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1,概要

ウイ-ン大学日本学研究所 (日本の大学での日本学科にあたる)では､1997年度 (1997年10月～1998年 6

月)､1年生から3年生の日本語ネイティブ教師による日本語授業 (JapanischIB､ⅠⅠ臥 ⅠⅠIB)において､

以下のような日本語母語話者とのコンタクトを取り入れた授業活動を行なってきた｡

日本語母語話者とのコンタク トを取り入れた活動は､過去数年来 ｢日本人招待授業｣として､各クラス共

年に 1､2回行なわれてきたが､本年度は更にその機会を拡大すると同時に､従来と異なる内容や方法 も加

えて実施したものである｡

日本語授業に参加 している学生は,主専攻を日本学とするものが多く､その研究テーマは日本社会､日本

の経済､日本文化など様々である｡また,主専攻を他に持ち､日本籍を第二外国語として､あるいは趣味 と

して学習している学%_もいる｡日本学専攻の場息 6年以上在学し､マギスター論文を提出して卒業 とい う

のが基本的なコースである｡日本語は 1年生から4年生まで必修を含む授業があり (4年生は半期のみ 2時

間/週で､別の日本語ネイティブ教師が担当)､1年生は10時間/週のうち4時間､2年生は 7時間/週の

うち3時間､3年生は4時間/週のうち2時間が,当活動を行ったネイティブ日本語教師の担当授業である｡他の

時間は､オーストリア人教師による翻訳､文法説明を中心とした授業と､Ⅰ上の授業に割 り当てられている｡

<1997年度の活動一覧> (学生数 : 1年生約35人 2年生約20人 3年 生約15人)

コンタク トの相手 使用げ イ7 期待される効果

学午 活動 属性 人数 日本籍運用力 日本学研究 tfへ一一シコン向上 I)サーチツールの開発 i.JU-クの開発

1 授業での日本人ボ ラ ンティア活用 ウイJ/在住日本人 午前クラス:0-2名午後クラス:3-7名(関係者約20名) (直接面談) ◎ ◎ ○

FAXによるアンケー ト 日本の一般社会人 5名 FAX ○ ○

123】1E-maiiによる文通 iE日本の大学生(東京国際大学)25名 E一mai1 Ol ○ ◎日○

日日 日本人-のグルー7..インタビューウィーン在住日本人 約10名 (漬接面談) ◎○ ○ ○

ボスタ- .セッション ウィーン在住日本人 4-10名 (直接面談) ◎ ○ ◎
授業での日本 人ボ ラ ンティア活用 ウィーン在住日本人 約3名 (直接面談) ◎ ◎ ○

3 E-rnaii 日本の大学生 32名 E-mail ○ ◎○ ◎◎
*文中使用している ｢日本人｣という吉葉は.日本請を母語とし､主に日本の文化を身に付けている人を意味

している｡従って rEl本人｣という研和ま正確ではないが､ここでは一般的な意味として便宜上使用している｡
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2.活動の目的

括動を行った目的は､以下の通りである｡ 三のうち藍は__特にインターネット (E-ma呈Jを含む)が日本学

研究に関わるリサ-チや資料検索のために有用かどうかを試すことを主眼としているO

A.日本語運用能力を高めること

a.現実にEj本語が使えたという成功体験を通し､学習に対するモチベ-シヨンを高める三と

C.日泰語の実用性に気付き､学習に対するモチペ-ションを高めること

D.日本語を実際に試すことによりtr自分の日本語について自覚的になり､自分で学習計画が立てら

れるようになること

新しいメディアを試し,E]本学研究および日本語学習vmjために有屑かどうかの評価を行なうこと

3.活動の内容

それぞれの活動の内容を,以下に簡単に記す冬

日 )授業でのE3歳入ボランティア活招 く且卑生) 旬実施時期1997革ま0月-1998年月 毛学年尭)

