オランダ 申ライデン大学に於 げる 日本語稚文授業
ライ デ ン大学

大宅

意夫

はじめに
現在に掛 ナるライデ ン大学のE
3本語教育は80
年代初頭までの ヨ‑ ロ ツパ一般に見 られたよう
な､主に文献解釈を中心 とした伝統的な大学教育から､経済の低成長下でのオランダ文部省の
教育政策､ とりわけ財政縮小 と教育改革による在学期間の短縮､従来 の教育に加えて日本の経
済発展 とそれに伴 う現象について現代の様々な分野に関する研究の必要性､またそれに加えて

8
0年代のいわゆる日本ブ‑ムにより様々な動機 をもった学生が従来を
こ比べると大量に入学する
ようになった ことによるなどの条件により､教育を短期間で効果的に行 うとい う希望を満たす
ことが期待 されている状況下で､ 日本語教育はそれに見合った読む､書 く､話す､聞 くといっ
た能力を相互に均衡を保 ちなが ら効果的に育威 しようとする道を模索 している｡ ここではこの
四技能 の癖で今まで 比較的研究 L
.報告の少なかった作文授業についてライデン大学の3年次で
行ってきたL
j蕃語作文授業に焦点を絞って述べる｡
i 授業の目的

本学の学生は読む と言うことについては ､i
年次か らの購読､解 釈等 の講義 ､演 習で､蛮
た､話す､開 くとい うことについては1
1
年次から3年次までの必修会話実習 と4年次で の選択会
話実習でそれぞれ学習するが､書 くことについては1年次前期の書き取 りと2年次通年の蘭文和
訳､及び､3盆次通年の作文綬章 で実習する機 会があたえられ ているC(
別紙機関報告 のカリ
キュラムの項参照)
. 日本語を普 くとい うことは読むこと､話す ことと密接な関係があ り､切 り
離 して考えることができない事､及び､ とくに日本語表記の性質か らその学習にかな りの時間
を要するとい う問題があるが､テキス トの解読に不可欠 とい う制約か らは漢字教育を積極的に
進め､主体的意思疎通の道具 としての日本語文章表現の可能性を最大 限追及するとい うことと
四技能の相互フイ‑ ドバ ック､活性化とい うことを含めての観点か ら 日本語教育 中級授業の一
環 として3年次前 e後期(
各期 1
3週で1
週1
時間､計26時間)
を通 して必修科 目として 日本語作文を
実習するQその目的 は学生がそれ までに学習 した文法､表記､態､漢字 ､ひらがな､カ タカ
ナ､お くりがな､てにをは等の知識を確認 しつつ 自分の見聞､観察､思考等を授業の中で 日本
語作文にし､この実習を通 じて日本語を書 くことに慣れ､ 日本語文章表現 を意思疎通の道具 と
して円滑に使いこなせる様になることであるOそこで､以前には学生 は教師が添削 した作文を
単に受動的に確認す るだ 桝 こ終わ りがちだったものを､まず教師が学 生の文章の中で誤 りや改
正の余地のある部分に傍線を引きそれを指摘 し､学生に推敲 させ再度提出 させてそこで最終的
な添削をす るとい う2週間を単位 とする二段階の作 文指導方法を とることに より､学生が 自分
で問題の発見､訂正､推敵を行 うことでより自覚的に 日本語の様々な局面 を確認､理解､学習
することを促 した｡

