
中東欧地域日本語教育に於ける新たな試み

一第 1回中東欧日本語教育研修会の報告-

国際交流基金ブダペス ト事務所

日本語教育ア ドバイザー 膏藤 英美

1.はじめに

本稿は､2003年 7月 23日から25日にかけて国際交流基金ブダペス ト事務所で開催された ｢第 1回中

東欧日本語教育研修会｣(以下 ｢研修会｣とする)の実践報告である｡研修会は中東欧地域に国際交流

基金よりルーマニア､ブルガリア､ポーランド､チェコ､ハンガリーの5カ国にそれぞれ派遣されてい

る日本語教育専門家5名 (1)が企画及び運営に当たって実施された｡第 1回目は､上記5カ国にスロヴ

アキア､スログェニア､セルビア ･モンテネグロを加えた計8カ国から各 1名ずつ､高等教育機関に所

属するノンネイティブの教師8名 (招待参加者)と､前述の派遣専門家5名の計 13名が参加 した｡招

待参加者の所属機関は､コメンスキー大学 (スロヴァキア)､リュブリヤーナ大学 (スログェニア)､ベ

オグラー ド大学 (セルビア ｡モンテネグロ)､カレル大学 (チェコ)､エルテ大学 (ハンガリー)､ソフ

ィア大学 (ブルガリア)､ヤギェウオ大学 (ポーランド)､ブカレス ト大学 (ルーマニア)である｡

研修会の目的は､当地域における日本語教育関係者のネットワーク形成と日本語教育の質的向上にあ

った｡その背景としては､当地域の日本語教育関係者､とりわけノンネイティブの教師が各所属機関､

また国を超えて相互に交流する機会が極めて限られていることから､こうした各国各機関に点在する人

材間を結びつける人的ネットワーク形成と､情報交換の場が必要であると考えられたことがある｡第 1

回研修会は参加国数､機関数､参加者数とも限られたものではあるが､上記目的に向けた第一歩の試み

として位置づけられる｡

以下の章では､研修会の各セッション内容を紹介し､参加者から回収した各セクションに対するアン

ケー ト結果 (各よかった点､改善できる点の記述回答)と合わせ､今後の可能性を検討していきたいO

現在､日本語教育をめぐる関係者間のネットワーク形成及び促進は､地域を問わず重要な課題の 1つ

であると認識されているO本稿では､この共通課題に対する中東欧地域における-実践例を報告できる

ものと考える｡

2.研修の概要

研修は､大きく情報交換の部 (第 1部)､理論編 (第2･3部)､実践編 (第4･5部)の3つに分か

れる｡情報交換の部は､(1)中東欧地域における日本語教育事情に目を向け､他参加者の所属機関の背

景に対する理解を深めると共に､各自の所属機関を相対化して見直すこと､(2)教師会活動例を参考に､

各国における日本語教育関係者間のネットワーク形成の可能性を考えること､ (3)中東欧域内における

日本語教育関係者間ネットワーク形成に向けての意見交換を行 うことを目的に企画された｡理論編は､

今回の参加者が高等教育機関からであるため､研究分野に関するセッションとして､(1)中東欧地域に

おける日本語教師がどのような研究テーマをもっているかを知ること､ (2)意見交換を通して今後の研

究を深める方向性を探ること､ (3)意見交換を通して地域における共通の研究テーマの発見の可能性を

探ることを目的に行われた｡実践編は､教室現場に直結するテーマを扱 うセッションとして､(1)比較

的共通して問題となる文法事項を取り上げ､その教授法を考えること､ (2)チームティーチングの効果

的な運用を考えること､ (3)会話能力の向上を図るための教室活動を実際に体験しその意義を考えるこ

とを目的に行われた｡各セッションの概要は表 1の通りである｡
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午前の部
9:30-12:30

日本語教育研修会 日程

午後の部
14:00/-17:00

第 1部 :情報交換
オ リエ ンテー シ ョン､参加者紹介

中東欧地域 の 日本語教育概況

各高等教育機 関にお ける 日本語

教師会の活動紹介 :

