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大学正規科目としての「日本事情」の

取り扱い (1)

一理念と内容規定のあり方をめぐって-

戸

はじめに一一問題点の所在一一

日本語教育は近年急速に整備されてきたが，音戸・

文法・表記などの言語面に比べてその背景としての文

化面の教育は未整備と言わざるを得ない。特に，外国

人留学生への大学正規科目としての「日本事情」の教

育及び研究は，日本語教育の副次的な分野として長い

間十分な注意が払われてこなかった。その結果， I日

本事情」という科目も有効に機能しているとは言い難

いのが現状である。

これは，全精力を日本語の運用能力の向上に傾注し

てきたこと，あるいは， r日本事情」とし、う言葉自体の

暖昧さ，すなわち科目の内容規定の不明確さゆえに議

論の組上に乗りにくかったとL、うやむを得ない事情が

あったことによるが，一方で，日本語能力及び意思疎

通に心要な語学的技術が習得できれば，自然と異文化

iこ適応しその理解も深められ，本来の留学の目的も十

分に達せられるだろうとL、う考えがあったことにも原

因していることは否定できない。しかし，この推論が

必ずしも真実ではないことは，留学生の対日イメージ

及び適応度が日本滞在1年から 3年にかけてむしろ日

本語が上達するに従って悪化しているとし、う実証的な

先行研究の結果が証明している。つまり，留学生の研

究・日常生活の障壁は，単に日本語の運用能力のみで

はないのである。

また，次のような原因も考えられる。これまで，自

然な日本語の運用能力を獲得させるためには，日本人

相互が意識的・無意識的に教養として蓄積している知

識というべきものの教授が有効であることは自明のこ

ととされながらも，それが一つの独立した教育分野と

して明確に主題化され得なかったことにもよろう。

本来，日本語教育が，留学生教育の中心として，留
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学生が留学の本来の目的を十分に達成すベく行なわれ

る教育活動であるとするならば，その活動の中で，異

文化理解の視点に立ち，日本語能力の十全な向上にも

役立ちうる，広い意味での「文化」の教育機会を設定

することが緊要である。

そこで，本稿では，その教育機会の中核となるべき

ものとして，科目としての「日本事情Jに焦点をあ

て， I日本事情」教育の今日的意義及び異文化理解教

育とのかかわりを確認した上で、その位置付けに基づ、い

て教授の実際を考察すると共に，その教材の内容を比

較検討することによって， r日本事情」教育構築への

視点を明らかにすることを目的とする。

1. I日本事情」教育の今日的意義

急速な経済の発展及び高度な科学技術の進歩によっ

て，今や我が国は世界屈指の経済大国となり，急激な

国際化がもたらされている。一方，世界そのものが"

国境のない経済"の時代に入ったとも言われ，単にヒ

トやモノだけでなく，カネや情報が国境を越えて自由

にしかも迅速に動く時代を迎えている。このような時

代状況の中で，今日ほど日本人の関心が海外に向けら

れ，また海外の人々の関心が日本へ向けられている時

はない。それは，海外への渡航者の増加，企業の海外

進出，外国の風物を紹介しあるいはリアルタイムで海

外の出来事を伝達するテレビ番組の隆盛，また，日本

への留学生・旅行者・労働者等の急激な増加といった

近年の現象が鮮明に示している。

しかし，我が国の国際化の進展は，一方で国の内外

における文化摩擦の増大を意味している。企業の海外

進出は無論，その多国籍化も世界の各地で労働問題に

直面しており，また，経済の豊かな日本への外国人労

働者や難民の増加は，労働問題のみならず人種差別す
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ら引き起こしかねない状況である。

このような中で，我が国の様々な教育において国際

理解・異文化理解の重要性が改めて認識され，そのあ

り方が関われるようになっている。国内の外国人留学

生に対する日本語教育もこの例外ではない。他の教育

以上にある意味で国際化した社会の前面に立たされて

いる日本語教育では，緊急の課題とさえなっている。

筆者は1988年4月から広島大学外国人留学生日本語

研修コ-Aも非常勤講師として 6ヶ月の集中教育を

5期担当した。その間，留学生達が，遠く母国を離れ

た慣れない日本での生活の中で，大小様々な文化摩擦

に遭遇し適応への苦労を強いられる姿に数多く接して

きた。また，一方で，日本文化へ積極的な関心と理解

を示すと同時に母国文化を新鮮な限で再認識する姿を

も見てきた。筆者自身も先頃，一人の日本人青年とし

て貴重な異文化体験の機会を得た。それは， 1991年 1

月"""'3月にかけて行なわれた国際交流事業「第3回世

界青年の船」への参加で、ある。これは，約5ヶ月間の

事前準備の末， 13ヶ国約 280名の青年達が船の中で文

字通り寝食を共にしながら様々な交流活動を行ない，

カリブ海に望む北・中南米諸国を親善訪問するという

世界でもあまり例のない大規模な国際交流企画の一つ

である。筆者は総務庁の委嘱により，日本人参加青年

の代表(ナショナル・リーダー〉として，主に外国青

年への日本文化紹介の企画・運営及び実際に従事し

た。国際化した現代社会で、は，複数の異文化が絡み合

って複雑な様相を程することが多いが，その意味にお

いて，船とし、う逃げ場のない空間で生身の人間の交流

を通して13の異文化が葛藤するこの国際交流体験は，

今後の異文化理解のあり方を探究するための壮大な文

明的実験とも言えるもので、あった。参加の過程で，真

の異文化理解の重要性と難しさを再認識すると同時

に，異文化との比較対照によって相対化される日本文

化のあり様について改めて考えさせられることになっ

。
た

以上の経験は，結果的に，異文化理解のための「日

本事情」教育の有効性を確認させてくれるものとなっ

た。なぜ異文化としての日本文化を留学生に教えるの

か。それは，単に，大量の留学生を毎年受け入れ莫大

な国費を投入しながら彼らに反目的イメージを植え付

けて帰国させることが国益に反するからではない。ま

してや，経済大国としての日本の女化を世界の中でも

卓越した文化のーっとみなしその学習なくして留学生

が帰国の途につくのは彼ら自身の損失となると考える

からではない。地球的規模の視点をもって相互理解と

友好を促進し国際協調と連帯を目指すことのできる

態度と能力を持った人間の育成が，人類の存続にとっ

て不可欠の時代となった今，その中核として活躍が期

待されかつ我が国のよき理解者たる可能性を有する留

学生に対して，多国籍クラスの中で，異文化理解の視点

に立脚した「日本事情」教育，すなわち意図的・計画

的に異文化への視野を拡大・変革させることによりそ

の理解への積極的な態度や能力を獲得させつつ日本文

化及び母国文化への理解を促し，究極的には真の国際

人として必要となる総合的な人間的能力の育成をめざ

す教育が行なわれることは，意義深いと言えよう。

2.異文化理解と「日本事情」

「異文化としての日本文化」を対象とするのが「日

本事情」であるが， r異文化J，r日本文化」と言った

場合の「文化」とはそもそも何を意味するのか。

「文化」の概念規定については， これまで，哲学

者，文化人類学者，社会学者，心理学者等によって実

に様々な試みがなされてきた。しかしその一義的，

普遍的定義の困難性が指摘されていることは周知の通

りである e その困難性の最大の要因は， r文化」が個

々の人間の知覚を通して観察されざるを得ない点にあ

る。この「文化」の定義の多義性及び人間の知覚を通

した文化の観察の問題をふまえながら，倉地暁美氏

は，文化を「ある特定の人間集団によって，過去，現

在，未来の歴史的経緯の中で取捨選択され，継承さ

れ，共有されながら，同時に修正されたり，有形無形

な形で新たに創出されてゆく統合的な精神活動のプロ

セスないしはプログクトとして，個々の人間の認知枠

(frame of reference) を通して認識されるもので

ある?と把えている。このように「何が日本文化なの

か」ということは，単に国家とL、う概念の枠組によっ

てのみ規定されているのではなく，その認識の主体が

何を日本あるし、は日本人と考えるかによっても規定さ

れることを十分に確認する必要がある。 r日本事情」

で取り扱う「日本文化」も，個々の留学生の総合的な

体験を通して形成されながら蓄積されていくものであ

ることを見落としてはならない。換言すれば，教師

が，世で言われるところの日本人の価値観あるいは日

本の社会規範に基づいて，こう L、う場合日本人ならこ

うするあるいは日本社会ではこうするのが当然のルー

ルで、ある等と安易に断定したり，あるいは，自分の知

覚を通して把握した日本文化像を，日本文化について

の知識や昆験を十分に持っていない留学生に対して過

度に類型化して教え込むことは，異文化理解のための

「日本事情」教育の望ましいあり方とは言えないとい

うことである。
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一方，学習者自身も日本文化についての也急な一般

