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本年 7月､筆者は､スロヴェエア東方学会主催の日本語夏季集中講座に講師 として参加

_中窺うラスを担当した｡担当講師を引き受けるにあたって.筆者が日頃Iu奉河西で実

践 している異文化理解をめざした日本語教育の授業をスロヴェニアでも行ってみる(ことに

した｡技業内容 として以下のことを計画したO

①学習者が日本文化の現実の一端に触れることができるような題材を選ぶ ｡

②その題覇で扱われていることが自分が生まれ育った地域で､または国で起L/:ったこL,た

ら自分自身やまわ りの人々はどのように反応 するだろうかと学習者が考え､Ej奉文化と

自民{-;･Jj文化を比較するO

③学習者は自分白身でいろいろ考えたことをEj本譜で表現する｡

ここでいう文化 とは構成要素 として次の三つを考える tJ文化庁文化部国語諜 IL'391)｡〉

A 社会の成 り立ちに関する側面

B 個人や集団の行動様式に関する側面

C 人の価値観に関する側面

以上を踏 まえ､本稿ではスロウェニアでの授業報告をもとに筆者が考え実践している異

文化理解をめざした≡奉語教育･'7:]紹介を試みる｡

i.テキス ト選定

読売新聞にEj曜を除き毎Ej掲載されている紙上人生相談記事 『人生案内』の相談部分を

テキス トとして取 り上げたoなぜ､人生相談を選んだかというと､相談記事は ｢私｣のみ

の主観によって書かれている訴求度の高い文章であり論理の流れが逆戻 りしないので学生

にとって読みやすいこと､身近にあるできごとから入ることによって背景にある文化を考

えるきっかけになりやすいという理由からである｡相談について皆でディスカッションし

た後､相談者を納得させる回答を学習者自身が書 くのであるが､この回答 というタスクを

設定することによって､学習者の日本語における言語の酉技能を同時に回転させ､ただの

読みっぱなしや意見の言いっぱなしには終わらせないことを意図 している｡

相談記事は1991年 5月から1992年4月に掲載されたものの中から法律相談 ･病気治療に

関するものを除き､いろいろな意見が出やすそうな相談を選んだO選んだ記事はすべて筆

者がワープロで打ち直したが､その際､漢字 ･語句はすべて原文のままにしたO

これらのテキス トは昨年度筆者が非常勤講師として日本語の授業を担当した東京国際大

学､津田塾大学で使用 した｡また､今年度 4月から勤務 している新潟大学でも使用してい

る｡連続 してEj本語を学んでいるわけではないスロヴェ二アの学習者にとってこれらの生

教材のままのテキス トはむずか しいと予想されたが､生教宿がそのまま読めたという満足

感 を学習者に持たせたいと思い.あえて実施 した｡
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2.授業の進め方

① 準備

テキス トを学習者に配布後､教師はテキス ト中にあるすべての漢字を黒板に書 き出 し

読みがなをつける｡

(診 宿題

(可能ならば)わからないことばを辞書を使って調べてくる｡

L3:- 導入

語句 ,文法 書内容の説明o

与
テキス ト中の登場人物がなぜそのような行動 ｡心情になるのか､教師は日本人 として

それぞれの立場にたって解説する｡

④ 展開

内容についてのデ ィスカッション｡学習者自身がテキス トの中の登場人物だったらど
うするか､自分のまわ りの人であったらどうか､自分が生活 している地域社会の人で

