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語学教育と文化:ネイティフ糠雨の立場から
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I 序論

韓国で日本語のネイティブ教師としてH本語教師に携わり20年がすぎ

た。その問、多くの経験をし、海外でのネイティフ、、教師の必要性につい

ても肌で感じることができた。本稿では、筆者の韓国語学習経験と日本

語教育経験を中心に、外国語教育現場からの報告と題して、筆者が韓
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国で感じてきたことを紹介し、今後の外国語語教育のためのひとつの提

言を試みてみたいと思う。

日本論

1.韓国語学習の経験から

筆者は1部4年に韓国に来て、延世大学校の韓国語学堂というところで

韓国語の勉強を始めた。教材は、英語で、説明カ亘書かれている文法書])と

講読教材2)だった。教材をもらって卜宿に帰り、きっそく文法書の第l~

を聞いて、まず当惑したO 英語で

勉強をしに;来;来長たのに、また英語で苦しまなければならないのかと途方に

くれたわけだ。英語の説明は発奇と文法の二部構成になっていたO さっ

そしその英語を読んでおどろいた。なんとも理解できない書き方がし

であるからだ。単語は特に難しくもなきそうなのだが、何が書いである

のかよくわからない。これから韓国語を始めようとするのに、第l謀から

これでは、将来どうなるのだろうと心配になった。そこで気分を変える

ために韓国語の例文を、辞書を引きながら翻訳してみることにした。す

るとどうも、「私は韓国人で、す」とか、「あなたは学生で、すか」とかが害い

であることがわかった。つまり、あの難解な英語の説明は、助詞を持た

ない英語i歯学習者に対するための説明だったわけだ。それに河がついて

からは、比較的楽に韓国語を習うことができた。

1) Cillmg出iPARK， Ki-Dawk PAK097.3)，百)[1倒 11an intensiveωurse"， Yonsei LJniversity 

Press. 
2)せ寸叶苛守宅(即9)，“サヰoj号甚之音守1叶c11苛立三きそT平.
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韓国語の構文は、われわれ日本人にとって、助詞や助動詞に注意す

れば簡単に理解することができる。もちろん、発話時に助詞を強く発音

しすぎるという瞥害もあるが。 H本語学習においても、日本語の助詞は

強く発青しないものときれてる。しかし学習過程においては、助詞が非

常に大切なものであることも事実である。それゆえ筆者は、 H本語教育

においても助詞を重!嗣している。このときの経験は、現在の筆者に大き

く役立つているといえる3)。

ところで当時、延大語学堂の学生は良一性的な話し方をするとよく言

われた。初級学習者にとっては、白分のしゃべっている言葉がk性的か

男性的かなど、わかるわけがない。だから、なぜ女性的だと言われるの

かもわからなかった。韓国語学習者たちの間では、教材を作ったのがk

性だったのだろうとか、語学堂の先生に女性が多いからだろうとか、ま

ことしやかな説がよくなきれていた。

日本語にも、十に女十年カミよく使うため、女性語といわれている表現が

ある。また女性はぞんき、、な表現は避けるのが普通ときれている。だか

ら「はら減った」といえは、男性で、「少し大きいわね」といえは虫性だと思

うのが昔通ときれている O たまに韓国の女子学生がH本語で「はらか痛

い」などと言うのを聞く。文法的には問題ないのだが、筆者ぐらいの年

代にとっては違和感を感じる。ジエンダーの立場からは問題ない4)とい

えるのかもしれないが、立性言葉の中性化に比べると、ぞんき

の使用は、 まだまだ一般的てでで、い1廿、1は土ないようだ5日)。

3) rあげる」、 rもらう」、「くれる」の1'2'1:火脱を教えるときなど、tJ)JJ，;Jの!Lぷしている

'7'1ーのほうがJljlf91'度がl'::j，、ょうだ。

4) bxj丘の11本ぷ教材ではkYI，出が減少しているfliuりがある。とくに、下計にl，z'filの

いる場介、そのむU('Jが強い。つまり、女'1
1
1が火刊 lIJ?を避けている。いっぱう、 k'f!1

i111がある教材の場fTでも、 f，z'I'I，出のある会IIitをfIったのはリj判/官おである場fTが
多いようだ。女刊 IIhはリ)YIがf，z'f11にJt)HSする，;，IiL}jであるというわけていあろうか。
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2.受身表現先生に怒られた

