
インドネシアの日本語教育

一国際交;ff~基金日本語専門家としての教育実践ー

鈴木にし紀

1. はじめに

インドネシアのジャカノレ夕日本文化センタ一日本語講座では、国際交流基金 (Japan

Foundation, ]Fと略記）が開発公開している、日本語教育のための新しいツールで、ある「JF日

本語教育スタンダードJを用いて、その実践を行っている。

国際交流基金日本語専門家として派遣された 2年間（2013年4月から 2015年4月）の教育

実蹴型験を通して、本論では、次の（1）から（4）のことを述べていきたい。

(1) インドネシア日本語教育の現状

(2) F日本語教育スタンダードの鞘数

(3) ジャカル夕日本語講座における JF日本語教育スタンダードの応用

(4) ジャカルタにおける JF日本語教育スタンダードの普及活動

ジャカル夕日本文化センターは、世界31か所にある国際交流基金の拠点のひとつである。そ

れらが運営する日本諮講座では、総数16000人が日本語を学習しているが、いずれも、 「F日

本語教育スタンダード（＝]FS）」に網処した新しし、タイプの日本語教育方法を用いて教えられ

ている。

JFSとは、日本語能力のとらえ方、レベル設定、目標設定や評価方法など、において、 CEFR（ヨ

ーロッパ共通参照枠）の考え方を参照しながらFが開発を始め、学びやすく教えやすし、日本語

教育を目指して、2010年に発表された日本語学習のツーノレで、ある。現在も、国際交流基金では、

JFSに準拠した成人向け教科書をレベノレ匁ljに順次発刊し、ロールプレイテストなどを含めて、

開発を続けている。

ジャカルタ F講座は、 JFSモデル部座として 2012年から拡充され、 JFSの開発と普及に力

を注いでいる。開講座では、① JFS準拠蟻k科書をどのようにして使用するか（初級～中級）、

② JFSをどのように市販教科書；に応用させるか（中級後半～）とし、う 2点について、開発が

進められている。筆者は、②を中心に担当した。
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2. インドネシアの日本語教育の現状

インドネシアの日本語学習者数は 2012年 872,406人にのぼり、世界第2イ立の日本語学習者

数を誇る（「2012年度国際交流基金日本語教育機関調査Jより）。

日本語学習者のうち、 95.8%は中等教育機関の生徒たちで、高校の必修科目である第2外国

語6カ国語の中に日本語が入っているためである。第2外国語の甜尺は学校 .±-!!Y或裁量で決め

られることが多く、①教育文化省と国際交流基金 (JF）が共同で開発した樹ヰ書（『にほんご』、

『さくら』）がある、②大学で日本語を専攻した現地日本語教師が、多言語に比べ多くいる、③

アニメなど、ポップ・カルチャーを通じて日本に高い興味を持ち、勉強したいとしづ生徒が多く

いる、とし、う理由から日本語が選ばれている。

しかしながら、 2013年カリキュラムでは内容が変わり、より受験に有利な科目を採用する高

校・学生が増えていることから、今後の日本語学習者数も減少するのではないか、との懸念も

ある。

日本語教師数は2012年 17,817人で、 2009年6,577人から大幅に増えた。ネイティブ日本語

教師の割合は中等教育で2.8%、高等教育では8.2%となっており、 90%以上がインドネシア人

教師であるが、その日本語力はN3～N4程度がほとんどだと言われている。高等教育では 2009

年から修士号以上の資格、中等教育のうち高校では学士号の資格に加えて、 1年間の教員養成

特別課手呈（P陀）を受誹する規則が適応されるようになり、教育文化省語学教員砂I

や地方耕市会（MG昨）が実b包する研｛彦会で質的向上を努めているものの、十分な教育が行き波

っていないのが現状である。（2014国｜際交流基金 「園、 地域別情報J)

また、民間日本語学校については教ー都杉態等について調査途中の段階で、今後まとめていく

必要がある。現在、ジャカルタ市内で、推定ヨ：句40校胞支が日本語講座を開講しているが、各学校

間での↑前日の共有はなく、それぞれの学校が孤立した状態にある。

今後は、インドネシアの日本語教育において、「2013年以降の日本語学習者動減少jへの懸

念を振り払う必要があり、そのためには、①日本語鞠怖の質的向上を図る、②民間日本語学校

同士の連携を作る、③一般のインドネシア入学習者を増やして学習者層の裾野を広げる、とい

った課題が挙げられる。

JFジャカルタで、は、中等教育における学習者数肢かの娘本的な解決として、カリキュラム改

訂に伴う新しし、日本語教科書の作成を進めたり、各学校の校長への呼びかけをしたり、 日本語

ノξートナーズの導入をする、といった活動を進めている。

一方、 φ⑬の課題に対しては、「]FSの普及Jが効果的だと考えられる。①では高等教育、
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中等教育等で働いている日本語教師にJFSという新しい日本語教育の方法を示し、②では各日

