
地域型日本語教育

～地域のニーズと現状を考える～

徳島大学留学生センター Gehrtz三隅友子

はじめに

筆者は､1992年 1月に ｢共に学ぶ場としての 『日本語教室』｣(註 1)という論考を記 した｡こ

れは､板橋区のあるボランティアによる日本語教室について､その活動と活動に関わった日本人

の意識について簡単に紹介をしたものである｡その後 日本の各地域で様々な形の日本語教育の実

践報告がなされ､また 2004年 8月の文化庁日本語教育大会にて開催された ｢地域の日本語教育

を考える ･年少者｣も地域と深く関わり合 う日本語教育の実情を明らかにしている｡

約 15年を経た今､このような日本語教室は何を目指 しているのかを､現在活動に関わっている

日本人の声をもとに再考する｡それによって地域型日本語教育の特徴を明確にするとともに､様々

な地域で実施される活動報告とそれらに対する活発な意見が出される中で､-日本語教師として

関わった立場から､今後の地域型 日本語教育に関する一つの考え方を本稿で提示 したい｡

1 地域型 日本語教育

地域型 日本語教育は､非常に広い範囲の意味としては ｢地域社会で行われるコミュニケーシ

ョンを目指 した日本語を使 う場の設定｣と定義づけられる｡

尾崎 (2002)は､学校型と地域型の日本語教育を比較 し､特徴として次の五つを挙げている｡

① 教授者の多様性

･ 教授者が一に対して学習者が多であるということもなく､教授者と学習者の数が同

じこともある｡

･ その目的が組織として保持されているのではなく､目的と同時に様々な教育観 を持

っている者の集合である｡

･ 学校型の日本語教師と同じ資格や能力を持つ者とは限らない0

② 学習者の多様性

･ 学校型 日本語教育では､学習者としてまず大まかなカテゴリーに分類できるのにも

関わらず､様々な立場の人がいる｡

｡ 日本､さらに各地域に居住する理由が異なるため､日本語学習の目的も異なる｡

･ 生活及び学習環境が各人によって異なるため､学習の方法や時間も異なる｡

③ 自由参加の原則

･ 教授者及び学習者共に､時間と場の制約があっても､根本的な参加に関しての決定

と責任は各人が持つものである｡

④ 学習期間 曲授業時間の自由度の高さ

･教育の目標 と相対化して､このレベルに達したら卒業及び修了というものではなく

各人が必要としたときに､学習及び授業時間が存在する｡

⑤ 教育方法の非固定化

5参加者が決定運営していくものであり､決 して固定的でもなく永久の一つの方法が存
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在するわけではない｡

