
始めに

中国における観光日橋署の発展とシラパスの作成について

一一北京聯合大学旅灘学院を中心に

邪雪艶

観光日本語とは、旅行会社、ホテル、レストラン、お店など旅行業で、日本人観光客と接す

るために使われている日本語を指す。中国におけるtiJ'c日本語は、1970年代から日本語科の一

部分として、40年あま りにわたって発展してきた。観光日本語のシラパスは日本語の基礎をし

っかり と付けると同時に、観光用語と観光知識も取り入れながら作成される。本論文は中国に

おける大学の観光日本語の成立と発展を顧みながら、 2000年以前、以後の中国の社会状況と結

びつけ、シラパス作成の4割放をまとめてみた。 2000年以前の観光日本語のシラパスは、どんな

もので、あったか、2000年以後、どのように変わってきたか、未来にはどのようなあり方で司明王

するのであろうか。中日両国の観光事情にも角材もながら、この論文を展開していこうと思って

し、る。

1 中国における観光日本語の成立とその発展について

1. 1 中国における大学日本語教育の発展（四年制の日本語専攻を中心に）

中国における日本語教育は中日国交正常化に従って、盛んになったが、日本語科、目｜］ち四年

制の日本語専攻から言えば、1980年代までは総合大学、或いは特別専門大学の中に日本語科を

設置した。総合大皐というのは北京大学、南開大学、吉林大学、復旦大学、武漢大学、河北大

学、111東大学、 fi.9北大学、四）11大学などのような多分野の総合大学を指す。特別専門大学とい

うのは主として師範学校（例えば北京師f駄学、天津師範大学、華東師mtdに学、東北師車駄学、

福建師章臼て学）と外国語学4涜伯平放軍外国語学院、大連外国語学院、天津外国語学院、上海外

国語明完、四川｜外国語大学、西安外国語判完など）の他に有数な経済貿易（対外経済貿易大学）

と科学技術 （瓦賭悶斗学大学など）の大学である。あわせて、 40ヵ所余りある。大学の名前で分

かるように、1980年代までの日本語科は東北三省、北京、上海のあたりに集中していた。内陸

では、西安と脇附l余くと、日本語科の設置はやや遅れていた。歴史的な由縁の他に国家戦Ill各
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的な布陣が考えられる。これらの歴史の長い日本語科はほとんど「日本語言語文学」の勉強が

