
聴聞報告 '93.8｡i. 渡辺憲子

ベル リン自由大学 東アミ3ア研究所日本学科

巷 E3蕃語教育担 当 専任 三3人 (フォリヤンテ ィ､ 門協､ 福沢 ※)

非常勤 :2人 (朝倉､ 早靖)

栄一92e4p-193_9b｡g渡辺

⑳学生数 洋 冬期 -V的 且10 人 :i期 <60>､ 3斯 く30>､ 5期以上<20>

夏期 叫的BC2人 :2斯<40>､ 4朔 <25>､ 6黙以上<呈5>

※授業に出席 した学生の推定 人数o

･[期間] 2卑 (日 付4g,Lm

星二時間数ヨ 約 5cmp3時間 日 ェ諾期 二速 112時瓢 3本鴇斯 三 選 6時間)

[芸教軍 号 ブ:%リヤ ンぢ -1一議沢目ij寒語集軸繁藤 ‡THiH

㌔.轄譜L二 .蔓盤上迅i一生_∴ 二･_･二 二L.上.∴ J.IL･=i iBLiaBLL選炭こ .しニ :il_tia三._⊃

文法 <轟>. 文法 ドuル<2>､ 和訳 <2>､漢字<2>､

本文 < j_>､ 会話文<i>

文法 くi?J>､ 立法 ド言)]LLp<名>､ 和訳 く4二才､ 漢字<4>､

布貫 く2>h､ 会話文型<呈>､ 芸表古見 くhL=,

i王主 軸4

語愛<2>､ 文型 <2>､ 文法 <8>､ 文法 ドリル<4>､ 和訳 <5>t

漢字 <6>､ 本文 A<4>-1 会話文 <i>､ 本文 恐く2>-､ テス ト< 2>
m6- 10

文法 <6>､ 文法 ドリル<6>､ 翻訳 <4>､

本文 <6>､ 会話文<4>､ 発表<4>

● Fl本訴講釈 コL一一ス

[時間数] 各 2時間/週 1回

[授業内容 〕 2･3期-作文､ 聴解 Ⅰ､ ビデオ (ヤ ンさん)

4期～ -漢字､ 読解 (新聞入門)､ 実用会話､ ビデオ (青春家族 )

5期～ -文語文法､ 榊訳プロジェク ト (朝 日新聞妥恋版)､ 速読､

作文 +討論､ ス ピ-チ

聴解 Ⅲ (ニュース､ ドキ ュメンタリ-)､ ビデオ (ドラマ)

●試壌 中間試験 ･･･2期修了時 (漢字､ 文法､ 翻訳､ 口頭-本文 につ いての質問)

修了試験 -5期修了時 (翻訳､ 作文､ ス ピーチ)

● 研修旅行 4期修了後､ 約 2-3週間の日本への研修旅行が実施 されてお り､

毎年 10人前後が参加｡
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手技業報告 (渡辺が担 当 したもの)

○集中コー ス

r92.4.-'92.7.

◆ 日本語 tf (2期生 ); ｢日本語集中講座 Ⅱ1- 4諌 J

各課-第一週:文法 ドリル<1>
第二週:文型<1>

第三過:本文<i>

◆ 日本語 Ⅳ (4期生_):｢日本語集中講座 Ⅲ7- 9諌 j

各課-辛-過:文法 ドリル<2>

第二遇:文法 ドリル<2>

第三遇:会話文<2>
第四週:会話文<2>

第五週:応用会話<2>※

※ ロ-ルプ レイ/ レポー トとデ ィスカッション

192.10.-'93.2｡

◆ 日本語 ヱ (1期生 ) ; ｢E3本語集中講座 王1- 12課｣

各課前半- 会話文<1>
各課後半･･･第-過:会話文型<1>

第二週:会話文<1>

*その他､ 簡単な聞き取 り練習/ゲ- ム｡

◆ 日本語Ⅲ (3期生); ｢日本語集中講座 ⅡⅢ5- 7課｣

ニ92,4.-'92.7.◆ E]本語 Ⅳ と同 じ

p93.4.-.93.7.

