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1 はじめに

海外での日本語学習者数は着実に増加している｡ことに､海外の初等 ･中等教育におけ

る日本語学習者数は､1990年から1993年の3年間に43.5万人の増加をしめし (国際交流基金

海外日本語教育期間調査 1993年)､著しく拡大 している｡これらの初等 ･中等教育の日本

語教育の担い手のほとんどが､日本語を母語としない非母語話者教師である｡

非母語話者である日本語教師は､自らも日本語学習者であるという経験に基づいて学習

者の持つ問題点に対 して適切な支援を提供できる､学習者 と同じ母語 を使って適切 な説明

や指導ができるなど､日本人日本語教師にはない特質を持 っている｡今後も非母語話者 日

本語教師の活躍の場がさらに広がることが期待されるが､その養成についての実践報告や

研究はまだ少ない｡

本稿では､ ｢語学指導等 を行 う外国人青年招致事業｣ (英語名meJapanExchangeand

TeachingProgram以下JETプログラム)参加者を対象とした ｢JET青年日本語教育研修集合研

修｣の1994年度の実施状況を報告することによって､非母語話者日本語教師養成の一つの

可能性を示 したい｡

2 JETプログラムの概要

JETプログラムは､中学 ･高校等における外国語教育の充実および地域レベルでの国際交

流の促進を目的として､地方公共団体が自治省､文部省､外務省､財団法人自治体国際化

協会 (英語councilofLxalAuthoritiesforhternationlRelaitons 以下CLAIR)の協力のもとに

実施している｡開始から8年日を迎えた1994年度には､11か国7ilから4185名の外国青年 (以

下JET青年)を招致している｡

JET青年 の職種 は､地域 の国際交 流活動 に従事す る国際交流員 (coordinatorfor

IntemationalRelations 以下CIR)と､中学 ･高校等の外国語教育に従事する外国語指導助手

(AssistantLanguageTeacher 以下AIJ)の二種である｡CIRは地方公共団体の行政部門に配

属される｡その主な職務内容は､国際交流事業への協力 ･助言､地域住民の異文化理解の

ための活動への協力､外国語刊行物の翻訳､通訳などで､職務上日本語の実用的な運用能

力が求められる｡これに対 して外国語教育が職務であるAIJは､資格として日本語能力は

特に問われていない｡

JET青年の配置先は全国津々浦々におよぶ｡外国人が非常に少ない地域への配置 も多 く､

地域レベルの国際交流においてJET青年が果たす役割は大 きい｡また､その職務を終え帰国

した後 も､日本での経験や日本語を生かし､日本語普及や対日理解促進に貢献することも

期待されている｡特 に､日本語普及という点では各国での期待は大きい｡米国のアイオワ

州では､アイオワ大学がJETプログラム帰国者を対象にl年の日本語教師養成講座を開講 し､

その修了者には州政府が教員免許を授与して中学 ･高校に配置している｡また､英国で も

ノッティンガム大学やロンドン大学に日本語教師養成コースが近年開設され､その受講資

格を満たすものにはJETプログラムの帰国者が多いことが報告されている｡ ほ2
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JET青年が日本での生活を円滑に過ごすため､また､帰国後対日理解を深めていくために
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も､その日本語能力の向上が望 まれる｡日本語能力向上には､ ｢本人の努力だけでなく､

