
ポーランドで､日本語表記の教材を作成する

アダム ･ミツキェヴイチ大学 久山 宏

一介の文学読者 ･文学訳者の私のささやかなお話は､日本語教育学や言語学の豊かな研究成

果に根ざしている､などとはお褒めの言葉をいただけるはずもそのつもりもなく.単にポーラ

ンドにおける日本語教育史の-駒をスケッチするにとどまります｡ポーランドを仕事の場にし

ておられない大方のみなさまの､普遍的なご関心をいただけそうもない主題です｡

｢お褒めの言葉｣とご主人にすりよってくる飼い犬のようなことを申しましたが､ただ今.

すぼらしい日本語での発表をお聴きになられたばかりの､同僚､アンナ ･コメンジンスカさん

に日本語表記を教えた､という点では､自信を持ってみなさまからご褒美をお求めできるので

はないでしょうか｡アンナさんは､ポズナニ日本学科の第一期生ですOということは､私が日

本語表記を教えた第一期生でもある｡在学中から､もっとも優秀な学生でした｡卒業論文でも

心理学的観点から漢字を取り上げ､卒業後は日本でもその分野の研究を積んでこられました｡

彼女は､日本学科で後輩たちに表記を教え､数年前からは私と共同で教材執筆に携わってもい

るんです｡怠惰な性の私を若い力に後押ししていただいている形ですが､我々の仕事は､活字

として刊行される近い将来にみなさまのご批判を仰がせていただくことにして､ここでは目を

過去に､それもポーラン ドの過去に向けていたい､と思いますOすなわち､今日までにポーラ

ンド人学習者対象に作成されてきた表記教材の作成方法論をふりかえること｡その歴史を簡潔

に記述すること｡

今回の連絡会議の基詞講演の部では､アルフレッド･F･マイェヴイチ教授が ｢ポーラン ド

の日本研究｣の歴史を､物語ってくださいました｡隣りホールで開かれている日本関係図書展

の案内でもあった訳ですが､実は先日､教授と共にその支度に励みながら､話し合ったことが

ありました｡それは､日本関係図書のなかでは ｢意外にも｣日本語教材がもっとも少ない､と

いうこと､さらには ｢意外にも｣刊行された点数の大半をなすのは表記の教材だ､ということ

でした｡小辞典 ･会話帳を別にすると､ポーランドで刊行されたのは､主に既成教科書 (『日

本語Ⅰ』『日本語初歩』)-の注釈なのでした.

このことも､私の口から､表記教材小史をお聴きになる際に､お忘れになっていただきたく

ないんです｡私の報告は ｢試｣｢行｣ ｢錯｣｢誤｣の四節に分けられますが､流れ ･うね りを

語らせるだけの量の歴史史料が存在している､ということです｡

[試]

漢字の何 もかもが､新しかった｡珍しかった｡

いろいろと､試してみた｡

1970 『日本語 経済を専攻する人の 放)okI』(ワlレ.hワ中央計画統計大学)
[引用参考書:『基礎日本語コース』(長沼直見著)『新選漢和辞典』(小林信明編)､コヒ1- 岡
崎恒夫]

<当用漢字表/読みにくい漢字語/総画索引/行書 ･草書一覧表/中国新旧字体対照表 /同
訓異字要覧>
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i971 『日本語文法大要』ZaLySBTamaEykljgzykaj'apo,7'skl'eg(〕(ワ舶ヤワ中央計画統計大学)
<当用漢字表>(AlTL-.I,Ne王sG1.i『最新漢芙辞典』からのコヒO-)

i97呈 『漢字入門』wpL･OWadzezu'edoKaniJ'(ワルシャワ中央計画統計大学)

[翻訳原本 meFL-TStSteptoKan)Lb.paL･lI(大阪外国語大学編)翻訳 シダムント ヒeエン柑]

1970-71年に､ワルシャワ中央計画統計大学 (現 ｡ワルシャワ中央商業大学)が刊行した三冊

の仮名 ･漢字の解説を含む百歳語教財には､はっきりした種本がありました｡大胆にも 『漢和

辞典』や 『漢英辞典』の一部を複写してしまった二冊は別として､注目されるのは､大阪外国

語大学編集 [TheF主TstSteptoぬrbi] 第一部を基にした 『漢字入門 』という教封です｡1969年

に出た原本は､今日でも三部作として入手できる評価の高い教材ですが､その日本語部分のコ

ピーを左ページに､英語部分のポーランド語釈を右ペ-ジに収めて耐梓された教封です｡

個々の横手の成立と意味に焦点を絞った教封で､熟語も言語生活における重要性を基準に選

ばれた､というよりは､漢字の意味の証明として提出されていますoこうした単漢字の形と意

味-の関心は､漢字提出順序にはっきりと反映してきています｡

見やすい例として､145番～156番の漢字配列を引いておきますO

[-進一達-過-逮-追-逮-奉-運一速-引-強--今風-]

