
海外における ｢日本事情｣ 教育の可能性とその効果
｢わかりやすい発表｣を目指す授業からの提言

リュブリヤ-ナ大学

守時 なぎさ

i. ｢日本事情｣不在による問題

｢日本事情｣教育は､これまでにも議論されているように､確かに問題を多くはらんでい

る｡ しかし､これ らの問題を ｢問題論的な課題｣ (砂川 1998)と捉えることによって､ 日

本語教育に新 しい視座を持ち込むことが可能である｡海外における日本語教育機関では､

｢日本事情｣とい う授業の枠組みはないことが報告されている (長谷川 1998)｡ したがっ

て ｢日本事情｣がはらむ問題 と無関係でいられるという利点はあるものの､ ｢日本事情｣に

よって持ち込まれ うる有意義な視座を看過してしまうという欠点もある｡

本稿は､リュブリヤ､-ナ大学の学生を対象にした ｢わかりやすい発表｣を目指すとい う授

業を通して､ ｢日本事情｣論的視点から海外における日本研究 さ日本語教育に新 しい可能性

を提言するものである｡

2. ｢日本紹介｣のプロジェク ト

｢わかりやすい発表｣を行 うために､ ｢スロベニアで日本を紹介する｣というプロジェク

トを行った｡このプロジェクトは､ 『現代日本文化特講』という選択授業の一部として行い､

リュブ リャ-ナ大学文学部の日本研究講座の 3年生および4年生を受講の対象 とす る｡

2004′/05年度は､10人のスロベニア入学生が受講し､これに加えて 2名の日本人オブザーバ

ーが参加 したO授業の目標は､現代日本文化および自文化を自らの視点に基づいて理解 し､

表現できる能力を促すことである｡授業は､週 1回､90分である｡

｢日本紹介｣のプロジェクトでは､学生が2名ずつのペアになり､ ｢日本｣についてのテ

ーマ設定 冊資料収集 ｡原稿作成 ｡発表をするOプレゼンテーションは､スロベニアの小学校

3､4年生 (約50名)を対象とした｡ したがって､授業中の使用言語は日本語であるが､

授業外の資料収集や準備における使用言語は日本語の他にスロベニア語や英語が使われてい

たと考えられる｡発表は､スロベニア語で行った｡なお､老人ホームでのプレゼンテ-ショ

ンも計画していたが､こちらはカリキュラムの関係上､末実現に終わった｡

参考のために､ ｢日本紹介｣のプレゼンテ一一ションで取 り上げられたテ-マを次頁に一覧

する｡各発表は15分で行われた｡
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こ(,?lh･プロジェクトを実施 す る際 に . 常 に意識 した,I:Jは 廿 ,学 生 ,I.)3 ､ 4 草 生 を 聴衆として

1,､る｣吊 い1､叫▲い㍗ある,J 小 学 生 の 3､-,1畢生とい う(,7)は､学校の授業で日本.I:,Tj地理的特色

について学習しているほか､日本語は聞いたことがないも,jjの､毎 日テレビで日本から輸入

され､戸渥画をEgJ でいス在代である｡また､ 栄典で寧茸や柔道に通っている子供もいよっ｡㌦_,--I.-し'､fiLhPノ LJ ＼､LTL/F Jノ ､一一_LJJ

その山方で､この年代の子供たちは､長時間､集中することは難 しく､享受業中も凝.言をした

がる｡面白いものには非常に興味を示す反面､面白くないものには実に正直な反応を示すこ

とが予測される｡

学生に聴衆を意識させた理由は､二つ あるOまず一つは､日本語の問題である｡ リュブリ

ヤーナ大学の学生が行 う授業内活動 としての発表やインタビュー､さらに卒業論文をみると

｢わかりにくい｣場合が多々ある(lその ｢わかりにくさ｣の原因は､主に､①内容に関する

もの (テーマが不明瞭､筋道が立っていない､事例の紹介に終始 し考察がないなど)､② 日

本語に関するもの (使っている言葉の意味が自分で分かっていない､使っている言葉が文那

にあっていないなど)､および③表現法に関するもの (声が小さい､提示物が活用できてい

ないなど)が挙げられる｡

ところが､このような ｢わかりにくさ｣は､聴衆を設定することによってかなり解決でき

ると考えたC今回､聴衆を ｢小学校の3､4年生｣に設定することによって､実際に彼らが

理解でき､興味を持っような発表が求められる｡上の ｢わかりにくさ｣に沿って言えば､①

小学生に理解でき､彼らが興味を持つテーマを選択し､説明の順序を考えること､②小学生

にわかる語句 ｡表現を用いること､③聴衆の位置などを考慮 しながら提示物の効果的な見せ

方を工夫し､全員に聞こえる声で発言すること､という ｢発表｣に関する具体的な細かい目

標設定をし､意識化させることができる｡ ｢わかりにくい発表｣の多くが､自己循環的な考

察と発表に起因していることを考え合わせると､具体的な聴衆の設定により､発表の前段階

から実際の発表を想定した具体的準備を行わせることが可能になる｡
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4, 聴衆の設定による ｢多角的考察｣の実現

