
紅ランドアダム｡ミツキェヴィチ大学の日本語教育

1992/93年度現状報告

El本学専攻

所 属 :

設 立 :

制 度 :

今年度 日本語担 当

代表者 ;

移 動 : 就職

退職

休職

新文献学部,比較言語学 ｡東洋学科, アジア ｡アフ リカ言 語研 究科

1987年

5年制修士課程,隔年募集

ポーラ ン ド人 4名, 日本人 4名

アji,ブ レッ ド⑳F◎マイェヴィチ く教授)

ア ンナ ¢コメンジンスカ (助手),橋本保子 (外国人講師)

深井千枝 (精華女子大筆太学院入学)

ロムアル ド¢ブシチャ (東大客員研究員)

客員研究員 和田完 (小樽商科大学 文化人額学)

(カ リキ ュラム,授業の概要 については ｢第 5回 日本語教育連絡会議総合報告書｣ を参照)

1.データ

(1)学生数

2 12名 10名 他,聴講生数名

(2) 日本語の教材

2学年

E]本譜演習 : ｢日本語 2｣ (東外大), 自主制作 ｢日本語 2｣ ポーラ ン ド語 辞書

(ジェロムスカ,久山),他

漢 字 演 習 :久山 ｢日本語の書き方｣ (UA乱 ポズナニ)

番覇訳論入門 : ｢翻訳入門｣ (PIT,ワル シャワ),教師選択のテキス ト

4学年

日本語演習 : ｢朝 日新聞の声を聞 く｣声 ｢白然な 日本語｣, ｢ロ-ルプ レイ で学 ぶ

日本語 1,2｣,lodernJapanese,新聞記事,他

漢 字 演 習 :久山 ｢日本語の書 き方｣ (UA並やポズナニ)

蕃弱訳 演 習 :教師選択のテキス ト

古 典 文 法 :高等学校古典文法

その他,修士論文セ ミナ リウムで 日本語資料を多用
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2学年

言語 学 4名 (漢字,敬語,助詞,統語論)

文学 1名

歴史 i名 (中世の寺院での生活)

社会 1名 くヨ本 人と外国人)

宗教 ⑳思想 2名 (現代 日本の力 付jック教会,現代の 日本人 の思考方法の変化)

遠軽 粥藤 i名 (戟幾のE3楽関係)

言語学 i名 (1代名詞)

文学 〕名 (私か説)

歴史 ヱ名 Ii:日本 の北方領土の植民地化う

ず イヌ 望塞 くパテ 且ラ加の ｢ァィ_SZの二裟｣チ アイ ヌ掃う

韻際関係 i名 こ戦後 trj董ヨソ関係)

こ射 転凍Vfrhゝ沿留学状況

1993年度 文部省研究留学生

ア ンナ 停コメ ン ジンスお 宅ヱ992年卒業生夕言語学,大阪教育大き

藷タ ジナ ヴ 7才 荒 く且992年卒業生芦言語学,東北≠こ〕

且993年度 文部箸 日本語 蒜Ei本文化新藤留学生

菱 ワル シャワ大使館か らの推薦 3名 (魂年生)

国際交流基金 平成 5年度海外 日本語学習成績優秀者研修

マ-ゴジャタ 佑スメシュ (4年生)

ア リツイア 尊 く聴講生)

その他

ベ アタ ｡ポホ ロデ ィチ (留年後1993年 7月卒業 ◎ES黍-学部留学予定,民間の奨

学金 による)

(5)1992年度 日本語弁論大会優秀者

2位 マ-ゴ ジャタ ｡スヌシュ (4年生)

(6)卒業生の動向

当機関助手

日本留学中

日本滞在中

主 婦

合 計

名

名

名

名

名

l

｢且

1

2

5

(就職後93年 4月～ El本留学)

(他,留年後1993年卒業見込み数名)
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(7) 日本語関係のアルバイ ト

