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0-はじめに

ここで分所の対象とする日本語教科書はモスクワ大学Ln開発教材で,_70年代初めの発行

ではあるが､現在もcIS地域の大学の11､2年次周教科書としてもっともよく使われている

ものである｡旧ソ連時代には､教育省発行の言わば ｢お墨付き｣ として､ほぼ全ての高等

教育機関の日本語講座に採用されーここ20年ほどのソ連/ロシア地域の日本語教育に大き

な影響を与えてきたO彼の地からの学習者の優れた日本語能力については灰聞するにとど

まっていたが､今臥 モスクワ大-の赴任を前に数名のuシア入学生 (皆､この本で育っ

てきた港代)と接する機会を得､従来からささやかれていたことが事実であると確認でき

たO日本語を学びをがら日東へ鉦 ミチャンスは希少､日本人と目由に交流する機会など望

むべくもか 1閉ざされた学習環境の中にあったにもかかわらず､旧ソ連のEjl本譜教育は質

自損こ非常に高い成果をあげていたのである.本音の分析 を通 じてその教育方法の特色に迫

り､今後の高等教育レベルlfj教材開発の方向性を探ることが本稿の目的であるo

l々 目標とする言語能力とその実際

本題に入る前に､これから祐介する教科書の搾 或 意 蔵と､ その実 現と して の 学 習者 の E3

本譜の特色についでふれておく｡

本書の発行年は21;摩 損上前､旧ソ捧削下に選る｡当時の語学教育のE!裾 ま､文書 中嵩書

の覇訳､要人の通訳に当たる国家の語学専門家の育成にあり､したがって目標 とされる日

本語は公式の場で通用する折 り目正しいものでなければならず､与えられた内容を正確に

理解し伝える技能の習得に焦点が当てられた｡

実際､ロシア入学生の日本語の特色としてあげられるのは､学習歴に比して億周語粂範

時が広めで巧みな運用力をもっている反面､自分の意見を組み立てて話すことが不得手で

あったり､不適切な漢語の頻用から変に整い蔚しぶりになったりしがちなことで､場面に

応 じた使い分けを課題として残 している｡

2｡教科書の概要

『日本語教材概説』､ 『日本語教材データフアイ)i,』の方式を参考に以下に概要を紹介

する｡

①書名 :『日本語教科書』 "y tle 6 H H K 兄n0H Cft0 ㍗O 兄3hIKa

②発行元 :旧ソ高等 一中等教育省

(参監修 :L v｡ゴロヴニン

執筆 :リヤプキン､ラバチェフ､パユソフ､ス トリジャック､ヤヌシェフスキー

④出版年 :第1巻 1971年 第2巻 1973年 第3巻 1973年

⑤体裁/ページ数 :B5判

/第1巻260ページ､第2巻224ページ､第3巻320ページo稔ページ数804｡
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⑥課数 :第1巻 13課 第2巻 13課 第3巻 14謀 計40課

①付属教材 :なし

⑧語菜数/漠字数 :

第1巻 第2巻 第3巻

400語 700語 815語 計1915語

190字 350字 391字 931字

1課 (1週間､7-8コマ)当たり40-50語/22-26字

⑨学習時間数 :第1巻 約150時間､ (1年前期)

第2巻 約150時間､ (1年後期)

第3巻 約160時間､ (2年前期)

[構成 ｡内容]

1)音声学 :部立てとしてほ第6課まで｡

91すす車･敏 き̂里カゝEl⊥J/ノへIJ一ヽ叶/11~Tl-1′IヽIYノ U

3)語嚢 :語柔論的知識の整理｡

4)文字 :カタカナからひらがな-0

5)テキス ト1:新出文型を用いた例文｡10-15文程度｡

6)漢字 :第6課から｡

7)テキス ト2:モノローグ形式の読解文0

8)イラス ト:必要に応 じて､練習間蓮の補助として｡各課1ページほど｡

9)テキス ト3:会話形式の読み物

10)解説 :テキス トに出てきた未習文型､語嚢､慣用衷現を中心に解説｡

ll)課題と練習閉塞 :代入､完成､変形 (口頭練習)､翻訳 (家での課題)

課毎の内容について以下に述べる｡第1巻は日本語の概論から始まる｡音声､文法､譜

菜､文字について概説したあと､第1課-3課は音声と文字 (カタカナ)の導入と練習に費

やされる｡4課5課でひらがな､漢字は第6課から始める｡

第1巻の トピックは次の通り｡

自己解介､挨拶､授業中の会話､ ｢私タチノ教室｣｢学生の一日｣｢私ノヘヤ] ｢私の

かぞく｣ ｢学生生活 (大学 ･私的な生活)｣ ｢十月社会主義革命記念日｣ 0

第2巻は ｢モスクワでの一日｣ ｢気こうときせつ (日本とソ連)｣ ｢旅行 (日本旅行)｣
｢市内見物 (モスクワ)｣ ｢オリンピック大会｣ ｢食堂車｣ ｢生活サ-ビスセンター｣