韓国語を勉強し始めた当時、作文の宿題で、どうしても受身表現を

使いたい部分が出てきた。ところが、筆者の記憶では受身表現を学んで、

いない。そこで友人から何聞か韓国語の学自害時)を借りてきて調べたの

だが、どこにも受身という項目がなく、肉ったことを覚えている。~本

請ではよく使うものだから、当然韓国語でもよく使うものだと信じさっ

ていたわけだ。

ところで、受身というのは日本語でも比較的新しい表現ときれている

が、現代日本語ではなくてはならないアイテムとなっている。特に、被

吉の受身とか迷惑の受身といったものがそれである。たとえば、子供か

先生に怒られたとする。家に帰って「今H、先It.に怒られたJと古ったら、

子供には被害者意識があることになる先Ij: に怒ら t~た J 、だから rßG、

ずかしかった」となるわけで、それは反省につながっている。ところヵ、子

供か家に帰って「今H、先生か怒った」と"ったとする。そこには「先生か

怒った」、「先生はすぐ怒る」、だづて 「先q二は短気だから」といったよう

な志;識構造があるわけで、被害忠識もなければ、反古もない。これを、

日本人は無意識に使い分けている。たとえ同じ現象で、あっても、表現の

仕方によって180度の差があるといえる O だから、 H本語教育で受身表

現を教えるときは、文法的なことも大切だが、その辺グ〉志識構造もしっ

かり珂解きせておかないと、学自者は適切な受身表現が使えなくなると

いうことにもなる o I]i士会人になってから上司への報告で、「先方に難色

をノJ'きれまして…」と言うか、「先方が難色を示しまして…」と 11うか

5) JI訂正、火γlのI1lJでもt.C'lt，山カイ史われず、 i'¥ )J]j I本てや2111Tをする(/IJM旬えてきている。

6) A(っ沖j 町T修朴1え伝制符(J灯、2)，c+;;':iV 州七JIJ~--J/、itfからjTIlll土で 林

お'.'Z-!m脱)， (:j'，}'U);林
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で、上司への印象が大きく異なる場合もありえるからだ。この二つの表

現でどのような違いがあるか、そして企業最士会の中ではそれをどのよう

に解釈するかなど、語学教師は適切なときに適切な説明をしなければな

らず、文化にいかに結び、付けていくかは、ひとえに語学教師の力量にか

かっているといえる。

3.日本語巡回セミナーの愚これ あれーそれ

日本が経済大国になるにつれ、iU:界における日本語学習者も増加し

てきたが、それでも英語やフランス語などに比べて歴史が浅いのは事実

だろう。教授法や教材などもずいぶんよくなってきてはいるが、まだま

だ開発の余地がある。特に、横とのつながりや、情報が入りにくい海外

で日本語を教える教師の中には、試行錯誤を繰り返している人たちも多

いのではないだろうか。そういう人たちを助けるために、日本の国際交

流基金では日本語巡回セミナーというのを行っている7)最新情報に距離

を置かざるをえない現地の先生たちにとっては、とてもありがたいセミ

ナーだといえるだろう。筆者も以前、何度か参加したことがある。確か

に役に立つ情報を得ることもできるのだが、場合によっては韓国ではあ

まり役に立ちそうもないことを教えることもあった。その原因は、韓国

経巾でアメリカやオーストラリアに行くというスケジュールにあったよ

うだ。英語固と韓国をセットにした場合、どうしても英語圏での経験者

を講師として選ぶ傾向がある。ところが、そういう人たちは当然、韓国

の事情をよく知らない。だから、時としてと途方もない指導をしたりす

ることがある。

7) il~jllは対象l也j成から料 Lrjは除外きれている。
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あるときの巡回セミナーで自)、初級の教案を書くというグループワー

