扱う場合、教師がそのつど教材化することは確かに大変なこ

とですが、工夫次第で十分有効なビデオ教材になります。

一般的にビデオはクラスの規模に関係なく、一度に多くの生徒

に見せることができて効果的な教材だと思われていますが、実は

あまり大きなクラスでは生徒の集中力が欠けて効果が半減します。

ビデオ使用の授業は10～15人ほどのクラスが理想的で、この人

数はビデオを見た後のディスカッションにもちょうどいい規模です。

1クラス30人の場合は、三つのグループに分けて話し合いがしや

すいように配慮すると生徒が参加しやすくなります。

現在、ビデオは教師が欠勤したときや定期試験後の余った時

間に1時間にわたって見せるという、いわゆる穴埋め的な役目をす

るのが普通になっています。しかし、映画を素材とする場合、学

習内容に沿った場面をダイジェストして5分のプレゼンテーションビ

デオにまとめておけば、必要な情報が十分に伝えられます。5分と

いう時間は短いようですが、映像は1秒に30フレームのカットを送る

ため、5分もあれば9,000フレームもの映像を送ることができるわけ

で、情報量からいえばとてつもない量になります。この情報量をも

っと活用するように考える必要があります。生徒には長い時間ビデ

オを見せるだけではあまり効果が期待できないので、集中的に一

場面のメッセージを伝えるようにするわけです。

映画はもちろん娯楽作品として楽し

むものです。しかし、映画は音楽、文

学、歴史、科学などあらゆるジャンル

にわたる総合芸術であり、いろいろな

角度から眺めることによって語学、文

化理解の最適な教材になる可能性が

あります。生徒が発見する新たな楽しみと感動は、教科書だけ

では味わえない映画の醍醐味であり、生徒はほとんど無意識

に感じていたことを、画面を通じて明確に理解することが多い

のです。生徒は映画を通じて外国の文化や言葉を理解したり、

生活や習慣、歴史や伝統、人々の考え方や生き方を知ったり、

過去、現在、未来の出来事に出合うことができます。また、映

画の中にはあらゆる場面が入っているので、生徒がいかにもそ

のシーンにいるようにシミュレーション（疑似体験）することもできま

す。これは生徒にとって非常に大切な学習経験になります。

映画の魅力は一言では言い尽くせませんが、ドラマチックな

ストーリーは見る人に感動を与えるだけでなく説得力を持ってい

ます。盲聾唖であったヘレン・ケラー女史の、英語習得の凄ま

じいばかりの葛藤を描いた『奇跡の人』（1962）や、南北戦争を

生き抜いた一人の女性の一生を描いた壮大なドラマ『風と共に

去りぬ』（1939）を見て、生徒は大きな感動を受けると同時に多く

のことを学びます。また、アニメーションなどは子どもたちの精神

生活の中に深く入り込んでおり、彼らに親しまれている映像は友

だちとの間でも常に話題となるので、言葉や文化の理解に効果

的といえます。

視聴者の感性や理性に直接働きかける映画は、教材として

の使用に大きな効果が期待できます。そこで問われてくるのが、

映画をどのように授業に組み込むかという問題です。VHSビ

デオの使用を考えた場合、教室の中で随時ビデオを使用しよ

うとしても、語学教師の多くは「見せるためのまとまった時間が

確保できない」「見せたい部分のテープの頭出しに時間がかか

る」「字幕を自由に出したり消したりできない」などというように、

一見便利なようであっても意外と思い通りに教材として使えな

い不便さに気付きます。ここでは、こうした不便さをどのように

解消し、どうすれば映画の効用を十分に生かせるかを提示し

てみたいと思います。

外国語の授業での
ビデオ映画の使い方

少人数のクラスサイズ❢

5分のプレゼンテーションビデオの活用❢

映画の醍醐味と教材としての活用法
窪田守弘（愛知淑徳大学コミュニケーション学部助教授）



このくらいの時間であれば、生徒はビデオを見ながら、メモを

