
日本語教育コンテンツの需要と開発提供システムについて

国立教育政策研究所 坂谷内 勝

1.はじめに

これまで,国立教育政策研究所が中心となって,日本語教育支援システム (以下 CASTEL/Jと

称する｡)の開発研究を進めてきた｡当初の目的は,日本語教育 ･学習に役立つデジタルコンテン

ツ (日本語教育コンテンツ)を開発することであり,最初は文字情報のコンテンツを開発した｡

その後,これらのコンテンツをマルチメディア化 (平成5年度),CD-ROM化 (平成8年度),マル

チリンガル化 (平成 13年度)し,改良を重ねてきた｡

現在,この研究会の活動は中止しているが,開発した日本語教育コンテンツは,現在なお利用

されている｡例えば,国際交流基金日本語国際センターが運営している ｢みんなの教材サイ ト

(http:.//momiji｡jpf.go.jp/kyozai/index.php)｣や国立教育政策研究所の ｢教育情報ナショナル

センター(http://www.nicer.go.jp)｣(NICERと呼ぶO)では,それぞれのホームページからCASTEL/I

のイラストを検索することができる｡

ところで,NICERは,インターネット上にある日本の教育 ･学習に関するあらゆる情報を収集

し,体系的に整理しているポ-タルサイトである｡そして,NICERが提供している教育情報の対

象者は日本の学習者や教員等であるが,CASTEL/Jのイラストのように日本語教育関係者にとって

も利用可能なコンテンツを数多く含んでいる｡

2.研究の背景

我々 (CASTEL/J)が開発した日本 語コンテンツは,著作権を保護するために,インターネット

公開ではなくCD-ROMを媒体とし, 利用申込者に実費手数料で配布してきた.CD-ROM利用者の国

別分布を図1に示す｡

CI)-ROM配布先が日本と欧米に偏 っている理由は,｢その他の国と比較して日本語コンテンツを

必要とする教師 ･学習者の人数

が多いため｣または ｢教師 ･学

習者のまわ りに現地の IT専

門家がたくさんいるので技術

的支援を容易に受けられるた

め｣と考えられる｡

欧米以外の国 ･地域で,｢日

本語教師｡学習者の人数が少な

い上 ｢iT専門家の支援が容易

に得られない｣という日本語教

育機関が多数存在し,そのよう

な機関では,日本語コンテンツ

の CO-ROMを利用することや, 図1CD-ROM利用者の国別分布(数字は全体に対する%)
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iT技術を利用した日本語教育を実践することが困難な状況にあるといえる｡

そこで,科学研究費補助金 ･基盤研究 (BH海外学術調査)の助成を得て ｢太平洋の教育機関を対

象とした日本語コンテンツの実態調査と流通システムの共同開発｣(研究期間 :平成 i5-呈7年度)

を行うことになった｡

3.研究の目的

研究の目的は,①日本語コンテンツの実態 (需要 ¢供給 さ開発状況と王丁環境等)の調査,②

教師 ･学習者の目太筆コンテンツ活用能力の実態の調査ラ③実態に即したE3本譜コンテンツ開発

提供システムの開発である｡韓に太平洋の国 ｡地域を対象とした理由揺,教師 ｡教材不足と地理

的不便性をⅠpTlの活,剛こよって克服可能,日本との時差が少ないためリアルタイムの調査が可能,

日本に対して友好的である等の理由によるo具体的な調査研究実施国 9地域は,①マリアナ諸島 宇

マ-シャル諸島 申ハワイ,②ブイジ… ¢キリバス 申ミクロネシア連邦9③ニュー-1ガレドニア さト

ンガ a仏領ポリネシア等を予定している｡

1 くrliL:÷l事1--̂-
ヰ . r]l嗣611q自て

まず,太平洋の国 有地域の日本語教育機関に対して,次の項目を含む予備調査を実施した｡

冒 Ej本譜コンテンツに関する調査項目

①日本語コンテンツを利伺するための情報機器 各ネットワ､-ク等のjV̀-ドウェアに関する 項 目

②日本語コンテンツのソフトウェア げ プリケ-ショ:jJ)に関する項冒

2)教師 ¢学習者の浩周能力に関する調査項目

(彰教師に対しては教材作成,学習指導 ℡教授法 (授業),評価法における各場面等に関する項目

②学習者に対しては日本語学習目的 (日本語 ◎日本文化等の知識志向,留学 中就職等の実利志

向,異文化理解 ･観光旅行等の交流志向)等に関する項目

予備調査は調査票形式で郵送し,返送の際は返信用封筒 (国際郵便料金受取人払)を利用すれ

ば郵便料金が不要になる方法を用いた｡なお,調査票のフェイスシートは,所属機関代表者にも

この調査の概要がわかるように,日本語の他に英語と仏語で記した¢

予備調査の対象国 中地域と機関数は次のとおりで合計59機関であるO

｡ 北マリアナ諸島 (2)

. 辛目バズ (llI.ノ′'/ヽ ｣ヽL′

｡ グアム (3)

｡ トンガ (4)

ニューカレドニア (18)

･ パプアニューギニア (7)

｡ フィジー (4)

･ 仏領ポリネシア 〔タヒチ〕(4)

･ マーシャル諸島 (2)

･ ミクロネシア (3)

･ ハワイ 〔オアフ島を除く〕(ll)
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5.予備調査の項目と回答例

予備調査の項目とその回答例を示す｡

5.1機関名 ･氏名 ･住所

(1)機関名

あなたの機関の名前を原語で記入してください｡英語名と日本語名も記入してください｡

原語 ･英語 :Fiji******

日本語 :フィジー****

(2)機関の設置主体

あなたの機関は次のどれにあてはまりますか｡一つだけ選んでチェックしてください.