本語学校にJFSのセミナーなどを開催することで、日本語朝交同士で集まり、学校問での情報

共有の機会を提供することができる。③についても、JFSによって日本語が学びやすくなれば、

自然に日本語学習をする人が増えると考えられる。

ジャカルタ JF講座は2012年からJFS準拠モデノL講座として拡充を開始し、①～③の課題梓

決にも貢献できるように、 JFSの開発と普及を続けている。

3. JF日本語教育スタンダードの特徴

ここで、ジャカノレタ JF講座が準拠する「JF日本語教育スタンダー ド (JFS）」について、改

めて紹介する。 JFSは国際交流基金によって 2010年開発、発表された。以下、同基金のFを

引用する。

F日本語教育スタンダード（以下、 JFスタンダード）は、日本語の教え方、学び方、 学

習成果の言判面のし方を考えるためのツールです。 JFスタンダードを使うことによって、日

本語で何がどれだけできるかとしづ熟達度がわかります。また、コースデ、ザイン、耕オ開

発、試験作成などにも活用できます。

JFスタンダードは、ヨーロッパの言語教育の基盤で、ある CEFRの考え方を基礎にして作

りました。 CEFRとは、 CommonEuropean Framework of Reference for Languages: 

Leaning, teaching, assessment の略で、ヨーロッパの言語教育 ・学習の場で共有される

桝旦みです。 CEFRは、 2001年に発表されて以来、ヨーロッパのみならず世界で広く着

目され、各言否で実際に利用されるようになりました。 JFスタンダードも、 CEFRの考

え方にもとづいて開発しました。 JFスタンダー ドを用いることにより、日本語の熟達度

をCEFRに準じて知ることができます

（『JF日本語教育スタンダード2010 第3版』）

JFスタンダードでは、学習目標を明確にし、 学習成果の評価を考えるために、 「JFスタンダ

ー ドの木Jr]F Can doJ 「ポートフォリオ」とし、う 3つを柱に考えている。

言語によるコミュニケーションを、言語能力と言語活動の関係で整理したものを「JFスタ

ンダードの木Jで表現し、これにもとづいて熟達度を「JFcan do」で示している。 「JFスタ

ンダード‘の木」を使うと、学習計画を立てる際などに、重点を置くべき能力が明確になり、学
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習目的に応じた学習方針を組み立てることができる。