あったらどうか､内省 しながら話 し合 う｡その際､教師も学習者の-一員となって話 し

合いに参加する｡

⑤ 宿題

ディスカッションを参考にして､テキス トの相談者にどのような回答を与えるべ きか

作文 してくるO

⑥ まとめ

各自の回答を発表し､感想を述べ合う｡

】

日本の大学生 (埼玉大学教養学部､日本語教授法受講生)が同じテキス トについて回

答 したものを紹介する｡また､日本に来ている留学生の意見も紹介する｡

3.授業の実際

講座では以下の8つの人生相談記事を取 り上げ､土屋順一 と二人で授業を担当 した｡

①家事にだらしない妻

②深酒 し無断外泊する娘

③孫の世話 したがる義母

④一言の礼の言葉ほしい

⑤行儀の悪い娘の友達

⑥結婚資金ためてない彼

⑦持ち家が結婚の条件

⑧中高生が酒､たばこ

以下に､授業で取 り扱った8つのうち4つについて､

☆相談内容

☆解説が必要な日本事情文化項目

☆スロヴェニアの学生の相談回答 (文法､誤字を直し､土屋が要約)

☆日本の学生の相談回答 (土屋が要約)
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☆土屋 コメント

の鷹に述べる｡

3.1 家事にだらしない妻 -子供の教育には熱心だが さ 苛 々 -

1QOl体1nRつつ⊂】-ヒ日重臣itit}jL†上V/1上一OLj7句朝

真吾嬉十年百の鱈十歳のサラリーマンです｡八歳年下viT)妻のことで相談 します｡

妻は私が帰宅 してから炊事を始め､九時半ごろ､二人の子供 とともに食事をするとむ､もう

有様で､疲れて空凄･T'私は毎 日イラノラしています｡後始末は私が してい貢す,J

洗濯 も毎 日行わず､汚れ物を袋に入れて押 し入れに隠 しておきます訪専業主婦なの毒ごと

夫婦げんかも絶えません｡一度､ぶっなどレr強 くしか りつけたこと戦あ ります与奪でも

よく注意 しているのですが..いっこうに改めませんO

妻の母親に相談 してみようか とも思いますが､夫婦陣がますますまず くなるのではと思

い､蒔み とどまっていますG来年あたりに転勤､という話があ り､この際､自立心を養 う

ため､単身赴任 しようかとも考 えています｡ただ､子供の教哲は熱心で､その点では感謝

していますQ御指導をお願い致 しますO

☆ 日本車情文化

① 夕食が 9時半

白本では会社が定時碁こ終わっても社員がすぐに会社を出ることはない｡残業がなくても

縮 らず､例えば轟按を指 した り､飲みに行 く話をL,た りして.なんとなく会社に居残って

い るようだO女子社員は比較的さ-:-Pと輯 る場合が多いようだが､男子社員が会社を出る13)

は結局終業の 1時間か 且時間単複になるOその上､通勤時間が長いC東京近郊に住んでい

るサラリ--7ンで5人の うら 且人は遠距離通勤者であるといわれ､2時間以上かかること

も少なくないO家族の夕食が 9時半 というと異常に遅い気 もするが､日本の会社事情や交

通事情を含めて考える必要がある｡

② 洗濯 も毎 日行わず

日本人は着ているものが汚れたから洗濯するというよりも､ 1日着たから洗濯するとい

う考えである場合が多い｡日本はヨーロッパのように乾燥 しておらず湿度が高いので 1日

着 ると実際汚れていなくても汚れた気になる｡従って､日本人の洗濯の頻度はヨーロッパ

に比べて高いといえるだろうo L,かも､このサラリーマンの家庭には子供が二人いるわけ

だか ら､大人だけの家族より汚れ物は多いであろう｡だか らこのサラリーマンは洗濯を毎

日行 うのが当然 と考えそれをしない妻のことを非難 しているのである0

③ 妻の母親に相談

日本では他人に忠告する場合､本人が直接 というより､第三者を通 して忠告することが

しば しばある｡当事者どうLより第三者が介入 した方が うまく解決することも多い｡夫婦

間の問題に第三者が介入することもそれほど不自然さを感 じない人 もいる｡なお､夫の母

親 でなく妻の母親に相談 とい うのは興味深い｡もし､夫の母親が関与するとたいへんな標

め事になると思 うのだが､r=わはEj本に限 らずどこの茜でも同 じであるという印象を筆者

は持っているO

④ 自立心を養 うために単身赴任
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これは妻の自立心を養 うため夫が単身赴任しようと考えている｡妻に注意する夫がいな