化の危険性を認識する必要がある。一般的に，異文化

体験をしたものは，日常生活の中の個々の体験的事象

を手掛りに類型化をしたがるものであるが，それが，

ステレオタイプに流れ，真の異文化理解を妨げる場合

が多い。この点を考慮し，上原麻子氏は， r文化」の

概念についても教えられる必要があるとして，以下の

4点を教授項目としてあげている。

( i ) 文化の概念が巨大なシステムであること。

(日〉 文化は保守的なものであると同時に，可変的

なものであること

く温) 文化の全貌が未だ科学的に明らかにされてい

なし、こと

(iv) 文化を客観的に観察することの困難さ

この指摘は，日本文化に対する早急な価値判断をし

がちな学習者に対して，教授者が紋切り型の日本文化

を教え込もうとする，ともすれば「日本事情」の教授

・学習が陥りがちな問題点を，教授者・学習者双方に

意識化させ，また，望ましい「日本事情」教育構築の

視点を得る上で示唆的である。

以上のように，異文化理解の視点に立脚した「日本

事情」教育は，まず，異文化の観察は既に獲得された

自己の文化の影響を受けた個々の人間の認知枠を通し

てなされるとし、う認識から出発することが重要であ

る。そして，教授者・学習者各々がこのような認識を

持って日本文化を観察しその教授・学習を行なうと

き.学習者は日常の限られた体験を日本文化という大

きなシステムの中で十分に検討しつつ把え直し，かつ

自国の文化の認識の枠組を越えて世界への視野を広げ

ることが可能となるのである。

3. I日本事情」の位置付けと方向性

ここでは，異文化理解の視点に立った「日本事情」

教育が，留学生への日本語教育の中でどのように位置

付けらた，また，何をめざして行なわれるかについて

述べておく。

「日本事情」という科目が大学の正規科目となった

のは，今から約30年前である。昭和37年4月14日付で

文部省大学学術局長から国公私立大学〈短期大学を除

く〉長あて出された通知「外国人留学生の一般教育等

履修の特例について」によると r日本事情」の教育

にあたっては，その内容は「一般日本事情，日本の歴

史および文化，日本の政治，経済，日本の自然，日本

の科学技術といったものが考えられる」とし， r大学

教育の水準に応じた内容を有することを要し，初歩的

内容のものは従来どおり基準外の扱いとするJ，r日本

人学生に対する一般教育科目の趣旨と同様の教育的意

図を実現できるように留意するとともに，学生が在学

または進学する学部の専攻分野に応じた基礎知識をも

あわせて学習し得るよう配慮することが望ましし、」等

と規定しである。また， r日本語科目および日本事情

に関する科目〈以下日本語科目等という〉を置き」と

あるように， r日本語」とは別に「日本事情」という

科目を独立して置くことが明示されている。

この記述に見られる「日本事情」科目の基本的趣旨

は明確であるが，日本語教育とのかかわりあるいはそ

の中での位置付け，また，そのめざすべき方向性につ

いては，甚だ漠然としていると言わざるを得ない。

留学生に日本に関する諸「事情」を教授することは

日本人学生へのそれと本質的に異なる部分がある。そ

れは，日本語が一つの外国語として対象化されること

が必要であるように，その背景としての日本の諸「事

情」も異文化のーっとして把え直されなければならな

いという点である。この意味において，科目としての

「日本事情」は r異文化としての日本文化」を対象

化して教授・学習されるべき日本語教育の科目のーっ

として位置付けることができる。そして，この位置付

けは次のような視点から，その有効性を確認し得る。

くi) 日本語・日本文化等以外を専攻する留学生が

急増する現状の中で，各々の専門領域の背景とし

ての日本についての基礎的包括的知識を与える。

(誼〉 コミュニカティブ・アプローチを基本とする

日本語の教授の過程で，ともすれば抜けがちな日

本に関する語葉を体系的・系統的に与える。

これらの視点は， r日本事情」教育の方向性が，単

に基礎的で、大ざっぱな知識を網羅的に提供することに

あることを意味しなし、。先に述べた通り，異文化理解

への積極的な態度や能力を育成し，究極的には真の国

際人たるに必要な人間的能力を獲得させることを前提

としている。つまり， r日本事情」教育のめざすべき

方向性は，留学生の円滑な異文化適応を促進し，意図

的・計画的に異文化への視野を拡大・変革させることに

よりその理解への積極的な態度や能力を養わせつつ，

日本語能力の向上をめざすと同時に，日本語の背景と

しての日本文化や社会に関して日本人が有する包括的

知識の畜積の総体を，対象化及び相対化して提示する

ことによって，日本文化及ひ、母国文化への理解を促す

教育機会を提供し，究極的には，世界的視野に立って

考え行動しうる人材を育成することにあると考える。

4. I日本事情」の教授の実際

先に述べた文部省令から約30年を経た現在，日本語



44 戸田利彦

教育を実施する大学が急増し r日本語」の授業に加

え「日本事情」を組み入れる方法が，全国的にほぼ定

着した感があると言えよう。しかしその内容・方法

等については，教授者聞に一定のコンセンサスのない

まま，各々の立場に応じた解釈に基づいて指導がなさ

れているのが実状である。例えば，r国内の日本語教育

機関の概要j九こは，各教育機関の一般的な意味での

「日本事情」の授業内容についての記述があるが，そ

の中から代表的なものをいくつかあげると以下のよう

になる。

( i ) いろいろな分野の専門家を招きその分野の講

義を行なうことによって日本文化を知らせる。

(並〉 日本人の思考様式に関する講義，討論。

(出〉 日本の自然，政治，経済，社会等に関する教

材を通して，現代の日本についての理解に資す

る。

(iv) 日本の風土を基礎とする日本文化について歴

史的・社会的・政治的・経済的な視野から，過去

と現在のあり方を明らかにする。更に，日本文化

の母体である日本語の特質を究明する。

(v) 日本語の補講を行ないつつ，日本人の生活・

習慣・文化の型についての概観。

(vi) 工場見学や視聴覚教材により，日本企業の実

態を理解させる。

ここに見うけられる多様性が r日本事情」の領域

の組織的・包括的拡充を念頭に置いた応用的方策の充

実を示すものではない点に問題がある。このような状

況に陥った原因の一つには，先に述べたように，発足

当時，この科目の理念が確立されていなかったことが

あるが，共通理念未確立の問題性に対する関係者の自

覚が希薄であり，またその理念づくりへの継続的な努

力が，組織的な研究・交流の場がないこともあって，

十分に行ない得なかったことも原因している。

しかし，個々の教授者が自らの理念に従って数々の

創意工夫の努力を重ねてきたことも事実である。ま

た，大学レベルで，特に国立大学を中心に日本語・日

本事情の教官が増えるに従い，近年 r日本事情」の

見直しの気運が高まりつつあることは特筆すべきであ

る。

以下，特色のある具体的な取り組みのいくつかを取

り上げ，考察を試みることにしたい。

原土洋氏は，東北大学教養部における実践例の報告

の中で，先の文部省令の設置目的に沿うベく，それを

援用・発展させるかたちで， r日本事情 1J (テレビ

番組から選択)， r日本事情llJのトピックとして以下

のようなものをあげていZ。

<日本事情1>(本は民放，他はNHK教育テレビ〉

一般日本事情......・H ・.r日本の伝統一かぶりもの・そ

