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･をとりあげて検討するOその検討をもとに.121世紀にもとめられるEj本譜教員をどのよ恒こ養成 し

言.ここ 10年間の 日本験教育の変化

仁頂学習者の多様化

土茜外乱人登録者数はTl妻･き;軋ノ.盲55/して:.全人言LT,Lrit･.5%をL波ていた_､三三三ij1-5･ヰ ∴ は _.∴ ∴ ∴.ノ工 _

㌔.軋 音j;､i:ji7)う･三三:lrJ費主_J斡るよ･::;にな 二-･た_- 尊貴の居住する愛知県 をみ て ;:･:i.三二 ･ -こ:.;Jt;,,:享･.::lL./,:帖 三

均衡で､柑 98年症 Jj･:-]-,h<373人で..全国o::ナf/..L-:::,LL頼)55It,7j∴が愛知 県:'こ集や ･L/-i∴豆 L ∴川･､.;

準は数がす:(.なく..愛知県地方課ではぞ人t.十日)に:....言 ､そirj他としてかそえておし 詳漣は{明｢こ:

ある.､参考まで に､享三)3,'三軍は6ii･/･1_.;亡･コたし.蔓S･i〕い草_▲[-_毒素;i言二:かぎ1,.ま単純斉勧着 て与 ∴･LjL･-汀 二＼

てこ:いう入管法の改正によij..ブラシ_ji',.iJ.)ir-式に′言､.え､川 言1:･',4人とな-/7た:

現在､地域に<らす外国人はいろいろな形で巳本譜を学習L.ITいるこ.

う.2学習目的の多様化

地域にくらす外国人の日本語学習目的は生活保持および生活設計のため .精神面を発走 さ ゼ 三言 LL-, 某

というものである く足立 1999ト 丁8'L1年代､日本語学習者というと..まずは留学1':i:.がか,･Li.･.,.:,;～ :巨 =/l れ

地域にくらす外国人を視野にいれることはすくなく,生活日本語の習得を中心にかんがえ･高 二 .･二 も 子

くなかった｡生活日本語の習得に一二)いては､ここ1O年間におおきくタロ-ズアップされ蕎よニラに な -つ

た問題である｡

;997年の統計によると､公立小 ｡中 .高等学校在籍で 日本語教育が必要な外国人児童室達 は

17,296人とな･コているJ児童生徒に対する日本語教育の問題は90年代､重要課題のひとつとなっ

た｡愛知県の例を紹介するO愛知県立大学から車で 10分ほどいったところに保見団地 (皇田市)と

いう団地があ り､そこには､約 1万人の住民がすんでいて､そのうち3,300人が日系ブラジル人と

いう特殊な状況にあるC団地内にある､豊田市立棄保見小学校は､全校生徒 359人､そのうち外国

人児童が 71人 (内ブラジル 58人)である (2000年7月現在)｡クラスの5分の 1が外国人児童と

いうことで､彼らに対する教育が切実な問題となっており､先生方の真剣なとL_)<みがなされている.=

学習目的の多様化は､上記の場合だけにかぎらないO大学における日本語教育も､たとえば､

1995年度からはじまった短期留学推進制度による留学生うけいれ､2000年度秋からはじまった 日

韓プログラムによる国立大学工学系留学生うけいれなど､日本語学習を第一日的としない様々なプロ

グラムが実施されている｡

学習者の多様化とは､いいかえると､日本や日本語学習が目的ではない､つまり､日本や日本語が

すきだから､興味があるから日本にいるというわけではない人がた<さんいるという,=とである.た

とえば､留学生の場合､ 自分の国では､三ゐ勉強や癖免ができないが～E3本に<れば､まめ勉強や由
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如 S.できる､だから日本にきた目せ､という具合である｡日本や日本語がすき､興味があるということ