これらの五つにさらに加えられる項目として､⑥地域固有の特徴､が挙げられる｡それは､

地理 (地形)､歴史 (伝統)､産業,地域住民の構成､精神性 (地域住民の持つ髄値観の健闘

独自の言語 (方言)といった地域語毎に固有のものである｡この地域という空間あるいは場に

おいて出会 う住民としての日本人と外国人の関係がある.また学校型日本語教育は､このよう

な地域の個別性や独自性にも関わらず､いずれの地域でも多少の差はあったとしても基本的に

は同じ内容の教育が実施可能と言えるだろうG次にこのような特徴を持った地域型日本語教育

の実例を考察する0

2 地域型日本語教育の一例 ボランティア日本語教室 ｢ことばのひろば (板楠区)｣

- I 'lL,■l~Lr

i989年 且0月に板橋区主催の ｢国際交流のつどいiの実行委員として参加 した主婦のイベン

ト終了後の ｢これが国際交流なのだろうか?｣という疑問から出発した｡そして横浜の別の主

婦ボランチ でアが､在住外国太に対して ｢何かお手伝いできますか?｣とLJ､う発想で活動をし

ていることに触発され､同 じ地域に陸む仲間としての国際交流を求めて ヨ親頓の外国人のこ ､---

ズに即した活動を始めた｡活動内容として､kO〕インタビュー (在住外国,先の話を聞き､ニ-莱

を知る)②パ-ティ も交流の場を搾る)③ひらがな新聞の発行 (情報の提供う㊨バザー-i;資金

の確保とより広い地域の交流)そして最後に⑤日本語教室を企画案施 したく｡E3本譜教師である

筆者は､この拓本語教室の開催に際して依頼され､日本語教師が学習者に日本語を教えるとい

う形でない教室の実施を促 し､実施にこぎつけたOその後､この日本語教室が国際交流ボラン

ティアグループの中で独立し ｢ことばのひろば｣として現在も活動を続けている0

2-2 活動

日本語教室という名称を用いながら､基本的な活動の形態は ｢日本人参加型プロジェクトワ

ーク｣を採周 している｡プロジェク トワークは､教室と社会を結び､学習者の主体性をより促

し､常に異文化接触を起こす活動を含む日本語教育の活動である｡さらに､活動の素材として､

人的､物的､社会的 リソースを組み合わせて提供することと学習者の取り組みが多様な形で現

れ､成果物に向かってのコンサルティング (相談及び調整)が必要になる場合がある｡このよ

うなプロジェク トワークにさらに必ず日本人が参加する形をとるのが､｢日本人参加型プロジェ

クトワーク｣(註 2)である｡(別紙資料 1)

表のような 10回の活動を1年に3回行う｡第一土曜日に活動内容の確定､日程､教材等の相

談を日本人参加者 (日本人パー トナー)で行い､最後の削こはこれまでの活動をまとめた小冊

子を配付 し､学期の振り返りとまとめを行っている｡プロジェクトワークでは､本来ならば受

講者がその生産物として冊子を作成するのだが､時間的な関係からここでは日本人パー トナー

が作成 している｡また､活動をビデオで録画し､内容を記録として残 している｡最近ではこれ

までに作った活動のいくつかを雛型として､参加者 (外国人と日本人パー トナーの両者)の要

望に合わせて変更して使用している｡
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. 活動内容(2004春)テーマ=私の町では 私の国では

i 回 内容 詳細

第1回 インドネシアのゴムタイム 時間の考え方の違い

第2回 うさ吉ぴよん太 ドイツの子供向け異文化理解教育教材

第3回 板橋の昔話｢大谷口の代かき地蔵｣ 地域の伝説ゼ デオ

第4回 初対面の人と話すとき 人間関係のとり方の違い

第5回 .訪問の準備 訪問のマナ一一お茶の知識

第6回 お茶の先生訪問 実際の体験学習 (課外活動)

第7回 訪問の感想とお礼状 お礼状の書き方､和室の感想

第8回 私､レズじゃないんだけど... 身体接触､非言語コミュニケーションの意味

第9回 明治神宮花菖蒲園見学/原宿散歩 課外活動

第10回 どう思う?｢たくわん三切れ｣ 今期のまとめと冊子の確認 (6/25実施)

2-3 教師 e日本人パ- トナーの関係と役割

実施当初3年は､筆者である日本語教師が日本人パー トナーとともにプロジェクトの計画を

立て､教室活動のための教案及び教材を作成 (企画)し､実施､そして活動の振 り返りと次回

のための改善 (評価)を行った｡教室では､基本的には一人の学習者に一人のパー トナーがつ

き共にペア活動を行 うが､当日の参加者のバランスによって一定ではない｡さらに教師ではな

い進行役が存在 し､時間の管理と全体と個別の活動を調整する｡

日本人パー トナーの役割は大まかに次のものが挙げられる｡①日本語 (言語 ･非言語)モデ

ルとなる ②活動の動機付けを行う ③情報を提供する ④学習者の間違いに気づかせる､で

ある｡またこのような教室活動の方法とパー トナーの役割を確認するために､ボランティア準

備講座を実施 し､構成員の拡充を図っている｡(資料 2)