ポズナニ国際見本市の日本パ ビリオ ン

国立博物館, 日本のポスターコレクションに関す る翻訳業務

2.問題点

(1) 日本学研究 と日本語教育

当大学,アジア ･アフリカ言語研究科はすでにアイヌに関する研究などで国際的

にも評価 されたが,その後のH本学研究の発展を諸事情に妨げ られてい る｡専門的

な研究者の育成を伴 う研究プロジェク トの拡充が 目下の急務である｡なぜ な ら ｢ポ

-ラン ドのようにE3本か ら遠 く離れた国では,幅広いE]本学研究 に根差す ことのな

い日本語学習は社会的にもあまり効力を発揮 しないと見徹 されるか らだo｣ (マイ

ェヴィチ)

慢性的な経済難か ら大学幹部は当携関の事業 に対 してますます消極的にな ってい

る｡微々たる研究費はもとより,職員の採用が非常 に困難である｡結果 と して,本

来な らもっと研究や学生の論文指導に集中すべ き教官が長期にわた って 日本語授業

の超過勤務 に追われることになる｡給与が少ないため,研究者が生活のためにアル

バイ トを強い られるという事情 もかわっていない｡

国際交流基金の援助にささえ られて学生の 日本語運用能力に関 してはあ る程度の

成績をおさめるようになったが,研究棟関としてはかろうじて生命を維持 して いる

のが現状である｡

(2)中 ･上級の 日本語教育

修士論文の準備 にかかっている 4年生の間に, 日本語の授業の内容が将来必要 と

なる日本語の習得に繋が らないのではないか, との不安が顕著であった.確 か に,

市販の教科書の 日本語やマスコ ミの日本語をある程度習得す ると,同様の新 しい教

材を使用 して も内容の新鮮味に欠けるせいか学習意欲を失いがちである｡一方で は,

歴史学科,経済大学など他の専攻の学生が着実に専門知識を蓄積 してい るの に対 し

て,困難な 日本語習得に追われる学生が焦りを感 じているの も事実であ る｡

日本語教師は日本言語の充分な習得が日本学専攻学生の将来の決め手 とな ること

を確信を もって説得 しつつ も,学生の専門性 について もっと配慮でされば と思 う｡

理想 としては, 日本語の授業にも3･4年から専門別のゼ ミ形式を取 り入れ,参考文

献やデータの収集 ｡メモ ｡発表 ｡討論 ･レポー ト提出などを日本語で実施す るのが

望ま しいであろう｡ もちろんこのような活動 は模擬的には行 って きてい るが,内容

的にももっと専門の勉強に役立てたいものである｡ しか も, 日本語運用能力 の向上

のためのなん らかの処置 (語量 ｡文型の定着練習など) も不可欠であろ うO

また,専門によっては古文や漢文の詳細な指導が必要 とされる｡

残念なが ら現在の当横関の規模 と経済状態では専門別の日本語授業は不可 能であ

り,多様な学生の要望に応えるのは至難の技であるO
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(3)視聴覚教育

比較言語学 砂東洋学科 はi992年 9月に新校舎に移転 したが,議器室の整備が遅れ

たため今年度はとうとうビデオ教材を利鞘できなか った?聴解用のテ-プは利用 し

たが充分 とはいえず,今後 この方面にもっと力を入れるべきだO

(4)その他

減少 しつつ も優遇措置が残 っている外国人への中央か らの驚喜翌が厳 しくなった｡

索然 として教官室が藤森できないBo

日本語のわかる司書がいないため､-部の教官畢学生がボランティアで罵嘗宴の

手伝いをせざるを得ない G卒業生が図書室に就職 した 宅で も財政発のため困難C

3付改善 された点

畏)ヨ ピh--磯が比較言 語 学 蟹東洋学科の車屑とな ったので 使 い やす くなった苧

eI望lj学生頗 にとワ--プu3台が寄贈 きれた く鎗乗よ しの含 顧川 嘉 宏 両氏か らj

描うー--時出張禁が全 く出ずp他市か らgj通勤が多いu当学科 の存錠があやぷまれたが0 号

尊重教官に対 Lて-年 間の国鉄の定期券が大学 によ って膳ノ丸きれたO迅家機関が 定

期を責務Åす ると格安にな り官当大学の壌禽その都度出張費を支給す るよりこのほ っ

がかな り安 くなるか らとの理由O

~､̀lJ･･'､こZl',ヽ｢.
ー~f一既㌍.}鬼ス邑竪し.

