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Eヨ奉 言吾 教 育 と 文 イ聖二事 業

ポーラン ド日本協会 ウッジ支部副会長

Ej本語教育文化普及指導責任者 吉田蘇-

1.は じめに --ポー--ランドの現状

現在ポーラン ド戸は,一般社会人などを対象としたE3豪語市民講座がワjL,シャワ ･り小′

ジ 4ポズナン ¢シチェチンの 4都市にある｡4都市におけるこの市民講座問の情報交流は

今までほとんどされ ておちず､各自それぞれのプログラムと方針で講座を運営 しているO

この中で､現地関係各機関 (県 信市 a 教育 a 文化局)から運営補助金 を受けたことがある

の畳ま､ ウッジだけであったが､そのウッジも経済危確に伴 う行政改革 により､2尊前から

祷助金がカ ットされている∋ また､超インフレと失業者の増加量こより経済不安定額星こある

2｡ウッジ甫一一般 EE本譜講座

ウ ソゝジ6'J,l市民講座をま五年間の予行期間を経て､且982年 i8月毒こ非営利団体の事業 として認

可され､正式をこ開設された｡以来､カ リキュラムを充実させ､現在は初級 日 韓)､中級

(2 叩3年)､上級 (4 勺5年)､ゼ ミの4クラスを連名のスタ ッフで担当しているG内

訳をま､専任責任者 且名 fl日東人)､非常勤講師 2名 〔ポ-ラン ド大き､助手 互名 (ポー-ラ

ン 喜べAjであるO新入生は毎年平均ilj p-iZ名で､上級 まで進 むのはその うち(TJu -2名産

度であるO

市民講座は､ウ ヅジ工科大学の全面協力を得て､同大学食品科学教室を会場に､週 2回

4時間 (初級のみ 5時間)開いている｡ゼ ミは講座健了生の 日本語忘れを防ぐため､毎月

i回､半 日のプログラムで語学 トレー一二 ングと情報交換などをしている｡

講座の レベルは､受講生が小学生か ら高 b大学生､一般社会人まで幅広 く､それだけば

らつ きも大 きく､平均化するのは難 しいが､初級に関 しては､毎年高 レベルのカ リキュラ

ムを組んでいる｡毎年 ワルシャワで行われている日本語弁論大会では､優勝者 をはじめ上

位入賞者 を今まで出 している｡特に､優勝者がずっとワルシャワ大学 日本学科の学生のみ

に占め られていた時に､ウッジの一般 E3本語講座から優勝者 を出 したことは､一般市民受

講生には大 きな励みにな り､また､日本語はワルシャワ大学の日本学科で学ばなければ話

せ るようにならない､というそれまでのポーランド社会の常識を くずすことにもなった｡

これはポーラン ドでの日本語が初めて大学の外に出たということを意味 している｡

1986年か らは､本講座修了生を対象 とした日本語教員養成講座を開設 (3年間)し､過

去に 1名修了 し､現在 1名が学んでいる｡このような専門教育カ リキュラムは､ほかの機

関にはまだできていない｡

当市民講座の学習到達 目標は､日本語を通 して日本 と日本人を正 しく理解できる実力を

身につけることで､話せればいいとい う学習ではない｡そのため､鞄に書道 ｡折 り紙の実

習 コース､Ej本文化週間､各種文化講演会､フィルムフェステ ィバルなど毎年積極的に開

催 し､受講生に参加 してもらっている｡日本文化週間は､定期的な開催事業としてはポー
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ラン ドでもっとも古いもので､91年度のテーマは ｢E】本譜で遊ぼ う｣であった｡来年度 は

第10回目を迎える｡なお､91年度の日本語講座のテーマは ｢みんなであそばう -わ た し

はだあれ ?-｣である｡授業には折 り紙を積極的に取 り入れ､楽 しく遊びなが らみんなで

学ぶカ リキュラムを作 っている｡

また当市民講座の もうひとつの特徴は､一般健常者だけを対象 とした日本語講座 だけで

はなく､視聴覚 ･音声発声障害者をも受け入れる日本語講座開設準備を1988年度 よ り始め

たことである｡昨年度は､視力障害者を 1名受け入れた｡ この取 り組みは､機能 回復訓練

と社会復帰 に日本語を利用 しようという試みと､これか らの交流の主役はこうした人 々が

中心になっていくであろうという予測 とによる｡92年度は聴覚 ･音声発声障害者 を受 け入

れる予定である｡

3｡その他 ウッジでの日本語教育

3_且 ウッジ工科大学 E3本語講座 (J984年開設)

*学生 ｡教職員対象､3年修了カ リキュラム､週 1回 2時間｡

*留学直前会話､工業技術用語､カタカナ表記などに力を入れている｡91年度受講生 8

名｡

3.2 ウッジ大学 日本語講座 (91年度新設)

*学生 ･教職員対象､ 3年修了カ リキュラム､週 1回 2時間O

*日本の文化 と社会､現代用語などに力を入れている｡91年度受講生 8名 0

3.3 ウッジ美術大学グラフィックデザイン学科漢字デザイ ンコース (1984年 開設 )