3 日本人パー トナーの声 <採録資料の一部>

採録時 :2004年 6月25日 (土)教室活動終了後の 16:00-17:00約 1時間

場所 :東京都板橋区大原社会教育会館 会議室

参加者 :ことばのひろば 日本人パー トナー6孝.(Pl～P5台P6は発言無)と

インタビュアー (Q:筆者)の計7名

Q:(インタピュア- ｡筆者)

この活動の中で､学習者さんが自然な形で話をされていたのが印象的でした｡日本語教師

ならば､文型や表現を教えてそれを使って話してくださいというようなことをするんですが､

使わせたい表現を使わないとだめ､というのではなく､今日も一人の人に三人の日本人が何

が言いたいのかを聞いてましたね｡あれはいわゆる日本語の教室では絶対に体験できないと

思います｡学校型でない教室にどんな価値があるのかというのを伝えたいというのが目的で

す｡今お聞きしたいのは､各人のこの活動に対する参加歴 (年数)､活動を続けられる理由､
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この活動に参加 しての利点とマイナスの点をお教えください｡そしてこれからどうあるべき

だと思いますか､このままでいくのかそれとも変えたほうがよいことがあるかどうかです｡

15年続いたというのは何なのでしょう｡やってくださいと当初お願いしたんですが､ここま

で続けられるとは本当は思わなかったんですね｡しばらく休まれて参加されたという方いら

っしゃいますかn

P且:(参加年数8年､途中で参加 しない時期も数年有 島女性)

はい､なぜ続けたのかという理由は二つあります｡来る前に英語を習いたいと思っていた

んですけど､広報 (板橋区の)を見てきたのがきっかけです｡最初からは8年で途中全然来

なかった時期もあったんですけど､みなさんが受け入れてくださるのでいい気になって来て

ます｡うちの娘がスペインにいてお壁話になってるから何とか返せないかなと思い来ました｡

そして一､6年たって娘が帰ってきてほっとして休んだりしました｡今は歳をとったので時間

の有る限りは参加 したいなと思って､いいなという感じですo役には立ってないと思うんで

すが､何かあるときにカが擬せたらいいなと思っています_J全然英語は覚えられ ま せんく笑)0

これからは､このまんまで関わらせていただきたいなと{J

この活動の魅力は､若い方たちとの安産ができる_.お 互 頼 I_r---生懸命通じ合お うとして 話

あうというのいいかな､,若い韓国の丸が来てアルバイ トして日本語を勉強している姿を 見 る

の が う れしいしずぼらレL,-｣心 ノ ｡いL-脚 長 マ イ ナ ス の 点は時間が足らないとい う ことです｡.遅 く 来

たり早く帰ったりしてます 0 3 時 3 ¢ 分 で 活 動 がぽっと終わるということが ないですか ら ね こ｣

碧空:(参加年数6年 苗男性)