関係諸機関による配慮､環境作 りが必要である｣ 榊という視点から､cLAIRでは来日前の

日本語教材の配布などの日本語学習に関する支援を行っている｡

その支援の一つである ｢JET青年日本語教育研修｣は､ ｢日本語学習および日本語教育技

法の習得機会を与えることにより､外国青年の日本語能力の向上および帰国後における日

本語普及等 を通 じた対日理解の促進に資する｣ 榊ことを目的に1993年度から実施され､

呈994年度には25号名が受講した｡受講者は､ ｢契約更新を希望する外国青年のうち､①日本

語での日常会話に不自由せず､かつ②基本的な日本語のしくみを理解 している者で､受入

団体が推薦 したもの｣亨i5の中から選定されるO

この研修には9カ月にわたる通信研修と､その受講者のうち日本語教育に強い意欲をもつ

ものを対象とした､実習中心の2週間の集合研修がある｡

3.i 通信研修

通信研修は次の ようなシステムで実施されている｡受講者は6週間ごとに送 られてくるテ

キス トとテ-プを学習 し､テキス トに関連 したタスクに答えて､CLA沢に提出するo

CLA悦の委託 によりタスクを作成 した日本語教育研究所が､受講者の解答の添削 d評価を

行い､受講者に返送する｡テキス ト全6冊のタスクにおいて､相応の成績を修めた受講者に

修了が認められるO

テキス 日豊日本語の文法 ･音声､言語学習 ｡異文化間交流など日本語及びE3本譜教育に

関する基礎的知識を提供する内容となっている｡

3.2 集合研修

｢集合研修｣は､通信研修の受講者のうち､ ｢日本語教育に対 し強い意欲を持ち､かつ

高度な日本語能力 を有する者で受入団体が推薦した者｣加の中か ら選定されたものが受講

できる｡定員は60名である｡選定の一つの条件として､日本語能力試験2級程度の選抜テス

トが課せられている｡

研修 は､大津市 にあ る全 国市町村国際文化研修所 (JapanlntemationalAcademyof

Municipalities JLAM)との共催で､2週間にわたって行われる｡研修内容はcLARからの委

託を受けた日本語教育研究所が企画する｡以下に､1994年度の実施状況を報告する｡

4 集合研修の実際

1994年度の集合研修は､前期 (1995年2別 3日-24日)､後期 (同4月i7日-28日)の2回

にわけて実施された｡受講者は前期37名､後期34名であった｡

4-1 日標

本研修の目標は､まず､受講者が自国で日本語教育に携わるために必要な実践的な力を

養成することである｡ ｢教える｣という点では､受講者の 日本語教授経験及び将来教える

であろう環境は多様である｡そこで､研修は､受講者全体がある特定の教育方法や技術を

学ぶ場ではなく､受講者が個々に通信研修や講義等で得た知識を実習 という実現の機会を

得ることによって､より確かなものにする場となる｡

また､本研修の受講者は日本語学習者でもあるため､日本語を ｢数える｣前提としての

｢日本語能力｣の向上も研修の目標の-つとなる｡しかし､受講者の日本語学習歴は多様

でその 日本語能力も一様でないため､ ｢日本語能力｣に関 しても受講者が個々の目標を目

指すことなるO また､将来自軌 二帰ってから個々がおかれた状況に応 じて経緯的にE3本譜
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を学習していく必要性があることから､本研修では日本語そのものの トレーニングよりも､

自律的に日本語学習を行う能力をつけることに重点をおく｡

4-2 研修内容

(i)｢教える｣能力の養成

研修の時間割は図1に示すとお りである｡前半は､実践的な知識を提供することを目的と

した講義と､様々な授業モデルの提示を目的とした教室活動ワークショップと日本語学校

見学にあてられた｡講義はそれぞれの専門の講師によって行われ､教室活動ワークショッ

プは実習指導講師である4人の日本人日本語教師が担当した｡ここでは､通信研修及び研修

前半で得た知識の実現の場としての ｢実習授業｣とその準備 ･評価について説明する｡

図1 時間割

I 2 3 4 5

曜 日 9:30-10:40 10:50-12:00 13:00--14:lO 14:20--15:30i15:40-16:50

I 月 t… 入寮 開校式 オリエンテ-ン′ヨ/

2 火 ■ E3本語学校見学 弱点診断 ーテス ト ニーズ調査

3 水 コースデザイン 言語習得概論 実習準備

4 木 対照言語論 異文化理解教育 実習整備

5 金 リソース 教室活動ワークショップ 実習準備

6 月 実習準備

7 火 実習 準備 と評価

8 水 実習 準備 と評価

9 木 実習 評価

く実習準備)

