
しょうか。いいえ、それだけではありません。
正しく安全に“前に進むために”あるのです。
日本語教育史研究も単に過去を振り返るだ
けにとどまってはなりません。日本語教育の
進むべき方向を見定め、これからの日本語
教育のあり方を考えることにこそその研究意
義があるのです。『日本語教育史を

●

学ぶ』の
ではなく『日本語教育史に

●

学ぶ』のです。」
　「日本語教科書のこれから」を考える際に
も「日本語教科書のこれまで」を見ておく必
要があると考えるのは上記のような私の研究
観があるからにほかなりません。

日本語教科書の変遷
　さて、日本語教科書の変遷（日本語を母

日本語教育史に学ぶ　
　7 月 27 日に、スリーエーネットワークの創
立 40 周年記念イベントとしてパネルディス
カッション「『教える』と『学ぶ』をつなぐ—
日本語教科書のこれから」が行われます。そ
こで、それに先立って、この場をお借りして

「日本語教科書のこれから」ではなく「日本
語教科書のこれまで」を大掴みに振り返って
おきたいと思います。
 日本語教育史を講ずるときに、私はたいて
い次のような前置きから始めることにしてい
ます。
　「バックミラーなしで車を運転するのは危
険ですね。では、何のためにバックミラーは
あるのでしょう。後ろを見るためにあるので

語とする日本人教師が主導権を握り日本語
を母語としない人々に対して日本語教育を
開始した 19 世紀末以降）を大きくとらえる
には、次のように４期（＊はキーワード）に
分けてみるとよいでしょう。
　
第１期　19 世紀末頃から 1940 年頃まで
　　　　 ＊植民地政策、同化政策、留学生

受け入れ、対訳法、直接法
第２期　 1930 年頃からアジア・太平洋戦争

終結時まで
　　　　 ＊日本語普及政策、教科書の多様

化、直接法から修正直接法へ
第３期　 1950 年代、1960 年代の戦後日本語

教育復興期
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Ja-Netは Japanese Networkの略です。「にほんご」を通して編集室と読者の皆様を結ぶ情報誌にしたいと考えています。

巻　頭　

寄　稿
日本語教科書のこれまで

元東海大学教授

関　正昭

2013年 7月 25日発行Contents 　目次No.
 66

季刊ジャネット	

July 
2013

1973 年 7 月 28 日創立
おかげさまで40周年　ありがとうございます。

株式会社スリーエーネットワーク



・ 言語政策的理念  
・時代のニーズ 
・学習者のニーズ  
・日本語教育が行われた国別地域別ニーズ 
・教授法理論の影響
・ 関連諸科学の影響  
・人的つながり 
・ 機関的つながり　等々
 
 これらの理念・ニーズ・誘因は、あたかも
幾種もの糸であざなわれた縄のごとく、各教
科書は関連の糸で結ばれ、いわゆる系譜を
形づくっていると考えられます。
　たとえば、第３期の代表例としては国際学
友会（鈴木忍）と言語文化研究所附属東京日
本語学校（長沼直兄）の教科書が挙げられま
すが、両者とも人的・組織的繋がりから見れ
ばそれぞれ第２期の日本語教育振興協会、
国際学友会との強い関係が見出せます。第
４期の『みんなの日本語』（スリーエーネット
ワーク）は、『新日本語の基礎』→その前身
の『日本語の基礎』との「血縁関係」がありま
す。人的・組織的繋がりから見れば、さらに
遡ることもできるのですが、いずれにしても
系譜を形作っている教科書は、意図的にそ
の系譜の維持に努めてきたわけではなく、そ
の時代のニーズ・学習者のニーズ・教授法
研究の進展等により進化を遂げてきたという
事実も見逃してはなりません。『みんなの日
本語』も進化を遂げてきた一方で『日本語の
基礎』以来の教科書作りの理念・コンセプ
トが貫かれていると見るべきでしょう。
　吉岡（2013）によれば、日本国内で出版さ
れた日本語教材の数は、1970 年代において
は百数十種だったのに対して 2000 年代には
五百数十種以上にものぼるということです。
このように今日まで夥しい数の教科書・教材
が作られてきたわけですが、その中には日本
国内外の数多くの学習者に長く使われ、歴史
に残る教科書になったものもあれば、一時的
に話題を呼んだものの、瞬く間に忘れ去られ
たものもあります。
　では、歴史に残る教科書にはどのような特
長があるのでしょうか。私がこれまで調べて
きた教科書開発の歴史から学べることとして
は、下記のようなことが挙げられると思いま
す。
１）揺るぎない理念、信念がある
２）一つの教授法に固執しない
３） 総合性、汎用性をいたずらに標榜してい