くなれば妻はますます家事をしなくなるだろうが､それが極限までいって初めて妻は自分

のだらしなさに気づき自らを悔い改めるだろうと､夫は期待 している0

なお､家族 と離れて夫だけが任地に赴 くケースが日本では多い｡

☆スロヴェニアの学生の回答

○単身赴任はよい機会だ｡新 しい土地でひとりになっていろいろ考るとよい｡妻の方 も今

までのや り方を改めると思 う｡

○単身赴任をしたほうがよい｡夫婦げんかを子供が見ているのは教育上よくないか ら｡

○主婦の仕事は会社での仕事 と違って休みがないから大変である｡また子供の教育は大切

なことで妻は大きな責任をもっている｡子供の教育に熱心なら家事をちゃん としていな

くてもいい奥さんである｡ぶつのはよくない｡夫は妻に思いや りを持って家事 を手伝わ

なければならない｡

☆日本の学生の回答

○妻が子供の教育には熱心なのに炊事や掃除が嫌いなのは､それが楽 しくなくや りがいを

感 じられないからである｡夫が家事を完壁にこなす妻 というものを要求 しているのであ

れば､家事の楽 しさ ･や りがい､家族にどんなに喜ばれているかを具体的に妻 に示 して

やらなければならない｡結婚十年目ということだが､現在の妻を作ったのは夫であるこ

とを忘れてはいけない｡

〇八歳 という年齢差があ り妻は夫に甘えているのかもしれない｡自分が妻の立場だったら

好きな人のため喜んで炊事 ｡洗濯をするのだが ･｡｡･･｡

○専業主婦 というところに問題があると思 うので妻に-度外で働 くことを勧めたちょい｡

○家事は夫婦で分担すべきであるo

O天からの一方的な注意ではなく夫婦二人で十分に話し合いお互いによく理解すべきであ

る｡暴力はいけない｡

○単身赴任 して､お互いの存在のあ りがたみを再確認したちょい｡

○家族は一緒に暮 らすべきなので単身赴任はしないほうがいい｡また､単身赴任 をしたか

らといって妻のだらしない態度が改善されるとは考えられない｡

☆土屋 コメント

学習者のほとんどが中国大陸からの留学生というクラスでこのテーマを扱ったとき､中

国ではほとんどが夫婦共働きで家事はお互いに分担するのが当たり前であるか ら､専業主

婦の妻が家事を怠っているのはおかしい､このケースの場合は妻が悪いという意見が圧倒

的だった｡大陸から子供を連れて留学 しているひとりの女子学生が､ ｢子供を育てるとい

うことは大変なことであるから､この夫こそもっと家事を手伝わなければならない｡｣ と

主張 したが,あまり賛同を得 られなかったOまた､女子留学生 (韓国 ･オー-ス トラ リア ｡

中国)だけのクラスでは､相談をしてきた夫の方に反省を促す意見が強かった｡スロヴェ

ニアの学生はたとえ専業主婦でも家事は夫婦分担でという考えが主流なのだが､みんなの

関心は妻の家事に対する態度よりも夫の単身赴任の問題に集中 したCほとんどが単身赴任

■｢ ▲