取ることが十分できます。教師は見せたビデオの内容に応じて課

題を出すこともできますし、後で生徒がディスカッションするときの資

料にすることもできます。例えば『マイ・フェア・レディ』（1964）では、

言語学者のヒギンズ教授が音声記号を見ながら母音の数につい

て語ったり、ロンドンの下町の貧しい花売り娘イライザの訛った英

語を矯正するために、繰り返し母音の発音指導をする場面などが

あります。こうした場面だけを取り出して見せた後、教師が音声記

号について解説をしたり、映画でやっているように実際に発音させ

てみたりすると面白いでしょう。

ビデオ教材は、かならずしも教師がすべて一人で編集したもの

にする必要はありません。むしろ、生徒自身が主体になって意見を

述べ合って、簡単なストーリーやシナリオを作るという授業にするの

も一つの方法です。生徒は元来自ら積極的に参加できる授業を望

んでいるので、こうした授業には自主的に参加するようになります。も

ちろん最初のプレゼンテーション用のビデオは教師が作らなければ

なりませんが、その後は生徒に加わってもらって、生徒の言語や文

化に対する関心や知識を生かしながら、必要な場面を追加したり、

シナリオを詳しく書き直したりします。

授業でビデオ映画をしばしば見せることは、カリキュラム上の

制限があり、基本的には不可能です。したがって、授業で5～

10分程度のビデオを見た生徒は、映画全体を完全に理解しよ

うとすれば、必要に応じて授業後に視聴覚室や自宅などで貸し

出しビデオを見る以外に方法がありません。これからは、生徒

が必要に応じて自主的に映画を視聴できるように、図書室や視

聴覚室などに授業に関係のあるビデオ映画のカタログと映画の

オリジナルを揃え、関連資料を充実させていくことが大切となる

でしょう。

日本語教育においても、映画は生きた教材の宝庫といえます。

例えば衛星劇場の衛星デフ・シアターでは、毎日曜日の朝7時～9

時、日本映画に日本語字幕をつけた番組を放送しています。これ

はもともと日本人の難聴者向け番組ですが、これを別の視点から

見ると外国人にとっても非常に理解しやすい映画放送であるとい

えます。このチャンネルで放映される映画は、「寅さんシリーズ」「釣

りバカ日誌シリーズ」「学校シリーズ」など松竹系の映画をはじめと

する有名な映画が中心になっていますが、松竹は日本の映画界で

は自社の映画作品に日本語字幕をつけることに理解がある珍しい

会社だと思います。とにかく将来はもっと多くのテレビ番組に日本語

字幕がつくことが予想されるので、そういう番組を外国人のための

日本語教材として考えるのも一つの方法です。

また、毎日テレビから洪水のように溢れ出る情報に対して、教師が

ほとんど手を触れることのない現状はいかにも惜しまれます。映画か

らは外れますが、例えば、NHK教育テレビが毎日曜日の夜7時か

ら放映している『日本のことば』は、各県別にその県の方言を取り上

げており、各地の様 な々方言が実に分かりやすく編集されています。

この番組の内容はかなり工夫されていて、予備知識がなくても十分

に楽しめる番組です。これは基本的には日本人向けの内容なのでし

ょうが、実は外国人が見ても方言の理解にかなり参考になるので、

もしこれに日本語字幕がついていれば非常に役に立つ教材となりま

す。また、同じくNHK教育テレビが毎日夜に放映している『手話ニ

ュース』にも内容理解に役立つテロップが細かく入っています。文

字放送用のチューナーをつなげば、日本語字幕入り番組を利用す

ることも可能です。日本語字幕入り番組は、新聞のテレビ欄にマー

クがついていてすぐ分かるようになっています（P. 6に続く）。
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小学生向け
テーマ：愛と信頼
子どもが主人公で
ことばが易しいもの