　　　　 ＊外交・文化・経済等の政策、戦前・
戦後の連続、アメリカ構造言語学

第４期　1970 年代以降現在まで
　　　　 ＊国際交流基金、留学生、技術研

修生、中国帰国者、難民、年少者、
介護士、看護師、ポスト・オーディ
オリンガル、コミュニカティブ

　　　　　
　1960 ～ 70 年代以降は日本語教授法研究
の進展や日本語学習者の急増など短期間で
の激しい動きがありましたので、さらに細か
く時代を区切ってみることも必要です。佐々
木倫子（2013.1.25）「社会的変動と日本語教
育の 40 年間」Ja-Net 64 号では、この時代
の「国内日本語教育の大きな流れ」を次のよ
うに端的に示しています。
　1960、1970 年代　
　言語構造の理解と定着
　1980 年代半ば～　 
　コミュニケーション能力
　1990 年代半ば～　 
　社会の一員としての学習者
　2010 年代～　　　
　 マイノリティとの連携
  
　なかでも、1980 年代後半は政策的にも教
授法的にも大きな変動のあった時代であり、
戦後日本語教育界のパラダイムシフトが起
きたとも言われます。「留学生受け入れ 10
万人計画」が打ち出されたのは 1984 年のこ
とでした。それにともなって、日本語学習者
が激増し、その一方で日本語学校の乱立・
日本語教師の資質の低下といった問題も噴
出しました。よい意味でも悪い意味でも日本
語教育界が活気づいた時代でもあり、教材
開発にも弾みがついたと見なすこともできま
す。　
　しかし、それから２０数年を経ようとして
いる今日においては、教科書不要論さえ唱
えられていることからもわかるように、状況
は大きく動こうとしています。作られた教科
書・教材だけでなく、「教科書観」の変遷に
ついてももっとダイナミックにとらえる必要
がありそうです。

教科書の背景にあるもの
　いかなる教科書も、その時々に恣意的に
作られたのではありません。作られた背景に
は、さまざまな理念・ニーズ・誘因等があり
ました。

[	2 ]　25th July, 2013

関　正昭（せき・まさあき）

元東海大学教授。1947 年鹿児島県生まれ。東京都
立大学人文学部卒業。海外技術者研修協会日本語
専任講師、東海大学留学生教育センター助教授、愛
知教育大学教育学部助教授、鹿児島女子大学文学
部教授、東海大学国際教育センター教授等を歴任。
[ 主な著書 ]

『日本語教育史研究序説』（スリーエーネットワーク）
『日本語教育史』（共著、アルク）、『日本語教育史論

考第二輯』（共編著、冬至書房）、『日本語中級Ｊ
501』（共著、スリーエーネットワーク）など

ない
４） 広く関連諸科学の知識や理論を導入・

応用している
５） 編集・執筆者に教育現場での豊かな経

験がある
６） 確かな日本語教育文法観が貫かれてい

る
７）    「何を教えるか」とともに「何を教えない

か」を考えている
８） 対象学習者、学習目標、学習時間（目安）

を設定している
９）学習者の協力がある
10）試用⇄修正がなされている

 上記 10 項目は「歴史から学べること」とは
いえ、あくまでも私見です。さらに綿密に分
析すればまた違った結論が見出せるかもし
れません。ですから、上記のような特長がそ
ろっていれば万全だと言えるのでしょうか。
いいえ、そこには新たに 11 番目 12 番目……
の特長が加えられなければならないでしょ
う。7 月 27 日のパネルディスカッションでは
出席者の知見と経験を生かして、まさにこの
ことが議論されることになるでしょう。

＜参考文献＞
吉岡英幸（2013）「日本語教材の変遷と現状」『日本語教育
学会　2013 年度第１回研究集会　予稿集』公益社団法人
日本語教育学会・九州日本語教育連絡協議会
関正昭（1997）『日本語教育史研究序説』スリーエーネット
ワーク



学習者の目
このコラムでは、学習者の視点での話題をお届けします

View from the Other Side
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̶ 日本語人生へ
　私にとって日本語は単なる言語ではなく、
人生です。イギリスの植民地であった香港
という土地柄と、外省人（非広東省出身者）
家庭というバックグランドもあって、小さい
ときから幾つかの言語は話せていましたが、
生まれも育ちも香港なので、やはり気質的に
ホンコンガー（メディアではしばしば香港
人を Hong Konger と英訳する）です。それ
が 18 歳で留学のために日本へ渡り、新たな
日本語人生を迎えることになりました。

̶ 音の質問魔
　母語が声調のある言語（Tonal Language）
だったからか、あるいは高校まで音楽をやっ
ていたのが原因か、声調、発音には非常に
敏感で、常に気をつけていました。「雨」は
ア（高）メ（低）、ア（低）メ（高）、標準語
ではどっち？「小金井」はこが（濁音）ねい、
こが（鼻濁音）ねい、どちらが正しい？「あ
なた」はあなた（破裂する）、あなた（破裂し
ない）、私の耳には「あなだ」にしか聞こえま
せんが……、などたくさんの質問を、授業中
はもちろんのこと、休憩や、放課後も先生を
捕まえては、質問をしていました。私の通っ
た日本語学校 JMA（すでに閉校）では、音
の質問魔として知られ、先生方には敬遠さ
れていたに違いありません。当時、KY とい
う言葉はなかったにせよ、今思えば、もう少
し周りの状況を判断して、気を配るべきでし
たね。