中心である。シラパスの作成にも精読、会話、ヒヤリング、閲読、翻訳、作文など日本語の文

法と言葉を勉強するための科目と、日本文学史、文学作品選択閲読などが中心である。日本文

化としづ授業を設けるところも設けないところもあり、設けた学校でも日本の年中行事、生活

習慣などを簡単に角財しるだけである。学生の卒業論文の分野から言うと、言語と文学と文化で

ある。要するに、大学の四年間はごく基礎的な日本語を勉強して、卒業してから、またそれぞ

れ違う仕事によって、専門知識と専門日本語を習うということである。

1. 2 日本語科の専門化

日本経済の高度成長と中日貿易額の増加により、 80年代後半から 90年代初頭には空前の日

本語学習ブームを迎え、大学における日本語科設問汝も 83年の40校から 1993年は95校ま

で倍増した。さらに日本企業の海外進出により、中国の東南沿海の広東省、漸江省、江蘇省な

どのところに、たくさんの日本企業が集まり、日本語人材不足となり、全国的に日本語科卒業

生を募集することもあった。すると日本語科を増設する大学がどんどん出てきて、特に 1999

年、大学が全体的な転換をするのをきっかけに、日本語科も飛躍的に増えた。総合大学だけで

なく、日本の優れた技術を勉強するために理工系の大学まで、日本語科を導入した。2011年現

在、中国における日本語科を設置した大学或いは学院はあわせて、 466校になった。2000年以

後増設した200校は、ほとんど粛有沿海の山東省、広東省、漸江省、江蘇省などのところに集

まっている。

日本語科の数が増えると同時に、 1992年、教育部高等学防ト国語専攻教科鵠委員会が成立

し、その中に「日オζ語組」が設けられた。2001年に 「日本語教学大綱」が作られ、日本語教育

の全国的な教制鮒ーと矧而基準ができて、日本語帯攻の等級テス トが始まった。さらに中日阿

国の経済交流が深まるにつれ、日本語コミュニケーショ ン能力への要求が一段と高まることも

踏まえ、 言葉と文法の代わりに異文化コ ミュニケーションの力を盤見するよ うにとしづ 教育部

の呼びかけに応えて、会話と ヒヤリ ングの能力の育成に力を入れるとと ともに、 日本文化と 日

本社会とし、う授業を設置する午斗交が増えた。

今現在、日本語科を設置した大学は中国の大学の41.2%に達していて、英語に次ぎ、中国に

おける二番目の外国語の地位を占めている。1日本語科も高度成長期を通して、安定期を迎えて

いる。高度成長の結果、 日：将苦科の卒業生も激しい競争に向かわざるを得なくなる。そして各

1修剛 “特型期的中国高校日i吾寺~教育的凡点思考” 《日 i吾学三3与研究》， 2011 年第4期

- 36-



大学も大学のl断故に合わせて、それぞれ違った教学内容を取り始めた。師範類大学の日本語科

は日本語の耕受法を取り入れ、金融類大学は日本経済、ビジネス日本語などを取り入れ、理工

系大学の日本語科は科学働時の日本語などを取り入れている。すると、経済日本語、ビジネス

日本語、観光日本語、科学技術日本語などの専門分野の日本語がどんどん出てきた。特にビジ

ネス日本語にとても人気が集まり、北京対外経済貿易大学を始め、 3分の lの日本語科はビジ

ネスの専攻（即ちビジネス日本語）或いはビジネスという授業を導入している。そして、国家

の「複合型人材J（知識多様化）を育成するようという呼びかけにも応えて、 学生の育成モデ、ル

も変わりつつある。日本語＋α（専門知識）、つまり日本語のほかにある専門的な知識を身につ

けておくと、卒業後、早く仕事につけ、マスターで、きるという 目的である。 日本語科は専門化

の時代を迎えているといえよう。

1. 3観光日本語の成立と発展について

1980、90年代は、日本語科の卒業生は学校に配属されたら、日本語の郡市をやるし、日系企

業に配属されたら、通訳をやるし、旅行会社に配属されたら、日本語のガイドをするという状

況で、あっfらそして、観光日本語は科学技術日本語、経済日本語ほど専門性の高いものではな

く、独立した方向とは認められなくて、 言語文学の勉強だけで十分ガイドの仕事を賄えると思

われるし、 言葉使いはビジネス日本語にも似ているので、ビジネス日本語の中に位置づけた場

合もたくさんある。日本人働t客がどんどん増えるにもかかわらず、観光日本語が独立した専

攻として、或いは選択として、あまり発展していなかったのはそうし、うわけである。日本語科

の専門化によって、観光日本語もやっと見直されるようになり、観光日本語を専攻、或いは方

向として導入する大学が随分増えてきた。

北京l併合大学旅前学院の観光日本語は特別の存在として、 1978年に観光日本語の教学が始

まり、観光業の仕事に就く日本語の卒業生を育成するために、シラパスの作成を試みてきた。

特別な柄主品、うのは、全国的な日本語専門化が展開される前にすでに始まっていたのである。

1978年に、 二｜ヒ点i併合大学旅t開 i完（元北京旅前半JI＇完）が中国における一番早い旅併の専門学院

として創立し、同時に観光日本語の教学も始まった。ほかに対車外国語学院、雲南大学外国語

学院日本語科、長春大学旅瀞学院日本語科、反日大学嘉庚学院、北京第二外国語学院など、観

光日本語の専門、方向或い出現光日本語に関する授業を導入しているが、シラパスの作成も様々

で、学生の育成モデルも様々で、ある。中には北京連合大学j市街明！完とー長春大学旅櫛学院は同じ、

旅瀞学院の観光日本語として、シラパスの作成には似ているところが多い。大連外国語哨涜の

観光日本語尚圭済と管理判完に位置づけられているので、シラパスの作成にも、 まず経済学、
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管理学、会言ド芋、金融学、旅静心理学、ホテル管理、旅行会社管理など、中国語で勉強する上

に日本語を勉強しているので、日本語科目の設置は精読、会話、閲読、ヒヤリングなど言語の

勉強に留まっている。

北京第二外国語学院の日本語学院は、 言語文学、異文化コミュニケーションと翻訳、三つの

学部から成っている。方筒停と深い由縁の学校として、模擬ガイ ドの授業をしている。教材は 「北

京案内」で、 北京市の歴史、名所旧跡を日本語で紹介するようにマルチメディアを使って、模

擬ガイドをやり、将来は免許をとって、旅行会社のガイドになるのである。

雲南大学外国語学院日本語科も北京第二外国詰学院と似ていて、雲南省の名勝と観光スポ

ットを紹介できるように、観光日本語の授業を取り入れている。

度円大学嘉庚学院の日本語はビジネス日本語と E産業の日本語に分けられ、観光日本語は

ビジネス日本語の中に位置づけ、日本語の基硝授業の他に中国語で観光学、ガイド業務、観光

管理、観光資源、観光心理学などの授業も設けられている。

四年制大学のほかに、桂林、杭州、 西安など有名な観光地に三年制大学、 専門学校など観

光日本語専攻の朝交がどんどんできて、各校は地域と結びつき、自校の何故に合わせて、それ

ぞ、れのシラパス作成に努力している。

さて、観光日本語のシラパスのあり方はどこにあるのか、何に基づいて、作成すべきなのか。

今日本語言語文学とどのような類似点と相違点があるべきなのか、樹受法と して、 どんなところ

に留意すべきなのか、観光日本語の未来像はどんなものであろうか。本論文は中国における観

光日本語の発展を顧みた上で、観光日本語の代表的な学校である北京聯合大学旅櫛学院を選ん

で、1980年代から今まで、の、ンラパスの作成に絞って、先行研究を踏まえ、観光日本語のシラパ

スのあり方と未来の発展を突き止めようと思っている。

2 観光日本語の定彊と先行研現について

2. 1 観光日本語とは何か

観光日本語とは、観光業従事者は業務遂行のために使われている日本語だというえ旅行会社、

ホテル、レストラン、お店など旅行業で、日本人船巴客と接するために使われている日持吾を

指す。日本人の海外ツアーを中心にガイド、ホテルの係、 レス トラン、お店などの店員が使っ

2高島美江2011「観光日本語の質の向上に向けてーーマレーシアのインタビュー調査から」

（桜美樹て学国際研究科修士論文要旨 言語教育専攻2011）。
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ている日本語である。具体的には、ガイド或いは添乗員による空港での観光客の送迎、観光パ

スの中での観北紹介、ホテルのチェックインとチェックアウト及び食事などの宿泊事情、観光

中の案内と在島t地の紹介、買い物などである。

日本において、普通「専門日本語Jと言って、 即ちJapaneseあrSpeci五ePurposes、省略し

て 「JSP」とし、う。またJSPには「特貯日本語」と 「職業日本語」と二種類に分けられている。

村岡貴子は料情的な日本語に基づいて、JSPを 「日本語学習者が専門分野の学習、研究活動を

円滑に行うために必要な日本語をアカデミックスキルを養成できるように支援すること」と定

義している。削剛言寿は学術日本語を研究する上に職業日本語もJSPの分野に取り入れ、 「専

門教育が円滑に行われるようにするための言語能力向上教育」とし、うように定義している。そ

れに対して佐野ひろみは明確な特定のニーズに基づく日本語教育と定義している。3観光日本語

について、日本国内でのニーズがあまりないようで、改まった定義はまだ見つかっていない。

2.2 観光日本語に関する先行研究

観光日本語についての先行研究は、それほど多くはない。時には専門日本語教育の論文の中

に少し角封Uる程度である。主として海外日本語教育に携わる日本人教師、そして日本人観光客

がたくさん訪れる台湾やタイやノ＼ワイや中国などの地域の日本語教師がこの研究を進めている。

台湾では 1995年前後、徐々に観光日本語の研究が見られるが、専門日本語或いはビジネス日

本語の一部分として捉えていることが多い。王敏東が1998年に「台湾における『観光日本語』

関係の毒刷こっし、て」の中で言及している。そして康妙齢1999年 「「観光日本語』における敬

語指導法の試みJの中で、観光日本語における敬語の重要性と即戦力のニーズに応えるべく指

導法を論じている。また林長河には 2004年「観光日本語文型の使用頻度と機能についての一

考察」（銘惇大学、応用語文皐院応用日本語学系出版）などの論文があり、観北日本語の中のレ

ストラン日本語をよく使われる敬語を頻度順に並べ、そして観光日本語の中にもビジネス日本

語と同様、敬語の重要さを論じている。

日本国内の観光日本語教育は、 主と して海外日本語教育に携わる日本人教師中心に進められ

ている。国際交流基金バンコク 日本文化センターの『日本語教育紀要』に時々レポー トや論文

が出ている。野坂智恵子 「観光学科4年生の一日ガイド実際R告」 （『日本語教育紀要』 2004年

第1号う； 大野直子「観光特ヰ3年生の『カンチャナブリ樹疑ツアー』 一実践報告」（『日本語教

育紀要』第2号、2005年）；長町聡子中村照・松原昭－ 山jii紀子などの「ラチャパットの観光学

3女lj侍“日本寺日用途日清教育研究的投展及居示”《日i苦学二ヨ与研究》 2013年第l期
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科のための『観光日本語用シラパス』作成について」（『日本語教育紀要』『日本語教育紀要』 第