をしたほうがよいと述べたのが印象的だった0-万､E3本の学生は専業主婦の妻と外で働

く夫が家事を分担すべきか否か､夫の単身赴任は是か否か､意見が双方に分かれたO ス-Ll･

ヴェニアから帰国後､日本の学生にスロヴェニアで得 られた意見を紹介 し､再び話 し合っ

てみたところ､結局この夫は八歳年下の妻をその年齢差故にひとりの大人として扱ってい

ない､そこに常春の原宏があるのだという意見に落ち着いたo なお､マレーシアの男子留

学生 (マレー系)から､夫婦で話し合っても問題が解決 しないならば離婚 したほうがよい

という意見も出たことを最後につけ加えておくO

3- 2 温艶 を云監艶弘温旦旦塵 -大学生､注意 しても反省はなLL-

1991年 9月2ilEj掲戟

四十五歳の母親ですO今年大学生になった娘のことで御相談申し上げます｡

サークjL/のコンパと称してお酒を浴びるほど飲み､三か員に三画も無断外海をしており

ますGそのつど眠 らずに待ち､帰宅した娘にどんなに心配していたか言い聞かせますが､

逆i してどなり散 らしたり､ふてくされたり､反省の色があ Fvjません｡

途*で家に電話を入れたり､､終電には乗 り遅れないようにと.こちらが譲歩 して注意 す

るのですがt全 く無駄ですO今後どのように指導 していったちょろしいのでしょうか｡ こ

れからの大学生活がどうなるのか心配で恐怖ですO

私 には雑魚寝を したとか､オ-ルナイトで遵んでいたなどと言っていますが､友達との

tlll~I:▲卜L.=
TLf｢1ノ払草書胃J>Fqうし

(事 サークル

Ej本の大学では学生が自主的に集まってスポーツや趣味や学習等のクラブ ,サー一夕 ルを

作 り自由に活動 しているC学生の中にはクラブ もサ--クルの活動を通じて友人を作 り､先

輩後輩等の人間関係の輪を広げていく者もおり､大学生活における生きがいを活動の中に

兄い出している場合も少なくないO

② コンパ

学生同士の飲み会｡

③ オールナイ ト

一晩中上映している映画館､または営業 している喫茶店 ｡スナックなどで一夜を明かす

ことができる｡

④ 電話内容を聞いていたち

娘が電話で友達 と話 している内容を母親が聞いているというのは､E]本の家庭ではよく

あることのように思われる｡いくら親でも元来許されるべきことではないのに､子供のほ

うでも容認 してしまっているのではないのだろうか｡もっとも日本の家は狭いので間こう

と思わなくても電話口で話 していることが聞こえてしまうのも事実である｡

☆スロヴェニアの学生の回答

○娘の変化について心配しなくてもよい｡大学に入って今までの受験勉強から解放された

ので少 しの間楽 しみたいだけだから｡
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○大学生になった娘は両親のやっかいにならないで自活させる｡娘はひとりで暮 らすべき

