
オーストリア ウィーン大学の日本語教育

講師 新藤紀子

マデルドナーめぐみ

<機関概要>

*名称 : ウィーン大学人文学部日本学研究所

*沿革 :i965 日本学研究所創設 日本語講座開設

1973 翻訳部門開設

*日本語教師数 (1993年) : オース トリア人 1名､日本人4名

その研究のための基礎として位置づけちれている｡しかし､最近の日本語クラスには､日

本学および翻訳専攻の学生以外に､経済学など他学部の学生も増え､学生のニーズが多様

化 している｡

<カリキュラム>

日本語 IA/IB:各々週4時間 (必修)

ラボⅠ:週2時間 (選択､ただし翻訳部門学生必修)

2A/2.B:各々過3時間 (2.A必修 2.B逮択)

ラボ2∴ 週2時間 (必修)

3.A/3.B:各々過2時間 (必修)

4∴過2時間 (選択)

日本語会話 :過2時間 (選択)

日独翻訳 I/2:週2時間 (選択､ただし翻訳部門学生必修)

効目翻訳 Ⅰ/2:週2時間 (選択､ただし翻訳部門学生必修)

自然科学日本語 :過2時間 (選択)

湊字 :過2時間 (選択)

日本語以外の科目 :日本史､日本文学史､地理､日本社会に関する講義､古文､漢文

日本語Aにおいては､オース ト)ア人教師が文法説明､テクス ト翻訳をし､Bにおいで

は､日本人教師が書 く開く許すなど実際に日本語を使う練習をしている｡

<クラス状況>

日本語 IB三必修 過4時間 (実質3時間)

学生数 :A-Lクラス 冬学期開始当時約50人 夏学期終了時 15人

M-Zクラス 冬学期開始当時約30人 夏学期終了時 13人

単位申請者 :冬学期 43人 単位取得者 :冬学期 35人

夏学期 28人 夏学期 26人
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ラボⅠ三選択 週2時間

/-.i･.LL･鹿 ･=･＼_ちJ7=ir-.IJ■一入.′ヽ■･lL ･JJ///､

AMPクラス 冬学期開始当時 25人 夏学期終了時 13人

R-Zクラス

単位申請者 :冬学期 20人 単位取得者 :冬学期 20人

夏学期 13大 夏学期 13人

ウイ-ン大学の講座は原則として公開のたれ 学期開始時には他学部や学外からも多く

F}学生が来るがt.遠いス ビー Llで集 中 幣 に 官 I わ れ 恵 ,:,Y=染､不束で勉強する学生 しかついて

こられない｡

<学習目標>

ⅠB/ラボ 工 重要な初級文法を習得する｡テキス トに出てくる語義 8語句を理解し､

使う｡簡単な質問に答えられるcl簡単な合着ができるo

<学習内容と教材>

教科書は指定のLearri擁 aneseを使っているが､文法説明 ウテクスト独訳はtAでオー-

ス巨]ア人数琵酎こ任せ､ ‡Bでは教科書に添った文 法 古語条を使ったプリントを配布し,

嫁々なシチュエーションの中で箭きれる会話を構成,L書 く蒸す聞く練習をしているO聞き

取り教材として､教師作成のテ-:jot ｢文化初級｣ち r絵とタスクで学ぶ日本語｣などの

ものを随時使昂｡日本の日常壁活についてもその都度者介する｡

ラボはLca呈･1-i,Tapaneseのテ -ゝプを使 った読み練習 中ドリ)7-/練習をしているが､さらに関

連語嚢を学び､簡単な会話をする練習を多く取り入れているo

尚､今年度の夏学期には,日本人招待授業を行ったが､E3本人対学生 1対1-2名であっ

たにもかかわらず､1時間あまりも日本語で爵すことができて､学生にはよい経験になっ

たと思うC,事前準備として日本人側には学生に対しての質問事項のリス トを配り､学生に

は日本人にきくべきことを与えておいた｡

<クラス状況>

2 (ラボ) :必修 過 1時間

学生数 :A-Lクラス 冬学期開始当時 17人 夏学期終了時 13人

M-Zクラス 冬学期開始当時 7人 夏学期終了時 7人

単位申請者 :冬学期 18人 単位取得者 :冬学期 17人

夏学期 20人 夏学期 18人

2.B :選択 週3時間 (実質2時間30分)

学生数 :冬学期開始当時31人 夏学期終了時21人

単位申請者 :冬学期 19人 単位取得者 :冬学期 17人

夏学期 17人 夏学期 15人

*ただし､冬学期に2のみに出ていて単位を取得した学生は0人､夏学期は2人｡2.B

に出なければ3.王=こ行ってもついていけないことが学生にもわかっているようだ｡
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3B :必修 週2時間 (実質 1時間30分)

