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1 機関概要

所在地 :nlOmhzulgh Street,RBSSelSquare,LondonWCIHOXG,UK

Telephone:01716372388 Fax:01714363844

ロンドン大学の一部｡1916年アジアの言語と文化を教えるtheSch00lofOrientalStudiesとして創立0

1938年名称に A血C弧 が加わるo戦後､社会科学系の各学部が加わり､1995年には教員数約 200

人､学生数約 2,500人 (うち学部生約 1,500人)を数える｡アジア､アフリカ､中近東の30余

りの言語文化が学べる大学として知られるが､東アジア､東南アジア､南アジア､アフリカ､中

近東の各言語文化学部のほかに､言語学､文化人類学 ･社会学､美術 ･考古学､音楽､宗教学､

政治学､法学､経済学､経営学､地理学､史学､開発学 (発展途上国問題研究)の各学部 (Department)

を併せ持つ｡

2 日本語学科

東アジア言語文化学部に属すO学部は4年制で､単一科目 (Single-subuect)専攻 と二科 目

(two-subject)専攻に分かれる｡単一科目専攻の学生は､日本語学科の科目 (日本語､日本語学､

日本文学､日本文化)だけで卒業に必要な単位を取るが､二科目専攻の学生は､日本語学科の必

修科目に加え､美術 ･考古学､開発学､経済学､地理学､史学､法学､語 学､経営学､音楽､

政治学､社会人類学､宗教学及びアジアの言語のいずれかをもう一つの専攻科目として選ぶ｡

3 日本語 ･日本学スタッフ

日本語学科 :教授 1 (近世文学 ･演劇)､上級講師 1 (日本文化史 ･政治宗教史)､

講師3 (近代文学､言語学一構文論､古典文学 ･近代女流文学)､日本語教育担当講師4､

同非常勤講師1

他学部の日本学スタッフ:経済学4､地理学3､史学2､法学1､音楽1､人類学 1､美術史 1

4 日本語学科の学生と日本語学習

1年生 35名､ 2年生 18名､ 3年生 9名､ 4年生 10名

(日本留学､休学中の学生､及び欧米の他大学からSOASに短期留学中の学生を除く)

一般に､学生は学習意欲も高く､よく勉強する｡話す､聞く､読む､書くの全領域にわたって

高い水準の日本語力を獲得することを目標とした厳しい授業が行われる｡学生は､英国だけでな

く､欧州諸国､南米､アジアからも来ている｡高校卒業後､仕事に就いてから大学へ戻ってきた

成人学生も少なくない｡日本語の既習者も増え､95/96年度の1年生の場合､4分の3が日本在

住､高校留学､他大学 ･高校で勉強するなど､何らかの形で日本語学習経験があった｡クラスは

能力別に四つに分けられたが､到達目標は同じで､四技能のバランスのとれた習得が期待される｡

既習者でも持続的な努力を要求されるところから､2学期の終わりまでに､各クラスの学生は大
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幅に入れ替わったO既習者の日本語力がさらに高い蓼合､編入もできるが､学位を取るためには
√1′TTLL_1>⊥/一､上.L､Ll_I_Ll中上->LL
∠rLF=ヒ/Jユり崇吉5')-]よi･了～TLは7よb7まい｡

5 Ei本語学科のか )キュラム､授業､教材

各学年とも1年に4単位履修する｡2年生以上は､専攻内容により､ 必修 ･選択科目の組合せ

で4単位をとる｡

F言~ f1古文 巨 ≡5ⅢAi 量且.5 7j_∫ 事_5 圭 i ｢

Iiii Fii近代文学 ilほ Aii 書斗 5 iど .5 jÅ又はB蔓纏 位 盲i

現代日本社会一読顧 呈J孤B 3 日 t1 -

中級実用日本語 書i∫ⅢC主 3 .5 会話 欄 酢 ビデオi5ⅢCii 1.5 .5 作文

巨 i古典文学 .演劇 JⅣAi 3 LJi A_Bから2単位ii A,Bからi単位 ー

i近代文学i ilJⅣA止 77 iJlj l

近代日本史 JⅣBi 3 .5 1学期

近代日本の知性史 JⅣBii 3 .5 2学期

上叔実用日本語 JⅠVC 一■⊃ .5

3/4li日本語構文論A 1_5 ,5 1学期

日本語構文論 B 1.5 .5 2学期 .

小論文Ⅰ ▲5iI t .5.OOO語 .小論文Ⅱ i 5､000吉吾

3号4年生選択科目 (95/96年度は開講されないもの) :近代小説評論､日本演劇､近代文学､
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近世文学 ･演劇､日本語史

5.1 1年生

1､2学期 (9月～4月)に全員が週 13時間 (95n6年度)の日本語と週3時間の日本文化

の授業を取るC両科目に合格すると､3学期 (5､6月)は北海道教育大学 (札幌)で日本語を

勉強し､ホームステイと企業研修 (希望者のみ)を体験する｡この研修プログラムは 1988年か

ら続いてきたが､1996/卯年度入学生からは､時期､期間､大学に変更がある予定｡

歩級 日本語 ‥主教材 'situahonalFunctionalJapanese-i(筑波ランゲージグ′レ-プ､以下SFJ) の

1課を火曜日に始まる1週間のサイクルで終了する｡ ドリル､漢字､LL､タスク､会話､作文､

翻訳､読解､スキットの各授業で一つの課の内容を勉強し､毎週漢字､聞き取りと各課のテス ト

があるほか､学生は漢字､文法､翻訳､作文の宿題とスキットの作成にも追われる｡

副教材 :SFJの進度に合わせてSOAS日本語学科で作ったワークブック (漢字､文法､翻訳)

