
海外における日本語教師養成講座の一例
ドイツ社団法人 ｡日本語普及センター

兵略 光晴

私ども ｢ドイツ社団法人 ･日太語普及センター (フランクフル ト｡アム 8マイン市)｣で

は,昨年 (1994年)相月の開設以来､日本語教師の養成を一つの重要なテーマとして取り上げ

てきた｡センターの日本語授業そのものは日本からの専任派遣教師4人で始まったが､まもな

く-h人が過赦し､その後は等仔3人と､非常勤の講師数名で運営さきもているC日章語講座の受

講生は開設当初70余名であったのが､その後着実をこふえ､毎学期110-1120名が登録しているの

が現状であるO

日本語教師を全部日本から派遣される専門家で充当できれば､それに越したことはないoL

かし､現実には纏営1の観点からしてそれは不可能であるO従ってある程度は現地在住の人の

なかから日奉語教師を採用せざるを得ないoさいわいフランクフル トのような日本人居住者の

多いところでは､教育レベルもかなり高く､時間の余裕もあり､また教育への意欲をもってい

る日本語教師適格者がかなりいるはずだoそういう予想のもとに日本語教師養成講座を開設す

ることにしたOこの見通しは一応あたって姥いたが､予期しない困難専)あっ東ニo

元来海外で日泰語教師養成という大事業をやることが､基本的に可能なことなのかo不可能

ではないにせよどの程度のレベルのものがやれるのか凸日本国内の場合と同礎をこ教師養成講座

の各種の項目や分野にわたって専門知識を備えた講師を用意出来るのかOこうした点を考えれ

ば答えは否定的にならざるをえないoLかし､教師養成を必要とする要素は厳然として存在す

るDそこで､相反する二つの要素をいかにして調和乃至は妥協させるかが､現実の問題となっ

た｡

はじめセンタ-では教師養成講座の期間を一応 1年とし､毎回 1時間半で週2回の授業を予

定した｡しかし､実際に受講者を募集しても､その時点での応募者はゼロであったGこれは海

外という条件の特殊事情によるものと思われるoEj本から赴任してきている居住者あるいはそ

の配偶者のなかには､教師養成講座に関心と意欲はもっていても---年 という期間は長すぎると

いうのである｡いつ本社からの指令で帰国することになるかもしれない｡したがってあまり長

期にわたる予定はたてにくいというわけであるoやむなくセンターでははじめの予定を大幅に

変更し､期間を三カ月に圧縮したカリキュラムを組み再募集したOその結果､5人の受講生が

現れ､講座は一月遅れの5月から開講された｡

本束なら1年でも不充分と考えていたのが､三カ月ではあまりに短い｡ほんのエッセンスだ

けしか講義できないだろう｡とくに実習面に時間をあてることが難しい｡このような不満が初

めからあったが､事態は予想外に好転したO受講者の大半が実際に教師養成講座に参加してみ

て､日本語教育の奥の深さと､むつかしさ､そして自己の知識の不完全さに気づかされ､もっ

と勉強したい､しなければならないと考え､受講の継続を希望するようになった｡このため

三カ月の期間終了後に引き続き第2期の講座を継続させることになった｡

日本語普及センターの各クラスは春､秋､冬の3学期制で､夏の期間はインテンシブや個人

レッスンあるいは漢字のワークショップなどにあてられる｡このため教師養成講座も夏期は開

かれず､1年は3学期である｡上記のような事情で､受講者のメドがついたこともあり､昨年
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の秋学期には新しい受講者のためのクラスと､第2期日の受講者のためのクラスの 二本建てが

可能 となった｡こうした事情に基づきカリキ土ラムの内容も大幅に改め､当初のもくろみ通

り､年三回､一年で終了という態勢をとることにしたO

このような潅韓のもとに1995年の冬､春､秋の3学期の講座のカリキュラムが組まれた｡日

本語教育連絡会議に提出した資料がそれである｡

冬学期はL-1､春学期はL-2､秋学期はL-3のクラスと称しているo各学期とも週 2回の授

業の半分は理論部門､半分は実習部門と規定している｡実習部門には教育実習のほか､教授法

にかかわる各種の講義や､当センターで開発 ･使用中の教科書についての解説､教案作成など

も含まれる｡理論部門は文法､音声､語褒 ･意味､文字 ･表記などの基本項目が中心であるo

L-3クラスでは､日本語の方言､日本語の歴史､国語学史のほか､言語学の初歩知識､対照言

語学､社会言語学などにも触れ､さらに日本の政治､経済､社会についての日本事情､日本文

化も一応取り上げることになっている｡

カリキュラムを見てお気づきになるかと患われるが､文法､音声などをそれぞれ完結するも

のとしてはとりあげていない｡つまり文法が終わってから次は音声といった仕組みにはなって

いない.これはもしその学期だけで受講を終えたとしても､それぞれの項Ejの基本的､初歩的

な知識だ桝ま身につくようにいう考え方からである｡はじめに基本的なことをや り､逐次内容

を高めていくようにするのが､海外という特殊環境の元では効率的であろうと思われる｡文法

と音声の講義が一回置きになっていたり､L-3のレベルで､文法や音声の補完という科目が組

まれているのもそのような配慮からである｡

全体を通じて理論部門では､文法が 11回､音声が 6回､語費 ･意味が5回､文字 ･表記が

4回予定されているoこのほかLl3クラスで､文法補完が3回､音声補完が 1回追加される｡

実習部門のうち教授法に関しては､別紙カリキュラムに記載のような内容のものを取 り上げ

る｡し 3の実習部門の時間に取り上げる日本事情､日本文化は日本語教師としてこの程度のこ

とは知っていなくては困ると思われるものを重点的に取り上げたo例えば日本人の生活慣習と

しての十干十二支や時間､方位､六曜など｡また､生花､茶道､焼き物､歌舞伎､能､狂言な

ども対象にあげてある｡

初めにも触れたように､各種､各項目の全般にわたって専門的な知識を教授することは不可.