「]FCan-doJは日本語の熟達度を「～できる」としづ形式で示しており、 CEFRの「臼n-do

Statement」と重なるものである。どちらも Al刊 2までの6つのレベルに分けられるが、両者

のCandoを比べてみると、たとえば以下のように、 ]Fスタンダードでは 12のトヒ。ックに分

けて、より具体的で、日本語にとって身近な場面で示されている。

CEFR Bl 活動産出（経験キ物語を語る）

Can give straightforward descriptions on a variety of familiar subjects within 

his/her field of interest. （自分の関，L;事で、馴染みのあるさまざまな話題につい

て、簡単に述べることができる）

]F日本語教育スタンダー ド（111) Bl 

活動産出催験キ物語を語る／健康）

朝のジョギングなど、自分の健康法について、短い簡単な言葉で友達に話すことができ

る

F日本語教育スタンダード（112) Bl 

活動産出（経験そコ物語を語る／買し、物）

電子辞書など、新しく買ったものについて、短い簡単な言葉で友人に話すことができる

]F Can-doはAl～B2までは充実しているが、 Cl・C2は開発途中であり、まだ十づまではな

い。また、『]Fスタンダード2010 第3版』では、 myCan-doを作ることができることなども

述べられている。

さらに、学習者が日本語の熟達度を自己矧面し、学習過程をふりかえるための方法としてポ

ートフォリオを作り、学習過程を記録し、保存する大切さを提案している。

ジャカノレタ ]F講座は、以上に述べたような]FSに準拠したモテツレ講座で、ある。2012年から

順次、レベル引にコースを開講し、 2016年には1¥1（入門）～B2仁ヒ級）全レベルが整う予定

である。※注1 2012年の拡充開始から現在に至るまで、 ]F臼ndo、ポートフォリオ、授業

形態など様々な面について、実際の講座で]FSを応用させる開発を続け、 ]FSの普及を試みて

きた。

以下、筆者が担当したBl後半、 B2レベルのコースを中心に、ジャカルタ日本語講座の活動

-18-



について述べたい。

4. ジャカルタ日本語講座における JFSの応用

4-1. ジャカルタ JF講座

]FSに準拠した一例として、 2015年1月開講したレベル別6コースを表 lで紹介する。講座

で%1象としたのは20歳以上の一般社会人で、定員は20～30人。夜6時半～8時まで開講し

た。コース立ち上げ以来、 l年2学期ないしは3学期で

以降は、授業時間等を教科書の内容に合わせて一斉開講2学期制となるように各コースの期間

を設定した。（表l参照）

入門、初級、技能別コースは現地のインドネシア人日本譜融市が講座を担当した。主教

材は、入門（Al）、初級コース（A2）は国際交流基金から発売されている ]FS準拠の日本語耕ヰ

書 『まるごと 日本のことばと文化一』 （以下、「まるごと』）を使用した。また、中級l

(Bl）前半までは『まるごと』試用版を主教材とし、ジャカルタに派遣されたもう l人の日本

語専門家が中心に担当した。

筆者が担当した中級2印後半）、上級コース（B2後半）は]FS準拠の耕ヰ書が2015年 l

月の時点で作成待ちまたは作船長定であることから、市販の榊書を使ってFスタンダード

をコースに反映させることを目指した。

4 2. ポートフオリオと Can-doチェックリスト、ロールプレイテスト

ジャカノレ夕日本語】座では、すべてのコースにおいて、ポートフォリオと Can-doチェック

リストを使用した。ポートフォリオやcan-doチェックリストは、記入したり整理するのに時

間を要するので、大変だ、と感じる人も多かったようだが、 一方で、自分の学習進度を確認した

り、日本語学習の成果をまとめるのに非常に効果的で‘あった。

また、ジャカル夕日本語講座立ち上げ時は開講時期が不定期だ、ったコースを2016£j三度から

一斉同時開講するよう変更していくのにともなって、ロールフ。レイテスト知包の準備もすすめ

た。

表 1. 2015年 l月 ]F講座開講コース

コース IJFS 

名

入門

レベル

Al 

耕オ 内容

『まるごと一日本の ｜自分の趣味や旅行などについて簡単に話し
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言葉と文化一（入門 たり、短いブログを読んだり書いたりしま

Al）』 す。

初級 A2 『まるごと一日本の 「有名な場所」やライフスタイルについて簡

言葉と文化一（初級 単に、メモを見ながら話したりします。

Al）』 (2015年4月開講）

初中級 A2/Bl 『まるごと一日本の スポーツ、家、食生活などについて、自分の

言葉と文化 （初中 意見や感想などを、短くて簡単な日本語で話

級A2/Bl）』試用版 したり、情報交換したりします。

中級1 Bl 『まるごと一日本の おすすめの料理を説明したり、自分の好きな

前半 言葉と文化 （入門 音楽について理由や魅力を説明したりしま

Bl前半）』試用版 す。

中級2 Bl 『日本語を学ぼう 「教育」について論拠を示して賛否を述べた

後半 （中級中期）』 り、お金の節約方法について説明したりしま

す。

上級1 Bl/82 『トピックによる日 「宗教J「環境Jについて、新聞記事など一

本語総合演習（上 般的な文章を読んで、自分の意見を言った

級）』 り、情報交換をしたりします。

技能別 82 生耕オ 人間関係、仕事と職業に関する記事を読ん

新聞 で、新たな情報や筆者の立場・主張などを理

読解 解したり、それに関する意見を述べたりしま

す。

4-3. 市販教材を使ったJFSの応用

以下、市販の捌書を使った2つの前座について紹介する。

4-3 1. 中級2(Bl) 

開講時期 2014年 12月2日 ωく）～3月24日（全14回、 21時間）

主教材 『中級を学ぼう（中級中期）』第4、6諜

学習者：インドネシア人（会社員 13名、企業家l名、日本語講師 ］名、学生2名、主婦2

名）

学習者の目的 日本人とコミュニケーションするための日本語を向上させたい。仕事のやり

とりそ可否1単なプレゼンができるようになりたい。
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コースの目標

①自分の持ち物について、色キ形状を、ある程度くわしく友人に話すことができる（Bl・102

改）

②インターネッ トの質問コーナーなどに、 「なぜ大学へ行く必要があるのか」、自分なりの視

点で、明瞭に詳しく書くことができる（B2・171)

③自分の lカ月あたりの生活費や節約術について、友人や劉J矢と簡単なコメントや意見を交

換することができる（Bl・205)

④自分の国について学右考案まりで、あらかじめ準備しであれば、インドネシアのお金のデザ

インや由来について、まとまりのある簡単なプレゼンテーションをすることができる（Bl

142) 