私は学校に勤めていたので､一斉授業になれてました｡(今関わっている別のボラン テ ィ

アの話｡中略､筆者のこの教室の感想をどうぞ述べてくださいに対して:3まじめでやる気が

ある人が来ているのがこの教室ですね｡これが一番の魅力ですねO情報をもらってますO今

日なんか結婚式の話で､まじめな情報のやりとりがありましたねOマイナスは来るノ,左がいつ

も同じでないこと､そして出てくる話題や質問が出たとこ勝負なので､そのつどそのつど誠

実に答えていく姿勢だと思います｡わからないことがあってもみんなで辞書をひいて確認 し

て､間違えても謝る気持ちがありますO学習者も自分のことを楽しそうに話 してますよね｡

マイナス面は､教材を作るのが華 しいんですね｡すでにあるものを使っているんじゃないん

で､準備もみんな満足する教材を作るのが大変､もっとよい話 し合いの体制ができないか｡

p3:(PJ在 ｡古株1

私は丸 2年ですO間が空いても入れるんですよ｡｢あ !きたな｣という感 じで､アメリカで

暮らした経験があります｡アメリカでは非常に受け入れてくれたという感 じがある｡なぜこ

こで続けられたかというと､人の関係がすごく対等なんですね｡対等なんだけど､教えても

らうことは非常にたくさんあるO自分がいて日本の文化を再認識することがたくさんあるん

ですよ｡外国の人に教えながら､実は私が知らなかったということが多いんです｡それを人

生の中で教わってこなかったものを一緒に学んでいるという､私は今学校の教師をやってい

るんですけど､そういう関係の中で学んでいるという､学校にもいろいろな子供が入ってき

ていて､ものを多面的に見るという､どこか違 う世界で私も学びたいという感覚できていま

す｡一緒に活動している人たちの雰囲気もよくて､しばらく来なくてもだいじょうぶという

感 じ､私たちのコミュニケーションもすごくよくとれているという感 じですね｡やりたいと
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い う学習者さんたちも学びたいというのもわかるけど､私たち教えてあげようという感 じで

はなく一緒にやっていきましょうというのが私にはすごく魅力がある｡どちらかとい うと私

は ｢教えていく｣という現場にいるので､その雰囲気がないのがいいですね｡それぞれの方

たちが人生経験を持っているし｡

00さん (進行役 ･ことばのひろばの代表者 :P6)のキャラクターというのがある､ リー

ドをとってくれる人の魅力がある｡みんながその雰囲気になっていく､そういうのがいい｡

また､今日は来ている人が多いなという日もあるし､それが持続するわけでない｡お金を

支払 うというのは持続性につながると思う｡人が来たり来なかったりすると､段階をふめな

いことがある､段階が踏めないけどやれることを作っていく必要がある｡

P4:(8年 ･女性)

長くやるというよりも､社会で働いていても､タテ社会ですから｡普通に働いていたら 18

歳から60歳までの健康な人にしか会えない｡普通の生活をしていたら､世間が狭くなる､な

あなあでいけるけど､それをやめたいと思った｡自分を変えるためには新しい出会いが必要

と思った｡やはり外国からくる人は､自分で思っているのとまったく違 う出会いがある｡び

っくりの連続です｡｢大正デモクラシー｣について教えてほしいなんて言われて､どうすると

思ったり｡スリランカの人に ｢うちの庭には象がいます｣といわれたときには､想像できな

い生活があるんだ｡密接になっていくとやはりもっと不思議が増える｡マイナスの点は最近

プログラムを組むということにマンネリ化が見られる｡

ここの教室の特徴は学校で教われないことを教えてほしいという人達のニーズに応えられ

るかなということ｡いろいろな人が来るということ､女の人でも日本人と結婚した人､配偶

者についてきた人､外国語学習のために来た人､働いて学ぶ人とか外国人に流れがあるよう

な気がする｡でも基本的にはみんな日本語をしゃべりたいと思ってくる､教科書以外でや り

たいというのがある｡ニーズとしてはあっているけど､プログラムつくりはやはり難 しい｡

P5:(2年 ･女性)

最初に準備講座を受けて､四つの言葉 (註 3)を書かされた｡これまでことばに関 して考

えずに使っているなということが多かった､日本人でありながら自分の国の文化を知 らない

なあと思っていた｡ここに来る前退職してから､身障者のボランティアものぞいたが私はこ

っちのほうがあっているかなと思った｡やはり共に学ぶということが非常に私にプラスにな

ることと､学習者さんとの話が通じたときに自分の学ぶことが多いのと同時に､次回はこれ

を調べてこないといけないなというので新たに学ぶ気持ちが湧き出てきて､調べてくると相

手が来なかったりすると､私が保留にしたから来なかったのかなという悩みを感 じられたん

ですけど､今自分にプラスになるということ会話ができることがよかったなと思うことです｡

マイナスは今のところまったくありません､土曜日のこの時間はあけておこうとしていま

す､ただ第 2週には参加できないというのはみなさんにわかってもらっているので､いいグ

ループに入れたなあと思っていますoお世辞とかそういうのを抜きにして､自己満足も含め

て｡そんなとこです｡

(以下全体で話し始める)

