
琉球大学学術リポジトリ

ウェリントン・ヴィクトリア大学の日本語学習者の
学習動機と日本語教育実習生(チューター)の役割

言語: 

出版者: 琉球大学留学生センター

公開日: 2014-08-07

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 伊藤, 雄志, Ito, Yushi

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

http://hdl.handle.net/20.500.12000/29394URL



特別寄稿 琉球大学留学生センター紀要

第1号.2014

ウェリントン・ヴィクト'ノア大学の日本語学習者の学習動機と

日本語教育実習生（チューター）の役割

伊藤雄志

1．はじめに

ニュージーランドの首都ウェリントンにあるウェリントン・ヴィクトリア大学は、1897

年に議員立法によって成立し、1899年に創設された総合大学（法学部・ビジネス学部・

人文社会科学部・教育学部・建築デザイン学部・工学部・理学部）である。学術研究に

おいて国内でトップレベルにあり、海外の大学との交流も盛んである。日本の大学では、

明治学院大学、大阪大学（旧大阪外国語大学)、学習院大学、立命館大学、同志社大学、

関西大学、琉球大学、東京外国語大学、早稲田大学、立教大学、国際教養大学との学生

交換を積極的に行っている。この中で比較的新しい協定校である琉球大学との交流協定

を締結したのは2010年であり、その翌年の2011年から学生交換が始まっている。

ヴィクトリア大学では1989年に日本語コースを開始し、1995年から日本語教育実習生と

して日本の大学から学生（主に修士課程の院生）受け入れ始め、広島大学、学習院大学、

大阪外国語大学、琉球大学、東北大学などから推薦された学生が、毎年2月下旬から10月

中旬までの約8か月間教育実習に参加してきた。琉球大学の場合は、2005年に筆者が琉球

大学で「ウェリントン・ヴィクトリア大学での日本語教育」という題目で講演をする機会

に恵まれ、この講演の後、琉球大学留学生センターの金城尚美教授の協力を得て、2007

年から琉球大学の院生をヴィクトリア大学の日本語教育実習生として採用するようになった。

日本の大学から来る教育実習生は、単調になりやすい日本語教育を活'性化する貴重な存

在であり、実習生にとっては、ヴィクトリア大学での長期間の教育経験によって将来の就

職活動で有利になるという利益をもたらしてきた。

本稿では、最初にヴィクトリア大学日本語学科の日本語学習者の学習動機と日本への

関心の特色を明らかにし、その上でヴィクトリア大学がどのような意図で日本から教育実

習生を受け入れてきたかを論じたい。海外の教育機関で日本語を学ぶ学習者や語学教育

の実態は、外からではなかなか見えにくいものである。本稿が海外での日本語教育と日

本研究の推進のための参考になれば幸いである。なお、ヴィクトリア大学の「日本語教

育実習生」は、他のチューターと同じ待遇を受けているので、「チューター」と呼ぶこと

もある。また、本稿の作成過程で、2013年に日本語教育実習生だった東北大学大学院国

際文化研究科の阿部真衣氏の協力を得たので、ここに謝意を表したい。

2ニュージーランドでの日本語ブーム：日本経済の成長と停滞

もともとニュージーランドは、英国、欧州に目を向けて貿易を行ってきたため、外国語
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教育の中心はフランス語とドイツ語であった。しかし、1973年に英国が欧州共同体(EC)

