
ドイツの学生と新聞を読む - ｢新聞講読 ｣ の授業から-
J.凱 ゲ-テ大学 (フランクフルト)

量感干香子

海外で日本語講師として仕事をする場合､受け持たされる授業は､ほとんど語学としての日本語の､

特に演習の授業である｡筆者の場合も､ドイツの-大学の日本学科で､主に初級および中級レベルの語

学の授業を担当しているが､唯一t_ ｢新聞講読｣という名の授業も庵年夏学期に行っているo当学科の

カリキュラムや学生のEj太語力など､限られた条件の中ではあるが､この授業はそれなりに姦しく進め

ることが出来てきた｡以下､この ｢新聞講読｣の授業の紹介および報告とするo

ii r新開講読｣(笠ei加m95且ekも態re)とい う複葉

この授業は､週 ti回90分のものを12-13週､経年夏学期に外国人講師 は 奉人講師)が行っている｡

対象とする学生は､これまでに週7コマ 日 コマ-45分)の ｢現代口太語｣の授業を3学期間受講して

おり､第二学年後期 (日本語を学習し始めてから4学期目)に入っているO過去4年間の ｢新聞講読｣

の受講学生数は5-12人だったりほかの語学の授業と違って､期末試験は行わず､出席と活動内容評確

による成績を班しているo

芸や新聞の調達

日本国外でE3本譜を教える場合､まず日本の新聞を調達するのが稚 しいという閤鷺があるo当大学は

財政的にたい-ん厳しく､学科が新聞を購読するような余裕は残念ながらない｡フランクフル トは､貴

い日本の銀行やその他の企業の駐在事務所が多いので､講師が個人的に話を付け､毎週､2日からi週

間遅れの新聞 (日本経済新関)を､ある会社の事務所から譲っていただいている¢また､当大学の日東

学科の学生がフランクフル ト空港日本航空のグラウンド業務のアルバイトをしているので､空港のラウ

ンジで要らなくなった新聞を譲ってもらうように蔑み､学生が2㌢ヨから5Ei遅れの新聞 ll朝日､毎臥

産経､読売､たまにスポ-ツ新開も)を講師のところ-運んでくれている｡国外で教える場合,新聞入

手がもっと困難な所はたくさんあると思う｡しかし､このごろはインターネットなどでも新聞が読める

ようになり､今までの形の､新聞を手に取ってペ…ジをめくって読むというだけが新聞を読むことでは

なくなるわけであるO-応､筆者が行う授業では従来の形の新聞を入手して､それを使って授業をして

いる0

3. 学科内における授業の位置付け

当学科は､日本文学研究が主体になっている｡日本語学習の初心者から､大体ひとりで文献に当たる

ことができるようになるまでの各レベルの学生の語学演習コースを､日本人講師が一人で受け持ってい

る｡したがって､新聞講読の授業も学生の語学力の流れにしたがって進めたいという希望がある｡つま

り､日本語の学習を始めてから4学期目の学生が､これまで習った現代日本語文法を復習しながら､語

臭や文型を増やし､さらに新関の文体や語嚢などにも慣れることを意図している｡そして､授業の中心

的な活動として､今の日本で新聞に取り上げられている事柄を理解し､情報を収集または要約し,それ

ぞれの事柄に対して自分の意見を日本語で述べられるようになることを目標としている｡

当学科の学生は､この ｢新開講読｣の授業を履修した後､語学の演習としては､作文を主体とした

｢中級日本語｣の授業-進むことになっている｡

4.学生の活動

｢新聞講読｣の授業をするに当たって､学生には､この-学期間､庵週の自宅での作業として､大き

く分けて次の三点を習慣づけて行 うように､第一一回目の授業のときに告げている｡

① 日本の新聞を読む｡

⑦ ドイツの (学生自身の母語の)新聞を読むD

③ 毎週の宿笛プリン トをするO
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上記①については､初めの数週間は日本の5大全国紙 (朝日､転日､読売､産経､日本経済)を学生

