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隈本 ･ヒ-リ- 順子 (メルボルン大学)

i.はじ鋸 こ- オーストラリアの言語政策と日本語教育-

オ-ストラリアでは中等教育のみならず初等教育レベルでも日本語教育が盛んに行われているこ

とは知られているOこれは日本語だけにとどまらずLOTE(LangLiageSO的酢丁緬RERguS輔 こつ

いても言えることであるo英語を除く外国語教育の普及の背景には､連邦政府の言語政策に寄与す

るところが大きい｡1983年に政権を握った労働党は､オース トラリアの地理的､政治的､経済

的状況､また移民がもたらした社会変化を鑑み､ ｢多文化主義｣政策を掲げ､その酸策を実際に遂

行させるために様々な策を打ち出したoまた ｢多文化主義｣に関連'i=,て,{従来の伝統的なヨ-ロヅ

パ志向 か ら ア ジ ア 志 向への転換も因ろうとし た r･ い わゆる舶鹿 量J睦raGyくアジアの言語 >文化の

理解)を オ - ス トテ リア 国 民 の率に広めよ う と し た もので あ る ｡

ま ず はRy言 語 療 策 に 関 U r 連 邦 政府が取った重要な政策 に 触 れ て み る u

i98'7年には ロ O ピアン瑚こよって言語に関する国家政 策 i'Na抽 m盈蔓 PCyuc%BW-3机別語FWjageS3が

提唱されたOその後､連発敢唐は言語政策に関して次々と箆棒的 に 政 策の実施をし始めたく｡まずは､

i989年に ｢オ-:ズゝトラリア国立露語識字研究所H Na抽 門盈沈 amgL泊geSanEd邑誹eraGy

軌S損u昔eoずAustraHa潤は 憐)∃を設立O通称 ｢イングルソン報告書｣と呼ばれる ｢【高等教育にお

けるアジア研究 b言語の教育｣ 日 989年)rTeac柚 go亨舶音anS嘗udiesa摘 LaRguageS表ri

HigherEduca抽輔 さらに高等教育の外国語教育に関する意見書である ｢リ-ル報告書｣往ea巨

Repo項 目 991年)などの出版に政府の積極的な姿勢が反映されている｡またこの時期に げ

ジア研究審議会｣EAs如 5号LadiesGoun鞘 も設立され､アジア研究 や言語の普及に大きな役割を

果たした,,

NLLぎ郎まオ-ス トラリアにとって社会的も経済的をこ重要な言語として､ば罰貰プログラムの中か

ら日本語を含めた九つの言語を選び優先言語として掲げた｡アジア研究審議会は七つアジア言語を

優先言語として提唱し､その中から特に､日本語､中国語､イン ドネシア語を最優先言語とした｡

日本はオース トラリアにとって最大の貿易柏手韓であるC ｢日本がくしゃみをすればオ-ストラ

リアは風邪をひく｣といわれるゆえんである｡また､一般のオ-ス トラリア人にとっても日本人観

光客や市場に出回っている日本製品などを通して､日本は進んだ経済発展国であることを認識して

いるo新聞やテレビによる日本関係の記事､ニュースも欧米に比べると､ずいぶん頻繁に報道され

ることに気づく｡欧米と比べ､オース トラリアは日本は近いと言えよう｡

上のような中央からの働きかけを受け､各州の教育省でも多少は州によって異なるが､この言語

政策を実行するためLDrTEを初等 ･中等教育のカリキュラムに加えていったoオース トラリアでは

日本と違い､初等中等教育は州の教育省に委ねられているからである｡例えば､メルボルンのある

ヴィクトリア州は日本語を含む八つの優先言語を指定し､その言語計画の目標は2000年までに

prep(小学校 1年になる前の準備学年)から10年生 (高校 2年生)までの全員生徒に､それか

ら11､12年生の25%の生徒にLOrrE学習の機会を与えるというものであるO他の州でもこれ

とよく似た言語計画を立て､LO7f教育の推進に努めているO

オース トラリアの日本語教育の発展が､オーストラリアのアイデンティティ確立の為の国政と日
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豪の経済関係との密接な結びつきから根ざしたものであることは､将来､政治的経済的な状況が変

