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I.はじめに

ロンドン大学SOAS(School0fOrientalandAfricanStudies､UniversityofIJDndon)は 1916
年にアジアの言語と文化を教えるロンドン大学の専門機関として創立したOのち､アフリカの言語 .

文化も加わり､現在は､社会学系の種々の学部を含め､アジア､アフリカ､中近東の30あまりの言

語 ･文化が学べる大学として広く知られている｡教員数約 200人､学生数約 3,000人(うち学部学生

1,500人)を数え､英国出身者だけでなく､欧州各国を初め､中近東､アジア､北米･中南米など様々

な地域からの教員◎学生がいるL,

SOASの中での日本語教育は､対象からみて三つに分けることができる｡まず日本語学科の学部学

生を対象としたもの､次に日本語学科学生以外の学生を相手としたもの､そして､社会人を対象 とし

た昔｣ariguageCentTeで行われているものがある｡

日本語学科は東アジア言語文化学部のepartmentofLanguagesandCulturesOfEastAsia)に属
し､日本語専攻掴博 攻の学部学生が約90名いるD学部学生は 1年次に全員集中日本語教育を受け､

2年次は1年間日本に留学するL)3年次と4年次は､日本語専攻の学生は主に日本文学を履修 し､副

専攻の学生はそれぞれの専門分野のコースを取るDさらに､1年の修士課程があり､東アジア文学､

日本語言語学､日本語応用言語学の修士号が得られるC日本語専攻以外の学生は選択科目として日本

語が履修でき､学部学生だけでなく､多くの大学院生､その上他のロンドン大学に属 している大学か

らの学生が学んでいるOまた､付属のLanguageCentreでは社会人を対象に有料でアジア ･アフリ

カの言語を需要に応えて教えているoLanguageCentTeで開講している日本語教師養成講座は 11年
目を迎えている｡

SOASでの日本語の教育実習は､日本語学科の日本語応用言語学修士課程の一部として､また

LanguageCentreで行われている日本語教師養成講座の一部としての2系統があるO本稿では､日本
語応用言語学修士課程での教育実習を､海外であるという制約の多い中で行われている教育実習の一

例としてみていきたい｡

冒. 日本語応開言語学修士課程

1,概要

1996年度から始まり､4年目を終えたばかりのコースである,｡,ヨーロッパでは他に見られない領

域であり､注目を浴びている｡｢日本語構文論｣トー般言語学入門｣｢教授法 8実践学習｣の講座 と修

士論文 (1万語)からなり､1年で修了する,_,英国では修士課程は通常 1年であるLl仕事を持ってい

る学生のために2年あるいは3年かけて履修するパー トタイム制度もある02年の場合は､｢教授法 8

実践学習｣と修士論文を2年目にし､3年間かける場合は修士論文を最終年に書くL,日本語を専攻 し

たもの､あるいは日本語が流暢なものという入学基準があり､また講義 e レポー ト書きはすべて英語

で行われるので､英語力も問われる､lこの修士課程の設立には､まず日本語学科の中で､日本語の研

究者を育てたい､日本語教育の専門家を育成したいという希望があった｣叉､このようなコースを開

講することで､日本語に関心を持つ優秀な学生を広く集められるだろうという考えもあった｡しか し､

ここで注意しなければならないことは､この課程は教員養成課程ではないので､修了しても英国の教

員資格は得られないことであるu

2｡学生の背景

過去4年間で､計31名がこの課程を履修した｡毎年 6名から9名が在籍する,⊃このうち､日本語

非母語話者は､署名で､英国人のほか､ノルウェー､ベ トナム1.カナダ人がいた､⊃日本からの留学生
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が過半数を占め､女性が圧倒的で､男性は今までに4名に過ぎない ｡さらに､日本語教師経験者8名 ､