に加入したため英国市場が欧州に占領され、さらに日本経済が急成長したことなどに伴い、

ニュージーランドは日本、アジアとの貿易を伸ばしていった。それに応じてニュージーラ

ンドで日本語ブームが始まり、1965年にマッセイ大学がニュージーランドの大学で最初の

日本語プログラムを導入し、その後オークランド大学（1968)、ワイカト大学（1970)、カ

ンタベリー大学(1971)、ヴイクトリア大学(1989)、オタゴ大学(1993)が日本語教育を

始めた。このような状況下で1980年代からニュージーランドの初等・中等・高等教育機関

での日本語学習者数は、増加の一途をたどった。1982年に1,677名だった日本語学習者数

は、1996年にはその20倍以上の34,048名に達した（伊藤1999,37;狩野1992a:83)。しか

し、日本の経済成長が失速し始めると、1990年代後半には日本語学習者数の減少傾向が

見られた。（ただし、ヴィクトリア大学の場合は、初心者レベルのコースで学習者数の変

動があるだけで、2年、3年のコースでは安定した学習者数を維持している。大学が各国

の大使館がある首都ウェリントンにあることが、学生数の安定と関係していると思われる)。

2011年の報告では、ニュージーランドの日本語学習者数は約3万人で、学習者が減少した

ものの、中等教育ではフランス語に次ぐ人気を維持している（千馬2011)。

3.日本語学習者の動機：「就職に役立つ」から「日本語自体」ヘ

日本経済の成長と停滞は日本語学習者数だけでなく、彼らの学習動機にも影響したと

思われる。日本経済の成長期には、「就職に役立つ」ことが日本語学習の主要な動機だっ

たのに対して、停滞期には、「就職に役立つ」に代って、「日本のポップカルチャーに興味

がある｣、さらに「日本語学習自体に興味がある」という動機を持つ学習者が多くなって

きた。

ニュージーランドの日本語学習者の学習動機については、いくつかの先行研究がある。

1990年代初頭のニュージーランドの高校生を対象とした調査では、「就職の手段」「旅行

のため」を学習動機としている生徒が大多数であったという結果が出ている。また生徒

の先生や両親の場合は「就職の手段」とともに「文化理解」を重視する傾向が見られた（狩

野1992b:66。似たような傾向は、1994年から1997年までのオタゴ大学の日本語2年生のコー

スの学生76名を対象とした調査でも見られる（土谷1999:119-125。「なぜ大学で日本語を

学習するのか」という質問に対して、最も多かった学習者の回答は「就職に有利だから」

であり、それに続くのが「語学的に興味がある」「日本文化に興味がある」「日本人の友

達がいる」であった。このように日本の経済成長の余波が残る1990年代には、日本語学

習を将来の就職に結び付けて考える学生が大多数を占めていた。

ところが、こうした傾向は日本経済の停滞、インターネットの普及による海外での日本

のポップカルチャーの流行とともに変化していった。2013年に筆者がヴィクトリア大学日

本語コースの初心者を除く1，2，3年生128名を対象とした調査で、そのことがはっきりと
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表れた（付表参照)。「なぜ日本語を学習するのか」という質問に対する回答で、最も多かっ