ひとりひとりが実際に手に取 り､各種記事を探したり､新聞同士を比べたりする作業を行うoまた､そ

の後､取り上げると適当だと思われる記事を講師がコピーして配り.見出しを読む練習をしたり､実際

に記事の文章を読んで内容把握を試みる.つまり､学生は､この-学期間の義務的作業として､日本の

新聞を複数､自宅に持ち帰ったり､特定記事のコピーを読むという形態で新聞に触れることになるO

さらに､庵回の授業で話題に上った事件などに関連する記事は､講師の目に止まる限り日本の新開か

ら切り取り､学科の掲示板に張って､学生の目にも触れるようにしている｡余った古新聞も､学科の廊

下に積んであるので､うちでもさらに新聞に触れたい学生は持ち帰 り自由である｡

上記②の､ ドイツ語の､または学生自身の母語の新聞については､なるべく毎日､自宅で購読してい

る新聞､または図書館などですぐ手に取れる新聞に目を通してもらい､特に日本と関係のある記事や国

際的大ニュースは切り抜いたり､コピーを取ったりして授業に持ち込み､その内容を､自分の知ってい

る日本語で簡単に述べてもらうO毎回のg]分の授業のうち､15-30分は､学生の口頭発表の時間に当て､

発表してもらうc数師は,発表の内容によって､その話題でよく使われる専門用語や新聞に特有な語句

を紹介 (板書)しながら､各学生の発表が討論の形に発展するように仕向けるのが嘩想であるO (｢私

もその事件について∞ 新聞で読みました｡｣｢それについて､私はこう思います｡｣｢私が読んだ新

聞には､こう書いてありましたO ｣など)

宿超プリント (上記③)は､毎週授業で扱う内容のまとめとして､通常A4-枚に限り､質問事項を 5

-7問プリントしたものを渡し､質問に簡潔に答える文を書いて提出させる｡これは､授業中に口頭で

話し合ったものや､授業中に扱った内容をさらに発展させたものを､書き言葉でまとめさせることを目

的としている｡

5. 学習到達目標

教師側から､この授業に盛 り込みたいと考える到達目標は次の5点である｡過去4年間の授業では､

大体この内容をこなすことが出来たと思う｡

a. 新聞の構成を知り､記事の種類を判別する｡

b. 新聞から必要なデータを読み取る｡

C. 記事の文章内容を理解する｡

d. 構成および内容において､各新聞間､および ドイツの新聞との比較をする｡

e. 授業で取り上げる話超に関して､自身の考えを口頭で､および書き言葉で簡潔に述べる｡

6. -学期間に行 う各種作業の内容 (参考資料宿窺2例参照)

以下､13週間にわたって行う授業 (およびまとめとしての宿題)の内容を見ていくが､それぞれのテー

マで特に注意して習得させたい文型や語嚢なども合わせて説明する｡

土工 新聞全体を見て各種記事を探す｡全国紙5紙を比べる｡ ドイツの新聞と比較するO_

全国紙 5紙において､社説､天気予報､連載小説､死亡広告､漫画､投稿欄､テレビ･ラジオ番

組､スポ-ツ､外国の出来事､株式､料理､人生相談､求人広告､映画 ･演劇嚢内､新刊図書､地

方のニュースなどを探させる｡この作業で､日本の新聞の標準的形態を知り､全国耗間においても､

特定の種類の記事の有無や形態の違いがあることから､それぞれの新開の特徴に気付かせる｡

さらに､全国紙5紙を比べ終わった後､日本の新聞をドイツ (ヨーロッパ)の新聞と比較させるo

ここでは､ ドイツの新聞が横書きなのに対して､日本の新聞は縦書きである､というような基本的

な比較から､ ドイツの新開に比べて､日本の新聞は小さい記事が多く､ときどき記事がどこに続い

ていくか分かりにくい､日本の新開は政治家などの顔写真が大変多い､など､日本人ではなかなか

気付かないような事柄の指摘もあったO

団 上に挙げたいろいろな記事の種類の呼び方

匡璽 存在の表現 0〇ページに□口があります｡

口口はCに)ページにありますo
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比較の表現 Aは (Aでは/Aには)～ですが､Bは (Bでは/Bには)～ですo

AはBに比べて□口が～です｡
AlーLnLl̂ _一一⊥
jt官よi)より′'〉lJ~90

Aに比べて､Bのほうが～です｡

｢あなたが日本に住んで新聞を購読するとLJたらtTどの新聞にしますからそれはなぜですかo｣

という質問を出し､各学生がどんな新開を好むか､その嘩由をお互いに話し合うとおもしろい｡

匡璽 仮定の表現-,推量 白判断の表現 ～たら～でしょう8/だろうと思いますo
理由の表現 それは-だからです.