3号、 2006年）；森康異 「コース ・シラパスから見た『観光日本語』科目の概要 ・目標 ・内

容ー－→動尺必修科目コースを有するタイの大学を事例に寸 （『日本語教育紀要』第 7号、

2010年）などが、代表的な例である。

観光日本語を研究対象にする修士論文も少しずつ出ているo 森田衛「観光日本語基本語箕の

選定」（杏林大学大学院国際協力研究科、 2002年），金沢知美附V悼む巴日本語シラパス策定

と観光学的な見地からの一考察」大東文化大学大学院外国語学研究科日本言語文化学専攻

2009）；高島美江「観光日本語の質の向上に向けて一一一マレーシアのインタビュー調査からJ

（桜美林大学国際研究科言語教育専攻2011）。まとめて言えば、日本における観光日本語の

研究は、実践に基づいた具体的な、ンラバスの作成が多く、教授法や通訳、 翻訳に触れるものは

ほとんどないのである。

中国大陸の働t日本語教育は台湾と同じように、ほとんど日本語言語文学劇、はビジネス日

本語の中に含まれており、あまり重要視されていなかっf4 2000年までは北京旅瀞朝涜の日本

語教師を中心に展開していた。王瑞林 「観光日本語教学に日本人の身振りと中日両国の身仮り

の違いを壷見しよう」（『旅瀞学刊』 1994）；徐妖「働巴日本語教学に『職業敬語』の教育を盤見

しよう」（「旅瀞学刊』 1995）；「観光日本語における第二人称の表現法について」（防寝静学干IJ』

1997），これらはそれぞれコミュニケーションの角度から観光日本語教育における身振りと敬

語の重要性を論じている。

2000年以後、中国の観光日本語教育が盛んに展開されるに従って、観光日本語の研究も増え

つつある。雀亜菅「秘t日本語科目を設ける考えについてJ（『日本語の学習と研究~ 2008年第

5期）；鵡榔 「コミュニケーシュンの角度から観光日本語の翻訳を論じよう」（長春教育学院

特 R、2013年 10月）；張淑珍 「プロジェクト教授法に基づく『勧E日本語』授業の改革実践と

研究についてJ（教育教学者俳壇、 2013年3月）・黄慧 「観光日本語学科における 『工学結合』の

人材育成モデルの改革J（長江大学学報、社会科学版、 2010年1月）などがあるが、屋の論文

の中に「観光日本語jのシラパスの作成に触れるほかには翻訳法と教授法の研究が圧倒的であ

る。そして、旅潜哨！完の日本語の他には、独立学桝として相生している例は少なし、事情もあり、

短期大学や専門学校の日本語教師がこの研究を進めている場合が多い。

以上の先行研究を踏まえて、北京聯合大学旅櫛学院のシラパスの作成を押さえつつ、観光日

本語のシラパスのあり方と未来発展を求めようと思っている。
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3 2側年以前の観光日本語シラパスの作成とその特徴について

3. 1 2側年以前の中国観光業の発展と観光日本語のシラパスへの影響

観光日本語の発展は、中国全国の大学の日本語科の発展にも従っているし、観光業の発展に

もつながってる。とくに旅瀞学院の観光日本語は特別の存在として、両方の↑静院をもとにして、

シラパスの作成に力を入れている。 2000年までの観光日オ尋吾のシラパスの作成は観光の情報

を取り入れているが、大部分は日本語言語文学に基づいて、シラパスを作成していたといえよ

つ。

新中国（1949年後）の観光業は、 1970年代に始まったとし、ってい、してもし、である。 1970

年までの中国はいろいろな政治、社会問題に悩まされ、観光どころか、衣食住だけで精一杯で

あった。タト交関係も展開していなかったので、その日靴の観光は、海外華僑の帰省が中心であ

った。外国人観光客といえば、少激のロシア系と東ヨーロッパ人に過ぎなし＼ 1970年から、中

国の国際関係が次第に展開するに従って、外国観光客も増えてきたにもかかわらず、観光がた

だスムーズに外交を展開するための付属物だと位置づけられ、即ち、外交関係で来中した外交

役員をもてなすために行われていた。そのために 1970年代の観光は外交と同じレベノレに高め

られ、観光地案内するのはガイ ドや添乗員というより、外国語が分かる国家の役員であり、社

会的地位も高かっfらそれから中国は、 世界諸国との外交関係がJI厩周に進み、 1972年に中日両

国は国交正常化が製見し、1978年中国とアメリカが正式に外交関係を結び、外国人働t客も次

第に増え、 1980年、中国が受け入れた外国人観光客の総人数は世界20位に入ったという。4

1980年代に入って、開放改革政策の実施につれ、中国の経済も著しく発展し、外貨不足の

問題が目立つようになり、外貨不足を解決するために、観光はまた経済発展のために必要な外

貨獲得の立場に位置づけられた。外国人存お巴客をもてなすために北京の中心地に相次いで、外

国人観光客を対象にするホテル、レストラン、デノξートがどんどん建てられ、建国ホテル、友

誼商店など外国人観光客がし、つも訪れるところは特別の相主と認められ、 外国人1；：：.~批しるチャ

ンスがあるガイドの仕事はとても名誉なもので、羨まれる仕事となった。

1980年代の日本は世界第二の経済大国となり、大規模な貿易黒字が日米の貿易摩擦を引き

起こし、貿易摩擦を緩和するために積極的に国際旅行を推し進めて、 1987年に、 1991年まで

に国際旅行は 1000万人に遣するようとし、う 「海外観光倍増計画」を期包した。それは、円高

の調子に乗って、 1989年に前倒しで、達したとし、う。日本人の海外旅行ブームは中国のインバウ

4李仲f “新中国成立60年旅瀞止友展的基本島主主各“《中国市場》2012年第一期。
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ンドのチャンスとなっていた。特に日本語ができる人はとても少なかったために、日本語の卒