̶  堀内先生との出会い
　JMA 在学中、先生方には大変お世話にな
りました。ここで特筆すべき人物は恩師の
堀内先生です。下宿先が先生のお宅の近く
だったので、学校のレギュラーコース以外、
週１、２度先生のお宅にもお邪魔して、指導

をしていただきました。たくさんご馳走にも
なり、生活面の面倒もみてくださいました。
今でも忘れられないのは、大雪が降った
1987 年の 12 月の第一日曜日のことでした。
　この日は日本語能力試験の受験日で、朝、
思いがけず先生よりお電話をいただき、「も
う準備できた？車で送ってあげるから、家の
前で待っててちょうだい」という内容でし
た。車の中で何度もお礼を言いますと、先
生からは「いい点数をとって、志望校に入れ
るといいね」という婉曲的かつ暖かい励まし
のお言葉をちょうだいしました。

̶ 金子先生との出会い
　大学生になると、交友範囲が一気にひろ
がりました。入学してまもないときに、歯を

検査する必要があり、アルバイト先の先輩
に歯医者の先生をご紹介いただきました。
銀座に診療所を構える金子先生という開業
医です。先生はいつも私を一日の最後の患
者にします。授業などがあるので、時間的
にはそのほうが助かりますが、先生の意図
がわかりませんでした。診療が終わると、
先生は必ずお食事に連れて行ってください
ました。それも鉄板焼、懐石、お寿司、割烹、
ステーキなど日本を代表する料理の数々。
先生がグルメでいらっしゃるのは想像できま
したが、学生とは無縁な高級料理で、ご馳
走になってばかりで申し訳ない気持ちが一
杯でした。少しでもお返しのつもりで安価な
お菓子を先生のところへ持って行きますと、
先生からは「そんなことはしなくていいから、
これは君の社会勉強のためで、将来、陳君
も人の先輩になったら、若い人の面倒を見
てあげれば、それでいい」と先生の哲学を
語ってくださいました。

̶  日本語教育と日本文化推進のために
　言葉は単なる音、語彙、文句、段落から
成り立っているのではなく、個人の躾、国の
文化の表れだと思います。18 歳で日本語に
出会い、日本人の心、日本の文化に触れる
ことになり、しだいにこの国と恋をし、魅了
されていきました。そして留学を終え早 20
年が経とうとしています。そして今では日本
語教育と日本文化の推進の仕事に携わるよ
うになり、微力ですが私の日本での経験を
周りと分かち合っています。これができたの
は以上のお二方をはじめ、大勢の日本の恩
師や学友、友人、同僚からの優しい言葉や
励ましを通じて、私に日本の美を教えてくれ
たからです。
　日本に感謝しつつ、今日も日本語人生を
歩み続けています。

日本語人生
非日本語人生VS日本語人生はいつのまにか２：３。	これからも続く日本語人生。

T. K. Tan（陳徳奇）
 1967 年香港生まれ。高校卒業までピアノのレッ
スンの毎日。
1985 年日本の音楽大学入学を目指して来日。
音楽専門学校でピアノを学ぶ。その傍ら日本マ
レーシア協会（JMA）で日本語を学び、明治大学
商学部入学を機に進路変更。明治大学商学部博
士課程前期修了後、日本企業に就職。2000 年
香港に戻る。
現在、香港大学専修学院のシニアプログラム
ディレクターとして、日本語教育カリキュラム作
成のみならず日本研修旅行、東山文化講座など
多彩な日本語 ･日本文化講座を企画・実施。



携大学へ 1 年間留学する
ことになっています。当
初はそうした海外提携校
からの交換留学生に対す
る日本語学習支援が眼目
でしたが、様々な目的で来日する私費留学
生が増え、2 年前にコースとカリキュラムを
改定しました。
　コースは２つ、「総合日本語コース」と「大
学院進学研究コース」です。修業年限は半
年～最長 2 年までです。「総合日本語コース」
は大学進学をめざす人、仕事や勉学、生活
に必要な日本語力を高めたい人が対象で、
Ｎ４～Ｎ１までの日本語能力別クラス編成と
なっています。「大学院進学研究コース」は
大学院に合格できるまでの個人指導と、大
学院で求められる研究活動に必要な専門的
日本語能力を養成するカリキュラムを組み、

　

