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1 アダム ｡ミツキェ- ヴィチ大学 (ポズナニ市)新文献学部言語学科 概要

且｡ i 沿革

i973-86年

i986′-87年

1987-88年

且988-89年

1989-90年

i991年

言語学科 (Instyt,ut)は大学内の研究所 として機能 し所属学生を持 たなか った

が､全学 向け日本語講座が設けられていた (担 当 :マイ ェ---ヴィチ/橋 本 )

情報学専攻科設立｡学生募集開始｡日本語が非 ヨーロ ッパ外Eg語 (東洋語 ､

アラビア語等 ) として選択必修科 目となる｡

日本語専攻科 (隔年募集 )設立｡初年度入学者 15人｡

中国語専攻科 (隔年募集)､ リトアニ ア語専攻科設立O中国語専攻科 で ､ 白

木語は東洋語 として選択必修科 目｡

日本語専攻科新入生30人､カ リキュラムの再検討｡ 日本語専攻科､情報 学専

攻科の 日本語授業時間数増加｡情報学専攻科 が ｢言語学 ･情報学専攻科 ｣ と

改名 して二専門化 し､情報学専門の学生 に とって非 ヨー ロ ッパ外国語 は 自由

選択 となる｡

日本語専攻科新入生13-旦5人｡アラビア語専攻科設立｡

1.2 組織

現在､言語学科は教官群か らなる7つの科 (zakfad)にわかれている｡日本語専攻 科 ､

Ej本語 スタ ッフは､アジア ｡アフ リカ言語科の もとに置かれているO

新文献学部 一 言語学科 - アジア ･アフ リカ言語科 一 日本語専攻科

nco-filoIGgia 中国語専攻科

アラビア語専攻科

言語学 ･情報学科 言語学 ｡情報学専攻 科

バル ト語派科 リトアニ ア語専攻科

一以下､言語学の分野別 4科0

i.3 現 E3本譜スタッフ

アルフレッ ドQマイ ェ-ヴィチ (言語学科長Llアジア ｡アフ リカ言語科長)

エステラ ｡ジュロムスカ (日本語カ リキュラム責任者 1991-92年 日本研究留学 中 )

ロベル ト｡カシャ (199i年 1月か ら)

久山宏一

深井千枝

ジ ョンデ クな ぎさ
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丸谷佳縫 目990-9旦革 7真弓帰 室)

ロベ)i/卜℡ブシチャ (ワルシャワ大学 より出張:a

佐 々木 たつみ (中国語兼 日本語講師)

実習生 アンナ ･コメジンスカ*/アグこェシカ ･ムシャウ*

*成績優秀者が奨学金をもらいながら授業を補助する,

2 日本語専攻科

ワルシ 幣ワ大学やヤギJ【ウ月表学の岩本語E3本学科が豪洋学科をごあるtr)に対号､ ニriSj:

言語学科内に位置する｡本言語学科は､すでに研究所時代か ら日本語言語学分野で優れた

業境 をあらわ した経か､アイヌ語 oT'イヌ学研究が国際的に知 られている.〉言語学科内の

言語学教授群が充実 してお り､アジア 翁アブ喜]カ言語観以外の教授の指導のもとに卒論を

書 くことも可能であるO

業際畳こ蛙､今の ところ日本文化間藤をこ興味を蒋-7学生が多 く､糞韓等大学掩蓋こ教官がな1

ない場合､鞄の市に通って指導を願いでも与る¢これからは､や量護り言語研究の方へ学生を

方向づ柑ようとする頗商量こなっている乃その経か､梅 島こ百番演劇の研究ができるか

*現 損年生の卒論テ.-守 :言語学 --2 文学 m i 演劇 -h3 美術 --且 文化人幾学--

ご':>--

2. 且 現 カ リキ ､コラム

2. 1. 且 E3奉 語 r-E3本学 副俵

科目名 尾鰭学 年 盲適当時間

⊆ 冨 ;冨遍 冨
臼容語記述文法 i講義)
E3蕃語習得実習

漢字

翻訳

文語文法

日本語言語学入門

日本事情

日本史

日本文学 .文化史

特別講義

ゼ ミ

互後期 2前期音2
i-2i3B穫 毒 且0i
5 ∃ 6

3｡2･3.415前期

2･3｡速･5前期

4

2

1

一

22

別記参照｡マイ 31-ヴ-fチ

別記参 蟹 缶適i2時間に増やすよう

請蘇車｡療勝者旦8人以上の時 2グ

ループ｡

別記参県｡竣時間にするよう議殿

中｡久山/ コメンジンカ/ムシャ

ウ

別記参照｡且0人以上の時 2グルーー

プ｡ジェロムスカ/カシャ/ブシ

チ ャ/′久山

フシチ ャ

カシャ

ジェロムスカ/カシャ

文献による独習｡ジェロムスカが

試験

ジェロムスカ

マイェ-ヴィチ/その他

指導教官



21 i-2 関連科目

言語学入門 ･論理学 や言語類型学 ｡情報学の基礎 .言語教育学の基礎 ｡心理学 ･哲学 g

専門別選択科目 ･ロシア語 ｡英語 一東洋語

2. 1.3 その他 体育

2.2 日本語記述文法

参考文献 として､次の研究書が大学から出版されている｡

マイェ-ヴィチ :日本ポーランド両語音韻論 (ポズナニ 1975)

