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ブルガリアにおける日本語教育は､社会の変化同棲､質的な変化の真っ只中にある｡

ブルガリア人魂地日本語教師がより少なくなり､ソフィア大学のみでただ一入 (正確に

いうと､転籍はElシアで､ブ ルガリ1-,ではないojとなっているL｡そer/i-万で､青年海外

協力隊 (以下､IOCVと呼ぶ)の日本語教師が..プ)i/ガl]ア国内の3つの教育機関に現在合

わせて5名いる09月には､更に1名増えて6名となる見込みであるOそれと､ソフィア

在住の日本Al名､香川大学の学生 1名に基金派遣の日本語教師でプルかJiアの日本語教

育を遥嘗してtI-るOこの 1--･2年で ｢日本人主導型｣に急速に移行してhる｡

ソフィア東学からの寮一票専攻学科卒業生が95年9酎 二輩彊きれるので､少 な く とも ､

それまでほ ほ 本人主導塑｣が裁くものと予想される,,

期待通り､上記卒業生が日本語教育に携わるようになれば､現地人教師が増え､か-｡膚

陳代謝が進む環境ができたとみなせるわけで､望まい′､環境が整うことになる｡しかしt

予断を許さない｡

学習者は､概ね熱心かつ優秀で､､学習成果を得やすいことは､昔から変わっていないO

日本の情報を入手する手段は､これまで極衿で限定されてきたO日本語学習者にとってい

えば､教科書や辞書を手に入れることは容易ではなかった｡ 享日露辞典｣に関しては､か

-'つては量的な間置でなかなかA手Lづらかったと開く｡今は,金銭的に入手しづらくを-二〇

ているo教科書については､日本からの寄贈図書に全面的に願っている状況が続いているO

残念をがら､豆だ量的に不足 して諮り､コピ-にてまかなっているo tコピー-に関しては､

この一一年で器具と環境が大幅に改革され､大変取りやすくなった｡)

日本の図書 ･資料に手軽に接する場として､ ｢日本語図書 匂資解毒｣を設置率であるO

意図通り機能するようになれば､日本語学習者にとって便利になるだけでなく､日本の情

報に興味 ℡関心を寄せる広範な人々に日本の情報を凌供する場として､貴重な場となるで

あろう｡やや大げさにいえば､ ｢日本語教育､日本理解の 『ルネッサンス』｣となる｡

かつての､ ｢壁の束側での日本語教育｣の壁が崩れ､人や書籍などが移勤しやすくなっ

た｡まだ､落ち着いたとはいいにくいが､教育環境が整いつつあり､伝え聞いている過去

の状況や､2年半ほど前の私の赴任した時点の状況と比較すると､格段の ｢進歩｣を遂げ

ているといえよう｡より正確に表現すれば､ ｢障害｣が大分取 り払われてきた (取 り払っ

てきた)ので､前に進みやすくなっている｡ (実は､後ろにも進みやすいのだが･- )

以下､各教育機関の概要を書き記 してみる｡

1 ソフィア大学

①.日本語 ･日本文学学科

1.設立 :1990年 9月

2.日本語教師数 :93年 9月 ブルガリア人2名､日本人 1名

94年 7月 ブルガリア人 1名､日本人3名
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3.学生数 :4年生 9名､2年生 10名 (94年 9月からは毎年募集になるO )

4.使用教科書 :｢かな入門｣｢日本語初歩｣｢日本語中級1.｣ (基金)など｡

2年生 ;今年度 ｢日本語中級1.｣ (基金)､ ｢総合日本語 初級から中級へ｣

4年生 ;単行本の速読､ラジオニュースの聞き取り･書き取 り､書き方指導､

日本語教授法､日本語での卒論指導など｡

5.日本語の授業時間数 : 2年生 ;だいたい過12時間ぐらい

4年生 ;だいたい過8時間ぐらい

x･今年度は特殊な事情 (現地人教師の不在)があり､ ｢だいたい｣となる.