ついでにいえば､ポーランド人日本語学習者の目前に現れた最初の表記教粛鹿本の方法論

(字形による漢字配列)は､後に､伊藤芳牌 『日本語漢字入門』 (1978年 与国際交流基金)に

よって､極限まで推し進められることになりますOその典型例｡

[-矢--･+知-医一区-失--->鉄-丙一癖-義-完->金一院->]

さてh ｢種本_j｢ニ貫ピ･-1 ｢帝訳｣と独創性を否定するような概念を並べましたが,もう一

つついでに､今私たちが立ち止まっている ｢試みの時代｣に､ポ-ランドで複写という行為が

意味したことも､思い出しておきたい､と思います0

1970年前複数年にわたってワルシャワ大学白泰学科講師を務められた工藤幸雄氏が著され

た､ 『ワルシャワの七年』 (1977年 -新潮社)の一節 : r印刷機接国家の統制下にありt大学

にはコピ-の機械はおろか､日本式の謄写版すらないのですから､もっぱら黒板にたよらざる

をえない｣ ｢どうしてもコピーを作 りたい ときは､商社の支店の世話になりました｡

卜 -)コピ.I-せ ここで作っていたことは､内務省当局につつぬけに知らされていたと､あ

とで聞かされました｡｣(205東)

｢コピー｣または ｢コピー+翻訳｣による漢字教財三点は､当時ワルシャワ中央経済統計大

学専任講師だった岡崎恒夫民主等の下に作成されましたo岡崎氏はコピー機を利用する可能性

をお持ちだった訳で､また著作権法にも寛容な時代だったのでしょう｡ただ､ここで､続く

｢力行の時代｣の副主人公さらには主人公となられる岡崎氏を弁護しておきますと､彼が三冊

のコピー教科書用に選ばれた漢字情報は､漢字の現在 (当用漢字表 ･読みにくい漢字語 9総画

索引 ･同訓異字)と歴史 (行草書 e 中国新字体 iさらには [TheFirStStepbKaru'i]を協力者の

ポーランド人に翻訳させた､という事実そのもの)をほぼ漏れなく包括し得ていたのですo

[行]

ワルシャワ大学に､すぐれた理論家 ･力行の士が現れた｡

その方法論､実践の軌跡､反響､協力者 ･後継者･･-････

今日､被の仕事をどう読むか｡
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1973ヴェスワフ ｡コタンスキ (日本語校閲及び音字 ･小原雅俊) 『日本語表記例文集 ｡ ･年
生用』

WiealawKotadski(Konsultadajgzykowaigr'afikaMasatoshiKohara)
Teksb,donaukt-plsmajapon'sk)egcPdlaITDku(ワルシャワ大学)

1976ヴェスワフ ･コタンスキ (日本語校閲 ･岡崎恒夫/書字 ･足立和子) 『日本語表記 ･第
二階梯』

WieslawKota丘ski(Konsultaqaj甲ykowaTsuneoOkazakl.Gra丘kaKazukoAdachl)
DL･uBT'slopien'naukL'pJSmajapα言sk]'ego(ワルシャワ大学)

1980ヴェスワフ ･コタンスキ/岡崎恒夫 (音字 ･岡崎恒夫) 『日本語表記例文集 ･一年生用
教材』

WleSIawKota丘ski,TsuneoOkazakl(Gra丘kaTsuneoOkazakl)
Teksb,donaukJ'pIsmajapon'sklegO.SkLWEdIastudenLdwITOkuJaponjstykJ(ワルシャワ大学)

1986岡崎恒夫 (書字 ･岡崎恒夫) 『日本語表記 ･第三階梯』

TLIZeCutOPJem'naukL'pl'smajapon'skiego(ワルシャワ大学)