なえものJr衣笠選手Jr血液型ホJr永平寺J

「襟巻とかげ*J r絵師たちの東海道五十三次ー

島田Jr京の老舗・秘伝・伏見の造り酒屋の生

活」

日本の歴史・文化…・・・「お茶席の心得J r平泉・一

字金輪仏Jr邦楽百選JrばんからJr職人Jr樋
口一葉と下谷界隈J r任那日本府はあったか?J

「これでいいのか義務教育キJ

日本の政治・経済…・・・「幻の紅花ロードを訪ねて

*J rどう映っているか日本の姿<世界の教科書

から>J r石油にうかぶ生活」

日本の自然・科学技術……「オオミズナギドリの

島JrしまりすJr地球の気象Jr情報テクノポ

リスJr新幹線」

<日本事情ll>
一般日本事情・…υ 風呂・布団・畳・住居・箸・食生

活史・たばこと酒・日本人の性生活史

日本の歴史・文化…・・・日本の歴史の復習・日本神話

とギリシア神話・七福神・浦島・材t太郎

日本の政治・経済……イエと家族・恩と集団帰属・

日本の教育制度・しつけ・都市一江戸の町割

日本の自然・科学技術…・・・日本地理の復習・太平洋

プレートの動きと地震・暦法と時計・鍵

この実践の特徴は，留学生の日本語能力の向上を視

野に入れた「日本事情」をめざして，授業はすべて日

本語教官が行なう点，また，特に「日本事情 1Jで，

その各分野の大学教育としての水準を保ちつつかっビ

デオ視聴能力を育成するために， up-to-date性の高

いテレビ番組を使用している点にあると言える。後者

の点に関しては，そのテーマと内容，使用されている

日本語の十全なチェックが課題となる。

また，奥西峻介氏は，大阪外国語大学における取り

組みを例に， r日本事情」という科目で取り扱う内容

として 3つの視点から 8つの項目を提唱している。

(1) 日本人との意思疎通の円滑化に必要と思われる

知識 ①社会習慣 ②思考方法 ③価値観

(2) 学習者の好奇心・疑問に対する応答 ①伝統文

化②「日本」的なもの ③社会状況

(3) 言語の背景としての文化の理解 ①社会言語学

的な知識②歴史的背景

この教授項目の枠組の大きな特徴は， (2)の視点すな

わち学習者のニーズに応じようとする点，また， (3)の

視点の中で，①社会言語学的な知識を重視し日本人

のコミュニケーションのあり様を正面から扱おうとし



大学正規科目としての「日本事情」の取り扱い C!) 45 

ている点にある。

氏は，以上の枠組を提示した上で，実際に当大学が

取り扱っているものの中で内容あるいは扱いに特色が

あるものとして，以下の10のトピックをあげている。

①高等教育 ②政治風土 ③身分制度 ④家族制度

⑤年中行事 ⑥テープノレ・マナーなど礼儀作法 ⑦ 

食文化 ③衣住文化 ⑨大衆文化⑮日本人のアイ

デンティティ

ここでとられている授業形態は，視聴覚教材を使っ

て導入し，解説し，学習者の母国の文化と比較させな

がら議論するというもので，先の原土氏の場合と基本

的には同じであるが，授業での使用言語が英語または

スペイン語で、ある点に決定的な相違が見い出される。

「日本事情」における使用言語のあり方は 1日本

事情」そのものの規定にかかわる重要な問題である

が，当大学の使用言語は，その特殊な事情に起因して

いると考えられる。すなわち，日本語・日本文化等を

中心とした専門課程に進む留学生に対する予備・入門

教育として，上記の内容を，一定期間内に，質・量と

もに充実させながら能率よく教育することにねらいを

置いていると考えられるのである。結果として， 1日

本事情」は，日本語教育とは一応切り離して位置付け

られることになる。

しかし，スペイン語はともかくとして，英語の使用

は，授業の密度及び能率の面では一般的に有効であろ

うが，特に英語闇以外の学習者の英語能力及びそのレ

ベル差が問題として残る。また，日本語・日本文化等

以外を専門とする留学生が急増しているという現状の

中で，言語と文化との表裏一体のかかわりとしみ本質

的な問題も考慮すると，一般の大学での「日本事情J

は，日本語教育の一環として位置付け，原則として日

本語によって行うのが有効であると考えられる。

佐々木瑞枝氏は，山口大学での「日本事情」の実践

を，ひとつのケース・スタディーとして報告している

が，大きなテーマとして「日本人の社会と生活」を設

定した上で，月ごとのテーマとして以下のものを取り

扱っている。

<前期>C授業担当:日本語教官〉

4月(1たて社会J 1恥の文化J) 5月(1中流意識」

「年功序列J) 6月(1学歴偏重社会J1単身赴任J)

7月(1勤務時間と休暇J1日本の宗教J) 9月(1男

女雇用機会均等法J1見合い結婚J)

く後期>(授業担当:教養部教官と日本語教官〉

10月(日本人の人生儀礼) 11月(1家」のもつ意味

と歴史の中での結婚制度の移り変わり) 12月(高

度成長期と日本人の意識構造の変化) 1月〈日本

の経済) 2月〈公害一「水俣は終わっていないJ)

また，翌年のテーマとして以下のものをあげている。

<前期>(授業担当:日本語教官〉

4・5月(日本の歴史) 6月〈日本語と方言〉

7月〈コ γピュータとロボット) 9月〈日本の農

業〉

<後期>C授業担当:教養部教官と日本語教官〉

10月(ゴミ問題) 11月(日本の軍需産業) 12月

(モータリゼーションと生活の変化) 1月〈日

本の伝統文化:日本の音楽，能と狂言，歌舞伎，着

物) 2月〈日本の伝統文化:茶の湯，生け花，盆

栽，俳句，書道)

この実践における，テーマ設定に関する特徴として

は 2年間とし、う教養課程全体を視野に入れつつ，月

ごとにテーマを扱っている点があげられよう。そのテ

ーマも，前年の前期では 1ヶ月に二つであったもの

が，翌年の前期では原則として 4ヶ月にーっと絞り込

まれている点も注目される。

一方，この実践の最大の特色は，他分野の教官の協

力と日本人学生の参加のもとで行なわれる授業形態に

ある。これは，さながら先にふれた「世界青年の船」

における，日本及ひ、外国の指導教官を交えた13ヶ国の

参加青年によるディスカッション(使用言語は英語〉
ω 

を訪梯させるものである。筆者の言う，異文化理解の

視点に立った「日本事情」教育の一つの具体像とも言

えるこの実践は，同時に，日本語能力の向上をも保証

し得るものと考えられる。なぜなら，日本人学生の参

加のもとで行なわれるディスカッション形式の授業の

中で，留学生は必然的に話す機会が与えられ，教師以

外の日本人の生の日本語に濃い密度で接するうちに話

すあるいは聞く能力を伸長することが可能だからであ

る。また，ディスカッションに必要な情報を得るため

に，文献を読み，またその内容を発表用の文章として

まとめる等の作業を通して，総合的な日本語能力を獲

得してゆけるからである。

日本人学生の参加は，異文化適応の側面からも有効

である。留学生が異文化での大学生活に適応するため

の課題のーっとして 1新入生と同じく，新しい大学

に入った時に生じるストレスに対処してし、く学生とし
ω 

ての課題」があげられているが，そのストレスの軽減

に友人の存在は欠かせない。留学生にとって，日本人

学生の友人を得るという意味で，この授業形態は貴重

である。実際，留学生・日本人共に接触を望みながら

も，その機会の少なさゆえに相互交流は低調なのが現

状であり，特に留学生側からその点を指摘する戸が多

い。ωその意味で，相互交流の一つの機会として 1日
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本事情」の場を提供することは，筆者のいうところの