などさしたる問題ではない｡彼らにとって､日本語を勉強しなくてよいなら､それにこしたことはな

い.日本での労働を目的に来日した人も日本や日本語がすきできたわけではない｡ましてや､その親

といっしょにきた子どもたちは､日本にすむことなど彼らにとって青天の昏匿の出来事であったであ

ろう｡

1.3日本音敦JL霊威にかかわる赦鐘

学習者および学習目的の多様化をうけて､養成課程を修了した日本語教員の活躍する場も現在多様

化している｡また､日本語教員成課程 ,コ-ス数は､1989年121機関､1998年384機関､受講

者数は､1989年 9,272人､1998年29,289人､現在と10年前をくらべると､いずれも3.2倍

になっている (『日本語教育のための教員養成について』による)0

1む4 r日本舌救JL兼戒に粥する捷曹j

2000年3月 ｢日本語教育のための教具養成について｣という提言がなされ､そこで､あたらしい

教育内容がしめされた｡これは､1985年 ｢日本語教員の養成等について｣においてしめされた ｢日

本語教員養成のため沿標準的な教育内容Jが改訂されたもである02000年の提言の基本となるもの

は､ ｢日本語教育とは､広い意味で､コミュニケーションそのものであり､教授者と学習者とが固定

的な関係ではな<.,相互に学び､教え合う｣ということである,､

1985年版のものと2000年版のものをくらべると､提言に ｢標準的｣ということばがなくなった

のがおおきなちがいであるCこれはひとえに､学習者及び学習者の目的の多様化という需要に対応 し

なければならない現実があるからであるQ r標準的な教育内容｣というものが硬直的な指針とうけと

められかねなかったと提言でのべられている｡ ｢標準単位数をしめすことや主専攻 ･副専攻という区

分よりも日本語教具として実際に教育活動にのぞむにあたって､基礎的に身につけておくべき内容､

日本語教授法などの必須の内容､学習者の属性に応じて選択的に習得すべき内容を明確にしておく必

要がある｣とのべられている｡各大学独自に理念や目的をもって､工夫して､特色ある養成をおこな

うことをもとめられているわけである｡そして､教育実習がきわめて重要であると､特に実践的な部

分の教育が強調されているO

盟.教授者と学習者のずれ- 地域のE!奉賛教皇の事例から-

1の項でのべたように､国内の教育状況がおおきな変化の様相をみせているが､これらの教育をに

なう教授者たちは実際にどのような対応をしているのであろうかO近年､学習者のニ-ズにこたえ う

る教授者というものがもとめられているが､はたして､現状はどうであろうか｡具体的な例をみて考

察する｡地域の日本語教室の現場から､教授者と学習者の意識のずれということで､次の2つの事例

が報告されているo地域の日本語教室では教授者というよりも支援者よんだほうがふさわしいかもし

れないnこの項では､統一のため ｢地域の日本語教室｣で外国人の日本語学習支援をおこなう人を教

授者とよぶ0

2.1学習者と教授者の開保- 札韓市のP査-

二嵐 喜多村､大井らは1997年に札幌国における日本語ボランティアについて調査し､その結果

について､1997年､1998年に報告をしている｡1999年､これらの報告に足立が考察をくわえて､

学習者の環境､学習目的､レベル､学習期間の多様性の存在のために学習者と教授者の間に ｢ずれ｣

義.･;生じるとし,_以下章二.まとめた,｢

･__撃豊麗重患息量産盈豊豊竺 泉重畳奉養
日本語で安心LJ-丁はなせる

･日本のことや日本での生活について気がるに質問できる

轄なし方や人との接し方をとおして普通の日本人の姿をしることができる

対等の大人同士としてはなしあえる

･鱒締着がとらえた学習書-おしえる対象
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2.2学習者と教授者､それぞれがもとめるもの