P3:個人として参加できるということ､肩書きとかを必要としない｡あとそれから､私生活を

持ち込まないというところもいいところです｡お互いどういう人かというのがなんとなくわ
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かるけど､聞かないし､言わないから私そこもすごく好きなところなんですよ｡｢私｣でいい

んですよo

P5ニだからといってぜんぜんばらばらというわけでなく.,

P4:みなさん何 してるって絶対に聞かないんですよ｡ほのかに香ってくるんですよ｡活動の中

で､だから対等でいられると思 うんですよ｡いらないものを持ってくると先入観がでてきて

いられなくなるOそれがいい関係だと思いますo

P3:サポー トするという形ですよね､学習者さんともそうだし日本人同士も｡今､学習者さん

･L7E- ルQjや りとりして蓋,Jvですよn メ]7,-友までほ行かないんですが〈この間の明治辞富の)～....._./

ときも行きませんかってメ-ルでお知らせ Lたのは効果があったO電話だと断るのが大変だ

け ど､メ-ルならそのままにしておいてもいいし､参加してほしいというのは伝わったみた

v ori7'JrlI)ノ/t ′VYJ托乃ノ JVノノJiZここLLV､VlLrmLrl･JJ/｣｡ Fjノ号ゝ自許し腿つ し12し､ij己房日昌こ/A

ているときにメ---ルで返事が来て｡お互いの時間を気にしなくていいoプリン トを郵送する

より効果があるo

P壇;(まとめの冊子用の)毎回の作文は い や だ っ て 言 う 声があyjますC学校で毎 日書いて い 義

の に 何でここで書かないといけ な い っ て ,jどちらかというと田本語を話して使いたいんで す

ねO学校では話す機会がな いん で ､ とにかく使い た い ん で す O 学習者 さん一一人に二人の田本
こ '1､Il二･､㌔..j -･L l'､､､ ‥ t )_. i-.1 ･､､~-._/･
八､芯地Uノ払つ い､r3LJV ¥] こ り を L たいとい-jW,)がわ か り ま す ね cI Fj本語学校では無理なん

ですよね｡話 し た い こ と が 話せるの が いい の か な｡

P3:それと､日本人としてにわかに怪 しげにいろいろ説明しているなという気がありますO｢明

治神宮｣について開かれたときは 拘 り ま し た G 日本Å同士なら絶対に調べない､学習者が来

るから調べたんですね｡(後半略 :全体で話している部分もあったが､童に意見を述べている

人物をP且からP5で区別した｡)

4 考察

4---1 考 察 1 関わる者の意識 く自由参加-の原則>

3-1の資料から各人の話の中に活動を通して得た共通の気づき (プラスとマイナスを含む)

を以下に挙げる.

1 4ゝ11rlTl ィ ttH ll レ＼ ノ1-＼ rLl ⊥ ｣′

1 珍 /JLJJX U 'ロコノ＼リ Vノ 日 日] 亡 Fl●yZ●上'3■上'b

2 国と世代を超えた人達との交流 Pi･P2･P3

-3 対話のおもしろさ､重要さ -P2.P3.P4

4 関わる者全ての人間関係の魅力 (肩書きのなさ) P3.P4

6 日本文化の再確認 P3毒P4与P5

7 時間の調整

8 プログラム ･教材作りの難しさ

Pl･P5

P2･P4

9 日 本 語 学 校 との違い P2･ヂ卓

今回の資料の中では､尾崎のいう地域型の特徴の③自由参加の原則に関しての発言が多く見ら
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れたO自由ゆえに参加 しやすいとうPl･P3とは反対に､こちらが準備しても学習者が必ず次回