国際的視野に立った人材の育成という「日本事情J教

育の方向性にも沿うものである。

無論，この実践にも解決すべき課題は少なからずあ

る。その最大のものが，留学生が理解できる語葉と表

現を使いつつ， ¥， 、かに高度な内容すなわち文部省令の

言うところの"大学教育の水準に応じた内容"を持つ

授業を進めるかという，日本語教育の一環としての

「日本事情」が共通に持つ問題である。内容的にし、く

ら良い授業をしようとも，留学生に理解されないので

は無意味である。 r日本事情」に関係する各分野の教

官の日本語教育的視点に立った授業，また，専門教官

と日本語教官のより緊密な協働のあり方が検討される

必要がある。

最後に，科目としての「日本事情」とはし、ささか異

なるが，筆者がかつて参与したことのある，広島大学
ω 

の「日本語日本文化研修プログラム」における取り組

みを取り上げておく。ここでは，専門教官による講義

と日本語教官の引率による見学との二本立てで，以下

" のようなプログラムが組まれている。

10月〈オリエンテーション/見学:映像文化ライプ

ラリー・広島城・縮景園〉

11月(見学:宮島/講義:日本の城・庭園/見学:

錦帯橋・岩国城〉

12月〈見学:シャープ工場/講義:日本の伝説・神

話〉

1月〈見学:酒蔵群見学)

2 (見学:マツダ/似島合宿〉

3月〈スキー旅行/見学:京都市・奈良市〉

4月〈オリエンテーション〉

5月(見学:筆作り工場/見学:そごう物流センタ

ー〉

6月〈見学:広島7fI勝所/見学:花田植え/見学:

キリンビール工場/講義・見学:日本の陶芸/講義

:日本の美術/見学:東広島市立八本松小学校)

7月(似島キャンプ〉

9月く見学:広島市郷土資料館・ NHK/修了式〉

このプログラムの特色は，学校，工場，博物館等の

様々な施設への訪問，名所への旅行，日本の伝統文化

に関連した行事の見学，日本人青年との交流イベント

への参加など，地域社会とのつながりを考慮した直接

体験を通して，留学生の異文化理解を促進させようと

している点である。異文化理解の教育は，ともすれ

ば，異文化についての知識や情報を与えるとL、う知的

理解の側面のみに終始しがちであるが，それだけでは

学習者のニーズに応えきれない。その意味で，留学生

の希望を最大限に生かしながら，感情及び行動的側面

の教育につながる直接体験を重視した「日本文化」の

学習をめざすこのプログラムは， r日本事情」教育の

あり方を検討する上で示唆的である。

本来，異文化理解の視点に立った「日本事情」教育

も，教室内のみで行なわれるべきものではなし、。まし

てや，日本国内で行なわれる教育活動であるのだから

教室外の環境を有効に利用しない手はない。予算，引

率者，訪問先との連係等の現実的な難しい問題点があ

るにせよ，教室内で教師からの情報を通して得た知識

を直接体験と合わせて統合し，また，教室外で得られ

た体験を教室内における学習活動に生かし得るような

異文化理解の機会が， r日本事情Jとして組織的に提

供されることは極めて有効である。

以上，検討してきた「日本事情」に関する 4つの取

り組みは，必ずしも汎用性のあるものとは言えない。

しかし，このような「日本事情」の領域の組織的・包

括的拡充への視野を持った取り組みの積み重ねこそ

が，学習者のニーズ・問題点の内実によって今後ます

ます多様化する傾向にある「日本事‘情Jの現実を前

に，それに十全に対応していきうる方策の礎となるの

である。

5. r日本事情」教材の内容

(1) 日本事情用教材

ここでは，特に日本事情用教材の内容の考察を通し

て，科目としての「日本事情」教材の内容及び科目の

内容のあり方を検討する。教材のみが，いわゆる日本

事情の教育現場を反映するものでもなければ，また今

後の「日本事情Jの内容を規定するものでもない。

だが，一般によく使用されている教材には，その選択

者としての多数の教師に共通する視点がうかがし、知

れ，また，その内容の検討は，今後の「日本事情」教

材の内容及び科目の内容のあり方を探究してし、く手掛

かりを得る上で，一つの有効な手段となりうることも

否定できない。

しかしながら，日本事情用教材の内容を検討するに

あたって，確認しておかねばならないことがある。そ

れは，日本事情用教材といっても明確にその意識をも

って作成されたものが少なく，またその意識があって

も，実際には内容的に日本語の教育の副読本として編

集されたものが多い点である。一方，日本語の，特に

中・上級用教材の中には，日本事情的なトピックが盛り

込まれる場合が少なくない。これは，学習者が単に日

本語の言葉としての習得のみをめざすのではなく，意

識的にせよ無意識にせよ日本の文化や社会への興味・



大学正規科目としての「日本事情」の取り扱い(1 ) 47 

関心を持っていることが多いことによる。そこで，

"日本事情"をタイトルに掲げ.たもの及び日本事情に

主眼を置いたものを日本事情用教材として考察の中心

的な対象に据えながらも，日本事情的要素を持った日

本語教材の中から近年出版されたものを中心に取り上

げ，それらをも考察対象に加えることにした。

また，先に述べた経済大国日本に対する外国人の関

心の高まりは，日本に関する情報の需要を増大させて

いる。その中で，外国人一般を対象とした日本紹介

書，外国人に日本を紹介するための日本人用のマニュ

アル的なもの，あるいは，日本人ビジネスマン用の異

文化理解のための教科書的なものなどが少なからず世

に出されている。これらの中には， 1"日本事情」の内

容を検討していく上で示唆に富むものも多い。そこ

で，それらの中からもいくつかを選んで考察の対象に

据えることにした。

以下，考察の対象としたものを次の 5つに分類して

示しておく。 A-(i) 日本事情用教材 Aー〈百〉

日本事情的要素の強い日本語教材 Bー(i ) 外国人

一般用の日本紹介書 B-(ll) 日本人用の外国人へ

日本を紹介するためのマニュアル的なもの B-(出〉

日本人ビジネスマン用の異文化理解のためのもの

A一(i ) 

①『今日の日本“jAPANTODAY" -BOOK 1 

-J]西出郁代三友社 1972

⑧『やさしし、日本事情』 国際学友会日本語学校

1980 

@Ir日本紹介"Travelin japan"J] 海外技術者研

修協会編海外技術者研修調査会 1981

④日本事情シリーズ 日本語教育学会凡人社⑥

『日本の地理JJ 1978 ⑥『東京J] 1979 ⑥『新

幹線JJ1979 ⑥『日本人の一生.!I 1981 ⑥『日

本の放送J] 1983 ⑦『京都・大阪とその周辺ー

近畿地方J] 1984 ⑧『日本の歴史J] 1988 

⑤『日本入門』 早稲田大学アジア交流委員会早

稲田大学 1986

⑥『現代日本事情"jAPANESELIFE TODAY"Jj 

海外技術者研修協会編海外技術者研修調査会

1987 

①『日本事情"jAPANa la carte" J] 佐々木瑞枝

北星堂 1987 

⑧『日本生活事情』 日本語ジャーナル編集部 ア

ノレク 1991 

A一(誼〉

@ fjAPANESE FOR TODA Y JJ 吉田弥寿夫編

学研 1973 

⑩『日本語作文 1JJ C&P日本語教育・教材研究

会専門教育出版 1988

@r日本語作文ll.!l C&P日本語教育ー教材研究

会専門教育出版 1988

⑫fiT朝日新聞の戸」を聴く』 砂川裕一・砂JII有里

子 くろしお出版 1988

⑬『日本を読む』 氏家研一凡人社 1990

⑭『朝日新聞で日本を読む』 伊藤博子 くろしお

出版 1990 

⑮『上級日本語:異文化間にみるコミュニケーショ

ン』 日暮嘉子 HBj出版局 1991 

⑮『中級から学ぶ日本語』 荒井礼子研究社

1991 

⑪『日本社会再考』 佐々木瑞枝・門倉正美北星

堂 1991

⑬If'READING jAPANESE FINANCIAL 

NEWSP APERS.!I 国際日本語普及協会 講談

社インターナショナル 1991 

B-(i) 