∠uuuヰ･足iL､松剛 ま･字官署と教授者､それぞれがもとめる学習内容について､秋田 ･新潟の

ボランティアによる日本語教室で調査し､次のような結果をえたo

L学青春は文化 ､背慎､それにかかわる養親をならいた_い

⊥艶塾蔓堤星亀整藍 幽 や首肯運用をおしえ亀壁

ずれが生じたまま･教室が進行してい<と､学習者は教室からどんどんはなれてい<o教授者はそ

の理由がわからず,学習者の姿勢があまいなど､学習者側にその要因をもとめることで納得し､そこ

でとどまってしまう0日本や日本語をLejたいとおもってまなぽうとする人と日本や日本語をったえ

魁,痩 おもっておし真ようとするAが存在するにもかかわらず..双方かみあわず､不満だけがのこる

不幸な結果となってL,まうDやめ郡 も電束からは理由をき<ことはできなら､Oやめていく泉は理由を

いわないで教室からはなれてもも≪ものでb理由凱 柏 .晋やめて鵬 ことは稀であるうOまた､教室を

開始する前に詳細なこ-ズ調査をおこなったとLJ苛も､学習者露二-京というものは完全に把握でき

るものではないのであるO学習者が=-戒 を明確にしめずことができるならもそれは相当学習がすす

んだAであるとら洩 る｡ニ-ズを明確にするため､双方教室ぞ活動しているとももっても過言ではない｡

そレこ＼ニニーズというものも学習していくi=で賢化してi..亘 {:.とが-1･狛こあi_仁うるとかんがえられる､､

13L大学における教員と学生の搾嶋の蓮

2のような教授者と学習者の意識のずれは_北.海道 一iA,.野 ･新潟た け で はなくこ~全国的.な傾向である.,

また-･これらは地域のボランティア教室だけにおこ1.-ケ急∴十であ ろ う か .‥大学におけるE3本譜教 育

賢 ,I-おここりうるこtであり､教員側に意識の変容がせ苦られT~いる例をt_筆者の前任校i新潟大 部

でのプロジェクトワ-一夕の実践から報告する｢

311 E)本音研離コ1--7におけるプロジェクトワ-,>

日本語研修コースとはL_.大学院入学前予備教育を半年間集中で実施する:7--･スで､壬に禍根L:･へI.ji:

の学生が対象であるCコ･-スの教育の-環として′.ブi=iジ:r_._封 -ワ一･クを実施した.､

3,1.Llプロジェク トワークの手嶋

(1)学生が興味あるテ--マを決定

(2)テーマについて､日本語でアンケ-卜またはインタヒ3:一調査

(3)表計算ソフトをつかって､結果をグラフにし.分析

(4)プレゼンテーションソフトをつかって口頭発表

3.1.2カリキュラム

(1)コースは 16コマ′′1過 (1コマ=90分)X15過

(2)プロジェク トワーククラスは2コマ/'1過 (1コマ/1遇 のコンピュータクラスも適宜､発表準

備にあてる)

3.1.3 プロジェク トワークのフィー ドバック

口頭発表終了後､フィードバックとして､学生16名､指導にあたった教具7名に対してアンケー

ト調査をした｡フィードバックとはコースデザインの一環である教育評価のひとつとしてとらえるも

ので､情報を収集した後､それをもとに分析 ･判断し､教育現場に還元､そして教育の改善につなげ

ようとするものである｡アンケート貸間項目はプロジェクトワーククラスで何をしたかというもので､

各項目に対して､ トよくした｣､ トすこしした｣､ トあまりしなかった｣､ ト全然しなかった｣

のうちから､該当するものを学生および教員がひとつえらんで回答する｡

ス-パ-ビギナ-の学生が4か月程度のみじかい期間で準備をし､目頭発表をおこなおうとずるわ

けであるから､学生も教員も無我夢中でただひたすら目前のメニューをこなすことにおわれていた.