だ｡そうすれば娘は大人になるだろう｡

○あなたはたくさんのことをしている｡子供はいつでもいろいろのばかなことをしている

あなたはとてもいいお母さんだ｡あなたの娘は母親の心配する気持ちがわからない｡若

い人だから｡我々には現代の若者の生活は不可解｡娘に友達のことを話すようにさせた

らよい｡がんばって｡

○娘は子供ではないので自由の必要がある｡だから友達 との電話内容を聞くのはいけない

ことだOけれども､娘は深酒 という身体に悪いことをしているから､よく話 し合ったほ

うがよい｡娘に直接話すのがうまくいかないのなら､娘の兄弟や友達 と相談 して一緒に

指導するのがよい｡

☆E3本の学生の回答

○母親は心配のし過ぎ｡母親にうるさく干渉されればされるほど娘はわざと反抗的な態度

をとるであろう｡

○娘が特別に遊んでいるわけではない｡今の大学生ならこんなものだと思 うo

O娘のことをもっと信用してあげるべきだo娘の方も電話 ぐらい入れるべきだo

O娘を大人として扱い冷静に話 し合って親子間の最低限のルールだけ決める｡そ してあと

は放っておく｡自分のことは自分で責任をとらせる｡もし娘が痛い目にあったとしても

自業自得であるo

O父親は娘のことを何といっているのだろう｡夫婦二人の娘の問題なのだから家族全員で

話 し合うべきだ｡

☆土屋コメント

この相談の場合､国の違いを越えて世代によって意見が異なるのが興味深かった｡若い

世代は娘に同情的で､年配の学習者はどちらかというと母親に同情的である｡

さて､オース トラリアの若い世代の留学生からこのような娘にしてしまったのは相談 し

てきた母親自身の責任であるという指摘があったO親に反抗 しているようで実は親離れ し

ていない娘､子離れしていない母親､結局どちらも精神的に自立 していない母娘､そこに

はなぜか父親の存在が見えてこない､この相談内容は現代日本の家庭の縮図その ものであ

ると言える｡

3.3 行儀の悪い娘の友だち-親の留守多い子､付 き合い不安-

1991年 12月11日掲載

五歳の娘がいる主婦ですD同じマンションに住む､娘の友だちのことで相談 します｡

この子は､娘と同じ幼稚園に通っていますが､両親は共働きで､留守居 していることが

多く､日曜日の早朝や夜も遊びに来ます｡

母親は､外国人で生活習慣が少 し違 うようですが､五歳の子が一日中ひとりで家にいる

など､私には考えられません｡また､わざとおしっこをしたり､遊んだ後を私が片づけよ

うとすると､そのままさっと帰ったりします｡

思い切って何度か親に伝えたのですが､その後も相変わらずで､それどころか､娘を気
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に太り､室ったときは私の方に頼 りたいようなことを言っていますO

これから､年齢 とともに遊び方もエスカレー トしていくでしょうOこのような子と掃き

合っていくにはどうしたちょいでしょうか｡

☆日本車情文化

① 思い切って何寛か弟に伝えたのですが､

日本人は苦情や断 りなどを直接伝えることは苦手であるD相手の気持ちを傷つけないよ

うにと遠TdBlLに言うことに慣 らされており､外冒人である軽蔑にきちんと伝わったかどう

か疑問が残る｡

☆スロヴェニアの学生の回答

OE=の子は-E3率ひとりで家にいてさびしい｡だから行儀が悪 くなったyj､茶寮着こなった

りする｡外国人の母親によく講をするのがいいと思 う｡

○心配 しなくてもよい｡こ･:jT}子も大きくなれば自然毒こいい蟹になるc

o子供ではなく親の問題Oよく話し合って､それでも効果がなかったら自分の唾と同LI,逮

うに厳 しくレつけるo

Oパ-ティ-を開いて外国人の母親とその子供を自分の家をご招待するrJEj漆の生活習慣を

紹介 しながら東の行儀の悪さも伝える巾外国人の母親の日本語があまりうまくないよう

だったら通訳を自分で探 して同席してもらう｡

☆E3太の学生の層等

CL｢あなたの娘には商っている､範の行儀の悪さが直らないなら私Oj家 島こ入れない｡妻と

TJ'L･L- IL-な表現ではっきり伝えるOノ＼,し′

○ このような子と付き合 うにはと書いてあるが､付 き合 うのは子供同士だから母親は神経

質にならなくてもよいo

O自分の子供 と同じようにしつけをする気持ちが必要だOあなたは子供だけではなく親 と

も付き合っていかなければならない｡それがいやだったら家に入れないとか何時になっ

たら帰すとかはっきりラインを引いてそれを越えないようにする｡

☆土屋 コメン ト

以前､授業でこの間題を取 り上げた時､中国の留学生からの意見は他人の子供 も自分の

子供 も区別しないで面倒見るべきだ､それをしない相談者は心の狭い人間だというのが圧

倒的であった0-万､欧米系の学生からは自分の子供は自分で面倒を見るべきだと外国A

の母発に非難が集中した｡これらの意見と比べると､スロヴェニアの学生の回答 も日本の

学生の回答も中国系と欧米系の中間に位置 していると言える｡

筆者自身の小さい境を振 り返ってみると､この相談者の子供 とはずいぶん異なった環境

にいたと思 う｡当時日本は高度成長期にあったから.どこの親 も皆忙 しくあまりかまって

もらえなかったO子供は毎日夜遅くまで､そしてEj曜Ljは朝早くから､家の外で実によく

遊んだ記憶がある｡一人っ子はまだ少数派であったから､遊び相手は兄弟､または近所の

子供だった｡このようなことを思い合わせると､この相談内容は実に今日的な問題である
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筆者も最初は百本の学生と同じように他人の子供の面倒を見るのがいやだったらはっき