2 学習者の背景
作文授業を始めるまでに学生は書 くことに関 して次に挙げる授業をすでに履修 している｡
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1年次では 1週間に 1時間の書き取 り授業 (
前期1
3時間のみ)
で､初めの 7週間でひ らがな と
かたかなを使っての書き取 り､それ以後､漢字かな混じり文の書き取 りを実習する｡その方法
は教師が 1クラス40人前後の学生に20から40字程度の短文を初めは聞 くことに集中し二度 目は
文節 ごとに発話､三度 日に確認､訂正する方法で約35分の間に1
2文程度を読み､それを学生が
漢字かな混 じり文に書き取るものであるが､その教材は現代日本語演習で用いられる自主開発
教材テキス トであ り､書 き取 りの内容は数週間前に日本語演習で学習 した文法､表現､漢字等
を材料にして教科書の例 文を教師が類似の文にしたものである｡前期試験の対象 となる漢字の
教は300超度である｡ 1年次における書 くことについての実習 は以上であるが､同じテ キス ト
を使って漢字､ひ らがな を穴埋めする嘆字テス トを後期試験で必修 としている｡この試験範囲
の漢字は自習､学生は一年を通じて合計約7
0
0の漢字を学習することになる｡
2年次では願文和訳の実習が通年 1逸聞に 1時間行われ､前もって与えられた蘭文を予め和

訳しておき授業の際黒板 に学生が和文を板書 し､教師が添削するものである｡学生はこの 2年
間で 日本文を書くことに慣れるがその内容は短文で､また与えられた文であ り自分の見聞､意
見をまとめて日本語の作文の形で述べることは個人的に日本人と書簡 の交換経験のある数人を
除いて皆無に近い｡

3 授業の構造 と実際
4
5分の授業は初めの説明及び質疑応答の部分 と後の実習部分から構成される｡初めの10分程
度は前週の作文について､かな りの人数に共通 している文法､語集､表現などの誤 りや注意す
べき事項について教師が説明､補足 し､そのあと作文実習 (
3
5分程度)を行 う｡前期の授業は 2
年次で学習 した蘭文和訳授業の補強 と重要基本文型の再確認を兼ねていて､蘭文和訳問題 5間
と作文で合計35分程度実習する｡ この授業構成で学生が実際に作文に費やす時間は凡そ1
5分か
センチ メー トルの方眼紙縦書きで行間を1
行空ける書式で400字を一応の
ら20分程度であ り､1
目標 とする｡そのときの作文の題は一週間前に知らされるが､予め準備することが望ま しい旨
を確認する｡後期は作文 のみで､作文の題は実習当日教室で知 らされ る｡辞書や ワー ドタンク
の様な機械の持ち込みは何の助 けもなくその場で学生の実力で作文する とい う基本方針 か らは
望ましくないが､授業開始時期に漢字の力はともかくも語兵力､表現 力の不足がかな りの学生
に認められることか ら､漸次自己の実力による作文を目指すとい うこ とと試験の際にはこれ ら
の手助けの手段一切 を認めないこ とを確認 してこれらの教室内‑ の持ち込みを許容す る｡た
だ､辞書を,
引 くとい う習慣は大切ではあるがあま りそれに頼るあま りそれに費やす時間が大き
すぎると思考の流れや作 文の量を増やす とい うことを妨げることにな りがちであることか ら後
期には多少誤っても自力で作文をすすめることを指導する｡後期の終 りまでに35分程度の時間
内に6
0
0字程度の作文ができることを目標にする｡
4 作文の題材

前期は主に自分自身に関係 した様々な事象､後期は嫌々な文章に親 しみ出来るだけ様 々な文
体を通 してそれ らの話題 について書かせる様にする｡前期の例では､私のこと､一番大切な も
の(
こと)
､秋､私の一 日､私のホビー (
趣味)
､夢 (
眠っているときに見る夢､ こうなった らい
いと思 う夢)､テレビと新聞について､ 日本語 とオランダ語､子供の境の思い出､私の好きな
(
嫌いな)動物など自己の周辺に題材を求めることにより比較的楽に作文を進めることが出来る
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よう配慮するがプライバ シーに触れ られたくない とい う学生 もいるこ とを考慮 してすべての作
文はフ ィクシ ョンとして扱 うとい うことを確認 してお くC
後期では様々な種類の文章に親 しみその表現能力を広げることをめ ざして､ 自分の部屋を描
写する.
.手紙(
恋文)
を書 く､新聞記事を書く､ よく知 られているお とぎ話を書 く､創作する､
料理 レシピを書 く､性について､自分の異文化体験についてエ ッセ‑ を書 くとい うことなどに
題額を取った0
5 添削方法