ブルガリア､ハンガリー各教師会代表より
(5)域内ネ ッ トワー ク形成 に向けて

第3部 :理論編 正

7月2相 日吉三言Jr忘プごとの発表および質疑応答 (続き〉(木)

加者所属機関の同僚について研究分野

第 ら部 :実践編Ⅱ日日
=3第.■ー

｢′

l

月25巨‖(3日 ている宇てある8ておく｣の定着活動
(金) ヨ ロールプレイ等】日逢/IOPⅠの手法による会話指導仙仙｣適)質疑応答

第 2部 :理論編 ‡

(1)担当者からの説明

(セッションの進め方､グループ分け発表

など)

(望)各参加者の研究テーマ別グループ討議

(3)グループごとの発表および質疑応答

第4部 :実践編 Ti
(i)rている｣の用法の文法説明

(2)｢ておく､てあるJの用法について

~..
｣

3巳各セッションの内容 と参加者からのブイ--ドバッタ

第 3部の情報交換では､研修参加者の国のE3本譜学習者数､その人rlHあた りの日本語学習者数､各研

修参加者の所属機関におけるEj本語学習者数 といった概要説明をした後､各所属機関の日本語教育に関

する報告を行った (2)C.続いて､既に日本語教師会が存在する-ンガリーL(2OO且牢2月設立上 ブルガリ

ア (2002年 11月設立)の教師会代表から､それぞれ教師会設立の経緯や意義､活動の紹介等が行われ

たO

第 1部に対する参加者からのフイ- ドバ ックは以下の通 りである｡

_ト∵11トー､-,i-F''.

卜 1 近くの国で行われている日本語教育について直接知ることができ､ しかも代表者の方に質問

できたこと｡

-2 各国の主要機関の事情が､その機関所属の教員から直接聞けた0

-3 各大学に関する資料が事前に用意 してあってよかったと思 う0

-4 初めての研修会 としての役割を完全に果たすことができた｡

-5 専門家のいない哲の日本語教育事情の特色がわかった｡

-6 他国の高等教育機関と共通する点を知ったこと｡

-'7 それぞれの国の日本語教育概況を知ったこと｡

-8 各機関の事情がわかる初めての機会だったO

-9 日本語教師会についての企画がよかった｡

-10 日本語教師会の紹介

アンケー トの記述回答から､参加者がこれまで近隣諸国で行われている日本語教育について知る､或

いは注意を向けるといった機会がそれほどなかったことがわかる｡各機関の事情を知ることにより､EU

加盟に向けた動き等ある程度共通する問題やそれに対する取 り組みに関して情報交換ができた点が有

意義であった｡教師会の紹介は､まだ教師会の存在 しない国においては教師会設立とい う1つの目標 と

なりうる｡また既に教師会が存在する国においては､情報交換を行った り協力関係 を構築していく方向

性が示されたO今後教師会に関する各贋の取 り組みに今回の報告の効果が反映されていくことが期待 さ

れる｡
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改善できる点 :

2-1 それぞれの国の特徴や具体的な教育の進め方についてもう少 し詳しく知るため､いくつかの

具体的な問題を取り上げて話し合えればいいかもしれません｡

例 :東欧諸国における日本語教育の弱点をめぐって

①東欧は漢字圏ではないので､漢字教育について

それぞれの機関では､どれぐらいの漢字能力が求められているのか｡そのための教育を

4､5､または6年間でどうやって行っているのか｡

②会話の授業 (学習者の会話能力が低いとよく聞きましたので)