クを課せられた。その時、 H本からやってきた講師が rWこの」と『あの」

を教え、それから 『その」を教えたほうがよいJと指導した。その講師は

“t h i s"と“ th a t"という発想からそのように指導したのだろうが、

日本語の 「こそあと〉に対応する表現か韓国語にあるわけだから、その

ような指導はまったく必要なしむしろ騨害だといえる。ところがいく

つかのグループでは、その指導をまともに受け取り、「これ」と「あれ」を

先に教え、それから「それ」を教えるという教案を作っていた9)。

その国や地域の事情や知識をまったく持たない者が、日本で日本語講

師をしているという理由だけで、巡回セミナーのような席に立つのであ

るなら、それは非常に危険なことであるといえる。 rH本語教育の本場

は日本にある」という間違った認識が、日本語教育の国際化ではなく、

H本語教育の日本化をすすめている。筆者も同基金が行う 「在外邦人

研修」というのに参加10)して、世界中から集まった H本語教師たちと話

しあったことがある。|司じ日本語を教えていても、その国や地域の事情

により全く違うということを実感した。韓国には韓国にあった H本語教

育があり、日本のものをそのまま職入しでも意味がないといえる。

4教科書は身土不二

日本語教育の日本化は、教育の身近な面でも起きている O その一例

8) 1111与および抑当議(:IIJ小:汗。

9)日本，-，訴と特国語での「こそあと、」がまったく I"Jじだというわけではない。 11371kいろい

ろと J[ がある。刊に「そ」に関しては初級でも j企いを nS~IVJ したりするため、巡Hセミ

ナーの議。111がその)，'，((こ， ，及したとI3!削Jした人たちも多かったようだ。
10) H瓶"111}j末から12JJ木にかけての約lヶJJIgJo [11界各国から421"，がuとまった。
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としてある新教材11)の作成にまつわるエピソードを紹介しよう。それま

での教材12)では挨拶や「こそあと〉からはじまり、 r_で、す」、形容詞、形

容動詞、そして動詞という順番で、進んてやいた。それが新教材では「こそ

あど」、 r_で、す」の次にすぐ動詞が出るという構成をとった。その新教

材を見て、教養課程で教える韓国人教師から難しすぎるとの不満が出

た。それでは、なぜ新教材がそのようになったのか。その答えは、新教

材を作った人が日本の学校でそのように習ったか、日本で使っていた教

材がそのようになっていたからである。日本で外国人にH本語を教える

場合、学牛ーたちの語学能力がどの程度あるかという前に、学生たちが日

本語の海の中に放り込まれているという現実がる。彼らにとってはサパ

イパルのためにも、動詞の習得が求められる。それゆえ、日本で使う教

科書なら、たとえ難しくても動詞がはじめのほうに出てくることには理

由があるといえる。しかし、それは日本での場合であって、韓国で韓国

人に H本語を教える場合は関係ない。普段の生活は母国語である韓国

語なわけで、サパイパルで、はない。それゆえ何も、 H本の方式を職入す

る必要はないわけである。語学教材は身土不二であるべきだといえる。

う.理解の妨げになる文化項目

本屋にある外国語教材のコーナーに行くと、数え切れないほどの教材

が売られている。If直、学習者にとっては、どれがよい教材で、どれが

自分に適しているのかを見極めるのは至難の技だといえる。ところが、

11)悦国外["]，:1¥人f下位 II+:，出H教材編纂安n会料品(笈灯7)， ~初級 I1 本11R 会Ii7山特国

外目lIR大学校川l:iVt;[;
12)伴内外国I:tfk'y:校 II本li/Jifl牧村編纂委n会編(1咲お)， "11;j，;話会話 1J，韓国外

IT]，;，'i 大乍校 1I'，I:Jx，:i[;
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筆者が韓国に来た当時は、 H本語の教材といっても荷額ヵ、少なしなか

には日本の英語教材を韓国語訳したものなどもあった。現在のようにカ

ラフルでもなく、写真や絵の入っていない教科書も珍しくなかった。ま

た、写真などが入っていても、適切でないものもあったc

」に紹介した写真はそのような例の宵liで、会話の初級偏に使われて

いたものだ13)080年代のものだから印刷状態がよくないが、おおよその

ことはわかるのではないかと思う O ところで、この写真はいったいなん

と言う題目の課に使われていたのか。左の写真は「訪問」という題目のl課

で使われていた。写真を見ると、たぶん山都の去子きんの、新斗の挨拶

回りではないだろうか。しかし、 A:ごめんくだきい。先ほど電話を主

し上げました李というものですが、加藤きんはいらっしゃいますか ζl

B:ちょっとお待ちくだきいませ。 C:ょうこそいらしてくだきいまし

た。今日は学校はお休みてーいらっしゃいますか。(以]<省略)といった

内容とはまったく関係がない。舞妓とえ;子の遣いを説明するなどという

場合てない限り、必要があるとは思えない写真といえるだろう。

それでは、右の写真はどのような内容のものかというと、これは 「j亘

13) l'抗c!ペ(1飽4)， 11 本山 ~_'~:4ii問
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をたずねる」という課に掲載きれた写真である。たしかに遁(といっても

