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台湾の高校における日本語教育に関する一考察 

―教材、授業内容を中心に―                

                        鐘 珮禎 

 

1999年、中華民国台湾教育部が国際化時代に対応するため、中等教育の多元化を考え「高校にお

ける第二外国語教育推進五ヵ年計画」という教育政策を公布した。これにより、台湾の高校におい

て日本語教育が一つの選択科目として履修されるようになった。この教育政策のうえに日本ブーム

の影響もあり、日本文化に関心を持ち日本語学習を始める学習者が年々増えている。しかし、高校

での日本語教育が実施されて以来、様々な問題点が現れてきた。問題点は以下のとおりである1： 

 

① 学習の動機や意欲が希薄、学習の継続の難しさ、二年次履修者の減少  

② 基準になる教育目標がない、何をどう教えるかの基準がない 

③ 高等教育機関とリンクされていない、高等教育機関の既習者の受け入れ態勢の未整備 

④ 受験の影響などによる英語重視、日本語の軽視（日本語は入試科目に指定されていない） 

⑤ 高校生を対象として作られた良い教科書、教材がない 

⑥ 日本の社会や文化についての情報を得ることが困難 

⑦ 時間数、時間帯、クラスの人数の問題 

⑧ 学校側の理解不足、教師の無力感 

 

その中で、興味を持って始めた学習者が日本語の学習過程で学習意欲を失ってしまうことがもっ

とも深刻な問題点として指摘された。筆者がその理由を知るために、高校の日本語教育の現場に入

り授業参観を行い、学習者及び現場の日本語教師に対し、インタビューを行った。さらに台湾の高

校における日本語教育の現状をより詳しく把握するために、全国の日本語教師を対象としたアンケ

ート調査も行い、分析をした。 

 

そこで明らかになったのは、現場の日本語授業の内容が、学習者の期待していた授業とは大きく

異なり、それが原因で学習者の学習意欲が低下したということであった。台湾の授業現場では、日

本語によるコミュニケーション能力を高めるという目標のもとに、教科書に沿った文法、文型練習

というパターンで授業を行うのがほとんどである。現場で使用されている教科書を分析してみると、

                                                 
1平成15年度「台湾における日本語教育事情調査」報告書による。 財団法人交流協会日本語センター 
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その多くが語学留学生のために作られたものであり、主に構造シラバスで構成され、結局単に文法

項目の習得が目的となっている。したがって、このような教科書を中心とした授業や、文法項目に

こだわる教師の教え方は学習者の学習ニーズに合わず、面白くないため、日本語授業に対する熱意

が冷えてしまう。そのため、学習効果が上がらないうえ、学習者の学習意欲を低下させる最も大き

な原因となる。 

 

学習者のモチベーションは、効果的な授業経営をするための、極めて大きな要素である。学習者

を積極的に授業に参加させ、学習意欲を向上させるには、学習内容や、学習方法、教室風土が学習

者に適したものである必要がある。そのため、学習者の学習意欲を維持し、週に一回もしくは二回

しかない高校の日本語授業を通して常に興味を維持させるために、まず授業内容を改めて思案する

必要がある。 

 

学習者が授業に対する興味を引き起こすために、学習者のニーズに合わせることは非常に重要で

ある。その楽しさが、学びのモチベーションを形成する非常に重要なキーとなっている。しかし、

陳宗慶、陳怡如、児島宏美(2003)は、「我々は試験もやらない上に、宿題の量も出来るだけ少なめに

した。授業中も学生たちの興味に合わせるために、歌やゲームを多く取り入れ、楽しい授業を目指

した。しかし、楽しいだけで、ゲームが終わった後、何も残らず、授業が終わってしまう可能性も

ある」と述べている。日本語教育が第二外国語教育として正式的に台湾の高校に設置されたからこ

そ、日本語授業の中で学習者に何を学んでもらうのか、日本語授業を受けることでどのような力を

育成させたいのかということを考えたうえで、授業内容を再考する必要があるのではないかと筆者

は考えている。 

  

