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日本語教育における文化教育 

要旨 

 

  中国人と日本人が「同文同種（同じ祖先あり、同様な文字を使っている）と

考える人が多い。それは、中日両国の文化母体国と文化接受国という関係をも

とにして下ろした結論である。確かに、日本は中国から大量の文化栄養を吸い

取り、中国と似ている文化が現れている。しかし、日本文化は日本人が長い間

に、中国の文化のみならず、朝鮮等の外来文化を吸収し、巧みに自国に移して

植えてきたものである。また、中国と日本の自然環境や人文環境が異なること

で、言語表現といっても、行為様式といっても、それぞれの特性がある。だか

ら、言語だけで言語自身を研究することは不十分であり、日本の特定の文化背

景を結んで言語を考察することこそ、日本語の本質と規律を把握する道である。

即ち、言語は文化のキャリヤーとして文化の内包を表しているとともに、文化

に影響されている。 

いままで、中国における日本語教育は、日本語の運用能力を身につけるため

にはその基礎となる知識能力を形成することが大切だとされる。文化教学が行

われているが、文学、歴史、地理等が文化教学の内容とされて日本の知識文化

の教授にとどまり、言語に大きな影響を与える交際文化の導入が軽視されてい

る。そのため、学生が日本語でコミュニケーションする時、いつも中国の文化

標準で日本文化を取り扱い、中国人の価値観と考え方によって日本語を話すよ

うになる。 

実を言うと、日本語教育の目的は学生の異文化間能力の養成である。だから、

聞く 話す 読む 書くという四つのスキルを学習者に身につけさせるにどどま

らず、もっと重要なのは社会文化能力の養成である。 

  本稿は日本語教育における文化導入を考察し、個人的な観点を提出しようと

思う。第一章は先行研究。第二章では、各国の日本語教育現状を紹介した。第

三章では日本語教育における文化導入の必要性について検討する。第四章では

日本語教育における文化導入の方法と原則について、検討してみた。 
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はじめに 

 

  どんな社会集団でも自分の文化背景を持ち、その文化背景は社会集団のメン

バーに作り出され、承認されたものである。言語は文化のキャリヤーとして文

化の内包を表しているとともに、文化に影響されている。 

  中国における日本語教育は、日本語を外国語としての、あるいは第二言語と

しての日本語の運用能力を養成する教育という役割が強調されてきた。即ち、

日本語の運用能力を身につけるためにはその基礎となる知識と能力を形成す

ることが大切であると考え、その基礎的な知識 能力の中心は、日本語の文を

形成する要素となる文型と文法事項というものであると考えた。 

  しかし、日本語教育の目的は学生の異文化間能力の養成である。その有効的

な手段は日本語を教授する時に日本文化を導入するものである。それは、言語

（語彙意味や文法構造）を教える時、言語の仕組み、意味の分析を通して、中

に隠している文化内容を見つけ、文化背景と文化規約を学習者に了解させ、習

得させることによって、その知識をある程度でコミュニケーション能力に転化

させることである。その目的は、文化雰囲気を作って、日本文化と親しくさせ

ることによって、積極的で自発的に目的語を学習させて、コミュニケーション

能力を高めることである。 

  本稿は日本語教育における文化導入を考察し、個人的な観点を提出しようと

思う。第一章は先行研究。第二章では、各国の日本語教育現状を紹介した。第

三章では日本語教育における文化導入の必要性について検討する。第四章では

日本語教育における文化導入の方法と原則について、検討してみた。 

 

 

 

 

 

 

 第１章 先行研究 

 1.1 研究背景 

 

  文化庁文化部国語課編(1994)『異文化理解のための日本語教育 Q&A』の中に、

日本語を適切に理解し使用するうえで、不可欠な文化的側面を考慮し、異文化

適応の考え方、コミュニケーションのギャップなど外国人の立場から考えられ

る意見を Q&A 方式でまとめた。日本語を学ぶこと、教えることは、異文化を理

解することであるという、日本語教育に関わるものにとって欠けることのでき

ない視点を示す 
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  中国の日本語教育はほとんど①、②、③の教授法をを採用している。 