6.専門科目: 2年生 ;｢日本の歴史｣｢日本の社会機構｣｢日本語の言語学｣

｢哲学｣｢教育器具の使い方｣｢英語｣など

4年生 :｢翻訳入門｣｢翻訳論｣｢日本現代文学｣

｢中国語｣ (選択)など

7.日本-の留学状況 (日本の文部省､日本文化研究生)

2年生 :今年度 1名

4年生 :昨年度6名､今年度 1名

来年度推薦者数は､4年2名､2年7名

8 あくまで､目安としてのレヴェル

1年修了時 ;日本語能力試験 3級合格程度

2年修了時 ;日本語能力試験2級合格程度

3年修了時 ;日本語能力試験 1級合格程度

4年修了時 ;日本の大学のゼミに参加できる程度

5年修了時 ;日本語で論文が書ける程度

※隔年募集だった4年生と2年生の場合､全点日本-の国費留学が可能と思われ

る｡今年9月からは､毎年募集となるため､6-7割の学生にとどまると思わ

れる｡

②.公開講座 (夜間の一般市民向け講座)

1 設立 :1968年

2.日本語教師数 :93年9月 ブルガリア人2名､日本人 1名

94年 7月 ブルガリア人 1名､日本人3名

3.学習者数 :1年生 30名､2年生 11名､3年生 9名､

旧3年生 (4年以上) 7名

※今年度は事情により､ 1年は途中消滅し､3年と旧3年は合併 し､94年 7月の

段階では､2つのレヴェルとなっている｡94年9月からはシステムも整え､規

模を拡大できるめどがついた｡

4.使用教科書 :｢かな入門｣｢日本語初歩｣｢日本語中級1.｣ (基金)など｡

5 日本語の授業時間数 :1年2学期制､ 1学期はふつう15週間､週4時間｡

すなわち､ 1学期60時間､年間 120時間O

※94年 9月からは､時間数を50-70%程度多くし､年間180- 200時間とする予
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走｡また､素直に新入生を募集すれば､学習希望者は数百人にのぼる見込み｡

6 日本への留学状況 (同上)

旧3年生 ;今年度2名

来年度推薦者数は3名

7 目安としてのレヴェル

】隼修 I曙 ;tj本音昔百g刀試験4徴/冒■袷程度

2年修了時 ;日本語能力試験3級合格程度

3年修了時 ;日本語能力試験 2級合格程度 (今後の目標として)

層3年修了時 ;辞書を優って､自軌 二本が諌める｡日本人と会語がで

きるO日本語で手練を書くことができるo t同上)

洋従来は､年度毎の担当教師により大きなばらつきがあった｡来年度からほ､--一

定程度の教育内容と､そのスピードが保証されよう｡

2 ソ フ ィ ア 贋lli高校 TEj本譜専攻科

i 設 立 ニ1992年9月

2 ヨ本譜教喜市数 :93年9月 ブルガリア/LAut.私▲日本丸2名

94年9月 プ)i,ガリ7人0名､日本人3名

洋講座設立上の規定からは､現地人教師がいなければならない0

3 学習者数 三三草生14名､2年生17名

※94年9削 二はt新入生22名が入学予定

4.便周教科書 :｢かなノも門｣ 柑 本譜初歩｣柑本譜中級鳥 (基金)など0

5.日本語の授業時間数 三 1年生 ;速23時間 ほ 本譜を集中して学ぶ予備教郡

<年間34週間> 2年生 ;週8時間 げ 1-Vガリアでの8年生き

3年生 ;週8時間 ( ,7 9年生)

4年生 ;週8時間 ( ,y JiO年生)

5年生 ;週8時間 ( ク il年生)

6 巨∃安としてのレヴェル

1年修了時 ;｢日本語初歩｣を終える程度 〔今年は28課位)

2年修了時 ;｢日本語中級1.｣を終える程度 (,/ 半分位)

3 ヴェリコ ･夕 )t'ノヴォ大学 英語主専攻 ,ドイツ語主専攻学生の副専攻斜目

※数年後には､独立した学科を作りたい意向を持っている｡

1.設立 :1993年10月

2 日本語教師数 :93年 9月 ブルガリア人0名､日本人 1名

94年 6月 ブルガリア人0名､日本人2名

3.学習者数 :1年生15名

※94年 9月からも毎年新入生を迎え入れる予定｡

4.使用教科書 :｢初級日本語｣ (東外大 ･三省堂) ｢現代日本語コ-ス中級｣予定

5,日本語の綬業時間数 : 1年生 ;前期週30時間 ･後期週18時間 以降別紙参照

6.だいたいのレヴェル : 1年修了時 ;｢初級日本語｣の後半
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4 日本語教育 ･日本語学習者の特徴など

