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1.は じめに

｢翻訳挽衝入門 ‡｣は､本学科 日本研究専攻の3孝次学生を対象 とする必修科 目である｡前半は日本

語からスロベニア語の翻訳扱衝の入門で､ スロベニア人スタッフが担当｡後半はスロベニア語から日

本語の翻訳で,筆者が本年度の夏草鄭 ここれを初めて担当Lた｡筆者担当の授業時間数は週一回2コ

マ (90射 ,実質的に計13回 (26コマ) であった.以下, この授業の報告 とするO

'jv.授業の構想 と目標設定

学生はこれ まで,主に教科書を中 二に 日本語の初級 笹中級の基礎文法 を学んできたので､ まだ-舵

の日本語の文章に慣れているとは言えない亡 ;ミロぺニア語 から日本語への翻訳技術 を身に付ける上で_.

まずなるべ く多くの生の日本語テキス トに接 LてほLいと考えたO いろいろな経費の日本語の文章に

触れ､文体や語敷 そ して書面とLて完成 した形の 百本語テキス トのバラエティ-を見るこことにより､

与えられたスLT7ぺエア語テキス トをそれに資,p:LLた覚猷 語嚢､難題oH3本語テキス トに訳すためg)

知識 を身につけることがで きると考えたからであるC 日本語の各種テキス トは_.学生が分担 して自習

活動 とLて探 し出 し そ新 を分析 Lた結果を発車する､三とf二日 =-ら 蚤薮には夜業時間全体の約半分強

を当てたr,

3.発条に向けての自習活動

出発点 とLて号外国友確スロベニア語数覇者2冊 (車齢 ue星mL'SeS主監量感象担ii黒 99_Siっ迦 箪

､卜､＼LlHi･こ･川t､ili日994)から､次のような本文テキスト (計23課) を選び衰 Lて学生に箆示∴ 矢賓枠内の

ような自習活動 を行わせたo

H 家族について (アL,チ- ド)

2)学校 持菟者相談)

3う フア ンション fインタヒ_7--)

就職 (新聞募集広告)

余暇 (ラジオ番組)

交通事故 (新聞三面記事)

榛東 (産着 との会話)

過去と現在 (環境問蒐エッセイ)

賛成､反対 (話 L合い)

10)スロベニアの女性は子供好 きか? (インタビュ-)

ll)世界の出束事 (ラジオのニュース)

12)リュプ リヤ-ナの町 を歩 く (旅行者削 青報)

13)売u家､貸家､家産教師 (募集広告)

14)歯の正 しい磨 きを ･歯磨 き (歯磨き粉の表示)

15)11歳のいたずら (新聞コラム)

16)スロベニアの祝 日 (説明文)

17)行事 と風習 (新聞記事)

18)日曜 大工 (器用な人のためのヒン ト)

19) くるみのケーキ (料理)

20) ドレンスカの温泉療養地紹介 (観光案内)

21)落書 き (新聞土曜版記事)

22)ポ- トレー トと性格 (星座 占い)
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23)スロベニア人とスポ-ツ (説明文)