①トランスレーション メソッド（Translation Method）は母語で外国語を教

授する方法で、単語 センテンスを翻訳してテキストを説明する教授法である。 

②直接法（Direct Method）というのは直接に外国語でその言語を教授し、翻

訳もしないで、文法も説明しない方法である。 

③オーディオ リンガル アプローチ（Audio-Lingual－Approach）は聴いたも 

のを繰り返して話すことによって外国語を習得する方法で、自動的に反応でき 

るまで機械的に大量の口頭練習を行うことを重視している。 

  ①、②、③は割合に早い時期に現れたものである。①は学習者の言語運用能

力の養成に不利になるため、できるだけ使わない声が多く上がっている。② 

は学習者の言語の運用能力に利くが、言語知識、即ち言語そのものに対する理 

解や把握に役立たない欠点がある。③はともすると退屈で、意味を考えずにた 

だ機械的に口を動かすだけになることもあり、実際のコミュニケーションとは 

無関係な文の作成が行われたりしがちで、学習者の知的創造性を無視して学習 

者を一種の機械扱いにするから、その黄金時代が短くて、現れたまもなく終わ 

ってしまった。 

 

 1.2 研究の内容と方法 

 

  日本語教育における文化導入について、中国の日本語学界も足を入れたが、

英語学界より遅いし、触れる内容も限りあって、深くないのである。以下は先

行研究の問題点である。 

A、中日文化の相違点から文化導入の重要性を考察するのが普通である。し 

かし、それだけで不十分である。 

B、「文化教学」というものが出されたが、文化教学を文化導入と同一視す 

る論文が多い。だから、文化教学と文化導入が区別されていない、文化導入の 

定義と内容が明らかにされていない問題点がある。 

C、日本語教育における文化導入の方法や原則等について、ほとんどの論文 

は簡単に言及しているだけで、深くない。これも問題点の一つである。 

  本稿は先行研究の問題点に対して、日本語教育における文化導入を考察し、

個人的な観点を提出しようと思う。具体的な内容は以下である。 

  第二章では各国の日本語教育現状を紹介した。 

  第三章では日本語教育における文化導入の必要性について検討する。言語と

文化の繋がりがしっかりしているため、外国語を研究しても、教授しても、言

語と文化を分けて行うことができない。というのは、ある民族の言語から、そ

の民族の歴史、地理、考え方、ライフスタイル、価値観等の文化特性が窺える。 

  第四章では日本語教育における文化導入の方法と原則について、検討してみ

た。日本語教育における文化導入の方法には比較法、解説法、展示 実演法な

どがあるが、学習者のレベルによって適当な方法を採用すべきである。また、

文化導入の原則として、認識原則、吸収原則、対比原則などがある。 

  本論文は主に先行研究の問題点に対して研究しているもので、理論的なもの

といっても、たくさんの言葉の用例を挙げる。そのほかに、比較、実例等の研

究方法を用いる。 
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第２章 海外の日本語教育 

   

海外の日本語教育の比重は、従来の高等教育から初等・中等教育へと移行し

ている。日本語教育の目的は、従来の日本語の文法や語彙などの言語スキル習

得に重点を置くのではなく、人間教育としての日本語、すなわち、日本語教育

を通して探究心や問題解決能力を養成し、異文化理解、対処能力を身につける

ことを目指すものである（吉田 1999、Tsuda 2000、矢部 2001、川上 2002）。 

 

2.1 アメリカの日本語教育 

 

  アメリカには English Only という同化主義的な立場と English Plus という

多元主義的な立場があり、常に対立してきた。アメリカにおける外国語教育は、

一部の州を除いて必修科目ではなく、一般的に重要視されてこなかったが、21

世紀を迎える教育上の準備として連邦政府が全教科を対象にナショナル・スタ

ンダーズの開発を奨励した結果、『外国語学習スタンダーズ』が 1999 年に発行

された。 

  日本語独自の『日本語教育スタンダーズ』も幼稚園から大学までを対象に開

発された。『スタンダーズ』の理念は、多民族国家であるアメリカの内外にお

いて子どもたちが多文化・他言語社会環境に参加し、貢献できるよう教育する

ことである。 

  すべての子どもたちが英語以外に一つ以上の外国語を習得する必要性、英語

を母語としない子どもたちの母語を伸ばす必要性などが明記されている。お互

いが分かり合えるためには英語以外の言葉を学ぶべきだという多元主義的な

立場に立つ『スタンダーズ』であるが、2001 年の同時多発テロ事件後、アメ

リカは愛国主義に傾斜する傾向があり、英語による求心力の強化の方向へ向か

うのではないかとの懸念が指摘されている。 

 