日本語教師養成講座修了者 10名を含む｡

3.教育実習の位置

教育実習は､｢教授法 琴実践教育｣の単位の中に含まれているDこの講座は､理論面と実践面から

成 り立っている｡理論面の講義では､外国語教授法理論､第二言語習得､各技能の教授法､評価法な

どが取 り上げられ､多くのレポー トが課されるor教授法や実践教育｣の単位全体の i0%を実践面が､

LA〕,/u-た'31口和-PEEJJJlヽ 1-'十人か半円L軒も司沢〟'7二76'ノ iU/0㌔乙に二号び_}'J.コLJ'す＼倒 しぎょ､軍′目fIJJ1!ま_-jヲrJ矢状iBl等｣モノjdflJ課

点を当てていく｡実践面の学習は､過 長一2時間の授業時間と､授業観察､教壇実習からなるL,

S狩ASの日本語応用言語学修士課程での教育実習の特色はt/-つ削こ既存のコ-スに結びついている

こと､ 二つ削こ実習時間の少なさを授業観察で補っていることが挙げられる｡つ詳 しくは次項で見る(,

寒コ-スにおける教育実習は､実習生である修士課程の学生が勉強 した理論を背景 とし､理論を現場

に移 し､経験 してみてさらに成長する機会だと捉えている.)

zli,教育実習の内容

Ej本語応用言語学修 士課税の学 生 で以下東根 学生と称する)は._T筆者が担当している ｢基礎 Ej本譜 互｣

と いうコ山累に組み込 まれる｡鵬 学生は 犠 離 泰語 をjの最初の授動 沌 毎週授業を観察 L∴警
学 期に克ってからhqニ C I}コトスで教育実習をす るのである､昌 基礎 日本語 言jは選択科 目で､発に延べ

た ように J Ej季 語を専 攻 としない学生なら誰で鯨績修するこ摘 ミできる,簡単にr基礎 日本語 障rFlt概
夢を諦ぺ ,L う

基礎 E3尭語 訂 偶毘S巌 短節毘酌官紀郎
時間数 :週 3時間 又望3還 月曜日蓮時間 火曜Lj望矧竃

教科書 :｢みんなの日本語 封 第 3課から望2課まで 漢字導入数 :望望f:!字

学生 : 約 25名 学部学生 雪大学院封 修士課程p-博士課程巨 砲大学の学生

革帯 鍵ドイツ 申米国 品マレ-シア 弟呼国 島韓国籍など 漢字素 魚非漢字薬生中国語専攻学生

履修 郎 勺二研究手段炉,ずれ 蔓ヨ本語の文献を読むため)､輿鼠 日本渡航希望者..就職に有利など

｢基礎 日本語 摘 ま､正嬢のコ-スで実習 目的のために搾られたものではないことを念頭に置かなけれ

ばならない,3履修 している学生は学年末uI蘭 験に合格 し､単位を敢得することを目的としているっ学

生は､コレス開始時にMA学生が常時見学 し､実習を行 う事を告げられる｡ただし､選択科目の初級

レベルの日本語コースは他にないがため､日本語を勉強 したい学生は選ぶ余地はないと言えよう._､翌

年に｢基礎 日本語 王封へと進むことができるO

日本語応周言語学修士課程の実践面の最大時徴は､この｢基礎 日本語 昔｣と結びついていることであ

ろうO最初から続けて一つのコースを観察することの意義は非常に大きいと思う｡授業を観察するこ

とは､学習項 目､学習者､教師の3つの観点を観察することで､それ らの利点を挙げてみたい｡つ

く1)一つのコレスに組み太れた利点

a)学習項 目

*一冊の教科書を追いながら､内容を分析できるもつ

教科書分析､あるいは初級文法などとい う項目である特定の教科書を分析 していくのは見られる

がこのコースの場合は,実際に教師が教えている現場を逐一観察することによって､初級 レベ_fL,

の日本語が把握できる,J

b)学習者
まう窒一書葦壷習孟星の三品壬早産一意重森一戸を芦､''/1イー▲HHHTqIl一y/･柁=±トコこくこ_PヲtJフ丁くヽ-1⊥~tl′0

学習者がどのように日本語を積み重ねていくか､どのような間違いを起こすかを子細に観察する

ことができる｡特に､｢基礎 日本語 互｣のように様々な学習者のいるクラスにおいては､異なった

背景の学生に生ずる習得過程の問題を見ることができるu経験ある教師の指導例を見て､理論で

習ったことを確認 ･検討できる｡

*学習者それぞれの特性や 日本語力が把握できる｡
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学習者の名前を知っていることから始まり､既習事項を把握していること､各学習者の問題点や