われば､日本語教育 (そしてLOTE教育)は､学習者数や予算等の面で影響を受ける可能性を常に

秘めていることも重要なポイントである｡

次のセクションからは日本語教員の日本語運用能力と､その間題を念頭に置きながら､教員資格

取得の試行コース実施の際に起きた問題を織り交ぜながら､初等 ･中等教育の問題を考えていきた

い ｡

Z｡日本語教員の日本語能力

1980年代の後半にオーストラリアでも日本語熱が最頂点に達し､いわゆる ｢津波｣､或いは

explosionと呼ばれる現象が起きた｡そのときの深刻な問題は有資格者で､日本語運用能力のある

教師が需要に応えられるほどいなかったことであるO結果として教師として不十分な日本語能力の

持ち主が雇用されることになった｡また､日本語が話せるということだけで､外国語教育の知識､

訓練､経験もない人も採用されたりした｡その後も教師不足は続いたが､日本語熱がおさまった今､

他のLJOrT盲と比較して日本語教師の語学能力がどんなものであるか､ここで言及したい｡

ここで引用するのは 1993年にNLLIAがオ-ストラリア言語 や多文化教育審議会(Austra=an

CouncHonLanguagesandMulticurturaH≡ducation)と共同で出した ｢LJOrTE教師の雇用供給に関

する全国調査報告書｣(TheReportoftheNationalEnquiryintotheEmploymentandSupply

ofTeachersofLanguagesOtherThanEngHsh)である.

この報告書はLDrTE教師の語学能力に関して二つのタイプの調査について触れている｡両方に共

通していることは能力試験の結果ではなく､教師白身が自己の能力を診断した点である｡まず､最

初の調査はクイーンズランド州の教師がASLPR(theAustra=anSecondLanguageProficiency

RatingScale)とよばれる第二外国語能力を図る尺度を使って､己の力を診断したものである｡ こ

のレベルは9段階あり､0から0+,1-,1,1+,2,3,4,5までであるO同州の公立校でLDrTtを

教えるには､最低レベル 3の能力が必要とされている｡この調査では625人の教師が読み､書き､

話し､聞くの四つのマクロスキルについて､45%から63%の教師がレベル 3の能力に到達して

いないと自己判断していることを報告している｡ (Nicholas:95)

さらに､このクイーンズランドの調査の中で日本語教師はどのように自己判断しているか見てみ

よう｡レベル Zと答えた日本語教師はどのぐらいいるだろうか｡話す能力についてレベル2と自己

判断した日本語教師は全体の89%を占め (イタリア語教師は24%)､聴解力は88%の日本語

教師がレベル 2と答えている (インドネシア語或いはマレー語教師は16%)｡読解力については

89%が (イタリア語教師は17%)､それから書く能力は87%の日本語教師がレベル 2と診断

している (ドイツ語教師は46%)O (N岳cho匡as:95)