中学生向け
テーマ：成長と学習

高校生向け
テーマ：青春と夢
社会に目を向けた
もの

大学生向け
テーマ：戦争と平和、
差別、社会問題

日本映画

絵の中のぼくの村／
宮沢賢治――その愛――／となりのトトロ／
遠き落日

時をかける少女／少年時代／
瀬戸内ムーンライト・セレナーデ／
青春デンデケデケデケ

アイコ16歳／転校生／学校／
がんばっていきまっしょい／息子／風の
歌が聴きたい

橋のない川／きけ、わだつみの声／
素晴らしき日曜日／プライド／
Shall Weダンス？／Love Letter

英語映画

E.T.／ホーム・アローン／
マイ・フレンド・フォー・エバー／
サウンド・オブ・ミュージック

奇跡の人／ローマの休日／
ジュラシック・パーク／赤毛のアン

グッド・ウイル・ハンティング／
理由なき反抗／今を生きる／
アンネの日記／シンドラーのリスト／
スタンド・バイ・ミー

ヒマラヤ杉に降る雪／タイタニック／
パッチ・アダムス／恋愛小説家／
陽のあたる教室／風と共に去りぬ

生徒参加型授業のすすめ❢

図書館や視聴覚室のビデオの充実❢

字幕入り映画・
テレビ番組の利用

■窪田氏のおすすめ映画リスト

関連ウェブサイト

映画英語教育学会（ATEM）http://www.atem.org/
PD(パブリック・ドメイン)となったアメリカ映画のリスト、研究
紀要や著作権ハンドブックの案内
衛星劇場 http://www.eigeki.com/
衛星デフ・シアター毎日曜日7:00～9:00 スカイパーフェクTV!
やCATVにて放送
スクリーンプレイ出版株式会社
http://www.screenplay.co.jp/
映画のセリフ集「スクリーンプレイ・シリーズ」のリスニング難易
度付きリスト掲載

このリストは窪田氏が生徒の年代に適した内容のものとして薦めたい映画のリストです。

窪田氏の著書 ➯『銀河新書1 ハリウッド・ロード』晃学出版、
2000年6月8日発行／映画字幕にまつわる話、語学教育に教材
として活用するノウハウなどが、さらに詳しく紹介されている。



6年間、映画で授業を行ってきました。年

度末に多くの生徒から、「イメージがはっきりし

ているので英文の意味がよくわかる」、セリフの

逐語訳も作品のテーマを考えながら行うので

「内容や人物の気持ちなどをよく考えるようにな

った」といった意見が寄せられます。感動しな

がら英語を学ぶことに生徒は魅せられてしまうようです。私は映画を通

じて生徒たちとともに人間について考え、人間の喜怒哀楽を味わい

ながら授業を行っていきたいと常々思っています。映画を教材にする

場合、指導目的によって様 な々取り組み方が考えられますが、ここで

は音声、内容理解、文法について述べてみたいと思います。

映画の一場面で発音や音読の練習

生徒たちに教科書を読ませると、単語を一つずつ切って読む、

子音の後に必ず母音をつけるなど言葉としての滑らかさがありませ

ん。英語では母音・子音の区別、リズム・ストレスが大切であるこ

とを教えなければなりません。できれば映画に入る前にテンポの

速い歌を取り上げ、母音・子音の区別、リズム・ストレスを意識しな

ければ決して歌えないことを体験させ、連音、脱落、同化などを

指導するとよいでしょう。その後、映画の一シーンを取り上げ、実

際に発音や音読練習に入ります。映画の俳優と同じくらいのスピー

ドで言えることを目標にすればさらによいでしょう。また、その場面

の物語全体に占める位置や登場人物の感情まで理解して練習す

ると、感情のこもった英語の話し方を学ぶことが

できます。ペアで発表を重ね、やがて英語劇につ

なげるとさらに英語らしい話し方の修練ができます。

映画の内容理解と英語での自己表現

『アミスタッド』で米国黒人奴隷の歴史、『ラス

ト・エンペラー』で日本と中国の歴史を学習しまし

た。こういう教材では繰り返し歴史的背景や、地

理的な説明をしなければ映画を理解させること

ができません。例えば、前者の指導では1830年

代の米国における黒人奴隷制度をめぐる状況を

解説し、シエラレオネからキューバそして米国本

土にいたる奴隷船テコラ号やアミスタッド号の航

路を地図で説明しました。毎時間、授業の最初

の10分間はこの解説の復習にあてました。こういう映画教材では

最終的に自己表現としての英作文に取り組ませることができます。

インターネットでは世界の様々な問題を教えるために映画を利用

するサイトがあり、豊富な資料を提供しているので、大いに利用

したいところです。

台本で文法の導入やまとめ

文法の授業でも、一つのシーンを取り上げて導入やまとめに利

用することができます。導入では動機付けになるし、まとめでは生き

た用例を示すことができます。デジタルの台本があれば、パソコン

の検索機能を利用して文法項目に応じた例文を簡単に見つけられ

ます。筆者の場合、『愛ここにありて』から不定詞のいくつかの用法

が出てくるシーンを取り上げて授業で使いました（頁下自作プリント参照）。

参考までに『インディジョーンズ』のセリフを例文にした英文法書も出

版されています（『映画で学ぶ高校英文法』島川茂清著、スクリーンプレイ出版）。

俗語、卑語などの扱い、中高生対象の授業に不適切な場面を

含む、いわゆるrating systemと関わるシーンの扱い、生徒がその

映画全体を事実ととらえてしまう危険性がある（歴史的事実に基づいた映

画でも、フィクション性は免れない）ことなどへの配慮など、扱いの点でいく

つか検討すべき点があるものの、それでも映画は英語教育にとって

魅力的な教材であることに変わりはありません。
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映画で学ぶ高校の英語 q