相当険しい山道のようだが)に二人がたたずみ、なにやら話している。

ひょっとしたら、道をたずねているのかもしれない。しかし問題は、そ

の人物が肢の修行借らしいということにある。あまりにも、俗世間から

離れすぎている。そして、 A:あの…すみませんが丸善という本屋はど

の辺でしょうか。 B:この通りをまっすぐ行って左に曲がったら、すぐ

そこです。(以ド省略)という本文とはまったく講離している。一つ一

つの写真はたしかに日本丈化の一面を哀してはいるが、それか適切に使

われていないと、何の助けにもならず、むしろ混乱を招くだけである。

現在のように恵まれた環境の中で学んできたf;'い日本語教師には、この

ような教材は決して使いこなすことができないで、あろう。

6.教科書には文化がある

最近の教材には、いろいろの工夫かなきれている。たいかに、教材だ

けでもたくさんの種類があるのだから、学習者のニーズにあったもので

なければ白然淘汰きれていくわけでおろう。それゆえ、学習者が日本語

を学ぴながら、自然と H本文化も習得できるようになっているのもあ

り、場合によると、作者は意識していないにもかかわらず、外国人学習

者が見ると、そこに日本文化が躍り込まれているという例もある。以下

は、ある教材14)の一部だが、そこにも H本文化を見ることができる。

管理人:すみません。管理24そのものですが、社!きんいますか。

留学生:はい、私ですけど、何か。

14)市!::Ue!fJト!EL万人''?l交11本"日|州編纂12ft会編(1蜘)， L" 111¥IJlf 2:li!i II~，梓国外

|寸 lil\-A:"?絞川1:1~ ，'iJ;.
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管理人:ええ、実は、気を悪くしないで聞いてくだ:?いよ。

佳きん、最近遅くまでギターを弾いているでしょう。

留学生:ええ、来週の留学生歌謡祭にff1ることになったもので。

管理人:そうなんですか。それは大変ですね。それで旬晩練宵してい

るわけですか。

留学生:ええ、容は長業とアルバイトで一杯なもので。

管理人:それなんですが、ほかの部屋から苦悩ーが出ているんですよ。づ

るきいって。

留学生:そうなんですか。知らなかったなあ。誰もそんなこと日わな

かったから。

管理人:そういうわけなんですよ。ですからこれからは、よろしくお願

いしますよ。

舞台は学生マンションで、そこに住む留学生と管理人の会話という設

定になっている。内容は管理人が隣室の苦情を留学生に伝えるという L

の。留学生は夜、歌の練習をしている O しかし誰も苦情を古ってこな

い。だから問題ないと思っていた。場合によっては隣室の人に 「うるき

くないで、すか」などと聞いていたかもしれない。もしそうだとしても、そ

の隣人は「べつに」などと言って言葉を濁していたのた守ろう 15)。ところが

そこに管理人が訪ねてきて、ほかの部屋から苦情が出ていると注意し

た。隣室だから、廊下で会うこともあるだろうし、そうでなくても、う

るさいと思ったらその場で吉えばいしミo そのように考える外国人も多い

かもしれないが、 H本的ご近所づきあいでは、聞と向かつて非難しない

ことになっている。そして、うるきいのが-回か二回なら、自分が我慢

して済ませる。それが大人の態度であるときれている。しかしこの留

15) WI学'1:.の「知lらなかったなあ。 Jifもそんなこと Ii わなかうだからJには、そのような

fTJAがある。
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学牛ーは毎晩練習をした。それで、隣室の日本人としては、自分の不満を

相手に伝えなければならない。そのために直接隣室のドアをたたくとい

う人もいるだろうが、そうすると人間関係にひびが入札日本人にとっ

ては修復するのに大変子聞がかかることになる。それで直接言わず、管

理人を通して言ってもらうという手段をとったわけだ。日本人論でよく

使われる「本音」と「建前」てかいうと、建前上は隣室とのあいだに何の問

題もないのだが、本音では(管理人を通して)苦情を言ってることにな

るわけだ。これなどは教師が意識して使えば、 H本文化のよい教材にな

る見本といえるだろう。

それから、このテキストでは、管理人の言葉使いも非常に日本的だ。

管珂人は苦情を伝えているのだが、そのためにどうしろということは具

体的に何も言っていない。 rそういうわけなんですよ。ですからこれから

は、よろしくお願いしますよ」という抽象的表現で終わっている。相手

の理解を前提としている、日本語的な表現だといえるだろう。

7.文化を話題にする

初級 中級においては、教科書から文化を引き出すという作業カ主教師

に課せられることでなるであろうが、上級にあがるに従い、文化を話き

せるという作業が必要になる。そのために、いろいろな資料を集め、論

理的に説明するということも必要で、あろうが、学習者に話きせ、考えさ

せるという作業も効果がある。以ドは「本青」と r建前」を扱った上級教

材16)の一部である。

16).11 I!j:11他('2fJJ7)， ~ N e w 多来1"，111 ，f.:，出 5~，多J正凶， p.62 
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尚千穂 ほお、これか加藤，{Iごi'J恨の盆tJ:ですか。 はおなもので、すtみ