起 工乏ヒ巳､_ラジオ番組

ここでは､平日の覇､題かける前にどのラジオ番組を聞きたいか_数奇テTL,どでどんな語学を学

ぶことが出来るか､子供向けの番組はどれだと思うか､特定の削こ何のスポーツの中継をしている

か,視聴率が高い番組はどれだと思うか､などの質問で､実際に番組表を読んでもらう｡また､ ド

イツの新聞と比べて､テレビ 司ラジオ番組の欄がどう違うかを言わせるGヨ-ロツパでは､日本の

ように一目で分かる表にはなっていないことが多いO

監型 番敵 番組表､チャンネル､視聴率､中継､生中臥 再放送 偶 )などの番組表中の記号
(詳しくは小笠原i99i l17頁)ちGコ- ド

匡璽 時刻 ｡時間の表現 〇時から□口という番組があります-v

nnの番組が○チャンネルで〇･時から〇時までありますむ

推最表現､理由を述べる表現

□E3の番組が -番視聴率が高いだろうと思いますD

それは～だからです｡

希望 曲欲求表現 弘なら､ロロという放送を聞きたい/罷たいです｡

起立｣義気華麗

いろいろな天気を表わす語桑や文型を復習し､新聞の天気予報の記事に特有なデータの記述の仕

方や,天気図に慣れさせるC日本の地方名､主な都市名の復習 (今まで余り触れていない場合は導

入)が必要だし､日呑周辺の地理 (中国大陸､朝鮮半島､日本海､太平洋など)も知る必要がある｡

匡覇 天気臥 衛星写奏､衛星ひまわり､降水確率､湿鼠 最高 ｡最低 ･平均気温､高気圧､低

気圧､前線､のち､ときどき､台風､梅雨｡

｢東京に住んでいる人が､朝 7時半に出かけて､夜7時ごろ帰宅する予定ですOこの日は傘を持っ

て出たほうが良いでしょうか｡｣という質問で､ ｢降水確率｣という概念に注目させるo

北と南の都市 (例えば札幌と那覇)の気温や天気､日の出､日の入り時刻を調べさせ､北と南は

気候がどのぐらい違うか､日本は南北に長いことに気付かせるO

天気図を見て､高気圧､低気圧､前線などの記述の仕方を見る｡日本周辺の気候がヨーロッパと

ではどう違 うか話し合う｡

匡璽 数量の違いの明確な表現 A市とB市では､最高気温は〇度､最低気温は〇度違います｡

この日の最高気温は､A市では〇度でしたが､B市では〇度でした｡

推量の表現 この日は傘を持って行ったほうがいいでしょう｡

傘は持たないでよさそうです｡

虹 見出しの箪み方

この課題は､ふつう二週間にわたって行っている｡見出しについては水谷i981(iO4-119頁 ｢見

出し｣)や小笠原1991(8-12頁 ｢見出しを読んでみよう｣)が詳しい｡新聞の見出しの大きな特

徴として､ ｢が｣や ｢を｣などの助詞や動詞､形容詞が省略されること､反対に､ ｢に｣ ｢-｣

｢も｣ ｢か｣などの助詞は特定の述語を連想させること､見出しでは時制が現在形の場合が多いこ

となどを説明した後､実際の記事の見出しを日本語の普通の文に直す練習をする｡ここでは､なる
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べく典型的､基礎的な見出しの形が練習できるように､教える側がある程度注意して選んだ見出し

を使って作業を行いたい｡扱う見出しの内容も､学生が習得すると望ましい基本語集がなるべく含

まれているとよい｡

竺エ グラフ ･図版のついている記事

グラフや図版で数量を示してある記事を取り上げ､文の内容だけでなく､図からも数を読み取ら

せる｡何かの調査の結果や､人口推移などの内容が多い｡グラフで読み取った数量または数量の差

の原因は何かなども考えさせる｡今までには次のような記事を取 り上げた0

1993年6月13日 日経 夏の旅行 値ごろな海外人気

1995年6月 5日 日経 ∽歳過ぎて子供産み､子育て後､さらば夫

1996年6月29日 日経 65歳以上人口最多の14､8% 急速な高齢化裏づけ 95年国勢調査

グラフで数量を読み取るとき､日本語の大きい数の言い方に気を付ける｡ (例えば日本の総人口

の 1億 2千万が12億にならないように)