⑬『日本ーその姿と，心一“NIPPONTHE LAND 

AND ITS PEOPLE".!I 新日本製鉄株式会社能

力開発部編学生社 1982

@!i'日本を語る "Talkingabout japanつ| 株

式会社日鉄ヒューマンデベロプメント アルク

1987 

@If'日本のすべて "INTRODUCTIONTO 

jAPAN"JJ 三菱自動車工業株式会社人事部編

三省堂 1987 

@!i'日本人の考え方を英語で説明する辞典“An

English Dictionary of japanese Ways of 

Thinking".!I 本多信行ベイツ・ホッファ編

有斐閣 1989 

@ Ii'JAPAN AS IT IS一日本タテヨコー』 学研

-語学ソフトウエア開発部学研 1990

B-(日〉

@Ii'英語で説明する日本』 水野潤一大修館

1990 

@r新・外国人が日本人によく聞く 1∞の質問』

秋山宣夫秋山キャロノレ三修社 1990

Bー〈担〉

@O"東芝の異文化テキスト "Toshiba'sPractical 
Cross-Cu1tural Dialogues" JJ 東芝人材開発部

編グロビュー社 1986

(2) 教材内容の考察

以下 3つの観点から，上記のものをA一(i)を中

心に比較対照させながら，科目としての「日本事情」教

材の内容及び科目の内容のあり方について考察する。
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(i) 日本事情用教材の日本語学習への配慮

Aー(i)の日本語学習への配慮を，レベル(学習段

階，)，全体の構成，文型，語葉，表記の 5つの観点から検

討を行ない，その結果を以下の表にまとめて示した。

① 

|レベル| 全体の構成

中級 l全10課， 1 '""'mは丁寧

体の会話文で町--xは

普通体の説明文

中級|全12課，会話文を基本

に前半は丁寧体で後半

は普通体

文 型 三五
回日 業 表 記

「用例Jとして各課で提 Ir語句」として英訳と|本文中の固有名詞の漢

出，巻末に「用例索!ともに各課で提出，巻|字にのみふりがな

引J 末に「語句索引」

既習文型を数課ずつま 1 r新しいことばJとし|本文には基本的にふり

とめて各課を構成，新|て各課で提出 |がななし

出文型は各課で「新し

い言い方」として提出

⑨ |中上級|全12課，各課に丁寧体 Irれんしゅう」ととも Irことば」として英訳|本文中のすべての漢字

の説明文と会話文，本 lに「ぶんぼう」として|とともに各課で提出 |にふりがな，本文及び

文の全英訳付き |各課で提出 1 rことば」にすべてロ

ーマ字付加

@ 

④ー⑥胸中級|難易度による 3部構成，1易から難へと配列し初

3部とも丁寧体の説明 l級学習者でも学習可能

文

面有名詞などをできる|本文中の新出漢字にす

だけ回避，巻末に英訳|ベてふりがな

付き「単語表」及び「語

い索引」

巻末に英訳付きの単語|本文中のすべての漢字

・慣用語 |にふりがな，本文の各

ページの外側に行数を

示す数字

か一⑥|中級|はじめに・第一話~第|実際の日本人の言語活|日常生活でよく用いら|本文中のすべての漢字

四話・おわりにの 6部|動に接する機会が少な|れる決まり文句，人称!にふりがな

構成，第二話のみ完全|い人々への自然な日本|調の豊富な用例，別冊

に会話文，地の文は普|語，特に文末の縮約形|に英訳付きの「単語

通体 表」

かー⑥|中級 1 9の大項目， r鈴木き|日本語習得 200時間程

んの一日J以外はすべ|度

て丁寧体の説明文

級中⑥
 

1ページ 1項目で全301日本語の基礎的な学習 1r単語表」等は特にな|本文中のすべての漢字

項目，全文丁寧体の説|を終えた程度 !し |にふりがな，本文の各

明文 ， 巻 末 に 教 師 用のページの外側に行数を

資料としての「注J 示す数字

グー⑥|上級 I4部構成，学習項目の i日本語学習経験5∞時|放送用語を中心とした|上級学習者が既習漢字

明確化及び話しことば|間程度，上記の⑧~⑥|数多くの外来語，解説 iをふりがなにたよらず

としての説明文への応!などの学習を終えた段|を要する語句に注記， I読めるよう本文中のす

用を考慮した丁寧体の|階 |別冊に英訳付きの語葉|べての漢字の下にふり

|問答形式 表 |がな，行数提示

グー⑦|中上級|全35課，全文丁寧体の|日本語学習経験4∞時|特別な語句について各 1本文中のすべての漢字

説明文 |間程度，上記の⑧~⑥|課の末に簡単な注記， I にふりがな，本文の各

などの学習を終えた段|別冊に英訳付きの語葉|ベータの外側に行数を

階 |表 |示す数字

グー⑧|中上級|時代別に10課で41項|日本語学習経験4∞時|特別な語句について各|一部の漢字以外に原則

目，全文普通体の説明|間程度，時代が下がる|項目の末に簡単な注|的にすべてふりがな，

文，巻末に「年表」と|に従って文章の難易度|記，巻末に「語い索|漢字の圧迫感軽減のた

「練習問題J 上昇 |引J，別聞に英訳付きの iめ固有名調以外時にひ

「単語表J らがな表記
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⑤ 中級 総論及び第1章~第6 特に記述なし 特に記述なし 本文中のすべての漢字

章の 7部構成，全文丁 にふりがな

寧体の説明文，各章末

に参考文献

⑥ 中級 全12課，各課は普通体 fEnshuj とともに 「ことば」として英訳 本文中のすべての漢字

の説明文及び普通体・ fBunpojとして各課 とともに各課で提出， にふりがな，ローマ字

丁寧体の会話文で全英 で提出，巻末に「文法 巻末に「言葉の索引j， 併記

訳付き の索引」

⑦ 上級 11部構成で全81項目， 特に記述なし

全文説明文で各項目の

丁寧体を使用，全英訳

付き

③ 12部構成，各部はく i) 特になし

図・写真の説明(日〉重

要語句・事項などの説

明(誼〉生活会話でくii)