2.2 韓国の言語政策 

 

  韓国の日本語学習者は海外の日本語学習者の 45％に当たる 95 万人で、その

うち高校生の学習者は 73 万人と約 8 割を占めている。本名・岡本（2000）に

よれば韓国における戦後の日本語教育は政権に大きく影響され、空白期、日本

批判期、葛藤期を経て、1998 年に金大中大統領が日本文化解禁と新しい教育

課程、大学試験制度の大幅な改革を図った結果、外国語としての日本語が大学

入試の選択科目として復活した。韓国は国際語としての英語を特に重視し、

1997 年より小学校第 3 学年から第一外国語として導入している。2001 年から

高校の第二外国語の選択肢を 7科目６に増やしたが、その中でも日本語の人気

は高く教師の養成が追いつかない状態となっている。 

  韓国の『課程』には外国語教育の「理念」にあたるものはなく、この『課程』
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の「性格」として学校で日本語教育をする理由を説明している。すなわち、大

東亜共栄圏の時代における不幸な「日本語」教育の歴史は忘れないが、日本文

化を含めた日本理解を積極的に促進することが韓国の国益につながるという

認識に立ち、両国の交流に積極的に参加できるようなコミュニケーションを重

視した日本語教育を推進すると述べている。 

  国際語としての英語の早期導入と、7つの第二外国語の選択肢があることか

ら考えて、韓国の言語教育政策は国際社会で活躍できる人材の育成を目指して

いることを国内外に強くアピールしているものと言えよう。 

 

2.3 中国の日本語教育 

 

  中国の公用語は普通語だが、各地方では方言が使われている。少数民族の言

語も多く、学校教育は原則的に普通語で行われるが民族学校では各民族の言語

での教育が認められている。日本語教育を実施している小学校も一部の地域

（大連）にあるが、一般的には外国語教育は中学校から開始され、英語・ロシ

ア語・日本語が選択必修科目となっている。 

  1992 年の社会主義市場経済政策導入以降、日本との経済交流が活発化した

結果、日本語能力の高い人材の需要が増し、日本語教育が盛んになった。しか

し、最近はコンピュータの普及に伴い、国際語としての英語を重視し、日本語

教育を実施する学校は減少する傾向にある。21 世紀を迎えるにあたり、中国

では初等中等教育段階の全教科の教育内容の見直しを図り、シラバスおよび教

材の全面改訂を図った。中学校部分（実験稿）は完成し、現在高校部分の改訂

を行なっている。 

  『標準』は、従来の知識偏重から実際の使用へと方向転換にとどまらず、素

質教育の重視を理念に掲げている。児童・生徒の人間としての成長を重視し、

想像力、個人差、主体性の尊重という視点が新たに強調され、人間教育として

の日本語を重視していると言えるだろう。中国は既に少数民族の母語で教育を

受けられる制度があり、第一外国語を選ぶことも出来るという点では制度的に

多言語・多文化主義の言語教育を実践していると言えるであろうが、『標準』

には学習ストラテジーやテクノロジー分野の研究成果を含む新しい言語教育

理論が盛り込まれており、トピックベースのアクティビティを使った授業案を

例示などにより教育現場の刷新を目指す役割を担っていると考えられる。 
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特别提醒： 