受講者はABCDの4クラスに分けられる｡A-B､C-Dとい うペアを組んで､ペア内で相互

に授業を行う｡つまり､実習授業の半分をAがBを教え､あとの半分をBがAを数えるとい

う形を取る (C-Dも同様)｡

授業内容は､教えるクラスのメンバーのニーズ調査 (研修2日目実施)をもとに､組み立

てる｡ここで重視されるのは､決められた教科書をどのように教えるかではなく､自分の

教える学習者が必要としている項目を選び､どのような方法で教えることが有効かを模索

することである｡メンバーの誰が､何を､どのくらいの時間教えるかに関しては､準備時

に話し合う｡必ず1回以上教壇に立つことが義務づけられている｡

実習準備は､図2のような流れで行われる｡

図2 実習準備の流れ

指導講師の助言 指導講師の助言 指導講師の助言

ニース

調査 ･分析

話し合い

教授項目決定
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各クラスには指導講師が1人ずつつき､実習準備の段階か ら教授内容 (日本語)､教育方

法などについての助言を行うC指導講師は受講者のニーズに応 じて､個夏服こ対応する｡
/′二ナナJ-A.-､
t､夫月現/チ

教室内では､一方のメンバーが教師となり､もう一方のクラスのメンバーが学習者とな

る｡数 える側のメンバーで教師として教壇に立たないものは授業観察者となる｡このよう

に､実習では､受講者は教師 ･学習者 ･観察者の視点から授業を見る体験をする｡

<評価>

様々な角度からの評価をうけることによって授業の可能性を拡大することをねらい､実

習授業の評価は以下のような方法で多面的になされる｡また､このような多面的な評価の

体験が､実際に教師 となった時､他の教師と協力しあう姿勢や自らの授業を自らの力で改

善 していくことにつながることもねらいとしている｡

①実習授業後にこっのクラスのメンバ-がそれぞれの立場から意見を出しあうo

②学習者 となったクラスのメンバ-が､数える側のメンバ-瑚 乍成 した実習評価表を記

入する｡

③二つのクラスの指導講師が授業に対するコメントをする｡

④実習授業の録画ビデオを見て自己評価するO

(2)日本語学習能力の養成

は 本譜学習能力を高める｣ことは､現在の日本語力を知 り､必要な能力を明確にする､

自分の学習に必要なリソ-スや学習方法を知る､その後自分自身の学習計画を立てる､最

終的に実施に向かう､さらに評価を経て新たな学習活動に取 り組む等の一連の循環活動が

自律的に行えることだと考えられる｡この循環活動が自律的に行えるようになるには､ま

ず自分 自身の学習を意識的にとらえる必要がある｡この研修は､今までの自分の学習につ

いて振 りかえる機会であり､自分自身の学び方を様々な角度から見る機会を得ることによっ

て自分の学習を意識化する場であると位置付けられる｡

本研修では､日本語学習能力を養成するため､次のようなことを行つ蔦O

まず､研修開始時に自分のE]本譜能力を知るために弱点診断テス トを行 う｡それを自己

採点した後､2､3人で結果を比較 しあい､お互いにこのテス ト (文法 ･聴解 ･読解 ･語秦

等の問題)から日本語の弱点を確認する｡

研修中の講義､日本語学校見学､教室活動り-クショップや他の受講者の実習授業の観

察などを､自分の学習を意識的にふ りかえり､今まで知らなかった学習方法や学習リソー

スを知る機会であるととらえ､学習の可能性を広げていくことの一助とする｡

研修後 に､個々の受講者がその後の日本語学習計画を作成し､ 日本語教育研究所に送付

する｡ 日本語教育研究所では､送付者全員の学習計画を一覧表にし､フィー ドバックを加

えて再び受講者に返送する｡受講者は､自分の学習計画をよりよいものへと修正する｡

このほかに､研修中の学習を意識的にとらえる方法として学習 日記をつけることも奨励

されている｡この日記をもとに､指導講師から日本語に関する個別的なア ドバイスや学習

カウンセリングをうけることができる｡

5 研修を終えて

受講者の研修に対する評価は､研修後の自由記述のアンケー トでは､ほぼ全員がなんら

かの形で ｢役にたった｣ ｢良かった｣と記述しており､おおむね良好であった｡
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･他の人の授業をみることによっていろいろなアプローチやアイディアを学んだ｡