りとス トレー トな表現を使って斬ればよいと考えていた｡しかし､スロヴェニアの学生の

パーティーに招待 して自分の気持ちを伝えるという意見を聞いて､なるほどいいや り方だ

と感心 した｡ス トレー トな表現を使 うのではなく､ス トレー トに自分の気持ちを表すこと

ができる環境を作 らなければならないのだということがわか り､目からうろこの落ちるお

もいであった｡まだ外国人 と共存することに慣れていない日本社会の一員として､スロヴ

ェニアの学生から学ばせてもらったと思っている｡

3.4 中高生が酒､たばこ-自販機に罪悪感じる酒屋の嫁-

1991年 6月14日掲載

酒屋に嫁いで､二年になる主婦です｡一日の売 り上げの三分の一近 くを､自販機の酒､

たばこが占めますO以前から中学生､高校生の利周が多く､そのことで悩んでいます｡

中､高校生に売ることに罪悪感を持ちながら､生活 していくためには仕方がない､ と見

て見ぬふ りをして しまうひきょうな自分が嫌でたまらないのです｡もっと誇 りを持って仕

事のできる方法はないか､とも思ってしまいます｡

夫や義母は､未成年者への販売には抵抗がないようです｡夫に話 してみましたが､甘い

ことを言っている､と取 り合ってくれませんO仕事がつ らくてたまりません｡ どうすれば

もっと強い心になれるでしょうか｡

☆日本事情文化

(彰 中高生が酒､たばこ

日本では未成年者 (二十歳未満)の飲酒喫煙は法律で禁 じられている｡しか し､相談に

あるように実際には未成年者である中学生や高校生が飲酒､喫煙をしてお り､健康上､教

育上､非常に問題 となっているO

(診 自販機-自動販売機

外国人が日本に来てまず驚 くことは自販機の数の多さであろう｡酒､たばこに限 らず､

ジュ-ス､アイスクリーム､カップヌー ドル､米､切符､切手 ･はがき､雑誌､花束､電

池などが道路のあちこちに設置されている自販機で簡単に買えるのである｡とて も便利な

反面､誰でも利用できるので､たとえば酒 ･たばこを中高生が買うのを取 り締 まることは

難 しいOなお､酒の自販機だけは夜11時以降朝 5時まで利用できないようになっている｡

☆スロヴェニアの学生の回答

○中高生は酒 ｡たばこ禁止の旨ポスターを貼るo

O市民運動で規制するよう自治体 ｡学校 ･地域社会要求する｡

○自販機による売 り上げ分をアルコール中毒患者救済のため寄付する0

○自販機の中身を酒 .たばこ以外でかつ利益も上がる商品にかえる｡

○自販機はプ リペイ ドカー ドだけが使えるようにし､プ リペイ ドカー ドは大人だけに しか

売 らない｡
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☆日本の学生lv71)珂答

○罪悪感を持って悩むあなたはりっばだo LかL･､一入の,73で娃中高生に酒 ･たばこをや

めさせることはできない｡自分の家に自販横を置かないようにしたとしてもよその店に

行 って買うだろうOせめてお店の中では中高生に売 らない､自販機に注意のポスターを

貼 るなどして罪悪感を堅 くするo

☆土屋コメン ト

昌泰の学生からijn/回答は相談者Vの心を崇め罪悪感を軽 ,tTするようにというvn)が中心であ

ったOそれに対して､スロヴェニアの学生からの回答はいかにして中高生に酒､たばこを

買わせないかということに注EUL/たものだったOプ 音jぺイ ドカーrTドを導入するという意見

には本当に納得させられるものであり感心したO

さて､ 7レ-シアからの留学生 (マi/一系-イスラム教徒)毒こよると､ ｢酒は戒律で禁

じられてお を7､飲酒の間接は何とも答えようがない｡､ただし､たばこは 3_2､3歳の境か