吉田(1995)は、「コミュニケーションを前提にした外国語教育は異文化に対する相互理解を無視し

ては成り立たない」と述べている。また、高校生である学習者が言語発達や人格形成の時期にある

ことから、中等教育における言語学習の目的は、単なる日本語そのものの習得だけにとどまること

なく、異文化理解、対応能力の養成、精神的、知的成長を目指すことにある（川上2002、矢部

2001）。オーストラリアの“Australian Language Levels Guidelines”（ALL ガイドライン）の学

習目標からみると、日本語は単に“道具”としての言語学習ではなく、その言語学習の過程を通し

て、異文化に触れ、理解し、対応していく能力の養成に重点が置かれていると考えられる。このよ

うに、目標言語圏の文化や社会についての理解を深めることができるからこそ、さらに目標言語を
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勉強し続けたいというモチベーションの維持につながったのではないかと筆者は考えている。 

 

また、縫部(2001b)は、「学習者は目標言語で自分の望んでいることや興味を持っていることを語

り、自分と関わりがあることについて話すことによって、学習にさらに注意を向けるようになる」

と述べている。学習者にとって、学習したことが聞いて分かり、使え、通じるという喜びも学習意

欲を持続させるキーの一つとなり、たとえどんなに易しい言葉であろうとも、学習者に「簡単な会

話が出来る」という満足感を与えられることが出来る。 

 

以上理論をふまえて、筆者が今回の実践授業で、文法項目の習得を目的とした日本語文法項目積

み上げ形式から脱却し、学習者の身近で日常的な事柄から導入し、そして相互理解を目指す日本語

学習の授業内容を設計した。教科書の提出順序にそって文法項目を教える授業パターンから離れ、

学習者に関わる身近な事柄から導入した。授業内容のトピックは以下の通りである。 

 

        K高校における日本語実践授業 

 トピック 主な教室活動 
03月30日 コンビニ生活 食生活、物価などの比較

04月20日 学校生活 学校の一日、部活 
05月11日 年中行事 慣習についての比較 

 

さらに、縫部(2001a)が提唱する「支持的教室風土」という理念も取り入れ、各トピックについて

の話し合いの中で、互いの人間性を尊重しあい、リラックスとした雰囲気で、学習者それぞれの考

えを引き出しながら、日本、日本語に対する興味を喚起しようとした。少しでも学習者の緊張感や

不安など、心理的圧迫感を減らし、教師と学習者、学習者同士の頻繁なやりとりで日本語学習の促

進にもつながると考えられる。その結果、トピックについて学習者がそれぞれ活発に質問をしたり

発言したりする姿がみられ、学習者が授業に対して参加したという実感を持ち、日本語学習にも積

極的に取り組もうとする態度がみえるようになってきていることが明らかになった。 

 

学習意欲の向上が、学習者が積極的に日本語の勉強に取り組もうとする姿勢や積極的な学習態度

につながるという傾向も見られ、学習意欲の持続にも有効ではないだろうかと筆者は考えている。

さらに、今回の実践授業では、日本に関する文化のみの習得にとどまらず、自分自身のことや自文

化についても学習できるよう授業をおこなった。学習者自身がこのような形で日本、日本語を学習



 4

することについて肯定的な評価をしたことから、今回の実践授業では、学習者の学習意欲を向上さ

せるには非常に効果的であり、また、日本語学習による日本文化の理解から、自文化に気付き、再

認識し、筆者が望んでいた相互理解の目標も果たしたといえよう。 

 

しかし、今回の実践授業では話し合いだけにとどまり、学習者一人一人の力を効果的に引き出し、

学んだものを更に活用できるようなアクティビティーに取り組めなかったことが反省点として残っ

た。本来は、話し合いの活動の先に、ロールプレイ、自己プロフィールの制作やプレゼンテーショ

ンなどのアクティビティーを予定していたのであるが、授業時間の関係もあり実施することができ

なかった。トピックから発展させるアクティビティーを通して、学習者が授業中で学んだものを更

に発揮するというアウトプットも必要であり、この一連のアクティビティーを達成することによっ

て、学習者の日本語学習がより促進するのではないだろうか。これは、今後の改善点として挙げら

れる。 

 