本站所有可以免费下载的论文均为去年及之前的发表或答辩过的论文，这些论文由于都已经

被论文数据库收录，所以大家只能参考使用，绝不能直接拿过来作为毕业论文使用，因为这

些论文是不可能通过学校论文检测的，特此提醒，以免造成不良影响！论文由于超过购买时

间限度或不符合新的论文要求所以可以免费下载，仅登部分论文以供参考！ 

另外，如果有需要本年度最新的精品论文请到论文频道购买，我们保证所购买论文的省唯一

性，切实维护顾客利益！ 

购买说明： 

一，现成论文来源：每年 11 月—5月为毕业论文写作旺季，其余时间为需求淡季。我们的

写手在写作淡季没有代写任务，这时公司会根据他们自己的喜好急专业特长写做一些论文。

这是我们现成论文的来源，现成论文适合没有确定题目或者可以修改论文题目的同学购买使

用。对于要求比较高，或者已经确定题目的同学只能购买代写论文。 

二，现成论文保障：我们出售的现成论文均为我们的签约写手原创，并且是最新一季写作的

论文，我们绝不会拿以前的旧论文来给大家，这样就会避免雷同现象的发生。 

对于现成论文我们提供以下两种购买服务：①200 元一篇保证省唯一性，即同一篇论文在同

一个省份字出售一次，这样就可以避免和同学雷同也可以避免最后的省内审稿雷同。②买断

版权，只要出 500-600 元即可买断现成论文的版权（6000 字内的 500 元，6000 字以上的 600

元），即同一篇论文只出售给一个人。如果一篇论文被人 200 元买过省唯一性，就不可以再

买断了，更好保证客户利益。 

三，论文交易流程： 

1、通过交流，确定顾客所需论文的字数，写作方向及顾客学校所在省份。 

2、客服先发给顾客可以选的题目，顾客选几个题目，然后发给顾客这几个题目的大纲和目

录等基本内容。 

3、顾客选取一个最中意的论文，并通知客服预定，我们这里把你预定的论文保留，你去找

老师，问问他大纲和题目是否合适，同时也看看题目是否跟同学重复，导师批准以后在购买

论文。  

4、为防止我们提供网上抄袭的论文或者质量不高的论文。买前可以按顾客要求发论文的某

一部分给顾客看看写作质量。同时顾客可以自己到网上搜查一下题目等内容并核对是否有重

复的论文。等顾客觉得没问题了再进行购买。 

注：如果现成论文不适合您，可以进行代写，我们有数十位专业写手为您提供专业的写作服

务。 
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第 3 章 日本語教育における文化導入の必要性 

  

3.1 文化と言語の関係 

 

  文化にはいくつかの定義が存在するが、総じていうと人間が社会の成員とし

て獲得する振る舞いの複合された総体のことである。 

  文化を表層文化、中層文化と深層文化に分ける学者も少なくない。表層文化

は物質文化で、有形の物、例えば建築 服装 器物等を指している。中層文化と

いうのは行動様式や禁忌風俗等で、人間の社会を改造する方式及び成果である。

深層文化は心理文化とも呼ばれ、価値観、考え方等を指している。 

  ここで、本稿の目的と文化導入の内容を考えるため、山田（2001：202）に

出される「文化」の定義を使って、文化とは何かを答えようと思う。 

  それは、「文化とは、ある社会集団のメンバー間に意識的 無意識的に共有さ

れ、個人の考え方や行動のしかた、その社会の規範やあり方を規定している枠

組の体系である」というものである。 

  現行の日本語教育では、文化重視のアプローチへの関心が高まっているにも

関わらず、「言語第一、文化第二」という考え方も根強く残っているように思

われる。例えば、ヤコブセン（2007: 52）は、「実際問題としては、日本語ほ

ど英語と構造上異なった言語を対象とした場合、４年間という通常の大学レベ

ルの語学コースでは、文法構造、語彙、表記法といった、狭い意味での言語技

能に関わる項目を教えるだけでも精一杯というのが現状であり、その上文化を

教えるとすれば、その範囲に厳密な制限を加える必要がある」とし、初級レベ

ルでは文法や語彙構造に反映されているような文化的な要素（敬語、授受動詞、

親族名等と関わる社会的な決まり）にとどめ、より高度な文化（文学、歴史、

宗教等）は専門分野の授業に任せるか、上級レベルのコースに入ってからにし

て、「言語技能を高めるという基本的な目標に支障を来さない程度にすべきで

ある」と述べている。 

 