そこで､アンケート調査をおこない､それらを分析考察することで､ふリかえりをきちんとおこない､

プロジェクトワークを総托しようというのが､このアンケ-卜調査のねらいであった0

3.2 アンケー トの結果

質問項目のうち､26項目については,先生との個別活動に関してとうている (表参照)O本稿で
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は､この項目について考案する｡

回答の r-よくした｣を4点､ ㍗-すこしした｣を3点､ r-あまりしなかった｣を2点､ ｢一全然

しなかった｣を1点として計算し､教具と学生の得点の平均点を比較したOその結果､差がおおきかっ

た項目は以下のとおりである｡

ニ尊皇旦互重患鼻息旦星旦

- (先生と)日本語で自由な会話をたのしんだ

･自分のしらない日本の習慣を日本語で (先生に)おしえてもらった

-あたらしい文法や文型を (先生に)おしえてもらった

二農具の方が轟豊島の項目

- (学生が)自分のアイディアを日本語以外のことばで先生にったえ､日本語になおしてもらった

-(学生が)先生から日本語でアドバイスをうけた

これらの結果から､おなじことを授業でやっていても､教具と学生の間で､認識の差があるという

ことをがわかったo教員は､最終プロダクトである口頭発表を成功させることに熱心であったばか り

に､学生と ｢自由な会話をたのしんだ｣という意識はうすく､ましてや ｢日本の習慣をおしえた｣ と

いう意識を感じる余裕もなかった｡しかし､学生からの回答をみて､学生が一体､何をいわんとして

いるかをさぐるために､いろいろなやりとりがあったことがおもいかえされた｡発表の準備段階で､

教員は､学生の出身国のことや学生自身の日頃､感じていることなどを大変興味ぶかくきき､一方､

教員自身が感じていることをはなしたのであった｡教員は､教授者であると同時に､-人の日本語ネ

イティブスピーカ-として､学生に揺することをもとめられ､無意識のうちに､実行していたのであっ

た｡これらのことを学生は認識したが､教員は認識できなかったわけである｡このことはおおきな問

題であるとかんがえる｡

また､ ｢文法や文型｣をおしえてもらったという項目について､学生の回答の平均点がたかかった

ことは非常に興味ぶかいO実は､教員の間では､プロジェクトワークの比重がおおきいために､文法

指導をする時間がすくなくなっているという声があがっていた｡教員たちはプロジェクトワークの時

間は文法の時間ではない､つまり､プロジェクトワーク指導と文法指導とは､まったく､別個のもの

としてかんがえていたのである｡結局､教具がおもいえがいていた文法指導は､まさに､教師中心的

であり､教師に管理されるものなのであった｡それは r『今日は､教科書の第X課､XXページのこの

文型を勉強しましょう』といって､授業をするj というようなものである｡学生たちがおもいえがい

ていた文法文型指導とは､教科書にかいてあることをおしえてもらうのではなく､自分が発表したい

ことについての文法文型をおしえてもらうことだったのである0

3.3プロジェク トワークをささえる教育パラダイム

312でみられたように教員と学生の認識の差をうみだした､プロジェクトワ-クはあたらしい教育

パラダイムに基づいてなされている.その特長として､学習者中心のアプローチ(隈本 1998)であ

るということと､内容重視のクラスであるということがあげられるC

3.3,1学習者中心のアブE3-チ

u)学習者が学習に責任をもち､教師は援助者

iL21いきた日本語の学習活動

(31予測できない状態に教師は乗車かこ対応

(4)日本語学習は最終目標でなく手段

コースの学生の日本語レベルが初級段階にあるので､クラス内での教師と学生との情報のやりとU

には.媒介言語.学習者の母語.絵や事軌 筆故､辞書､コンピュータの画面､身ぶり手ぶりなど､

ありとあらゆる手段が必要となってくる.,.従来の指導方法を念頭において､教室にのぞんだら､一体､

何をおしえているのかわからなくなり､とまどいをおぼえることであろう｡

3.3.2内容霊視のクラス

プロジェクトワークに必要なスキルは大学院での専門研究に必須のスキルでL.iJサーチスキル ･コ
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ンピュ-タスキル 巾プレゼンテ-ションスキルなどを訓練するOこのように､動機づけのた飢 ､､意