たのは、「日本語に興味があるから」（42.3％）であった。具体的には「日本語が好きだか

ら」「日本語の音が碕麗だから」「日本語の文字に興味があるから」「日本語学習が楽しい

から」というような回答があった。また、日本文化に対する関心も顕著であった（26.7％)。

具体的には「日本文化が好きだから」「アニメ・マンガを理解したいから」「日本のポップ

カルチャーが好きだから」「日本のメディアが好きだから」と言った回答があった。1990

年代に最も大きな学習動機だった「将来の就職に役立つ」は、第3位に大きく後退してい

る(13.1%)。具体的には「外交官になって日本に行きたい」「日本で仕事をしたい」「JET

プログラムに参加したい」「日本に住みたい・行きたい」などの回答があり、学習者が日

本で働き、生活をしたいということが読み取れる。さらに「日本が好き」「日本のすべて

が好き」という動機が4.4％を占め、「日本人、日本人の友達が好き」という動機も4.4％あっ

た。このように日本で仕事をしたいのは、日本文化および日本人が好きだということに関

連していると思われ、学習者にとって日本がより身近な国になってきたことが分かる。

近年の日本語学習者が日本のポップカルチャー、さらに日本語自体に強い関心を持って

いることは、香港でも観察されている。香港の日本語学習者に対する学習動機について

の調査では、「日本文化に興味がある」「日本のドラマ、アニメ、漫画を理解したい」など、

日本文化に興味を持つものが「将来の就職に役立つ」からを大きく上回っていた（瀬尾

2011,33)。また、彼らが日本語学習を継続しているのは、日本文化、特に日本語自体へ

の強い興味が動機になっていた（瀬尾2011,31)。

言語学習者の動機については、GardnerとLambertが二つの動機を挙げている。そ

れによると、学習者が目標言語話者の文化や言語を知りたい、最終的には自分もその

目標言語が使われている社会の一員になりたいという「統合的動機づけ(integrative

motivation)」と、外国語習得を仕事に生かしたい、自分の社会的地位を高めたいなどの

目的を達成するための手段として使う「道具的動機づけ(instrumentalmotivation)」が

ある(GardnerandLambert1972)oGardnerとLambertの分類で見るならば、日本経

済の成長期の日本語学習者の多くが「道具的動機づけ」を持っていたのに対して、停滞

期には「総合的動機づけ」が強くなってきたと言える。

4.日本語学習者は、日本・日本文化の何に関心があるのか

次にヴイクトリア大学の日本語学習者が日本文化の何に関心があるかを見てみたい。こ

の点についても、2013年に筆者がヴイクトリア大学の日本語コースの初心者を除く1，2，

3年生128名を対象とした調査で明らかにした（付表参照)。この調査で「日本文化の何に

興味があるか」という質問に対して、最も多かった回答は、「日本のポップカルチャーに

興味がある」であった（27.7％)。具体的に、アニメ、マンガ、ドラマ、映画、音楽、カ

ラオケ、ファッション、ゲームなどを挙げた回答者がいた。次に多かったのは、「日本の
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伝統文化」に関心がある14.2%で、芸術、墨絵、浮世絵、茶道、演劇、芸者、行事、