性格が見えていることなど､実習生に有効に授業ができる基盤を与える｡

C)教師

*経験ある教師の指導例を見て､理論で習ったことを確認､検討できるD

例えば､いくつかの異なった教授法､媒介語の使用､母語干渉､言語習得などに関して第一線の

データを得ることができる｡さらに､授業直後に教師や仲間と討議する時間があるので､より深

く理解･検討する機会が得られる｡

*教師のやり方を見て､コレスにふさわしい授業を考えることができるD

実習の教案を練る段階で､模範例がすでにある｡また､教師のやり方を踏まえることによって､

コースの継続性を保てるO

*授業運営の実際を見ることができるO

どのコースにも初日というものがあり､教師としてその状況にどのように対応していくか､また

欠席していた学習者の取り扱い､進歩の遅い学習者の対処の仕方など､様々な現実的な問題にも

触れることができるO単に日本語を教えることだけでなく､教師としての役割を見習い､教師と

して自立して行くことを学ぶ｡

｢基礎日本語 Ijの中で､MA学生は何をするかには､いくつかパターンがあるD授業中､教室の後ろ

で学習者全体を観察するこ特定の学習者を観察する;教師を観察する.･練習相手として中に入っても

らう;模範として出てもらうなどがあるDr基礎日本語lJの学生からみても､継続してMA学生が教

室にいることはプラスの面がある｡姐A学生の存在を知り､親近感を覚え､実習のときの関係を良く

しているUまた､日本語の練習相手としてMA学生を歓迎する向きもあるu

ほ )教育実習までの過程

本年度の例を取ると､MA学生はまずあるテーマについて講義を聴き､筆者が教える｢基礎日本語 I｣
をMA学生は半分ずつのグループになり､それぞれのグループが隔週観察する｡観察した後､1時間

MA学生だけの授業があり､そこで､いろいろディスカッションをするOまた､他の授業も観察する

という過程を〕学期目に繰 り返すO(衰3参照)各テーマは2週間かけ､その他､授業運営や､授業観

察方法の講義､および2学期の実習に関する話がある｡

(表3) 教育実習までの授業参観

講義内容 観察テーマ 他の授業観察

1)表記-何を教えるか 文字の導入 ｢初級日本語｣ (1年生の集中コース)

カタカナの導入､漢字の導入

!2)発音 発音の問題点 ｢初級日本語｣(1年生)/ ｢中級実用日本語｣(3年生)

異なるレベルでの発音の問題点

3)語嚢 t語嚢の扱い ｢日本語講読｣ (3年生)/ ｢日本語講読｣(4年生)

non-natiVe教師による指導例

4)文法 文法指導 ｢初級日本語｣(1年生)

他のコ-スの授業観察は､少なくとも4回あり､観察テーマに添ったタスクが与えられるDこの授業

観察が､修士課程実践面のもう一つの大きな柱であるOこの方法により､異なるレベルや対象を観察

し､様々な教師の指導例をみることができる0時に､非母語話者の日東語教師の授業例を見ることは､

外国人 MA学生にとっては大きな励みとなり､日本人 MA学生にとってはいい刺激となるようだO

また､授業観察を通じて､その教師や学習者とも知り合うことができ､視野が広がる点もよい点であ

るコこのような方法は､日本語学科の勉の先生方の協力なしではできないことであるコ人数上全員一一一

度には観察できないので､2組から3組に分けるのだが､SOASの日本語コース全体の時間割の中か

ら､MA学生に都合よい授業を振り分けることは､かなりの作業であるUしかし､実習時間数の少な



さを補う上でも､あまりあるものがあると考える｡

(3)教育実習の手順

MA学生の人数により､様々な形態を試みてきたC実習は_9名で 1週間3時間,旦単元を受け持つ｡

MA学生の人数によるが､だいたい ｢みんなの日本語 且｣の第 12課から 19諜あたりを担当するこ

とになる｡MA学生の実習前後のプロセスは次のようである｡

(麦4)教育実習の手順

…月曜L=1

週目 …授業観察
EF教案原稿提出

授業観察

模擬授業

実習 (チ-プ録
音)