言利回：テスト 40%、発表20%、課題20%、授業参加度20%、ポー トフォリオ A刊

コーススケジューノレ ：

回 諜 内容 文法、表現 training 

1 学期オリエンテーション もたらす ボートフォリオ

一 本文①「計算の方法を説明す
2 ～に至る シャト手ーイング

るj

ドーーーーーー－ L4 
3 本文②（並んだ2つの直方体） VタN シャト。ーインター

ト一一一一一一一一 「算
4 円筒形 ～点 ポートフォリオ

トーーーーーーーー 数」
5 2つの物の違いを説明する ～なりに シTト守一インク守

一6 教育現場 ～うえで シャト守一インク手

7 なぜ大学"-11'くのか 文法復習 ミニテスト

お金のいい点と悪い点
8 ～とはいえ ポートフォリオ

お金の諺

L6 本文 「古くなったお札の行 ～ぶり
9 シャトーーインク守

「お 方」 ～やらι やら

10 金」 銭洗い弁財天 たとえ～でも シャトマーイング

11 節約術 ～当たり ポートフォリオ

12 お金のデザイン発表 ～と、～ シャドーインク守

13 終了テス ト

14 インタビュー発表会 「お金の使い道」「教育」
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4-3-2. 上級（82)

開講時期 2014年 12月3日（水）～3月18日（全12回、 21時間）

主耕寸： 『改訂版 トピックによる日本言訴訟合演習』スリーェーネッ トワーク

学習者：インドネシア人（会社員 17名、日本語講師1名）

学習者の目的：総合的に日本語力を向上させ、広い話題で話せるようになりたい、仕事の

やりとりや、簡単なプレゼンテーションができるようになりたい。

コースの目標：

①「宗教」「環境（リサイクノレ）Jに関する新聞記事を読んで、新たな情報や筆者の立場・主

張とその論拠を理解し（cando64 ・ B2）、自分の意見を述べることができる。

②「宗教」「環境（リサイクノレ）Jに関するニュースヰ噺聞記事をきっかけに、社会問題につ

いて自分の視保を明確に述べることができる（臼ndol22・B2)

評価：テス ト40%、発表20%、課題20%、授業参加度20%、ポートフォリオ A～C

コーススケジューノレ．

回 課 内容 training 

「宗教心」①、グラフ ポートフォリオ
ト一一ーーーーー』

2 「宗教心J②、 シャドーイング
L3 

3 「宗教心」③、ディスカッション シャドーイング
「生活習慣

4 「お化けの5条件」① こわいニュース紹介
と宗教」

5 「お化けの5条件J② シャドーイング

6 情報交換会 漢字テスト

7 「循環型社会」① 中間ミニテスト

一8 「循環型社会J② ポートフォリオ

一9 L4 「循環型社会」③ シャドーイング
ト一一ーーーーー

10 「リサイク 「プラスチックごみつ資源？」① シャドーイング
ト一一『ーーーー

11 ノレj 「プラスチックごみ？資源？」② シャドーイング
ト一一一一

12 「プラスチックごみ？資源？」③ 漢字テスト

13 情報交換会

14 終了テスト

4-3-3. JFスタンダードの応用

3 2では、筆者が担当したBl後半と B2レベルのクラスで、 JFスタンダードを応用させて、
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市販の教科書で学習したコース例を紹介した。

上級（B2）のクラスではトヒ。ツク別の教科書を使用したため、 JFスタンダードのトピック

とも合致し、比較的容易に]Fcan doを当てはめて授業を行うことができた。

一方、中級（Bl後半）のクラスで使用した教科書は文法、ンラパスに沿った4技能統合型の

耕ヰ書で、どのようにFスタンダードを応用させるか、ということが非常に難しい課題であ

った。

はじめに考えられる方法としては、 q激科書の提示順に授業をすすめて、最終的にその課で

「なにができる（cando）か」を明確に提示していく方法、で、あった。集中して行われる語学

教室などで、たとえば「1日目は導入、 2日目に文を読んで、 3、4日目に文型を勉強して、 5

日目にディスカッションや作文などの発展的な活動を行う（図 1)Jという）闘字で授業を進め

ていった場合、導入で該当課のcandoを提示した後は、毎時のはじめと終わりに確認をする

程度でも、継続して意識される。対して、ジャカノレタセンターのように、一般社会人など仕事

をしながら週 l回のクラスで日本語を学ぶ人たちを対象とした場合、①のようにcandoを維

持することは難しい。

そこで、②1つの課の中でさらに、関係するトヒ。ツクをつなげて、 1回の授業で「なにがで

きる（can-do）かJを授業ごとに提示し、最終的に大きなcan-doが達成できる方法（図2）、

をとった。

固 → ｜桝書文を制→ ｜旭導入 ・練習｜→ ｜発展的活到

1日目 2日目 3、4日目 5日目

(Can-do石鶴忍） (Can-do階部

Can-do提示 can-doチェック

図1 教科書の提示）｜｜貢劃見の場合のcan-do提示例

｜導入／教科書文を読む／文型導入 ・練習｜ → 院展的活到

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目

Can-dぱ耽是示 Can-doRt是示 Can-dぱ説示 Can-de返耀示

→チェック →チェック →チェック →チェック

全体のCan-do提示 全体のcandoチェック

図2 can-do重視の場合の can← do提示例
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たとえば、『中級を学ぼう（中級中期）』第6課は「お金」についてだが、全体として 「お

