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時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます｡

さて､私ども ｢Eヨ本事情｣研究会では､71992年度 -1993年度の 2年間にわたっ

て日本の文部省科学研究補助金 ｢外国人留学生のための 摘 本事情j教育のあり方につい

ての基礎的調査 .研究- 大学課程における調査 -研究及び教授カリキュラムに関する具

体的提案一- ｣を受けて調査研究を続けて参 りました｡この調査結果とその後の研究成果

につきましては..2冊の報告論文集､また研究会メンバ-が個別に発表 した論文や学会な

どにおけるロ頭発表によって既に公表されてkJもます｡

この度､私 どもは新たに文部省科学研究補助金 (国際学術研究) ｢諸外国における 賢日

本事情j教育についての基礎的調査 .研究｣(課題番号 :()7掴ま023､研究代表者 中長谷

川恒雄)を受けて､世界の ｢巨写本事情｣教育 に ごで言う rB審夢僚教 育J とは､だ

本の文虎 や在会 合歴史 や､あるいはB本式の行戯麟式 O選考腰責 ｡感産頗式をどに

ついでの教 育で､ iTIH本譜教育J の犬砕拓で行われる亀のを爵しぎすO菱潜の ra

本譜教 育における8本文化の遭い｣ 酋間藤の趣 旨とご摩贋 下さか-aI)についての調

査研究を行うことになりましたOこの調査研究は､日本国内において外国人留学生教育の

-環 として実施 されている ｢日本事情｣教育を念頭に置きながら,.アジア ･オセアニア 4

ヨ-ロツパ ･アメリカの各地の日本語教育 ｡日本学 ･日本研究関係者に研究協力者として

参加 していただき､各国における ｢日本事情｣教育の実状に関する調査を行い､その実態

把握に努めるとともに､ ｢日本事情｣教育のあるべき方向性について分析 ,考察 しようと

するものですe

つきましては､同封のアンケートにご記入の上､1996年 9月中旬 までにご返送頂け

れば幸いですOなお､アンケートにお答えいただいた方々には､アンケー ト結果をまとめ

た報告書をお送 りすることでお礼に代えさせて頂きたいと思います｡

この調査が､日本語 ･日本文化教育の改善につながって欲 しいという私たちの考えをご

理解の上､ぜひ調査にご協力下さいますようお願いいたします｡
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日本語教育における ｢日本文化｣ (｢日本事情｣)の扱い