聴衆を意識させたもう一つの理由は､ ｢日本事情｣論的視座を取 り入れることである｡ こ

のプロジェクトの場合､ ｢小学校の3､4年生｣という聴衆を設け､この聴衆のために発表

を計画することによって､ ｢小学校の3､4年生｣という新たな視点を導入することである｡

例えば､ ｢日本の一般的紹介｣というテーマを例に挙げよう｡ここでは､日本についての

地理 ｡気候､国歌､最先端技術と伝統の混在などについて紹介する､という内容であった｡

ここでは､学生による内容吟味と､価値観 (批判､驚き､賞賛など)が加えられる｡すなわ

ち､学生自身の視点からの分析 ｡考察および発表が行われる｡それに加えて ｢日本人が どう

思っているか｣という視点からも考察されていると考えられる｡例えば､ ｢一見伝統的 ･保

守的に見えるお寺のお坊さんでも､最新鋭の ADSLでインターネットに接続 し､お寺のホレ

ムページを持っている｡また､それを楽しみにアクセスする老若男女がいる｣などとい う事

例からの､ ｢日本人は､最先端技術と伝統の混在を当然のこととして受け止めているらし

い｣という分析で ある｡

聴衆の設定は､これらの視点の他に ｢小学校の3､ 4年生｣という新たな視点を持ち込むO

お寺の例で言 うと､小学生の3､4年生のためにはこの事例をどのように説明すれば理解 し

やすいか､またどの点に興味を持つだろうか､驚くだろうか､それはなぜか､といった考察

を促すことである｡

さらに､この新たな視点の導入が､次なる視点の導入を促進することも期待される｡スロ

ベニアにおける小学生だけではなく､ ｢一般の｣スロベニア人はどうか､日本人はどうか､

また学生自身が小学生だった10年前はどうか､などという多角的な視点の導入である｡ こ

の視点が導入されることにより､スロベニア文化を共有しているはずの ｢一般の｣スロベニ

ア人や小学生と､学生自身との差異についても相対的に考えることができる｡ ｢小学校の 3､

4年生｣という新 しい視点を具体的に設定することが､より多角的 ･多層的な分析 ｡考察の

引き金になることが期待されるのである｡

この多角的な分析には､授業に参加 した日本人オブザーバーの貢献も忘れてはならない｡

学生が書籍やインターネットで調云てきた ｢日本人の考え方｣ と､目の前に同席しているオ

ブザーバーの考え方が食い違 う場合が､少なくないからである｡学生は､日本人にも様々い

ることを体験 し､その内容について再考察するとともに､我が身を振 り返ってスロベニア文

化の多様性を考えるきっかけともなっているのである｡

5. 聴衆を設定することによる ｢多角的考察｣の効果

小節では､ ｢小学校の3､4年生｣という聴衆を設けることによって見られた三つの ｢日

本事情｣論的効果について述べる｡

5.1. 文化 ,言語 ･社会の多様性の体感と自己相対化

学生は､一言に ｢スロベニア｣や ｢日本｣といっても実に多様性があるのだということを

体感 しながら分析や考察を行 うことが可能になるO学生の中からでさえ､しばしば ｢近頃の

若者は 弓 という発言が聞かれる｡ しかし､そのような発言は根拠を意識 しない感覚に基づ

いていることが少なくない｡多角的考察とは､対象となる現象の多様性を､意識化 し､分析

し､背景となる要因を考察することも含む｡この一連の考察を通 して､主観的な感覚がより

客観的 昏抽象的な理論となって構築されていく｡

また､多角的考察を通して､学生では自己の相対化が行われていると考えられる｡いわゆ

る ｢日本人｣､具体的な日本人オブザ-バー､小学生､一般のスロベニア人などとい う他者

の視点を経て､自己の見つめ直しを促すことができる｡現実的問題 として ｢わかりにくい発

表｣のなかには､内容の面でも言語の面でも自己相対化が行われていないことが原因として
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指摘される場合が多かった｡多様性を体感させることは､多角的な視野を養 うと同時に､自

