
第 1 回 東 欧 巨∃ :奉二言吾 教 育 連 糸各 会 議 事艮 告

Ⅰ 開催 Ej i988年 6月23心24E3

Ⅱ 開催地 ユ- ゴスラビア クロアチア共和国 ドゥプロブニ ク

Ⅲ 会場 ホテルイ ンペ リアル

Ⅳ 参加者 小松知子

佐々田誠之助

土屋千尋

堀誉子美

アン ドレイ ｡ペケシュ

重盛千香子ブ ッチ ャール

ベオグラー ド大学

ブカレス ト大学

ヤギェウォ大学

ソフィア大学

スロヴェニ ア東方学会 (レジュメのみ)

スロヴェニ ア東方学会 (レジュメのみ)

Ⅴ 議事 開会の辞

主催地代表の辞

各機関報告

各国概況

授業 ･学生に対する現状報告

国際交流基金への要望

大学側待遇及び環境

今後の東欧 日本語教育会議計画

生活物資交換

開会の辞

以下 に参考 までに会議で話 し合われた各Eg概況と大学側待遇及び環境 について記す るo

これによって､ 『民主化』以前の東欧の日本語教育環境の概略がつかめ るのではないか と

思われ る｡

各国概況

-ブルガ リア ･ルーマニア ･ポー ラン ド･ユー ゴスラビア-概況

(1988年 6月現在 )

Bu且 :ブルガ リア

Ron :ルーマニア

Po上 :ポーラン ド

Tug :ユー ゴスラビア

1 政治 舟経済 a 社会 ･文化 ｡大学 (高等教育)

Bul平均的な給与 は 3001eva(実質約60ドル)

大学の教員の給与 は､平均的労働者よ り低い｡語学系の教員は､翻訳や通訳の仕事 に
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二女掌 じi卜の蛍 ナ!去一蓉為す 〈

Rc'ui大学tJj教員oj給与は助手2号5O批e;i(実質約3日ドjL)～学長6,5OOLei(実質約88ドル〕

大学の教員の給与は､一般的な労働者の約 3倍

進学熱が高 いため､大学の教師は,家庭教師の アルバイ トをすることが多い,,

pol大学の教 員の給与は講師26.600zll'実質約28ドル)～教授St),OOGzi(実質約48ドル)