金について詳しい情報を、友人に質問したり、答えたりすることができる」という 1つの

can doが目標としてあったうえで、第2回目は「紙幣の処理方法に関する文を読んで、主要

な情報を理解することができる」、第4回目は「自分の節約術について、友人と意見交換でき

る」といったように、小さな candoを設定して、時間ごとの目標を明確にした。

その際、たとえば「節約術」に関して学習する場合、関連した話題（生活費）、語葉や文法

項目（「～当たり」「～と」）を組み合わせて勉強した。

i!J：こう

テーマ ：節約宇野

やってみるよ、窓外lこ向。lli.な節約討すがある。。！！え（；；＇.、J,;L，，ま歩くのがJ今にならな

いので、パスや1在京に去きらないように して、交通授を節約しているu

一
3.～当たり

l ) ~＇1 もう 是；こう

A 2~＇ ＇ -s，も ゆっ

l !It府当たり

f'i"f .りが大tij;,}J・より文 t!Jが多いfl!lJしiMですか。

2そのJ'll!llについて考えなさ、、

B. おこう

テーマ 。私の生活費

・j、11:1~ : 1 か ~iflj たり （ ドll

2，公 ii虫＇.I~ lかFlo:liたり f f.tj) 

;it宍’~ii!i iカサ1当た；） ( ('LI) 

I'. tち占 f·l'•.t:>J 1 ·~家計局1.';n:''·· ょ

l'Jゑ企生i乏な；；.ユビニ四二人三主主ι一一一一ー一一一一一一一一一回ーー一一一」

このように授業ごとに、「（今回の授業で）何ができるようになるのか」ということを明確化

することによって、学習者のモチベーションをあげ、学習者が学習過程をふりかえりしやすく

することを狙った。
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授業を通してみて、 candoがあることによって、教師にとっても学習者にとっても授業の

H寺聞に「何を学習するかJが明碓化し、目的に向けて授業を進めることができた。

一方で、市販の耕ヰ舎を使った場合、耕1・舎のl明芋どおり進めないことが多かった。そのた

め、予習をきちんとやってくる学習者などは、次の時間何を勉強したらいいのかわからないの

で混乱してしまった。対応策として、授業終了時に必ず次回の予告をし、宿題は復習と予習に

あたるものを作成した。また、学習計画も事前に綿密に作成し、配布したが、コース全体の流

れが見えにくし、とし、う問題は最後まで、残った。教師にとっても教科書のど、ことどこを結びつけ

て1時間ごとのcan-doにするのか考えるのにとても時間を要し、全体の学習計画を立てるこ

とが珂tしかった。

参考と して、ジャカルタ JF講座 「中級2」で使用した『中級を学ぼう（中級中期）』の学習

項目と「中級2」のCandoとの対応例を資料lに挙げる。教科書の作成者には、導入から発

展的活動に至るまで明確な意図があり 、本来、その意図に従しサ受業を進めることで学習者の限

解も深まる。試験的で‘はあったが、②のような授業の進め方は耕惜作成者の意凶を捻じill！げ

てしまう結果となり、その点からも 「このような授業の進め方でよいのかJとしづ葛藤が生ま

れた。Can-doの達成では必ずしも文法理解を必要としていないと言えるので、根源的な間四

として、文法、ンラパスに沿った教科書を無理にcan-doに当てはめようとしたことが今回の反

省につながったかもしれない。

JFスタンダードの序文には、 「(JFスタンダードを使うことにより）日本語がよりまなびや

すくなる」と記されている。②の方法で、毎時のCan-doを明確にし、今自分が何を学んでい

るのかをわかりやすくする狙し、があったが、逆にコース全体を混乱させてしまう事態も生じ

た。Fスタン夕、ードのコンセプトに従い、よりわかりやすくまなびやすくなるように、 一層

効果的な授業方法を考えたし、。

5. ジャカルタ日本語講座におけるJFSの普及

2.では、インドネシアの日本語教育現場には、①日本語教師の質的向上を図る、②民間日

オ時苦学校同士の連携を作る、③一般のインドネ、ンア入学習者を滑やして学習者庖の裾野を広げ

る、とし、った課題があり、それらの課題緯決に向けて、 「JFSの普及」を効果的に行う必要が

あることを述べた。

ジャカルタ JF誹座は、 JFSのモデル講座として2016年に向けてようやく基脱が整ってきた

ところである。これまでも①～③の課題を念:itJlに置いて、 JFSを普及させる活動を行ってき
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た。今後は、 JFSを使った講座を、より広くの人に見てもらい、多くの人にJFSを体験しても