業生は旅行会社のガイド、になる例は多かった。この状況ぽずっと 1990年代の半ば頃まで続い

ていた。

とにかく 1990年代の半ば頃までの中国観光業は、特別な立場に位置づけられたので、外国

語との関係は特別視され、時には船出外国語と対等に見られてしまっTら昔は国家旅瀞局直

属大学で、あった北京第二外国語学院、或いは北京第二外国語判完支校として建てられた北京旅

税制涜は、全部の外国語は主要な科目と して発展し、輝かしい成果をあげたのもこの由縁によ

るものである。その結果として、観光日本語はほとんど日本語読吾文学に含まれ、シラパスの

作成もほとんど日本語言語文学とは変わりはなかった。旅瀞明！完における昔の観光日本語のシ

ラパスを見ると、その鞘蜘2はっきり分かる。

3. 2 2C削年以前の観光日本語のシラパスとその特徴

1990年代の観光日持吾のシラパスは、中国の観光に関する科目が2、3科目が加わるほか

に、ほとんどは日本言語文学と同じ構成が見られる。日本語の言葉と文法を学ぶ精読は一番重

要な科目に位置づけられ、一年生から四年制まで、ずっと貫いている。テキストの内容は、年

級上がりに従って難しくなっていくわけである。会話と ヒアリングも、週に2時間ぐらい基木

的な日常会話と耳の練習をするが、ほかには日本の歴史と文化とは週に2時間ぐらいで簡単に

紹介して、日本文学は歴史文化より重要視され、古代文学から近代文学の発展の流れを学ぶほ

かに、有名な文学作品を選んで、中の言語表現を分析しながら、作者の主旨、時代背景なども

考察した。日本語の応用力養成として、翻訳の科目は二方面から即ち中国語から日本語へ訳し、

日本語から中国語へ訳すと二つの科目が設けられて、学生の即戦力を育成しようと意図してい

る。学生の卒業論文も日本文学、日本言語を取り扱うのが圧倒的で、あった。このようなシラパ

ス作成は、当時の日本言語文判のシラパスとほとんど同じである。

やや違っているのは、中国語で講義している観光学麹礎理論と中国観光に関する政策法規、

日本語で行っている北京案内で、ある。 観光学基礎理論と中国観北の政策法規は、旅瀞学院の基

礎科目として旅瀞明涜の学生なら全部勉強することになっているのである。それに対して日本

言語文学科のシラパスは、普通は現代中国語、中国の詩歌観賞などの科目を設け、学生の教養

を高めるとともに外国語の勉強のためにも、ある干盟主の基礎知識をつけるわけである。現代中

国語と中国詩歌観賞などの基礎科目は、直接日本文法と俳句、短歌の観賞に繋がっているが、

観光学基礎理論と中国観北の政策法規などは、日本語科目の中に結ひ明いている科目がなくて、

観光専門傾向と言語文学をポイントとするシラパスのギャップが見られる。
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北京案内議llJt日本語の最も特色のある科目として、重要視されていた。詳しし、名前は 「日

本語による北京案内」である。科目設置の目標は、日本人の観光客に北京の歴史などの概況、

主と して北京の名勝を紹介することである。難しい日本語になるので、普通二年生後期から始

まって、 一年から二年ぐらい勉強することになっていた。教材はほとんど旅辞学院の教師によ

って作られている。アウトラインとしては普通三つの部分からなっている。第一部分は北京の

概況、歴史及び北京のメインの、世界によく知られている名勝を紹介することを目的とする。

具榊句には：北京の概況と歴史 ；天安門と天安門広場；故宮博物館、天壇公園；明の十三陵；

万里の長城 ；願和固などである。第二部分はもっと詳しい北京の名勝案内で、北海公園、手U函

（孔子のお寺）国子監（昔の大学入学試験を行ったところ）薙和宮（有名なお寺）などである。

第三部分は立派なガイドになるための基礎知識、マナー、言葉遣いの注意事項などが書いてあ

る。テキストの全体を見通すと、日本人のお客さんとのやりとりはあまり多くなくて、 一方通

行的に北京を紹介するのが糊教である。そして、名勝スポットを紹介する場合、たくさんの固

有名詞や専門用語を使ったりして、例えば、故宮を紹介する時は、各宮殿の名前はもちろん、

建築風持、建築材料とg齢、て言えば中の器など、大変ややこしし、日本語になってしまっている。

糊を作る朝市達は本当に一つ一つの場所に行って、調べて作った耕オなので、場面性が強い。

毎年担当教師につれられて、故宮などの現場に行って、現場実践を行っていて、旅瀞学院観光

日本語の特色科目と して運営されてきたのである。卒業生の大部分は北京市のガイドになろう

と思っているので、大変役lこ立つ手l・目とも言える。

2000年以前の観光日本語シラパスを見ると、幾つかの何故が見られる。まず、ほとんど日本

語言語文学と同じようなシラパスなので、観光の特色は目立たない。次に、一方通行的に中園、

北京のことを紹介することで、あまり観光客とのコミュニケーションを重視しなしL異文化コ

ミュニケーションとか、日本人のコミュニケーションの何故にほとんど触れていなかった。ま

た、日本の観光事情とか、或いは日本観北に近い日本の歴史文化、風俗習慣などもシラパスの

ポイントにもなっていなかった、などである。

北京聯合大特宗評判完を例に、観光日本語のシラパスの変化は、 2000年頃から明らかに見え

てきた。これは日本語の専門化に従って始まったと言えるし、中国における観光業の発展にも

関連している。
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4 2側年以後の観光日本語のシラパスの作成とその特徴について