前期には教師は学生の答案の中で文法､表現､漢字､かな等の誤っている箇所､不明確な箇
所､及び漢字を書 くべき ところがかなで書かれているような箇所に赤色の傍緑を引きそ こに正
解を記入 して添削する｡ その際必要に応 じて注意を喚起するよう説明 を加えるO後期か らは前
に述べた二段階の添削方法を採るが､学生の自己点検の際の便宜を図 るため文法､重要な表現
K.
)
､ひ らがな(
Hi
t
.
)
､カタカナ (
Ka日､語意 (
voc
.
)
､意味不明(
り
)
､
などには二重の傍線､漢字 (

意味は理解できるものの推敵の余地があるもの (
〜〜)等の記号を用いた｡ これは学生がただ誤
りを指摘 されてもそれが いかなる種類のものかを判断できない場合が 多いことと時間経済の理
由に依 る

｡

ら

辞職基準

前期においては 5間の蘭文和訳 と日本語作文を折衷的に行 うため本 来目的 とする日本語作文
0点 とす るO蘭文和
だ削 こ全力を集中することが出来ないがー採点配分は蘭文和訳 50点.作文 5

訳においては(
作文においてもそ うであるが)
普通の日本人が読んでその意味が通 じることが前
提 と,
なる｡基本的な史法覇道､時制､態の理解がある程度整っていて多少の誤 りがあ‑
)
てもな
削､
んとか意味が通 じる合格点を58点とし.それ以下基本文法の誤 り､語桑､漢字等を含めて弓
ものに 5点､回答の和文から正解がほ とんど理解 し舞いものを 4点 とするQこの際学生の回答
は蘭文を文頭か ら文末までの前文翻訳を試みたことを前提に採点する｡合格点以上に問 しては
漢字やかな等に多少の誤 りはあるもののほぼ正解に近いものを R点 と し､ これ以下誤 りの程度
に応 じて段階をつ けるが 一
番重要な点はいかに文法が理解 され､それ が正確に表 されているか
とい うことである｡ 当然評価基準の軽重は文法､時制､態の理解に重 点を置き､それを学生に
日常よく認識 させておかなければならないC

5分か ら20分で40
0字
作文においての評価基準はその量 と質である｡量 に関 しては前 期では 1
0字程度の作 文で文法､時
を一応 の目安 とする｡量 と質が相 ともなって評価の基準 とな るが40
制､ 態､表現､語桑､模字､かな等にほぼ問題のない者 を30
点 と し､特 に動詞､ 形容詞 の活
用､時制の誤 りが見過ごせな い程度に現れる場合は最高25点程度 とす るQ漢字での誤 りの場合
いくつかの税れ方が考え られるが､漢字が正確に書き表 されていない場合は簡単な注意ですま
されるが､L
粧語または蘭語訳を通 してその文脈か らみて誤った選択 と して現れる語費に関 して
は学生の自己点検の結果を待ち､添削 し､証を加える｡後期の作文についても同様に評価する
が､この際､個人の自己点検､誤 りの反復等の程度について も十分注意を払 う｡

7 将来に向けての課題
学生の作文を限 られた時間の中で如何に個別的にきめ細か く指導で きるかはカ リキュラム､
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予算､学生数､教員の質 と数､教材､学生の意欲等が相互に関連する 中で決まるが､一層 の教
材の改良､データの整備 ､解析が必要であろ うC特に､学生個々人種 々の間題の所在､それに
対する自己点検能力､反復す る誤 りに対する自覚､回復努力の有無な どを､学生個々人のデー
タの蓄積によ り分析できればより細かい指導の基礎 となるであろ う｡ 今､電子機器 を用 いての
時間経済､効率､効果的 な教育､事務処理､また､教師及び学生間の 相互の情報の交換が 日本
語教育の中で今後の課題 としてみ られるが､作文指導の局面において も上に述べたような要素
についてのデータベース の実現を見れば､教師の意志 と実行力が伴 うことを前提 とするな らば
かな りの質的､量的な効果を期待できるであろ う｡
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