天草の教員G7)給与結.平均よFj低い｡

現在 .経済危機o)真 っ黒坤にあ り､給与物価凍結令が発令され ている｡

国の経済が停滞 しているため_頭声与る;二ア]i/バイ トは少ない｡従 - ,T､､国外に出稼 ぎをこ

行 く教員 も多い｡

ltもば 大学の教員の給与は 講師308Jufはid官主 (約13Ciドル)で､初等 台車等数奇教員よ吉/1g低

い C,

地 方壷こよって経済/+]の格差があ Fj､例えば､ リュプ リ ヤ ー-ナ の 絵 等 をま ､ ペ 才 プ ラ-｣ ご

の約 2倍 である｡大学の教員のアルバイ トをま多い｡

Jh/: 生活 ｡物資 〃買物状況

Bui今年か ら ドル シ ョップの廠緒が太暗紅 をこ昇 した<,

Ro那食用 油 由砂糖 ｡ガ ソリン t.1月36jLBッ トル)が配給制である,,

f}o且肉 (用2.5短 う 招ガ ンリ=/ (目約3Sリッ トル)が配給制 であるo

Yugイ ンフレが激 しい｡

3 タをuLg入教師 に対する医療環境

8ui外 国人周の病院､重昂 を使えるが､非常に高いn健康保険証は絵付 されない｡

Ro弼医療水準 は低 く､薬 も少 ない｡健康保険証娃給付 され ない｡

Pol医療水準 は低 く､秦 も少ないO摩療保険証は給付 され るo

Yug医療費 は安 いが､健康保険証は給付されない｡

4 治安

Bul治安 は良い｡

Rom ス リが多い｡

Po且治安 は良いo

Yug治安 は良い｡

5 E葺本t.日本人に>LLltjする関心 .評価

Bul一般の関心 は高 い｡ 日本のニ ュースは早 く伝わ る｡

Rom関心 は高 い.現在､ブカ レス ト市内の囲碁 クラブには約40人の会員がいる｡空手は公

安上の理 由で禁止 されている｡

Pol文化面での関心が特に高い｡禅､浮世絵､空手 などのサー クルがあるo

Yllg関心が高 く､あ こがれが強い｡

8 0



6 日本文化情報

Bul ソフィアには多くのロシア書店があ り､そこではソ連で出版された日本文学の翻訳や

会話の本が手に入るO最近ブルガ リア語による日本文学の翻訳 も出版されるようにな

った｡いずれも日本の ものは人気が高 く､発行部数が多 くないのです ぐ売 り切れ る｡

毎年 3月日本大使館主催の 日本映画祭が催されるが､これは日本映画が見 られ る数少

ない機会であ り人気を集めている｡

Rom優秀なルーマニア人が日本 との外交 と研究交流にあた り､彼 ら0)残 した業績が今 日の

ルーマニアの日本研究の基礎を作 ったo

polポーラン ド語に訳された日本文学､ポーランド語による日本関係の出版物の入手が可

能である｡1988年 日本週間が催され､体系的に日本が紹介され多 くの人 々の関心 を集

めた｡

20世紀初頭ヤシンスキ-がパ リで蒐集 した浮世絵 ｡刀つばなどがクラコフの美術館 に

所蔵 されていた り､ピウツスキー (19世紀)によるアイヌ語辞典編纂､日本紹介 な ど

昔から知的な面で日本が紹介される機会が多くあった｡

Yug戦前､ユー ゴスラビアの人 と結婚 した日本人女性が日本講座や文化教室を開 き､そ こ

で上流社会の婦人たちが参加 していたらしい｡前衛芸術家たちの多 くも日本 に興味 を

持 っていた. しか し本格的な日本研究は歴史的に日が浅 くユー ゴスラビアの言語 に翻

訳 された日本に関する書籍はあまりない｡英語 ･独語 ･仏語 ･伊語で書かれ た書物 に

よ り日本の情報を得ている｡

7 日本人社会状況

Bul基金派遣講師が日本人補習校の講師を兼任 した時期が何度かあるQ

Rom 日本人会がある｡

Pol現地 (クラコフ)に日本人社会はない｡

Yugベオグラー ド大学 日本語科の学生 と､ベオグラー ド日本人学校の生徒の交流会が1987

年 に行なわれた｡

大学側の待遇及び環境

Sof :ソフィア大学 ブルガ リア

BUG :ブカ レス ト大学 ルーマニア

Jag :ヤギェウォ大学 ポーラン ド

Bee :ベオグラー ド大学 ユーゴスラビア

1 大学における外国人教師の扱い

Sof任時に教育省から辞令が発令され､その辞令が､以後のあらゆる事務手続 きの もとに

なる｡

Jag基金派遣講師が､全学で唯一の給与を受けない教員である｡

Beo基金派遣の 日本語講師 と､フルブライ ト派遣の英語講師だけが､派遣機関全額負担の

講師で､他は交換プログラムによる｡
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2 大学設備 (敦豊 里教員室 e密書蓋 e敦,#岩宿､印刷設索 など)

教皇

sof教室の問題はない｡

BllC教室の問題はない0

.,ragE]本譜科専籍の教室があるが､暖房が入 らず､授業ができないことがあったo

Beoエネ)i,ギー節約のため､教室さま寒いc数室の数が足 りないため､空 いている教室を探

すのに時間を箪 られることがある-

教員蓋

sQf申国語科 と共同の教員室があるc

Buc,教員室 も控室 もないので､授業 よりも早 く大学i･こ着 くと､罵る場所がないも1

号首ag 日本語科専用の教員室Q)スペ--又 はあるが､暖房が入 らないので-冬をま全 く淳弼でき
:～.L､'L}､㌔i.･L

田｡Jij東洋学科共同の控室があるO

国_重度

so誉学科用の図書室があるハ携行教材は､教員墨壷こ置いている0

Bwc図書室は使えない(.