祭りなどが挙げられていた。日本語学習者が新しいポップカルチャーだけでなく、伝統文

化にも興味を持っており、さらに、「新しい文化と伝統文化の混在」そのものに対する関

心を示した学習者もいた。第3番目に多かったのは、「日本料理に興味がある」だった。近年、

健康食としての日本の食文化に対する関心が世界中に広がり、ウェリントンでも市内で寿

司を販売する店が多くなり、ヴィクトリア大学でも、2012年から寿司を専門に販売する売

店が開店している。寿司がごく日常的な食べ物になったことが、日本語学習者の日本料

理に対する強い関心と関連していると思われる。第4番目には、「日本歴史」があるが（9.1％)、

｢第二次世界大戦」「江戸時代」と回答したものは128名の中でそれぞれ1名であり、歴史

といっても、現在に残る日本の伝統文化の背景としての歴史への関心だと推測される。さ

らに続くのが、「日本のすべて」（8.3％)、「日本語・漢字・関西弁・敬語」（5.5％)、「生活

スタイル・日常生活・社会生活・社会」（3.6％）への関心があり、学習者が日本全般に興

味を持っていることが見て取れる。

さらに、少数だが日本人の内面への興味を示す学習者もいた（3.2％)。具体的には「日

本人の心」「日本人の親切さ」「日本人が互いに敬意を表すこと」「日本人が物事を完成

させようと努めること」「日本人が知らない人にも敬意を表すこと」への関心が挙げられ

ていた。このような日本人の内面への関心は、ルース・ベネデイクトの『菊と刀』1946

に見られるように昔からあったが、2011年3月1旧に起こった東日本大震災における日本

人の冷静な行動が、驚きをもって海外の新聞・テレビで報道されたことと無関係ではない

かも知れない。震災直後のヴィクトリア大学の日本語クラスでは、学生の間で動揺が見ら

れ、直接筆者に震災の被災地の安否を問うものや、メールで問い合わせるものもいた。ウェ

リントン市内の店では、復興支援を呼びかけるビラを店のドアに貼っているところもあっ

た。また『タイム」誌の2011年3月20号の「震災後：いかにして日本は震災から復興するか」

という記事では、「日本で起きた震災は、日本人の驚くべき復興力を浮き彫りにした。国

民性を明確にすることには用心しなければならないが、日本人がこの悲劇に直面したとき

に示した尊厳ある冷静さは、たぐいまれなものである」と指摘していた(Beech-Akaushi

2011;別冊宝島編集部2011:32-33。ヴィクトリア大学の日本語コースの学生の中には、東

日本の被災地に行って、復興支援をポランテイアとして手伝ったものもおり、同じ地震国

であるニュージーランドの東日本大震災の被災地への関心は大きく、これが日本語学習

者の日本人の心への関心となった可能'性は否定できない。

5．学習者が求める日本語能力＝日本語でのコミュニケーション能力

すでに述べたように、現在のヴィクトリア大学の日本語学習者の学習動機は、主に「日

本語への興味」であるが、それでは日本語学習者は日本語の「読む・書く・聞く・話す」

という四技能のうち、どの能力を伸ばしたいと考えているのだろうか。
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1990年代にニュージーランドのオタゴ大学2年の日本語学習者を対象とした調査によると、

学生が重視している日本語能力は「話す」（238点)、「聞く」（191点）であり、「読む」（126点)、

｢書く」（104点）はそれよりも重視されていなかった（土谷1999,121)。学生が日本語を

主に「将来の就職のため」に学習していたなら、やはり日本語話が話せることが欠かせ

ないということであろう。このように学習者が「話す」「聞く」を重視する傾向は、1999

年に筆者がヴィクトリア大学の日本語コースの3年生33名を対象とした日本語学習につい

ての調査でも見られた（伊藤1999:3548。それによると、「日本語を上手に話したい」に「強

く賛成」する者が51.5％、「賛成」が33.3％であり、「日本人の友達と話したい」に「強く賛成」

する者が60.6%、「賛成」が36.4%であった。これに対して、「日本の雑誌、新聞を読みた

い」に「強く賛成」するものが39.4％、「賛成」が36.4％であり、「日本の小説を読みたい」

に「強く賛成」するものが18.2%、「賛成」が27.3%であった。このようにオタゴ大学での

調査結果と同様に、ヴィクトリア大学の日本語学習者も会話能力の向上を求める声が強かっ

たことがわかる。ただし、このヴィクトリア大学の調査では、「日本語で手紙や小論を書

きたい」に「強く賛成」する者は39.4％、「賛成」が36.4％であり、「書く」ことが「日本

の雑誌、新聞を読む」ことと同等に重視されていた。これは、ヴィクトリア大学の日本語

コースの中で、スピーチやドラマの原稿を学生に書かせていたことが影響したかも知れな

い。実際に日本人とコミュニケーションをするのは、直接相手に会って会話する場面だけ

ではなく、仕事で原稿を準備してスピーチをしたり、メールや手紙を書いたりする機会も

たくさんありうるので、「書く能力」は軽視できない。また、読解能力は語薫を増やすた

めに必要で、将来において日本語上級者として研究・就職する場合には不可欠となる（土

谷1999:123参照)。

以上のように、ヴィクトリア大学の日本語学習者は日本語能力、特にコミュニケーショ

ン能力の向上を望んでいるのだが、海外で日本語教育を行う場合には、学生の母語をど

の程度使って教えるべきかという問題がある。この点に関して、1999年7月に筆者は、ヴィ

クトリア大学の日本語コース3年生27名を対象にアンケート調査した。その調査では、学

生に対して「日本語能力を向上させたい」「日本語を通して日本について学びたい」「英

語を通して日本について学びたい」という三つの項目の中でどれを希望しているかの順

位をつけてもらった。その結果、「日本語能力を向上させたい」を第1希望としたものが

96.3％を占めていた。また「日本語を通して日本文学・歴史・文化・社会・言語について

学びたい」を第2希望としたものが77.8％、「英語を通して日本について学びたい」を第3

希望としたものが81.5%であった。つまり、学生は何よりも日本語能力の向上を求めており、

日本の文学・歴史・文化・社会・言語について学ぶ場合にも、日本語を媒介として学び

たい学習者が多かった。英語を通して日本について学ぶことは、日本語コースの学生にとっ

ては、比較的魅力がないということがわかる。伝統的な和文英訳一辺倒の読解の授業や、

英訳された日本文学を読んで英語で論じさせる授業がしばしば見られる。しかし、多様
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な関心と専攻を持っているが、同時に日本語でのコミュニケーション力を向上させたいと

