
ポ-ランド アダム Qミツキエヴイチ大学 1999年度機関報告

関 理世/深井 千枝

1｡ 機関概要

所属 新文献学部 東洋 やバル ト学科 日本学専攻

設立 1987年

制度 5年制修士課程 隔年募集 10月開講

入試 入試資格 :高校卒業試験合格者

試験 :外国語 2つ (筆記 ･口頭)/ポーラン ド語 (口頭)/面接

代表者 アルフレッド｡F｡マイェヴイチ教授

教員数 ポ-ラン ド人 5名/ 日本人 5名

学生数 2000年 6月現在

且年生 15孝ぎ㌧/3年生 9名/

5年生 9名 (うち 4名は 旦999年 10月から1年間日本留学中)

2℡ 留学状況 (且999年度)

文部省日本語 ｡日本文化研究留学生 4名/文部省研究生 2名

3. 進路状況

留学中､ 日本の大学でのポ-ラン ド語講師､ 日系企業､国内の大学の講師､通訳 ｡翻訳業､

国内企業､欧州にある企業

4. 学生の興味ある分野

オノマ トぺ､敬語､文学作品の翻訳 ｡作家論､明治～現代の日本歴史､

茶道､能､演劇､現代映画､漫画､民謡､ファッションとデザイン､ 日本の模様､

や くざ､女性学､社会学

5｡ 履修科 目一覧表 (年時間数 1時間=45分)

学年 科 目名 年時数 学年 弓 科 目名 年時数

1学年I】 日本語演習 390 2学年 日本語演習 iド喜 390

【 漢宰 i 120E 30L S…】 ~1.5∴ l 漢字 喜 150∴t 1-231 1喜呂

第 2東洋語 15
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3学年 【 日本語演習
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『初級日本語』東京外国語大学

『わ くわ く文法リヌニングji凡ノ大藩二

『総合日本語 句初級から中級へ』 『総合冒寓語中級』 凡入社

『初級冒本譜問題集 読解 20のデー--マ1日てfL入社

『ニュー--ズで学ぶE3本譜』凡人社

『表現テ-マ別冒本譜作文の方法』 『日ノ稲吾の書き方 J､ンドブック』

『実践にぽんごの作文』凡人社 ;を参考にした自作教材

『ロールプレイで学ぶ日本語』凡人社 ;を参考にした自作教材

『日本語の書き方』本字作成 『漢字 ドリル』同左

『中級からの日本語 読解中心』新興社

『完全マスタ- 日本語能力試験文法問題対策』スリ-工-ネ ットワ-ク

『日本語の書き方』本学作成 『Iiltermediate K頑 i Book』凡人社

『12人の優 しい日本人』ビデオ

『過渡期の ｢日本｣を考える』凡人社

『どんな時どう使う日本語文型 50O』アルク

『日本語能力試験 1･2級問題集』凡入社

自作教材､ビデオ､インターネットで検索した資料

7. 授業内容 (1999年度)

｢｢_二｣
*日本語演習*

文型導入

変形練習 ･応答練習 ｡完成練習などをコーラスで

モデル会話 ･絵カー ドなどで状況を明確に伝え､口頭や板書したキューでの口頭練習など

耳と口で慣れるように

ドリル練習

自作教材 (難易度を段階的に､話題はポ ･E3の身近な物､絵を書き添えて)

塩鮭

聴解開教科書を使用した聞き取 り練習後､会話練習
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盈盆温勉

インフォ-メ-シヨン ･ギャップを使った活動

既習文型を使ったインタビュー活動､ペアワーク､ゲーム､クイズなど

まとめ

教科書本文の暗記､発音 ｡イントネーション､既習文型 ･語嚢の復習とそれをもとにした作文

2諜ごとに到達度確認のための試験

*漢字*

既習漢字のテス トと復習､新出漢字と熟語の導入

(以下､各学年とも同じ)

二二･T.1
*日本語演習*

∴t:.醍

教科書に関する話題での会話､音読､設問の答え合わせ

語句解説､教科書中の慣伺句 ｡文型の解説､応用練習

小説 やエッセイなどから自作 した教材と設問

吉本ばなな 『キッチン』､星新一 『殺 し屋ですのよ』

黒柳徹子 『窓ぎわの トットちゃん』､山田洋次他『男はつらいよ』他

念孟

日本留学の際の生活情報について情報収集

発表 D質疑応答､日常生活のための会話の練習

聴解 ･作文の授業 と合同で日本人教師のペアで､3技能を総合 した授業

『12人の優 しい日本人』のビデオ鑑賞､登場人物の性格分析の発表と討論

｢日本人らしさ｣についての討論

日本とポーランドの､裁判制度と近年の有名な刑事裁判について発表 ･討論

聴解 中作 文

作文技術の講義､作文教材としてのビデオの歌舞伎鑑賞

くだけた日常会話聴き取 りのための映画ビデオ

文法
文部省留学試験に的を絞った文法の復習

匡要項
*日本語演習*

デ イベ- ト

インタ-ネ ットで収集 した資料に基づく討論

｢匡…旗 ･国歌法｣ ｢偏差値｣ ｢原発臨界事故｣ ｢在日外国人の参政権｣

日本のテレビニュースの聴解練習と文型の復習

講義上選 壷

教師によるEj本事情の講義

｢大学生の生活と入試制度｣ ｢横尾忠別のポスター｣

学生の研究発表

｢竹島問題｣ ｢抜歯の習慣｣ ｢アイヌの音楽｣ ｢能｣ ｢千利休の七則｣ ｢接尾語｣他

ビデオ鑑賞

｢狂言 枕物狂｣ ｢能 道成寺｣ ｢文楽 心中天網島｣ ｢Lov¢LetkT｣ r男はつらいよ｣

｢水戸黄門｣他
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8.日本語をめそる現状と今後の展望

ポーランドでは､現在､3つの総合大学に日本学専攻コースが設けられているが､その受験者数

は年々増えてきてお り､競争率も高くなっている｡この専攻コースの他に選択コース､全Eq各地

の高校や市民講座でも日本語が学ばれている｡これらの機関に現在9名の青年海外協力隊員が派

遣されてお り､日本語指導 ｡文化紹介をおこなっている｡

このような冒凍語学習熱の高まりの背景として､文化 吉情報面では､従来の武道への関心に加

えて､日本の美術 9ポスター展や文化週間の開催､近 A現代文学の翻訳や漫画雑誌など日本社会

に関する書籍の出版､日本社会 ｡伝統文化 8日本のアニメのテレビ番組の放映など､より多彩な

Ej7本の情報が届いていることが挙げられる｡

経済的な動向としては､かつてはH本企業を代表するのは貿易商社であったが､近年は冒系 旬

合弁の製造工場の設立が相次いでいるOそれに伴い､専攻コース卒業の学生の求人も増え､企業

側から採用のために大学へ出向いて面接する状況にまでなってきた｡職種も秘書職や業務一般の

翻訳 8通訳に加え､日永人技術者とポーランド人労働者の間に立って､田本での日本語教育を含

む技術研修の付き添いや､企業側の代弁者17:事役割を期待され始めている｡従って､授業において

も､研究者育成に重きを置く従来の傾向に固執せず､E3太語を駆使して働 く企業人を育てる視点

が必要となるだろう｡
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