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日本 語 に つ い て 思 う こ と
国際交流基金 ブダペ ス ト日本文化セ ンター所長

分 田 宗広

最近会社 の若 い 人 か らメー ル を も ら うと、 冒頭 に 「お疲れ 様
です。Jと あ り、それ か ら本文が始ま ります。 これはメールだ けで
なく会社内で電話 を掛 けて も、若 い人 か らはまず 「お疲れ様です。J
と言われて しまいます。私な どは非常に奇異なFp象 を受 けるので、
当地 の 日本企業で働 く友人達に聞 い た ところ、これ は どうも我が社
だけの現象ではないこ とが分か りま した。確 かに事務的な内容 を伝
えることを目的に したメールで、冒頭 に季節 の挨拶はそ ぐわないで
しょ うし、か といつてい きな り本題では味気ない し、悩み の多 い と
ころか も知れ ませ ん。 このよ うな悩み を解消す るために、マニ ュア
ル化 されたよ うな言葉が流布す るので しょう。
これ と同 じよ うなマニュアル化 された、お か しな 日本語表現は町 の中に溢れて い ます。「こ
ちらコー ヒー にな ります。」「千円か らお預か りします。」な どは、普通に正 しく言 って も特 に
難 しい表現ではないの に、なぜ こん な言 い方が流行る のか と皆 さん も不思議 にお感 じのこと
と思 い ます。難 しい表現 とい えば敬語ですが、敬語 の使 い方を簡単にす るためか、「〜 してい
ただいて宜 しいで しょうか。」 とい う表現 も耳障 りですね。 rllえ ば 「ホームペ ー ジ を立ち上げ
る。Jの よ うに、初 めは奇妙 に感 じていて も、多 くの人 が使 い出す と感 覚 が麻痺 し、変 とは思
わな くなつて しまった もの もあ ります。
日本語教師は、 日本語 を易 しく効果的に教 える方法 に優れ てい るだけではな くて、 自分 の
内の 日本語の感覚を絶 えず磨 いて、 この よ うな麻痺 を起 こ さない よ うに注意す る必要がある
のではないで しょうか。普通 の外国人が 日本語を話 した り、書 いた りす るの に全 く間違 いの
ない 日本語 を期待す るの は無理で しょうが、教 える方 は変な 日本語を教 える訳 にはいかない
か らです。 また文化に関す る情報につい て も、 ステ レオタイプの情報 だけでは な く、社会や
歴史につい て 自分な りの解釈や意見を持 つていて欲 しい と思 い ます。 なぜな ら学習者 にとっ
て、 日本語教師は、彼 らの 日本についての興味を刺激 し、好奇心を満 た して くれ る貴重な存
在なのです か ら。
こ う考える と日本語教育 とは大 変な仕事であ り、教師は文化交流 の最前線 で戦 う知的な戦
士 と言えるか も知れません。期待 され ることが大きいだ けに、 日本 において も外国にお い て
もそ の地位や役割 が もつ と見 直 されな くてはな りません。 互いの能力 を高め、 日本 語教師に
対す る周囲 の認識、評価 も高める。 これ も MJOTの 大事な仕事なので しょう。
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この前、立派 な資1道 の道場 を見 に行 つた ら、壁 に大 きな文字で
「切磋琢磨 Jと 書 いて あ りま した。多 くの人 が よく集 まって、一
緒に練習 して成長す る場所です。幸 い汗 をかいて も、笑 い なが ら
伸 びてい く場所です。 日本語教室 も切磋琢磨 できる場所に したい
と思 つて、上記 の タイ トル に しま した。
日本語教育に携わ つて長年活躍 してい らつ しゃる先生方 の前で
恥ず か しなが ら自己紹介 をさせて いただ きます。 セ メ レイ・ マル
トン と申 します。力∵ ロ ソ大学 を事業 してか らアンフ ァル ビ・ヤー ノシ ュ貿易経済専門高校
と法 F電 仏教大学に勤 めてお り、日本語教師 をしてお ります。高校 も大学 も今年で 3年 目です
が、以下 ビギナー教師 の経験 について短 く書かせていただ きたい と思 い ます。
最初 の うちは板書 を的確 に行 えるか、日配 りができているかな ど不安 を抱 きなが授業 の準
備 を していま したが、教室で過 ごす時間が経 つ につれて学 生 との コ ミュニ ケー シ ョンが何 よ
りも大事だ と感 じるよ うにな りま した。聞 いて も無言 で身振 りさえ しよ うとしない子 をは じ
め、授業中居眠 りした り、消 しピンや手紙交換、そ して数人 でポー カー を した りす る学生 も
いて困 つていま した。想像 上のクラス と現実 は相 当異な り、仲良くす る しかあ りませんで し
た。結局、あの生き生き した高校生達 が教 えて くれた のは教育現場 には実際 の子供がいて、
そ の ためにこそ、問題 を抱 えた子やぼんや りした子 もいれば、活発で元気あふれ る子 もい る
ことです。教育は人 と人 の接触に基 づいている活動であ り、教師も思 い切 って参力露しない と
容易に前進できない とその頃分 か りま した。
ただ し、
外国語学習の要 となつている関心その ものが薄 いほ ど教師 の苦労が増 える一方で、
学 生 の興味 を高めるこ とによって勉強へ の動機 もある程度 自然 に生まれ るこ とも体験でき
ま した。知 らず知 らず の うちに自分が教 え方について持 つていたイメー ジ も変わ つてきま し
た。試行錯誤 を重ねて大学 の先 生方に紹介 していただいた教授 方法 を少 しず つ使 つてみて、
フィー ドバ ックを基 に進んで いま した。
授業を支 える手立て としてクラス によつては トー タ
ル・ ア ィジカル・ リス ポンズや ドラマ教育な ど色 々なメソッ ドを応用 してみて、反応 が特 に
良か った方法は今度 もまた使 うことに しま した。いつ も目指 していたのはクラス全員 の注意
をつ かむ ことで あ り、できれば皆 が一緒に頑張 つて くれ ることです。そ して、正 直に言えば
こ うい う試 しについて過去形で書 く必要もあ りません。子供達がお互 い を大切に しなが ら楽
しく日本語を身に付 け られ るよ うに実験的な 日本語教室は これか らも続 けよ うと思 います。
経験 を積まれた方 々、 日本語教師会 の皆様 のご指導 ご鞭撻 をお願 いいた します。
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ハ ンガ リー 日本語教師会 の皆 さん、こんにちは。2008年 の 9月 か ら 1年 間、エルテ大学
の 日本学科 で教 えて い ま した宮崎玲子です。ハ ンガ リー には とて も深 い縁 を感 じるので、
ここに来 ることができて本 当に幸せを感 じています。
と言 うの も、 もともと大阪外国語大学 (現 、大阪大学外国語学部 )で ハ ンガ リー語 を専
攻 していたのです が、ハ ンガ リー語 を専攻す る こ とになつたの もちょつ とした偶然で した
(説 明す る と長 くなるので、 ここでは省略 )。 で も、親切な先生方や愉快な同期 に恵 まれ 、