1.自分が受け祷つテキス トと同じ種類の日本語のテキス トを採 Lて くださいO図書室､研 究

室 (06号室)､ 日本人の知人､友人､インタ-ネットなどを利用するといいで しょう｡

そのテキス トのコピ-を用意 Lて ください｡

2.見つけた日本語のテキス トの特徴は何でしょうかO語農､文体､ レイアウ トの分析 をLて

くださいOスロベニア語でもいいですから､ その分析の レポ- トを書いて ください｡

3.もとのスロぺニ テキス トのキーワー ド

ヒLて､詩集マップを作ってくださいQ

(1語か2語) を選んで､その言葉を出発点

授業に参加 した41人中34人が課題に取組み､テキスト23種の うち18種 を1-2人ずつ受け持 ったO

テキス ト分析 レポー ト (語桑マップっき)を浸出Lた学生を順に個人指導の後､担当Lた日本語 テキ

ストとスロベニア語の語臭マップを元に した日本語の語農 リス トを作らせ､順番に発表 してもらった｡

発表には日本語のテキス ト (クラス全体で見ることのできるOHP) と語農 リス ト (グラスで参加者全

員に配るためのコピ-) を用意させた｡

4.発表の内容 と成果

準備のできた学生から順番に,一人当り的15-20分の授業時間を使って､発表とその内容に関す

る質問､討論､教師側からの補足説明を行った｡学生が用意 した日本語テキス トの種頬は多岐に渡 り､

ひとりではなかなか集められないようなバラエティ-に富んだものだったOほとんどの学生が､ 出発

点とLて与えられたスロベニア語のテキストの内容 と形態 をよ く見極め､その両者を特徴 とす る日本

語テキストを探 L出すことに成功 Lていた｡ 日本語学習者用の図書 (日本語 ジャーナル､ 日本事情 シ

リ-ズ)から探 し出したテキス トの場合は､普通の日本語 テキス トには見られないふ りがな表記や文

体の違いが若干見られたが, これらの点は授業中のそれぞれの発表の時間に注意点として補足 した0

学生が用意 した日本語テキス トの種薄は次のとおりである｡

並嵐 衝突事故 [www.asahi.comj､飲酒運転 [日経]､傷害致死罪 [日経]､誘拐事件 [日経]､ ス

キージャンプ [朝日]､広告欄 (ぺど-シッタ- [朝日]､家庭教師募集 [朝 日]､不動産

[朝 日折 り込み])

並立 初春を祝 う (出初め式､ とんどきん) [家産画報]､なべ焼 きうどん､病院 と薬､神田祭 り

[日本語 ジャ-ナル]､ 高田腎三×安藤優子 [週刊朝日]､太っている悩み [ノンノ]､ 中

田英寿 (Jリーグ) [スボ-ツグラフィック]､野沢温泉 [信州]､新刊案内 [プレジデン ト]

杢 どら焼 き [講談社インタ-ナショナル ･バイリンガル]､銀座､皇居 とその周辺 [日本事情

シリーズ ･東京]､傷 と止血 [救急法講習教本]

インタ-ネット NHKニュース【www･nhk.or.jp]､東京落書 きツアーズ､ トイレ落書き[www.asah1-

neLor.jPl､星座 (蟹座､乙女座)rszeus.co｡jPl､家族会議 Lasahi.comh 口腔衛生学講座

lwww.aich1-gakuln.aC.jPh レンブラン ト薬用歯牽 きioralcare/2/Index.html]､求人案内

rwww･tengyusaka卜Shoten.co｣p/rinJl･htmil

乏三才放送録音カセット 週末のイベント紹介【J-wave]

それぞれの日本語テキス トの分析に関しては､教師側が今まで見落 としていた点､つまり､非母語

話者であるからこそ気がっ く点の指摘もあり､落泉に続 く質問や討論 も活発に行われたO以下､盲落葉､

文体､テキス トの形態の順で､主にどのような特徴が明らかになったかを述べる0

4,1.語菓

発表者がそれぞれA4に 1-2枚程度の語糞泉 (資料参照) を作成 し､ 各種内容のテキス トに特徴

的に現われる用語 を紹介 LたO単純にリストLたもの,語桑マップの形題で作成 したもの､体の部分
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や料理器具を示す図入りのもの､意味領域 ごとに結ったものなど､意欲的に取 り組んでいたO網羅で