4. 1 2（削年以後の中国観光業の発展と観光日本語のシラパスへの影響

1990年代後半に入ると、中国対外貿易の持続的な好調で、貿易黒字が爆発的に伸び、外貨

が 20年間に何百倍にたまったとしづ。すると観光を通して、 外貨を獲得するとしづ観光の役

割が弱まり、あるべきサービス産業の立場につけ戻し、所調「働包業のモデ〉唱換期に入ったJ

とし、う。それに従って、観光がイコーノレインバウンドで、イコール外国語の時代が終わっf4

観光日本語のシラパスは、割合に多くの観光の要素、供同教を取り入れながら、作成するように

なってきた。

経済の発展と個人所得の高まりに従って、中国国民の観光意欲も出て来て、圏内観光の勢い

も徐々に見えてきた。中国政府も積樹内な姿勢で働巴業の発展を後押しした。まず、休日の増

加で、 1999年に 「国慶節J（建国記念日、 10月1日）、2000年に「労倒飾J（メーデー、 5月

1日）の時期に7日間のブ型連休を導入し、これに従来の旧正月（西暦の時期は年によって変

わるが、大体1～2月の間）の約1週間の休みを加えると、年間3回の「黄創司」（ゴールデン

ウィーク）ができ、国民は比較的長い期間の旅行を楽しむことが可能となった。外貨の増加に

より、中国政府も徐々に海外旅行の規制を緩和し、海外旅行を取り扱う旅行代理店の増加、パ

スポー ト発行手続きの簡素化など、海外旅行にも行きやすくなってきむ旅行会社の仕事とし

ては、外国人観光客を受け入れるだけではなくて、中国人の海外旅行も案内するようになると

いうことである。

21世紀に入って、中国の観光業は急成長を遂げている。2000年から 2009年までの 10年

間の年平均伸び率は 12.4%で、特に05～09年の5年間は年平均13.5%増に達している。残念

なのは国内旅行と中国人の海外旅行は着実に増えているのに対して、訪中旅行者数が伸び悩む

傾向にあった。そして旅行者数に占める訪中旅行者の、ンェアも 2000年の 10%から 09年に

6.1%に低下した。日本人の観光客から言うと、 ずっと 2004年まで、中国のインバウンドの第

一位を占めたが、 2005年は韓国に超えられた。その後は少々伸び、2007年に最高の397.8万

人に達し、 2008年に世界金融j百幾の影響で、大幅に下回り、それから中日関係悪化の影特でず

っと下り坂になってしまう。調査によると、 2013年、日本人観光客は287.8万人で、最高記録

の2007年より、 110万人減少した。 5

5 2014年日本来隼旅瀞輿情及侍播i周査披告http://www.china.corn.cn/travel/txt/2014-

ll/14/content_34050263_2.htm 
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日本人観光客が減少する一方で、もう一つ、インターネットの普及と情報化の進展で、団体

ツアーではなくて、個人旅行が好まれるようになってきfこ。 いずれも日本語ガイド、ニーズの減

少をもたらし、ガイド志向の日本語科卒業生の就職に迫ってくる。そして、前にも角財もたが2005

までの好況で、各地で日本語科が増設され、学生募集数が大幅に増えた。 2000年代の後半にな

ると、日本人観光客が減少するとともに日本企業の進出が安定期に入札日村苦科の卒業生就

職i難の問題も生じてきた。競争力を高めるために、各校が日本語の専門化を進めると同時に学

生の即戦力、職場向きのコミュニケーション能力の育成に力を入れた。旅済学院は観光日本語

の専門校として、他校との違いを求め、オリ ジナルなシラパスの作成に挑戦した。

4.2 2（別年以後の観光日本語のシラパスの作成とその特徴

21世紀に入って、ほとんどの大学は単位制を導入し、科目の設置も次第に豊かになり、学生

の選択できる余地が増えた。付録1の北京聯合大学の日本語の教学計画をご覧いただければ分

かるが、教学計画は 「通識教育」、 「学科対買教育」、「専門教育」、「実践教育Jと「素質育成訓

練」など玉つの部分からなっている。中の「通識教育」、「実践教育Jと 「素質育成訓練」は国

家の教育指針に従って、どの大学でも設置される科目である。 「通識教育」 は普通は政治学習、

体育、パソコン知識、大学生の心理教育、外国語伊ト国専門でない学生）とある分野の基礎知

識（例えば、旅瀞判完の場合には在舟t学を設けることになる）からなっている。 「実践教育Jと

「素質育成訓練Jは各大学は自校の科目により、自由に学生の実践を指導したり、ボランティ

アなどの社会参与をさせたりする。

「学科大類教育J、「専門教育」は、観光日本語のシラパスの基本で、ある。 「学科大類教育Jと

は、普通基礎日本語、即ち昔の精読、言葉と文法を教える科目で、会話とヒアリングなどの日

本語科の基本的な科目を指す。専門教育の部分は専門の方向、即ち、観光日本語の特色を表す

授業になっている。専門教育の部分にも必修科目と選択科目に分けられている。 日本語文法と

日本文学史など日本語科の伝統の科目は相変わらず残っているが、学生の表現力、即ち、コミ

ュニケーション青•137Jを育成するための科目と日本文化をより多く紹介する科目は圧倒的に増え

た。昔は日常会話と北京案内しかなかったが、今は観光日本語、ホテル日本語、ツアーリーダ

一日本語と詳しく分けられていて、補足として、ビジネス日本語も設けられた。異文化コミュ

ニケーションをうまく取れるために、昔は大封甘巴に扱っている日本の社会文化を日本概況 （日

本地理、人口、気候、都道府県などの紹介入日本歴史、日本の社会、日本の祭りなど詳しく分

けて、紹介するようになった。学生達はもっと詳しく日本の歴史、文化、生活習慣を知るよう

になり、より丁寧にお客さんをもてなせるし、中国人への日本旅行を案内するにも役立つので、
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ある。ほかにも日本映画観賞、日本の新聞閲読などの補足で、幅広い日本に関する知識を学生