 3.2 日本文化と日本語 

   

3.2.1 日本文化と固有語 

  すべての民族が発展しているうちに、各歴史時期において、同時の社会状況

等に影響されている。特別な歴史背景、或いは特殊な社会環境のもとで、その

時代特有の言葉が作り出された。このような言葉が「民族文化を表す特有の言

葉」と陳岩(1997：37)に名づけられ、「文化詞」、「国情詞」とも呼ばれる。例

えば、中国語の「臭老九(インテリに対して用いられた蔑称)」、「农转非（農業

戸籍から非農業戸籍に変わること」、「希望工程（貧乏地区の学生を助けるこ

と）」等；日语中的“下宿”“茶の間”“書院造”等。このような言葉は異文化

人に極めて難しい。母語にそれと相当する言葉がないので、詳しく説明されな

いと、その意味がなかなか理解できない。 
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  3.2.2 日本文化と表現 

  言語は文化のキャリヤーとして文化の内包を表しているとともに、文化に影

響されている。また、文化は意識形態に属するが、政治 経済だけではなく、

客観的な要因、例えば、自然環境と地理条件等に影響されている。 

  人間の生存が自然と地理環境を離れることができないし、意識形態と民族文

化も自然や地理にかかわっている。日本の特定的な地理条件と自然環境は日本

人の独特の生活様式と風俗習慣を決めた。 

  その中に、言語のすべてのものが自然文化に影響されているが、語彙はもっ

とも直接で、明らかなものである。即ち、語彙から、自然文化が日本語に与え

る影響を発見しやすいのである。 

  連想意味というのは物事の属性に対する連想である。民族によって、物事の

属性に対する考えも心理反応も同じではないので、連想意味は異なるのである。 

「牛」を例として説明すると、中国人と日本人の頭に残る「牛」という動物の

イメージは同じではない。中国人は、牛が頑固、愚かな性格があるため、「牛

脾气（牛ような性質）」、「牛性子（牛ような気立て）」のような人の意気っ張り

を形容する言い方を作り出したが、牛も忠誠、従順の代表で、いつもおとなし

くて、黙黙として奉献していることで、「老黄牛」、「孺子牛」というこつこつ

と人民に奉仕する人の喩えもある。 

  では、日本人ならどうでしょうか。辞書を何冊調べた結果は、日本語では「牛」

は「力が強い」という意味があるが、「牛」から派生した 20 個の使い方にお

いては、褒める意味を持っているのは一つもない。例えば、「牛に食われる（わ

なにはまる）」、「牛の歩み（進みが緩い）」、「牛の角を蜂が刺す（感覚がない）」、

「牛のよだれ（長たらしい）」等。これから見ると、日本人にとって、「牛」は

馬鹿、不器用、且つ緩慢のシンボルといってもいい。 

  日本人は自分の振る舞いや言葉遣いなどが相手を損ねないか、相手との和が 

保てるかに気を遣う。日本には「和をもって尊し」という言葉がある。互いに 

気が合うように、仲良くするように、争わないようにするために、日本人はい 

ろいろと工夫をする。 

  それゆえ、「できない」「だめ」等の否定性を持つ言葉もあまり使わないこと

も日本人は押し付けや強く言うのを避ける表現である。例えば：A は「子供の

頃の写真を見せてくれませんか」と言ったら、B は「だめです」という言い方

の代わりに、「ちょっと」と言って、見せたくない気持ちを表す。直接に相手

を断ると、相手との和を損ない、相手を傷つけるかもしれないので、曖昧であ

る表現を使う。 

 

 3.3 日本語学習における「文化干渉」と「文化ミス」 

 

 3.3.1 文化干渉 

 

  初めて日本語の「文化干渉」という言い方を提出する人は孫成岗（1998： 

21）である。孫成岗によると、文化干渉というのは、外国語でコミュニケーシ

ョンする時、自国の考え方に従い、母語における社会文化背景知識等を外国語

に機械的に当てはめて、コミュニケージョンを干渉したり、失敗を引起こした

りする現象である。 
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  母語で話す時、同様な、或いは大差がない社会文化環境に置かれているので、