きたとは言えないが､ この レベルの学習者には新 しい言葉や表現が多 く､ためになったと思うO

人材募集広告や不動産広告では重義旦急 呈などが目立ち､なかには辞書などに載っていないものも

みられたO ('不可､必着､--宛､学卒､ 全文/ 全姶 [全額支給]､保 [保母]､肴 [看護婦]ち

[と]I～ [から]ち- [の]ち※ [注記]､L互)Kなど) 不動産広告には且杢塵 有の面_珪旦鮭 囲 ､

畳)が使われているo また､新聞スポ-ツ記事では印刷スペー スを節約するための重患旦 盈立 の仕方

(キ｡,宗L;など) も観察 されたO スポーツ記事と三面記事では､人物の年齢 をかっ二に結って示すが､

これも学習者には日新 らLかったO事件報逢記事では､塵畳 一署 (,漆 良署) などの韻明も必要であるC

インタ-ネットや韓誌の悩み相談などでは,通常平仮名や漢字で書 くものを片仮名表立 Lているこ

とが緒論されたo け ンカす る,ハイ､ イイエう また､料理教室の粛料提示部弁のノ射売名書 きや単檀

も特徴的である｡ は .フ ぎ二生範]､ シイタケ､ コ7ツナ､ユズ､ -五､一一束)

4.2,文体

婦人雑誌､観光案札 読者相談苛インタビュ-などに使われる丁寧捧 げ ス-.マス体)に対 して､

新聞報遺記事､専門的説明文などにほ豊漫盤 (ダ体､ ときにはヂ アル捧)が観察されたO特に紙面の

幅に制約のある新聞報適. また､臨場感の効果を狙 うスポ--ソ関係の文では､盤孟よ塾が頻繁に観察

された｡新聞の昆虫 Lにおける腰遡 の-'g略 も特徴的であう,J祭 日などの行事の紹介には榛篭の説榔 二

盈廷盈塵息 がよく使われることも観察されたO

印刷 される義 し言葉も またはラジオなどのセ ミフォ-マルな話 L官費の丁寧体に特徴的なのは､前

に述へた塵意塵塵 とともに ｢-てます｣ など､逮豊艶金堂堕厳 だったO雑誌のインタビュー-記事では､

逸盛上州立意段丘臼と主監豊3息 盈経が見られ これも学習者にとって新鮮であったt〕

また･も学生も大変興味 をもって観察 Lたのは盤豊 のさまざまな和態である,,今 までの学習で勘 敬

語は普通の言い有より長 く..冗長な文章になるという印象を掃っていたが,.短 くても丁寧さが現われ

る桑現法があることを学んだO (｢お求めはⅩⅩまで｡ J など,3歯の磨 き有の説明文ではセ初 級 に 学

ぶr-て ください｣ とい う青い君とともにも r.叫が太切です｣ などの構文で丁寧な命李の効果をilLiJJす

ことを知った O

観光地の紹介記事では､話者の希望を述べる機能があるとして学んだ ｢へ.たいo｣ がb r-するこ

とができますO-す るといいで Lよう｡｣ の意味で使われ ることを見た｡ (朝早 く夷 きて通 日を散策

した い｡)

また､星座 占いでは､ ある星座の人の性格を述べる部分とその人の今尊の運勢を占う部分では､そ

れぞれ護った構 文が使われる傾向にあることを見たC (あなたは- とい う資質があiJjますO-はずで

すO-のです｡/今年は～ Lそ うですO-かも知れません｡～で LようO)

料漕法の文章では､ スロヴェニア語では動詞が一人称複数形で使われ るのに対 L､ 日本語では韓音

形を使 うのが普通であることも確認 した｡

4.3.テキス トの形愚

募集広告などで-貫 して見られたのが日本語 とスロヴェニア語 (ヨーロッパ諸言語) とでの三二旦

環坦順の違いである. 日本語では､探 Lている人の仕事､年齢､給与な どの情報が先で､探 L主 (令

社名､連絡先) などが最後に書かれているが､スロヴェニア語では ｢誰が｣探 しているかが先に環示

され､ その後に職種､条件 などが書かれているOそのほかにも､ もっと基本的な学習事項 とLて､ デー

タは日本語 ではすべて大きいものから小さいものへ という頒番で書かれ ることも確認 L/たO (卑一月

一日/都市名-町一番地/姓-名/会社名一部署名-役職など)

