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1 フンボル ト大学 E]本学科概要

1887年に東アジア学部の中に設立されて以来､戦時中を除 き現在 まで､文学を中心 にE3

本研究が続いている｡旧東独の大学では唯一の日本語教育機関でもあったo現在､教授講

師陣は文学､経済.歴史など6人､また語学教育は私を含め日本人 2人､ ドイツ人 2人の

計 4人が担当している｡学生数は､統一以前は入学制限をしていたため隔年8- 10人だっ

たが､統一後は大学人学資格を持つ者はすべて受け入れることになったので､9i年度は20

人近い入学者があ り､92年度はさらに増える見込みである0

2 カリキ ュラム

統 一によって大学制度 も大きく変わった｡旧東独時代､大学は5年制であり､学生は 5

年間ひとつの専攻科目を勉強 して卒業 したが､旧西独のシステムでは､主専攻 と副専攻合

わせて3科 目をとることが義務づけられ､在学年数 も制限がなくなる｡従来のように何 々

大学卒業 という肩書 きはなく､朋agister(学術的分野における学位)あるいはDip且om(莱

務的分野における学位)が大学で勉強 した実績 となる｡

日本学科では､今年度から通訳翻訳のDiplomコ-スと､歴史､経済､文学､哲学のMag-

ister コースを開講する｡このうち通訳翻訳者養成は､旧東独時代にも実績をあげている

ので.今後当日本学科の桂になると思われる｡

基礎的な語学教育は初年度に集中 して行われる｡ これは主専攻副専攻を問わず､初年度

に遇8コマ (1コマ90分)の授業があり､四技能にわたって日本語運用力をつけることを

目的としている｡ 2年次からは､週 3コマが必須で､主に翻訳､速読など読み書 きが中心

となる｡その他専攻によって､文語､漢文､通訳翻訳などの授業があるo語学教育は 2年

間でほぼ終了することになり､その間に日本語の文献あるいは新聞を自力で読み､レポー

トを書 くといった能力を身につけることを目標 としている｡

フンボル ト大学の日本語教育は､まず運用に慣れ､コミュニケーション能力をつけてか

ら､文法項目などについて分析的な目を養っていくという方針で､教科書も文型中心の も

のから入っている｡授業の方法 としては､ ドイツ人講師が新 しい項目を ドイツ語で説明 し

日本人講師が日本語で ドリルをするという形をとっている｡学生にとってはフラス トレー

ションが少なく､スムーズに日本語の世界に入っていくが､反面､漢字や語曇が身につ く

のが遅いという弱点 もある｡

以下､日本語教育に限って､授業内容を紹介 したい｡
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集中コ-ス (2週間) かな導入/発音/漢字ゝ文法､日永事情などの紹介

1年前期 (週 8コマⅩ13週間)

文法 (2コマ) ‖ ]本 語の基礎 1, 2 ｣

ドリル (2コマ) 新 出 文 型の運 用 捧 習

漢字 (2コマ)

ドヂオ f言コマ1 ｢ や ン さ ん と F_L音容 の 太 守 ｣

会話 (1コマ)

且年後斯 ll遅 8 コマⅩ 旦5週間t,!

文法 (2コマ3

ド23]i/ (;2二3マ:a

蘭訳 も1 コマ)

コミュニケ一一一ンヨン

聴解 を且コマ;i

作文 宅且r7マ1

2年 (遅 3コマ) 辞訳

速読

hpl頭蓋環

｢ゲルソ トコ--ス｣ く当大学開発)

文法内容量.こ従った逐弼練習

｢グルントコースj

r日本語中級｣

聴解教材各種

｢責硯文型中級 壬_i r現代 Ej奉事情｣鞄

｢アウフfLヾウコース｣ 〔当薬学開発う

新聞､姥誌､巷などo

*語学以外の授業について

1年 呂は語学に集中するため､語学以外には､地理､歴史各 且コマのみ必須02年以降

るま､語学以外の履修科目は専政によって異なり､選択 となるOまた副専攻科目の履修も始

まるので､他学科の授業 もとることになる｡

*その他のプログラム

2年間の日本語教育を終えた後､各学年から8人､東海大学へま0か月の交換留学制度が

ある｡従来は学生数が少なかったためほぼ全員が留学できたが､今後は選抜方式になると

思われる0

3 ドイツ統一をめ ぐって

フンボル ト大学ほど東欧の変革の波をモロにかぶった大学はないのではないだろうか｡

現在の大学の状況は､いわば会社更生法の適用下にある企業のようなもので､よって立つ

ところの国を失い､歴史 と伝統の重みをもって消滅は免れたものの､教授陣の入れ替え､

学科の解体は進みつつあ り､事実上は解体に近い｡日本学科 も､西ベル リン自由大学の日

本学科 と近い将来合併する予定だが､どんな形で合併するのか､何人の職員が残れるのか

ベル リン市当局の決定を待つ身である｡

しか し､日本語学習者にとっては､また研究者にとっても､壁の崩壊は､窒息状態だっ

【暮:0



た将来を大 きく広げたすぼらしいできごとだった｡まず情報の拡大｡西 ドイツの各大学 と

の交流が始 まり､これまで孤立 していた研究者たちは､同 じ言葉で話せるライバルを得 ､

発表の場 もでき､厳 しいが本当の意味での研究生活がで きるようになった｡また､各文化

交流機関の奨学金で日本へ留学するチャンスも増えた｡統一後､日本学科の中で もすでに

4人が留学中あるいは短期留学を終えて帰 ってきている｡

学習者の動機 も変化 しているO旧東独時代は卒業後の就職先 もEgによって決め られ､研

究者か通訳翻訳者になるしか道は開かれていなかったが､今は保証はないかわ り就職の 自

由もある｡統一後入ってきた学生の動機を聞 くと､将来 日本の会社あるいは ドイツの会社

で日本関係の仕事が したいという声が多 く､研究者志望 はごく少ない｡実際ベル リンに続

々と進出 している日本企業に転職 した り､日本で仕事を見つけた卒業生 も多く､研究 よ り

実業 といった風潮は今後 も強 くなりそうである｡これは大学にとっていいことか どうかわ

か らないが､少なくとも学生たちの間に活気 と自立心が出てきたことは確かである｡

日本語教育機関 も､従来はフンボル ト大学 と市民大学だけだったが㌔90年軟 よ りベル リ

ン市内の高校 3校で､また91年 4月よりベル リン工科大学で､どちらも選択外国語 として

授業が始 まったO西 ドイツでは､高校 レベルの日本語教育は珍 しくな く､東でも今後 日本

語熱は高 まることが予想 されるが､現在のところ教師 も少な く､また日本人もベル リン以

外にはほとん どいないため､当分日本語教育機関のベル リン集中は続 きそうである｡

良いこともあ り､大変な部分もあるが､全体には自由な開かれた社会の中で日本語教育

も進みつつあるといえる｡従来は運ばれたエ リー トを育てる教育機関 しかなかったが､今

後は学習の場 も広が り､その目的も多様化 していくだろ う｡優等生は少なくなるかわ り､

底辺が広が り日本への理解 も深まると思 う｡まだすべてが動 き出 したところで､援助 を求

めるにも様子 を見ている段階だが､当面できることはL_どんな小さな教育機関で も情報の

孤島に しない､西 ドイツの学習者が与えられるのと同 じ権利､チャンスを東でも実現させ

ることだと思 う｡また､今教えている学生 たちには､そ うした情報 を与 えられるの を待 っ

ているのではな く､自分で探 し出 し､勝ち取るタフさを身につけてほ しいと思っている｡
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