*学生 ･教職員対象､2年修了カ リキュラム､週 1回 2- 3時間｡

*漢字デザインということで､漢字の成 り立ち､意味､桔書､行書 ､創作を､初級 ･中

級 ･上級の 3コースに分けて開設｡各 コース試験 に合格 しないと次のコースに移れな

いので､初級20名で始 まり､上級修了できるのは数名である｡

3｡4 ウッジ第三大学 日本学 コース (1984年開設 )

現在 ポー ラン ドでは､第三大学 という高齢者を対象 とした生涯教育制度が､8つの都市

にある大学で運営されている｡各大学 どこでも語学講座に力を入れてお り､ウッジでは最

高23言語の語学 コースが設置され､日本語 もそのひとつになったO しか し､この種の教育

機関で日本語があるのは､ポーラン ドではここだけで､また東欧で もほかの ところにはな

い｡数年前か らの行政改革により､ウッジ第三大学 も補助金が大幅に縮小され､約半数の

語学講座が中止されたが､日本語講座は受講生の強い希望で現在 も続いている｡

この講座の特色は､年 々受講生の平均年齢が上昇 してい くことで､現在の平均年齢 は78

歳である｡ひらがな ｡カタカナがひととお り読み書 きできるようになるのに約 1年かかる

が､2年 目 3年目になると忘れる方も多 くな り､授業の大半は復習や同 じことの繰 り返 し

に終始するOまた視覚 ｡聴覚が衰えてきているため､板書 も大書 しないと ｢さ｣か ｢き｣

か､ ｢れ｣か ｢わ｣かなどと議論になる｡この講座の受講生は､日本語 を学んで どうする

という今後の具体的な目標があっての受講ではなく､日本語を学ぶ とい う純粋な学問 とし
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て学=AT_LでいるG それだけに熱心で､どんなに忘れて も更に学ぶ とい う姿勢には､かえって

こちらが学 ばされているO

人生最後の ｢たの しみ｣ として日本語に挑戦 していると言 ったら､偏見だと受講生に言

われそ うだが､ 日本語 を学ぶ ことを楽 しんでいることだけは確かで､世界のE3塞語教育の
中で もこうい うコースは他 に例がないと思われる｡受講生 たちの日本語学習に対する評価

も感想 は.｢漢字練習を していて記憶,刀が よくなった｡細かいところに気をつけるように

なった｣ とか ｢ひらがなをた くさん書 くの で手のふ るえが止 まった｣など身体的効果を訴

える ものが多い ,.

また､使 っているテキス ト (学研 JapamesefOrTo舶y)は墓すぎると評判がよくない

が､若者 向けの編集は気にいっているよ うで､会話藤雷な どす ぐ実際 に試 した りするO最

あLT元気かいo j と本文そっ くりQjあいさつを してぴ っくFjさせた ことがあった(,

かつて 3年終わった時点で倦了証 を出す ことにな り､それに貼る写真 を鼻 白持 って くる

ように と頼んだ ことがあった｡この とき誰 もがみな2詣′--3葺け宅の ,=ろの写 真を持ってきた,=jTJL-;

で ｡いったい誰が誰なのかわからず､鯵 ア証看<:貼るのに苦労 したことがあるC

このよ うに､数ある日本語講座の率で隻'､ -見すると一一番退属 そ一う墨こ見える高齢者当量

語講座が､実 は-b番い きい きとLている講座であることは箕 に不思議 な ことであるり今年

度 も新学期開始直前に受講生掛 1-人が他界 L,T行 ったが､今 こ,JIl受講生 たちのE!襟は ｢ギ

ネスブ ､ツタ島このるまでがんば る｣であるLl,

鴇 表わ %jに 一一今後拓3日泰語教育

9i年度か ら､ ウッジ市 中県教育委員会では､高校修 了資格試験 (舶TU艶Å マ トウラ)節

第 2外国語 に関 して､日本語で受けて もよいという決定 を した｡ これは､高等学校入学以

前か ら本市民講座に通 って きていた受講生 たちが､教育改革 の中で学校側に嘆厳 し続けて

いたもので､それが今回 こういう形で具体化 したのであるO これに ともない､ これからは

中 旬高等学校教育の中で日本語がカ リキュラムに組 まれ る可能性 も生 まれたわけで､今後

ポー ラン ドの 日本語教育は､大学 齢一般の レベルか らもう少 し若 い層へ広がってい くよう

に思われ る｡ こういった申 中高生 レベルでの目奉語教育 を検討 してい く必要がある｡

筆者の個人的方向 としては､障害児､障害者､高齢者 を対象 としたE]本語教育を更に充

実 A発展 させ ることが課題 であるO現在の E3泰国内 と海外の 日本語教育 では､まだこうい

った人 々は無視 され続けているo しか し､これか らの世界を作 ってい く中で､これ らの人

々が担 う役割はます ます大 きくなってい く｡そ うい う人 々を も加えた日本語教育を考える

時 に今来ていると思 う｡
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