考えている学習者を満足させるには、こうした伝読的手法だけでは無理があると思われる（土

谷1999:122参照)。

6.日本語教育実習生（チューター）による教育の活性化

日本語によるコミュニケーション能力を向上させたいと考えている学習者を満足させる

方法の一つとして1990年代からヴイクトリア大学で導入してきたのが、日本語教育実習生

(チューター）の受け入れである。ヴィクトリア大学には専任の日本語教師の他に、地元

で採用された非常勤のチューターもいる。地元で採用したチューターは、一般的にニュー

ジーランドの教育事'情を理解しており、英語にも'慣れているので、学習者が安心して授

業が受けられるという長所がある。それでも、日本の大学から、ニュージーランドの生活

にも教育にも不'慣れな実習生を採用するのには、次のような理由がある。

（1）毎年新しい実習生を採用するので、日本の情報、研究、教育の動向を把握できる。

（2）日本語教育学・日本語学などを大学院で専攻し、日本語教育に関心がある学生なので、

教育実習に取り組む姿勢が本格的で、授業準備も周到である。

（3）日本の大学で推薦された学生なので、ある程度以上の実力がある。

（4）実習生は、他の仕事や勉強がないので、授業時間割に割り当てるのが容易であり、

学習者にとっては、長時間大学にいる実習生は気軽に相談に行ける相手でもある。

（5）実習生は学習者の年齢に近いので、共通した話題も多く、会話練習などを指導す

るには最適である。実習生と学習者との間の自発的な会話のやり取りによって、通

常の日本語授業で行う練習と違った、本当の生きた会話練習が教室内外でできる（ネ

ウストプニー1995:164参照)。

（6）同世代の実習生が教えることによって、学習者は明るい雰囲気の中で学習に参加

できるし、日本語を話すことに対する抵抗感が減少し、コミュニケーション動機が

高まる（若野2002:94;新井・一宮2007:27；中村2011:112参照)。

（7）実習生と学習者は、評価者と被評価者という関係になりにくいため、より自由なコミュ

ニケーションの練習が可能になる（トムソン木下・舛見蘇1999:17参照)。

（8）日本語教育実習生は日本の最新の情報を持っており、これによって授業が活性化し、

学習者の日本語への興味を喚起することが可能である。語学学習を効率よくするに

は、「楽しみ」という要素が不可欠であり、実習生から直接聞く最新の日本の‘情報は、

学習者の知的好奇心を刺激しうる（ネウストプニー1995:170-171参照)。

（9）海外における日本語学習者の動機付けを維持するためには、日本人との交流を通

して日本語や日本文化と接触させるのが有効な手段である（李2003,99参照)。実

習生を受け入れることによって、全ての学習者に同年代の日本人と接する機会を与

えられる（新井・一宮2007:27;渡真利2009:44;瀬尾2011:32参照)。
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日本語教育実習生がいることによって、学習者が教室外でも楽しく日本語を練習する