}①国,州,省,地方自治体などが設置した公的機関

□②民間の団体や個人が設置した民間機関

□ ③日本の政府関係組織が設置した機関

(3日j本譜教育部門名

あなたの機関で日本語教育を直接担当している部門の名前を,大学等の高等教育機関はその学

部 ｡学科 ･研究所名を原語と英語で記入してください｡

原語 8英語 :Schoolof******

(4)本調査回答者 (日本語教育担当者)の氏名,住所など

あなたの氏名,職名を原語と英語で記入してください｡また,あなたに連絡する際の住所,電

話番号,FAX番号,E-mailアドレスを記入してくださいO

原語 ｡英語 :************

住所,電話番号,FA‡番号,E-mailアドレス :************************

5.2授業の形態

あなたの機関が行っている日本語の授業は次のどの形態ですか｡一つだけ選んでチェックして

ください｡

■①教室で教師が直接日本語の授業を行う｡

ロ②通信教育等による授業 (｢①｣以外)

□③ ｢①｣と ｢②｣の両方

5.3教師数

(1)あなたの機関の日本語を教えている教師は現在何名ですか｡ - 1 名

(2)そのうち日本人または日本語を母語とする者の教師数は何名ですか｡ - 1 名

5.4日本語教育開始年あなたの機関が日本語教育を開始したのは何年ですか｡西暦で記入してく

ださい｡ - 1988年

5.5機関の性格

あなたの機関の日本語教育は制度的にみて次のどれに当てはまりますか｡当てはまるものを選

んでチェックして下さい｡

[学校教育】

口①学校教育の初等段階 (小学校)

□②学校教育の中等段階 (中学校 ･高等学校)

■③学校教育の高等段階 (大学,短期大学,大学院)
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【学校教育以外]

□④成人教育,社会教育,私塾などその他日本語教育機関

□⑤組織内教育 (従業員や公務員など被雇用者を対象に行われている日本語教育)

5.6学習者数

用 あなたの機関の学習者の総数は何名ですか｡

□① 1-10名 □② 11-20名 □③21-30名 □③ 31-40名 拳④41名以上

(およその人数をお書き下さい, - 約 200名)

(2,tそのうち日本語を学習している学習者の数は現在何名ですかO

□① 1-10名 □② 11-20名 □③21-30名 口③31-40名 室④41名以上

(およその人数をお書き下さい0 --> 約 18L-3名) ※全員必修

に7｢ /ヽレPl山.むL71金敷ユー壬HEfjU･IJ/Lr-一山 ノVノLJjtノ㌧LEd′FL'J,JIJ

(i)あなたの機関にはコンビュ-タがありますか｡ある場合は日本語教育で利用できるコンビュ-一

夕の台数をお答えください｡

替①ある ロ②ない

LIH牟声帯教胃 ど不リ用117ぎ忠｣J/ヒコ洲夕lj)'冒萱琵: m常_)

佗)あなたはE3本譜教育にコンビュ-夕を使っていますかL,

慧①はい □②いいえ

5｡8あなたの機関の教師は日本語教育にお汗(=コンビュ-一夕を ど の ように使用していますか｡ 当

てはまるものすべてにチェックしてくださいO

〔チェックした項目のみ列挙〕

①日本語ワ-プロ (文書 e 教材作成)

③ホームペ-ジ検索 (情報収集)

④E-mai且(情報の発信 o交換)

5｡9あなたの機関の日本語学習者は日本語学習のためにコンピュータをどのように便周していま

すかo当てはまるものすべてにチェックしてください｡

〔チェックした項目のみ列挙〕

チェックした項冒なし

5.10インターネットに接続されているコンビュ-一夕の台数をお答えくださいO -ネ 1台

5.11インターネットの設備と利用について当てはまるものすべてにチェックしてください｡

〔チェックした項目のみ列挙〕

①インターネットをよく利用している｡ ※ が,学校ではなく自宅で利用している｡

5.12コンピュータやインターネットを日本語教育に使用したことによって,教師にはどのような

効果がありましたか｡当てはまるものすべてにチェックしてください0

〔チェックした項目のみ列挙〕

②パソコンに蓄積や保存されている文書 (教材等)を効果的に活用できるようになった｡

5.13コンピュータやインターネットを日本語教育に使用したことによって,学習者にはどのよう

な効果がありましたか｡当てはまるものすべてにチェックしてください｡

チェックした項冒なし

5.i4あなたの機関の教師は日本語教育においてインターネットを,次のどの活動で利用していま
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すか｡当てはまるものにすべてチェックをつけてください｡

〔チェックした項目のみ列挙〕

(1)メールやファイルの送受信を行うO

(3)情報検索 ｡収集を行う｡

(5)他の機関と交流を行う｡

5.15あなたの機関の日本語学習者は日本語学習のためにインターネットを,次のどの活動で利用

していますか｡当てはまるものすべてにチェックしてください｡

チェックした項目なし

6.おわりに

予備調査の回答結果から,太平洋の国 ･地域の日本語教育機関の特色を分析し,需要に応じた

日本語教育コンテンツの開発提供システムを構築する計画である｡また,必要に応じて,太平洋

の国 ･地域の日本語教育機関を訪問し,専門的かつ詳細的な実態調査を行う予定である｡

このとき,太平洋における国 ｡地域の地理的特性や歴史的特性等の社会的特性を十分考慮する

と共に,地球規模で急速に整備されつつあるIT技術の進展状況を絶えず把握し,積極的に利用

することが課題である｡
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