｢力行の時代｣の主人公は､先ず､ヴェスワフ･コタンスキ教授ですO早くも1946年､コタ

ンスキ氏はワルシャワ大学卒業時に 『漢和辞典における配列』と題された論文を執筆されてい

ますが､二十七年後の1973年に第一部が刊行された 『日本語表記例文集』は､まさにその漢字

配列の点で､世界的にもユニ-クなものです｡

彼の論理的な思考の跡を追ってみましょう｡

(1)どういう漢字をどういう順序で提出するかは､(特に教室以外の場所で漢字との接触が行わ

れない環境では)一定の庶別にしたがって定められなくてはならないO開かれた教材 として

の ｢言語生活｣で学ばせるべきではない｡

(2)教育漢字や (当時の)当用漢字の一覧表よりは､漢字使用頻度の統計資料を尊重するべきo

なぜならば､漢字規制は使用頻度統計に基づきながら国の方針で揺れ動く可能性を持ってい

るから.すなわち､漢字の現状はまず統計に反映する､という確信O

(3)小学生を対象とした表記学習の第一段階では具体的な意味内容を持つ漢字のみが提出される

のが望ましいが､外国の大学生は当初から概念を表示する漢字により強い知的好奇心をかき

たてられる｡また､統計資料は､抽象的意味を持つ漢字の方が使用頻度が高いことを示して

もいる｡

こうしてコタンスキ教授は､国立国語研究所の行った統計に基づきながら､漢字リス トを作

成します｡ 『日本語表記例文集 ･一年生用』から､使用頻度百十一番目の漢字 ｢緩｣の項を､

参照ください｡左ページの例えば親字 ｢経｣の左上にある(111)は漢字番号､その下には【1.585)

という使用頻度のパーミル (千分率)が示されています (ちなみに､もっとも使用頻度の高い

漢字 ｢-｣ ｢日｣の場合､仝漢字中に占める割合は､約十パーミルつまり一%ほどです)O形

態的に類似した漢字や旧字体がその脇に､下段には読みが示されていますCさらに十文字ずつ

を一課に組んで､既習課に登場する漢字からなる熟語を巻末にまとめて提示する｡こうして､

漢字で書かれ得る日本語語臭については､ほぼ ｢閉じられたシステム｣を作成されたわけで

す｡また右ページには､熟語を用いた例文の仮名 ｡漢字-の書き直し練習問題が集められてい

ます｡

このおそらくは世界的にも新しい方法論によって作成された教材の不幸は､練習問題にあり

ました｡コタンスキ教授は､当時ワルシャワ大学に留学中だった､現 ･東京外国語大学教授小

原雅俊氏に例文のチェックを依頼してはいるのですが､まだ 『現代国語用例辞典』のような資
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料が刊行されていなかった時代でもあり､ (先ほど述べたように)抽象度の高い漢字とその熟

語を可能なかぎり平易な構文に収めようとした無理が出て._目太語として不自然な文が数多く

出てきてしまった訳です｡いってみれば､用例によって､単漢字を熟語のなかで生かし･閉じ

られた教材を開く､という点で十分な成功を収めなかった｡私がこの教材と出くわしたのは

1987年ですけれども､熟語用例の選ばれ方に生理的な不快感を抱いた一方で､著者の日本語表

記という混沌を整理せんとするカ葉には､強く感動しました｡

不自然な例文は､岡崎恒夫氏が協力者となって1976年に出版された 『日本語表記 ｡第二階

す｡これから､際立った例をあげて､改訂の跡を示しますが､今回の報告のために73年版と80

年版をテキスト批評的に辻べてみることでt文学読みとして強い軸的快感を覚えたことを告白

しておかなくてはなりません｡

(i)i973 二人は今まで見合いもしなかったC(22d)

ま980 彼は今まで､見合いをしたことがなかったO

(2)iq73 会議-は､四分間ほど行きますO(2419

1980 会議は､指分間で終わりましたG

t3)1973 学者の間にも,発見者がいる_vt34a)

i980 その発見者捻.アメリカの学者です｡

榔 i973 部長の静に､ラッパ手が二人立ったC(J希ia)

1980 プランデ-ジ8オリンピック会長のわきに.ラッパ手が十人立っていたD

(5) i973 パリは今でも学問の本山です仁も45b)

i980 メッカは､イスラムの泰山である.

i973 中大は国立大学であると櫨思わない｡(J壇8aj

iLj80 日大が国立大学だと思っている人がいるO

も77iLj73 その会社の前を日々八九度ぐらい通ります.(72a)

iL)80 今削ま九度もあるから､会社に行くのをやめる¢

(8)i973 戦地-行く軍人は､気分がよくなかった｡(93f)
呈980 あれは戦地に行く軍人たちです｡

(9) 1()73 書生時代は私は､地理学にも関心があったO(99e)

1980 むかし学生のことを書生といった時代があった｡

日0日973 女人は女というより言い方より気高そうですo(108g)

呈()80 女人とは女のことで､今で娃こんな言い方をしません.