マイェ-ヴィチ :ポーランド日本両語における文法的態カテゴリー (ポズナニ 1985)

2.3 Eヨ本譜習得実習 -文法運用 さ会話 ⇒読解 ;作文指導

2｡3. 1 現在まで使われた教材､その他

2,3｡1.1 1987年度生

1年次 (1987年10月～1988年 5月)

主教材 :現代 日本語 (亜細亜大学)

副教材 :自作教材 (言葉遊び､歌謡集､詩集等)､歌のテープ､他

担当 :ジェロムスカ/久山/橋本

*週 8時間 (1学生あたり)

2年次 (1988年10月～1989年 5,q)

主教材 :日本語 2 (東京外大)*12課まで

副教材 :自然な日本語 (凡人社)～JapaneseforToday(学研)､同テープ､他

担当 :ジェロムスカ/久山/ジョンデク

*過8時間

3年次 (1989年10月～1990年 5月)

主教材 :日本語 2 (東京外大)*13謀から最後まで

副教材 :自作教材 (助詞 ｡敬語問題集､会話例等 )､他

担当 :ジェロムスカ/深井/ジョンデク

*前学期週 8時間､後学期週10時間

4年次 (1990年10月～1991年 5月)

主教材 :日本語中級前期 (凡人社)

副教材 :ロールプレイで学ぶ会話 1 (凡人社)､日本語擬態語辞典 (TheJapanTithes)

日本語運用力養成問題集 1 (凡人社)､外国人のための日本語例文 ･問題 シ リ

ーズ ｢接続詞｣ (荒竹出版)､他

担当 :丸谷/深井

*過10時間

*5年次では､AnlntrodtiCtiontoAdvancedSpokenJapanese (米加大学連合 日本研

究センター)､マスコミ関係テキス ト等を使う予定｡
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i年次 日989年互0月-互990年 5月)

主教材 こ日本語 1 (東京外大)

副教材 ..自作教材 (会話集 ._Ej本譜 1テープ)､飽

担当 :ジ 工ロムスカ./深井./ジョンデク

*前学期逓 8時間後学籍10時間

2年次 (199(埼 三iO月～199i年 5月j

主薬覇 二Fll本譜 2 (束頁外大) 耳全部

副教材 :Eさ太語作文 i (専門教育出版 ト ロ-ルプ レイで学ぶ会話 1 日:L入社)､騰

担当 こジェロムスカ/カシャ/深井/丸,laf

*週10時間

寮3年次か ら毒ま室数覇 としてE3蕃語表現文型 皇ノ筑薮大学?,を韓 う予定

2. 3, 2 教授法の変化

Ej本譜専攻科開設後 2年経 とは､十分な教餅 峯}参考書 鮎なら,･中で､専門外のE∃東大スタ

ッフが教授法､教材製作Erこ暗中模索する暗黙が続いたOその後 ､日泰語教師養成のこき--ノ･互

を終 えた日本A講師 を迎え､直接法等 について;T}情報 を〉増えてfq･-るO現在､ 巨∃素謡 Ji

2｣を基本 とする1---スがはぼ掃定 しーそのポーラン ド語による単語 や文法説明書が大学

択の理 由は 言葉が豊富であること_留学試験への出露率が高いことによる｡言葉がやや

古 くなっている{:lLllI亡,教師が転轄詣諭 しヶこれか らは､ ド ≡]ル､会話等､補助教稲の充実

が課題 となるであろう｡

指導法の変化 としては､次のようなものが見られるo

a) Ej本人講師のポーラン ド語､英語の使用を義姉限 るこ抑 えるOこれは､日本人教師の

指導技術によることは言うまでもないが､同時にポー-ラン ド入講師による準備 とし

ての語童､文法指導 も重要であるO特に ｢と｣｢ぼ ｣ ぎ【たら｣ rなら｣の使い分け

の指導等が難 しく､母語との比較､検討がはか られる｡

b)予習､短文作成､作文等の宿題を増やす｡

C)役割練習等の場を設定 した会話指導を増やす｡

d)試験を厳 しくする｡

2.3.3 学生

1987年入学の学生は､コ-スデザイン試行のモルモ ッ ト的存在であった｡また､学生の

批判精神や 自主的な学習意欲 を尊重 しようとする意識が教師側にもあったせいか､欠席､

宿題の無視が目立 って､学生 の能力にむらがある｡

本大学の日本語の学生は､伝統あるワルシャワ大学の 日本語科の学生に対 して､コンプ

レックスを感 じているCそれ を打ち破るために､1990年の 日本語弁論大会に大量出場させ

て､3位 までの賞 を獲得 して 自信をつけた｡また､ポズナニ市では､毎年 6月に国際見本

市が開催 され､今年は日本パ ビリオンで日本語専攻科の学生全員がアルバイ トをした｡依

然 として日本人に接する機会 の限 られたポズナニの学生 にとって､これはかけがえのない
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機会であった｡