吉浦潤次（大阪府立交野高等学校教諭）

吉浦先生のホームページ ➯ http://www.asahi-net.or.jp/~lv9j-ysur/ 
映画全般から台本入手先まで多彩なリンク集、英語教育での実践報告など。

映画を見ながら
ある一つのシーンを
もとに文法を学習する。

自作プリント
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私は、1年生または2年生(1クラス約40名)で

映画を使った授業をしています。この授業で

は、おもにリスニング力の向上をめざしていま

すが、ただ聞いて何を言っているかを当てる

という「クイズ大会」にならないように気をつけ

ています。英語を聞くことによってストーリーを

把握したり、聞き取った英語表現を自分のものとして身につけること

も大事な目標です。そのためには、授業に使う映画の選定が重要

です（つまらない映画は、そもそも英語を聞き取ろうという気が起きません）。これま

でに授業で使った映画は、“Titanic”“The Matrix”“City of

Angeles” などですが、いちばん「ノリ」がよかったのは “Back to

the Future” です。その理由は、主人公が同世代であること、話

される英語がわかりやすいこと、そして何といってもそのストーリーの

面白さにあると思います。

プリント教材とCC信号入りビデオを使った授業

授業はLL教室で行います。本校のLL教室には、カセットテープ

の装置とビデオモニタが一人に1台ずつ割り当てられています。授

業では、日本語字幕の入った通常のビデオに加え、米国版（日本語

字幕なし）のビデオも使用します。米国版のビデオには、CC（クローズ

ド・キャプション）★注信号が入っているので、CCデコーダを通せば英語

の字幕を表示することができます。

授業は、次のような流れで進んでいきます。

q字幕のない画面を見ながら、ストーリーを把握す

る練習。学習用プリント1に書かれた質問の答を探

すつもりで聞く。w英語字幕を表示しながら同じシ

ーンを再生し、学習用プリント1の答を確認（速読の練

習にもなります）。eスクリプトを印刷したプリント2を見

ながら、学習用プリント1の答を再確認（このプリント2の

スクリプトは、次の聞き取り問題でも使えるように一部を空欄にして

あります）。rシーンを録音したテープ（音声だけ）を各自

で聞きながら、プリント2のスクリプトの聞き取り穴埋

め問題に解答する。tスクリプトを見ながら、その

シーンで使われた表現を参考にしてプリント2の英

作文をしてみる。yクラス全員で解答を確認。

授業では、一部のシーンだけを取り出して見せる

のではなく、映画の最初から日本語字幕のまま鑑

賞し、課題となるシーンになったらパッと英語版（字幕なし）に切り替え

て学習活動に入るようにしています。こうすることで、楽しい映画鑑

賞の気分のまま英語学習に入っていくことができます。1本の映画

から、およそ15シーンぐらいを取り出して学習しますから、10分弱

に1回の課題があるということになります。一つのシーンについて、

課題を完了するのには約30～40分かかりますから、だいたい3～4

ヵ月で1本の映画を見終えることになります。

プリント教材に使うスクリプトは、市販されているシナリオの本や、

レーザーディスク、DVDなどに記録されている英語字幕を参考にし

て作ります。CC信号の記録されているビデオやレーザーディスクか

らは、パソコンを使ってセリフのテキストを抽出することができますか

ら、プリントなどを作る場合には重宝します。ただし、いずれの場合

にも、作成した教材は教師個人が自分の授業で使うことしかできま

せん。コピーして他の先生にあげたり、授業以外の目的で使うこと

は著作権法違反となります。

★注：CC（Closed Captionクローズド・キャプション）