JTag E∃本譜関係の韻書は､全て教員室に置いている｡

5g由退職 した司書{JT'後任がU､･ないため.議書義はほぼ閉鎖 甲 O

数速星盈｣包鼠量感

SotLL､ビデオが利開できる.,

コピ-機器が老朽化 して使えないため､コピー用紙 をもって､Ei系企業の事務所名月守

って､とらせて もらうo

Buc大学にLL設備はあるが､日本語科は使えない O

ビデオ機器はない｡

携行教材 として持 ってきた小型のコピー機を使っている｡

Jag iL､ ビデオ設備はない｡

市中の コピーセンタ-でも､大学でも､教材のコピーはできないので､教材は､すべ

てワ-プロで人数分印字する｡

Beo大学にLL設備 はあるが Ej本譜科放使えないO (将来 日本から寄贈される予定)

ビデオ機器はない｡ (将来日本から寄贈される予定 )

日本に関する英文の書籍が多数ある｡

大学にあるコピーサ- ビスを有料で利用できるO

その他

Sof東洋語学科の外国人教師には､ブルガ リア語の教師を斡旋 して くれる｡
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3 日本語教育機関スタッフ問交流

東欧においては､現地スタッフと日本からの派遣講師 ､あるいは現地スタッフ同志 の交

流を進めるための障害が非常に多いoそのことが東欧における日本語教育の発展 を妨げて

いると思われる｡い くつかの機関に共通の問題 として､次の点があげ られた｡

社会秩序の封建性

西側諸国におけるの と同様に､大学の日本語の常勤スタッフであるということ自体 は､

高収入には結び付かないが､地位の高い魅力的な職業である｡ ところが､東欧では､それ

以外に､海外渡航の機会 (特に西側への)西側の人間､物資､情報 と接触する機会 とい う

極めて魅力的な特典 をもつ職業でもあるoそのような職業につけるのは､覚や政府の有力

者につなが りのある者に限 られるo (E3本語の能力の優劣にかかわ らず)

現地スタッフの日本語教育の能力がまだ未熟でもその こと自体はそれほど深刻 な問題で

はない し､だか らこそ派遣講師が必要であるとも言えるo しか し､現地スタッフが 自分の

利権を守 るために対立 し合い､弟子を育てるどころか､有能 な学生が出てきた場合は徹底

的に妨害する､という状況は､深刻であるo更に､派遣講師は当然有能な学生を育て よう

とするか ら､現地スタッフ対派遣講師の対立 も生 じることになって しまう｡

この問題を解決するためには､社会全体を変革しなければならず､ また､派遣先の人事

問題に介入することはできないので､派遣講師としては無力であるが､少なくとも､現在

の日本 にはそ こまで極端な封建性はないことを学生 たちに教 え､国際交流基金等 日本側主

催の各プログラムには､出願の機会が公平に与えられるよう､妨害 に負けず､努力 しなけ

ればならない｡

日本語教育に対する意識の低さ

当地域 にも､一番格の高い学問が文学､その次が語学､一番下が語学教育､とい う暗黙

の意識があるO現地スタッフの多 くは､本業である翻訳に重 きを置いて､授業は片手間の

仕事 と見なし､語学教育が専門である派遣講師を軽視 しがちである｡他の地域 (日本 も)

において もそ うであるように､現地スタッフとの役割の違いを踏 まえたうえで､語学教育

の重要性 を根気 よく説得 していかねばならないO場合によっては､他の語学のスタッフと

も協力 しなが ら｡

物質に対する欲望の強さと公私混同

一般に､いわゆる開発途上国の貧 しさと違って､都市生活者の貧 しさは､モラルの低下

に直接つながっている｡覚の幹部 とつなが りのあるような､ ｢上流の｣現地スタッフでさ

え､教材器材をそっと自宅に持ち帰 り､あるいは転売 し､あるいは自分だけで使用 し､あ

るいは死蔵する.長年かかって崩れてきたモラルを､派遣講師の力で再建することな ど出

来ないか ら､自衛のため､携行教材は自宅に置いて､自宅 と大学の間を毎回労力をかけて

運ばねばならな くなる｡現地スタッフ同士 も#Jtt暗鬼､学生 にとって も不便であるのは言

うまでもないが､学生の身近 に置いておけない理由を学生に言 うわけにはいかない｡

以上､現地スタッフ関係の問題は深刻で､どんなに忙 しくて もいいからいっそ一人で仕

事ができれば､ と思 うこともある｡ しか し､現在学んでいる真面 目で善良な学生達が､将
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釆運 よ くスタ ッフになれ た跨 る.-lt_まだ同 じ間毎が同 じよ うに存在 する _とまでは悲観的に

考 えた くない ｡
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