
外国基のための

スロベニア語セミナ-に参加 して

筑波大学 文芸 ｡言語研究科 3年次 守時 なぎさ

i をよ し,q)uー

第29回夏期集中スロベニア語セミナーが､リュプリア-ナ大学主催で､去る6月.28巨ヨよ

り7月17日まで開催 された｡筆者は,このコ -ゝスに初級の-学習者 として参加する磯会を

持った｡

筆者は‥スロベニア語はもとより､スラブ語謙語の知識 さえなかったためか､このスロ

ベニア語セミナーのハー ドさは､想像を確するものであったO実際､私は決 して成素の優

秀を学習者ではなかった<,,しかし､学習者 として成演は悪かった ものの､ u本譜教育に関

わる者 としてほ非常に貴重な体験を得ることができたと満足 している.この機会に､コー-

ス内容やシラバスの設定､あるいは教師や教授法に関 して､学習者の蘭か ら観察すること

ができたからだO鉱下に､Vそれらの一部を覇弁する｡日本語教師のプuといわれる方々に､

学習者からの-報告 として受け取っていただければ率いである,i

2. 日程

第29回夏期集中ス田ペエア藷セミナーは､次の日程で行なわれたOただし､これは 『語

学専門コ-ース』のものであ り､1このセミナーは健に2週間の 軒文化 ･文芸 コ一一ハス』 も開催

している｡

6.27は ) 宿舎-入る際に､該当クラスを言われる

6,28(局) 9:00113=00 文法 .テキス 車中心のクラス (教師A)
-7.3(土)

7.5潤 ) 9:0011000 全体か )エンテ-シヨン

o:00-12:00 文法 ｡テキス ト中心のクラス

7.6(火) 9:00-11=30 文法 9テキス ト中心のクラス (敏師B)

-7.16(金)2:00-13:30 会藩のクラス (教師C)

7.17(土) 9:00-13:00 閉会式

3. コース編成について

3,1. コース編成

3週間の期間中､クラスは3つに分れていた｡仮に､下のように分類する｡
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-文法中心のクラス (教師A) 約12人 (初級)

(教師B) 8人 (超初級)

会話のクラス (教師C) 約12人 (初級)

最初の 1週間は､文法中心の教師Aのクラスである｡学習者は約12人いたが､母語や学

習背景が異なるため､レベルはかなりばらついていた｡まったくの初心者もいれば､ロシ

ア語 ･クロアチア語､あるいはハンガリー語等の近隣言語を学習したことがある学生 もい

た｡また､教師とたどたどしいながらも会話をすることができる学生もいた｡これは､最

初のapplicationformで､細かいことまでチェックすることができない､さらにプレイスメ

ンス ･テス トをする時間的な余裕が無く､細かいクラス分けができなかったからであろう｡

続く2週間は､学習者の 1週間目の成演や授業活動をふまえ､文法中心のクラスと会話

中心のクラスに再編成された｡文法中心のクラスは､今度は正真正銘､初心者および威潰

下柿の堂習告げかわのクラスだっj:-∩E]-二⊥-ーJJI._,J=T'一-I-′-/-

会話のクラスは､テキス トを使用しない､口頭のみの対話練習である.ペア ･ワークや

グループ活動など､授業内容は活発なものであったが､学習者はなぜか休みがちでクラス

の人数も一定しなかった｡

3.2 使用したテキス ト

テキス トは､第一日剛 6月28日)に配付された｡タイ トルは次の通 りである｡

～一′
u冒benikI-UCIMOSESLOVENSCINO"

本冊 1冊､別冊2冊 (文法書と単語メモ)､カセット2本(カセットは､授

業では使用せず)

テキス Ttは､それぞれの課につき ｢本文｣｢文法説明｣｢練習問題｣の3部に分れてい

る｡｢本文｣は対話形式である｡｢文法説明｣は､非常にシステマティックにまとめられ

ているが､学習者の中からはあまりにもシステマティックであるがためにかえって理解の

妨げになるという不満も聞かれた｡｢練習開港｣は主に代入 ドリルと変換 ドリルで構成さ

れている｡孜々の初級は､人称変化 ･性変化 ･数変化が大きな学習項目だったため､特に

代入 ドリルが多かったように思われる｡練習間蓮の量はかなり多い｡また､解答は配付 さ

れなかった｡

4. 授菜内容

以下に､参考までに授業シラバスを挙げておく｡括弧内の (L【)という記号は､テキ

ス トの課を示す｡

4,1. 文法 ｡テキス ト中心のクラス

6,28 a名前の確認 (教師の点呼に答える)

bあいさつ
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C単数の人称代名詞とbiti動詞の人称変化(sg.目 しH

d名詞の男性型､玄性ZSiUH LH

e時計の読み方 (Ll)

