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1.調査の目的

日本と欧米は,｢日本語コンテンツを必要とする教師 ふ学習者の人数が多い｣または ｢王T先進

国で 王T環境が良い｣という理由で>F:蔓本譜コンテンツの需要が他の密 告地域より高いO欧米以

外の国 岳地域では,E3本語コンテンツのCD-ROMを利用することや♪ⅠT技術を利用 した日本語教

育を実践することが国禁な状況にあるといえう∩

そこで,日本 令欧米以外の国 ◎地域における,①日本語ニ∫ンテンツの実態 (需要 飽供給 ¢開発

状況とrT環境等)の調査,②教師 ℡学習者のEnj本譜=-1ンテンツ活用能力の調査を缶 うことにし

たO

今回特に太平洋の国 a地域を対象とした理由は,教師 串教材不足と地理的不便性を‡Tの清掃

によって克服可能,日本 との}時差が少ないた時リアルタイムの調査が可能∋E3本旨Lw刈 LL見好刑

･:,-ある等の理由による()具体的な南蛮研究実施国 e地域はラサモア,トンガラ- フォ ,ブイジ-ゝ-,

マ-シャル諸島,ミクロネシア声仏領ポリネシア (タヒチ上 ニュー･､カ し/ドニア1.ハワイ諸象 グ

p,1･/ /へである｡

望L質問紙調査

2榔4年 ′7月,太平洋(.yH 2か国 -"地域の巨ヨ本譜教育機関に質問紙謂登を送付 Lた(Jハ T/,I-r官諸 島

はヲオアブ島を除いたOこの理由はフォアフ島は日本語教師 包学習者が多 く竺 ⅠT環 境 が 良 い た

め}本調査の目的に合わないと判断したためである,J

質問紙による調査項目の内容は,次のとおりである｡

lil)機関概要 (学校種,教師数夕学習音数γ他)

(2)コンピュータの有無と使用状況について

(3)インター⊥ネットに接続されているコンビュ一一･タの台数とその利周状況について

拍)教師のコンビュ-エー-タやインターネットの活用と効果について

(5)学習者のコンピュータやインター-ネットの活用と効果について

3｡調査結果

65機関中26機関から回答をいただいた (4O%の回収率)C回答がなかったのはク北マリアナ諸

義 , キリバス,パプアニュ-ギニアの3つの国 ･地域であったO

各調査項 目とその回答結果は,PowerPoint(Microsoft)の配布資料形式で,本文の最後に一括

して掲載する｡

太平洋 日本語教育機関からの調査結果より,次のことが明らかになった｡

(1)日本語機関の約 8割が公的機関である｡学校の種類は,学校教育の中等段階 (中学校 ｡高等学

校)が 1番多いo Lかしこの結果は,ニュー-カレドニアの回答が全体に影響を及ぼしている｡つ

まり,ニューカレドニアを除くと,学校の種類はラ学校教育の高等段階 (大学等)が 1番多くな

るo 日本語教師数は 1名,日本人 ほ 本語母語とする者を含む)教師数も1名 という回答が---香

多い｡ 日本語学習者数は 1機関当たり41名以上が約 7割である｡

(2)コンピュータの有無については ｢コンピュータがある｣は 85%,使用状況については ｢日本

語教育に使用 している｣は 54%である｡

(3)インタ-ネットに接続 されているコンピュータの台数は,0台が31% , 1台が 15%,2台以

上が 54%,その利用状況については,｢利用 しない 毒あまり利用 しない｣は 50%である｡
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(4)教師は ｢日本語ワープロ｣のためにコンビュ-タをよく利用し,｢メ-/レやファイルの送受信｣