｢ソビエ ト社会主義共和国連邦の社会機構｣ ｢デパート (モスクワ)｣ ｢労働者の手紙

(手紙文)｣ ｢キャンプ生活 摘 記)｣ ｢メーデー｣ ｢郵便局｣
第3巻は ｢ホテ)i,｣ ｢プーシキン名称造形美術博物館｣ ｢文学による日ソの交流｣ ｢空

の旅｣ r日本の農業｣ ｢十 月社会主義大革命｣｢ソ連兼行の印象 (手紙文)｣ ｢日本の祭

り｣ ｢日本の地理 (自然と経済)｣ ｢工場見学｣ ｢動物園｣､ ｢民族芸術の夕べ｣ ｢病気｣

｢平和共存に関して｣､その他読み物｡
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3.特色

(1)教科書のタイプ

総合型教材｡文法項目+その応用としての読解が中心O練習間置の形で口頭表現､文革

表現も故うが､聴解に焦点を当てた項はないO基本的には構造シラバスを主､.話題､場面

を従とする展開｡

(2)扱われる嘉蓮

日本語教科書でありながら日本よりソ連についての爵轟が優先しているのは､前書きに

も謡われている通り､ ｢学習者が､蓄寮した知識を実際的なシチュエーションです ぐ利周

できる｣ことを狙いとしたた折)であり､当時uj湧実として ｢学習者の大多数が､ソビ ュ ー＼

連邦を訪問する日本人と交流する場合｣に日本語を必要としたためであるC日本について

の知識はその結果､中級後半以降に譲られる課窺となった｡また､これも当時の社会､国

家の要請として理解されるべきだろうが､題名から察せられるようにイデオロギー-色の強

い内容の課もあり､そこで裾介される語嚢はそうした色彩を帯びて日常性が薄 く∴ 抽象度

の高いものとなっている∩

(3)学習範療

『日本語能力試験出題基準』と比戟すると､時間数からLiTJlって､本書3巻の修了は3巌と

2顔の間に位置することになるO 語乗数が時間数に比べ少ないが､漠字数は2駿並みである｡

出題基準の各級短の文法項目サンプルリス トを参考に､本音の文型の範囲を見てみると､

3､4級の264表現形式車本番で教われていないと思われるものは12形式であり､さらに2

級の17'L形式中58､1親99形式韓7つが提出されてtJlる｡また 『日本語教材概説』の ｢日

本語教科番文型 旬文法事項捷彊課一覧衷｣との比較でも蒙の178宴型申扱われていないの

は6項 目 上 かどうか､連頗中止形､尊敬の ｢れる/られる｣～ ㌔-とが､何か-もの;iu;

みである｡以上の2点から､本書がカヴァ-する文型の範囲はいわゆる初巌にはとどまら

ず､中級以降に及ぶことが明らかである｡

したがって､本書は文塑的には初級から中級の半ばにかけて､語乗数は少な凱 漠字数

はやや多目の教科書と考えられる｡

能力試験出題基準

級 時間数 語嚢数 漠字数

1級 900時間 1万語 2000字

2級 600時間 G千語 1000字

3級 300時間 1500語 300字I

モスクワ大教科書

(4)遭出の仕方と方法 (教育場面の実際についての情報は後述の参考文献による｡)

①漢字

教師一学生間に､日本語学習において漢字は必須の要素であるという共通認識が出来上
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がっており､積極的な取 り組みを見せている｡ ｢1課 (1過)当たり22-26字｣は一見､多

いとは思えないが､捉示された漢字の読みを音訓同時にセットで記憶する7=けでな く､用

例の暗記も義務づけられるため､実際の量的負担はかなりのものである｡しかし､ ｢早 く

(音訓､熟語の)セットで覚えれば1度の苦労で済む｣､と意に介さない.漢字学習がそ

のまま漢語を中心に語嚢を拡大していく方途となっている｡

②語嚢

この項に関しては稲垣滋子氏による分所 (文献b)の紹介にとどまる｡

1)漢語の多さ

和語漢語の各巻の比率を 『日本語教育のための基本語嚢調香』の基本語二千､基本語六

千と比較した場合､Ⅰでは和語が漢語を上回り､和語 :漢語は54｡3:34.7と基本語二千

(57.5:38.3)に近い比率になっているが､Ⅱでは45.7:39｡3､Ⅲでは漢語が和語

を上回り､36.6:54.9と逆転するoこれは基本語六千 (45.4:46.9)と比較 しても

さらに漢語-の偏 りが大きいo
r)＼j*′7ヽ兼百′m一見-3{ムF什､′ノニ塀vノつ′く='