7iBの授業E,=_おける会話練習の相手としぎこ､常韓日番人がクラスに参加し魁 投薬は教師が行い､講師の

指示に従って､ボランティアが学生は交じって会話練習を行きを学生がペアで行なう会話練習はボランティ

アも加わりー3-碍丸で会話が行なわれるケN-弟が多い与教師はその間クラス内を巡回して､問質のあるダiレ--

プや個人幻指導に当たる｡学生が授兼の途中でわからないところをボランティアをこ質問することもあるnボ

ランティアが質問に答えきれない縛には教師が呼ばれるケ--弟が多かった¢

dI2.LBFAXを£よるアンケ-守 損 率生き ･7実施時顧 :呈998帝王月

教科書t,こ沿った活動として､3､尊名のグループで rEB泰人音こ聞きたいこと｣とLk/､うテ-守の,5項賀め質

問からなる日本語のアンケ-卜を作成したQ作成したアンケ-卜をh業際書芸FAXを使って日春夫を岩送り､各

3名ずつの回答を返送してもらったO

(3)E一maiiによる文通 (2年生) ･実施時期 :1998年5月-･･現在も継続中

日本の大学生 (東京国際大学 異文花コミュニケ-ションゼミ生地 25名)と､巳一mai且を使って文通を行っ

ている｡教師がペアリングして､個人対個人で自己紹介から始め､あとは自由に行っている｡現在のところ､

大学内の学生用コンビュ-タで日本語が使えないため､日-マ字表記で行っているO

(4)日老人へのグループ らインタピュ- (2､ 3年生) る実施時期 :1997年1i月､1998年4月

事前に学生が4,5名のグループを作り､それぞれテーマを決めてインタビュ-内容を考えた,当Euま､

ゲストの日本人1-3名がグループに入り､学生から日本人へ テーマに添ったインタビューを行ない､その

秩.テーマについて自由に話し合った｡テ-マは､2年生 ｢日本人のお正月の風習｣｢外国で生活して感じ

たこと｣｢日本のお正月｣ ｢日本のポップミュージック｣等｡3年生 ｢いじめについてjF結婚相手の見つ

け方｣ ｢レディ ｡ダイアナの死｣等b 2年生は2臥 3年生は1ま月のみ実施-V

(5)ポスター ･セッション (2,3年生)

(3年生-1回目) ･実施時期 :98年4月

クラス全体のテーマ ｢タロ-ン｣に係わる様々なサブ ･テーマについて､学生が 1-3名で調べ､それぞ

れ要点を書いたポスターを作成した｡セッション当日は.各グループでポスターを掲示し､ゲストの日本人

の質問に答えたりテーマについて説明したりした｡テーマは､オーストリア人教師の授業で学習中のテキス

トに関連した内容から､教師が選び､事前に関連記事をクラスで勉強したり､グループで発表の練習をした

後セッションを行なった｡
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(3年生-2回目) ｡実施時期 :1998年6月

2-3名のグループでテーマを自由に選んで行なった｡事前の授業でののインプットや練習は行なわず､学

生が授業時間外に自主的に準備を進めた｡テ-マは､ rEUROについて｣｢ポルターの夜 (結婚前夜の風習)｣

｢0mⅠ(氷河で発見された原住民のミイラ)について｣｢避妊ビルについて｣｢バイアグラについて｣

(2年生) .実施時期 :1998年6月

テーマは ｢観光案内｣とし､ i-3名のグル-プで場所を自由に選んで.そこについての写真付き観光案

内をポスターにした｡事前の授業でのインプットや練習は行なわず､学生が授業時間外に自主的に準備を進

めた｡ウィーン市内の観光スポットの他､ニューヨーク､スイス等｡

(6)授業での日本人ボランティア活用 (2､3年生) ･実施時期 :1998年5月～6月

授業の中でグループ活動を行なう際､グループの一見としてボランティアに加わってもらった｡ 2年生は

教科書に添った会話練習､3年生では新聞記事についての発表の括動｡

(7)E-mailによるアンケ-ト (3年生) 4実施時期 :1997年10月～1998年1月

2-4名のグル-プごとにアンケ-トを作成し､E-mai1で日本の大学生 (東京国際大学 異文化コミュニ

ケ-}Jヨンゼミ生 32名)に送付､回答もE･mai王で返送してもらった｡アンケ-トのテ-マは､日本人への

インタビュ-で選んだものと同じOインタビュ-を補強する活動として行った｡

4.学習目顔とスキル

本年度開始時の1997年10月調査によると､学生は､以下の表にみられるるような学習目標をもっていた｡

これらの学習目榛を達成するために､各活動はどのような役割を持ちうるのであろうか｡学習目梼

(Objectives)とそれぞれの活動に含まれるスキル (skill)(Oで示す)の関係について､以下にまとめる｡

今回の活動ごとの重要スキル虹 対象学年ごとの学習日額に:_必ずしも一致していないGこの不一致は､学

生できるようになりたいと思ったパフォーマンスと教師が重点を置いたスキルとの差を表わしているともい

える｡今後､学習目標-パフォーマンスースキル一括動､を関連づけながら活動内容を組み立てていくこと

が必要である｡ (学習目標は､教師が予め用意したAからLの学習目棟より､できるようになりたいと思う項目を学生

が各自選択した｡)

<学習日棟とスキルの関係>

学習冒擦 objectives 答 な で ボ 授 グ 日 ボ ア¶ rr】I rr1

え り き ラ 業 ル 本 ス ン ヨ I冒

た た る ン で一 の ケ 人へ タI ケ に E:1■ 邑

･警 ど 号 7一イ 日 イ の セ ト 去 によ アン

I :絹 ンタどコ.I ツシヨン る文過 Tト1年(14人 2年(25人)3年14人)

iA.自己紹介,人の紹介ができる l82.4l40.0 nU 珍○ ⊂)
ち.挨拶ができる 88.2 40.0 0 ◎ ○ ○
C.電話がかけられる 58.8 44.0 7.1