　ヨシダ日本語学院は、都内に唯一残る「都
電（荒川線）」の終着駅早稲田駅のすぐ近く
にあります。学校から大隈通りを抜けて都
電以外の最寄駅東京メトロ早稲田駅に向か
う道、聞こえてくるのは中国語、韓国語、英
語、スペイン語…早稲田大学の留学生たち
でしょうか。日本語以外の言葉が行き交っ
ている街です。
　そして、私たちがふだん別館と呼んでい
る２つの教室の前には、あの「神田川」が流
れ、その川岸は春には見事な桜並木を見せ
てくれます。
　長い時間そういう環境に身を置いている
と、それがごく当たり前のことで何とも思わ

日本文化を世界に発信

　目白大学新宿キャンパスは中落合にあり
ます。このあたりは江戸時代京都・金沢に
次ぐ着物染色の地で、「蛍狩り」の名所とし
ても風光明媚な場所でした。明治・大正時
代には文人や芸術家が多く移り住み、通学
路には『放浪記』で知られる林芙美子の家も
残っています。
　目白大学は 1994 年に創設された学校です
が、伝統校には見られない若々しい活力が
溢れています。学生数 6,000 人規模のため、
学生と教職員の関係が近く感じられます。
留学生別科は 2008 年に開講されました。外
国語学部には 4 つの学科、英米語、韓国語、
中国語、日本語・日本語教育学科がありま
すが、韓国語学科は２年次に全員韓国の提

目白大学　留学生別科日本語専修課程					石沢弘子

ヨシダ日本語学院					一条初枝
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新宿区東京都

国内編
東京都　新宿区
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日本語ご紹介

日本文化研修で日光へバス旅行

ない、そういうことがしばしばありますが、
ヨシダ日本語学院を卒業した学生たちに
とっては、やはりこの環境こそが学校そのも
の、日本での生活を始めたばかりの自分自
身の原風景となっているようです。
　さて、そのヨシダ日本語学院の卒業式、
正確には「ヨシダ日本語学院卒業式 ･ 卒業
制作発表会」は、毎年３月１５日前後に行わ
れます。「卒業制作発表会」とわざわざある
のは、それが卒業試験でもあるからです。
課題は、クラス全員で卒業式に何かを発表
すること。
　卒業クラスの学生たちは、１０月から小論
文クラスで学んだことを基にし、１月からは、
プロジェクトワーク中心の授業に取り組みま
す。そこでは教師との関係も含め、自分で
考え、日本語を使ってのさまざまなやり取り
が必要です。学生たちは時にはけんかをし、
時には誰からと言うのでもなく慰められなが
ら、卒業制作の準備を進め、クラスの中に

自分の居場所を作っていきます。
日本語学校での生活は、学生たちにとって
生活のほんの一部分でしかないのかもしれ
ません。でも、だからこそ、それぞれの学
生たちの共通の場所である学校で、最後の
３か月、一緒に何かを作り上げる時間を共
有するということには、ささやかなりとも意
味があるのではないでしょうか。
　卒業制作をやり終えた後の晴れ晴れとし
た顔で、「明日からヨシダに来られない」と
学生たちが寂しそうに言うとき、ああこの人
たちはヨシダの本当の学生になったなという
感慨を私は覚えるのです。

実績を挙げています。
　この他、短期コースを年 2 回、2 月と 7 月
に実施しています。2 週間という短い期間で
すが、日本語と日本文化を融合させ、コミュ
ニケーション能力の活性化を図り、日本での
体験学習を重視したプログラムです。最終
日には「わたしの見たニッポン」というテー
マで発表会を開きます。
　留学生別科のメリットは、目白大学や大
学院を進路先として目標にできる、学部生と
の交流活動の機会が多い、大学のサークル、
スポーツ大会、学園祭などに参加できる、
図書館や食堂など大学の施設が使えること
も挙げられます。
　別科では留学生たちに日本をもっと知り、
好きになってもらうため、バス旅行、コーラ
スグループを招いて日本の歌、茶道教室、歌
舞伎鑑賞教室などを積極的に行っています。

「外国人」が「留学生」に
なる場所

卒業式・卒業制作発表会



ハイジの里から、
こんにちは！

境を用意することを心がけています。
そこで、不定期ではありますが、文化イベ

ント Japan Evening を年に数回開催してい
ます。テーマは「日本酒」「着物」「日本経済」

「E ラーニング」等、様々で、発表は教え子
や非日本語話者が英語、もしくはドイツ語で
行います。発表のあとはいつも楽しい懇親会
で、ワイングラス片手に朝まで話が続くこと
もあります。

また、日本旅行を近い将来予定している方
を対象とした「Ready for Japan?」というワー
クショップも６月に始めました。このワーク
ショップは、日本を徒歩で縦断したトーマス・
コーラ氏とのコラボです。

日本語を通して、日本という国を好きになっ
てもらい、多くの人々をスイスから日本に送
り出したいと思っています。日本とスイスの
架け橋になる人材を育成し、両国の平和と発
展に繋げたいと、壮大な夢を抱きつつ、今日
も、赤鉛筆で生徒の個性的な作文の宿題を
笑いを堪えながら添削する私でありました。