に紹介している。日本文学史は相変わらずだが、文学作品の閲読は日本紀行文に変わり、観光

日本語と対照するようになっている。シラパスの中で一番注目すべきなのは、「日本の観光概況」

という授業を設置し、日本の観光政策、 観光事情、 各地の名所旧跡を了解する目的である。

今現在のシラパスから言うと、日本語の基礎をしっかりするとともに、最大限に観光日持吾

の特色を引きたてている。「観光日本語」と「ホテル日本語」「日本観光Jで、使っている教材は

全部担当の先生がたによって作られた次に目次を通して、大体の内容を紹介しよう。日寸録2、

3、参照）

『観光日本語』は旅清朝涜日本語教学研究室の耕受陣により作られ、2007年に旅椋教育出版

社から出版され、今でも使われているメイン耕オである。昔の教材と比べるとできるだけ文章

を減らして、会話体で進めるようになっている。 即ち、日本人観光客を出迎えから見送りまで

の各場面を想定して、ガイドさんの説明と紹介、及びお客さんとのやりとりを会話の形で作り、

授業も学生の樹疑訓練を中心にして進めているので、学生のコミュニケーション能力を高める

には有効だと思われる。第二部分の基勝織と観湖日市の紹介はガイドの途中案内と車内の紹

介などの話題になるものと して補足されている。

「ホテノレ日本語」は2011年から導入された新しい科目で、 「観光日本語」の関連、補足科目

として位置づけられた。 『観光日本語』の中で、もホテノレに角財しているが、観光の一部分として扱

われているので、それほど展開されていなかっf4,『ホテル日木語』はホテノレに関する各部門、

各場面の仕事の流れを係とお客さんの会話の形で展開し、業務用語もできるだけ詳しく紹介し

て、会話文で月封もなかったものを関連表現と関連用語の形で取り入れている。

『ホテノレ日本語』の教材は 2014年に旅潜教育出版社により出版され、出版されるまでは、

ずっとプリン トで授業を推し進めた。この科目を導入するのは『観光日本語』の補足とすると

ともに、中国における観光業の発展に合わせようとしている。前にも角材したが、近年、日本人

の観光客は減りつつあり、ガイド、のニーズ、も減っている。その一方で個人旅行が好まれるよう

になり、個人旅行もホテノレに泊まるので、卒業生がホテノレに就職してもちゃんと務まるように

という狙いもある。『ホテル日：特苦』は敬語の使い方と練習を一つのポイントとして、 丁寧に作

られている。もう一つ、昔の「北京案内j も 「観光日本語Jもガイドを中心に展開しているの

に対して、『ホテル日本語』は、係りとお客さんとの分はほとんどバランスが取れているので、

立場を変えて、中国人の日オ司有行でも、つまり、ホテノレの予約、ホテノレの係とのやりとりにも

通じるので、両方の狙いがあるといえよう。

『日本観光実務教干呈Jも旅済学院の新しい挑戦として、 日本語研究室の教師によって作られ、
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2010年旅辞教育出版社から出版されたものである。日本観光者数の激増に応えて、中国人の日

本へのアウトバウン ドツアーリーダーの教養を高め、 即戦力を育成し、或いは中国人の観光客

に日本の観光事’情を知ってもらうために、作られているのである。

以上、北京聯合大特有辞学院日本語科のシラパスを例に、2000年以後の観光日本語のシラ

パスの移り変わりを説明してきた。まとめてみると、昔のシラパスと比べると、幾つかの斯蚊

が見られる。まず、科目は昔よりずっと豊かになり、学生が選択する余裕が出てきた。日本語

基礎科目の他に幅広い選択科目が設けられ、学生は自分の興味と進路に合わせて、選択できる

ようになっている。次に観光日本語、ホテル日本語、日本観光教程などの科目を取り入れて、

観光の特色を引き立てている。そして、知識より学生のコミュニケーション能力の育成が艶見

されるようになってきた。最後に、昔の観光日本語は日本人観光客をもてなすために存在して

いたが、今現在の観光日本語は中国人の日本主llJtを頭に入れながら、作られていると言えよう。

5 中国における観光日本語が向かっている難問と未来発展について

5. 1 中国における観光日本語カ篭面している難問

以上、1970年代以来の中国の歴史と結びつけつつ、観光日本語の発展、特に北京聯合大学

旅清朝！完の観光日本語を例にシラパス作成の移り変わりを顧みながらまとめてきた。観光日本

語のシラパスや教材作りなどは、中国の社会の移りかわりに応じて次第に変わっている。研究

のために 2000年をけじめにしてまとめてきたが、今現在のシラパスを見ると、「観光日本語」

は「複合型人材の養成J（知識多様化）の目標を目指して、学生の異文イじコミュニケーションに

配慮しつつ、コミュニケーション能力を養成するために、前向きに進んでし1るとし、えるが、い

ろいろ難しい問題にも立ち向かわさ、るを得ない。

まず、観光日本語を導入している四年制大学は、まだまだ少ない。前にも触れたが観光日本

語を専攻として、或いは方向として進めている大学は日本語科を設置している大学数と比べる

と、あまりにも少ない。その理由はいくつか考えられる。まず、年むも日本語も日本語の基礎か

ら勉強し始め、学生はほとんどゼロスタートなので、基礎をつけてからまた幾つかの専門を目

指して、授業を進めるには学生の負担も重くなるし、シラパス作成もきつくなる。そして、観

光は科学揃f、金融、情報処理など、専門性の高い専門ではないので、将来観光業志向なら自

分で練習すればし、し、と考えている判交が多いらしい。そして、調査によると観光英語と比べて

も、観光日本語を設置している旅排学院はずっと少ない。その理由は、英語は世界言語として

小学校から勉強し始めているし、大学の入学試験の重要な科目でもあるし、大学に入っている
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学生はもう相当にできているので、直接観光英語の勉強ができ、観光に関する専門知識の勉強

も余裕も十分あるし、卒業生は観光管理、観北開発などの仕事に努めるチャンスも多い。有名

な観光地にある西安外国語大学には、旅瀞学院の観光英語がちゃんと設置されているのに、観

光日本語はない。以上が主な理由ではなかろうかと思われる。観光日本語を導入している学校

が少ないと、観光日本語の発展と研究に不利である。

旅済学院の観光日本語は観光専門に向かっているので、もっと難しい問題を抱えている。 一

番困っているのは、旅瀞明！完に入り、観北日本語を勉強しているのに、観光業に就職したがら

ない学生が増えつつあることである。その理由は1990年代末期、観光は70、80年代の外交付

属、外貨獲得の立場から降りて、ただの第三次産業として位置づけられてから、社会的地位も

収入もダ、ウンしつつある。近年中国圏内の観光業の発展で、観光客を踊す事件まで出て、ガイ

ドと観光会社の社会的なイメージを壊している。そして、1990年代に生まれた所謂 「90後J

の世代は価値観も昔と違っていて、ある仕事に向かつて専攻を選ぶ学生も減りつつある。ただ

日本の漫画、アニメが好きなので、日本語科に入っている学生はたくさんいるし、また日本留

学を目指して、日本語科に入っている学生もたくさんいる。 一年生、 二年生の基礎勉強はまあ

まあだが、三年に入ってから、日本留学に出ていくので、観光専門に興味がないので、不真面

目になってしま う学生もいる。一番困るのは、インバウンドもアウトバウンドも外交関係に影

響されやすくて、複雑な外交関係にある中日両国は何かトラブ〉レがあると、日本からの観光客

は減り、直接観光日本語の就職を脅かしてしまうことである。旅訪7判完のシラパスを作成した

時も、「日；材脱学理論」などもっと専門的な科目を取り入れず、 言語と文学の科目をある程度

残しているのも、その固己J蓄、があり、学生に選択の余裕を与えようと思つているからで

くさんの学校が、観光日本語を｜慶昧に取り扱つているのも、このあたりに理由があるのではな

かろうかと思われる。

5. 2 中国における観光日本語の未来の発展について

1970年代以来、中国における日本語学習が目覚しし溌展をし、日本語科を設置している大

学数は中国における大学総数の 41.2%に達して、判設置の 12番まで上ったというので、日

本語は昔の 「小語宅配から 「大専攻Jへと変わってきた。 これはめでたいことであると同時に

厳しい競争に向かわざるを得ない。競争というのは、卒業生の就職競争だけではなくて、少子

化が近づいてくる中国社会において、学生募集難も近いうちに来るのではなし、かと思われる。

難問に向かっている日本語の未来について、「一つは異文化コミュニケーション力のある人材
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を育成すること、もう一つは日本語＋α能力のある人材を育成することげと中国の日本語教育