まさにふさわしい対話者-後継者が見つかった､と評するべきでしょう｡それでも､コタン

スキ教授も負けていませんで､ 『第二階梯』序文には､こう書かれるのです｡ ｢初版出版後数

多くの日本人から例文の不自然さを指摘された｡しかしながら､著者の考えでは､表記の練習

を目的とした書き取り文は文法的に正しければそれで十分で､意味 ･文体 ･もっともらしさな

どは､問題にならない｣(6頁)と｡この断言は､言語教材を言語生活に開くことを放棄した.̂間

のそれで疑問がありますが､いずれにせよ 『第二陪棟』を最後にコタンスキ氏は､表記教科書

執筆を降りられるのです｡

第-部改訂版からは､使用頻度の表示さらには部首についての情報が消え､熟語だけが並べ

られています.こうして､岡崎氏の手が入った第一部改訂版以降のワルシャワ大学表記教科書

は､訳語の記載されていない熟語辞典に練習問題集を加えたような形態になってゆきます｡そ

46



の最終 『第三階梯』が出版されたのが1986年､私がポズナニでH本吉!披 講Liの教帝を開始する前

生てこす_

[錯]

首都を遠く離れたポズナニに､先行者の業叢を乗 り越えようとする不時者がやってきた｡

その轄乱 した足取 り=--･

1988久山宏-I『｢日本語の書き方｣補助教材』
KoIChiKuyamaMateL･jatypomo血czedoLlaukjpISmaJaPOn'skJCg()(アダム･ミツキけ イチ大学)

1990久山宏一 『｢日本語の書き方｣補助教材 第二冊』

KoIChiKuyamaMaleL･jaiypomocnjczedonauk)'plsmaJapon'skICE()ZcszyLdrugl
(アダム･ミツキェウイチ大学)