巨最終教案投出

授業観察

模擬授業

実習 くテ-ブ録音)

最終教案挺出

実習後MJもクラス

竣週目 !授業観察 書授業観察
･宿轟捌 貰､添削 皇寿ぎ捷返却

_一一一一
書指導教師
ri別指導

-~丁玉音!Il;

修正教案提出 巨tll

指導教師の個別指導

〔監二自〉レ/Zjて--卜荘‡閏

緑声価表及びテ一つ/Lつ

を参考にするtFZ

空軍葉の罷甘曳学年拍引接闇の将事由恋着-,LFだ■け らEIP岱抽首.で蓬､卜盲｣､ Nか姓Ⅰ潜E-3やめ沖で各自演芸そ/77E滑E弓

に粥する練習戒三周までする場合と､且名が前半の壊Jも詑練習部分.次の貰習生が後半の応用部分拝

当机 ､ろ分けかたの望種類があったZ7二藍法項巨で分けてしまうほうが各自独立してできるgl符で､特にi

パー弓､タイムダブ狙Å学生のように時間的に協力できない泉登A学生にとつては郵碧がよがったようだリ

亡が 教育実習のブイbMドバック

実習指導教師は､授業開始前に提出された最終教案を見ながら実習を観察し､気がついた点を教案に

書き込んで省く｡実習生以外のMA学生は､指定の実習評価表を記入するO実習終了後､弧JA芋隼鴛

員で批評し合うが､まず､実習生がうまく行った点と失敗したと思う点を自己反省し､述べる｡その

後､他の学生が気がついた点を~'-Yi表し､最後に指導教師がまとめる｡その際､留意したのは､建設的

な意見を述べることで､貰うまでもないことだが細細としたことには触れないことだ｡教職未経験者

にとっては､ともかく教壇に立つ､教案どおりに授業を進め､終わることで精一一杯なわけで､厳 しい

批判は妥当ではないと考える｡講評後､実習生は監督者によって書き込まれた教案と､クラスメー ト

の評価表を参考に､実習反省文を提出する｡

5.教育実習の問題点

(1)運営面

教育実習を行うにあたり運営面で問題となるのは､適切な実習をする場の藤保と､一貫した実習

指導者の任命であるu教壇実習する場の確保が難しいことは周知のことである (堀内 1992)O教育実

習をするためには､対象である学習者が必要だLl実習のためだけに学習者を募 りコースを作るのか､

既存のコースで実習をするのか､二つの方法があるC日本語応用言語学修士課程での教育実習をどの

形でするかは､議論されたところである｡まず学習者を募ることは､パンフレットを作ったり､応募

者に連絡したりする実務面を担当する者がいなくて無理だと判断した.3SOASには様々な日本語コー

スがあり既存のコースで実習する可能性を探ったD実習の場として 1年生の日本語コース ｢初級日本

語｣が挙げられたが､このコースは遁 i4時間で3名の教師が携わっていて､週数時間姐A学生を送
り込むと教師間の連携が煩雑になりすぎ､又学習者への影響も懸念され対象から外した｡さらに､

MA学生の実習の責任者である筆者が､自らの授業時間の上に他のコースの実習監督をすることは負
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担が多すぎた｡他の教師の授業をMA学生が受け持つにはその教師の指導も仰がなければならず､結