第二の調査は､クイーンズランド州を除く全土のLDTE (15の言語)教師2433人が､自己

の外国語能力を四つのマクロスキル別にb教室での難易度の異なるタスクについて判断したもので

ある｡第 1の調査のように日本語教師の場合を見てみようQ他のLOTE教師に比べ､日本語教師は

全体的に語学能力は低いことが分かるO例えば､スペイン語教師の66%に比べ､聴解力について

は25%の日本語教師しか ｢聞く能力｣有りと答えていない｡話す能力があると答えた日本語教師

は全体の33% (イタリア語教師は7O%)しかいない｡ ｢読む能力有り｣となるや､僅か日本語

教師全体の 19%のしかいない (アラビア語教師は90%)｡. ｢書く能力｣があるのは日本語教師



の37%しかいない｡それに比べ中国語は76%の教師が ｢書く能力有り｣と自己判断している｡

lNirlh(lっC･I.II､＼＼11Fヽノ】;～-′lu)rノU∫

各マクロスキルはまた ｢ラジオが聞ける｣､ ｢タスクをする際の段階を説明できる｣などの項目

にも他のLJOTE教師に比べ､日本語教師は一般的に様々なタスク遂行能力を低く自己評価している｡

報告書は次のように分析し結論を出しているO ｢全体のタスクを見ると､教師が一番低く自己評価

している言語は日本語である｡｣ ｢日本語教師の大多数が自分は口語日本語を満足に理解できる能

力があると信じていないo｣ ｢E]本譜教師の大多数は自分の能力ではタスクを容易に遂行できない

と考え､ている｡｣tNichoEas:98. 相0き

ただ､ここで留意しなければいけない点があるo ｢田本語以外のL爵7貰教師はその言語の 母 語 話

者であることが多いが､日本語教師の大多数は日本語非母語話者であるO｣さらに､報告書 は ｢U_i

充語教師の大多数は大学での日本語学習だけであるo｣ごとを指摘している｡ 宅N廊 O室員墨: 増 額 買 う

つ まり､オ-ス トラリアの高等教育機関での目豪語教育の機会しかなかった こ と を 示しており b賢ヨ

凍語運用能丸向 日こほ日義での研修の必要性が出てくるわけだがでこれは時間的勺経済的に言 っ て

簡単な解決策ではないO

初等 で中等教育の田本語教師は日本語非母語話者が多も′ヽので､母語話者め多いば罰鷲を珪ヒべると

田本語能力が低いことが指摘されたが､では,,日本人教師を採用すれば語学レベルの開溝が解決す

るかというとそうではな い｡ 日東人 教 師の場合､有資格者であ/つても､文化的言語的バリア叫があ

萎,=な ら ないことはよく知られている話 で あ る(,それからさ学校によってはEl豪語以外の韓日も教え

られることが必要な場合が多いが､ 較東 大教師はその資籍を持っている太は少ない｡その上｡学校

の教師というのは教える以外にもいろいろ職務があり､その職務の遂行には高い英語力が要求され

る場合が多いからである｡

それから教員資格は日本の大学で寂得 した教員免許はオ-ス トラリアでは認定されないCか-潔

トラリアの高等教育機関で取得した教育学位かDip蔓omaofE血相紬mがなければ1どの軒管も教

師資格があるとは認められないからである｡

34メルボルン大学の日本語教員資格取得コース

ヴィクトリア州の日本語教師不足は､都市周辺の学校でも確保するのは困難だったが､特にひど

かったのは地方にある学校である｡大学で日本語教育過程3年を終えた後､学校教員を希望する学

生は､残念ながら僅かであるOオース トラリアでは､一般的に教師と言 う職業は余り魅力的だと思

われていないからであるOまたt.教師になってもメルボルン周辺の学校を希望するため､せっかく

地方の学校にリクルー トされても､数年後には都市に帰還希望し､地方の学校に定着する率はよく

ないと言われるo特に ｢日本語ブーム｣だった80年代後半から90年にかけて半ばまでは､特に､

日本語教員に対する需要が供給を大きく上回った｡

ヴィクトリア州の公立校を管轄する州教育省はbLJOTf教師の教員養成､現職研修に力を入れてき

た｡その中でも日本語教員不足の解消のため､教員養成や現職研修を目的としたいくつかプロジェ

クトを試みてきたo現職の教員にLOTE教育の資格を持たせる為に､ヴィクトリア州の高等機関に

依頼し､3年間の日本語履修コー-スに教員を入れることにした｡教育省の方針として､希望する大

学にカリキュラム､コース運営予算などを出してもらい､その中から､一番低価で適当なものを教
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育省が選ぶという入札形式を取っているoメルボルン大学でも教師資格取得コースを出して教育省