研究会の会長である倒削が述べている。異文化コミュニケーションの力というのは、おEいの

文化への理解、つまり日本の生活習慣、歴史、思考パタンへの理解を高めることである。日本

語＋α能力というのは、日本語の基礎をしっかりと付けると同時にある専門的な知識も勉強す

るのである。「今は日本語を勉強するため、勉強するのではなくて、 日本語の勉強を通して、何

かを勉強する時代だJ7とし、うのである。

さて、観光日本語を通して、何を勉強すべきであろう。言い換えれば、観光日本語はどんな

あり方で、未来に存在していくべきであろう。 観光日本語とは日本語の基礎の上にプラス観光

で成り立っているので、日本語と観光の両方の情報を取り入れて、発展してし、かなければなら

ない。シラパスの中に設置された観光日本語、ホテル日本語、日本観光耕室、学生の日本語の

コミュニケーション力の養成、日本歴史、文化の科目は、学生の異文化コミュニケーション能

力の養成にも役だつが、ほかには中日両国の観光事情について、ある程度の基礎知識が必要で

あるし、一番大切なのは中日両国の観光事業の移り変わりに常に関心を払わなければならなしL

観光事情の移り変わりは、日本語より早いというのは言うまでもない。中日両国の観光事情

から言うと、 2010年まで日本人観光客をもてなすことが中心で、あったが、最近中国人観光客が

大勢日本を訪れて、日本での「爆買」が話題になっている。 2014年、訪日中国人は241万人、

総消費額は5583億円、日本インバウンド稔額の27.5%を示しているとしづ。 8日本へ巨大の利

益をもたらしたが、マナーが悪いとかモラノレの低下など、色々物議を醸している。それは何故

であろうか。それに対して、中国への日本人観光客が減少しつつあり、政府を困らせている。

調査によると中国への日本人観北客は 40歳代の中年が中心で、若者、特に若い女性は中国へ

の旅行はあまり関心がないようである。それはなぜであろうか。観光日本語としてはそれらの

情報をすぐに取り入れて、早速シラパスの作成に生かすのは無理だ、が、少なくとも観光日本語

の教師としては、常にこれらの情報に目を注ぎ、授業の話題として、或し、は補足として取り入

れ、学生達に考えさせ、観光への興味を引き起こ し、観光業への関心を持つ目を養成して、将

来の仕事につなげたい。つまり日本語科の利点を使って、 中日両国間の観光事情を捉えて、異

文化コミュニケーションを踏まえ、問題点の解決に取り組み、両国の観光交流を推し進めるこ

とである。中国人観光客の騒ぎ、マナーの悪さとかに対して、日本人の生活習慣、文化などの

何彦剛“特型期的中国高校日i吾寺北教育的凡点思考”《日清学羽与研究》，2011年第4期

7修剛“特型期的中国高校日活寺~教育的凡点思考”《日i吾学ヨ与研究》， 2011 年第4期
8国土交通省 ・2015年『観光白書』、

http: //www. mli t. go. jp/kankocho/news02 000252. html、2015年 7月20日検索。
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角度から指導する一方、日本人観光客の減少に対しても日本社会の事情と結びつけ、原因を分

析して、日本人観光客が大勢訪れるように中国の観光事業の整備を推し進める。そして、日本

が近年世界の観光客から好まれることに対して、その理由を分析し、中国側に日本人の観光政

策、 観光情報の発信、観光客の受け入れ環境の整備状況を紹介し、日本人のもてなしなどを学

び、中国の観光業の発展を促す。これも観光日本語のあり方で、はないかと，思っている。

とにかく、観光日本語は、 日本人をもてなすガイドを育成するとしづ考え方から抜けなけれ

ばならない。特に、昔の狭義の 「働 1t＝ガイドJ、或いは 「働 I[;＝日本人働t客を案内する」と

いう考え方を見なおさなければならない。グローパリゼーションが進み、人間同士の交流もも

っと盛んになるに違いない。旅行は交流の重要なルートとして、重要な役割を果たすに決まっ

ているが、旅行と言ってもガイドに案内してもらって、観光するとは限らない。時代の進み、

情報化の進みにしたがって、斬新な旅も出るかもしれない。個人旅行の流行はツアー旅行より、

もっと身近にその土地の生活、文化に触れるので、受け入れる側と して、どのような対応が期

待されるのであろうか。旅行会社と観光地の人々だけでなく、普通の人々も日本人と触れるチ

ャンスが増えるのであろう。お客さんをもてなすために、ある程度の異文化コミュニケーショ

ンの知識が必要になるのであろう。そうしたら観光日本語は新しいニーズが出てくるのではな

かろうかと思われる。とにかく観光日本語は、 H割tの発展とともに、永遠に中日両国の観光の

架け橋となり、これこそ、観光日本語を勉強する価値ではないかと思っている。
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付録1 北京聯合大学の日本語教学計画

十三、日活寺il'.教学t十刻表

深程炎剃及
深程代碍 深程名称 学分

.(it 理~ 31;強 上机 建¥I(修協学期及学吋数 考核
各注性原 学吋 学吋 学吋 学吋 2 3 4 5 6 7 8 方式

CSEl10001C 大学iHT.机基倒 3 18 21 21 •18 考試
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!1Xl130001E 1且乱！辺悠修＇1"与法1111.~mll 2. 5 32 32 32 考むt f”） l~！tl 

MX L130001E 中間近現代虫剤製 2. 5 32 32 32 考缶t (9) ii!；ト
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i血iH教(f
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辿iJt
ドllEIOOOOH 体ηIV 32 32 32 考i式

叙n FLL120001T 第二州J1rntI 2 32 32 32 考干r

Fl.Ll20002T 第三外間活II 2 32 32 32 考l'i

MILIZOOOIT ’"i''.'J＞迎1e 。 32 32 32 考資

l'SYIOOOO!T 大学生心理京灰救（i 16 16 16 考fi

CEGIOCDOIT lll1'k没Ji>bj枕~IH ·!T 16 16 自 自 考むt
1r<11 中”1111；；・：ぱ、
中Ill分内町rl~世li

小t十 30 528 3’l•I 181 。 200 144 ll2 6・1 。 8 。 。

ff見当学j凹:lf-i*円及 2 32 32 。 。 32 考資 自然科学焚

1芋児当！f:)U)Jfi県阿ポ 2 32 32 。 。 32 考1't 人文.fll"l::；木炎

泌iH数百
il見当学l田升i*目：止 2 32 32 。 。 32 考干I 社会科学'1'!