局､筆者が担当する｢基礎 日本語 Ⅰ｣を実習の場とすることが､最も波紋が少なく合理的であると思わ

れ､今ある形を取ることになった｡海外における教育実習の難題の一つは指導教師となる人材の不足

であろう｡

(2)実習生から見た面

*実習時間数および実習対象レベ/レ

｢基礎日本語I｣においての実習体験そのものは大変有意義だとMA学生は評価している｡しかし､

実習時間数が少なく､実習対象レベルが一つであることは否めない｡ 修士課程は1年であり､

その期間内に理論と実践を学ばなければならないという制約の中で､教育実習の時間数や勉強量

をこれ以上増やすことはMA学生に負担がかかりすぎるので､無理であろう.)すでに､｢基礎 日

本語 I｣の定期的授業参観と講義の時間を合わせて､週4時間費やしている｡その他に他のクラ

スの授業観察があり､理論面の講義もある｡対象レベルを複数にするのには､上記(1)の問題が浮

上するので､考慮するまでに至らなかった｡だが､この欠点は､他のコースの授業参観をするこ

とによって､ある程度カバ一一できていると考えている.教員養成コースではないことを改めて強

調したい｡

*実習形態

各MA学生が行う実習は､正規の既存のコースであることから､制約が出てくるOコース担当教

師が 旦学期間踏み固めてきた授業形態を大きく外れるわけにはいかないD教科書は制定されてい

るし､進度が決まっているので､ビデオやテープレコーダーを使用する余裕はなく､語嚢も定ま

っているという､いくつもの条件に縛られ､実習生の創造力が発揮されるような授業ができない

マイナス面がある.｡他方､一つのコースで同一教師の授業を追うのであるが､その教師の信条や

教授法に賛同できない場合もありうるわけで､実習生が不満を持つ可能性もある｡

(3)学習者から見た面

*授業の一貫性､継続性

通常の担当教師のほかに6名から9名の実習生が入れ替わりに教壇に立つわけで､コースの-慣

性を保つのはたやすくないcMA学生は｢基礎 日本語 I｣を開講当初から観察しているので､担当

教師の授業運営方法を踏襲できると仮定できる∴また､基本的に決まった教科書を進んで行くと

いうことで､継続性は保てるであろう｡反面このように一貫性を持たせることは､実習生にとっ

ては大きな制約となる｡

*学習効果 ･達成度

既存のコースであるということは､学習目標に達成しなければならない使命を持っている,つこの

点は､担当教師が一番気になるところである｡実習がうまく行かなくて学習者が学習項目を充分

把握していないと判断しても､担当教師はその場では欠落した部分を補うことができない｡学習

者が､授業中よく分からなくて実習生に質問するのをはばかるということは､すでに実習生と学

生との間にラボ-/レが出来ている我々のとっている形では､かなり排除できていると思われる｡

しかし､間違った見解のまま､あるいはわからないままになっていることがやはりある〔⊃この点

に関しては､実習を隔週とし､担当教師がその間の週に入り､問題解消を図っている｡更に､学

習語の宿題をチェックすることも正しい学習に寄与している｡

(4) 実習指導者から見た面

我々のケースは実習指導教師とコース担当教師が同一人物であり､非常に有利に働いていると考

えられる｡コ一一ス担当教師がコース目標を熟知した上で､実習の指導をするわけで､コースにふさわ

しい実習ができるように示唆することができるOまた､上記 (3)に密接に関わるところだが､実習

での不備な点の補いや訂正は容易にすることができ､学習目標を達成できる〔)実習指導者は､実習生

の授業を評価するだけでなく､学習者の達成度も計らなければならないという､学習者と実習生双方､

-tt1-



合計 30名ほどの学生に責任があり､大変な苦労である｡又､常に観察されて授業を行 うのは､プレ

ッシャーがないわけはなく､負担であることは否定できないD これも､人材不足に負 うところである｡

実習指導に関しては､どのような形で実習生を指導し､実習を評価するのがいいのかはまだ研究が十

分されていず､経験からのみの発言となることが多い｡この点は､大きな課題である｡

(5) 実習評価

実習は､修士課程の-一部であり､全林の 且0%の評価を占める｡そのために､実習評価を行わ怨
i,十如f/-デかnナPlJヽ 与巨朝貢亜麻乙-邑罰首で7.-十 1恵が虫あま邑京i′壇.｢7ヽ77hlすかしヽ}'ミ 白土jLkに告Jm奪顧寺前崩右まま.,FR†ノヽ7ノ勺UE⊂久一d-/rd-VD二7ミニと=1日∫ltLLiきし-i:六つし/ゝ 誉d･ヽ ChJ̀-111rJF｢31J､ヽrJVノしぎdJd､Y~/JTヽ Eコ⊥Br,一粒Vノブ＼こHLJF!TtLU｣/i-Ylで_′rj.i