雰囲気を作りやすくなることは、ヴィクトリア大学での教育実習経験者の次の報告でも指

摘されている。

特筆すべきことは,学生たちが授業外でも日本語で会話していることが多いということである。

これは留学から帰ってきたばかりの学生たちが日本語を忘れたくないと意識的に日本語を使っ

ていたことから始まったのだと思うが,他の学生たちも日本語を使うことが多くなっていた。

さらに,英語がわからない私が会話の輪に加わると完壁に日本語だけの空間になる,という

興味深いことに気付き,積極的に学生たちの輪に加わるように心がけた（山城2010:87)。

このように、学習者と同世代の実習生がいることによって、より効率よく気楽にコミュ

ニケーションの練習ができる。2008年5月に開催された第7回フィリッピン日本語教師フオー

ラムで、ある日本語学習者は、「教師(yourgeneration)と学習者(mygeneration)に

は大きなギャップがある。教師は学習者が今何に関心をもっているのか、インターネット

からどんなふうに日本の情報にアクセスしているのか、もっと知るべきだし、ポップカル

チャーを取り入れるべきだ」と強く訴えていた（熊野2010:89。このような経験のある教

師と学習者の間の世代のギャップを埋めるのが日本語教育実習生の役割である。

6.1．日本語教育実習生の適任者

『新しい日本語教育のために』の中でネウストプニーは、日本語教育を伝統的教室場面

から解放する方法の一つとして、テイーチング・アシスタントの活用を論じている。彼に

よれば、テイーチング・アシスタントとは、日本語の母語話者であるが、教育訓練や経験

がほとんどない授業参加者であり、資格を持った先生にとって代わるものではないとして

いる（ネウストプニー1995:156-7)。ヴィクトリア大学で採用してきた日本語教育実習生は、

ネウストプニーの言う「ティーチング・アシスタント」とはやや異なり、日本の大学院修

士課程などで研究をしながら日本語教育について学びつつある学生なので、たいていは

教育経験がまったくないというわけではない。

ヴィクトリア大学の日本語教育実習生は無給のボランティアではなく、大学のチューター

として雇用されている。実習生を日本の大学の大学院修士課程の学生に絞っているのは、

個人差はあるが、学部生だと大勢の学生の前で教壇に立つこと自体が難しい場合がある

し、大学院博士課程の学生だと、すでにかなりの教育経験があることが多く、教育実習

生の仕事に物足りなさを感じてしまうことがあるからだ。教育実習生の役割は、各コース

担当者(CourseCoordinator)の指示に従ってチュートリアルで日本語を教えることである。

このため、すでに日本語教育をl～2年以上経験したことのある人は、普通の教師から補

助的な教師に降格したと感じて意欲をなくしてしまう恐れがある（ネウストプニー1995:
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161参照)。ヴィクトリア大学で、比較的教育経験の浅い修士課程の院生を日本語教育実

習生として受け入れてきたのはこのためである。

6.2.日本語教育実習生の英語能力

英語圏の大学で教えるのであれば、英語の能力が高いほうがよいには違いないが、日

本語教育実習生は、日常生活に必要な英会話能力があれば十分である。英語に強い関心

を持っている実習生だと、自分がまず英語を学びたいという気持ちがあるため、日本語教

育実習生としては不適格な場合がある。例えば、中国語が得意な人であれば、教室の内

外で中国語を母語とする日本語学習者と中国語で話し始めてしまうということがある。そ

ういう場合には、教育実習生の外国語能力が日本語教育の場面では弊害となってしまうので、

気をつけなければならない。英語能力のない人のほうが日本語のチュートリアルを担当す

るのに適しているという報告もある（ネウストプニー1995:164)。

6.3.日本語教育実習生は何をするのか

すでに述べたように、ヴィクトリア大学日本語学科の日本語教育実習生（チューター）は、

ネウストプニーの言う「ティーチング・アシスタント」と違って、単に補助的に授業に参

加するのではなく、コース担当者の指導のもとで、単独でチュートリアルでの会話練習な

どを担当することが期待されている。教育実習生が教室の内外で行う活動には、次のよ

うなものがある。

＊チュートリアルの準備（パワーポイント・ハンドアウト作成など）をする。

＊正しい発音・音読のモデルとなる。

＊口頭練習・ペアワーク・スピーチ・ドラマ（寸劇）の指導をする。

＊プレゼンテーションのためのパワーポイントの使い方を教える。

＊聴解練習・読解練習をさせる。

＊短文作成の指導をする。

＊日本語の新しい表現・流行語・若者言葉などを教える。

＊最近の日本の話題について話し、動画などで日本の歌・日本文化を紹介する。

＊採点のしやすい宿題・テストの採点をする。

＊教室内外で学生の質問・相談に応じる。

＊各コースの担当者との打ち合わせに参加する。

以上のようなチューターの仕事には、日本語の新しい表現・流行語・若者言葉を教えるとか、

最近の日本の話題について話すことなど、専任教師よりもうまくできることが含まれている。

学習者が自分の言いたい日本語表現を生の日本人の実習生に教えてもらえば嬉しいはずだし、

その気持ちは教えている実習生自身の達成感にもなる。専任教師の中に、経験の浅い教

育実習生がいるというのではなく、それぞれが自分の経験・能力に応じて役割分担をす
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るのである。コース担当者の指示に従って働くとしても、教育実習生は専任教師に代わっ