D.質問ができる/質問に答えられる 88.2 36.0 14.3 ◎ ◎ ◎
E.意見が言える/意見を聞ける 76.5 52.0 35.7 ㊨ ㊨

ft■.会話のテクニックが使える 52.9 32.0 14.3 ㊨ U
U.いろいろなスタイルの会静ができる 58.8 36.0 35.7 @ U U
H.話された款話の概要がつかめる 70.6 32.0 42.9 U ㊨U
i.要約して話せる 47.1 20.0 21.4 Q)
J.情報が読み取れる 82.4 72.0 57.1 ◎◎○ ◎
冗.情報を書いて伝えられる 70.6 36.0 42.9 ㊨○(⊃○

(ただし､i年生の学習目標は､98年5月に97年10月時点を思いだして記入したもの)
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5.事例紹介 - 1年生の授業でのボランティア活用の実際

･1日 )参加人欺 く常時) : 午前クラス 三通i回 8-2名 午後クラス :適2回 3-7名

午前 と午後で参加人数が異なる理由は授業時間帯によると思われる

(午前:朝8時半～､午嬢 :午後 i時～)

(2)ボランティアのプロフィール :

ウィーン留学中の学監 日蕃語教師経験者,主婦

なお,男性の常時参加者はま名のみ

参加嘩由は興喋があったから､誘われて､など｡年齢は20代が多い

(3)活動形態 教科書にある金緒のペア練習およびその発展練習の際に､学生2･--3丸さ芸

対しま人の割合でボランティアが入って-4緒に会話する

グル-プ情動 (いろいろなことを質問し合う､皆で決める､考えるタスク,)

短文解りに参加し､学生の手助けをする

(43学生の感想 (アンケ-トの回答からき く年前,/午後それぞれ7,113名園答三

〇ボランティアが日泰語のクラスに来ることについて

t･i_い､いと思二 も,･lij i/i)
やTT:･･

理由 :練習ができる､遺してくれる､たくさん話せる､応用金指ができる (午前)

魚拓練習が楽』い〆おもしろ&,㌔-V分からないとき開ける､授楽が生き生きする

a E3番語の勉強に役に立つ

理由 :いろいろな人と話せる,実摺会話ができる,自由な誰とノ方を学べる 蔓年前3

等解において夢鼻音で宅氷る(,牛後卓

a3apandc)g呈eの研究の役に立つ S/9 i/'i

理由 ;日本語を早く学習できれば.それだけ早く文献が読めるようになる､

日本人とのコンタクト､専門的なことを聞ける､E]本人の意見を聞ける (午前l,

日本の伝統を知ることができる､

d暮何か問題があったか なかった 6nl

Oボランティアとの交流について

･たくさん話をした (日本語および ドイツ語)

｡もっと話をしたい

･ボランティアが来て授業が尭しくなった

態度の研究.▲いろいろ開ける､研究に?(午後lb

あった 1/0(時間が少ない) 無回答 コ

はい3/11 まあまあ= いいえ2fi

はい7/13はい7/13

｡クラスの枠内でボランティアとやりたいこと:

拓答例)話す練習､遠足,ディスカッション､ロールプレイ (午前), 話す-.

なにか共同イベントをしたい､なんでも(午後)

･クラス以外でもつきあいがあるか ある2/10 少しある0/2 ない5/1

回答例)話す.出かける､食事に行く､交換授業

･どんなつきあい方をしたいか :友達として､一緒に出かけたい

･ボランティアを助けていると思うか :ドイツ語を教えてあげられる

(5)ボランティアの感想 (インタビューの回答から)

･学生というのはどこも同じだと感じて安心した匂 楽̀しい

･ドイツ語を教えてもらえる .自分が必要とされていると感じる

(6)教師の感想

･教師 ｡生徒ではない､いわば対等の関係ができている ｡発話が多くなり授業が活発になる

･教師の介在なしに間違いの訂正､請負確認ができる

･聞き取り能力の向上
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6.今後の課題

本年度の情動の効果については現在分析中であり､評価を下せる段階には至っていない｡活動を評価する

ためには,なお長期に渡る揺動の継続が必要である｡

今後の活動の継続にあたって早急に検討すべきであると考える課題は､以下の5点である｡

(1)実践的なニーズに応える学習内容の提供

IJapanologieのための日本帯/リサーチのための日本語/個別の専門分野のための日本語

･学生の研究テーマ,学習目標に応じた学習内容と学習方法

･使用するスキルとの関係づけ

(2)Japanologieの他カリキュラムとの連携

･例えばLゼミや他の洋裁内容と同じテーマを扱うことによって･･.

興味の拡大/モチべ-シヨンの向上/学生の負担の軽減/活動のタスク性 匂有意味性の増大 が期待さ

れる

(3)協力者ネットワ-ク作り

･在ウィーン･在日両方における､日本晴学習と1)サ-チのためのネットワーク柵集

･教師による手助けが必要な段階から自立､自律へ

(4)インタ-ネット E-mailなど､新しいメディアの検討

9リサ-チッ-ルとしての可能生の検討

･日本籍学習ツールとしての可能生の検討

･経済性/即時性/簡便さなどの検討

(5)継続的な実地､観察､評価､改善

･活動に対する評価を出すには､なお長期の実践と観察,データの蓄横､分析が必要である
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