
チェコ カレル大学の日本語教育

国際交流基金派遣専門家 プラハ カレル大学客貞講師 岩揮和宏

1‥ チェコとスロバキアについて

1992年10月28日 (チェコスロバキア共和国独立記念 日)チェコとスロバキアの分離 を

宣 言

1993年 1月 1日 チェコとスロバキアが分離独立､現在それぞれ独自の通貨を製造中

チェコでは今年夏頃には旧通貨を廃棄 新通貨のみが流通する予定

スロバキア人はチェコに住民票を移して5年経てばチェコ国籍が取得

て尽きZ,ら7Jい

2.｡カレル大学及びチェコとスロバキアにおける日本研究について

(1)カレル大学の歴史 (特に日本学に関して)

1348年 創立

19世紀ヨリ 東洋学開始 (インド･アラビア研究)

1947年 日本学講座開設 日本学科開設 学生募集

1968年 日本学科に22名の学生入学 (それ以前は数名程度) [プラハの春]

1969年より

1976年まで 入学者なし

1990年 日本学科に22名の学生入学 (それ以前は数名程度)【89年東欧革命]

1991年 国際交流基金より講師派遣

1992年 入学希望者 192名 36名入学 (5.の項参照)

(2)その他の日本語教育

1939年 vlastaHilska ｢日本語口語教科書｣

1943年 東洋語学校 (東洋研究所)にて日本語教育開始

52年プラハ言語学校に引き継がれる

1992年 東洋研究所にて日本語教育再開

JAPAN CENTER (プラハ)開設

(3)現在のチェコとスロバキアの日本語教育機関

カレル大学 (プラハ)

プラハ言語学校 (プラハ)

東洋研究所 (プラハ)

コメンスキ-大学 (ブラチスラバ)- ･ただし､在籍学生なし 92年7月(?)完

成予定のJAPANCENTERは93年7月現在まだ着工されていない
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ギムナジウム 2-3校 げ ラハ近郊)

その他非公式な私塾的なもの

93年10月オロモウツ大学日本学科開設予定 (オロモウツ)

3..現在のカレル大学の日本研究について

日本学科は隔年募集 童貞20名 1992年は例外

教授スタッフ 常勤 4名 (私を含む 乞内 1人は助手Ii -非常教 L-il賀

ただし､日本学科主任は日本-長期出張中

教育年数5年 (MAG王STER)3年でBAを取得できる削度を検討中 慨 にもう3年以上

も検討中)

牽業後の進路 告本企業 匂博物館 ℡通訳 のガイドなど

日本学科か )キュラム (『科 目名』 サ過当りの時間数)

: ･･ ･ ･

-;こ巨睦 語
ち

日本語練習槌 岩 屋日本語練習組 胡

ニ;.i.L';,;::'i 蕊 表芸_ 昔 言 -̀ 二言 了

享 二 三 ~:チ-: こ~∴t ■~t'-~

音 量日本語読解 幻 竜

_ _ き芋 ~_

4..現在のカレル大学の間蓮について

教室 ｡教貞室が不足 - -教員室兼教室兼図書室がひとつ 語学用教室がひとつ

教授スタッフが不安定･｡=革命後教月給入替 学科主任の長期出張

教貞不足-日学生の多様な知的欲求に応えられない

カリキュラム研究が不徹底

良いテキス トがない (特に初級用) 辞書が少ない

スロバキア入学生の扱い--92年までに入学の学生は卒業までチェコ入学生同様に扱わ

れる (授業料 ･寮費など)がそれ以降入学の学生については留学生孜いするという

5‥ 1992年 36名の学生が入学 したという特殊な事情について

日本語学科の定点は20名であるにもかかわらず､92年には36名が入学を許可された｡そ

の理由について以下に記すが､殆どが同僚の教官から聞いた着で､実際に確認を取った訳

ではない｡
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暫学部日本語学科は隔年の新入生募集で､92年10月入学の為の選考試験は92年 6月18