て、学習者の身近な情報提供者・会話練習の相手としての役割を引き受けているのである。

6.4.日本語教育実習生は、学習者の友人ではない

日本語教育実習生はまだ教育経験が浅く、他の経験のある日本語教師とは異なるが、

学生の友人でもないという点にも注意が必要である（ネウストプニー1995:165参照)。単

なる友人と違い、他の教師と同様に実習生は日本語学習者が授業に何を求めているか、

どこに日本語学習の難しさがあるのか、どうしたら学習者の意欲を高めることができるか、

自分が学生に対して公平に接しているかどうかに注意しなければならない。特定の学生

とだけ接触する機会が多くなれば、残された学生を見捨てられたような気持にさせてしま

う。実習生は、学生の友人ではなく、あくまでも教師の立場にある。実習生の独自の役割

は、学習者と年齢差のある専任教師にはできない「友人に教えてもらうような」楽しい学

習活動を、専任教師によって計画された日本語コースの中で行い、日本語教育を活‘性化

させることにある。

6.5.日本語教育実習生が教える日本文化

日本語教育実習生は日本語を教えるだけでなく、日本文化の様々な面について学習者

に伝えることが望ましい。例えば、ヴイクトリア大学の上級日本語の授業で、琉球大学や

東北大学から推薦されて来た実習生に、各自の専門分野に応じて、「沖縄方言（沖縄語)｣、

｢首里城の歴史｣、「沖縄と台湾の関係｣、「沖縄戦」「マスコミの禁止用語」というようなテー

マで口頭発表をしてもらったことがある。こうした実習生の口頭発表は、日本語学習者の

日本文化への興味を喚起し、学習者の意欲を刺激しうる。授業中に学生から「沖縄の人は、

日本人ですか」というような素朴な質問が出されたことがあったが、琉球大学から来た実

習生は、薦曙することなくこれに答えていた。こうした生の声は、教育経験があるが日本

から離れて生活している専任教師の説明よりも、学習者を納得させ、日本理解を深めさ

せることがある。また、台湾高雄市での日本語教育実習の報告では、日本語を教える側

は日本の「ドラマやアニメは興味がなくても,学習者とある程度共有できる知識が必要だ」（加

納他2013:49という指摘もある。実習生は、このような日本の新しい文化や情報の提供

者として適しているのである。

以上のように最新の日本の情報を伝える実習生の役割は重要だが、学習者にとって日

本人教師や実習生が「日本人の代表」に見えることには、注意しなければならない。ネ

ウストプニーは、日本の文化社会の多様性に学習者の注意を向けさせる必要があると指

摘している（ネウストプニー1995:171)。実習生は、「典型的日本人」ではないし、日本文

化を教える専門家でもない。従って、実習生は、日本人・日本文化についての具体的な

個別の知識（例えば若者が使う言葉など）を学習者に教えたり、習字などの伝統的芸術
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や空手などの武道の実演を見せたりして、学生の興味を喚起することに集中するとよい。