加藤 :いやあ、お恥ずかしい。僕なんか、まだまだですよ。

高千穂:わぴ、きびに通じるっていうか、 11 本人の心。ううん、ま~~

に甘t:界に訪れる、日本主化の生粋だ。

加藤 :そういってもらえるとうれしいよ。だけと、lJ本が世界に日号

れるものといったら、やっぱり!日i千胞，(Iご拍:毘のマンガと

アニメ

I~;J千穂:まあ、マンガはすでに一大庭菜になっているし、文化とし

ても定着している O これからの 1I本はマンフケ立lりとしてっ

きていくしかないだろうね。

加藤 :そうなったら、盆，j;Jcのような繊細さを必要とする風流の心は

どうなるんだよ。

尚千穂:まあ、もの好きな没幽家が盆続マン 7ゲでも描けば牛き残れ

るかもしれないけど。

加藤 :盆，tx7 ン ;/Jだって。それがおはíJの ~"J干か。やっぱ、お前みた

いな俗物に、盆栽のすばらしきがわかるわけないんだ。

I~~ 千穂、:お前こそ、tJf:界に訪れるものはマシカだなんて建前のくせに。

加藤 :あたりまえだ。 あんな幼稚なもの、なにが序二業だ。本I?と建

liiIも区岩Ijできないオタク野郎が。

l旬千穂.うるきい。木7?と建前を使い分ける偽善宕が。

同教材はフリートーキンク、、のためのものであるが、フリートーキング

を活件化きせるための刺激として上誌のような会i活文を導入してい

る17)。このような会話を聞けは、公的立場の「建前Jか壮会や立場から期

17) ↑Ji;殺を lj えてアリートーキシケをきせるというん，1、もあるが、かえノて↑~J HiをJIII

11干するために川口:]を伐ってしまい、 111，心ジ)7リートーキンアができないというf汁治、

よ〈ある。それより、 lllll也になるような中山政を 1)えるJょうか、効川I'Jなブリー

トーキンクかできる。
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侍されるものであることに比べ、真実の感情や欲求をきす 「本音」は要

求きれることとは異なることがあり、しは、しばlE直に表現きれないこと

がある、ということがわかる。さらに、その「本音」と 「建前」の分離が

人間の成長過程では普遍的な現象であるという点を考えるなら、後半部

分をうまく活用して、現代H本世会で問題になっている「おたく引

きこもり」や 「パラサイトシンクツし」の問題へまで、と発展きせていくこと

ができるだろう。

8行聞を読む学習

先述のように、日本人が書いたH本語の教科書なら、その中には必ず

H本文化がある。それは、著者がJ意識するしないにかかわらず、 H本語

の中にセットきれている日本文化である場合もある。それゆえ、授業の

ときなど、たとえ会話教材でも、その内容を読ませるようにしなければ

ならない。むしろ、行聞を読ませるというべきであろうか。

たとえば、次のあげる例文は、会話教科書lillからの抜粋だ。日本文化

とは rIぃ切れないかもしれないが、 11'間を読ませる練習としては手ごろ

なものだといえるだろう。内容は、恥祉の部長(小林)と海外営業所長

(上野)の電話でのやり取りだ。

小林:ソウル産業か。困ったなあ。とにかくなんとか時間を稼ぐように。

l牟野:時間をですか。で、もし他示|が割り込んできた場合にはどうす

ればよいでしょうか。

小林 その場合にはすぐ恥1" に連絡をお願いしますよ。

上野:わかりました。とにかく最善を尽くしてみます。

18) lii北il，コ I1本l出会"iiIlj， p. 113 
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小林:いや、いろいろご苦労だけど、よろしく頼むよコ