誤解が時々発生するといっても、文化要素に干渉されて順調にコミュニケーシ

ョンができないことはやはり少ないでしょう。しかし、外国語を使う時、両方

が異なる文化環境に暮らしてきたため、自国の文化基準で話したり、相手を要

求したりすれば、文化干渉のことが起こりがちで、コミュニケーションの妨害

になる。 

  また、文化干渉の特徴が三つある。即ち、（1）非言語運用能力そのものの不

足、(2)は自国の考え方に従ってコミュニケーションすること、(3)目的語の社

会文化背景知識が欠くことである。 

  例えば、中国語を母語とする学習者は次のように「の上」を必要以上に使っ

てしまう傾向がある。 

(1)黒板の上に字が書いてある。 

(2)床の上からぺんを拾い上げてくれない？ 

  中国語の「上」に日本語の「人の体が存在する平面が起点の役割を務めると

きに「の上」を使ってはいけない」という禁則がないことから。それゆえ、正

しい言い方は次の通りである。 

(3)黒板に字が書いてある。 

(4)床からぺんを拾い上げてくれない？ 

  「文化干渉」は日本語の運用に影響があるため、ミスを引起こしがちである。

そして、そのミスは「文法ミス」ではなく、「文化ミス」である。 

 

 3.3.2 文化ミス 

 

  初級の学習者は日本文化に対して、ただぼんやりしたイメージを持っている。

辞書から調べた語彙や学んだ語彙の文化内包や使い方が分からないうちに、そ

のまま使って誤用になることがある。 

  例えば「あなた」は中国語では「你」、「您」と意味しているが、日本語では

恋人や夫婦の間に使われるのが普通である。初学の人はどんな人にたいしても、

「あなた」を使って相手を窮地に陥らせる。 

  中級の学習者は謝り、感謝、敬語等の待遇表現を学んで、日本人の価値観や

考え方もすこし了解した。待遇表現が文法的には難しくないが、学習者は構成

と使い方だけを習得して、中に含まれている日本文化をよく理解していなけれ

ば、心から受けていなければ、コミュニケーションする時、中国人の言語習慣

に従って「中国式」の日本語を話しがちで、待遇表現を正しく使えないのであ

る。例えば、先生に推薦状を書いてもらう時、「推薦状をかいてくれる（くだ

さる）ことができますか」と学生は言った。それは、中国語の「能给我写推荐

信吗」を一字一句に訳したものである。しかし、本場の日本語で言うと、「書

いていただけませんか」、或いは「ほんとうにおそれいるますが、かいていた

だきたいですが」である。このミスを引起こす原因はやはり中国人の言語習慣

で日本語を話すことである。 

  高級段階になると、日本語表現ではあまり問題がないで、習得した日本文化

についての知識も少ない。しかし、学習者は日本文化と融合して、即ち日本人

の考え方で、日本語を話さないと、相変わらずに「文化ミス」を犯すのである。 

  この段階のミスは初級と中級の「文化ミス」のように気づかれやすいではな
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くて、定式になりがちである。例えば、「希望大家喜欢我的歌」を「皆さん、

どうぞ私の歌がすきになってください」に訳することである。この文は敬語と

直接にかかわらないで、言語の面で見ると正しいが、コミュニケーションから

みると適当ではない。日本人は婉曲表現がすきで、押し付けや強く言うのを避

ける。 

  だから、以上の文は「わたし」を中心とする文で、自画自賛のような気があ

る。「みなさん、どうぞごゆっくりお楽しみください」に言い直すと、自己の

行為を他人の行為にし、適当に意味を表すようになる。 

  「文化ミス」は主に三つの方面に現れる。 

（１）語彙にある文化意味を混じること。語彙の意味には基本的意味と派生的

意味があり、語彙にある文化意味というのは派生的意味である。語彙にある文

化意味を混じることというのは中国人の理解で日本語の語彙の意味を把握す

ることである。 

（２）自国の考え方に応じて日本語を話すこと。前文の中級と高級の例はみな

これに属する。 

（３）非言語動作の意味を混じること。例えば、日本人の時々事務所でズボン

を提げることに対して、中国の女性は嫌がる。しかし、この動作は元気を出し

て仕事を迎えることを意味し、中国語の「挽起袖子大干一场（腕をまくって、

全力を尽くしてやる）」に当たっている。 

 