日本には、東京や関西の文化だけでなく、アイヌ文化、東北文化、沖縄文化などの豊か

で多彩な地域文化もある。日本に関するステレオタイプ的な偏った知識を学習者に与える

のではなく、日本の多様'性を伝えることが好ましいと思われる。

7．今後の課題

これまで論じたように、ヴィクトリア大学の日本語学習者の一般的な特徴は、日本語・

日本文化（ポップカルチャーや伝統文化を含む）・日本人に対して強い関心を持っている

ことである。そして、学習者は何よりも日本語能力の向上を希望しており、特に日本語が

話せるようになってコミュニケーション能力を高めなければ、達成感も満足感も得られな

いものが大部分である。このような中でヴィクトリア大学の日本語プログラムでは、日本

語教育実習生の手を借りながら、学生の語学能力の養成を重要な課題としてきた。

ところが、一般的に大学の教育理念では、研究者の養成が重要となっている。ドイツ

のハイデルベルグ大学日本研究学科での日本語教育の目的は、第一に、専門文献の読解力、

第二に、必要な資料や情報を収集する能力、第三に、講演や授業などでの聴解力、第四

に、討論に参加できる聴解力・発話力とされている（真嶋)。他方、ハイデルベルグ大学

で語学学習者と身近に接している現場の教師からは、「外国語教育（学習）の目標は、目

標言語を理解し、使ってコミュニケーションできるようにすることにある」（真嶋）といっ

た意見もある。ヴィクトリア大学の使命も、「リーダーシップ能力」「コミュニケーション

能力」「創造的思考」「批判的思考」を学生に身に着けさせることになっており(Victoria

UniversityofWellington2008)、語学能力の向上だけでなく、日本についての専門的知

識・研究能力の習得も欠かせない。語学能力を高めたいという学習者の希望と研究能力

を向上させるという大学の使命を考慮するならば、今後の課題は、学生の日本語のコミュ

ニケーション能力を高めながら、同時に研究者としての能力を学生に身に着けやすい学習

環境を作ることだと考えられる。
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付表:ウエリントン･ヴィクトリア大学日本語学科の学生128名に対するアンケート調査(2013

(1)なぜ日本語を学ぶのか？学生の回答 回答数

日本語が好き・日本の音が締麗･文字に興味がある・日本語の勉強が楽しい 68(42.3%）

日本文化が好き・アニメ・マンガを理解したい．ポップカルチャーが好き・日本のメディアが好き 39(26.7%）

将来の就職・ビジネス･外交官･JETプログラム･翻訳の仕事・日本で働く．日本に住む．日本に行く 22(14.2%)

日本が好き・日本のすべてが好き 7(4.4%）

日本人･日本人の友達が好き 7(4.4%）

自分の能力･技能･知識･視野を高めたい 5(3.1%)

急成長した国・日本社会に興味がある 2(1.2%)

日本の伝統･歴史 2(1.2%）

日本食が好き 1(0.6%)

日本の政治に興味がある 10.6%

母親が日本人 1(0.6%

コミュニケーションするため 1(0.6%)

日本語を学ぶのがやさしい 10.6%)

合計 161(100%)

(2)日本文化の何に興味があるのか？学生の回答 回答数

アニメ・マンガ･音楽・ヒップホップ･カラオケ・メデイア･テレビ・ドラマ･映画・ゲーム・ファッション 71(27.7%)

伝統文化･伝統芸術･墨絵･浮世絵･茶道･演劇･芸者･祭り・行事･習慣 36(14.2%)

日本料理・日本食・日本のコーヒー 27(10.7%)

日本の歴史 23(9.1%)

日本のすべて 21(8.3%)

日本語･漢字･関西弁･敬語 14(5.5%)

生活スタイル・日常生活･社会生活･社会 9(3.6％）

日本人の心･親切心･互いに敬意を払う．知らない人にも敬意を払う．物事を完成させようと務める 8(3.2％）

技術･建物･建築 8(3.2％）

哲学･宗教･伝統的信仰 8(3.2％）

武道･空手・スポーツ 6(2.3％）

家族関係･人間関係・ジェンダーロール 5(2.0％）

経済・ビジネス 4(1.6%)

文学･詩歌･書籍 4(1.6%)

旅行･地域 2(0.8%)

政治的発展・政治 2(0.8％）

江戸時代 2(0.8%)

異なる見方 1(0.4%）

第二次世界大戦 1(0.4%)

教育制度 1(0.4%）

合計 253(100%)
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