これは二つの場而から構成きれている本文の、第二場開後宇部分だ

が、小林部長の話し方か命令文から丁寧文に変わり、そして最後はくだ

けた表現になっているのがわかる。小林部長の表現がこのように変化し

た77Rには、上野の受け拝えがある。そして、 I二野の受け答えのどんな

部分が小林部長を満足たらしめたのか。それを探っていくことで、日4、

の会世組織カ、どのようになっているか、そして、その組織の中ではどの

ように存えなければ、ならないのか、ということを知る子かかりになるわ

けだ。

行間を読ませる練習というのは、文化的側面からだけではなし丈法

的側同や運用能)J(といった側而においても、以トーの例えl!:JJからわかるよ

うに最要である。

金:これ、何の刺身でしょうか。

佐々木:ひらめのようですねコ~本はどうですか。

金:おいしいですよ。でも、もう少しら1があったらいいんですがね。

ー見すると、なんでもない受け符えのようであるが、よく考えると、

金が佐々 木の吉葉を:Ef!l解していないことがわかる O 合の質問に対し、

佐々木はその外見から「ひらめJではないかと推測した。そこで、味はど

うかと訊いたわけである。つまり、ひらめの味かどうかを訊いているの

だが、金は文脈を読み取れず、おいしいですよと符えてしまった。初級

教材などによく見られるのだが、これらは教師のほうでも注志して読み

j主んでおかないと、つい見j韮してしまうことヵ、あるつ注忌;カ・必要で、あろう。

19) liI化し 0 11本llJ111:ll目L， p. 1お
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9教室への異文化の導入

最近は異文化とか異文化接触とかいう言葉が、日本語の教育現場で

もよく使われている。教材などを通して文化を知るだけでなく、実際に

肌で異文化を体験をしようということであろう。ところで、異文化接触

とは、どういうことなのであろうか。次の事例は異文化接触を物語って

くれる一例である20)。

H(女什)は29歳で子供がなく、駐在員の夫と水原に住んでいた。彼

女は月曜日には仁寺洞まで行って韓紙工芸を習い、火曜と木曜日には

江市で市富国語と韓国料理を習っている O ところか、、個人的な韓国人との

付き合いはご近所との挨拶程度で、ほとんどないと言う。なぜ、あまり

韓国人との付き合いがあまりないのか。その理由を聞く j且科で、彼女が

興味深い韓国人観を示してくれた。韓国人は、すぐぶつかってくるとい

うのだ。道を歩いていてぶつかりそうになるから相手をよけようとす

る、ところが、相手もわざと身をずらして彼女にぶつかってくると青

70 

日本では 「車は左てー人は布」というのが牟般的な交通ルールだ。それ

ゆえ、日本人は正面から米た相子を避けようとするとき、白然と右へと

避ける。ところが韓国は反対である。それゆえ、韓国人か避けるときは

当然、反対側に避けることになる。その結果として両者は激突する。ま

きに r文化の衝突」である。

異丈化接触、意をこのようにとらえるなら、教室内に異文化を持ち込む

ことは容易で、ある。

20 )}iI :~:;j(笈肪)， r II本人出i{IiLどの1111凶主化J主催tJ1了勺I1イ本"，九"乃文υ{化ヒtl;弟臼6併申帆i昨札i， 1ハIA小本"-!i口

主υ{化ヒ，，;下シY以4 
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ロールプレイ A

あなたは :;1!i IH です。 ~llil でI1 引をしてし、ると点;のB から '1 t!.lîl~がかかってきまけ

た。 IIJ件を聞いて終えてくだきい。 I

ロールブ勺しイ B

あなたは l 似てす。 H居しているみ J祉の ， Ji~ fがよくありません。夕食にみlリのh川
物を作ってあげたいのですが州が足りません。;fj jl~(吠め'r(~ ¥物にいけないのでぺ

えのAに1ιj~ して、会!ド!の帰りにï'iってきてくれるよう頼んでください。 I

上記はごく普通のロールプレイカードである。 r_たい」や r_てほし

い」、もしくは授受表現などの定着に使うためのものだろう。しかしこ

のカードのAに、以トのような書き足しをしたらどうなるだろうか。

ロールフ。レイ A'

あなたは会社員です。会世で仕事をしていると妻のBから電話か、か

かってきました。会長土では私用電話は禁止きれています。取引先の会

批からかかってきたようなふりをして、用件を聞いて答えてくだきい。

Bは当然、 A'が夫という立場で答えると期待している。ところがA'

の場合は夫としての役割を演じることができず、会吐員の役割を固守し

なければならない。 A〆が夫という役割を演じないとき、 Bは家庭に対す

る会批という異文化に接触していることになる O それではAとA'とで

は、どのような違いがあるのだろうか。 違いは 「会批での私用電話は禁

止」という情報の有無である。このような情報の有無が異文化を作り出

す。そして、それを情報の違い~l)へと変化きせていくことによって、日

21)刀去などて'y:'1から、日本人からもらったインス女ントラーメンをitへたが、と

てもまずかったということをよく聞く。と HII午[二、 11本にiJゥて食べたラーメン附

のラーメンはとてもおいしかったという!川も聞く。 11本の珂 1111や味噌はJ，kt:I'r'Jに
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本と韓国の異文化接触を教室内に持ち込むことができる。