 

 第４章 日本語教育における文化導入 

 

 4.1 日本語教育における文化導入の方法 

 

  聖田に挙げられる文化の教え方を参考して、まとめると、もっとも実施しや

すくて、効果的な JCT の方法は三つあると思う。それは、（1）比較法（2）解

説法（3）展示実演法である。 

 

 4.1.1 比較法 

 

  中国語と日本語の言語にある文化内包を比較して、言語を理解することであ

る。語彙の文化内包、言語運用の文化背景の比較は、異文化との共通点と相違 

点を探すことができ、文化干渉の要因を見つける手段におけるもっとも良い方 

法といってもいい。 

  説明式の比較、道具比較、事例比較を採用することができる。説明式の比較

というのは解説、説明を通して、言語文化の相違点を了解させることである、 

道具比較というのは道具、例えばカード、図、表によって比べることである。 

事例比較というのは、名称を見て分かるかもしれないが、事件や経験を例とし

て比較を行うことである。 

  例えば、呼称を教える時、比べながら呼称の適用範囲を説明する。「おばさ

ん」は一語で中国の「姑妈」、「姨妈」という意味を含めている。また、「おば

さん」は「阿姨」を指しているが、実際に、日本語でぶつぶつ言う中年の婦人
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を形容する用語で、あまり使われない。 

  「はい」に対して、教師が普通そのように説明している。即ち、①は「是（YES）」

或いは相手を賛成する時に使われる、②は「分かった」、「聞いている」を意味

しいる。そのように説明してもいいが、不十分で、補充として例を挙げるほう

がいいではないかと思う。例えば、日本人のことがよく欧米の人に誤解されて、

承知しただけでやらないと言われる。それは、欧米人が「はい」を「yes」と

思って、会話の意味を取り違えるからである。このように、実例をあげると、

理解しやすいでしょう。 

  言語の深いところに隠している文化要素等を考察したり、言語の裏にある文

化を対照、比較したりする比較法は、学習者の異文化に直面する時の心理障害

をなくすことに役立っている。 

 

 4.1.2 解説法 

 

  解説法を使って文化を導入する時、二つの方面から行える。一つは語彙の発

展と沿革、即ち語源である元の意味と派生的意味を説明するものである。もう

一つは段落や文章の文化背景知識を紹介するものである。 

  例えば、「愛嬌」という単語を例とすれば、教科書や辞書によると、「愛嬌」

は「可爱（かわいい）」と言う意味がある。しかし、それは人を褒める言葉で

あるか、貶すか言葉であるかはその解釈だけによって判断できない。実は、「愛

嬌」の語源を調べてみるとすぐ分かる。「愛嬌」はもともと仏教の用語で、仏

像のやさしくて柔軟な顔つきと表情を形容する言葉で、後は人のやさしさと人

に好まれることの喩えに使われている。このように説明すれば、「女は愛嬌、

男は度胸」を理解すると、簡単になるでしょう。 

  また、「今年も異動の季節がやってきました。」という科白を例にしたい。「異

動の季節」というのがいつかを理解するためには、日本社会で学校、官公庁、

企業などの一年は、4 月から翌年 3 月までを意味するという習慣を背景知識

として知っていなければいけない。その知識に助けられて、異動の内示や命令

が下ろされるのは 3 月で、4 月から新しい勤務地に移ることが最も多いこと

から、「異動の季節」というのは春の 3 月から 4 月にかけてであることが読

み取れるのである。もし、異動の季節が秋であったり、特に決まっていないよ

うな中国の学習者が、中国文化の常識でこの文を理解しようとすれば、理解が

不正確になるのは避けられない。 

  解説法は簡単で、すべての言語材料も適用し、学習者の各段階において使え

ることである。 

 

 4.1.3 展示実演法 

 

