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§はじめに 

＜留学生＞ 
 日本語の上級者になるためには 

  コロケーションの習得 

を受ける が出た 

被害 ○ ○ 

注文 ○ △ 

課題 △ ○ 

§はじめに 

   
 
         

 
 

学習環境 

PCサイト  
   学習する場所・時間が限られる 
 

 スマートフォン対応ソフト 
     いつでもどこでも学習できる 

スマートフォンで学習できるソフトの開発 

坂井美恵子 ・中溝朋子・金森由美・大岩幸太郎 
「日本語学習者のためのコロケーション習得教材iアプリの開発」（2012年, CIEC） 
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§ソフト作成 
Comet COLLOCATION 「コロケーション彗星」 

http://nagareboshi.susi.oita-u.ac.jp/index.html 

§ソフト作成 

「コロケーション彗星」 問題画面 

                                

分野 

｛赤字, 効率, 危機, 業務, 決断, 交渉, 雇用｝ 

を埋める 
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§コロケーションの分類 

名詞と動詞のつながり 単位の使い方 

・お客様から注文を受ける 
 
・洪水による被害を受けるがある 
        被害が出る 
 
・進級試験を受ける 
 
・課題が出る 

犬： 匹 
鳥： 羽 
ペンギン： 羽 
ウサギ： 羽 
箸： 膳 
本： 冊 
紙： 枚 
ボール： 球 
イス： 脚 
PC： 台 
グラス： 杯 
木： 本 
米： 合 
・・・ 

分野=｛赤字, 効率, 危機,  

      業務, 決断, 交渉, 雇用｝ 

             データの再編成 

§PC版からスマートフォン版へ 

指でタップしにくい 
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<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
 <meta charset=“UTF-8"> 
 <title>ｊQueryMobile</title> 
</head> 
<body> 
 <div data-role="page" id="index" data-theme="b"> 
 <div data-role="header"> 
  <h3>日本語を学ぼう！</h3> 
 </div> 
 <div data-role="contain"> 
  <a herf="test6.html" rel="external"> 
  <ul data-role="listview" data-theme="c" data-inset="true"> 
  <li data-role="list-divider">トップメニュー</li> 
  <li><a href="#l1">スタート</a></li> 
  <li><a href="#l2">学習履歴</a></li> 
  <li><a href="#l3">使い方</a></li> 
  </ul> 
 </div> 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
 <meta charset=“UTF-8"> 

 <title>ｊQueryMobile</title>  
<link rel=“stylesheet” href=“http://code.jquery.com/mobile/1.0a4.1/ 
  jquery.mobile-1.0a4.1.min.css"> 
 <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.7.1.min.js"></script> 
 <script src="http://code.jquery.com/mobile/1.0a4.1/jquery.mobile- 
  1.0a4.1.min.js"></script> 
</head> 
<body> 
 <div data-role="page" id="index" data-theme="b"> 
 <div data-role="header"> 
  <h3>日本語を学ぼう！</h3> 
 </div> 
 <div data-role="contain"> 
  <a herf="test6.html" rel="external"> 
  <ul data-role="listview" data-theme="c" data-inset="true"> 
  <li data-role="list-divider">トップメニュー</li> 
  <li><a href="#l1">スタート</a></li> 
  <li><a href="#l2">学習履歴</a></li> 
  <li><a href="#l3">使い方</a></li> 
  </ul> 
 </div> タップしやすいデザイン 

§PC版からスマートフォン版へ 

 

jQuery Mobile 

§スマートフォン用の解答方式（１） 

jQuery Mobile使用 
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を埋める 

§スマートフォン用の解答方式（2） 

「コロケーション彗星」 問題画面 

§スマートフォン用の解答方式（２） 

jQuery MobilとｊQueryを使用 
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§スマートフォン用の解答方式（２） 
HTMLファイル 

/* 選択したラジオボタンのvalを問題文に表示 */ 
$(function(){ 
 $('input[name=radio_group1]:radio').change(function(){ 
  if ($(“#coll_radio0:checked”).val()){ 
     $("#span3").text($("input:radio:#coll_radio0:checked").val()); 
      $("#span3").css("color", "green"); 
 } else if ($("#coll_radio1:checked").val()) 
      $("#span3").text($("input:radio:#coll_radio1:checked").val()); 
      $("#span3").css("color", "green"); 
  } else if ($("#coll_radio2:checked").val()) 
      $("#span3").text($("input:radio:#coll_radio2:checked").val()); 
      $("#span3").css("color", "green"); 
  } else if ($("#coll_radio3:checked").val()) { 
      $("#span3").text($("input:radio:#coll_radio3:checked").val()); 
      $("#span3").css("color", "green"); 
  } 
}); 
}); 

 

if ($(“#coll_radio0:checked”).val()){ 

    $("#span3").text($("input:radio:#coll_radio0:checked").val()); 
      $("#span3").css("color", "green"); 
} 
 

§学習履歴の保存 
 

受信した解答を 
  データベースに保存 

クライアント 学習の履歴を作成 
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xml_post.php 

§学習履歴の保存 

       $(‘#button2’).click(function){ 
      $('#form_action').submit(function(){ 
      $.post( 
        ‘post/xml_post.php’,   //ファイル名 
        {      

   ‘pd’: $('input:radio[name="number"]:checked]').val() 
        } 
           }); 

<?php 

 $_POST['pd']; 
?> 

クライアント 

§今後の課題 

・DBとの接続 
 
・履歴の作成 
 
・問題のデータ収集 
 
・デザインの改良 
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§最終までの取組み 

10月 DBの学習 
データ収集 

11月 履歴機能の作成 
データ収集 

12月 デザイン 

1月 卒業論文 

・坂井美恵子, 中溝朋子, 金森由美, 大岩幸太郎 

「日本語学習者のためのコロケーション習得e-learningシステムの
開発」, 『e-Learing教育研究』第６巻, pp68-77（2011） 

「日本語学習者のためのコロケーション習得教材iアプリの開発」 

                                                                   （2012年, CIEC） 

 

・コロケーション 

 http://park1.wakwak.com/~english/note/note-collocation.html 

・シミュレーター 

   http://jquerymobile.com/ 

§参考文献・参考サイト 