らう必要がある。

5-1.セミナーの実施、見学者の受入れ

ジャカルタ JF講座は2012年より以前は、民間日本語学校では開誹が難しいとされる」コ級

コースのみ開請していたが、 JFSのモデルコースと して入門、初級コースを開執することにな

った。その際まず、民間日本語学校、 一般日本語教員向けにJFS、モデ、!Vill/t，座の説明会を実施

した。

次に、 JFSならびにJFS者邸主L教科書『まるごと』についても、高等教育のインドネシア人日

本語教師たちを中心に2013年 11月、 12月、2014年4月の計3回、セミナーを実施した。そ

の際、『まるごと』を使った棋概授業を通して体験してもらったり、実際の授業を見学しても

らったりした。

さらに、 2015年春の『まるごと』現地出版の実現を機に、民間日本語学校に向けてセミナ

ーを行ったり、また一般日本企業の採用担当者に向けてJFSを広めたりする計画を進めてい

る。

5-2.学習者層の拡大

「③一般のインド・ネシア入学習者を増やして学習者層の裾野を広げるJとしづ課題に向け

ては、 JF~背座では、定期間座とは月I ）に「文化 El将官普座」を期包した。 これは日本語に全く

角財もたことがない寸投の人たちを対象として、 日本文化体験を通して、幅広く日本語に興味を

持ってもらうことを目的とした講座である。「着物体験講座」「キャラクタ一展ジョイント講

座」「世界動韮展ジョイン ト前座」「食事とマナー前車」「ジャカノレタジャパン祭り日本言古詩

座j 「ふろしき｛本~~講座j などの講座を実JJ包し、 ｜ヨオζ語のあいさつや買い物表現、訪問の表

現、ひらがななどを紹介した。また、2.で述べた中等教育での日本語学習者が減ることが危’倶

される現伏を踏まえて、中学校出張日木語講座も割みた。日本語を勉強したことがない人たち

でも、このような誹座に集まってくる人たちは「習ってみたしリとい列島、興味を持ってい

て、日本語に対する関心の深さを感じた。文化日本語論J哀の参加者は、 2015年度のベ608名

で・あった。定期講座の受計緒を含めると、 2015年度は、のベ 1089人のインドネシア人がJF

1h'1憾で‘日本詩を学習するに至った。

JF詩座で入門コースを目指推すると、 30名定員のクラスに300名の受講希望者が集まるほど

の人気があるが、諸々の問題があり、複数コース開請することは難しい。こうした日本語学習
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に興味がある人たちの受け皿をJ.{Iやし、「よ り学びやすく教えやすし、」日本語教育の環境を整

えていく ことが望まれる。そのためには、日木語学習を堅苦しく考えず、「日：司王言語で買い物が

できた ！」「日本人とあし、さつができた ！Jといったところから始められるようなJFSの考え

方をさらに広めていくことが必要だと思われる。

6. まとめ

本論では、 JFSに網処したインドネシアのジャカノレタ ]F講座について、その普及と開発とい

う勧初当ら述べてきた。

第2章では、インドネシアの日本話教育の現状について全般的に述べた。2012ii三インドネシ

アの日本語学習者数は世界第2位であるが、今後は日本語学習者数が減少する懸念があり、 O

日本語教師の質的向上を図る、②民間日本語学校同士の連携を作る、 ③一般のインド‘ネシア入

学習者を増やして学習者屈の裾野を広げる、という3つの脇彊があげられた。これらの税題Wi'.