iMJi*f!il 

もl!l当学JUJ:ffi民自：止 2 32 32 。 。 32 考古 向j目交流尖

4、t十〈毎↑学生皮泡修的最低学分〉 8 128 128 。 。 32 32 32 32 

合廿 38 656 ・172 184 。 232 176 l・M 96 。 8 。 。

FL! 2EOOOJT *1,!;P:ll日ill! 10 160 160 160 考；，＼

l'l l.2E0002T 食主~~：II 日 ill II JO 160 160 160 ~j;\ 
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付録2 『観光日本語』の目次と内容

タイトノレ 内容

第一部分： ガイド実践篇

第一課 ：出迎え 会話1：旅行固とその人数の

有師忍、荷物のチェック

会話2：歓迎の挨拶

第二課：途中案内 会話1：当地旅行についての注意事項

会話2：スケージューノレについて

会話3：空港から泊まるホテルまで、の途中案内

第三課 ．ホテルで 会話1：チェックイン

会話2：部屋の案内

会話3：各積のサービス

会話4：ドラブノレ

会話5：荷物会話

会話6：電話会話

会話7：両替

第四課：スケージュールの打ち合わ 会話1：スケジュールの確認

せ 会話2：見学の追加

会話3：スケジュールの変更

第五諜 ：観光案内 会話1：スケジュールの説明

会話2：注意事項について

会話3：途中案内

会話4：観光スポッ トの案内

会話5：添乗員との打ち合わせ

第六課 ：食事 会話1：料理の注文

会話2：飲み物の注文

会話3：席の希望

会話4：ルームサービス

会話5：スペシヤノv,jS十理

会話6 苦情

会話7：支払い

第七課 ：ショッピング 会話1：買い物する

会話2：漢方薬局で

会話3：ゴ〉レフ場で、

会話4：からオケボ、ックスで

会話5：京劇を見る

会話6：雑技を見る

第八課 －ドラブノレとクレーム 会話1：旅行中の トラブル

会話2：クレーム処理

第九課 ：見送り 会話1：帰国前夜

会話2：チェックアウ ト
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会話3：空港へ向かう

第二部分：基勝目識

第十課 ．中国の昔と今

第十一課 ：中国観光事業の発展

第十二課 ：中国観光産業に関する重

大な事件

第十三課：中国の伝統的な文化芸術

第十四 ：伝統的な文化と現代社会

第十五課 ：人口と民族

第十六課：中国の特産品と名物料理

第三部分：主要な観光都市

第十七課 ：北京

第十八課 ：西安

第十九課 ：桂林

第二十課 ：上海

第二十一課 ：高奈川、｜

付録3 『ホテル日本語』の目次と内容（第二章と第三章は略）

タイトノレ 内容

第一章フロント

第一課 ノレーム ．リザベーション 会話1：予約の受付

会話2：お客さんの要望にそなえない場合

会話3：満室の時

会話4；予約のキャンセゾレ

言葉と表現

関連表現

関連用語

練習

コラム ：ホテノレと旅館の違いを知る。

第二課 ：フロン ト． レセプション 会話1：チェックインの受付（個人客）

会話2：チェックインの受付 （団体客）

会話3：予約記録が見つからず、ホテノレが満

室の時

コラム：日本のホテノレの始まり。

会話1：荷物を預かる

第三課 ：フロン ト． サービス（荷物） 会話2：客室へのご案内

会話3：荷物の配達間違い

会話4：荷物おろし

コラム．タイプ引金で見る日本のホテノレの種

類

第四課 ：インフォメーション 会話1：交通情報の紹介

会話2：観光情報の紹介

会話3：館内設備の紹介

会話4：亀話のかけ方
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コラム ：日本のホテル シティホテル

第五課：電話によるサービス 会話1：モーニング ．コール

会話2：電話の取次ぎ

会話3：伝言の受付

コラム ：日本のホテル ビジネスホテノレ

第六課：両替と精算 会話1：両替

会話2：チェックアウ ト

会話3：請求が間違っていた場合

コラム：日本のホテル：リゾート

第二章ルームサーピス（内容略）

第三章 レストラン部（内容略）

第四章ジム．ショッピングセンター（内容略）

付録4 『日本語観光実務教程』の目次と内容

第一部分：「日本語観光実務教程J中国語の導入

( 1）日本から話そう

(2）観北について

(3）日本観光の横縦

第二部分： 日本列島の自然及び世界遺産

(1）日本列島の自然と主な観光地「一概説

(2）日本独特な名所｜日脚一一日本の三景

(3）日本の三大テーマパーク

(4）日本の世界遺産案内

第三部分：日本各地方への観光案内

( 1）東京 (8）関東地方

(2）奈良 ( 9）中部地方

(3）京都 ( 1 0）近畿地方

(4）鎌倉 ( 1 1）中部地方

( 5）大阪 ( 1 2）四園地方

(6）北海道 ( 1 3）九ナ卜地方

(7）東北地方 ( 1 4）判司、電
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第四部分添乗員として求められる能力及びマナー

1、基本理念一一添乗員業務は対人サービス業

2、あいさつの仕方

3、おじぎの仕方

4、言葉使いと話方

5、基本的なマナー及び注意事項

(6）添乗員業務

(7）日本の出入国手続き

(8）外国通貨購入

(9）日本観光ピザ

( 1 0）心得や注意事項

( 1 1）苦情、 ドラプノレ（参考伊D
( 1 2）旅行者が圭催方約子に求めること

( 1 3）添乗員としての素質及び基本能力

( 1 4）成田空港案内

( 1 5）現地事情解説のための業務知識

( 1 6）日程と訪問地の事情についての研究

( 1 7）携行品確認チェックリスト

( 1 8）日本に持ち込みが規制されているもの

( 1 9）封盟、歴史、文化、生活習慣

( 2 O）日オ坊宗行における添乗員基本業務の手順（参考例）

第五部ぬ：コンダクターとしての基礎知識

( 1）代表的な日本風景

( 2）代表的な温泉

( 3）代表的な祭り

(4）主な観光地、名産品、名産地

(5）日本代表的な陶磁器

( 6) IATA航空会社コード

(7）日本主な空港、都市IATAコード

第六部分 観流用語

( 1）中日観光用語

(2）英、中、日対照観光専門用語

（けし、 せつえん／XING 別EY釧

上田女子短期大学外国人特別研究生j北京朕合大学旅瀞学院副教授）
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