機関毎に書けば､以下のようになる｡

ソフィア大学は､国内最高峰の高等教育機関だけあって､専攻科である日本語学科に入

学してくる学生の意欲も質も高い｡課蓮をよくこなし､暗記をいとわないことから､語学

的に上達させることは難しいことではない｡私自身のそれほど豊かではない経験からして

みると､語学運用力と日本語能力試験のような日本の試験で判断すると､世界的にもレヴェ

ルが大変高いと思える｡

また､この 1年余りの実態に照らし合わせると､教育環境が整っていたとはとてもいえ

ない環境下で (逆説として､ ｢だからこそ｣という考えもあり得るが)上達していること

は､驚きに値する｡

ソフィア大学の公開講座に､これまでのブルガリア日本語教育史上初めてであろう日本

人教師一人だけで教えるクラスを設けた｡当初､現地の教師たちからは (また､多 くの学

生たちからも)不可能だと思われていたのだが､結果としては､これまで見えられなかっ

たような全体的な実力の上昇が確認され､現地の教師たちからも､学習者たちからも日本

人教師だけによる語学教育でも､一定程度 (時には一定程度以上)の効果が発揮されるこ

とを初めて認めてもらうことができた｡ (なお､きっかけは日本人だけで教えた場合の効

果を探るためではなく､教師不足のためやむを得ず始めたものである0)

ソフィア第18高校の日本語専攻科は､開設以来2年の授業を終えた｡ 開設当初は､ソフィ

ア大学のブルガリア人日本語教師が高校での指導も兼ねていたことと､授業時間数が大学

1年生の実質2倍ほどあったということから､1年目は､大学の日本語学科の学生 と高校

の日本語専攻科の生徒の実力にはほとんど差がなかった｡むしろ､高校生の方が好奇心旺

盛で､習った言葉を不正確にでもすぐに使いたがることから､発話力などの点で実力が勝っ

ていた時期もあったようだo

高校卒業までの5年間､日本語を学習すると､予定では総学習時間数1700時間余 りにも

達するようであるo実力の伸びが大いに楽しみである反面､高校卒業後の受け皿を関係者

たちが余り考えていないことがあり､間違もある｡ソフィア大学の日本語学科が､より専

門的な ｢日本学｣の研究をする機関として位置し､4年後に日本語を身につけた高校卒業

生が入学してきても､初歩からの語学教育に限定されない専攻 ･研究パターンが選択でき

るようになることが理想である｡高校卒業生が日本の大学に学部留学するといっても､人

数が極めて限られるであることは明白だからである｡

ヴェリコ･タルノヴォ大学は､上記2つの教育機関､3つの講座と比べると､計画を､

ある程度前もって立てていたといえることもあり､新規開設された講座として､順調に運

営されているといえよう｡また､ソフィアから遠く離れた地で､既存の施設やレヴェルと

比戟するなどの情報も少ないことから､今後JOCVの日本語教師2人が中心となり､香川大

学の日本語教育副専攻過程の学生と共に､学科設立-の道を創っていくことであろう｡や

がて､専攻学科設置の運びとなれば､ソフィア大学と研究活動などの面で協力 した り､競

い合ったりできるであろうし､大いに楽しみなことであるO

いずれの機関でも､学習者はとても熱心で優秀との評判である｡ソフィア大学公開講座

だけだった頃と比べると､今日のブルガリアにおける日本語教育は､非常に明るい｡
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5 問題点

a ブルガリア大日本語教師不在 (上記 ｢2｣｢3｣の機関)