決のために、 ]FSの開発と普及を効果的に行う必要があるとした。

第 3掌では、この JFSの鞘数を述べた。JFSは日本言t字学習を「学びやすく教えやすくするこ

と」を目指している。日木語のWI達度を「～できる」としづ ]FCan-doで示して学習目標を明

確にし、 学習計画を立てる際に 「スタンダー ドの木」を用いると同時に、 「ポートフォリオJ

を使って学習成果の11＇~価を考える、日木語学習のツー／レで、あることを説明した。

第4章では、 JFS準拠モデノlイ／／）：］主であるジャカノレタ F講座のJFS開発の傑子を紹介した。Al

～Bl 前半レベルのコースで、は JFS準拠の教科書を使って、 Bl後半以降のコースではT!1版教科

書を使って劃庖した。本論では、後者について内容を紹介した。文法シラパスによる4技能統

合型の教科書を使った授業とトピック、ンラパスによる教科告：を使った授業2つについて]FSを

使ってみたが、 ~￥J：に文法シラパスの教科書の場合、授業を組み立てる際、学習項目と Can-do と

を対応させることが難しし、 Can-do を使うことで目的が明批化する一方で、教科 ~I ：·：のl駒字どお

り進められなかったため、 全体の流れが見えにくくなる問也．が出た。「学びぞ寸く教えやすし、J

JFSのコンセプ 卜に合った教え方をするには今後さらに研究が必要で‘ある。

第 5章では、第 2j字で述べた①～③の課題解決に向けて、ジャカノレタ ]F~jfi:J坐が行ってし、る

「JFS普及Jについて述べた。ジャカノレタ]F誹座ではJFSのセミナーを聞き、 JFS普及に努め

ている。また、定則前座のほかに｜苅し、ている「文化日本語講座」には、非常に多くの人たちが

日本語を学習してみたいと思って集まってくる。彼らのような日本語学習者の裾野を広げるた

めにも、 JFSの開発は重要であり、今後も開発と普及を続けていく必要があることを述べた。
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以上、筆者が2年間、インドネシアのジャカルタF講座にU植された経験をまとめ、 JFSの

開発と普及について述べた。今後もこれらの研究が続き、インドネシア日本語教育がますます

発展することを願っている。

資料1. 『中級を学ぼう（中級中期）』の学習項目と Can-doとの対応例

can-do U下cando) 

トピック（学習
／課 文法、表現 ※下線部分は]Fcan-doを変更して、 my 

内容）
can-doにした

～とし、う (Bl 66-69）色に関する記事を読んで、、取
色のイメージ

色に関する表 り上げられている主要な↑静匝を理解する
色占い

現 ことができる

省エネ効果 (Bl 219）家庭でできる温f量化対策につ
～による

（緑のカーテ いて考えるワークショップなどで、自分
～と同時に

ン） の取り組みを紹介したり、さまざまな解

身の回りの色 決案を提案したりしてデ‘イスカッション

（ポスト、病 ～基づく～ に参加することができる

Ll 色 院） (Bl 3-5）発音と内容がはっきりしてい

れば、ポストや病院などの身の回りのも

のについての簡単な説明を聞いて、主要

な情報を理解することができる

看板の色 (Bl 142）自分の国について学ぶ集まり
～際

グループ発表 で、あらかじめ準備してあれば、町でみ

かけた看板について、色の効果を示しな

がら、まとまりのある簡単なプレゼンテ

ーションをすることができる

エープリノレフー (Bl 139）いろいろな国の人の集まりな

L2 
ノレ ～とされてい どで、あらかじめ準備しであれば、イン

ニL』ーニモ
インドネシアの る ドネシアの行事についてまとまりのある

ア
行事 簡単な発表をし、想定した質問に対応す

ユ／ヨ」ー

特技、自慢を発 ～にかけて ることができる
ク

表 ～までになる (Bl 102）語学やスポーツなど、自分の
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特技や自慢について、始めた理由などを

簡単にあげながら、友人に話すことがで

ただ～さえ きる
壁新聞を作る

～ことで (BI 155）自分が参加しているグループ

の活動紹介文を、ある程度詳しく壁盟国

などに書くことができる

制服のいい点、 (B2 198）友人や家族と、会社や学校
～ところ

悪い点 の制服（またはコンビニ）の効果や問題

結婚式の服装 点などについて、 根拠を示しながら自分
～における

コンビニのいい の意見を述べたり、相手の意見に反論し
～を問わず

点、 f［＇；い点 たりしながら、活発に話し合うことがで

好きな映画の紹 きる

L3 介 ～向け (Bl 202）映画やドラマなどの内容につ

制服 歴史上有名な建 ～上 いて、友人や家族と簡単なコメントペペ芭：

物紹介 見を交換することができる

(131 142）自分の国について学ぶ集まり

ディスカッショ で、あらかじめ司尚南しであれば、自分の

ン ffljlJR~＇こ 匡｜のJf正史上有名な建物について、まとま

ついて」 りのある簡単なプレゼンテーションをす

ることができる

～なり (131 99）図形の面積など、簡単な計算
数学のプロセス

～に至る のプロセスを順序立てて友だちに説明す

2つのものの相 ることができる
L4 ～という点／

1、塁，.，kl』、 (Bl 103）ハイブリット車とテ。イーゼル

tit数 占

・ハイブリッ 卜 車など、似ているが典．なったものについ
～と比べて

車とディーゼノレ て、その違いを比べながら、ある程度詳
(LIO) 

車 しく友人に話すことができる
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(Bl 69）教員採用試験や子どもの学力