のためにインターネットを活用している｡その効果は,｢日本語入力ができるパソコンが使えるよ

うになった｣が 1番多い｡

(5)学習者はコンピュータやインターネットをあまり活用していないoコンピュータやインターネ

ットを活用している学習者は,｢学習を楽しくできるようになった上 ｢学習意欲が高まった｣等の

効果を挙げている｡

4.実態調査

7つの国 d地域の IT実態調査を実施した｡以下に2つの事例 (抜粋)を紹介する｡

(1)大学には,多数のコンピュータとネットワーク設備があるのだが,日本語教育で利用できるコ

ンピュータは 1台もない｡ 日本語教師は,インターネットからダウンロー ドした音声教材を,個人

で購入したノー トブックパソコンに入れて,授業で使用した経験があるOまた,パソコンを日本語

ワ←プロとして活用し,プリント教材を作成するときに利用している｡日本語教育でパソコンを利

用していないことについて,これは日本語教育特有の問題または教師個人の問題ではなく,他の語

学教育 (英語やスペイン語等)の先生においても,パソコンを利用していないそうである｡ビデオ

教材や DVD教材は,授業で利用しているので,同様な利用形態と簡便な操作性があればパソコンを

活用できると思っている｡

(2)日本語教育ではコンビニ1-----タはほとんど使用していない.その理由は,まず,漢字｡仮名が使え

るコンビュ←タがないこと,コンピュータラボは前もって予約 しなければならないこと,それに教

科書だけで教えることが十分にあること,学生数が少ないので特にコンビュ一一タラボで練習 しな

くてもいいこと,などである｡その他,コンピュータを持っている学生がほとんどいないため,学生

側にコンビュ∵タを利用した授業に対する準備ができていないと言 うこともあるだろう｡しか し,

日本語講師は,自分のパソコンで日本語の歌を聞かせたりすることはあると言 う｡日本語学習者 と

日本人学生が電子掲示板を使って交流を図るという企画の実現にも意欲を持っている｡ 日本語教

育はJICA派遣の講師に任せきりで,大学側のサポー トがない｡日本語はJICAに任せておけばよい

という姿勢が伺える｡

5｡おわりに

今後の展開として,質問紙調査の各項目の回答をクロス集計による解析や多変量解析を行 うこ

とによって,項目間の関連性を明らかにしたい｡また,現地訪問調査で得られた,国 ･地域固有

の問題に対する専門的かつ詳細的な分析を行うことによって,問題解決支援策を提供することが

できると考える｡

調査結果を基に,実態に即した日本語コンテンツ開発提供システムを開発する予定であるが,

このとき,太平洋における国 4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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国･地域別の送付数と回答数

還送村数(2歳関以下は省略) tj回答数F■■■■■■■■■■■｣

くJ束 盲端 '>㌔､三㌢ 4'動態予 -Ti.∴ ㌔

磯 閣 碍 概 要

機関の学校種類

あなたの機関のE3本譜教

育は制度的にみて次のど

れに当てはまりますか｡

盛学校数育め初等投宿し小学

校)

喝学校教育の由等段階(甲学

校･高等学校)

組学校教育の高等段潜(大学

短期大学,大学院)

＼､ / 学鼠 t5/
＼∨/ //
＼､-一､一ノ-/

･Xニュ-カレドニア6機関

の内訳,中学4 高校望

機関の概要

日本語教師数

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o
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機関の概要

磯関の設置主捧

あなたの機関は次のどれ
にあてはまりますか｡

軍国,･3枚 省,鞄方喜治績な
どが設置した公的機関

嘆民間の団体や慨人が設置

した民間機関

東日本の政府顧係線職が設
置した機関

機関の概要

E3本譜教賓開始してからの年数

あなf=の機関が日本宗吾教育を開始した矧 ま付録ですか｡

74 ∃
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'･~~ ･ -~~ 二二

LILL m｣⊥｣ ⊥ ーWi J ⊥｣ ⊥ L
lS盤未満1こい-20年20-30年 30年以上

機関の概要

E]本人またはEl本語母語教師数

E3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o
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ヨンピュ仰タの有無と使用状況

コンピュータの有無

あなたの機関にはコン

ピュータがありますか0

--~丁＼＼＼､
､

＼J I

＼､ 慧 ノ
＼ ｣ _メ//

コンピュータの使用状況

あなたは日本語教育

にコンピュータを使って

いますか｡

教師のコンビュ-タ活用

教師は日本語教育においてコンピュータをどの
ように使用していますか｡(複数回答可)

日本語ワープロ

ホ-ムペ-ジ検索 E二二 二二 二二一4

CD-ROM [-~~ 5

その他 …二㌔1
0 5 tO 15 20

健胃散



教師のインターネット活用
教師は日本語教育においてインターネットを,衣
のどの活動で利用していますかJ(複数回書可)

メールやファイルの送受信 T.二二=二二二二二=1-=二ユ!4
情等検索,塀嚢 ご

他機関との交流 E

データベ-スの判断 二二二 14
郵-左ページ8)作成,発信 】二二__～

テレビ会譲 油
1JYヽLELlー
~tuノ1じlL-

比 耶叩珊W

ij本詩学習者はE!本給苧普q}ためにコンビュ･･･タ
をどのように使用していますかt,く頼政回答可:i

ホ ･-ム ベ一浩:J検索

E3本譜r7･--.∩JrJ

E--メ-L一･jL

t⊃D.RO…

その他
(無記入食む)

学習者のコンピュータ等の効果
コンピュータやインタ-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｡(棟数回答可)
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教師のコンビ且-19等の効果
コンピュータやインタ-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｡(複数回答可)

日本語PCが使える

pc深存文書を活用する

授業形態.方法の多様陀

効果的な授業ができる

個別指導ができる

他の教師と情報交換する

5m栄かなかった ロ1

J15

te 等5 度¢

漁開放

学 習 者 の ･.1n:r-,,,9-･･･-ネ 1jU 善用

ネットを.次のどの活.hで利用していますかC

(:諌赦回答可)
)∴-fL-(､二一一アイJL･の送受膳

情報検索丁収集

デルタベ-スの利用 ヒ二二二 尋
他機関との交流 こ12

蘇-ムぺ一一ジの作成･発信 [二コ2

テレビ会譲 ro

学習のコンビュ-夕等の効果

j

日本言吾PCが使える : 45

億別学習ができる PI 4弓
学習者どうし議論できる !o

表現(プレセ○ン)能力が伸びた ｢コ了
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