皿結論

1韓国におけるネイティブ教師の役割

これまでの筆者の経験談を整理すると、次の三点にまとめることがで

きる。まず、外国語学教育は外国語を扱うのであるが、そのための教材

や教育法はその固に適したものでなければならないこと O 第二に、その

教材の中にはいろいろな文化的要素か盛り込まれているのだが、それら

は教材を充分に読みこなさないと見えてこないこと O そして最後に、異

文化というのは発信者と受信者との間の、情報の有無や情報の読み違

えと理解することができると古うことである。

ネイティブ教師の役割も、この三点と大いに関係がある。日本語ネイ

ティブ教師が韓国で感じるであろう違和感。そこには情報の読み違えが

あるわけであり、一体どのような読み違えがあったのか、もしくはどの

ような情報か、欠如していたのかなどを分析することにより、異文化の解

明をすることができる。そして、それを教室に持ち込むことにより、学

習者は異文化接触にすることができるわけである。また、教材の中に盛

り込まれている H本文化を掘り起こさせるのも、日本語ネイティブ教師

はパ心ててはいけない。円山てると味が落ちる。ところが、叫国の場fTはお¥'t:て
ることによってl床を:1:す。これはラーメンのスーフでもI，;J阪である。これなどは、

下内が民文化JI!1内干の導入によく使う'l¥WIJだ。 'fi-x 1'1身、初めて特囚のインスタン

トラーメンを1'1ったとき、 11本式でfIったため姐にl床がしみ込まず、持団ラーメ

ンはまずいE11ったものだ。
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の役割である。きらに、そのようなけ本文化の盛り込まれた教材を作る

のも、 H本語ネイティフ、子如l!iの役割て、あろう。

2.ある授業報告から

日本語ネイティフ、教自111グ)研究会で「学牛下体のクラス活動を目指し

て~インタビューフnロジェクトの試みという覧表:oがなきれた。プロ

ジェクトワークを使った授業の活動報告である。発表者はまじめな、 i'，

子の ~1 本語教師であった。だが、発表には首を傾げざるをえなかった。

プロジェクトワークには確かによい点がたくきんある。しかし、だから

といって、どこでも、誰にでも適用できるわけではない。まして、日本

人にインタビューをするというプロジェクトワークなど、韓田では無J~i

があるし、フ。ロジェクトそのものに必然性がなL、。それではなぜ、この

ような授業が行われ、授業活動報告までなされたのか。それは、既に述

べたことと亘なるが、日本語教育の日本化のためである。発表者は H本

て学んだことを実践しただけに過ぎない。発表者は文字通り 「乍ノ主七休

のクラス活動を目指して」ブ。ロジコクトワークに取り組んだ。しかし発表

者が真剣になって取り組めば取り組むほど、結束は滑捨にならざるをえ

ない。そして結局は、先'j七体のクラス活動になっている。

3韓同人教師の見識ある反論

2∞l1rから加3年まで聞かれたソウル大学校帥範大学の教師特別養成

22)治651"1([叫 11本，J'，，，/1，1:[11 !rl!'jtS，(川}H9)J 411)にで
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課程。その学期末に行われた日本研修放uのときのことだ。受講生の代

表が日本の新聞からインタビューを受け、それが最士会面の記事になっ

た。その記事の中に 「フランス語やドイツ語からの転向組である韓国の

先牛たちが、日本語教育の本場である H本に来て…」というような表現

があり、それが問題となった。受講生たちが問題嗣したのは「転向組」と

いう表現。まるで、フランス語やドイツ語では失業したので日本語に替

わったというという印象を受ける。しかし教師特別養成課程というの

は、フランス語やドイツ語だけでなく、日本語や中国語もできる第二専

攻を持つ教師を養成する課程である。その点をはっきりきせるために、

新聞世に再インタヒ、ユーを要請し、文化面でインタビュー記事として掲

載してもらい、代表自らが紙上で「転向組」という表現を訂正した。筆者

はその話を受講生から聞いたとき、彼らの教育者としての持持に感心す

るとともに、日本の新聞記事の皮相な見方に H本語教育の現状を見る

思いがした。

日本語を母語としている国は、確かに H本しかない。その意味で、日

本語の本場は日本であろう。しかし日本てオjわれている教育は国語教

育であって、日本語教育ではない。日本語教育は、むしろ海外が本場で

あった。ところが、日本における留学牛Jや外国人労働者の増加などによ

り、日本国内での需要ヵ、増大してきた。方、少子化などの影響によ

り、国内での回語教員の需要が減少するという傾向がみられてきた。そ

の結果として、国語教育がH本語教育に「転向」したわけで、ある。

4韓国日本語教育の韓国化のために

現在、日本語教育のH本化が進行中である。日本国内の国文学、国

語学、そして国語教育学がH本文学、 H本語学、日本語教育学と名称
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変更することによって、日本語教育に多くの人材が流れ込むようになっ