どのような形で会話を教えているのか｡どんな教科書を使い､どんな活動を重視 してい

るのかなど｡

どちらも単純な話題に見えますが､話し合ってみれば､お互いに参考になれるや り方の紹介

や意見が出るのではないかと思います｡

2-2 研修会の前､どのくらいの時間が各機関報告に与えられて､どの形で発表するのかを知るこ

とができればいいと思う｡

2-3 基金の側からネットワーク形成の意義について他の地域での取 り組み等を紹介した方がよか

ったと思う｡

2-4 もっと時間をかけて紹介､意見交換ができるといい｡

改善点としては､内容面で､情報交換のみにとどまらずさらに掘 り下げたテ-マに関する意見交換を

行うこと､セッションの進め方の面では､より効果的な方法の可能性が指摘された｡

第 2.3部の理論編では､まず事前の提出課題 (3)により､各参加者を研究分野別に4つのグループ

に分け､研究テーマ別グループ討議を行った｡グループは(1)文学､(2)文法､(3)教室活動や学習に関

する研究､(4)その他の4つとなった｡続いて全体として､討議内容をそれぞれのグループが発表 した

後､質疑応答及び意見交換を行った｡最後に､それぞれの所属機関の他の教授者について､担当講座 と

研究分野の紹介を行った｡

理論編に対する参加者からのフィー ドバックは以下の通 りである｡

よかった点 :

1-1 近くで行われている研究と他の機関での教材作成､辞書編集のプロジェク トについて知るこ

とができたこと｡

卜 2 発表が終わった後､｢日本人らしさ｣などをきっかけに面白い議論が生じたこと｡

1-3 グループ別の討論 (少人数)で､いろいろ詳しい事について聞くことができた｡

1-4 グループワークでも全体セッションでもつつこんだ話ができ､勉強になった｡

卜 5 近い分野を研究している人たちと､意見交換ができ､刺激になった｡

卜 6 思いのほか､他の先生方が研究していることについて興味をもてた｡

卜 7 グル-プの中の討議が面白くて､私にとっては励みになりました｡

1-8 各研修生の方の専門がわかったことで､連絡が取り易くなる｡

1-9 これからは国際研究プロジェクトに入れるかもしれない｡

1-10 ネットワ-クを作るためのプア-ストステップだった｡

回答 卜10に顕著に見られるように､グループ別討議の場を設けたことが､研究を通じた個別参加者

間の関係作りに効果的に働いたことがわかるoまた､グループ内及び全体で､議論の機会が提供 された

点も評価できるO今後共通する課題 (辞書編纂など)に取り組む関係者間で､継続的に情報交換等が行

われていくことが望まれる｡
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改善できる点 :

2～1 機関報告と同様､次回からは開催者側もどのような発表を期待でき､発表者側はどの程度詳

しく自分と同僚の研究を紹介すればいいのかを把握できるだろうから､それに合わせて研究

発表の時間をあらかじめ設定し､参加者に知らせていただけたらいいと思う0

2-2 それぞれの機関で活躍する研究者をもう少し詳しく紹介すればいいかと思います｡例えば､

最近の主な業績 (本､教科書､論文)を知れば､同じ研究をしている人とプロジェクトを作

り､交流がもっと深まる可能性がありますので｡

2-3 これ以上改善しますと完壁になってしまいます｡入間が住んでいる世界では完壁なものは生

き長らえることはできませ_A__J｡だから､ちょうどこのままでよかったのです0

2-4 どなたかが､自分の研究､特に日常の教室で使えるような事項 (文法､教 室 活 動 )などにつ

いての理論的研究発表があってもいい｡

215 グループ別と全体会と､同じような発表を2回繰り返さなければならなかった｡

2 - 6 もう少 し短くてもよかったような気がします｡

で議論の自由度が高かったために興味深い議論が生じたことも無視できな い ｡ 今 後 の 可 能 性 と し て は ､

研究発表形式の導入､プロジ ェ ク トに的を絞ったセッションが示唆され た｡

第 -,1 由5部の実践編では､.まず第4部で ｢ている｣の用漆に関する文法説明 (講義形式)があり､次

に [ておく､てある｣の指導上の問題点についての説明と､､模擬授業 i'ネイティブ/7tピーか--講師 ) に

よる指導例の提示が行われた｡模擬授業では研修参加者が学習者役になった,,第5部では ｢ているoて

あるDておく｣の定着活動として､ペアワ-クやロールプレ-等が模擬授業 くノンネイティブスピ-カ

ー講師)を通じて紹介された｡次に､会話指導例としてOPIの紹介と､実演､質疑応答が行われたL,

実践編に対する参加者からのフイ- ドバックは以下の通りであるO

よかった点 :