ハ ンガ リー に旅行す る機会 もあ り、す つか リハ ンガ リー が大好 きにな りま した。卒業後は
東南 アジアのタイで教 えて い た りも した ので、す っか リハ ンガ リー

(ヨ

ー ロ ッパ)と は縁

遠 くなつて しまつた と感 じて いた のですが、外大 の先生か らの紹介 でエルテ大学で教 える
イ
ことにな りま した。 こ うい うことつてあるんだな ぁ・ 。と実感 してお ります。
エルテ大学では主に、学部 2,3年 生の会話、作文 の授業や、修 士課程 の教授法や言語学
の授業な どを担当させて いただきま した。
エルテの学生は、本 当に熱心で上達 も速 く、与えた分以上 の こ とを学んでい くので、教
えるこちらの方 も中途半端な こ とはできな い と身が 31き 締 ま りま した。実際、 タイで教 え
ていた ときは、 タイには数 多 くの 日本企 業 が進出 していて、主専攻 で 日本語を学 んで さえ
いれ ば 日本企業へ の就職 がで き、それな りの給料 が もらえるとい う図式 がで きあが つてい
ま した。 しか し、 日本 か ら遠 く離れたハ ンガ リー では、そ う￨ま い きません。それな の に、
純粋 な趣味 として熱心に 日本語 を学んで い る学生が い る
ことに心底感心 させ られ ま した。このモチベ ー シ ョンの高
さは、本 当に私 の方が教えて もらいたい ぐらいです。
また、日本文化へ の興味 も高 く、特 に若 い学生ほど日本
のポ ップカルチ ャー に詳 しいことに も驚 きま した。それだ
けではな く、総 じて 日本 の伝統文化 へ の興味 も高 いこ とも
嬉 しく思います。後期 には学 生の呼び掛 けに よ り
書選 ク テプの機 千