性へと繋がります。チュー
リッヒは金融の街なので、バ
ブルがはじけたあとも日系の
銀行は数多く残っていました
し、日本企業と取引をする銀
行や保険会社の顧客が多く、
会社の会議室を利用しての
授業が中心でした。

しかし、個人からの授業の
依頼も徐々に増え、一般人を対象としたグ
ループレッスンの必要性も感じ始め，2009
年、一人娘の独立を機に、チューリッヒ市内
に不動産を買い、建物の５階を住居、１階を
日本語学校の教室としました。チューリッヒ
中央駅から電車で９分、チューリッヒ国際空
港からも路面電車で 10 分と大変便利な所に
あります。

今は、平日は毎晩 90 分 2 クラスのグルー
プレッスンをしています。加えて毎日ではあ
りませんが、朝６時半からの早朝レッスンや、
昼休み時間を利用しての出張レッスンも行っ
ています。他にも、都合が合えば、昼間の
授業など、出来る限り学習者の希望にそって
個人授業をアレンジしています。

グループレッスンは、90分授業が週に1回、
年に合計 50 時間程度しか、学習時間がない
のですが、『みんなの日本語』を 1 年で 1 冊
終えるようにしています。私の授業はテンポ
が速いのが特徴です。最長でも 100 時間、
最短 20 時間の授業時間で、日本語知識０の
学習者を日本語能力試験 N5 に合格出来る
レベルまで伸ばすようにし、受験を促してい
ます。

日本文化紹介の機能も
当校は、語学学校としてだけでなく文化

施設としての機能も備えています。日本のよ
うに、一歩外を出れば日本語と日本文化が
溢れているのとはわけが違いますから、スイ
スの学習者が日本語や日本文化に触れる環

皆さん、こんにちは！
スイスというと、まず皆さんが思い浮かべ

るのは『アルプスの少女ハイジ』ではありま
せんか？　そのハイジがお爺さんと暮らして
いたとされるマイエンフェルドから車で 1 時
間 弱 の チ ュ ー リッ ヒ と い う 街 で 私 は
Japanese Language Studio という日本語学
校を経営しています。

外国語が飛び交う国
スイスはヨーロッパの中央に位置し、ドイ

ツ語、フランス語、イタリア語、そしてロマ
ンシュ語と、公用語は実に４カ国語です。国
連など国際機関もあり、外国人の割合も多く、
更に外国人労働者や外国からの移住者が多
く、外国語にあまり抵抗がないようです。そ
んなお国柄のせいか、約 50 の教育機関で日
本語が教えられており、学習者の数は全体
でおよそ 2,000 人に及ぶようです（国際交流
基金調べ 2011 年）。

先生一人の日本語学校ですが…
Japanese Language Studio は、私一人が

教鞭をとる個人経営の小さな語学学校です
が、大型テレビや学習者用のラップトップを
備え、30 人も座れる教室があります。

私は 1990 年からスイスに住み、子育てが
一段落した 1996 年頃からある語学学校の依
頼で日本語を教え始めました。そして 2001
年には、個人や企業から直接、日本語指導
の依 頼を受けることが 多くなったので、
Japanese Language Studio と、とりあえず
語学学校「らしい」名称を決め、教えるのは
私一人しかいないのに、「校長」と称して名
刺を作り、独立しました。特に企業対象の場
合は、学校名の入った請求書と名刺が信頼
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海外編
スイス  チューリッヒ

あ
ち

こ
ち

漢字仮名まじりの文を早くたくさん入力する競争

日本語ご紹介

Japanese	Language	Studio	校長		メルキ能子

スイス

チューリッヒ

1 時間だけの日本語基礎クラス。日本語学習は初めて。
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改訂版　毎日使えてしっかり身につく　はじめよう日本語初級

　実生活で使える自然な日本語を、初級のうちから学ばせたいと思ったことはありませんか。『はじめ
よう日本語初級』は文型を易しいものから難しいものへ積み上げながら、状況・場面に合った「使える」
日本語が身につく、初級日本語のシリーズです。

文型の提出順にも配慮した、話題・場面シラバスの教科書
「はじめよう日本語初級」シリーズを改訂しました！

「改訂版毎日使えてしっかり身につくはじめよう日本語初級」シリーズラインナップ
書店でご購入いただける書籍（発売中）

はじめよう日本語初級１メインテキスト（ＣＤ３枚付） 2,730 円（税込）
はじめよう日本語初級１ドリルと文法 1,260 円（税込）
はじめよう日本語初級２メインテキスト（ＣＤ３枚付） 2,730 円（税込）
はじめよう日本語初級２ドリルと文法 1,260 円（税込）