体の類の比率はⅠが全体に対し67.2､Ⅲが65.9､Ⅲが73.0となっており､各巻 とも基

本語二千の59.L はもちろん基本語六千の65.8をも上回っている｡

③文法

I)提出順 (前出 『日本語教材概説』の文型 ･文法事項提出課一覧表との比較)

初級範囲では形容動話の連出が遅め (最初の1/3に入らない)なことのほかは､一覧表

の5教科書と大きな異同はない｡

2)捻出仕方

･全体を傭轍､その上で基本または頻出形へと焦点化する｡ (例-形容詞の導入を

連体修飾機能を持つ3品詞 ;形容詞､形容動詞､連体詞の紹介から始める)

･形の重視｡形のもつ本義に拘る｡ (例 :｢～なければならない｣は仮定の ｢～ば｣

と､｢～てもいいです｣は ｢～ても｣と同課で提示)

･バリエーションを同時提示｡ (例 :動詞の導入は活用の種類､活用形を一挙にo

また､ ｢～たら｣と ｢～たり～たり｣を同課で提示)

･量的不均衡｡課毎の浸出量にはバラツキが見られ､課によっては (例えば動詞導入の

課)かなり過重ではないかという印象を受ける｡

4.学習者の日本語-の影響

上記のような特色はロシア入学生の巴本譜にどう影響しているだろうか｡前述 した ｢堅

さ､不自然さ｣は話題から来る漢語-の偏 りに一因するが､扱っている文法項目範囲の広

が りと慣用表現の多きから見て､よく言われるように ｢簡単な文法の枠組みに竪い語 (漢

請)を載せて話すため｣というより､教育目的に応 じて捷示する場面を限ったため､ある

特定の公式の場面のための表現力はついているが､それ以外の場面については知識不足で､

場面に応 じた類似表現の使い分けが後になっているせいではないかと考えられる｡ また､

教育場面での漢字学習の重要性の強調と､ ｢正しい｣日本語という価値観刷込の強 さ､学

習者のより上級､大人の表現への好みも漢語を選ばせる大きな要因となり得よう｡
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.5.ロシア日本語教育の現状と教材開発の動向

近年の急激な政治桔勢の変化とそれに引き続く体制崩壊は､ロシア社会に大きな混乱を

もたらした｡外国語教育もまたそうした状況と無線ではありえない｡国家の語学専門家育

成という従来の外国語教育の目的がその足場をうしない､変容を迫られている一方で､語

学そのものはビジネス､即ち､金に結びつく技能として一般の熱い注目を浴びているO 事

実､雨後の葛の如 くあらゆるレベル､年齢層､目的のた釧 こ様々なスタイルのコースが開

講され乱立の趨向さえ見られる｡日本の情報が教材という形を含めて入手可能となった現

在､新設､既存を問わず多くのコースが教科書の切 り替え､新教材の開発に目を向け始め

て い るのは 当然のこ と と 言 え る Oモス ク ワ大学もその例外ではない｡｣

本書の教材としての価値は学生の日本語能力の高さが証明するところだが､しかし､一

読､気づかされるのは盛 られている内容の古きである｡共産主義イデオロギー濃厚な課に

ついては大学では教師の裁量で内容を差し替えたり過去の歴史と割 り切って指導したりし

ていると言うが､社会生活全敗に時の流れがもたらす変相 こついては､うまく対応するこ

とは敦 しいoまた､ ｢古封 は事情知識のみならず日本語そのものについても言えること

で､制作者がふれ､我が物とした日本語の時代がしのばれる｡このモスクワ太教科書を是

としない最大の理由は革〕はりそうした内容の古めかしさにあるだろう ｡

だが.､現在起きている新教材 ′＼の移行の多くは日本で市販されている教材の採用､既製

数酎 こ追随した形での開発と､言わば標準化の方向-向かっており､しかも従来の方法論､

教材のもつ価値についての検討は等閑にされたまま､変わることにのみ急であるO上述の

分析からうかがえるように､TIJ･シアの日本語教育は語菜､文法､漢字と全般にわたって盤

白の方略を展開しできた｡,本書も. ｢初級｣の範臥 発出の難易度順の妥当性､一回転の

提出量の副審など､日本製の敦薪を見慣れた目には初級教科書の枠から大きく逸脱すると

見えながら､結果､優秀を学生たらの育成に寄与している｡その実演こそ､今後の大学レ

ベル専攻コースの日本語教材開発に示唆するところ大であり､轟々が学ぶところも多いO

安易な標準化よ射まロシア的方法論のさらなる分所と検討が待たれる所以であるO
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