に協力した｡

地方での教師供給の安定を図るため､教育省はその他に在住する現職教師を有資格の日本語教師

に養成しようとしたoLm 教師の資格を取る一つのやり方は､高等教育機関の3年間の日本語科

目とLJOrrE教授法の科目の履修することである｡大学での日本語教育課程のスタ- トのレベルは､

初心者レベルからではなく､中等教育の日本語履修者を対象としたコ-スと同じレベルからに限る

としたのは､LJOrTl:教師のレベルが高水準でなければならないとする教育省の姿勢が伺えるが､あ

まり現実的でないと指摘する向きもあるOまた､このコースは修了時に大学から単位を取得する必

要性から､通常の大学コースと同様､宿題提出､小テスト､口頭 ･筆記試験などもも課せられた｡

メルボルン大学では教育省の依頼を受け､1993年7月から､地方に住む現職教師25人を対

象に､サテライ トを利用したインタラクティブ ｡テレビによる､遠隔地教育のコースを初めて行っ

た｡最初の年は連邦政府の資金援助を受け.2年目と3年目は教育省の負担で3年間続けられた｡

テレビの生放送を通した授業と､休み中或いは週末を利用した従来の教授形態の授業を組み合わせ

た､150時間のコースであるが､このような試みはオース トラリアでは初めてであったo

メルボルンのスタジオからサテライ トに送られ､学校にあるサテライ ト皿に受信され､テレビの

モニタ-を通して見ることができるというわけである｡この特典は現職の教師が仕事から解放され

る時間 (4時半から6時半)にテレビが放映され､スタジオにあるファックス､電話を通して教師

と学習者が連絡がしあえることであったO2時間のうち､テレビ放映は20分を-コマとして 3回

ありその間教師は休みを取り､学習者は与えられたタスクをやることになっていた｡最初の20分

はその課の新しい言語機能､文法の提示にあった｡その後20分学習者は一人で或いはペアーで練

習し､次の20分のテレビ放映で参加すると言う形をとった｡

これは､通常､都市にある大学の日本語教育にアクセスできない地方の教師にとって便利である｡

ある遠隔地教育の一形態であるが､サテライトの使用料が高いことが最大の欠点であった｡

前述のようなインタラクティブ 4コース以外に､普通の授業形態で学校の休みと週末を利用 して､

大学のコースと同じ内容をカバーするコースも提供された｡これは､実際に教師と学習者が ｢顔｣

と ｢顔｣を会わせることができることから､サテライ ト使用のコースと区別するため ｢faceto

faceコース｣と呼ばれた｡これはサテライ ト料金が要らず､比車知勺安価にすむことから､日本語

だけでなく､他のLOTEでも使われている授業形態である｡

4｡現職教師対象のコ--スに関する問題点

現職教師対象日本語コ-･スは正規の大学コ一一スに比べ､途中脱落者､落第者が高率であることが

多いがそれは何故であろうか｡

サテライ トによるコースの受講者の中で､特に脱落者が目立った｡まず､学習者はフルタイムの

仕事を持ち既婚者であることが多い｡そのような場合､仕事､家庭､勉強の三者を時間的に無理な

く成立させなければならないというプレッシャ州がある｡そのことができず､日本語を落とさざる

をえなかったという回答がアンケ-卜調査によって分かっている｡職場では特に上司の校長先生の

理解が必要であるが､理解と支持が余り得られない場合もあった｡それから､家庭内で妻､夫､親

として期待されている役割が果たせなければ､夫婦間､親子間に緊張関係が生まれてしまう｡ある
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受講者から ｢このまま日本語を続けると妻から離婚されてしまうo｣と真顔で言われたことがある