書道 クラブの活動 を行 つていたのです が、多 くの学生が熱

心に参加 して くれ、上達 の早 さにも目を見張 りま した。

9月 か らは国際交流基金 のブ ダペ ス ト日本文化 セ ンタ
ー でお仕事をさせていただ くことになつてい ます。教師会
の先 生方の 中で もた くさん の方 々 にご協力 い ただ い てい
る教材製作ですが、主にそのお手伝 い をさせていただきま
す。 まだまだ把握 していない点 も多 く、ご迷惑をお
か けす ることも多 々 あるか と思 い ますが、どうぞ皆様今後
ともよろ しくお願 いいた します。そ して、セ ンター に
お越 しの際は、 どうぞお声をかけて くだ さいませ。
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オルケーニ・ イ シュ トヴァー ン とい うハ ンガ リー人作 家 が書 い
た短 編小説 の題名 を借 り、自己紹介 を始 めます。と言 うのは外国語
が人生 の 中で極めて重要な役割を果たす と思 うか らです。言語は人
FHl関 係 に不可欠な もので、
人間 と人間を結ぶ橋 のよ うに考え られ ま

す。それだけではな く、言語 は思想や文化な どある民族 の全世界 を
反映す るので、別世界 へ の扉 で もあると言 えるで しょう。
こ う考えると、外国語学習は未知 の所へ の素晴 らしい旅 の よ うな
虫す る ことによつて新 しい見
もので はないで しょ うか。異文化に接角
解 な どと議会 い、様 々なことに印象 づ け られ、 自分 も変わ つて い きます。そ のため、外国
語学習 の「旅」は人格形成 の道 で もあ り、豊 かな人生へ の道 ともい えるで しょう。「使 える書
語 の数だけ人生 がある」とい うハ ンガ リーの諺 を皆様 もよ くご存 知だ と思 い ます。私 も ここ
数年、 これ を肌で感 じま した。