味のある学習内容があ∋てこそ､自律的な右 ′タ-アクションがお岩ej､学習者の言語の習得 がおこ

るわけであるoそして､特に重要なことはゝこれ らがたとえたとえ初級段階の学習者であっても､内

容重視のクラスが実施されるべきということであるC

･iあ/lc:-:∴ -･鳩 車･･.-tうJi･;-:.I{T･字､I:･tl{･T壌 静t7:.諒鞭
あたらしい教育パラダイムのもとでおこなわれる日本語教育を運営i/T掴 教師の役割をまとめる

と以下のようになる｡

榊 学生に桂庵な情報をあたえる援助凱 どの情報を活屑ずる鮒 ま学生が決定

ミニ)ひiつ;-I)文化をもコたE3本譜ネイティ∴1.ど---か -

潮 対等な立場の者同士がった鼻たもに とをつたえあ-蛸 こそ､貰語の習鰐がおこ愚と冊 ことを転
覚すべき

=B･碍教師の役割は､大学におぼるEi本譜教育を実施EL帯 鋼 教義に-:獅 てだけむ伐 るも鉛管はな宅､

塊域の日本語教室を運営 L2でもも宅教授者にもそのままあ等はまるものだとがんが象るノユ東学にお搾る

■}･ 津卦 ∵-._･'､∴ ･11･ rr-I-:三7･泰II--I. ･ ･･･. ･-tA1.-:::=一 .､ --､t､
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浮 き学生夢≡-方南的におL-譲 る碍管はな宅学生間史もおよび責盛者と学生間土鳶職 方南 約にまなぶ授

莱-.潮 学生たちが受動的ではなく主体的にまなぶ授業を提供しなければなf':潤 い_.そのよき,な授業

I:Tj率1LTL.,教授者をめざす学生に体鞍プロセスを重視させることが重要であ･,i,(,学生は.鴬にふL,jかえ

i)をおこない･プロセスでおこる嫌々な問題をみのがさす､対処レていくこLT:潤 .柔軟性をやしなう

･ことができるとおもわれるO

また,教授者志望の学生には､まず基本とLl'てt.封 ヒ背景や年齢のことなる学習者と対等な鞘嬢を

きず<ための人間関係 トレーニングが必要不可欠であるとかんがえるO異文化間心理学の分野におけ

二ングが.学習者と対等 にむきあい.表面的ではない実際的なコミュニケーションをし.ながら学習者

の真の目的にかなった日本語のサボ-卜ができる教授者の兼成を可能にする｡このような教授者こそ

が､現在の､そして今後の日本語教育をになうべきものである｡
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表 ･

β先生 との痕別j舌軌
汚1はなしことばとかきことばのちかいについて､先生とはなした

B2自分のアイディアを日本語以外のことばで先生にったえ､日本語になおしてもらった

83先生が日本語になおした文章について､意味のわからないところを日本語で質問した

B4コンピュータのつかい方について､日本語で質問した

ら5文法や文型 (sentencepattern;iについて､日本語で質問した

86自分のアイディアを日本語ではなした

B7自分のいいたい単語を日本語でなんというか質問した

88漢字のよみ方を貸間した

B9先生がい-_)た日本語を自分でかいた

510自分でつくったE]本譜の文をなおしてもらった

B11コノビュータのつかい方について､日本語でおしえてもらった

B12先生がかいた文章をよんだ

B13先生がかいた文章を声にだしてよんだ (reada一oud)

β14原稿をよんでもらった

B15日本譜の発音をなおしノてもらった

B16自分のいいたいことばを漢字でどうあらわすか質問した

EH7あたらしい文法や文型をおLJ克てもらった

即巧自分のL,らない日本の習慣 (mannersandcustoms)を日本語でおしえてもらった

t319アンケ一･･-卜の質問を日本語になおしてもらった

B20先生から日本語でアドバイスをうけた

i:321先生のア ドバイスについて､自分のかんがえをいった

如2発表のリハ-JJルをした

E?,23先生の非言語的メッセー-ジ (nom｡Verba=¶essage)に気づいた

B2L･与自分の国のことを日本語でったえた

B25日本語で自由な会話 (freetaik)をたのしんだ

β26日本語ではめられた
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