など、教育現場での問題に関する簡単な

新聞記事などを読んで、重要な情報を理

～たうえで
解する

教育問題 (B2 171）インターネットの質問コーナ
～に関わる

ーなどに、 「なぜ大学へ行く必要がある

のか」、自分なりの視点で、明｜僚に詳し

く書くことができる

～ばかりでな (Bl 99）インドネシア体操など、よく
ラジオ｛材呆

く、～も／～ 知っている運動の簡単な方法を順序立て
適度な運動

を通して て友だちに説明することができる

子どもの遊び (B2 64）現代の子どもの遊びに関する記

インターネット ～もたらす 事を読んで、新たな情報や筆者の立場、

L5 
の利用 主張とその論拠などを理j科することがで

遊びと
きる

運動
(Bl 142）自分の国について学ぶ集まり

ポスタ一発表 で、あらかじめ準備してあれば、皇企!'.'.2

「背の遊び」 子どものころの遊びについて、 まとまり

のある簡単なプレゼンテーションをする

ことができる

お金のいい点と (132 198）友人や家族と、お金の効果

悪い点 や問題点などについて、根拠を示しなが
～とはいえ

お金に閲するこ ら自分の意見を述べたり、相手の意見に

L6 とわざ 反論したりしながら、活発に話し合うこ

お金 本文（お札の行 とができる
～ぶり

方） (BI 66-69）造幣局のお金の処理の仕方に
～やら～やら

お金のデザイン 関する新聞記事を読んで、、取り上げられ

生活費 ～当たり ている主要な情報を理解することができ
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る

(Bl 142）自分の国について学ぶ集まり

で、あらかじめ準備してあれば、インド

ネシアのお金のデザインや由来につい

節約術 ～と、～
て、まとまりのある簡単なプレゼンテー

ションをすることができる

(Bl 205）自分の 1カ月あたりの生活費

や節約術について、友人守家族と簡単な

コメン卜や意見を交換することができる

「＊への関，L、」 ～以上に (Bl 205）環境問題のテレビ番組などの

自動販売機 ～っぱなし 内容について、友人や家族と簡単なコメ

ドリンク剤の功 ～を抜きにし ントや意見を交換することができる。

罪 ては～ない (B2 198）友人や家族と、車社会、ネッ

車社会、ネット ～おかげで 卜社会、自動販売機の電力などの社会問

社会 ～せいで 題について、根拠を示しながら自分の意

見を述べたり、相手の意見に反論したり

しながら活発に話しあう ことができる。

L7 
(Bl 47）雨の日グ、ツズについて、いく

7)< 
っかのメーカーの商品を比較する雑誌や

サイ トなどの簡単な記事に目を通して、

それぞれのL断数など、どれを買うか決め
雨の日グ、ッズ ～がち

るために必要な情報を探し出すことがで

きる。

(Bl 143）弁論大会などで、あらかじめ

準備しであれば、勝党問題に関する自分

2童Zを含んだまとまりのある簡単なス

ピーチをすることができる

LS 血液型性＋桝lj断 ～にもかかわ (Bl 44-49）雑誌の星占いなど、ある程

血液型 DNA らず 度長い文章に目を通して、自分や友だち
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～にたとえら の性格な

れる ど、必要な’情報を探し出すことができる

はなさかじいさ (Bl 99-104）はなさかじいさんなど、

ん 日本の簡単な昔話を順序立てて友人に話

～と言っても すことができる
活字南街も

し、し、 (JF198）友人や家族と、コピペや活字
L9 

漫画 ・
コピベの功罪 ～つつ、 南針もの効果や問題点なと守について、根拠

を示しながら、自分の考えを述べたり 、
アニ

相手の意見に反論したりしながら活発に
メ・本

話し合うことができる

あなたが好きな
～めく (B2 171）通販サイトの本のレビューコ

本の紹介
一ナーなどに、自分が読んだ本の書評

を、自分なりの視点で、明瞭に詳しく書

き込むことができる

ベッ トブーム ～かのように (B2 198）友人や家族と、 ベッ トを飼

コミュニケーシ うことの効果や問題点について、根拠を

～のに対し
ョン 示しながら自分の意見を述べたり、相手

の意見に反論したりしながら、活発に話

し合うことができる

(B2 64）人間や鳥のコミュニケーシヨ
LlO 

ン方法に関する文を読んで、、新たな情報
ヒ卜と

や筆者の立場、主張とその論拠などを理
動物

外国語の勉強 ～までになる 解することができる

(Bl 143）弁論大会などで、あらかじめ

準備しであれば、外国語を勉強したf部品

や母語と外国語との違いを含んだまとま

りのある簡単なスピーチをすることがで

きる

【謝辞】
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【注】

注1 2015年3月現在の状況であり、2015年4月以降、実際にジャカルタセンターでどのよ

うなJF誹座が展開しているか、筆者は把慢できていない。
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