◆ 日本語 正 (2期生); ｢日本語集中講座 Ⅲ1- 4課 ｣

各課-第-過:文型<1>

第二週:応用会話<1>※

第三週:テス ト<1>

※簡単な場面会話/ゲーム

や 日本語王V (連覇生 き芸｢日本語集中講座 Ⅲ8J- iO課｣

92.4,-'92.7｡◆ 日本語 Ⅳ と同 じ
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○選択コース

卓SZr.4.-J S2.7.

◆聴解 (2斯-I-･約 5人
｢[▲■■｢ー一一l- ..__.▲..
LEj襟｣音声､ アクセ ント､ イントネーション('j)表別｡

自然な状態に近い､ 簡単な話 ことばの要点 を聞き取る｡

[教財]◎Aura且ComprehemsiomPract且ce且nJapaTieSeH apam TiwieS)

②発音 可凄解 ･1-7荒曾恵庭:;;

③数のききと り f凡人放き文

④ にはんごきいてはなしてvo 且qけ2-Taski.i紙 昏絶息mgI.hpariTも郡eS)

⑤平成 2時度 日寒語能力試験 30 4級-聴解 毛蟹際交流基金)

その他

栄 ③ の応用編 は岩垂敷 坂本民の御協力i･=よ哲､ 門歯､ 渡辺が作成 したテ-プ を僅周,rt

E授 業 〕 前半趨5分-輿鼠 ブタ.曽ンい てタ-仰ン､ イント泉-･-シ習ンの義弘

E備考3

専 立話 -､-;覇 J L Ln 壷･'L∴ 三 -一･五人,

巨頭津〕発散 文 法 が 不 完全 で 単1-な ん と か 望 塞 慧 を 優 って葦 L, て み る C

日純量こ会った適切な表現を使って､ 会議や討論をするO

〔東商~j心iこはんこきいてはなしてlr.) 1.i:rashSpfナaking(､言d印,,.ri附 .扇 ,

② ロ-ルプ レイで学ぶ会話 もi3別 宅凡人社 )

⑳表現のまとめとロ-ルカ- ド-訪問/依頼/電話/討論 はか ∈渡辺 )

④新聞L,雑誌などの資等軒-女性と仕事/労働時間/'脳死 ぼか

その他

[授業j前半 15分-簡単なロールプレイ-①

30分｡｡｡会話の場面､ 日的､ 表現意図にそった表現練習｡ -ヰ②③

後半 45分-ロールプ レイ-②③､ 討論-㊨

[備考】初巌の段階で発音の基礎訓練が必要｡

◆講読 (4期-)-約 6-8人

[目標]精読のクラス と平行 して､ 同じテキス トの要点 を確認 し､ 討論する.

[教材]読売新聞 『人生案内』

【授業コ前半 20分-テキス トの朗読 (教師/学生), 語糞の確認､ 質問｡

30分･･･グループごとに分担 して要点をまとめるO

後半 40分･･･内容についての討論｡

亡備考]記事によって､ 討論の資料を用意｡
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'92.10.′-'93.2.

◆聴解 i (3期～)･･･約 8- 10人

[目標] [教材] [授業】｡.｡.92.4.-'92.7.◆聴解の続 き

[備考]最後の 2- 3週にTVニュ-ス､ サザエさんなどのビデオを使用｡

◆聴解 Ⅱ (5期-)-約 5人

[目標コTVニ ュ-ス ･ドキュメンタリーの要点を聞き取る｡

[教材3① NHKイブニングネ ットワーク ｢パンダ｣'91.5.※

② TBSニ ュ-ス 23 ㌢人間嫌いの若者たち｣'90.8※

③ス-パ-テ レビ ｢即席ラ-メン物語-ベル リンで屋台開店｣'91.li℡

@NHK現代 ジャ-ナル ｢小川紳助のの こしたもの｣'92,29

⑤ NONF IX ｢繁栄ニ ッポン-あふりか村の冬｣'91ヶ12?