学生数 :冬学期開始当時 19人 夏学期終了時12人

単位申請者 :冬学期 16人 単位取得者 :冬学期 12人

夏学期 12人 夏学期 12人

<学習目標>

2.:初級 書中巌文法を終了する｡テキス トに出てくる新しい語条 ･語句を理解 し使う｡

あるシチュエーション (旅行の予約､本の注文など)における会話ができる｡

2B:初級 n中級文法を終了する｡テキストに出てくる新しい語嚢 ･語句を理解 し使 う｡

あるシチュエーションにおける会話が日本の習慣､マナーに従ってできる｡

あるテーマ (例 ｢わたしの家｣｢将来の職業｣など)について状況や自分･の経験､

考えなどを文章で表現できる｡

3.盟 :多少複雑を文章を読み､自分のおかれている状況と比較し意見を述べることがで

きる｡

日本の新聞について理解を深め､興味のある記事を選んだり､読んだり､またそれ

について人に報告することができるO

文章を書く際には､文章構成を考え､です ｡ます ｡体とだ ｡である体を混合せずに

また他からの引用を自分の意見と区別して表現することができる0

<学習内容>

2_:IBで学習した文法の復習と追加される文法､語句などの学習､口頭練習｡

2B:IBで学習した文法に日常使われる語嚢を追加 し,それを様々な状況で使い分け

る練習｡日本の日常生活における習慣､マナー等についても学び考えるOまた､あ

るシチュエーションの中で話される会話を構成し､話す聞く練習｡

3B:冬学期はテキス トを読み､それについて日本人へインタビューしたり､自分で調

べたりし､その結果をクラス内で報告､さらに自分の意見を文章で表現する｡

夏学期には､日本の新聞から自分の興味あるテーマの記事を選び出し､レジメを作

り､クラスで記事について報告する｡

<教材>

[教科書]

2ノ 2B :米加11大学 『AnIntroductiontoAdvancedSpokenJapanese盟

｢ダイアログ｣
2.(ラボ)で読み練習 2Bで会話チェックシートに従って意味内容把握

｢単語帳､NOTESONUSAGE､GRAMMATICALNOTES｣
主に学生の自習にまかせているが､授業内で適宜補足説明､練習

｢練習｣
2 (ラボ)で練習

｢表現練習｣

2Bで副教材として 『文化初級1･2.過『タスクで学ぶ日本語』等を使って会話練習､
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ロ､-)I,プレーやシュミレーションを行っている｡

3.B:(教科書なし)

冬学期は､ 『日本社会再考』 (北星堂書店)から､学生の興味のあるテーマを選ばせて､

(少々難しすぎるため)多少文章を書き換えたり､ふりがなをふる､訳を付けるなどの手

を加えてテキス トを作った｡

夏学期は 『日本語新聞の読み方』 (専門教育出版)を参考にし､『朝日年鑑』等からデ

ータをとり､日本の新聞の説明や記事の特徴等についてプリントを作成し､本大学に入っ

て㌔I､Zる覇日新韓､読売新種から記事を拾い擬し､Jこ-LJLTでノ､トとし/L:｡てU}1臥 A
t,_./ .__ ._,. ._｣ .､.日. ___I_

章の書き方について､ 『日本語作文1.a2.過 1/C-&㌘)等を参照した O

[その他の教材]

21 ラボti :

日本の歌 くポップス1

歌詞か一一ドを配喜3､聞かせたO歌うことは強制しなかったU

テキス 計l｢至言本Aとこ付き合う｣

r国際化時代のÅづきあい｣というテ--マの準の､日本人へのア/グー ト結果をグラ

フにしたものを償って､グラブの読みと学壁-のアンケ､-トおよび外軽みと上手に柑

き合って布 くためには何が必要かというテ-マで作文を書かせたO

に 紅は 準 に 3年畳-の移行とTLJ1うことを考慮して行ったj

各巻文法問題集

2.13:

ビデオ教材 ｢ヤンさんと日本の人々_j

授業終了前の20分間に自分の聞き取り能力を試すために見せた｡時に応 じて語嚢説

明や内容について質間したりした｡

ビデオ教材 ｢日本語見る聞く話す｣

文法学習の導入や､表現練習時の状況提示のほれ 聞き取 り練習などに使用したO

ビデオ教材 ｢寅さん｣の映画等

教科書に寅さんが出てきたのと､学生からの捷案もあって見せた｡内容については特

に解説もしなかったO

<評価>

2.:期末筆記試験および口頭試験 (冬学期は､ダイアログ中の漢字や練習を抜き出して

答えさせ､夏学期は2人1組にし､ロールプレーをさせた)をし､それに宿題の挺

出と 出席と数回行った小テス トの結果を考慮にいれた｡

2.ち :期末筆記試験 (冬学期は中間筆記試験も)の結果と､表現練習ごとに捷出させた

ダイアログの評価､数回行った作文の評価､それに宿題の浸出と出席を考慮にいれ

た｡

3.ち :期末筆記試験および口頭試験 (冬学期はその前の過に行った日本人招待授業で､

どのような話をしたかについて報告させ､夏学期は新聞報告をさせた)に提出させた

レジメ､作文などを考慮にいれた｡
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