(出〉は全英訳付き

以上の結果から，総じて日本語学習へのきめ細かな

配慮がうかがえることがわかるが， この点が Aー

( i )と Bとの大きな相違点である。

レベル(学習段階〉では，初級でも使用可能なもの

は④-~のみであり，日本事情が一般的に中級あるい

ばそれ以上の段階に位置付けられていることがわか

る。その点で， Aー(ii)の⑨は日本事情用教材ではな

いというものの，初級教材でありながら積極的に日本

文化・社会の紹介を試みている点が注目される。初級

段階では一般的に四技能の習得に主眼が置かれ，日常

会話を中心としたテーマを使った文型練習が中心で

あるが， この教科書は日本文化・社会に関する多彩

な素材文を読解教材として扱っている。最初からすべ

て漢字仮名混じり文で書かれているという難点もある

が，英文の対訳及び語句のリストを利用しながら理解

することも可能な点で，きわめて意欲的な試みと言え

る。

レベルへの配慮は，学習者の日本語能力に応じた文

型，語嚢等への配慮を意味する。特に，①，③，③，

④-:IDにはきめ細かな酉d慮が見られるが，レベルがあ

がるにつれ内容に重点を置くため配慮はされにくくな

るc そんな中で，④ー⑧では， r日本の歴史」を扱い

ながら，時代が下がるに従って文章の難易度を上げる

とL、う試みがなされている。また「日本の地理」を扱

った④ー⑧では，固有名詞などをできるだけ避けよう

とする語嚢面からの配慮が見られる。文体及びコミュ

英語解説付きのfKoto

wazaj 

l各項目の末に英訳付き 本文中の漢字には特に

の fVOCABULALYj 必要なもの以外はふり

及び特別な語句の「注」 がななし

!特になし 本文中のすべての漢字 l
にふりがな

ニケーションの形式については，話し言葉・書き言葉

，普通体・丁寧体，対話・問答・説明など教材のねら

いに応じて多様な形が見られる。

この他，日本語の学習を円滑に能率よく進めていく

上での配慮も見逃せなし、。表記面では，漢字の負担を

軽減するため，①，②，⑦以外は，基本的に本文中の

すべての漢字にふりがながつけられている。また，

⑥，⑦，③には本文の英訳が，②，④ー⑥，⑤，③以

外には，読み方と英語訳のついた単語リストがある。

この他，①，②の重要表現の用例，③，③の文法説明

及び練習問題，①，④ー⑥，④ー⑧，⑥の語葉索引，

そしてすべてに見られる豊富な図表・グラフ・写真

等，きめ細かな配慮がうかがえる。

特に，四技能との関連では，④一⑥で，話し言葉に

よる説明への応用を考慮した丁寧体の問答形式が使わ

れている点が注目される。この他， Aー(坦〉の⑩及び

⑪は，日本事情的なトピックに基づいて，中・上級の

学習者に表現方法，作文と論文作法を教授しようとし

ており，また同じAー〈首〉の⑬は，特に新聞の経済面

を読む力をめざしたもので，それぞれ「日本事情」教

材の取り扱いのあり方を考える上で参考となる。

以上のように，学習者の日本語能力及びその能率的

な学習への配慮が， A-( i)とBとの大きな相違点と

言える。すなわち，同じ日本文化・社会を対象としな

がら， Aー(i)では一定の文脈の中で使用された日本

語を通しての理解に主眼が置かれているのに対し， B
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一(i)の本文の日本語は日本人用のものであり，外国

人の読者は，その英文の対訳を読んで理解するのであ

って，必ずしも日本語による理解は求められていな

し、。

ここでは， Aー(i)の教材の分野・領域及び項目を

Bと比較対照させながら検討を行なう。 A-(i)の教

材の学習目標，テーマ・トピックを以下の表にまとめ

Tこ。

(日〉 日本事情用教材の分野・領域及び項目

!円男性…
製品/子供とテレピ/電車の中でで、/平均的サラリ一マン/日:本本の経済

ア ピ クマ・ト 'y 

② |現代の日本の生活を通し Ir安くしてくださL、J/島国・日本/夏の幽霊・冬の幽霊/腹八分目/彫刻の

た日本と日本の文化 |森一手紙一/日本人の旅行/結婚前のデート/贈り物/子供のしかり方/食堂

が寝室になる/教授と話す/きれいになったママ

③ (日本の12の地域への旅行(マス・メディアの中心・東京/食べものの町・大阪/港の散歩道・横浜/自動

を通して見た日本 i車の町・名古屋/京都のお寺で/りんごとねぶたのふるさと・青森/立山・黒

部アルペンルート/神話の国・出雲/新しい大地・北海道/人形浄瑠璃の町・

徳島/外国へ開かれた窓・長崎/青い海とさんごしょうの島々・沖縄

④ー⑧|日本の地理及び様々な事|日本〈位置/四季/気候/都市/都・道・府・県)/日本列島〈日本の山/日

情(日本の地理的な条件|本の川と平野/日本の海岸と海流/日本の気候)/日本の産業〈日本の農業/

・そこで生活する人々の!日本の水産業/日本の工業)/日本の交通

様子・日本の社会の現状〉

一諸 相

グー@I新幹線とその駅及び車内

!での会話を通して見る日

グー⑥l通過儀礼を中心とした日

本人の一生及び日本社会

の諸相

本

取
日

け

と

受

観

る

概

す
の

対

送

に

放

送
の

放

本

の

方

日

人

り

⑥
 

東京の歴史/東京の風土/東京の交通機関/東京の人口/東京の産業/町の特

色〈都心と副都心/山の手と下町/多摩地域)/東京の名所〈皇居とその周辺

/明治神宮とその周辺/上野公園/浅草/銀座/神田/東京駅/東京タワー〉

/東京の悩み/鈴木さんの一日ーある東京人の生活一

新幹線電車のひとりごとくり/新婚旅行へ行く人を送る人の話〈東京駅)/商

用で出張する会社員の話〈新横浜~小田原)/若い女性とおばあさんの話〈新

横浜~三島)/一人で旅行する小学生と大学生の話〈熱海~三島)/新幹線電

車のひとりごと(ID

出生/お七夜/お宮参り/お食い初め/初節句/初誕生/幼年時代/七五三/

少年時代/高校生と大学入試/大学時代/成人式/新入社員/独身時代/結婚

の理想と現実/見合いと仲人/結納ゾ結婚式と披露宴/結婚前後/離婚と再婚

/家庭設計/サラリーマンの生活/女性の職場進出と主婦の生活/家計/教育

費と住宅ローン/健康と安全/厄年と年祝い/老後の生活/死・葬儀・忌日/

遺産と相続

はじめにーマスコしとくに放送の意義について一/日本の放送のあゆみ〈ラ

ジオ放送の開始時期/ラジオが国民にあたえた影響/戦後の放送の変化/民間

放送の放送形態/テレビの登場時期)/放送のしくみ〈放送の種類/放送局の

組織/放送番組ができるまでの段階/番組が放送されるまでの過程/番組に出

ている人の役割や名称/同番組が北海道から沖縄まで同時に見られる理由/外

i国の出来事がすぐ見られる理由)/日本人の生活とテレビ・ラジオ(日本人の

(毎日のテレビの見方/子供のテレビの見方/若い男性とテレビとの関係/国民

|性とテレビとのつながり/放送の教育への影響)/これからの放送〈放送と余

|暇との今後の関係/放送システムの変化/放送番組の変化/放送と教育との今

l後のかかわり/テレビやラジオの形や大きさの今後の予視の/おわりにーマス

|コミ，とくに放送の影響についてー注目〉
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9ー倒京都・大阪左その周辺に 歴史の町・京都/東山/清水の舞台/葵祭と時代祭/祇園祭と大文字送り火/