匡萄 棒グラフ､円グラフ､単位､増える､減る､約､およそ､大体､～ぐらい､調査､結果､

統計,比率､割合

匡璽 数量の推移の正確な表現 □口は〇年間で約〇〇増えましたO/減 りました｡

竺主上三_ラム
コラムと次に挙げる社説 (vii.)は､今まで紹介した各種記事のように特定な語桑や文型が練

習できるといったタイプのものではないo文章の内容を理解し､その文章が扱 うテーマを発展させ

て討論に持ってい くという､いわゆる ｢講読｣の対象となるものである｡過去4年間では次のよう

な内容のコラム記事を取り上げた.

1993年 天声人語 姓と名の順番

1994年 天声人語 朝鮮学校の女子生徒なぐられる

1995年 天声人語 阪神大震災でパソコンが力を発揮

1996年 春秋 ア トランタのごみ拾いは交通違反者

弱年の天声人語は､ベルリン自由大学の日本学科の教授の発言を出発点として書かれTいたので､

学生にとって身近なのではないかと考えた094年は､人種差別の話で､楽しい話題ではなかったが､

今の若者たちの間の事件､しかも､ふつう平和でまとまりがあると見られがちの日本社会の問題に

焦点を当てていたので､敢えて取 り上げた.95年､96年は､それぞれの年の大事件､イベン トに関

係していて､新しいアイデアも盛 り込まれ､学生たちの話し合いに持っていきやすいと考えた.

vii.社説

社説は､母語で読んでもなかなか難しい内容のものが多いが､学科長からの注文もあって､この

｢新聞講読｣の捜業では必ず一回は社説を取り上げている｡内容がなるべく学生の興味をそそるも

の､ ドイツやヨーロッパに関係するもの､現代の日本の問題意識や､日本が ドイツやヨーロッパを

どのように見ているかが分かるようなものをとりあげたい｡また､同じ社説でも､文章の構成や主

張が明快なものもあれば､まとまりがなく主張の内容もはっきりしないものもあるので､よく読ん

でから､学生に与えても混乱をきたさないと考えられるものを取り上げなければならない｡過去4

年間には次のような社説を取 り上げた｡

1993年6月 =] 日経 ｢経済難民｣締め出しを決めた ドイツ

1994年6月22日 日経 統合の夢より今日の雇用選んだ欧州

1995年6月19日 毎日 独創技術で尊敬される国-一一⊥-戦後50年を越えて

1996年5月31日 朝日 他人事でない ドイツの苦悩

出土L 皐室関係報道記事

1994年には､6月20日の日経から､ ｢日系二世の農場視察 両陛下､デンバ-に到着｣をとりあ
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げたOここでは､記事の文中にある尊敬語をすべて書きだし､それぞれ普通の言い方ではどうなる

かを学生に書かせた｡日本の新聞では､皇室の報道には敬語を使っている事実を示すと同時に､敬

語の復習をした訳である｡また､天皇の米国訪問,の意味について話し合ったり､ヨ-ロツパでは皇

室蘭線の記事が新聞に載るのか､一般の人は日本の皇室や､ヨーロッパの王室に興味があるのかな

どを考えた｡しかし､このような皇室に関しての長めの記事が新聞に出るのは珍しく,敬語の復習

は毎年行えている訳ではない｡また.1996年の朝日新聞には､皇室に関する評論記事が､従来のよ

うな敬語の使用なしで登場しているので､皇宅報道と敬語との関係も､現代日本の社会で少しずつ

変化しているのかもしれない｡

主星エ___ドイツまた娃ヨーロッパに関する記事､学生が興味を示しそうな事件報道憩室

コラム､社説に加えて､これらの記事も特産の語農や文等撃の練習よりも､文童の内容の無産とそ

れに対する自身の考えをまとめる練習に重点が置かれるo

ドイツやヨ-ロツパについての報道記事の場合は,その記事の報道が片寄っていないか､事実を

伝えているか､学生側から見て地元の事柄に関して､日本の読者に正しく適切な情報を与えている

か､などを学生側から評価させるのも重要だと思うOまた､ドイツの新聞がE3泰の問超を取り上げ

て書くことがあるか､その場合にはやはり同じような書き方をするか､なども話し合える問題点で

あるD今までには次のような記事を取 り上げた8

1993年5月30日 読売 rYOS互朋基金｣設立を 服部君の父､政一さん帰国会見

<i994年6月5日 日経 ′､ンブルタっ子ご自慢ア-チ-ド街不況知らず

1995年6月iEj E3経 都市博中止を最終決断

7- まとめと問題点

この授業は ｢新聞講読｣という与えられた枠組みの車で､新聞を読みながらもも実際には鮭合的な日

本語の力を付けていくように考えている｡逆にいえば､当学科は語学の演習の授業時間が少ないため-.