･実習後のディスカッションから授業に関する多くの情報を得た｡

･学習者として授業を受けることによって多くの日本語を学んだ｡

･日本語を指導講師からだけでなく､他の受講者からも学んだ｡

などの指摘が大半をしめ､受講者が教師 ･学習者 ･観察者という立場を体験することに

よって､ ｢教える｣方法だけでなく､日本語も多く学んだことがうかがえる｡また､学ん

だものの多 くが受講者同士のインターアクションから得たものであることも着目に値する｡

その反面､盛 りだくさんすぎる､実習にあてる時間をふやすべきであるなど､ ｢教える｣

ことに集中するほうが望ましいとする意見もみられた｡

一方､指導講師が研修中に書いた日記 (受講者からの質問 ･要求､気付いた点について

記述)や研修後の反省会から､次のような指摘が出された｡

まず､指導講師としての役割という点では､受講者の支援の求め方によって変わること

は予測 されていたが､-貰して日本語 ･日本語学習 1日本語教育の各々の面での受講者一

人一人の援助者であり､学習をささえる人的リソースとしての役割を担っていた｡

授業活動や教材作成などに関しては､受講者同士でアイディアを提供 し合うことを通 し

て質的に向上し､バラエティーに富んだものになっていき､指導講師自身も学ぶ点が多 く

あった｡しか し､授業で教えている文法や漢字､表現に正確さが欠けるなど､ ｢教えたい｣

内容についての理解が十分でない面が多く見られ､今回の実習ではこの点での支援が指導

講師の重要な役割の一つだったといえる｡

また､将来､どんな機関で､どんな学習者を対象に教える可能性があるのかという情報

がないため､研修のポイントが定めにくいという指摘もあった｡

6 結びにかえて

他の受講者の授業や受講者同士から日本語を多く学んだことは前述したが､教えるため

に受講者自身が ｢教授内容｣を理解しようとする努力､即 ち日本語を ｢学ぶ｣ことへの努

力も､研修の随所で見られた｡

また､ 日本語運用能力が高いこと､語学教育の経験が豊富なことなど受講者同士がそれ

ぞれの得意な面を生かして､教え合い､協力 し合う場面も多く見られた｡さらに､本研修

の受講者のもっている学習者としての視点が､日本人日本語教師が ｢教える｣ために必要

なものを考え直すきっかけとなったことも付け加えたい｡ これらのことは､日本人日本語

教師とも協力関係を作 り､連携していく可能性を示唆している｡

教育の成果を見るのには長い年月を要する｡集合研修も1995年で3年目を迎え､多くの受

講者がすでに帰国している｡この研修のさらなる充実のためには､受講者が研修後そして

帰国後 どのような形で日本語教育に携わっているのかを調査 し実態を把握することも必要

となってくるだろう｡ (三隅:国際交流基金､八若: 日本語教育研究所)

注:

i. (11か国: オ-ス トラリア ･カナダ ･中国 .フランス .ドイツ ･アイルランド.ニュージーラン ド･

韓国 ｡ロシア ･英国 ･米国)

自治体国際化協会 ｢平成7年慶一外国青年招致事業一受入団体マニュアル｣p.10

2.上田孝 (1995) ｢海外における日本語教育｣ 日本語数育86号別冊 日本語教育学会 p.125-126

3. 自治体国際化協会 ｢平成7年度一外国青年招致事業一受入団体マニュアル｣p.157

4-6. 同 p.158
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