プリントオンデマンド *、または電子書籍でご購入いただける書籍（発売予定）
    プリントオンデマンド 電子書籍

はじめよう日本語初級語彙リスト英語訳 2,100 円（税込） 1,260 円（税込）
はじめよう日本語初級語彙リスト中国語訳 2,100 円（税込） 1,260 円（税込）
はじめよう日本語初級語彙リスト韓国語訳 2,100 円（税込） 1,260 円（税込）
はじめよう日本語初級語彙リストベトナム語訳 2,100 円（税込） 1,260 円（税込）
はじめよう日本語初級１授業の進め方  3,150 円（税込） 1,890 円（税込）
はじめよう日本語初級２授業の進め方  3,150 円（税込） 1,890 円（税込）
* プリントオンデマンド：注文に応じて１冊ずつ印刷・製本してお届けするシステムです。
http://www.3anet.co.jp/ja/144/

●改訂の内容
　初版の発行から７年経過したため、古く
なった語彙の入れ替え（例：ＭＤ、再入国手
続き、外国人登録証）、統計資料の差し替え

（例：人口や価格）を行いました。
『メインテキスト』の充実

ＣＤを３枚つけ、音声だけでなくスクリプト
と日本語語彙リストも収めました。
ラインナップを環境の変化に合わせて変更

『語彙リスト各国語訳』を紙の書籍（プリント
オンデマンド）と電子書籍から選べるように

し、ベトナム語の語彙リストも新たにライン
ナップに加え発売を予定しています。
●シリーズの使い方
　『メインテキスト』の各課には、「自己紹介」

「友達を誘う」「思い出」「わたしの国と日本」
や「わたしの今と将来」（以上初級 1）など、各
課１つずつ場面・状況があります。クラスで
は、文型を意識させる代入練習を行いなが
らも、学習者自身の発話を促し、運用力を重
視した教室活動を行います。テキストには
練習や活動のすべてに１つの場面・状況が

明示してあります。また、代入練習以外の言
葉も掲載してありますから、学習者は語彙
を増やしながら自分のことを話せるように
なっていきます。
　『メインテキスト』で発話の練習を充分
行ったあとは、『ドリルと文法』を使って文法
の柱を強固にします。前半の「ドリル編」で
は、各課で学んだ文型を書かせて、基礎文法
の力を確実なものにしていきます。後半の

「文法編」では、それまでに学習した文型の
整理を行い、中級・上級へつながる力をつ
けていきます。同じ文型を「ドリル編」と「文
法編」で繰り返し学習することで、知識の定
着を図ります。
　『語彙リスト各国語訳』は、学習者に持たせ
て、授業の予習・復習に役立ててください。

『メインテキスト』のＣＤにある「新出語彙」の
翻訳です。

B5判　

TIJ東京日本語研修所　著

〈採用校の声〉
　『はじめよう日本語初級』を導入して以来、「会話
がたくさんできてよい」と学生からの評判は上々で

す。各セクションに活動が用意されており、その日に

習った文型を使って模擬会話をするなど、学生の発

話の時間が多く、積極的にいろいろな学生と話そう

という雰囲気を作り出してくれます。また、「バーベ

キューに誘う」など、一日一日の授業に明確なコミュ

ニケーション目標設定があり、教師も学生もそれに

向かって授業を進められるのもメリットと考えてい

ます。その他にも自然すぎるくらい自然な語彙がど

んどんでてくるのもこの教科書の面白みでしょう。

ＭＡＮＡＢＩ外語学院東京校



　本書は、「ニュースの日本語 聴解 50 < 中
級後半～上級レベル >」の姉妹編です。初級
の学習を終えた中級レベルの人を対象に、生
のニュースが聞き取れるようになることを目
指したものです。ニュースの形は決まってい
て、多くは以下のような 3 つの構成になって
います。
　1. 最初の文にポイントが来る。
  2. 続いて、ポイントの詳しい説明が来る。
  3. 1 についてのコメントが来る。
本書では、実際に放送されているニュースと
同じ、上記の形式のものを40載せてあります。

中級からはじめる　
ニュースの日本語　聴解 40
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瀬川由美・紙谷幸子・北村貞幸	著

2,100円（税込）

ニュースが聞けると
日本についても見えてくる！

( 財 )国際教育振興会日米会話学院日本語研修所

瀬川由美

ベトナム語を母語とする日本語学習者に
お勧めの教科書は？

＜中級＞
新日本語の中級 分冊 ベトナム語訳　　

1,785 円（税込）
新日本語の中級 文法解説書 ベトナム語版

1,680 円（税込）
『新日本語の中級 本

冊』に準拠した教材
です。『CD』や『会話
DVD』などの副教材も
充 実 し た 中 級 の シ
リーズです。

日本国内では、ベトナム語を母語とする日本語学習者が急増しています。日本語学習の際に、

ベトナム語の助けが必要な学習者も多いようですので、当社の日本語教材でベトナム語関

連の教材をご紹介いたします。

＜初級＞
「みんなの日本語初級」シリーズ

みんなの日本語 初級Ⅰ 本冊 第 2 版 翻訳・
文法解説ベトナム語版　　　 2,100円（税込）
みんなの日本語 初級Ⅰ 本冊 翻訳・文法解説
ベトナム語版　　　　　　　2,100円（税込）
みんなの日本語 初級Ⅱ 本冊 翻訳・文法解説
ベトナム語版　　　　　　　2,100円（税込）
初級の定番、『みんなの日本語』はベトナム
語訳もそろっています。第 2 版でも、Ⅱの『翻
訳・文法解説 ベトナム語版』も発売予定です。