(招 来蟹鑑か らは背二転協力書家か らEi,豪語教師 岩石 ミニと名 は鋼年 損月か ら 6.日 が派遣さ

れ,民間か らはしLo機器が寄贈 される可能性が出て来たO これ らが実現すれば日本

語教育をより能率良 (行えるであろうO

(2う学生 との Ei本でのブイ-ル ドワ-夕と文献収集のため,国磨交流基金の訪 日研修プ

ログラムに申請す る予定｡

(3)教官 と学生および学生間での日本学研究についての情報交換,討論を円滑にするた

め,来年度か ら勉強会を行いたいという要望がある｡ とくに新入生 にも参加 させる

ため原則 としてポ-ラン ド語を使用, 日本語の発表の場合は上級生が通訳をすると

い う構想Oできればす ぐれた研究発表をあつめて 日本学の紀要を編集するO

他専攻用 E]本語講座

(1)中匡!学専攻 科 目名 :第 2東洋語 内 日本語 (選 択必修)
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第 2東洋語は 1年次 2学期か ら修士で卒業するまで必修だが,中国学専攻 の学生

の何人かが在学中に 1年以上中国に留学す る｡留学中の年数 も進級が認め られ るた

め,帰国後の学生が他の学生 と同 じ日本語のクラスに通 うので, コースデザイ ンが

非常 に難 しい｡

今年度か ら5年生をのぞいて週 2コマに時間数を増や したが, 5年生は湊字 に問

題がないとはいえ運用能力に劣 り,やはり 2コマが妥当であった｡ (担当 二佐 々木)

(2)一般言語学 ｡応周言語学科 言語学 ･情報学専攻

科 目名 :井 ヨ-ロツパ語 内 日本語

(言語学専攻のみ 5年間の選択必修.他学部の学生p学外か らの聴講生 も受 け入れ る)

学年 学生琴 ..l過時間数 教 材 備 考

1 7 42 5 4 文化初級 日本語日本語初歩 内,美術史学科 1,聴講生内,英文科 1,歴史学科 1

現時点の試験正式合格者 授業担当

1 学年 3名 カ シ ャ

2 学年 3名 ジョンデク, コメ ンジンスカ

3/4学年 2名 ジョンデク

問題点

El本人のEl本語教師はEI本学の学生ではなくて もそれな りに日本語を総合的に習

得 して欲 しいと思 って授業を担当 してきたが,例外的な学生の他はやはりかた こと

のE3本語で満足すべきか もしれないO このコースにとって ｢日本語初歩｣ は時間が

かか りす ぎて適当とは思われないO 日常 El本語 とまった く接 しないという条件の元

に,過 4時間, 1年間でひらがな,カタカナと日本語文法の概要を抵抗な く学習で

きる教材の制作が不可欠である. 自習 もできるようにポーラ ン ド語の説明をいれた

い｡ 1年以上の学習者は,できればかなり動横のはっきりした学生 に限定 したいo

来年度 は日本学専攻の学年が増えるにもかかわ らず,スタッフが減 るので (青年

協力隊の協力があ って も) 日本語教師が不足す る｡ 日本学専攻および同 じ学科 内の

中国学専攻のための授業が優先 されるので,当 日本語講座 は 1年間休講にな る恐 れ

があるO

以 上

この報告書の作成にあたって,当残関の ｢1992年度国際

交流基金 日本語講座助成事業報告書｣ (マイェヴィチ/久

山),教官 と学生へのアンケ- 卜の結果等を参考 に した｡

文責 :ジョンデク な ぎさ
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