来るとは限らずその時々を大切にしないといけないというマイナス面を述べた P2･P5の両方が

見られる｡ しかしこの自由はばらばらでまとまりがないという意味ではなく､逆に自由だからこ

そ互いに信頼することを前提に､これを受け入れた活動作りを考えているという発言があった｡

4-2 考察2 関わる者の意識<言語学習 ･教育>

さらにもう一つは､言語学習 ･教育に対する意識である｡学校では学ぶ項目が明確であり､そ

れが決められた教授者と学習者という関係の中で知識が一方から他方-移行する形で教育が実現

する｡また多くの日本語学校では､日本語という言語の文法や知識としての表現を蓄えていくこ

とが第一の目的であり､そこで培った知識は学校の外で使われるというのが一般的であろう0-

人の教師が多数の学習者を前にし､その会話の相手をすることは難 しい､そして文法や表現の正

確さを知るために多くは作文という形で確認する方法をとっている｡

その方法を必要としない ｢ことばのひろば｣はとにかく1､日本語を話す場である 2､本当

に話したい内容を話す 3､わからないことばはみんなで調べる (対応する日本人は教師ではな

く共に学ぶ存在である)4､上下 (教える者⇔教えられる者)の関係はない が参加者の中で共

通認識としてあることが伺える｡

4-3 学校型を超えた日本語教育のあり方

上述の資料の最後に､日本語学習者が学校で学べないものをこの教室で学ぼうとしているとい

う気づきがあった｡教育の型には､定型､非定型､不定型の区分があると､鈴木 (1997)(註 4)

は述べている｡我々が教育と聞いてイメージするのは､学校といった定型 (formal education)

そして､非定型教育 (informal education)といった個人が社会の中で教育的影響と諸資源か

ら態度や価値､技能､知識を習得する (いわゆる､家族と近隣､労働と遊び､市場､図書館及び

マスメデ ィア) とい うものである｡鈴木は三つ 目の教育 として不定型教育 (Non-formal

education)の存在を重要視している｡不定型教育は､｢制度化された定型教育の外側に､一定の

学習者集団と学習目的のために役立つことを意図している､組織化された教育活動｣(註 5)とク

ームスにより定義されている｡

今回の例として挙げた ｢ことばのひろば｣の活動は､まさにこの不定型教育にあてはまるもの

と考えられる｡特に､鈴木は､｢地域住民が､外来的な力による発展をただ受け入れるだけではな

く､それらを批判的に考察し､自らの力を見直し信頼して､地域作りを実現していけるような力

量を形成することが求められる｣とし､地域の住民自らが必要な教育のシステムを作 り､実施 し

て地域の問題を解決 していくことの必要性を説いている｡公的な学校教育でできないことを､地

域が不定型教育の形を通して実施することが今まさに求められていると主張している｡

5 地域型日本語教育の目指すもの

学習者自身の日本語能力の向上がその表向きの目標であるが､実は参加する日本人の気づきそ

してその気づきから地域社会の住民としての行動の変化をもたらすことが､その目的と言えるの

ではないだろうか｡地域住民としての日本人が外国人を受け入れようとする心､この受け皿を作

ることが地域型 日本語教育の目指すものと考えるoたとえば､日本語教師が学習者に日本語を教

え､その学んだ内容を学習者が使 う｡そして地域の住民は学習者がその内容を使えるかどうかを

試 していく方式ならば､それは地域で新たな無償の日本語学校を作ることとなんら変わりがない｡
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さらに､在住外国人を支えるのがすべて日本語教師でなくてよいだろうO-握 りの教師役と様々