日に行われたO本来の選考方法は一

･出身校からの調査書 ｡哲学部の筆記試験 ･日本語学科の筆記試験 ･口頭試問を 100

点満点に換算 し､50点以上を合格とする｡

･更に合格者のうち､点数の高い者から20名迄 (実際には辞退者を見込んで22-23

名)に入学を許可する｡

･50点以上取 りながら点数の順位が21位 (23-24位)以下の者は､試験には合格だが

入学は許可されない｡50点以下は不合格｡

･最終的な入学許可は､カレル大学学長と暫学部長が合議 (同点の学生の評価方法や

受入人数など)の上､学長が与える｡

というものである｡

選考試験の結果､192名の希望者のうち66名が合格､そして点数の高い順に23名の受験

者に入学許可を与えることが内定していた｡順位が23位の受験者の点数は73点であった｡

ところが､ 9月10日その23名の他4名の学生にも､ RADIM PALOUS学長の独断で入

学許可が与えられていた事が判明した｡

4名の順位と点数は以下の通り｡

1 26位 72点

2 32位 70点

3 38位 69点

4 47位 63点

なぜこの4人に特別に許可が与えられたかについては不明で､噂では学長や事務月 にそ

れぞれの受験生から1万-1万5千コルナ (プラハの平均月収の2-3倍､当時の交換 レ

A-トで5万円～7万 5千円)が渡されたという未確認情報 もある｡

9月14日､この不公平を打開する為に合格者全員 (66名)入学許可が与えられる事になっ

たが､それではあまりにも入学者の数が多くなるというので､9月18日､合格者のうち入

学の意志を表明した受験生に限り入学を許可する事に変更した｡入学の意志を表明する為

の期限は9月30日で､合格者全点にその情報が伝わったかどうかは疑問である｡むしろ合

格者全点には伝わっていないと考える方が自然だろう｡大学がその事を知らせる為 に取 っ

た方法は､個人-の通知ではなく､新聞に掲載するという方法であった｡

同僚の教官は以上のことを新聞に訴えたがそれまで｡チェコには日本程には ｢世論｣が

存在しないO同教官は大学の上の方から注意を受け幕O結局 ｢賄賂｣の事実は解明されな

かった｡同様のことは過去にもあったらしいし､同じ92年英語学科でもあったらしい｡

事実を解明しない､再発防止の措置を取らない､ということは恐 らく将来にも同じこと

が起こり得ると考えるほうが自然だろう｡

この一件についての学生の評 - ｢それがチェコなんですよ｡｣
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6..カレル大学のちょっと危ない問題

発行 より転載)

｢i斤況報告l

淫乗車､用務貞鹿の中年男が､}ツタもせずに突然教室のドアをF離すたO｢授業中ですo｣

と伝えるだけのチェコ語を知らない私は､学生達が彼にそう伝えるのを待っていたOよく

あることなのだが､今度ばかりはいつもと様子が違う｢彼が学生達に何やら言うと.学生

達ほ慌てた様子になり､いきなり帰り支度を始めたO学生を導く立場にありながら唯ひと

り状況を把握していない私に､学生が英語で説明してくれた｡授業中は ｢原則として｣日

本語しか話さないことにしているのだが､こんな時ばか射まそうも言っていられないO

｢このピルのどこかに爆弾が仕静けちれています｡先生､はやく避難して下さい｡｣
要するに大学に爆破予告電着があり､周務農風の彼は学生 巾教敬員に大学から連発する

よう伝えて回っていたtvT3だO

私には何故か r大学爆破｣などという拳が現実味を持って感じられなかったo爆破予告

電話は大体がいたずらと相場が決まっている｡だが,.授業を続ける訳にぜ)いかないので､

翼板を消して教樹等を教員室に持ち帰り大学を出ることにしたO学生達には私のそんな動

作さえも緩慢に思えたらしく 葦~黒坂なんか消さなくていいから､はやく大学から出て~F･̂さ

いC｣と私に言い残 し､自分達は--一目散に出口へと走って行ったO

教員室に戻 ;']帰宅の準備をして:いた私は､確かにいつもと逢う空気を感じたO隣の教農

案 一廊下など.どE二をサ草)まっ7三く人気を感じないg/1だ(恐らく呑気に帰 り支度などしてい

るかもしれない､などと思ってしまった0人筒､一人になると不安になるものだ｡嵐もや

はり出口へと急いだC

幸いにして私の手足はまだ魅の胴体にくっついているし､享受菜も一応正常に行われてい

るOだが､プラハのカレ)i,大学に関して何かしら快く思っていない族がいることもまた事

実のようだ｡

日本の新聞等でも報道されている通り､チェコとスロバキアは長い結婚生活に終止符を

打ち､93年 1月1日をもって協議離婚する事になった｡大学が先ず検討しなければならな

し1問題はカレル大学のスロバキア入学生をどう扱うかである｡彼らは ｢留学生｣になるの

か､今後授業斜 ･寮費等はどうするのか､等々｡因に現在､チェコ人 ･スロバキア入学生

の授業料は無料､ ｢西側｣留学生の授業料は年間数十万円､寮費は同じ部屋でも ｢西側｣

留学生はチェコ人 ｡スロバキア入学生の約30倍支払っているO

隔年学生募集の日本語課には､今年旧ユ-ゴスラビアからの学生が入学した｡また､3

年次にも旧ユ-ゴスラビア入学生が2人 ｢編入｣した｡旧ユ-ゴスラビア内では勉学が続

けられないためだという｡｢勉学難民｣などと言っては失敬だろうか｡

兎に角､カレル大学内の国籍 D民族問題は複雑になったし､これからも益々複雑になる

だろうOチェコ国内で日本語を教えていながら初級第 1課の ｢わたしはチェコじんです｡｣

のコーラスができない｡ そもそも｢～じん｣とは何なのか｡これは今に始まった事では
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は自分達を何人と呼ぶのか｡｢プラハの春｣の68年にオ-ス トリアに亡命 し89年の革命で

プラハに帰ってきた､オ-ス トリア国籍を持つ ｢チェコじん｣は何人なのか｡これらは実

際に私が教えている学生の話である｡

初級のかなりはじめの部分で習得するべき語嚢でも､例えば ｢外国人｣｢留学生｣など

は複雑な政治的動向を反映する｡私はこれらの政治的変動を半ば興奮した目で眺めている

のだが､学生達にとってはそんな安易なものではないのだろうoカレル大学で一番楽をし

ているのは､完壁な外国人であるこの私かもしれない｡
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