*学生数 (1990年度) :2年生 7人

4年生 9人 (うち､ 1人日本留学中､ 1人追試予定)

2.4 翻訳

2.4. 1 現在 までに使われた教材

2.4｡ 1_ 1 1987年度生

2 ｡3年祝 日988年10月～1990年 5月)

4年次 (1998年18月～且991年 5月)

*5年次でも同様

2.4. 1. 2 1989年度生

2年次 (1990年10月～1991年 5月)

教師選択テキス トo主に､文学作品O

担当 :ジェロムスカ/久山

卒論に使 うテキス トを学生が選択｡

担当 :ジェロムスカ/ブシチャ/久山

教師選択テキス ト｡文学､経済､科学等､分野

を広げる｡

担当 :ジェロムスカ/カシャ

3年次では､ポーラン ド人 ･日本人講師が同教室 ･ベアで行 う｡マスメディア関係のテキ

ス トを取 り入れ､分野別専門用語やワープロのマニ ュアルの読み方の指導等 も行 う｡

2.5 漢字

ワルシャワ大学の漢字教材を基に､独 自の教材を開発中｡4年生で優秀な学生の漢字知

識は ｢中Eg人並｣といわれるO久山宏一 ｢漢字の教 え方｣

3 中国語専攻科の日本語講座

1990年度の学生数 ･教材 ｡担当

1年生 (後期) 5人 ･会話教材 ｡カシャ

3年生 4人 (うち3人中肖留学中) ･JapaneseforToday･佐々木

*週2時間

4 言語学 ｡情報学専攻科の日本語 コース

1990年度の学生数 (専門) ｡教材 B担当

i年生 (後期) 8人 (言語学 2 情報学 5 アメ リカ人聴講生 1 *2人追試予定)

日本語初歩 会話教材 ･ジョンデク カシャ

*週 3時間

2 83年生 (共通) 5人 (全員情報学) 8日本語初歩 ｡ジ ョンデク

*遅 4時間

5年生 1人 (言語学) C日本語中級 総合 (凡人社) 言語学テキス ト･
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J}コソデタ カ=_/や

非 ヨー ロ ッパ外国語はL_言語学専門学生には必修 t_情報学専門の学生 には自由選択であ

る｡1989年入学の学生 (上記 2年生 )か ら､直接法 を原則 として､ ｢日本語初歩｣を採用

したo手製の絵教覇を使用 し効果 をあげているC優秀 な学生 は 2年生の前半で話せるよう

になる｡会話 を補 うため､時間外 に学生 と一緒に喫薬店に行 く｡

i989年度生の予定 コース

1年後難-′3年前期 Fj恵語初歩 を国際交涜基金?･

3年後期～ 4年後期 日本語 中級 且 (国際交流基金 )

5年 選択テキス ト

ま99怨年度生はu専攻科以外の講座で rEj本義初歩jを使 うと､文法練糸やE3常会議の習

得 に時間がかかるt.という観点か ら-ポー-ラン ドÅ教師が ｢治療語初歩 jと平行 して.文

法 汚会話指導 を行 っているっ今夜 ､呈9墨9年度生 だ比較換討 をす るu

5年生は､ まず文法 a 訳読法を終 えてから､会話､ 書目,i]i/を経 て､㌢今 日碁こ至っている¢

蘭訳能力轟こは定評があるが 勺会話 力看こやや繁 り､誤用が担立つC最後 まで蟻 ･3}:-1某は､

民族言語学 ,アイ 軍学等卓二興味を持ち､アジア uアブ 宣]カ言語観に助手 として就髄 Lてい

るや

情報専門の学生 は､看護とん どが Ej審議を生かせるような会社 に就職 を希望 L,ているC

な凝､言語学 サ情報学専攻 の学生はもマイェ---ヴ ィデの ｢表記法｣ とi/＼う授業で漢字5,3

帝書の引 き方 を教わ っている ¢

5 間露点

5｡ 且 教官室

ワ一一プロや ビデオ磯器を保管す る教室が与 えられたが,.日泰語 ､その他の授業をするの

で､教官室 にはな らないO話 し合 いは､空いている教室 をさがすか､廊下でする0

5｡2 枚器

言語学科の コピー機が壊れやすいO外部でコピーを とると自費になる 0

5.3 教封

辞書 ､問題集が不足 している｡市販の会話テ-プや ビデオがまった くない｡

5.4 図書

寄贈 に頼 っているので､体系的に集め られていない｡現在 ､図書交換の協定をしてくれ

るよ うな日本の大学 をさが している｡卒論文献は､学生が 日本の友達 に送 ってもらってい

る｡
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