クローズド・キャプションとは聴覚障害者がテレビやビデオを楽しめ
るように考え出されたアメリカの文字放送で、セリフやナレーション
のほとんどがテレビ画面に字幕として表示される。英語字幕をテレ
ビ画面に出すにはCCデコーダ（12,000～20,000円）を購入し、こ
れをテレビとビデオデッキ（またはLDプレーヤー）に接続する。CC
に対応したビデオテープやLDが必要。ビデオテープではケースの背中と裏面にあ
るNCIのマークが目印で、ビデオレンタル店にたくさんある。パソコン対応のCCデコ
ーダには、パソコンと接続するための端子がついており、これをパソコンと接続し、
ビデオを再生しながら専用のソフトをパソコン上で実行すれば、CCの文字をパソコ
ン用の文字信号に変換し、映画のセリフをパソコン上に読み出すことができる。
Closed Caption 最新情報➯ http://www.i-fm.com/closed-caption/

映画で学ぶ高校の英語 w

亀山太一（岐阜工業高等専門学校助教授）

プリント1 プリント2

NCIのマーク
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ビデオが学校教育で使用されるようになってから30年以上にな

りますが、テープの大きさが弁当箱サイズから新書判サイズ、さらに

は8ミリサイズに変化しただけで、操作面ではほとんど変わってい

ないのが実情です。教育現場では、ビデオテープの出現以来、非

常に便利な視聴覚教材として積極的に受け入れてきましたが、教

師の多くは実はこのビデオテープがあまり便利なものではないことに

気づき始めています。なぜなら、ビデオテープは頭出しに時間がか

かり、教師が生徒に見せたい場面を瞬時に出せないという不便さ

があるからです。一時間45分の授業時間では、これは致命的な欠

点です。そのため、教師はどうしてもビデオテープを必要に応じて自

在に使うことができず、授業に使うことを諦めてしまいます。

今ではデジタル式の8ミリビデオが現れ、編集が楽になったり、

小さくて持ち運びが便利になり、ビデオカメラとテープを用意すれば

簡単に教室のテレビにつないで使用することができるようになりまし

たが、やはりテープの頭出しについてはアナログ式ビデオと何ら変わ

らないので、限られた時間に使用するには依然として不便さが付き

まといます。そこで、教師は次のステップを考える必要があります。

ビデオに代わるものとして、ビデオCD（Video Compact Disk）★注1があ

ります。現在デジタルビデオはすべてコンピュータを経由してビデオ

CDに変換できるようになりました。ビデオCDはもととなるCD-Rが

150円程度ですのでVHSビデオテープに比べて非常に安価である

だけでなく、瞬時に頭出しができ、これまでのVHSビデオテープの

不便さを一挙に解決してくれますが、今のところほとんど教材化され

ていません。今後は教師がコンピュータに精通し、ビデオCDの良

さを理解していかなければなりません。さらに、映画を編集、加工

し、ビデオCDに変換したものを生徒に見せることは著作権法上、

問題になることも知る必要があります。

同じくビデオに代わるものとして洋画のDVDビデオ★注2が多く発売

されています。日本映画に関してはアメリカ映画と違ってDVD化す

ることに消極的で、レンタルショップには邦画のDVDビデオがほと

んど並んでいません。今後は邦画もアメリカ映画のようにきちんと二

次使用を認めてDVD化をはかることが期待されます。特に、DVD

は理論的には8ヵ国以上の言葉を字幕として画面に表示できるの

で、今後のマルチランゲージ・ラーニング（多言語習得）には欠かせな

い教材となる可能性を秘めています。

つい最近、松竹が『男はつらいよ』シリーズの全48作品(松竹ホー

ムビデオDVDソフト http://www.shochiku.co.jp/video/index_dvd.html 参照)