ハ′､′､ bてさ1㌧ l石1.朗亡 勅淑/Tl471人
0.ZtJ a/白別､l当霜､帝石宋Vノ昨日'Jiー

b母音の発音

cbiti動詞の人称変化(du,)(L･3)

dbiti動詞の否定文､監問文 i:L2)

e曜日､月､季節 (L2)

630 a名前､国籍､職業の碍介

b"Jazgovc)Tim/'zajtrkujem/imamTada+Acc.

C ｢一一から (来ました)｣ 1Zh:len

d時計の読み方 (模型を使ってペアでj

e人称代名詞の数変化と動詞の人称変化 aiL･47 5 ]t･

宿題 :朝食､昼食-になにを食べますか?

7.1 a宿蓮の発表

b形容詞の怪と数の変化

C形状形容詞､色彩形容詞

d ≡--か b--;＼｣ cid卜Gen dr,-'JeTi.

e写真 ･薙誌を見て作文

7,2 a序数､日にちの表現

b私は-が好きです hamrada+Ace,

好きではありません NimamTada+Gen.

C所有代名詞の格変化 (単数のみ)

d家族の紹介 (L7) (年齢の表現､家族の名称など)

e家族を紹介する作文 (後､提出)

7.3 a ｢～と｣ Z+Ins.

b動詞の過去型/未来塾

C歌

7.5 a自己紹介 (名前､国籍､職業など)

7.6 a自己紹介 (名前､国籍､職業など)

b ｢～に住んでいます｣ 蔓ivemv+Loc.

C名詞の格変化
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7.7 9所有i･妾す美浦 卦陣の名前-pv+物

女性の名前-in

b ｢-はどのくらい?｣ Koriko…?

宿蓮 :リュブリア-ナで何をしたか､何をするか｡

7.8 a宿蓮の発表 (全点)

b名詞の数変化

cbiti動詞/一般動詞の数変化

宿蓮 :家族について

7.9 a宿題の発表 (全点)

b疑問代名詞の格変化

C動詞の命令形 (L6)

7.10 a動詞の命令形 (L6)

b人称代名詞の格変化

宿題 :自分の国について

712 a宿蓮の発表 (2人だけ､残りの学習者は教師に提出)

b所有代名詞の性変化

7.13 a宿蓮の発表 (前日捷出した学習者の文を教師が訂正しながら朗読)

b所有代名詞の格変化

cL7 (テキス ト本文) 『家族について』

714 a宿題の発表 (2人だけ､残りの学習者は捷出)

b形容詞の性と数の変化 (L8)

cL8 (テキスト本文) 『母と娘の会話』

宿題 :テキス トの練習間蓮､恋人についての作文

7.15 a宿蓮の発表 (2人だけ､残りの学習者は提出､前日捷出

した学習者の分を教師が朗読)

b動詞の未来形

C名詞の数変化 (3以上) (L9)

宿蓮 :テキス トの問題

716 a宿題の答えあわせ､前日の提出物を教師が朗読

b…11ter/kas/kozare Gen (L9)
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4.乙 会 話 の ク ラ ス

7.6 aペアでidentificationinterview

b好きなものは何 ? (教師が学習者に質問)

7,7 a店での会話 し学習者代表2人が演技)

b挨拶の会話 監akoste?
,Jiニif.一一t･_､.＼jTJ＼-.<･ヽ

r鞄戸口LI/;'競告白＼ノ重野ー)

7℡8 aプリントの絵を見て散薬を書込む

b上の絵を見ながら作文

7.9 マ ドンす､タリンIihンLhピカソ .の中から山人選んで イ:/タピ_TL-一

宿串 :友達について

71｡歌とス!=j'ペニアに関するビデオ

7,13 a一連の絵を見ながら作文 は 婦の一層 と学生の-｡鋸

もスボー--ツに関して へが好きです(,

一一を使います｡弓

7.14 a教師が単語リTス 車を黒坂に書き､

Q.無人島に行 く時､何を持って布くか95つ選択 し､その理由もo

b小さな席に1人2個のQを書き､3人グループで質問しあう0

7,15 a一連の絵を見ながら合着を作成

1靴が破れたので店に買いに行くが､お金を持っていなくて

追い出される｡

2風で病院に行き､薬をもらって帰ってくる｡

b2グループに分かれ､一方のグループはAdj.+Nolln(配付する紙片に

書かれている)を演技し､もう一方のグループはその語を推測する｡

7.16 a1枚に2つの単語が書かれた紙を各学習者が持ち､クラスで

一つの物語を作成する｡

bリュブリアーナの感想

5 コースについて

これより､教授内容 ･教授法および教室活動 ･教師の観点から､コースを分析 してみた
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いO本論の前に予袷断っておきたいのは､この分析や感想はあくまでも､前述の3週間の