「日本語初級 大地」シリーズ
日本語初級１ 大地 　語彙訳　　　　（無料）
同じく初級教科書のシリーズ『日本語初級 大

内容は、経済、金融、政治、行政、社会、
生活など多岐にわたっています。

各ニュースには 1 ～ 5 のタスクがあり、45 分

目次

1．ペンギン、逃げ出す

2．一足先に夏、ビアガーデンオープン

3．心を持つ掃除機

4．避難訓練

5．	大手ビールメーカー、顧客とネット上で

ビール開発

6．お盆の帰省ラッシュ

7．眠い日本人

　　　

39．太陽が活動低下？

40．東京 23 区の生活保護率

地』では、当社 HP に
各課の新出語彙リス
トのベトナム語訳をご
用意しています。無
料でダウンロードでき
ますので、ご自由に
お使いください。そ
のほか、インドネシア
語訳、タイ語訳もダウンロードできます。

＜文字 ･ 語彙＞
一人で学べる ひらがな かたかな ベトナム語
版（CD 付）　　　　　　　　1,470 円（ 税
込）
最初の文字学習が母
語でできると学習者
の負担がかなり軽く
なります。

で学習できるように作成しました。タスクを
行いながら、ニュースの構成と内容が理解で
きるようになっています。
CD には、各ニュースの音声が収録されてい
ます。各ニュースの重要語彙は、英語・中国
語・韓国語の訳を付けて別冊にまとめてあり
ます。また、ニュースでよく使われる決まっ
た表現も「ニュース重要表現」として載せま
した。タスクとニュースのスクリプトに出てく
る漢字には、ふりがながあるので、独習用と
してもお使いいただけます。
本書を通じて、ニュースのおもしろさを知る
と同時に、日本の社会で日々起きている出来
事について理解を深める助けとなれば幸い
です。



40 周年記念キャラクターできました！

縁起のよいダルマのような体つきの
「ももちゃん」は、頭のてっぺんが「３」、
体の形が「A」を表しています。
どうぞよろしくお願いいたします！

●	『Ja-Net』をご希望の方はお名前･ご住所･ご所属を編
集室までお知らせください。無料でお送りいたします。
『Ja-Net』第 67号は2013年10月25日発行です。

中級からはじめる  ニュースの日本語  聴解 40   7 月発行予定 2,100 円（税込）

みんなの日本語  初級Ⅱ  第 2 版  導入・練習イラスト集   9 月発行予定 2,520 円（税込）

みんなの日本語  初級Ⅱ  第 2 版  絵教材ＣＤ－ＲＯＭブック 11 月発行予定  3,150 円（税込）

スリーエーネットワークという社名は、アジア（Asia)、
アフリカ（Africa）、ラテン・アメリカ（Latin	America）
のいわゆる発展途上国の多くが存在する三つの地域を
ネットワークでつなぎ、相互理解と友好促進を図ろう
という趣旨をシンボライズしています。

2013年 7月25日発行
●	発行人	 小林卓爾
●	発行所	 （株）スリーエーネットワーク
	 営業広報部	Ja-Net	編集室
	 〒102-0083		東京都千代田区麹町3-4		
　　　　　トラスティ麹町ビル2F
	 TEL:	03-5275-2722　FAX:	03-5275-2729		
	 E-mail:	sales@3anet.co.jp		　
　　　　　http://www.3anet.co.jp/
●	印　刷	 日本印刷（株）
	 ©	2013	by	3A	Corporation			Printed	in	Japan	