さて､ポズナニ市のアダム ｡ミツキェヴィチ大学に日本学科が開設されると同時に､図書交

換制度によって､ワルシャワ大学から日本語教科書､すなわち表記三部作を頂戴します｡担当

者として､大学一年生に与えるには情報が過大だ､という印象を持ちます｡さっそく必要最低

限の熟語だけを抜き出した 『｢日本語の書き方｣補助教材』を､ワ-プロに打ち込んで出版し

ますOその次には､情報を節約しすぎたような気もするし､漢字間のつながりも説明したい

し､反対語 ･同義語などについても教えたくなって､第二冊をまとめますCこうして､私も表

記教材作成の泥沼に足を取られていきましたO

さて､ワルシャワでは何が起こっていたのでしょうか｡私は､岡崎氏は 『第四階梯』 『第五

階梯』を続々と執筆しておられるのだろう､と推測していたのですが･-

1989年のある日のこと､日本語の本を借りにワルシャワ大学日本学科に入って､書棚を見ま

した｡すると､ここまでみなさまに長々と物語ってまいりましたワルシャワ版表記教科書が棚

の隙間を詰めるために使われていた訳です｡嫌な予感がしました｡後でわかったことですが､

岡崎氏は 『第三階梯』までを活字にするだけして表記の授業からは手を引いておられた｡後継

者たちはもうコタンスキ ･岡崎教科書を使ってはおらず､図書館のゴ ミになっていたのですO

ポズナニの日本学科は､ゴミを大量に頂戴したことになりますけれども-･

これも後で知ったことになりますが､当時岡崎氏は ｢ポーランドの日本語教育 ･日本研究｣

(宮島虐機編 『もっと知りたいポーランド』所収 ･1992年 ･弘文堂)と題されたェッセイに､

次のように記されてもいました｡ ｢漢字教育には､かなり重点をおいている｡漢字だけを別に

教えるのではなく､常に会話実習で使うテキストに合わせて授業を進める｡ (･･ -)という

ことは､その年に使用される教材によって教える漢字が違ってくる訳で､教える側は毎年異

なった漢字教材を準備することになるが､刻々変わる国際情勢や日本の言語習慣に合わせた教

材の漢字を教えるやり方は､学生からも高い評価を受けている｡｣(326頁)とO ｢漢字だけを別

に教える｣ ｢毎年同じ｣教材としての漢字教科書の著者のお一人が､それの存立を正面から否

定されたことになり､呆れるほかありませんでしたが､教育が創造的活動である以上､方法論

を切り替えることもあるいは教育そのものから撤退することも､それに携わる者の権利の一部

なのでしょう (現在は会話教育に専念されている岡崎氏は､奥様とご共著でポーランドで最初

の本格的な日本語自習教科書を出版社に渡された､とお聞きしております)0

私事に戻りますと､今は錯乱を続けながらも､ [BasicKartF1枚)ok]の漢字提出順序に従いな

がら､個々の熟語-例文を付し､辞書的機能も持たせた教材を作っています｡しかしその編集
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原則をご説明申し上げるのは､冒頭に申しましたように､いずれ完成 した暁ということにいた

しましょう｡

一言で申しますと､コタンスキ ･岡崎教科書の静から抜け出せない私には､どうしてもある

程度閉じられた教材-の憧れがあり､大袈裟に響くでしょうがポーランド文化に貢献したいと

いう野心もあるO [BasicKardi放)ok]を代表とする現代のすぐれた教材には､ ｢漢字のグル-

プ分け｣によって順列的にではなく分類的に漢字の混沌を整理する傾向があるのでしょう (コ

タンスキ教授は､順列娃作られたものの､グループ娃作られなかったことになります)oそれを

さらに､熟語用例集として整理し(その観点から､策波大学の教科書は私にとっては､雑然とし

すぎているように感じられます)､ポーランド語の訳語や索引も付けています｡･･･--ま.それ

はしかし､出来てからの話ですO

[誤]

そして.1995年一･･ ･ - ㌔,大出版社が.ポ-ランド全国に､漢字赦材を売り出した｡
その著者の､方法的誤解.

ま99.5ポグスワフ と,jヴァク 『日本の文字辞典』

Bogus壬awNowak.two-紙ikZnako'wjapon'skich(ワルシャワ)

さて､今年1995年には､ポー-ランドにおける日本語表芸己教財の歴史において特筆されるべき

事件が起こりましたCポダスワフカ/ヴァク民の 『日本文字辞典』が､ワルシャワの太出版社

から､一般読者向桝こ発売されたからです｡

この書物のプラスは､第-に発行部数が多いこと くその啓蒙的役割は､巨大なものでしょ

ラ)､第二に仮名についての説明が懇切丁寧であることですが､遺憾ながら,漢字部分娃決し

て高く評価することができません｡コタンスキ氏の導入した頻劇 厨親字配列とも､新しい教財

が試みている漢字の形態的 ｡意味的グループ分けからも後退して､日本の小学校における教育

漢字の学年別配当を盲目的に採用し､個kの漢字の重要度を無視して提出熟語数を五つにかぎ

り､ざっとページをめくっただけでも､ ｢候鳥｣ ｢耳漏｣ ｢倉敷料｣ ｢司牧的｣ ｢列聖式｣

｢責め道具｣といった､かなり特殊な語嚢が見受けられ (本書には著者紹介が載せられていな

いので､その正体すら実は知らされていないのですが､ ｢列型式｣はじめ ｢聖｣の熟語の異常

なほどの ｢充実｣ぶりなどから､キリスト教宣教に従事しておられる方ではないか､と推測さ

れます)､しかも著者は序文で､ ｢熟語を見れば漢字の読みが憶えられるだろう｣(42頁)などと

うそぶいている.-漢字に一義だけを対応させた索引にも､実用性の点で問題があります (例

えば､漢字 ｢暁｣の意味として､ ｢場合｣｢折り｣の類語としてのそれのみが採られている)0

これは､ ｢漢字学習は語嚢学習である｣という最近の日本語教育のコンセンサスをすっかり転

倒させて ｢単漢字の読みを憶えさせるために語桑を選ぶ｣とする発想なのでした0

--時もない批判を行いましたが､こうした試行錯誤も表記の重要性を学習者に知らせる

に足る教材が誕生するまでの産みの苦しみのようなもの｡コタンスキ氏が､四半世紀以前に

『日太語表記例文集』序文に誇り高く記されたように､ ｢日本語表記接きわめて困難だが､そ

れを愛する者は､豊かな文字伝統を持つ日本文化を理解する鍵を得る｣(51頁)のですから｡

ポーランドというごく地域的な話題を取り上げましたが､なんらかみなさまのご体験と結ぶ

ところがあったならば､幸いです｡
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