また、今回筆者の行った実践授業では、学習者一人一人そして場面に応じた言葉、表現を提示す

るという形で授業を行った。授業中、広く、楽しく日本語が学べることは利点であるが、しかし実

際のところ、トピックに関連する日本語の表現や言葉の可能性があまりにも広すぎて、結果授業内

容の趣旨が不明確になってしまった。これが、学習者にとって改めて負担になり、吸収できないと

いう結果につながった可能性もある。今後の高校における日本語授業をより効果的に行うためには、

授業内容を量的、質的に調整し、学習者のレベルを配慮、授業のカリキュラム、シラバスの一貫性

について更に工夫を凝る必要があると感じた。 

 

台湾の学習指導要領では、第二外国語の基礎学習を通じて、四技能の能力を習得させると同時に、

その外国の文化にも触れさせることによって、世界観を培わせることが目標とされている。しかし、

実際の台湾の授業現場では、日本語によるコミュニケーション能力を高めるという目標のもとに、

教科書に沿った文法、文型練習というパターンで授業を行うのがほとんどである。これにより、日

本語教育を通じた言語能力の発達に重点が置かれたことが明らかである。しかし、海外における日

本語教育の目的は、日本語習得のみの教育ではなく、人間教育のための日本語教育2であると示さ

れている。先駆的に初中等教育で英語以外の言語教育（LOTE:Language Other Than English）を国家

政策として推進してきたオーストラリアのLOTE教育のガイドライン“Australian Language Levels 

                                                 
2 矢部まゆみ(2001) 
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Guidelines”（ALL ガイドライン）の学習目標3を分析してみると、言語学習の過程を通して、異文

化に触れ、理解し、対応していく能力の養成の面に重視されていると考えられる。さらに、韓国の

日本語教育では、「第七次学習指導要領によって、「文化」を新しい学習項目として加われた。高校

日本語（日本語Ⅰ）の目標は、日本語を通じて日本文化の特徴を理解し、韓国文化を日本への紹介

し、韓日両国民の相互理解を促進する基礎能力を養う4」ということから、異文化と接する態度の

教育に重点がおかれていることが明らかである。 

 

台湾におけるこれまでの調査5では、毎回リソースに関する問題である「教材・教授法情報不足」

「日本文化情報不足」「教材不足」が日本語教育上の問題点として上位にあげられる。今回筆者が

行った全国高校日本語教師のアンケート調査でも、「適切な教材がない」という問題点もあげられ

た。台湾では日本語はメディアを通して非常に身近になっていて、テレビでは常時日本のドラマや

バラエティ番組が見られ、雑誌、漫画などの印刷物も容易に手に入れることができる。「おいしい」

「かわいい」などの日本語の単語も台湾人によく知られていて、若者たちの会話の中で使われるこ

とも普通である。さらに、台湾で使用されている漢字は日本と非常に似ているため、日本語学習の

促進にもつながると考えられる。したがって、台湾の学習環境を生かし、異文化理解、相互理解を

具現化するために、台湾の高校生向けの日本語学習教材の編成が急務となる。  

 

川上(2002)は、オーストラリアの後期中等教育レベルの日本語学習用教科書『MIRAI5-6』を作成

した際の留意点として、学習者の生活に視点を据えながら、学習者の興味、関心を生かすこと、実

際のコミュニケーション場面、インターアクション場面を出来るだけ想定すること、「ことばの教

育」と「文化の教育」を統合することの三点を挙げている。それをふまえつつ、台湾の高校生向け

の日本語学習教材の作成を今後の課題としたい。 

 

 

 

                                                 
3 コミュニケーション、社会文化、学び方の学習、言語と文化への気付き、一般知識という五つの目標である。 
4 李徳奉（2004）「韓国の新学習指導要領に見る日本語教育の新しい動き」『世界の日本語教育＜日本語教育事

情報告編＞』７ 

5平成15年度「台湾における日本語教育事情調査」報告書による。 財団法人交流協会日本語センター 
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