､ふて *二i!こてS･もー(+.T′7ヽ-7=七､ZI,I-I/JJJlヽ/や亡∃しq)vノ)｣Vjしq),)ノo

最初一年目のサテライ トによるコースは7月に始まり､翌年1月に終わるという学習者にとって

かなりインテンシブなコースであった｡前述したように､定期的な宿題提出､クイズ､試験もあり､

常時の復習､予習も課せられていたが､受講者の学習意欲も高かったにもかかわらず､かなりの脱

落者を生み出す原因となった｡

次に遠隔地教育の持つ問題点から眺めてみる｡

日本語教師の弱いスキルは ｢話すこと｣であるがとこのマクロスキルを向上することが難しかっ

た｡テレビ放映中は学習は､ ｢インタラクティブ｣と言ってもかなり受け身的になり､休み時間の

練習や ｢自習｣だけでは十分ではないことは歴然としている｡遠隔地教育では ｢読み書き｣のスキ

ル習得はある程度できても ｢話す｣能力獲得は難しい｡これは､比較的､日本人教師と接触のある

｢facetoface｣のコ-スでも言責ることである,,諌規の大学のカリキュラムとは違った新しいカ

リキュラムが必要である｡

フ7レタイムの仕事を持ち､日本語学習を続けるのは易しいことではないことは述 べ た が . 地方の

学校で--太で孤立しがちな学習者をどのよう形で､大学側が学習面､精神面でサボ -- トす るかが問

題であるrJ学習意欲を維持するために車)､学習者間との横のつながりも大切である｡これはまた､

遠隔地教育が克服しなければならない責である｡

5_今後の課題

初等 -車等教育での優秀な日本語教師の確保は依然として困難で､時間と金のかかる問題であり､

各州の教育省の今後の深憂でもある｡日本語教師の日本語能力払出こついてはt教育省も教師養成

だけでなく現職研修に力を入れているOヴィクトリア州教育省の教員養成 ｡研修についてはマ リ --

ピット氏が詳しく触れているので参照されたし｡

オ-ストラリア大日本語教師の日本語能力を短期間に向上､維持することは容易でないO大きな

学校であれば､複数の日本人とオ-ス トラリア人教師がお互いの長短を補い合うことができるが､

そうでない場合は日本人アシスタントの活用が当面の現実的な解決策であろうOヴィクトリア州で

は 1997年には､公立校では233名の日本人アシスタントが補助教員として､オ-ストラリア

人教師を助けていたことが報告されている｡ (ピット:47)最新のデータがないので推測しかで

きないが､私立校も入れれば､現在かなりの数の日本人アシスタントが､ヴィクトリア州の学校で

日本語教育に協力していることであろう｡これはオーストラリアの学校だけではなく､日本の大学

の日本語教師養成にとってもメリットがある｡日本で日本語教師養成講座を修了した者､或いは履

修中の学生が実習の機会がないという問題の解決策にもなり､日本のいくつかの大学からヴィクト

リア州教育省-アシスタント派遣が行われている｡これ以外にも､アシスタント派遣を仲介する会

社があり､それらを通して､オーストラリアに送り込まれてくる場合もある｡

日本人アシスタントが ｢経験のため｣といって､かなりの費用を自前で負担し学校では無給で

｢協力｣しているが､こちらの労働組合からの観点からすれば､労働条件上で問題になるケースも

あるようである｡日本人アシスタント制度については､いろいろ問題もあるが､ここではその間題

に触れるのはこの拙文の目的ではないが､今後､この制度の広がりに伴って現状調査をする必要が

出てくるかもしれない｡
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L=3本の学校でJETプログラムの英語教員アシスタントや英語教師をしてきて､オーストラリアに帰

国後､日本語教育に従事する人が出てきているOそのような背景の人で､日本語運用能力が高い人

が増えてくれば､日本語教員の語学能力､日本に関する知識向上に少しは役立つことであろう.

今後の課題としては､教育省と高等教育機関が協力して､多極面から教師養成､研修の問題に関

わっていかなければいけないであろう｡
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