スロベニア譜コースに参加した-学習者から観察したものだということであるo従って､

期間の異なるコ一一スに参加したり､あるいはニーズや学習態度が私と異なる学習者の場合

には､もっと異なった分析の結果が出るであろうし､また別の感想を持つことだろう｡

51.教授内容 何を教えるか?

このコースは､大きく2つの特長を有していたと思われるoまず一つはコースの期間が

3週間であったこと､もう一つはスロベニアで開催されたスロベニア語コースであったと

いうことである｡学習者は､短期間ではあるものの､学習言語をそれが使われている言語

環境の中で学習できるということであるoこのようなコースでは､コースで学習するだけ

でなく､現地の人との接触によって会得するものも多い｡

間目の3-4日間.｢週間目の2-3日間､計≡週間のコース期間中の三分の一近くの間､

3dentificationformの練習だった｡その重要性は言うまでも無いが､コース全体の三分の一

近くも練習する必要があるだろうか疑問に思うO学習者のニーズと全体のバランス､そし

てコースの特長を考慮した､計画性のあるシラバスづくりが必要だろう｡

5.2. 教授法および教室活動

5.2.1 直接法の善し悪しについて

教師が教室内で使用する言語が､学習言語かそれとも学習言語以外の共通言語かという

ことは､多くの人に幾度となく閉塞にされてきた.当コースでは､授業は基本的にスロベ

ニア語で行われたOそれは嫌が上にも､学習言語に浴びるように接する機会を得ることで

あり､音に慣れる､あるいは単語を聞き取る訓練になったといえる｡では､全 く問題がな

かったかと言うとそうではない｡

コースには三人の教師が担当したが､まず教師Aは､スロベニア語以外はほとんど理解

しなかったようで､ごくたまに独語の単語をおりまぜながらの授業であった.教師Bは英

語､伊語を少し話し､授業中はときどき (特に学習者からの質疑に答える時など)使用 し

た｡教師Cは､英語､独語を理解するようだったが､クラスでは努めて使用しないように

するという姿勢が感じられた｡どうしても理解できない学生には､個人的に説明するとい

う場面が､何度かみられた｡

教師が学習言語以外の共通言語を使用することには､教師の教授法やシラバスごとに賛

否が分かれるだろう｡しかし､教師はすべての言語に精通するのは無理だとしても､多 く

の学習者が共有する言語を理解する必要があると感じた｡

特に､学習者の質問に答える時｡初級の学生は､質問したくてもその質問事項を学習言

語で説明する能力がない｡教師Aの場合､英語はほとんど理解せず､独語も話す方は苦手

だったらしく､学習者が貿関する時､また教師Aがそれに答える時はスロベニア語が使用

されたOそのため､双方とも並々ならぬ労力と時間を費すことになった｡彼女のクラスは

一週間続いたわけだが､最初の2､3日目で学習者は彼女に授業中に質問することを半ば

諦め､その日のコースが終わった後､上級コースの学習者に質問する光景さえ見られたO

従って教師は学習者の質問にできるだけ正確に答えるた捌 こも､また学習者に余分を不安
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を与えないためにも､いくつかの言語に慣れておく必要があるのではないだろうか.もち