_TOCVの日本語教師は､着任後間もない万々が多いのに､機関を任された形で日本語

講座を運営しなければならない｡授業以前の､学習者数や授業時間数の確認から､

教室の確保などほとんど自分たちだけでしなければならない094年9月もl新入生

5:迎え入れるU)7=が､E]不団円 ｡外を通じて､郡俸験の方がほとんどであるO -殻

のブルガリア人にとって直接法は馴染みが薄いだけに､初物尽くしとなる｡

tミ教育棟関のシステム6･Jrjわか須こくさ

国内共通の問題だが､いろいろな情報を事前に入手するLT,が轟めて卑しい｡例えば

学期がいつから始まって､いつまで行われるのかといったことを含めてLy,前例に軍

らして予測はするものの､流動的を社会情勢なので､よく変わるO また,問題があ

りそうな場合でも､それを予防するということが少ないので､間蓮が発生した後で

をければ､動きが取射こくいし〕問題予測能力は､その教育機関での経験牽数t,I.比例

して向上するものなのでし着任間もない場合は､おおらかに構えるしかなtv㌔ 当然

このことは､現地の責任をと｡てくれる教師の ｢不在Jiと大きな関係がある,3

C 経済的な不安

今年初頭､前期を終えた後∴ソフィア大学では､教職員の着手アップ､学生の奨学

金アップを求かE/7日･ライキ惑L-か酎 こわたり実施された｡問題はそのままで､今

も残っていることから､またス!,ライキがあっても何ら不思議やはをいO生活を脅

かす形でEの､公共斜金の健上げや諸物機高藤が解いているo

d ソフィア大学にて専門科目を指導する教官がほとんどいないこと

昨年10月の段階で､学科4年生のほとんどが日本語能力試験 (コピJ i鹿を優秀

を成嬢で合格できるまでの日本語運用力を獲得しているO その後､4年生たちを指

導 しうる教官がほとんどいないのである｡ (例えば､学科の主任教官は日本の大学

にて教鞭をとっていたり､日本人と結婚して日本に住みついてしまった教官もいた

りで､当初の指導計画が実行されていない｡)学科4年生は､日本語学科の第一期

生であり､やっと､国内で日本語教育後継者を養成できるであろう､価億ある存在

なのであるoLかし､日本留学後､更に学生の実力を伸ばすような､大学としての

配慮がなさ過ぎることが､致命的な欠陥といえる｡けれども､悲観ばかりしていら

れないので､長い目で見た､彼らの処遇を考えてやらなければならない｡それを考

えるのも､現状では日本人教師だけになりがちなことが､やはり問題である｡

6 今後の展望

上記 ｢問題点｣にそって､その対応策を記しながら､今後を展望してみたい.

まず､aについては､ソフィア大学日本語学科5年生 (94年9月時)を､ ｢教育実習｣

を兼ねて､第18高校及びソフィア大学公開講座の新入生に日本語を教えさせることにして

いる｡基金の日本語教育専門家が､事前に5年生の指導項目のチェックとその内容を指導
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しておくこととすれば､大きな成果が確実に期待できる｡

また､JOCV教師をはじめ､ほとんどの日本人日本語教師はソフィア市内に住んでいるこ

とから､ ｢教授法研究会｣のような形で､共同作業が取 りやすい｡例えば､具体的には､

昨年後半に､国際交流基金の ｢日本語巡回セミナ-｣を実施し､新潟大学の土屋千尋助教

授と電気通信大学 ･東京学芸大学の加藤酒方教授におこし頂いた｡今後も (今年後半でも)､

今も不定期に実施している､日本語教師間の情報交換を今後も推進していくことによって､

間違解決の助けとなるであろう｡

上記 ｢問題点｣のbとCに関しては､日本語教師として特別な対応ができる性質のもの

でもない｡ただ､bに関しては､現地のいろいろな教官と意志疎通をよくしておけば､情

勢判断ほしやす くなる｡もっとも､テクニック呼ばわりするのは変ではある｡が､ブ)i,ガ

リアではもうしばらくは大切なこと､業務の一環として心しておくべきことといえよう｡

dの問題に対しては､ソフィア大学の責任者たちと何度も交渉してきているが､具体的

を解決策は確約されていない｡大学側としては､基本的に､日本語学科主任であるツペタ

ナ ･クリステワ氏が日本から戻ってきて､対応するのをただ待っているようである｡

既に述べているが､日本の援助を得て､ソフィア大学内に ｢日本語図書 B資料室｣ を設

置中であり､工事と､機材購入はほとんど済んでいる｡ソフィア大学内､及び在ブルガリ

ア日本大使館に日本研究のための図書 ･資料が ｢比較的｣豊富にあったのだが､今までそ

れらはほとんど活用されずにいた｡つい最近､やっとそれらの図書 ･資料を新たな ｢日本

語図書 ｡資料室｣に移動させることができ､活用されはじめている｡

それらの本の中には､専門研究のための貴重なものが多い｡日本語､英語､ロシア語の

順の書籍の多きである｡専攻学科学生にとっては､夢のような空間となっている｡また､

今後､もっときちんと図書整理ができたあかつきには､一般貸し出しも行っていく方針で

あり､専門の日本人司書の到着を待ち望んでいるところである｡

いずこの地においてもそれぞれの ｢間違点｣があるであろう｡ブルガリアに関しては､

今まで問題点があっても､対策を講じ切れずにいたといえるOいい意味でも､悪い意味で

も､社会は ｢自由｣の幅を増してきている｡その自由さの中で､問題を指摘し､対策を講

じる自由も大きくなってきたので､その気さえあれば､これからどんどん問題解決にも取

り組んでいける｡たとえ､ ｢外国人｣､ ｢客貞｣であってもである｡

｢ヨーグルト｣｢ス トイチコフ｣についで ｢日本語のブルガリア｣｢日本研究のブルガ

リア｣と言われる日も､そう遠くはなかろう｡ 以上
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