⑥秋田放送 ｢風の骨-45年目の中国人強制連行事件｣990.12｡

⑦ NONFIX ｢アイヌネノアンアイヌ- 日本が黙殺 した民族 ｣'91,ll.

その他

※①②は丹羽脹子氏 (筑波大学留学生センタ-)の御好意により使用｡

[授業3例 :1_背景の説明をしてから全編を通して見る｡

2_キーワ- ドを導入 しながら要点をチ ェック｡ -ワ-クシー ト

3.音声テ-プによる細部の聞き取 り｡ -ワークシー ト

[備考]各教材 2週間O ⑦は学生のレポ- 卜あり｡

◆作文 (3期)-約 且0人

[目標j既習の文法､ 文型を使 って､ 身近な話題について簡単な文章を原稿用紙 に書 く｡

[教材コ① 日本語作文 Ⅰ (専門教育出版)

②接続の表現 (荒竹出版)

その他

[授業]前半 20分-学生の誤用が多い項 目の文法､ 文型練習｡ -②､ 誤用例

30分-OHPを使って､ 前回の作文のいくつかをクラスで添削す る｡

後半40分-一つの話題についてクラスで話合いなが ら､ 語愛､ 表現 を導 入｡

*宿穎･･.原稿用尭氏に書 く. 教師が添削｡

<話題>:夏休み/通学路/部屋/一週間/趣味/友 だち/手紙 ほか

E備考]最後に時間のある学生がワープロで作文集 を作成｡

◆スピーチ (5期)-約 10- 15人

[目標]興味のあるテーマについてまとめ､ 原稿を読 まずに､ 論点がわかるように話す｡

[授業]前半 30分-技術的な説明 (リズム､ 娃調､ 言い間違 い､ 言い淀み､ Fiiiersほか)

基礎練習 (リズム､ イントネ-ション､ アクセン ト､ ほか)

後半 60分-一人が トピックとキープ- ドを提示､ レジュメを見て発表 した後､

全員で質疑応答､訂正､評価｡ 毎撰 2.-3人が発表O

*個別指導 -発表を文字化 し､文法､表現の訂正C 面接で音声指導｡

[備考]鯵了試験の準備｡
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tIJ.4.一㌦ 93.7.

◆聴解 Ⅰ (2期～)｡p｡約 6-8人

E目標]音声､ アクセ ント､ イントネ-ショL;/Jの識別｡

自然な状態に近い､ 簡単な話ことばの要点 を衝き蘇る｡

E教材]①Situaも五ona且FuRCtiona且Japanese;Presessまom/Tasks&Activ主もies(凡大社)

② アクセン ト-り叫.クシ- ド (渡辺)

③数のききと 巧 く凡人社;a

④毎 E3のききとり練習 を筑波大学留学生センタか-ラ

⑤楽 しく聞こう Ⅰ (文化外国語専門学校)

その他

こ授業3前半 且0分や作曲背窪 阜否定､ 時制､ スタイルの濃艶 -①㌘FeseS岩鼻oFB

20分払｡心アクセン トやパター:;Jの導入1 発音 と選鉱 -｡>②

_iO分-散髪表現の輝き梁 り申 -㊨

iG-ir3-も♭基本的な語糞､ 文法の識駄 -㊨

後単為0分5-卑---ワ---ド､ 場面情報をてがか りに､

簡単な話 ことばの要点を聞き取るO-①甘鯛女忘汝紙もiviも主es. ㊨

E備考'jCifiP使用で答のチェックが効果的にできた0

番 聴 解 11 g鴇幣-ラ亡=約 6太

[自 壊 3謡 ことばの音声特赦 ミ特殊音鼠 音変化 廉的私 Fi且jie㌃Sなどjの識馳

自然な状態に近い謡 ことばの要点を聞き取 るo

〔教材コ①現代日本語 コ-ス単級 ト-聴解ワ-･クシ- ド (名古屋大学出版会)

②ニュ-スで学ぶ E3奉語 (凡入社ラ

③発音 ｡聴解 (荒竹出版う

④ニュ-スステ-ション ｢東京サラリ-マン物語-通勤編｣'90.も｡※

⑤ ス-パ-テ レビ ｢即席ラーメン物語-ベル リンで屋台開店 ｣'91･iL

⑥NONF‡Ⅹ｢日本の先住民族｣-93.2.