ついての歴史・文化等に 京言葉/御所/桂離宮と修学院離宮/金閣寺と銀閣寺/石の庭と苔の庭/京都

関する概括的な特徴 の味/西陣織と京友禅/洛北めぐり/嵯峨野・嵐山/紅葉と北山杉/水の都・

煙の都一大阪一/古墳の群れ/中世の貿易港・堺/ドーナツ化する大阪市/船

場と中之島/キタとミナミ/水都の祭・天神祭/文楽一人形劇ー/千里エュー

タウン/山陽と山陰一兵庫県のあらましー/国際港・神戸/天下の名城・姫路

城/日本のふるさと・奈良県/大仏と春日大社一奈良市一/湖の国/木とみか

んの国・和歌山/伊勢神宮と海水と真珠/近畿地方の歴史と文化/京阪神の交

通/近畿地方の言葉

グー⑧i日本語の背景としての|原始時代〈貝塚/稲作のはじまり/卑弥呼)/大和時代く古墳/法隆寺/大化

「日本の歴史」 く政治・ の改新)/奈良時代(平城京/万葉集/奈良の大仏〉平安時代〈藤原氏/かな

経済的な視点よりも文化 文字/武士の台頭)/鎌倉時代〈鎌倉幕府/新しい仏教)/室町時代く花の御

-文学に関する面に重点 所/戦乱の世/金閣と銀閣)/安土桃山時代(天下統一/城)/江戸時代〈幕

，現代の日本語の背景と 藩体制/、士農工商/鎖国/産業の発達/町人の文化/歌舞伎/三大改革/新し

なっている事柄も〉 L 、学問/開国/幕末)/明治時代(明治維新/富国強兵/文明開化/藩閥政治

/立憲政治/日清・日露/資本主義の発展/近代文学の芽ばえ)/大正・昭和

時代(世界大戦と日本/大正デモクラシーの流れ/太平洋戦争/戦後の再出

発〉

⑤ 

る基礎事項 み/戦後日本の経済/現代日本の社会/結びにかえてーアジアと日本一)/日

本の歴史と文化(日本のあけぼの/古代国家の消長/荘園封建時代/幕藩封建

時代/近代国家の形成と発展)/日本の社会(日本の近代社会/地域社会の変

貌/社会の変動と家族/近代化と教育/時間の社会構造とその変動)/日本の

政治〈日本国憲法の基本原則/政治のしくみ/日本政治の現状と課題)/日本

の産業史(日本経済発展の歴史的背景/日本経済発展のパターン一戦前期の産

業発展ー/敗戦と新しい出発)/日本の経済(日本経済の成長要因/日本経済

の構造的変化/世界経済の中の日本経済一日本経済の国際化と課題一)/日本

とアジア(アジアと日本/日本とアジアの経済関係一日本との貿易・投資関係

|ー/アジアと日本の文間解〉

⑥ | 現 代 …一相|結ー/家一俄一/家一位一/食生活
際/宗教 | 

⑦ 
| 現代…一一…の旅間一
本人の生活 道/旅を終えて)/日本の季節(桜前線/入梅/真夏日/台風/秩晴れ/豪雪

とブーゲンピリア)/年中行事(お正月/成人の日/節分/ひな祭り/入学式|

i/子供の日・端午の節句/七夕/七五三/大みそカウ/日本人の社会主生活|

くタテ社会/恥の文化/中流意識/年功序列/学歴偏重社会/単身赴任/勤務

時間と休暇/日本の宗教/男女雇用機会均等法/見合い結婚/安全・確実な日

本の社会)/日本の文化(日本の音楽/能と狂言/歌舞伎/着物/茶の湯/生|

け花/盆裁/カタカナ・ひらがな/百人一首/俳句/書道/やきもの〉スポー

ツ〈相撲/柔道/野球)/日本歴史の旅〈原始社会/古代社会初期/律令社会

/貴族社会/封建社会の成立/封建社会の完成/近代日本の成立/二度の世界

大戦/新しい日本)/日本の文学〈万葉集/枕草子/源氏物語/平家物語/日

本永代蔵/奥の細道/夏目激石/芥川竜之介/川端康成/谷崎潤一郎/三島由 l

紀夫)/日本経済の特質〈高度成長/中小企業/農業と食糧の問題/漁業)/

コンビュータ〈コンビュータ社会/ソフトウエア，ハードウエア/1BMと日

本製コンピュータ/コンビュータとプライパシー)/ロボット〈産業用ロボッ

ト/ロボット導入のよいこと，悪いこと/中小企業とロボット/ロボットの種|

類と用途〉
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日常生活に役立つ日本の|部屋をさがす/買い物をする/乗り物に乗る/夏を快適に過ごす/病院と薬/

社会の規則や生活習慣 |日本の家庭を訪ねる/本を買う，借りる/結婚式とお葬式/郵便と電話を使う

/冬を楽しく過ごす/お庖で、食べる/引っ越しをする/特集早わかり入管法

学習目標については，日本の文化あるいは日本人の

生活の理解に置かれている点では，その方向性はおお

むね共通していることがわかる。しかし，個別的に

は，③の「日常生活に役立つ日本の社会の規則や生活

習慣」といった，異文化適応の具体的で基礎的な段階

を考慮したものから，⑤の「各学問分野の日本に関す

る基礎事項」のような専門課程へ進むために必要な基

礎的な知識の獲得をめざすものまで多様である。

その中で，語学としての日本語の教育における日本

事情であることが意識されているものが多い点が注目

される。つまり，日本語の文化的背景としての日本文化

.社会の理解という視点の明確化された教材の多さで

ある。例えば，④一⑧の「はじめに」は， r日本語の

背景としての『日本の歴史』とは，日本人が常識とし

て知っているような日本の過去のこと，また，日本人

がふつうの話のときに使う r(亭主〉関白・踏み絵・黒

船』のような言葉，大学で一般教養的な講義を聞くと

きに，歴史的な知識として知っている必要がある地名

・人名など，そういったもの・ことの相互の関係を述

べることである」とある。換言すれば，歴史的な事実

を専門的に記述したり，特定の歴史観を伝えることで

はないことが明示されているのである。⑥に，本文に

関連した「ことわざ」を具体的使用例と共に解説して

あるのも，日本語の文化的背景の理解を意識した試み

と考えられる。

一方，その目標へのアプローチの仕方は， B-( i) 

が辞書的一般的な説明記述であるのに比べて A-

(i)は現代日本人の日常生活と関連のある一定の文脈

の中における個人的体験のエピソードとしての提示と

いう形をとる傾向がある。例えば，⑥，④一⑥，及び

⑦の「日本の旅」は，いずれも日本の地理の理解を目

標にしているが，③では， 12の地域へ旅行する形で，

④ー⑧では，体系的に順を追って，また⑦の「日本の

旅」では，スーザンというオーストラリア人の大学生

が3週間で日本全国を一周し，旅先での印象を日記に

つづるとし、う方法で，それぞれ目標へ迫ろうとしてい

る。

取り上げられている分野・領域は，社会・地理・歴

史・文化・政治・経済・産業・科学技術等で A -

(i)とB-(i)との聞に大きな相違は見られなし、。し

か し B-一(i)の中には，いくつか特筆すべきテーマ

-トピックがある。

例えば， B-(i)の@では，日本人の行動様式，社

会組織，考え方，感じ方などの「日に見えない文化」

を中心に r仕事と武士道精神Jr妥協Jrユーモア」

等を，また@で、は，同様の趣旨で日本人の「自然観J

「宗教観Jr勤勉意識」等を取り上げる一方で， r超
自然・動植物のイメージ」をテーマに，具体的なトピ

ックとして「犬・猫Jrツル・カラスJr桜Jr幽霊」
等を扱い，日本の行事や日本語の表現と関連づけて説

明されているなど， r日本事情」への示唆に富む。

また，特に，文化摩擦の最先端にし、るとも言える企

業によって編集されたものには，独特のトピックが見

られる。例えば，⑬には「自己紹介で職種をいわず会

社名で所属部門をいうのはなぜ、かJr日本の企業では

名前でなく役職名でよぶのはなぜ、か」等が，また⑩で

は，日本人の価値観と関連させながら， r企業の人事

管理制度Jr企業の意志決定のしくみJr小集団活動」

等が扱われている。特に，後者は，抽象的な価値観を

具象の中で説明している点が注目される。@は，アメ

リカ人を主たる対象としているため，特に第 1章で，

「アメリカと日本との関係」をテーマとして取り扱っ

ているのは他に見られない特徴と言える。

以上の考察をふまえて言うならば r日本事情」の

分野・領域及び項目としては，我々日本人が日本語の

背景となる教養として蓄積したノくランスのとれた知識

及び日本人のコミュニケーションを中核としながら，

学習者の段階に応じて適応的実用性や実務的専門性を

も考慮しつつ，包括的かつ総合的なものを取り扱うと

いう方向が望ましいと考えられる。

〈温〉 日本事情用教材の異文化理解の教育への配慮

ここでは，特に，異文化理解の視点に立った「日本

事情」教育のあり方を探究するために， A， Bの中か

ら特徴のあるものを取り上げ考察する。

考察の観長として，特に， C 1 J現代日本社会のか

かえる諸矛盾及び諸問題の取り扱い方， C 2J日本文

化の比較文化的な取り扱い方の二つをあげる。なぜな

らば，大学教養課程における科目としての「日本事

情」は，単なる知識の伝達の場にとどまらず，学習者

の問題意識を換起すると同時に自国の文化との比較を

通して自他の文化を相対化して理解させ共有させてい

く教育機会の場とも考えるからである。
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まず， (1 Jの観点に関しては， Aー(i)の①が注