に日本語字幕を付けたのは、まさに時宜を得た企画であったと思い

ます。しかし、これで満足するのではなく、今後はこのようなディスクがイ

ンターネット上でどのように視聴者に提供できるかを考えるべき時期に

きていると思います。21世紀には多くの家庭にコンピュータが入ることが

予想されます。生徒がインターネット上で学校のホームページから映画

を見ることができるようになり、語学の授業も学校と家庭が連携した形

で行われるようになる日がすぐそこまで来ているようです。

★注1：ビデオCD（Video Compact Disc, VCD）
動画と音声をMPEG-1形式で圧縮して記録するCDの規格。最大74分の動画が記
録可能。パソコンで再生する場合、最近ではWindows Media Playerなどのソフ
トウエアだけで再生できるようになった。日本ではさほど普及していないが、欧州
や東南アジア、特に韓国や中国では数多くの映画や音楽ソフトが発売されている。
★注2：DVD（Digital Versatile Disk）
CD-ROMと外見上、同じサイズでありながら、数ギガバイトから十数ギガバイトの
容量を持つ光ディスク。動画であれば、133分の記録が可能である。映画などの
映像を記録した再生専用のDVD-Videoは最大32ヵ国語の字幕がON/OFFでき、
吹き替えも8ヵ国語まで対応する。
参考：日経ＢＰ社『日経ＢＰデジタル大事典 2000-2001年版』

ビデオテープからDVDへ
──映画を使った外国語教育とマルチメディア
窪田守弘（愛知淑徳大学コミュニケーション学部助教授）

ビデオ映画の教育利用にまつわる著作権

教室でビデオを使う場合、教師は著作者の「複製権」「上映権」「頒布権」を認
識し、取り扱いに十分注意する必要があります。
複製権とは、ビデオソフトをダビングしたりテレビ番組を録画したりする権利で

す。個人的に楽しむための私的録画は許されていますが、ダビングしたビデオを
第三者に貸与することは違法行為になります。ただし、著作権法では、学校その
他の教育機関（営利を目的として設置されているものを除く）で、教師がその授業
の過程で使用するために、必要と認められる限度において公表された著作物を
複製することは、著作権者の利益を不当に害しない範囲で認められています。し
たがって授業の中で使用することを目的として映画をダビングすることは問題あり
ませんが、それをライブラリー化して保存すると、必要と認められる限界を超え
る恐れがあります。
上映権とは、映画を公に上映する権利です。自分が購入したビデオ映画であ

っても、著作権者に無断で公に上映することは原則として上映権の侵害になりま
すが、非営利かつ無料でなされる上映は原則的に認められています。したがっ
て教師が市販のビデオを購入して授業の一環として生徒に見せることはできます。
しかし、映画の著作物の著作権者は、こういった非営利無料の上映会を、映画
産業に著しい不利益を与える大きな問題としてとらえていることも事実です。
頒布権とは、ビデオソフトを売ったり、譲ったり、貸したりする権利です。例え

ば授業で使ったビデオを生徒に貸したり配ったりすることは、有料無料にかかわ

らず頒布権の侵害にあたりますので著作権者の許諾が必要です。
この他注意すべきこととしては、「著作者人格権」があげられます。著作者人格
権とは、「公表権」(公に著作物を提供、提示する権利)、「氏名表示権」（著作者名
を表示するように、または表示しないようにする権利）、「同一性保持権」（著作物
およびその題号の同一性を保持する権利）のことを指します。「映画はそもそも全
編をもって著作者の思想や主張を表現している創作物ですから、勝手に改変する
場合には著作者人格権を侵害するおそれがあります。したがって、授業の都合上
カットや改変をする場合でも必要最小限にとどめ、かつ、どのようにカットや改変
したかを明確にして、誤解が生じないように注意する必要があります」（『映画ビデ
オを教育に利用する時の著作権ハンドブック（改訂版）』映画英語教育学会発行
［2000年5月］より）

関連ウェブサイト

社団法人著作権情報センター http://www.cric.or.jp/index.html
「著作権Q&A」「著作権データべース」掲載
映像ソフト協会 http://www.jva-net.or.jp/
「ビデオソフトについての著作権FAQ」「DVDビデオ周辺技術講座」掲載
CI-NIME教育メディア著作権関連情報 http://deneb.nime.ac.jp/
「著作権処理相談システム」で著作物を利用する目的、利用形態などの項目を選
択すると著作権処理に関する回答が得られる
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『男はつらいよ』シリーズの日本語教材への利用