（禁無断転載）

すべて税込価格ですBooksほん

[	8 ]　25th July, 2013

なんでも情報

BOX

No.
 66

季刊ジャネット	

40 周年記念キャラクターできました！40 周年記念キャラクターできました！

入賞作決定！
　当社40周年記念作文コンテストにご応募いただ

きありがとうございました。

　厳正なる審査の結果、以下の方々に入賞作が決

定いたしました。

課題作文「私の街」
大賞（当社書籍30,000円分）：
ハンナ・ユイカ様（ポーランド共和国　グダニスク）

入賞（当社書籍20,000円分）：
古川俊雄様（大分県大分市）　　　

佳作（当社書籍10,000円分）：
小池律江様（東京都江東区）

鬼一二三様（カンボジア　シェムリアップ）

自由作文
大賞（当社書籍30,000円分）：該当なし
入賞（当社書籍20,000円分）：
浅井華代（滋賀県彦根市）「ベトナムのパンはフランス
パン？」

佳作（当社書籍10,000円分）：
米田恵子（兵庫県神戸市）「私のネタ帳」
入賞作品については次号 Ja-Net67号でご紹介予定です。

　課題作文では「いつも当たり前に学習者に書かせ

ていましたが、初級で作文を書くのがこんなに難し

いと思いませんでした」などご感想もいただきまし

た。日々、例文を考えていらっしゃる先生方のご苦

労がうかがわれます。

　そこでこれを機に、日本の「私の街」だけに限ら

ず、世界中の「私の街」を紹介する機会を作ってい

きたいと考えています。ぜひその際にはご協力くだ

さい。

① 兵庫日本語ボランティアネットワーク 2013
年度研修会 「コミュニケーション力をつける―

『おしゃべりのたね』を使って」in 神戸

ボランティアとして活動する場合、いかに学習者の

方たちに発話してもらうか、というのはいつも課題

となっていると思います。いろいろ話しかけてもな

かなか日本語で返ってこない、ついボランティアば

かり話してしまって、学習者はほんの少ししか話せ

なかったなどいろいろと抱えている課題があるかと

思います。どうすれば学習者に自ら発話してもらう

場にできるのか、『おしゃべりのたね』の著者が実

際にどう教材を活用すればいいのかをご紹介しま

す。学習者・ボランティア双方のコミュニケーショ

ン力について一緒に考えてみませんか。

講　師：澤田幸子（『おしゃべりのたね』著者）

日　時：	8月25日（日）13：30～16：30

　　　　（受付13：00、交流会15：40～16：30）

会　場：	神戸市立総合福祉センター４Ｆ第2会議室

　　　　（神戸市中央区橘通3-4-1）

定　員：	60名（先着順、定員になり次第、締め切ります。）

参加費：	兵庫日本語ボランティアネットワーク会員、

学生　500円　非会員　1000円

問合せ／申込み先：兵庫日本語ネットワーク

E-mail：	hnvn.kobe@gmail.com

FAX：078-741-3465／ TEL：090-4296-4648（後藤）

主催：兵庫日本語ボランティアネットワーク、スリー

エーネットワーク

② 日本語教材まつり 2013「教材作成により教
師力を上げよう」in 大阪

講　師：	西原純子（京都日本語教育センター京都日

本語学校長）

	 	根津誠（国際交流基金日本語国際センター

専任講師、『教科書を作ろう』共著者）

	 	松田浩志（『テーマ別	中級から学ぶ日本

語』共著者）

	 	村上京子（名古屋大学留学生センター教

授、『日本語教育叢書「つくる」テストを

作る』共著者）

日　時：8月31日（土）10：30～17：30

会　場：大阪梅田センタービル16階 E会議室

　　　　	（大阪市北区中崎西2-4-12	梅田センタービル）

対　象：日本語教育に興味のある方

参加費：1,000円

定　員：	100名（先着順。定員になり次第、締め切

ります）

申込み：	イベント名、開催日時、申込者氏名・住所・

電話番号・メールアドレスを下記宛にご連

絡の上お申し込みください。

問合せ /申込み先：凡人社営業部（坂井）

TEL：03-3263-3959　FAX：03-3263-3116

E-mail：ksakai@bonjinsha.co.jp

主　催：

アルク、研究社、スリーエーネットワーク、凡人社

③ スリーエーネットワーク主催研修会『みんな
の日本語 初級 第２版』改訂のポイント in 福岡

2012年 8月以降、『みんなの日本語	初級	第 2版』

として、改訂版の発行を行っています。そして、今

年３月に『みんなの日本語	初級Ⅱ	第 2版	本冊』を

発行いたしました。シリーズの柱となる主教材がそ

ろいましたので、第2版の改訂のポイントについて

ご紹介します。

講　師：	田中よね（『みんなの日本語初級　第２版』

執筆協力者）

日　時：	10 月 26 日（土）14：00 ～ 16：00（受付

13：30）

会　場：	九州英数学舘国際言語学院41番教室（福

岡県福岡市中央区舞鶴1-５-30）

定　員：	100名（先着順。定員になり次第、締め切

ります。）

参加費：無料

問合せ /申込み先：スリーエーネットワーク講座係

TEL：03-5275-2722　FAX：03-5275-2729　

E-mail：kouza@3anet.co.jp　http://www.3anet.co.jp

102-0083　東京都千代田区麹町３-４トラスティ麹

町ビル２Ｆ

お名前・ご所属・ご住所・お電話番号を明記してく

ださい。

主　催：スリーエーネットワーク