目される。時代的に少々そぐわなくなったテーマもあ

るが，(1 Jの観長を意識しながら，今日的問題とも言

える「男性化と女性化Jr農村と都市Jr子供とテレ

ピ」を扱っている。また，⑥では r教育Jr住宅」

「高齢化社会」などのテーマの中で，日本社会の矛盾

・問題に対する批判的な検討への手がかりとなる情報

を提供している。 Aーくii)の中では，⑪が特筆され

る。表題に「日本社会再考」とあるように，ここでは

，留学生に現代の日本社会の諸問題や高度成長期にお

ける日本社会の急激な変化に起因する日本人の日常生

活の変容にも目を向けさせつつ，その議論によって日

本語によるコミュニケーション能力を向上させること

がねらわれている。同様の意図が⑫及び⑪にも見られ

る。

一方， (2Jの観点については， Aー(i)のものに

は，意識的な配慮は特に見られないが， A-(詰〉の中

には注目すべきものがL、くつかある。例えば，⑮は，

ハーバード大学の講師で、あった著者が実際の授業で、使

用した教材の中から，学生の反応の良かったもの，日

本の社会・文化を教える際どうしても入れた方がし、い

と思われるものが選択・編集されているが，欧米の学

習者の視点を意識している点に特色がある。また，⑮

では， rたとえる」というテーマの中で r猫」のイ

メージをその慣用句を中心に説明しつつ， rあなたの

国では，猫はどんな動物だと言われていますかJrあ
なたの国で，話の中によく出てくる動物は何ですか」

などの問いを発して共に考えようとしている。⑮で

は， r語学力の伴った異文化理解」に主眼を置き，第

1課で「異文化理解への第一歩」というテーマを設定

し，日米比較を中心に異文化理解の重要性を説いてい

る。 Bー〈日〉の@及び@は，日本人が外国人に英語で

日本を紹介するためのマニュアル的なものではある

が，外国人の日本や日本人への興味・疑問等の視点を

把握し，また，それに適確に答えるための説明方法を

検討していて上で示唆的である。確かに， Aーく i)の

分野・項目別の説明方法も有益ではあるが，異文化理解

の視点に立ち，一度日本文化を異文化として対象化し

た上で，異文化を有する学習者にとって必要な情報を

教授・学習の両面から明らかにしつつ，より有効な説

明方法を検討してし、く必要がある。特に説明内容とし

ての情報は，言語行弱を中心に，様々な比較文ィtL研

究成果に学びつつ，それを実際に教材に生かしていく

べきである。

B-(誼〉の@は，日本人ビジネスマンを対象として

はいるものの，第 1章で「文化の周辺」というテーマ

のもとに r文化」の概念及び「異文化理解」の本質

を取り扱いながら，全体を通して国際的人材育成のた

めの教材をめざしている点に特徴が見い出される。

以上の考察結果は，いずれも，異文化理解のための

「日本事情」の教材及び授業の内容の可能性を示すも

のと言える。

おわりに一「日本事情」教育構築への視座一

大学正規科目としての「日本事情」の取り扱いの問

題は，日本語教育に関する研究の中ではほとんど未開

拓の分野である。本稿では，その開拓の出発点として

，筆者のささやかな体験といくつかの資料をもとにそ

の理念と内容規定のあり方を考究したが，それらによ

って容易に結論が導き出せる問題ではないし，また，

それは厳に慎むべきでもあろう。しかし，緊急の課題

を議論の姐上に載せ，かつは広く御批判を仰ぐため

に，本稿の基本的な論点を「日本事情」教育構築への

視座というかたちで、まとめて提示しておくことにした

L 、。

まず，第一に， r日本事情」を日本語教育の一環と

して位置付け，留学生が日本人学生に互して学習・研

究活動を進めるにあたって必要となる日本語によるコ

ミュニケーション能力の向上に資する内容，すなわち

日本人のコミュニケーションルールに関するものを中

心に，日本語の背景としての日本文化・社会の基礎的

・包括的知識を，各分野のスタッフとの協働のもと，

日本語の学習段階を考慮しつつ日本語で教授するこ

と。

第二に，教師主導型の単なる知識・情報の提供の場

ではなく，大学教養課程の正規科目としての水準に見

合った授業の場にするため，留学生の特に語案能力及

び話し聞く能力の向上をめざしつつ，現代日本社会ひ

いては現代社会の根幹に触れ得る諸問題を扱った教材

に基づいて，議論を通して，それらを批判的に検討す

ると共に，比較文化的な視点から日本文化・社会を把

え，その特殊性のみではなく，むしろ自他の文化の共

通性を共に考えながら，常識的通念を相対化していく

方向で教授・学習活動を組織していくこと。

第三に，学習者のニーズに応えつつも，一方で，そ

の異文化理解への積極的かつ主体的な取り組みを促す

ような教授・学習の機会を意図的・計画的に設定し，

その異文化への視野を拡大・変革させながら，究極的

には，国際感覚及び国際協調・連帯の精神の涌養をめ

ざすこと。

最後に，教授・学習の場は，教室内に限定せず，日

本に滞在しているとL、う利点を生かすべく，主体性と
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意、識を持った人間同志が出会いそして触れ合う具体的

.直接的な接触の場である教室外の一般社会において

も設定し，日本文化・社会についての知識や情報を直

接体験と統合させるようにすること。

今後の課題は，以上の視点に基づいた「日本事情」

のカリキュラム編成及びその実践的指導の具体化であ

る。

「日本事情jを教えることは，教師にとって，自明

の日常生活の世界を改めて対象化・相対化して観察す

ることであり，ひいては現代社会に対する自らの主体

的なかかわり方を問うことにもつながる点を筆者自ら

に言い聞かせながら，また機会をとらえて実践に努め

たし、と念じている。また，一方で，将来，r日本事情」

を設置している各大学が，日本語教育的配慮のできる

各分野のスタッフを揃え，日本人学生も交えて熱き議

論ができるようなシステムを創出していくことを期待

してやまなし、。なぜなら，それこそが，真の意味で，

大学の国際化を推進する原動力となるとの思いを禁じ

得なし、からである。
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Abstract 

How to Deal with NihonJijo as a Regular Credited Course 

at a ]apanese University 

一一EstablishingConcepts and Determining Contents一一

Toshihiko TODA 

(Department of Japanese Literature) 

Every year the number of foreign students coming to live in ]apan for an 

extended length of time is growing. There is a need for teaching them knowledge 

about ]apan so that they can adapt themselves to new circumstances to achieve 

their goal of studying in ]apan smoothly. 

In 1962， the Ministry of Education decided that ]apanese culture should be taught 

to foreign students. However， the University instructors still do not have a con-

sensus about a proper way to teach the course The lack of fundamental direction 

results in confusion. 

This essay focusses on establishing concepts and determining contents of Nihon-

jijo as a regular credited course at a ]apanese University. Nihonjijo is considered 

here as a subject that gives students a chance to study ]apanese cu1ture in the 

]apanese language. 

Main objective is to enhance their communication skills by teaching them ]apa-

nese cu1ture and society as a background of ]apanese language. One method is to 

discuss simi1arities as well as differences between ]apanese cu1ture and other cu1tures 

from a cross-cultural point of view. 

Some teaching activities and materials are considered to check for problems of 

their presentation of Nihonjijo. Also， textbooks for Nihonjijo designed by ]apanese 

language teachers and other books designed to introduce ]apanese cu1ture to forei-

gners are analysed from the above viewpoints. 
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