主人公の「寅さん」は、普通の日本人が言わない、または言いた

くても言えないことを言い、心の赴くままに旅をします。映画の中の

「寅さん」は、平均的な日本人としてはなかなかできないことをしてい

ます。我 は々、寅さんの言動を裏返せば、そこに日本人の心情、願

望が読め、日本人の価値観、日本人像が浮かび上がるのではない

かと考え、『男はつらいよ』シリーズの中から、「サラリーマン」「日本人

のユーモア」「日本人の愛」「家族関係」などといった日本文化の主題

にふさわしい場面を選定し、各項目別の文化学習教材の開発を

試みています。例えば、「サラリーマン」の中で、「自己主張（assertive）」

や「はっきり言う（speak clearly）」という言葉が出てきたとき、英語文化

圏では肯定的な意味を含んでいるが、日本文化の中では否定的

な意味を持つことを学習します。開発にあたっては、CASTEL/J研

究会（日本語教育支援システム研究会）★注が開発した『男はつらいよ』シリー

ズの台本のデータベースと映画のDVD版を利用しました。

映画を利用した日本語教材の利点は、生徒に多くの疑似体験を

させ、学習意欲を向上させることにあると考えます。日本語学習者

のレベルが中級になると、実際の場面で言語を使用する経験を相

当に積む必要がありますので、海外の中・上級の日本語学習者に

とって日本文化を疑似体験できるということが、映画利用教材の最

大効果かもしれません。

DVDビデオを利用した教材開発

映画の映像や音声をコンピュータのハードディスクにコピーすること

は著作権法上問題となりますので、我々が試作したシステムでは、

映画の映像・音声はDVDプレーヤーから直接ディスプレイおよびオ

ーディオ装置に出力しています（図参照）。

CASTEL/Jデータベース内の台本には、話者の台詞
せ り ふ

（原文、かな表

記、ローマ字表記）のほかにDVDのシーン位置情報を付加してありま

す。そのため、パソコンからDVDプレーヤーに指示を出して、シー

ンの頭出しや台詞
せ り ふ

テキストと連動した映像・音声の再生等の制御

ができます（この制御をするためには、パソコンと一体化したいわゆるDVD-ROM

ドライブではなく、通信機能を持ち、パソコンから映像再生等の操作ができるDVDプ

レーヤーが必要です）。

今回試作した教材には、各場面に出てくる人物の会話（日本語）を

理解するために、日本語スクリプト、英語の説明、文型練習などの

文字情報が用意されています。また、必要に応じて、同じくCAS-

TEL/Jデータベースに収録されている漢字辞書、用例辞書、単語辞

書、イラストや音声などのマルチメディア情報を参照することができます。

CASTEL/J『男はつらいよ』データベース

CASTEL/J研究会では、「男はつらいよ」シリーズの全48作品の

台本データを含む様々な日本語教育用の素材を電子化し、それを

1枚のCD-ROMに収録して、会員である日本語教育関係者に配

布しています。

『男はつらいよ』シリーズの台本はCD-ROMの配布を受けている

者であれば教育・研究目的に限って自由に使えますが、映像や音

声を利用する場合には市販されているLDまたはDVDを購入しな

ければなりません。これは、著作権者の使用許諾なく、家庭内鑑

賞以外の目的で映画（映像や音声）を利用してはいけないというルール

を守るためです。

映画を教材に利用する場合に限らず、映画を上映・放映・放送する

場合や、映画を改変する場合には、単に著作権料を支払えばいい

という問題（著作財産権）ではなく、著作権者に対する敬意（著作者人格権）

も同時に必要です。CASTEL/J研究会では、開発当初から映画の

著作権者と協議し、映画を教材として利用することについての利用承

諾を得ています。

★注：日本語教育支援システム研究会（通称CASTEL/J：Computer Assisted System
for Teaching & Learning/Japanese)は、コンピュータを利用した日本語教育に関
心の深い研究者・日本語教育実践者を対象に、日本語教育の振興を図ることを目
的として活動している。会員には、実費1万円で研究成果を収録したCD-ROM（日
本語教育用各種データベースや講談社現代新書・松竹『男はつらいよ』映画台本、
小松左京作品などテキストデータ）を配布している。TJFは研究会の事務局として、
著作権交渉や事務連絡に協力している。
CASTEL/Jのホームページ ➯ http://castelj.soken.ac.jp/

『男はつらいよ』を利用した
日本語マルチメディア教材の開発
石上普保（ハワイ大学助教授）、坂谷内勝（国立教育政策研究所教育研究情報センター総括研究官）、
小松幸廣（国立教育政策研究所教育研究情報センター総括研究官）

DVDプレーヤー

コンピュータDVDビデオ 映画を利用した語学教育支援システム

映画学習時のシステム構成（ハードウェア構成）