ろん､学習者の質問に､ある言語を使って解答するのが大変を国華を伴うであろうことは

予想できる｡しかしそれにも増して､得るものは大きいだろう｡

5_2_2 宿題の作文の発表

1,-ス中何度か,前日作文を書き,それを次(,r)日の授業で読上げるという課蓮が課され

たO初級の学習者にとって､作文を書くことは非常に大変をことである.しかし､どの学

習者も面白く､また可笑しく書いた作文を持参してきていた1また､他人が書いた作文を

開くのも良い練習になった｡

しかし､敢えて問題を挙げるとすれば､ともすれば退屈にな摘 q:ちであるということで

あるOクラスが 7-用 人いて､一人一人について宿題を披露しようと思えば､1時間近く

かかるO 教師は､学習者の発音や文法あるいは表現を適宜訂正しなければならか ′10 当事

者以外には興味がない話題かもしれないし､未習事項についての説明をし射 すればなちな

もノAこともある｡話題も学習事項宰j､ともすれば拡散しがちである.〕教師はJt.Jlかに学習者

の興味を引きつけ､良いクラスの雰囲気を作り上げていくか｡

教師Bは､最初は金属の宿題を発表さゼていたが､2､3日複には2人だけに発表させ､

複の学習者は回収e添削 し､後にこれを返却するという措置を聯った｡これで か な 盲再受薬

活動は円滑に行われるようにな｡た｡

53_ 教範

531_ 黒板､夜番

理想的な蔵書とはどのようなものか｡)蔵書と言っても､頻繁に黒蔵に書く教師もいれば､

ほとんど黒坂を億用 しない教師もいるだろうO 黒坂の億用によって､少なくとも学習事項

を再び確認できるという利点がある｡もちろんこれは教書に限らない｡はっきりと発音す

る､あるいは繰 り返す､またOHPやプリン車や時には絵を使うなども考えられるだろうO

このようにすることによって､学習事項の定着を促進することができるのではないだろう

か (ただし､筆者は連絡会議にて ｢視覚型の学習者｣と言われた｡それが故にこのように

思うのかもしれない)0

また細かいことではあるが､字体について｡教師Bは､たいへん美しい字を書く人であっ

たが､私にとってはあまりに装飾的過ぎてしばしば理解が困艶だった｡日本語でも同様の

ことが言えよう｡また何気なく癖もでやすいものだOきれいな字を書く必要はないだろう

が､乱れた字や極端な癖字は学習者に要らぬ苦労を与えることになろう｡

5.3.2. 授業のフォロー

これも､連絡会議の席上で言われたことだが､筆者は ｢まじめな｣学生だったらしい｡

筆者は落ちこぼれの学生であったが､なんとかクラスについていこうと､何人かの学習者

と次のように教師に要望した｡まず､練習間選の解答を配付することと翌日に学習するテ

キス トの課を前日に知らせることの2つである｡筆者にとって､これらのことは当然教師

がしてあたりまえのことに思えた｡また､何人かの学生もその要望に積極的だった (彼等

は私の友人だったので､話しを合せてくれていただけかもしれない)｡
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我々の教師は一度はその要望に領いたものの,.翌Rからもいっこうに変化の兆 しが見ら

れない｡我々の言葉 (スロベニア語と独語を駆使した)が理解できなかったのか､もう一

度要望しようかと選巡している内にコースが終わってしまったO

このことには､2つの意味で落胆した｡まず一つは､少々道徳的だが､教師が約束 した

ことを守らなかったことである｡教師が右のことを約束してくれたので､我々学習者は半

ば期待してそれらの実現を待っていた｡しかし､解答は配られず､授業では予期 しない課

を練習しなければならない｡そのようなス トレスが日一日と貯まっていき､最後にはもう､

どうでも良くなってしまった｡

もう一一つは､教師の役割についてである｡筆者は､教師が練習間蓮の解答を配付 した り

翌日の予告をするのは､ごく当たり前のことだと思っていた｡もし解答がなければ､学習

者は復習ができないし､セミナー終了後､独学でス語学習を継続できないではないか｡ま

た､翌日の予告がなければ､予習ができないo予習ができなければ､私のような落ちこぼ

れ学習者はますます授業について行けなくなる｡しかし､そのような筆者の懸念を物 とも

せず､授業は毎日行われ､3週間が過ぎ去った｡教師は､何をするべきか｡これは学習者

に応じて､含む範囲が変化してくるだろう｡筆者にとって新たに考えさせられる間藤となっ

た0

6, おわりに

この3週間のスロベニア語セミナーは波乱万丈に満ちていた｡決して楽しいことばかり

でなく､苦労もたくさんあった｡しかし､言語教育という現場を学習者の立場から観察す

る非常に貴重な機会になった｡ここに述べてきたことは､教師のプロとして学習者を熟知

していらっしゃる方から見ると､何と変った学習者のたわごと､と思われるかもしれない｡

筆者自身､実際に教えることを仕事とするようになったら､上のような観察はどこ吹 く風､

ともなりかねない｡しかし､この学習者としての体験をできるだけ新鮮なまま抱 き続けて

いきたいと思う｡近年 ｢学習者の視点にたった言語教育｣ということが声高に唄われてい

るが､筆者は身を以てそれを体験することができた｡この体験はきっと日本語を教える立

場になった時､私を助けてくれるであろう｡このような貴重な機会を与えてくださったA.

ベケシュ先生に深い感謝の念を表したいと思う｡
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