己の相対化を行い､自己を客観的に捉える能力を養っていくことになる｡

プロジェク トでは､多様性を考察というレベルに終わらせる0)ではなく､ ｢発表｣という

表現という現実的発信 レベルまで持ち上げることができることも意義深い,3すなわち､子供

と自分たちの世代差を感 じたり考えたりするだけではなく､その差に対 して､内容の面でも

言語の面でも対処を打とうと努めることであるO聴衆を意識した内容の選択､説明の工夫な

どは､その一例である｡このプロジェクトを通して､文化 8社会における他との歩み寄りや

歩み寄りに伴 う言語能力､考察能力も培われていることが期待される,:,

5,.? 文化 ･言語 .社会の動的 当実体的な把握

多角的な考察からは､文化 昏言語 毎社会の動的 ゆ実体的な把握も期待されJる｡,スロベニア

では､テレビではイタリアや ドイツの放送局を通して日本の漫画が流され､またインターネ

ットもかなり普及してお り､Ejl泰についての情報は入手しようと思えば入手できる状況には

ある｡ しかし､PiJ本に ｢浸る｣という状況にはほど遠く､クリックをすれば精魂が見られる

入場券を買えば浮世絵が見られるtといった主体者依存的な状況である｢､このため､学生の

‖∃本観｣は､ともすれば自己依存的 9静的で､時に は限熟に乏しい思い込みと考えられる

場合さえ見られる｡

このような学生の 圧ヨ審観｣は､多 角的な視点を 導 入 す ることによって:､動的 D実体的に

活性化することが可能である｡小学生 ､ 日本人オブ隼 - バ ､- などという具体的な他者の視点

は､b学生約 号∃本観 月が唯一--絶対では ないことを思い 知 ら せ る であろう,｡

多角的な視点は､時には学生に自己 との葛藤が生 じ させ る こ ともあら(､例えば､学生は

絹凱 は最上のテ-一一マだと思っている が､小学生は r 能 ｣ に - _) い て興味がないかもLれない

といったジレンマであるLnIこ(n葛藤､すなわち差異に気 が つ き ､ 妥協のための努力をするT

とも意義深いC ｢能｣というテーマを 選択するか否か､ま た 選 択 したとしてどのような方法

で発表するかという決断は､最終的には学生に任されて い る ｡ しかし､その最終的決断まで

にどのような考察が行われたか､という過程を重視したい｡ 自らが持っている ｢能｣に対す

るイメ一一ジが､自らの視点のみの固化したものではなく､多角的な視点によって動的に変化

していることが大切である｡

最終的な r決断｣や学生の ｢Ej本観｣が､軽業当初､持っていた ｢日本観｣とたとえ同じ

であったとしても､それは単なる結果にすぎない.｡なぜなら､結果までの過程で多角的な分

析や考察が行われていれば､その結果はより客観性が高く､根拠に基づいているだろうから
-71＼-トーブ
しの′コ｡

5.3. スロベニアにおける日本研究の意義

スロベニアでは､日本研究講座を卒業 しても､日本関係の仕事に就く可能性は非常に低い｡

また､卒業生が全員､日本研究の方面に進むわけでもない｡このような状況における日本研

究講座の意義を考えると､学術的な日本研究の専門領域､日本語教育の他に､文化 曲言語 ･

社会に対する日本研究という視点からの提言ではないかと考えられるC この三つ目の意義は､

砂川 (1998など)で指摘されている ｢第三の領域｣としての ｢日本事情｣と重なる部分が

少なくない｡

今回のプロジェク トでは､学生に､日本研究とスロベニアでの日常生活との 接点や関連

性を考えさせる機会を与えることになった｡学生は､スロベニアにおける ｢日本｣を観察す

るとともに､毎 日修めている ｢日本｣をスロベニア文化 ･社会のなかで位置づけ､またその

活用の仕方を考えさせた｡ しかし､これは何も授業の枠内における ｢日本紹介｣に限られる

ものではない｡ ｢多角的視点による考察 ･表現｣を方法論として捉えると､学生はスロベニ

アでの日常生活に ｢日本｣､さらにこれに付随する新しい視点を意識的に持ち込むことが可
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能であるoこのような多角的な視点からの考察は､様々な背景を持っ人が共存する多文化社

会には､必要不可欠な手段だと考えられる｡

6. まとめ

本稿では､ ｢日本事情｣が存在 しない海外において ｢日本事情｣が持っ ｢問題論的な課

題｣を共有することによって､海外での日本研究 ･日本語教育に新たな視野を持ち込む可能

性について提言した｡

海外で ｢日本事情｣を念頭に置いた授業を行 うということは､ ｢日本語教育｣でも ｢日本

研究に関する専門的教育｣でもない､ ｢第三の領域｣の教育を行 うことを意味する｡ この

｢第三の領域｣の教育は､ ｢日本語教育｣および ｢日本研究に関する専門的教育｣と密接に

関連しながら､双方向的に能力を高め､考察を深めていくものである｡

本稿で報告した授業での ｢小学生という聴衆｣の設定は､ ｢日本事情｣論的な考察の一つ

の引き金にすぎない｡ 海外での日本研究では､これまでこの ｢第三の領域｣の教育は重視

されてこなかったc Lかし､実際の授業で､日頃控えめなスロベニア入学生から､多学生の

発表に対して建設的なコメントが数多く見られたこと､また小学校でのプレゼンテーション

にあたって学生に責任感と充実感が見られたなどという反応は､このプロジェクトの意義を

物語っていると信 じたい｡
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