についてのアンケー ト

※ 先生 ご 自身が担 当 してい らっ しゃる授業についておたずね します｡

※ 回答 は質問紙 とは別の回答用紙 にご記入下 さい｡

質問 1 枝葉科 目名をお答え下さい｡

※例えば､ ｢上級日本語 り｢E]本譜 ビジネス会話 IBJ ｢新聞読解｣ ｢現代 日本社会

入門｣などのようなものを想定 しています｡

※内容やレベルの異なる複数の授業科 目を担当していらっしゃる場合は､回答用紙の

｢授菜科 巨1｣｢採集科 目2｣ ･に分けてお答え下さい｡また､4つ以上の

授業 をご担当の場合は､主な3つについてお谷下さいO

質問 2 授業時間数についてお答え下さい｡

※60分 を1時間として､回答欄の横式にしたがってお答え下さい｡

※もし､ 1つの授業科 目を複数の先生方で担当している場合は､授菜科 目全体の時間数

と先生ご自身が担当されている部分の時間数の両方についてお谷下さい｡

質問3 おおよその受講者数i･お答え下さいC

※受講者数を確定することが難 しい場合は､ある程度投薬に出席 し､おおよその内容を

聴講 したと考えられる受講者の概数をお答え下さいOまた同一の授業でも学期ごとに

人数が異なる場合には,学期ごとの概数をご記入下さい｡

質問4 受講者たちの専攻分骨 についてお答え下さいO

※ ｢日本語｣｢日本研究｣｢アジア研究｣｢経済学｣｢日本文学｣｢日本思想史｣｢中

国語｣｢匡Ⅰ際関係論｣など､また二重専攻などの場合は ｢ドイツ語とE]本語｣｢ビジ

ネスと日本語｣｢日本語とコンピュータ .サイエンス｣など､わかる範囲で結構です

から列挙 して下さい｡

質問 5 先生ご自身の母語は何語ですか｡

※もし､ 1つの授業科 目を母語の異なる複数の先生方で担当している場合は､それらも

併せて列挙 して下さい

質問6 先生ご自身の専門領域または興味をもっている分野はどのような分野ですか｡

x･言冨吾学､日本語教育学,地理学､経済学､近代 E]本文学史､日英比較文学､科学思想

史､哲学など､具体的に記入 して下 さい.,また､複数の領域に興味をお持ちの場合は

それらを列挙 して下きいO

質問 7 授業中の口頭コミュニケーションの幸辰として主に使用する言語は何語ですか ?

1 日本語 2 英吉吾 3 その他 (青指名をお香き下さい)

質問8 授業で使用 している教科書や参考書は主に何語で書かれていますか ?

l E1本語 2 英語 3 その他 (言語名をお書き下さい)

質問9 授業はどのような位置付けで開講きれていますか ?

1 日本語の授業 2 日本研究関係の専門の授業

3 その他 (具体的にご説明下きい)

質問 10 授業は主にどの上うな目的を持った枝葉ですか ?

※ 複数の巨的が複合 している場合はそれらすべてを選択して下さいO
日本語の運用力を高めること

日本研究の専門的知識を与えること

専門的日本研究への入門的知拝を与えること

日本の文化や社会や現代 日本社会についでの一般的興味を触発すること

日本人との直接的な交涼を念頭において､日本人の日常的 ･具体的な行動様式や考え方-

の理解を深めること

6 その他 (簡単にご説明下さい)

質問 11 授業の中でEl本の文化や社会や歴史､また日本人の行動様式や思考様式や感性様式な

ど､あるいはまた現代日本の詰問鹿などを扱う場合､どの｣:うなものを扱材として使う

ことが多いですか ?

※ 複数の教材を併せて使用 している場合はそれらすべてを選択 して下さいO

市販されている ｢日本語教材｣の中の日本紹介的な内容や記事など

市販されている ｢日本語教材｣で､ビデオなどの視聴寛政材

一般向けの図書や新開 (使用言語をお書き下きい)

日本学 .日本研究関係の専門的,な図書や論文 (使用言語をお昏き下さい)

自主制作教材 (この場合は､簡単に内容をご説明下さるか､日次と特徴的な部分のコピー

をお送 りいただければ幸いです)

6 その他 (師単にご説明下さい)

質問 12 日本の文化や社会や歴史などについて､授業の中ではどのような形式で扱 うことが多い

ですか｡

※複数の形式を組み合わせている場合には､該当するものをすべて選択して下さい｡

1 教員による講義

2 教材の読解 ･解釈

3 視聴覚教材や CAr扱材などを利用した教室活動

4 個別指導または小人数のゼミ形式

5 学生によるディスカッションやディベー ト

6 学生によるタスク ･ワークやプロジェク ト･ワーク

7 その他 (簡単にご説明下 きい)

質問 13 先生ご自身の授業で､E]本の文化 社会 L歴史や日本人の行動様式 思考様式 感性

様式など､また日本人の日常生活の様子や現代社会の詰問親などについて取 り上げると

き､具体的にはどのような内答を主に扱いますか ?

※扱 うテーマや トピックを列挙 して下さい○また､授業の概要がわかるような資料が

ありましたら､コピーなどをお送 り下E.れば幸いですO

ご協力ありがとうございました｡



】ll三g 答 JE.13 盤
(大学などの)所属枚閑名 :原語

日本語または英書吾

(学部などの)所属部局名 :原書君

田本吉吾ま7L=は英語

二二 二二=⊃(車重亘亘j

全体 ( )時間/′過×( )過/年

∈ ≡ 蒜 蒜

一一部 ( )時間/過×( )過/年

i日本語 2英苫普 3その他 (

ユ日本語 2英著書 3その他 (

1日本語教育 2専門教育

3その他 (
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ご協力ありがとうございました｡