な分野で様々な能力で外国人を取り巻く日本人がネットワークを作る関係や場を作っておくこと

が今の日本に必要なのではないかと考えるO確かに教師が日本語学習者に日本語の手ほどきをす

る､初級の段階では大変重要なことである｡しかし初級後半から超級にかけては､その言語を使

周する環境または社会に身を置いて使っていくこと､その中でのフォローあるいは新しい知識を

くれる教師の存在が必要なのである｡

上述の地域型 日本語教育を実施するた鋸 こは,まず日本語教師が地域の真のニ-ズを把握して

いることが必須となるであろう｡ここでいう地域とは (外翼]tJjE3本語学習者､そunj学習者を受

け入れる地域社会の人々 ｡学習者と地域社会の人々の間に立つ行政の立場が含まれるOニーズの

調査は､自らの問題としてより切実な学習者を抜きにしては語れない,)そしてこれらの人々それ

j㌍如LrT密ナ戸闇与取n詔二泰jt'ダ子らliy粛満て息､ヱ キたけ ′当刃刃草 地k臣fj一狩 る=ニ払アー1-r7*｢‥去-三石乱し八一Vt-｣-T･小関jL･仰 ノ岬"l｣≡しくLHノ三m､二歩こ/jlLyノrtJoCrJ†｣､ナ白一日､月凸J堺i二こ抗､1j堺てーしノLF]メト崩す教

師という四者の立場をネットワーク型の図式で捉えることが必要となる｡この図式から最後に日

本語教師自身が自分の言語教育及び学習観に気づくことが褒められる0

地域で外国人が日本語を使って生き抜くためには､単に学校教育型教育で学んだ日本語能力が

必要でないことは自明のことであるO言L.I,､換えればi軌鬼の田本語能力が高まるだけでは､地域で

の生活は保証されるものではないのであるO

前述の文化庁日本語教育大会においても､日本語教師として訓練を受けていない丸が㌔短期の

講習を終え､教科書を使って学校型の授業を行うというやり方自体に無理があり破綻を束たした

例が､いくつか報告としてなされていたOそして地域型日本語教育の現場では､学習者がいかに

日本人と活動をしていくがを体感し､そして自分のこの磯城での位置を見つけていくこと､それ

と同時にその受け凪となる日本丸の意識を作っていくことが必要である0

6 むすびにかえて

筆者は前述の論考において､｢相撲の国際化｣についての当時の熱い論議にふれたO 今や外国人

力士の存在はごく当然となり､外国人力士の日本語カ､ひいては日本社会-の適応浸透能力がい

かにして養われたかが逆に注目されている｡その一つの答えとして､日本語教師や日本語教育の

教材の有効性が立証されたのではなく､その力士 (外国人学習者)をとりまく社会環境が大切な

ことと､さらにその中でまさにその人に様々な役割を持って接する日本人の存在 (例えば部屋の

おかみやタニマチ)が必要なことが確実となった｡(註6)

相撲界以外にも､現在すでに多くの外国人が集住する地域やその入口の割合が高い地域も増え

ている｡ しかし多くのそうでない地域､現状ではゆるやかな増加 しか見られない地域もある｡今

後の日本における外国人人口は､過去 10年とは違った動きを見せることが予想される｡それは

少子化に伴 う労働人口の低下から外国人の労働力としての受け入れという形で起こることは切実

である｡

自らの居住する地域に､いわゆる日本語を解さず､日本の習慣や文化を知らない住民がやって

くる｡この現状に対して地域型日本語教育が培った知見 ｢共生を目指す 日本人の意識改革｣が果

たす役割は大きいと考える｡

日本語教師が外国人学習者に日本語教えるという図式は､学校がすべきものであって､地域の

日本語教育は地域の住民がなぜ日本語が外国人学習者にとって必要なのかを認識 して進めるもの
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であるO学校型の教育ができないことを地域の不定型教育がすべきであり､それこそが寅にこれ