能である｡当センターの教師養成講座はそれ自体で完結するものとしては考えられていないo

究極的には受講生各位の自発､自啓にまつほかはないが､そのために必要な一応の手引を与

え､ごく初歩的な知識､能力を酒養しようというのが､その趣旨である｡

日本国内で行われている日本語教育能力検定試験を特に意識したものではないが､これを受

験しようとする受講者には一応役立つような内容となっている｡当センターの受講生のなかに

は既にこの検定試験をクリヤーしていながら､主として実習面での経験をつむ目的で受講して

いる人もいる｡そしてまた､センターの講座を終えて､センターの日本語教育現場に非常勤講

師として勤務している人も数名いることを付記しておきたい｡海外での日本語教師養成のささ

やかな一例として御報告した次第である｡
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臣ヨ本 語 教 港市養 成 講 座 カ 7} 単 二且 ラ ム (1995)

∈第 五 普持つ - 理論部門 ;原則として毎週月曜日または火曜日 (雀5分Ⅹ2-節_gO発き

i--i (冬学期) i L--2 (春学期) . L..L--3 (秋学期)

1F日本語概論 ･日本語教育 ･特赦
i(藤看護 ･閑音節 ･語噂)歴史

音声(9イントネーション (機能
種類,聖)プロミネンス

2ぎ文法①品詞分類 (学校文法按習)文法⑥助動詞の馨類と用法 (続)
喜 品詞相互間の甜遠軽 … 副詞の者類と用法

音声①音声器官と発音 ･母音,
子亀 半母音 ｡音声蓑記 ｡甜音

文法⑦接続の甜係 廿テンスとア
スペクト･語の凍感 ｡形式名詞

文法②動詞の分類 (所V･能VF文法⑧岸音譜 ･擬発語 ･凝惜語
自･飽Ⅴ,アスペクトから) 外来語

音声②音声と音義 環境,分布
異音,最小対語,有気 ･無気昔

文法⑨授受表現 ｡条件の義顎
ムード (依艶 禁止,命令等)

文法⑧動詞の清風 音便,て形 f文法⑩ヴォイス 宅可健,自簸
た艶 ます艶 辞書影,形容詞 ⊇ 愛執 使役磐)

7日 音声③音節 や的 撞 ･-ラ)五十 き文法⑳待遇表現 宅敬語,卑語)
三音図7アクセント や敬,記号 ぎ 文休(forw l,informal)
文法㊥形容詞杭き く特徴,接嬢)語薫①語薫と語糞体系 o語の形

遍=召=≡===⊆⊆=--- -遷= -
音声◎アクセント続き (変花) i文字 o孟記①平顧名,カタカナ

が行鼻轟麓 母音の無声偲 芦
____-__-.____ 一日_一､_｣

I!OZ文技(斡助詞の億革と用払
書 弓 ｢がlと ｢はlの比較

ロ- マ字 ｡漢字の成り立ち

文字 ｡表記②蔑字の合成手掌畷
字鉢と意味や漂字の緒導法

語嚢②語の溝鼠 語貴史 辞書 芦
[

語薫◎意味論 ｡語の意味二意義
嵐 意味搾乳 抑圧,転用等

- --1
語糞④意味論続き

誤用文の分析続き

語費(参意味論続き

誤用文の分析続き

文字 ｡表記⑳藻草かな混じり
区切り符号

文字 i未配㊥現代仮名適い
助数詞 匂不確定

i文法補完①動詞の分断 i｢】
､､･-ヽ1.～..＼TrL_llll-I.JILl.

∋文法補完⑳助動詞の周鯛続尊 書

文法補完◎助詞の相法比較 l

音声補完◎ア夕食 ントの変推
E綬章き

仁第 2 喜田コ - 敏捷経 書実習部門 :蜜剤として毎題永曜日または木曜日
車前草の45分

iH 直接法と対訳法の長短 F絵バ為ル,テープ,VTRなど i田本語の方言 少方言地図 Q東西i

2lコースデザイン･シラバス Zテスト,評価,能力試壌

穿3f文型教育 (代人 変W,拡大) F誤用文の分析と研究

I41外国語教授法の各種 F教育実習①ビデオ

I5,教案の轄介 (MJ,初歩等) L教育実習②ビデオ続き

i6i会話と談話,文と文章 Z教育実習⑨ビデオ続き

l万葉仮名 o上代特殊 サ定家仮名 暑

∈国語学史 ･山田,梼*,時枝ら暑

I言語学初歩 (構造 ･変形生成) L

(対照言語学 ｡社会言語学

F日本事情①政治,経済

71軌 上級の指亀 中級教科書 .F数育実習◎ !日本事情⑳社会 宗艶 .覇道 lE

ぎ8!発音指導 (MJのドリル等) !教育実習◎

i9J聴解指導 (MJのオーラル等) F教育実習◎

1101タスク,ロールプレー J教育実習⑦

!日本事情⑳生活慣習,干支 時 さ

日本文化①茶道,生花,

日本文化②歌舞伎,能,狂言

*後半の45分はセンター･テキストの解説及び教育実習
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