2008年 に法門仏教大学 を卒業 しま した ヴルシュ・ エ リカ と申 します。家庭教師 として
2003年 か ら日本語 と中国語 を教 えた り、翻訳 を した りしてお りますが、真剣 に教師 にな り
たい と思 つた のは 2005年 に奈良教育大学 に留学す る ことにな つた時 の ことです。それ まで
外国語学習 一筋 に生きた私は知識 を伝 えることによつて こそ知識が数倍 になる と思 い始 め、
他 の人 も この興味深 い世界 に導 くことがで きた ら、 これ まで の努力 は水 の泡 にな らない と
感 じま した。大学時代 に 2回 も教育大学に留学す る こ とにな りま したか ら、なん とな く教
育界 と縁があるよ うにも感 じま した。 それ に、教 えて くだ さつた先生方の援助 がなかった
ら、私 の人生は ど うな っただろ うと考えると、教師は人に直接的影響 を与える大 きな責任
があ ることを悟 り、先生方 に心か ら感謝 してお ります。 いつか私 も誰 かの人生にいい影響
を与えることができれ ばいいのに と常に思 つてお ります。 しか し、それ まではまだまだ先
が長 い と思 い ます。どうしてか とい うと、先 生になるのは決 して簡単な課題 ではない と度 々
肌で感 じるか らです。教師たる者 は常に寛大で順応性 の ある心 を持たなけれ ばな りません
が、 このためにこそ教 えることは生涯学習 の貴重な機会にもな ります。他 の先生方 にだけ
ではなく、生徒 にも毎度勉強 できることではないで しょ う力、
仏教 の世界で 「ご方便 Jと い う言葉 が使 われ ています。 つ ま り、悟 りに達 した仏様は各
人 の心をよんで、人それぞれ に最 も適切で、受 け入れやす い方法を選び衆生を教 えるとい
うこ とです。悟 りには程遠 い私にもこの よ うな 「方便 Jが あればいいの に と時 々思 います
が、最 も大切なの はなん といつて も生徒 に 自信 を持たせ ること、そ して生徒 の興味を不断
に維持す る こ とだ と思 い ます。私はまだ経験 が浅 く、手段 が足 りないか も しれ ませんが、
生徒 に外 国語 を勉強 しな けれ ばな らない情報 とい うよ りも、む しろ楽 しく、 自然に活 かせ
るもの、つ ま り日常生活 の一環 として認 めて もらえるよ うに 日本語 を教 えたい と思 い ます。
私 に とつて これ までで一番 貴重な経験 になつた のは今年 の 7月 に開催 された 「日本語 キ
ャンプJで 3級 対策 クラス を担当させてい ただ いたことです。自分 の未熟 さを自覚 しつつ、
キ ャ ンプ運営 の皆 さん と教師 の皆 さんの献身的な努力 に感動 させ られ 、 これか らも皆 さん
を手本 に して更に楽 しく素敵な授業が進 め られ るよ うに頑張 つて行 きた い と思 い ま した。
今後 も教師会 の皆様 か ら様 々なア ドバ イ スがいただ ければ幸 いです。
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私 が初 めてハ ンガ リー を訪れた の は 1993年 夏で した。そ
れ までアジアの発展 途 上 国 と日本や アメ リカ のいわ ゆる先
進国 しか知 らなかつた私に とつて、ハ ンガ リー は不思議な魅
力 を持つ型破 りな国で した。なん とも言 い よ うのない、切 な
い よ うな、甘 い気持ちを起 こさせ るか と思 え￨ず 、一方 あま り
にも堂 々 としていて、猛 々 しく人 を威嚇す るよ うな一 面 もあ
ります。相反す るい くつ もの顔を持 つたハ ンガ リー に魅了 さ
れて、その後 も何度 か訪れ、仕事 でフィ リピンに居 るときか
らもハ ンガ リー語 を勉強 した りしてい ま した。

1997年 初 めか ら 3年 間￨ま ブダペ ス トでの仕事 につ くことが出来ま した。任期 が終 わつた
あ とも、何 とかハ ンガ リー に住み たい とい ろい ろ手を尽 くしま したが、結局 うま く行 かず、

2003年 か らはニ ュージー ラン ドに住んでい ます。ハ ンガ リー との出会 いの前に、ニ ュー ジ
ー ラ ン ドで 日本語 を教 えていたこ ともあつたのです。

1年 半ほ ど前か ら、車で小 さなキャラバ ンを引っ張 つて、移動す し店 を しています。それ
を見込まれて、今回協力を依頼 され、今年 7月 に初 めて開催 された M」 oT主 催 の 日本語 キ ャ
ンプの文化プ ログラムのひ とつ として、
『 寿司』作 りのお手伝 い をさせて いただきま した。
私 がブダペ ス トに住 んでいた頃、 よ く訪ね て来て くれてい た父が昨年 12月 に亡 くな り、
思 い 出の沢 山あるこの街 にす ぐにで も来た かつたのです が、ハ ンガ リー の冬 の厳 しさに恐
れ をな し、夏になるの を待 つて、今回ハ ンガ リー に来 ることに しま した。 日本 語 キ ャンプ
の 日程 にも合わせて 。・・ 。勝手 の分 か らない場所で のお寿司作 りはちょつ と不安 で した
が、そ の不安はキャ ンプ実行委員や学生ボランテ ィアや手伝 いの人たちがす べ て解決 して
くれ ま した。それ まで、出来な い と思 つていた ことが、全部 うまくい きま した。参力田
者の
人た ちも皆 上手に 自分たちで巻 いたお寿司を、お い しい と言 つて食 べ て くれ ま した。
久 しぶ りのハ ンガ リー は 日本語教育事情 もかな り様変 わ りしていま したが、情熱 を持 つ
て熱 心に 日本語を勉強す る学生 の意気込みは以前 と変わ らず感動的で した。F私 は 日本 の文