新聞や本などでは､縦書 きなり横書 きなりを一貫 して使っているものが多いが､特に雑誌では鑑塞

きと横書_さが同ページに使われているもの (特に本文は縦書 きだが写真説明は横書 きなど)､ さらに

は色分け､宣昼や主塑_塞き_且 などによって見やすい紙面を作 る工夫がされていることなどにも言及 L

た｡
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5,授業時間内のその他の活動

上に述べた各種テキス トの調査がこの授業の大 きな部分を占めたが､その他にも次のような活動 を

行った｡

5.1.片仮名の正書法

平イ反名はすでに 1年次に学習済みだが､ さまざまな人名､地名､外来語 をと‖反名で正 Lく教書己で き

るように練習 LたO スロヴェニアの場合は､ まだ日本の社会ではあまり知 られておらず, スロヴェニ

ア語の固有名詞が日本語の辞書､事典葬に載っていないことが多いO これからE3本語にも定着す るで

あろうこれらの固有名詞 を, スロヴェニア人の日本語使用者たちが正 Lく表記することの大切 さを考

えた｡

5.2.スロベニア語から日本語の翻訳練習 (宿題 と答え合わせ)

今学期の場合は､菓子袋､マクドナル ドのク-ボン券､ インスタン トス-プの調理法,維誌 や新聞

の短い記事など計 5種 を教師が選び､その日本語訳 を宿題 とLたO これらの宿題は次の授業で答 え合

わせをLながら,細かい文法,用語 などについて話 L合ったo これは後で述べ る学期末の筆書己テ ス ト

の準備の意味 もあった0

5.3.辞書 申参考書の選び号と使い方

実際に短い報遺記事や情報パンフレットなどを日本語に翻訳する過程で､適切な辞書を使っている

か､ また､ どんな種革の辞書や参考書をどのように使 うことができるかを話 L合ったO参考書 には､

地臥 『現代用語の基礎知識』のような刊行物､各種専門領域の書物などが含まれる｡

5A 人名,地名の読み号

日本語の各穫テキス トの分析の場面では､ 日本語の固有名詞の読み有が難 Lかった｡ よ くある固有

名詞 (長谷川,服部などの姓､八幡､国分寺などの地名) を指摘するとともに､地 名 8人名辞 輿､読

み方書 き方辞典などの存在にも触れた｡

h.去二日市

この授業の全体評緬は､発表 と筆記テス ト (スロヴェニア語から日本語への短いテキス トの翻訳)

を合わせて行 ったD筆記 テス トには､授業で得た資料 (ノ- 卜､語菓 リス ト) や辞書はすべて持 ち込

みで行った0

7.これからの課題

筆記テス トの対象になりうるテキス トの種類はとても多いので､授業で扱ったテキス トに速 いもの

を出発するようにすることはもちろんであるが､-方で､ なるべ くいろいろなテキ ストが翻訳 で きる

ようにするためにも､1,2年次の学習において身につけられなかったものの､翻訳 7'ALどの場面 で是

非知ってお く必要のある文法事項 を,体 系的に洗い出す必要があることが実感されたO

また､低学年からの適切な辞書指導が翻訳活動に大きく関わって くることは明確 で､ 本学科全体 の

カリキュラムの見直 LもLなければならないoスロヴェ二アの場合は, まだ日本語 -スロヴェニア語

/スロヴェニア語 一一日本語の辞書がないため､その縮寒 も望まれる｡

日本語のさまざまなテキス トに触れることを主な課題 として掲げたが､取 H上げられなかったテキ

ス トの種類 もまだあると思 う｡限られた時間内でどのようなテキストをやJLtに話 L合うのが良いかも､

今後考えて行かなければいけないことである｡

重畳去藍

ゲ-ルツ三隅友子 t2O(榊 ｢学習カウンセ リングの可能性～語菓マップを使った学習 I～｣ 『第 13

回 E3本譜教育連絡会議報告 o発表論文集』 第 13回日本語教育連絡会議事務局 ウイ- ン/

愛知

童盛チ香子 日996) ｢ドイツの学生 と新聞を読む～新聞講読の授業から～｣ 『第 9回 日本語教育連絡 会

議報告 ｡発表論文集』 第9回日本語教育連絡会議事務局 ドイツ社団法人日本語普及セ ン タ-
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