及び作文､読解教材を使用｡漢字は､ 1課につき25-30字､24課までに631字提出され

る｡その課に出てくる語桑に使われる字を中心に習う｡ SFJ終了後､ ｢現代日本事情｣の教育､

職業､家族､宗教の各章を学習し､漢字70字が加わる｡

LL教材 二SFJの StructureDrinとMdelConversationReportのテープ､聴解用に 『楽しく聞こ

うⅠ､Ⅲ』 『にはんごきいてはなして』 『BBC日本語』 『絵とタスクで学ぶ日本語』
以上のほかに､CALLとビデオの授業がある｡

ビデオ教材 :『ヤンさんと日本の人々』 『BBC日本語』 『こんなとき日本語で (街)』 『新

日本語の基礎 (復習)』 『ビデオ講座日本語』

日本文化 :講義と学生の発表で､古代から近代までの日本史 ･日本文化史を学ぶ｡

5.2 2年生 日本語教材

中級日本語 ‥IIIA: "An hbgratedApproachtohdermediateJapanese"(A.Miura&N.McGloin)と

"juvancedJapanese''ⅣlBgurash)､ JⅢB:現代日本の時事的､社会 ･文化的問題 (憲法､男女の

役割､夫婦別姓､握手､オウム真理教､人種差別等)をとりあげた生教材8編と短編小説 1編 (星

新一)

実用日本語 :JⅡCi聴解 …『ニュースで学ぶ日本語』等､ ビデオ =『3年たって恋』 『わ

がうるわしの友』等､ JⅡCii 作文:自主教材､参考:『日本語作文IEg､W rihgh伽 inJapanese"､

『橋渡 しの中級作文教育』(東京外国語大学留学生日本語教育センター論集)､∫ⅢA教科書

583 3年生 日本語教材

現代日本社会一読解 JⅢ B: 高齢化社会､若者の意識､国際化､ボランティア､情報社会､

エイズ､セク-ラ､社会的少数派(アイヌ人 部落出身者､同性愛者､女性)等についての生教材

中級実用日本語 ‥JⅢCi会話 ‥『こんなとき日本語で (オフィス)』､JⅢBで使用した教材

聴解 :『インタビューで学ぶ日本語』､ 『ラジオ番組 ｢朝日新聞の声｣を聴く』､ビデオ :『青

春家族』､ JⅢCb 作文 =『実践にほんごの作文』～ W ritmgLBtterSinJapanese"
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504 4年生 日本語数樹
l/.Y7'-l･･一m__L-_-r-_･____L-. ▼∋tJJ-⊥LLL･◆L▲-▲I

番組ビデオ等

6 日本語学科以外の学生への日本語教育

基礎日本語i(遇3時間､薪日本語の基礎盲).,基礎日本語ii(遍3時間､薪日本語の基礎iI)㌔

中級読解 (地域研究 ｡院生､逓3時間)の授業を､日本語学科講師が担当しているC

7 修士課程

95/96年度から､東アジア言語文化学部に東アジア文学 ほ 本 a 申国文学)及び日本語学の修

士課程 (1年課程)が創設された｡文学コースは､ ｢東アジア文学と近代性｣ ｢比較文学の理論

と技法｣｢申国文学｣または r日本文学 (学部344年生との共通科目OJm 9m王A主i,∬V鬼瀬Ⅴ鮎

から1単位選択11及び修士論文 掴 ,ooo語巨,SOASの学部2年生を修了したのと同等以上の

日本語力があることが入学の条件だが､実際に田本文学を専攻している学生は､近代文学だけで

なく古典も読みこなす力を持っている｡なお英語で行われる ｢東アジア文学と近代性｣の授業は､

東アジア文学専攻以外の院生も履修することができ､人類学 ｡史学 率々持政治学等を専攻する学

生も来ているoE葦本語学コ-スは､ ｢日本語構文論｣ ｢音韻論｣ ｢意味論 e語用論 や論理学｣と

修士論文 Ll/tiC･.e･flue･語)｡論文以外の科Fiは､講義とセミナ-から競る｡96!･[97年度からほ､置寒

語応用言語学のコ-スが開設される｡

また地域研究の修士課程では､文学 も言語学以外の日本学の学位を取ることができる｡

8 ExtemdSemceDivision

日本語学科とは別の独立した部門G社会人を対象に有料でアジア ｡アフリカの言語文化を教え

ているQ日本語Diplomaコ-ス (遇20時間×8週間×5モジュール-800時間oDiplol犯 は学位で

はないが､英国社会では就職などに役立っ資格となる)､様々なレベルの日本語クラス､日本語

教師養成講座 (120時間)等を開講している｡毎年行われるSifPeterPaikeTAwardsforSpoken

BusinessJapaneseスピーチ 壬コンテスト (ビジネスマン部門､学生部門)を3ETROと封監 (な

お､ExternalServiceDivuionは､96年秋よりh堺喝eCentreと改称の予定O)

9 JapanReseNChCentre

各分野の定例日本学セミナー､会議､日本関係の催しを開催｡研究 ･出版助成を行っている｡

1995年8-9月には､国際共同研究｢18世紀の関西一元禄から寛政--｣研究会が開かれたo SOAS

をロンドン試験場として行われる日本語能力試験､日本漢字能力検定の事務を担当｡日本学関連

の出版物の書評や人物往来を含むニュースレター ''JRCNEWS"(季刊)を発行 している｡
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