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石 登暮己子

ドイツ社団法人日本語普及センターは1994年4月フランクフル ト市に開校し､現在8学

期を終了したところであるO開校当時の生徒数は校内､企業派遣を含め74名であったが､

96年春､歓学期はi63名に倍増したC.

事業内容は① ドイツ人に対する日本語､②日本人に対するドイツ語､③日本語教師養成着座

対応している｡

生徒は一般社会人を対象としているが､実際には9才～65才までという年齢層の広さで､

学習目的は多様であり､直接仕事に関連のないいわゆる趣味で学ぶ人もかなりの数に上るo

生徒の学習継続率は80%を超え､-度始めたらトコトンやるドイツ人気質もあるが､気長に

学習することで､.私どもの冒本譜普及の冒的はかなり果たせていると言えるo

この様に普及事業としては順調な歩みであるが､特定の支援機関を持たない民間ぺ---スの団

体であるので､潤沢な資金を背景にしても･､るわけではなく､事業資金をいかにつないで行くか

が最大の悩みである｡

従って､スタッフの数も最中にしておりち現在は事務局3名､常勤講師2名､非常勤慕新

王3名で全てをこなしている｡日本語についていえば､常勤誌師は日本からの派遣､非常勤講

師は当地の市民大学､中高校､短大で教えた経験のある者と､当校の養成講座出身者である｡

それぞれの教え方の続-をとる為にはかなりの注意を払っており､各課毎の教師用マニアル､

文法説明に加え､最近各課の必須学習項目も作成したoこれらを踏まえて各講師が個性のある

直接法授業を心かけている｡

ドイツÅ生徒用にも教材は充実してきており､テキストに即した各課の文法説明 (独語)㌔

語重義､テ-プに加え､インデックス､グローサリー-も新たに開発した｡継続率の良さもこの

辺にも関係があると思われる｡

今後の課題は漢字の扱いであるO導入の時期､方法等は97年から研究チームを発足させ開

発してゆく予定である｡もう一つの課題は最近とみに中､上級の学習者が増え､継続している

事であるC生徒の漢字学習への要望の高さと中､上級学習者の数の多さは開校前の予想を上回

るもので､これら-の対応を迫られている｡

事業内容①の ドイツ人に対する日本語コースの中で､日本にはない制度として ｢教育休暇コ

-ス｣をご紹介したい｡ ドイツでは年次休暇以外に一週間､無給にならず勉強の為に休暇がと

れるというもので､労働者に手厚い保護のあるこの国ならではの制度である｡私どもは95年

3月にヘッセン州から認可を受けた語学研修指定校になっている｡96年度はこの教育休暇研

修を日本とドイツ両方で行い､12名の参加者があった｡今回はまだ広報不足であったが､日

本語学習と日本事情を同時に学べるこの研修を今後さらに拡充させたいと願っている｡参考に

プログラムを付記した｡
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5/ 11 (土 )

5/25 (土)

5日間 の教育休暇 + 1逆さ間の研修旅行

1996年 5月 11日 ～ 5月 25日

フランクフル ト托 ANA210便 (19:30)
成田苑 ANA209便 (12:00)

教育休暇 を利用 した 日本研修

時舶 い2Li.}Jr..舶 3+4時限 5+6時限 7+8時限

8:30- 10:15- 13:00-- 14:45-

日 10:00 ll:45 14:30 16:15

13日(月 ) オ リエ ンT -ンヨン 日本語 NHK見学

14日 日本指 東京の歴史 牧草伐草等見学

(火) 江戸東京樽物 蛇

15日 ロ本吉吉 日本括 詐義 東京都庁訪問(14:00)
(水 ) 大都市東京 に テーマ :環境 ､交通問題

おける都市計画 危機管理 ､社会保障等

16日 日本指 日本措 計毛 政治家訪問(14:45)

(木) 日本の政治制度 武部勤衆玩院放免国会抜群生見学

17日 日本桔 # & 韓最 アサ ヒビール東京工場

12 日- 1 8 日 日本緒授 業/雄も､宿泊 国立 青少年オ リンピックセ ンター

18 日- 2 0 日 ホ ーム ステイ､神奈川県

20 日 箱根 (富士箱根 ゲス トハ ウス)

21 日- 2 4 日 京都 ､奈良､大阪 (ホテルセ ン トノーム )

本セ ンターはヘ ッセ ン州女性 ､労働 ｡社会秩序 省か ら教 育休暇 を利用 した研修の施設 とし

て 1995年 3月23日に許 可されて い ます (IIA3-55n-411)｡

上記 日本研修 プ ログラム は､ヘ ッセ ン州 ､ニ ーダーザ クセ ン州 ､ラインラン ド･フアル ツ

州か らFT･可されてい ます｡

教育休暇 を利用 した 日本訓作

1996年6月 10日 (月)～14日 (企)

釈 :(社) 日本括せ 及セ ンター/フランクフル ト

時限 i+2時阻 3本4時限 5◆6時限 7+8時限

9:20- Ll:10- 14:00- 15:50-

日 ll:00 12:50 15:40 17:30

10日 日本報 鞘菰 日本紹 糾菰

( 月 ) 日本の地理 日本のサラリーマ ン

11日 日本詣 誹敦 日本繕 緋義

(火) 日本の歴 史 日本の社会保障 .保険制度

12日 日本托 糾敦 フランクフル ト日本人国際学校yJ'悶

(水) 日本の政治制 度 授業参挽

誹菰 :日本の赦育制度

深疑応答

13日(木 ) 日本籍 糾義日本の経済 日本語 日本陪

14日 日本繕 拭& 参加者による 修 了馨授与

*主他者の (社)日本訪普及センターはヘッセン111､女性 ･労働 ･社 会省から企業の

休暇利用 による指事研修指定校 として認可されています.
今回の教育休暇セ ミナ一･は､ヘ ッセ ン州､ハンブルク州､ブ レーメン州､ニーダー
ザクセン州､ノル トライン ･ウエス トファーレン 州､ ラ インランド･プフアル ツ州

から認可がおりています.



以上のような日本語普及を事業の根幹に据えながら､私どもの目指すところは日独の文化交

流である｡96年2月には前年度スピ-チコンテストでの優秀者を中心にしたダル-プの日本
もeJ/=ナ出船iJ.ー′n+ムム止 !ゝ∠⊥1㍍,つヽLふr･1且Jl_̂ n-L･/̂ 3J払ヽ J_J一亘̂ !11一九AL------b--･--
ultlJ'r天DtBLJt-VJ官的ゴqJ､∃JuVJ4光Ej蜘宏､EjノトLiE菜)牡へう≡こ対軽でt3月かbtS担L 16

本の ｢寅さん｣の追悼映画上映､日 月の/j､塩節先生の講演会､武溝徹作品のコンサー ト等を

行い､日独各層の交流をはかっている｡
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