ている｡理想的には2名が実習観察をし､評価することだと思われるが､現実的には難 しいC録音し

たテープを聞いて､概観を得ることが出来､必要であれば第3者が評価することができるようになっ

ている｡

多くの問題は､冥習生のニ--ズと学習者の巨摘勺とのバランスから生 じると捉えることができる.｡

実習のために学習者を集めるというかたちでは､実習生を主と考えているものであり､反対に､既存

のコ-スで実習をするという形態を選択すると､実習生のこし-ズに合わせたものではなべ ､ 学習者や

コ一一一-スに合わせることが前提となっているoどちらが教奮実習として理想的かと買うと煎 署 で あろう

が､どちらが現実的であるかと考えると後者であろう｡

罠呈 血 おわ 町‖こ

教 員養成コレスではなくも日本語の専門家を育成する肖約で開設され た 配 本 語 応頗言語学修士課程で

教育実習を実行 しているのには､それなりの意義があると考えるG既存 の コ -利こ組み入れ､多くi7コ,

地コ--スの授業参観を盛 り込むことによっても教育業習に伴う人材｡時間や環境の面での制約を乗り越

えているのではないかと思 う0本コ-スの発展のためには今後､教育実習の評価方法､より効果的な

授業､授業観祭方法などの課題が挙げられる.〕現在のような形態で､教育効果があるのかどうかはさ

らに研究しなければならないところであるが､教育塞習を何時間するかを問題 とす･,5儀顧 こ疑問を投

げかけたい｡本稿が教育実習はとても無理だと考えている機関､特に海外の機関で､参考になれば辛

いであるO
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日本語教育実習の一つの試み
田中和美

ロンドン大学 SOAS

要約

ロンドン大学SOAS(SchoolofOrientalandA舟icanStudies)において､1996年に日本語応用言語

学修士課程が開設された｡その中で｢教授法･実践学習｣という講座があり､実践学習の一環として教

育実習をしているoSOASでの教育実習には､二つの特徴があるO一つ目は､修士課程の学生(MA学

生と称する)は｢基礎日本語I｣という既存の選択科目の日本語コースに組み込まれ､そのコースを継続

的に観察し､そこで実習を行う｡二つ目は､他の日本語コースを多く観察することであるO本稿では､

制約の多い中での教育実習の実際を､SOASの試みの利点と問題点を明らかにしながら見て行くO

OneExampleofJapaneseLanguageTeachingPractice
KazumiTanaka

SOAS,Univers止yofLondon

Summary

MAinAppliedJapaneseLinguisticsprogrammewasestablishedin1996atSchoolofOriental
andAfricanStudies(SOAS),Universi㊦ ofLondon.Am ongthecoursesrequiredtotakeis
"JapaneseLanguageTeachingMethodology"whichincludesteachingpractice.Therearetwo
distinctfeaturesinourteachingpractice.Firstly,theMAstudentsareintegratedinthe"Basic
Japanesei"coursewhichisanoptionalelementarylevelcourseopentoallundergraduateand
postgraduatestudentsofSOAS. ThisallowstheMA studentstoobserveonecourse
throughouttheacademicyearanddotheirもeachingpracticesinthiscourse.Secondly,theMA
studentsaregiventheopportunitytoobserveavarietyofJapanesecoursestaughtatSOAS.
Thebene最tsofthesefeaturesaswellastheproblemsarlSlngarediscussedinthispaper.
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