化が好きです

!』

と言 つて、嬉 々 として 日本語を勉強 してい る姿はとても懐か しく感 じま

した。お習字を した り、着物を着せて もらつた り、それ らもとても楽 しそ うで した。
ハ ンガ リーでもお寿 司ができた と言 う自信で、ニュージー ラン ドヘの帰路 に立ち寄つた
日本でも私 のお寿司を家族 に被露する事が出来ま した。前も頼まれたのです が、その とき
は出来ない と思い込んでいて、断つていたのです。まだまだ新米のお『 す し屋』ですので、
今回のことも小 さな自信につなが り、 これか らの修行 の糧に して行きたい と思 います。大
変楽 しい経験をあ りが とうございました。
ニユージランドにて

大杉さん、本轟1議 轟呼がどうござしヽ
ま鶴ぬ。また轟灘ご樵掬下さい③ I(99等 キャンプ鐵街鑽菫畿ふ叩)

MJOT日

そ の他 日本語教育 関係 の情報等

本語キャンプ実行委員会 よ り

1)日 本語能力試験
来年か ら日本語能力試験が変わ ります。
下記 にガイ ドブ ックと問題例 が載 つてい ま
す ので、 ご参照下 さい。

2)第

14回 欧州 日本語教育 シンポジ ウム

日時 :2009年 9月 3日 (本 )〜 5日
会場 :ド イツベル リン 自由大学

(土 )

/
詳細は ilた 搬 ://www,む &識・。け

7月 20日 〜24日 までの五 日間、法門仏
教大学を会場 に WIJOT事 業 として初 の「日
者は高
本語 キ ャンプ」を実施 しま した。参力目
校 生か ら六十代 の方まで年齢層 も幅広 く、
また スペ イ ン人 の方 も参力日して、ちよつ と
だ け国際的 日本語キャ ンプ とな りま した。
キ ャ ンプ期間 中は Bp.在 住 の 日本 の方 々、

3)第

10回 言語パ レー ド
日時 :2009年 9月 9日 (水 )〜 13日

(日 )

会場 :″ りだ 2存 り
Budapesti Visirkozpont B csarnok
l101 BudapestJ Alberttsai tt 10

詳細は

4)第 17回 日本語 ス ピーチ コンテス ト
H月

ハ ンガ リー 人 のボ ランテ ィアの方 もお手伝

日時 :2009年

い 下 さり、大成功 に終わることが出来ま し

会場 :ELTE大 学法学部イベ ン トホ ール

た。参加者 対象に行 つたア ンケー トの集計

1053 Budapest,Egyetem t6r l‐ 3.

結果 は MJOTの

ML00515を

ご覧下 さい。

8日

(日

)

鍮 Wtthu.emL蜘 駐a
詳細は h鐵 繊げ

来年 の夏 も行 い ます。2010年 春にキャ ン
プ実行委員、 日本語講師、 日本文化指導講
師を募 ります ので、宜 しくお願 い します。

M JttT会

報
編 集 部 よ り
「会報 16号 」は 2009年 11月 に発行予定

です。会員 の皆 さん の声を受 け付 けていま
す。担 当されて い る授業 の様子や課外活動
等 を写真付 きで編集部 までお送 り下 さい。

MJOTス ピ コ ン 実 行 委 員 会 よ り
10月 9日 (金)ス ピコン原稿 の〆切 です

MJOT会 報 15号

!

地方 か らの参カロ
者 には交通費 が支給 され ま
す ので、地方 で 日本語 を教 えて い らつ しゃ
る 日本語教師 の皆 さん、教 え子 さん の出場
を 目指 して、 ご指導お願 い します。

発行 :2009年 8月
編集 :後 藤 史与
発行人 :ハ ンガ リー 日本語教師会
新学期 も頑 張 りま しょ う :
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