この ｢新聞講読｣の授業でも､Ej本譜の4技能を伸ばすための訓練を続けている訳であるゥ今までの莞

学演習の授業に比べると､教科書ではなく､今､日本人が実際に読んでいる新聞を扱うので､学生のモ

チベーションは高くなると思 う｡同時に､成績は出席率､宿題および授業中の活動内容を評価して出す

ので､学生の積極性が増して楽しい授業になっていると思う｡

しかし､新聞を読んでいると,韓に社説やコラムに感じられるが､このレベルの学生では理解に困難

な語桑や文型､または日本人が読んでも適切ではないと感じるような構成の文章に出会うことがある｡

授業で取り上げる記事を選ぶ段階で､いろいろな記事をよく読んで適切な選択をしなければいけない｡

日本の文化や事情に関しては､普通の語学の授業でも､その量や形態に差があっても､多少の情報は

取り入れているのが普通だろう｡しかし､この ｢新聞講読｣は､外の語学演習の授業には比べ物になら

ないほど ｢日本事情｣的な側面のある授業である｡学生は今の日本を知りたがっている｡その事実をう

まく利用して授業を行いたい｡また､この授業がよいものになるためには､学生が日頃から時事に興味

をもっていること､一般常識的知識をもっていることが条件だと言える｡教師も､扱う記事や話題の選

択において､学生に歩み寄る努力が必要である｡

後になってしまったが､日本国外のいろいろな大学の日本語教育の一環として､新聞を読む授業はど

こに､どのぐらい存在するのだろう｡また､それらの授業は新聞のどんな部分を､どのように取り上げ

ているのだろうか｡特に､欧米圏での新聞の授業について知らせていただければ大変ありがたいので､

筆者のほう-ぜひご連絡いただきたいと思う｡

主要参考文献

小笠原信之 1991『実例で学ぶ日本語新聞の読み方』専門教育出版
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水谷修 ･信子 1981 An IntroductiontoNewspaperJapanese.The JapanTines･
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重野_?読 唇易 し 1993年4月30El 名前

日本経済前脚 と朝日新聞の内容を調べましょう｡

i. あなたが見ている新聞の日付は?

日経

朝 日

2. 次の記事はそれぞれ何ペー ジにありますか｡

天気予報 連載小説 死亡広告 浸画 投稿欄(読者の声)

!テレビ番組- ラジオ番組 スポーツ 外国の出来事株式
目盛
朝日

3. 宣伝広告は､どこにどんな ものが出ていますか｡ どの広告がお もしろいと

思いますか｡

4. ドイツに関係がある記事はあ りますか｡何ページのどんな記事ですか｡

5. 邦字新聞の紙面を､ ドイツの新聞 と比べて ください｡似ているところ､違

うところはどこですか｡

新聞碑託 宿瑚3 1996年 5月15日 名前

目せ鐘済新聞の天然予報を見て､次のことを調べなさい｡

1･ あなたか見ている日撞東関の日付は?

2･ このE3の棄京の天気はとんなですか｡

3･ 電熱 こ住んでいる人が､朝七時半に出軌 ナて､夜七時ごろ帰宅する予定です.

今日は傘を持･,て出たほうが良いでしょうかo

d 昨EJの救高気温は･下の各地で何度でLたかO天気はとうでしたか.,
札幌

水戸

何

部

為

朝

甲

京

広

那

5･ 札幌と那覇では､昨日の最芯気温と最低弐藍は- ずつ連いましたか,天気はどう
遅いましたか｡

6･ 天矧 まいっのものですか｡高気圧はどこにありますか｡低m .LまどこですかO

7･ 日如 天桁 鮎 ､朝日､- ･柵 ､鎚 の天析 報と比べて下さい｡どんな ,i

ところが堪い紺 か3どの天然予報か一番役に立つと思いますかUそれは,i-ぜです
か｡