⑦NHK特集 ｢大樹原生-屋久島｣歩93.i.

その他

※④ は丹羽順子氏 (筑波大学留学生センタ-)の御好意 により使用O

[授業]前半 45分-詰ことばの音声特徴を識別 し､ 要点を聞 き取る｡ 一･①授業 シ- ト

*宿蔦･･･穴 うめ書 き取 り-①復習 シー ト

後半 45分-キーワー ド､ 場面情報をてがか りに､

TVニ ュース､ ドキュメンタリーの要点 を聞き取 る｡ -㊨-⑦

〔備考〕②③は自習課題 として学生にテープを貸 し出す｡
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幸作文 (4期)叫的 5人

E目標】興味のあるテ-マについて､ 適切な語免 表現 を使 って文章を書 く｡

[教材】① 日本語作文 Ⅰ (専門教育出版)

②summmerprograrBinJapanese(明治大学 日本語教育研究室)

その他

[授業コ第一遇～五週 ･･･■92.10.-'93.2.◆作文と同 じ

第六週～ -個別指導のみ｡

<話題>:共通-もしも～たら/先生への手紙/パーティ-への招待状 はか

個別･･｡ソ連への旅行/ 日本と ドイツ/日本人と ドイツ人の仕事

/窓ぎわの トッ トちゃんの本 について はか

[備考]最後に時間のある学生がワ-プロで作文集を作成｡

◆速読 (6期--∫)･･･約 iO人

[肖標〕日本語の資料を､ 辞書を使わずに､ 短時間で要点を把握する｡

こ教財コ①上前淳一郎 rアイは二人の間に｣ほか; 『読むクス リ』

②岩倉光昭 ｢僕 とチークの友情のようなもの｣ (エスクァイア日本版p90.7.)

③天声人語 (朝日'93_5.1

④ ｢いい男の条件｣ (日経.92.)

(9インタビュー:F ･ベッケンバウア- (アユデ 93.3.)

⑥ 田中克彦 ｢母語 と母国語｣;『ことばと国家』

⑦山下洋輔 ｢ジャズは行為である｣;『風雲 ジャズ帖』

⑧ Tjレ-エ ッセー; ｢ビールの泡ほろ苦 く｣ (読売'93.5.?)

⑨｢ベル リンが新 ECの目｣ (アユデ 93.1.)

⑳多田道太郎 ｢あいづち｣;『しぐさの日本文化』

① ｢エイズ宣言｣ (アエデ 92.10.)

⑧社説 r難民で改憲を迫られた ドイツ｣ (読売●93.5.)

⑳大沼保昭 ｢外国人労働者間蓮を考える上での在 日韓国 ･朝鮮人問題の重 要性｣

⑧大岡信 ｢言葉の力｣

⑳清水義範 r永遠のジャック&ベティー｣

その他

[授業]前半 30分･血｡速読の技術的な説明と基礎練習-短いテキス ト､ テキス トの一部

例 :i.わからない部分をぬ りっぷ し､ トピックを類推｡

Z｡ぬ りつぶ した部分の意味を類推｡

後半 60分p-テキス ト速読

例 :1,全体に目を通 して､ トピックを確認｡

2.段落ごとにポイントをチェック｡ -ワー クシー ト､ 0!iP

3.わからなかった部分についての確認｡

夏備考〕⑧⑧ さま自習課題D

⑧ については､ 井田真木子氏の御好意によ り､ 日本のエイズをめ ぐる社会状況 に

ついてのレポー トとデ ィスカッションあり｡
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