卜 且 教室での活動や取 り上げる文法事項など具体的な取っかかりが数多く提示されていたので､

参加者にとって刺激的だったと思います｡

卜 2 他の先生方の教え方をかいま見ることができ､そして特に OP王の説明と実際のインタビュー-

が勉強になった｡

卜 3 模擬授業を見学させていただいて､いろいろと参考になりました｡

ll4 いろいろな教え方や問題を知 り､本当に勉強になるo

卜 5 よその大学の教室活動について知ることができた｡

i-ユ6 他の先生の享受業を受けてとても楽しかったです｡

卜 7 特に先生方の丁寧なご説明が印象的でしたO

卜 8 0PIの実際を見られたこと｡

1-9 とても参考になりました｡

卜10 大変勉強になりました｡

卜11 面白かった｡

模擬授業という方法が､教室活動の実際を再現し､かつ具体的な問題点を参加者間で体験しながら

その場で共有できる点で有効であることがわかった｡また､他の教師が通常どのような方法で教室活

動を行っているかを知ることも､刺激となるようである｡
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改善できる点 二

2-1 (改善ではなく､発展できる点)中･上級レベルの教授法､そして個人的な願望として翻訳

の授業の実践も次回からもし取り入れることができたら大変参考になると思う｡

2-2 とても参考になる部分なので､実践編を時間的にもっと重視 し (例えば､理論編を 1日､実

践編を1日半というふうに)､扱う項目を増やせばいいかもしれません｡

2-3 皆それぞれの疑問､問題点を持っているので､せっかく専門家の先生方がいらっしゃる場で

もっと教授法の質疑応答時間を増やしてもいいでしょう｡

2-4 いろいろな文法事項のうち､もう1テーマぐらい (2種類ぐらい)あった方がいい｡

2-5 再現授業をすると一番いいのだが､なかなかこの時期では難しいだろうと思う｡

2-6 発表者をもっと増やして､いろいろな例を見てみたい｡

上記の実践的セッションをより多く望む意見から､現場ではこうした具体的な指導方法について情報

及び意見交換のニーズが高いことが伺える. 1度の研修会で取り上げられる トピックは限られているの

で､こうした内容の研修会を継続していくことが必要となる｡

4.今後の課題

今回は､第 1回目の研修会として､中東欧地域に点在する現地の日本語教育関係者 (の一部)が一堂

に会すること自体に1つの大きな意義が認められたが､今後も研修会を継続 させていくことになると､

いくつかの課題がある｡第 1に､研修会で形成され始めたネットワークを､如何にして実効的なネ ット

ワークとして維持､発展させていけるかである｡年に 1度の研修会だけでは実質的なネットワークとは

なり難く､より日々の教授及び研究活動に即したレベルに根付いたネットワークとなっていくことが望

まれ､そのための方法を検討していく必要がある｡第 2に､学習者数､初等 ･中等 ･高等といったレベ

ル別学習者数の分布等日本語教育事情は地域内各国で異なっている｡そのため､回を重ねるにつれて研

修の参加基準が各国全ての事情 (ニーズ)を反映しにくくなる可能性が考えられる｡研修の成果が参加

者を通じてそれぞれの所属機関及び国の日本語教育にフィー ドバックされることが期待されるため､参

加者選定とテーマ選びは､2回目以降の課題となってくる｡第 3に､今回参加者は当地域内の日本語教

育関係者のみであったが､地域を越えたネットワーク形成とい う意味では､日本や他地域からの参加者

(ゲス ト等)が迎えられると､当地域の事情が他地域に向けて発信できると同時に日本や異なる地域の

情報も受信でき､情報交換の機会､可能性が増すことになる｡他地域とのネットワーク形成も次回以降

の課題となる｡

注

(1)国際交流基金からは現在ルーマニア (ブカレス ト大学)､ブルガリア (ソフィア大学)､ポーラン ド

(ヤギェウオ大学)､チェコ (カレル大学)､-ンガリー (国際交流基金ブダペス ト事務所)にそれ

ぞれ日本語教育専門家が派遣されている｡

(2)各機関の日本語教育に関する情報は､｢第1回中東欧日本語教育研修会報告書｣を参照｡

(3)各参加者の研究分野については､｢第 1回中東欧日本語教育研修会報告書｣を参照｡
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