ら敬一,lているC.法津でも戒律で阜1禁i上されていないE,しかし､学校内で辻勢雛も学生も禁

止されてお り､曝いたい時は学校の外で吸うoE3本でf･ま学生が大学内でたばこを喋ってい

るので驚いた｡｣ とのことであるC,また､中国系"､ヂレ一一一シア入iLま､蕪分たちは酒は飲むが

たばこは労働者が吸 うものというイメージがあり,.Ej本に留学 して､インナI,3階級に薦す

る大学の先生が研究室でたばこを曝 っているのを見て非常にショックを受けたと言ってい

る,J

と妄こか(:,車高室tij飲酒喫煙CLj間 蓬 は皆 で 知恵 を出 し合 い ､ 急いで解 決 LJな打者/もぱいけな
L＼

'1_ まとor)

Ej本望内の大学でこの人生相談を取 り上げた時､オース トラリアからの留学生に非常に

驚かれたことがあるOカウンセリング制度が充実 しているオt-ストラリアでは悩みがある

人はカウンセラImに相談するのが普通で､新聞紙上で匿名 といえども個人の悩みを公開す

るのは信 じられないことなのだそうだOそれに対 して中国､韓国の学生によると自分の国

でも日本と同じように新聞で人生相談をやっているとのことであったOスロヴェニアの学

生に とっても日本語の教材 として人生相談をとりあげるのは少なからずショックであった

ようだ｡しかし､以下の点で日本語教育上効果を上げることができた0

(∋自分の身に置き換えて考えることができるO自己を内省することによって自国の文化ひ

いては自分 というものをあらためて考え直すことができる｡

② 自分の考えを述べるために自分の日本語運用能力をフル回転させなければならない｡

③ いろいろな立場に立った意見を日本語を通 して聞くことができる｡

ス ロヴェニアのクラスの中にひとり年配の婦人がいたC彼女は自分自身の豊富な人生経

験の もとに意見を述べていたので説得力があり他の若い学生たちが特に熱心に耳を傾けて

いた｡このことは強 く印象に残っている｡この授業の場合､学習者にとっては日本語能力

の高い低いにかかわらずどれだけ与えられた問題に対 して考えを深めるかが重要である｡

スロヴェニアのクラスでは､筆者はコメンテーター (注釈著)の役割を担ったのである

が､それ以前に､教師も学習者側の一員として､与えられた問題に対して考えを深めなけ
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ればならないと心がけた｡つまり､教師 ･学習者の区別はない､皆それぞれの文化の担い

手であると自覚 して授業に望んだのである｡

さて､スロヴェニアに限 らずどのクラスでも､最初､学生たちは､新聞に書かれてある

人生相談の回答をあたかも模範解答を求めるように間きたがるO しかし､一度回答 を紹介

すると､その内容が期待はずれに終わるらしく､もう二度 と闇きたがろうとは しない｡

さまざまな文化の担い手がそれぞれ異なった発想のもとで議論することはお互 いに刺激

を受け有意義なことである｡特に､議論することに慣れていない日本人にこそ､ このよう

な授業に参加 してほしいと思っている｡日本人にこそ自Egの文化について深 く内省するこ

とが真に日本が国際化するために必要なのではないだろうか｡今回は日本の学生 の意見を

スロヴェニアに持 っていき､その代わ りにスロヴェエアの学生の意見を日本の学生に紹介

するという紙の上だけでの意見交換であったが､現在,筆者が勤務する新潟大学 では日本

人の学生 と留学生が同じ席で議論 し考察することをもくろみ､実行に移 している｡
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