た。いわゆる供給過多で、ある。その結果、日本国内の日本語教育機閣

は買い手市場となり、優秀な人材を選ぶようになる。優秀な人材とは、

すなわち経験者である。現在日本では経験がなければ就職できないとい

うのが、日本語教育機関の実情である。それゆえ、未経験者が日本で就

職するためには海外てや経験をつむしかない。[:j本から地理的にも、文化

的にも近く、日本語学習者の多い韓国は、彼ら未経験者が経験をつむ

には絶好の場所であるといえる。

いっぽう韓国には、「ネイティフ敦師最新最普論」とでも言うか、新し

い情報に敏感な若手教師を善しとする傾向がある。これは人件費の而か

らも支持されているようで、常に新しいネイティブ教師を補充し、それ

を売りとしているようなH本語学校もある。このように、日本の事情と

韓国の事情は、ともに補完関係にあるといえる。しかし問題は、この補

古関係が韓国にプラスになっているのかどうかということだ。

日韓補完関係という状況が続けば、日本語ネイティブ教師にとって韓

国とは一時的な通過地点でしかなくなり、韓国の教育現場は日本で拒

業を行うための練習場という地位に転落するしかない。官ij速の授業報告

のように H本での方式がそのままなきれ加、教材も前述のように日本式

のものが主流となる24)。そして、「この」と「あの」を教え、それから「そ

れ」を教えるとし汁教案で授業がなきれることになるかもしれないお)。韓

国の教育現場が日本の練習場に転落するということは、韓国における 1::1

4:語教育産業が、日本の日本語教育産業に従属することをも意味して

いる。

23) rある段来液iiIから」参H(i
24) r教科 ri~は身|ィ、 -J 参Wi

25) r 11イ¥Hll巡川セミ十ーの思 これあれーそれ」参!!\(~
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つまり、韓国における H本語教育が韓国入学習者のためのものである

ためには、韓国のニーズにあった日本語ネイティブ教師が必要であると

言うことになる。韓国にとって有意義な日本語ネイティフ敦師を育てる

ことも、語学教育機関にとっては重要な仕事だといえるだろう。ネ
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-日文抄録

語学教育と文化:ネイティブ榔市の立場から

小津康則

韓国には韓同の日本語教育があるべきだ。筆者が韓国の教壇でI1本語を教

えながら感じることである。日本における日本語教育の現場と、韓[司におけ

る日本語教育の現場は大きく遣う。だから当然で、あるべきことなのだが、どう

も当然でなくなってきている。その理山l土日本と韓国の|可右にあるだろう。ま

ずは日本語教育の日本化があげられる。日本語教育の裾野が広がれば広がる

ほど、日本語教育は国際化しなければならないはずなのだが、逆には本化し

ていくという傾向。ここには、 LJ 本語教師の~^市場は口本だという「市場の

理論Jが存在している。そして、それを円本語教育業界が強化している。い/ノ

lぽまう車韓草目においては、「ネイテイフ

最i新U桁1情報に詳しい若子か、よいというものだO インターネソトが日常化した現代

では、確かに説得力がありそうにみえる。学習者にはいつも新鮮な日本語が

提供できるし、人件費の上昇も抑えることができる。まきに一石二鳥に思え

る。しかしそれはネイティフ、教帥使い拾て論でしかなく、ネイティブにとっ

ては、韓国は中継地点でしかないという意識を育てさせる結果になる。韓国

が中継地でしかないのて、あれば、斡同に適した教育法や教材の開発に努力す

るわけもなく、ごう然日本のものをそのまま借用することになる。その結果と L

て、韓国における日本語教育は、 [1本の日本語教育市場に従属するはめにな

る。本稿においては筆者の現場で、の経験談を紹介することによって、 上記の

ことに百及することにする。

[Key Words]身士小"口本語教育の日本化と凶際化?行聞を読む，異文化，

ネイティブゃ教自r!i
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語学教育と文化:ネイティブ掬耐の立場から

小津康則
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