からの地域の問題を解決する礎となると考える｡

地域型日本語教育は､日本語を操る外国人の増加を日本人が積極的に認めることから始まる｡

<註>

註 1)Gehrtz三隅友子､1992｢共に学ぶ日本語教室｣『日本語学』明治書院

註 2)Gehrtz三隅友子､1997｢日本語教育における活動の枠組みにおける一考察～日本人参加型

プロジェクトワーク～｣全国語学教育学会日本語研究部会 JAI∬ 日本語教育論集第 2号

註 3)準備講座の中で､ボランティア ･外国人 ･日本語教育 ･国際交流の四つの言葉をマッピン

グし､活動に参加する自分を内省する作業を行っている｡

註4)鈴木敏正､1997『学校型教育を超えて～エンパワーメン トの不定型教育』北樹出版

註 5)前掲書 38ペ-ジ

註6)宮崎里司 2001｢外国人力士はなぜ日本語がうまいのか｣明治書院

<参考文献>

申GehTtZ三隅友子､1994｢日本語教育におけるボランティアの役割｣『第 1回香港日本語教育学

会大会論集』

･尾崎明人 2002｢地域の日本語教室で教えるということ｣2001年度保見ケ丘日本語教育研修会

報告

｡高木光太郎､2003｢学習としての地域ネットワーキング｣ 『地域ネットワーキングと異文化

間教育』 異文化間教育 18 アカデミア出版会

･藤原考章､1994『外国人労働者問題をどう教えるか』明石書店

･平成 16年度 ｢文化庁日本語教育大会｣日本語教育研究協議会 (東京大会)資料

<最後に>

本稿をまとめるにあたって､準備講座以外に ｢ことばのひろば｣の活動に数年振 りに参加 させ

ていただきました｡そこで参加者全員が自由にのびのびと会話を楽しみ､人と人のつなが りを大

事にしている教室の様子と､自身の大学の日本語授業との違いに情然としました｡そしてコミュ

ニカティプアプローチ､自然な日本語を話す場作り等の理論とこれらを実現することの難 しさを

改めて考えさせられました｡

今回のインタビューを分析資料とすること等の許可をくださったみなさんにお礼を申し上げる

とともに､今後もこのような場作りを継続してほしいと心から願 う次第です｡
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<資料 1>

板橋区ボランティア日本語教室 rことばのひろば｣

目 的 : 板橋区及びその周辺に住む外国人の実際の蕉活に必要な事柄をテーマとする

教室活動を通 して､学習者 (外哲人)とのボランティア ほ 本/AJ がEj本譜

及び 日本文化をともに学び合 う｡

教室概要 : 学期 3学期制/午 (観 音冬 中春学期上

目時 第 2¢3｡4土曜日/ 且3;30-15:30 (2時間)

場所 板橋区立大原社会教育会館/区内のその他の施設

費周 200円/回 (資料代)

教室形態 三

進行役 も∴P 巨P 臥--P

lrtl

L-㍗ ir､P L-ザ

a:学習者

P:田本太ボランティ

C凋本語教師

･:-=基本的には学 習者とE3本人UJ7-

ペアで責苦動を 行 う

*P 役は準備講座を体験複

パ ーー-トナ-bとして参加する

学習者 200連年春学期申込者 且9名 出席者 9-月 5名

性別 : 男 (7)b女 待望)

国籍 韓国 5タイ せ台湾 ｡中国 ㊤ブイ畔 ン

職業 日本人との国際結婚の妻､企業研修生､就学生 ほ 本語学校の学生ラ

在 日年数 :豆牢未満～且0年以上 現在は 1年-′2年の人が多数

ボランティア :2004年春学期現在 且且名 (男性 2名 や主婦 ｡定年退職者等中心)

<資料 2> 日本人パー トナ-補充のための準備講座 2000年からは隔年開講

1993年度ボランティア準備講座
ねらい こ当教室のスタイルを理解し､実施 ･体験することによって実際の活動に備える

l第 1回8/28l*教室の概要を知る○講演 :現在の日本語教育/日本語教室の問題点 i出席者が多彩 .交流活動に関心が弓E l42I
第2回 *教室活動の企画-実施-評価の流れを知る ゲーム ｢部屋の四隅｣ 27
9/4 ○教室活動のビデオを視聴する

第3回.9/ll *自分たちで活動 (プログラム)を企画/発表 ゲーム ｢地図作り｣ 24l

~第4回 *活動を発表する/他グループの活動を知る 提示したものから活動が単一的 t21
9/18 ○専門家のコメントを聞く
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