  文化導入は、異文化に関する「知識」を与える場としてだけではなく、異文

化接触の「直接体験」をさせる場に変える工夫が必要である。展示実演法はコ

ミュニケーションの雰囲気を作り、実際のコミュニケーションに参与させる方

法である。 

  詳しく言えば、展示 実演法は以下の方面から展開することができる。 

（１）は日本語の映画等を見ることである。それによって、日本人が場所 場
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合に応じて、どんなものを言うか、どんなことをするかを了解させる。 

（２）は場面と役割を与えられた学習者が、その設定のもとで、学んだ知識を

利用して役割を演じる活動である。 

  例えば、文法項目「敬語」の導入と練習の後、社長秘書募集のインタビュー

場面を社長役と応募者役になって演じるロール プレイでは、「おっしゃたとお

り…」とは、「自己紹介させていただきます」などの敬語を使いながら、設定

された条件の中で自由に展開していく。このように、人物ごとに場面設定、条

件、役割などを設定してロールプレイによって、学んだことを実践し、実際の

状況や課題を十分理解できる。 

 

4.2 日本語教育における文化導入の原則 

 

  趙厚憲、趙霞（2002）に出されている『文化教学原則』は国内学者に認めら

れている。趙厚憲、趙霞によれば、学生の社会文化能力を養成するために、外

国語教育における文化教学を行う前、まず明確的な目標と目標を実現するため

の指導原則が必要である。具体的に言えば、その原則が四つある。（１）認知

原則（Cognitive principle）（２）吸収原則（Assinilative principle）（３）

対比原則（Comparative principle）（４）寛容原則（Tolerant principle） 

  しかし、本稿は日本文化の導入について考察し、日本文化の特殊性があるた

め、趙厚憲、趙霞に提出される原則のほかに、いつくかの原則を守る必要があ

ると思う。 

  A、適度原則 

  日本語カリキュラムは言語の教授を主な内容とし、文化の教授を補充の内容

をすべきである。この原則は文化の内容を軽視するわけではなく、言語と文化

の教授の重要さをよく理解し、日本語授業が日本文化の授業になることを防ぐ

ためである。 

  B、実用原則 

  実用原則というのは導入しようとする内容を学習している言語内容や日常

のコミュニケーションに繋ぐことである。 

  C、段階原則。 

  贾玉新（1998）によれば、学習者の文化差別に対する敏感度が四つの段階に

分けられる。第一は、表面にある文化特性に対して新奇、異国情調があると考

え、第二は自国文化と異なる文化特性に対して、信じられない、或いは受けら

れないような気がする。第三は第二と似ているが、異なるのは異文化特性が分

析されてはじめて受けられることにある。第四になると、相手の立場で異文化

を取り扱うようになる。 

  だから、文化導入も言語教学と同様に段階を分けて行うことができる。また、

段階原則を守るとともに、文化内容そのものの区きりに関心を持ち、雑然と導

入することも避けるべきである。 
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終わりに 

 

  本稿は日本語教育における導入を考察した。 

  第二章では各国の日本語教育現状を紹介した。 

  第三章では日本語教育における文化導入の必要性について検討する。言語と

文化の繋がりがしっかりしているため、外国語を研究しても、教授しても、言

語と文化を分けて行うことができない。というのは、ある民族の言語から、そ

の民族の歴史、地理、考え方、ライフスタイル、価値観等の文化特性が窺える。 

  第四章では日本語教育における文化導入の方法と原則について、検討してみ

た。日本語教育における文化導入の方法には比較法、解説法、展示実演法など

があるが、学習者のレベルによって適当な方法を採用すべきである。また、文

化導入の原則として、認識原則、吸収原則、対比原則などがある。 

  対象文化である日本文化を理解し、さらに、学習者の母文化（中国文化）に

対する理解も深まること、つまり、「異文化理解」が深まることは、日本語学

習の目的である。「郷に入っては郷に従え」といったのように、日本語を学習

するので、日本人の考え方で日本語を言うべきである。 

  言語はいつまでも変わっていて、言語と文化の教え方も絶えずに発展してい

る、この論文を書いているうちに、また何か新しい観点が出されたかもしれな

い。また、資料と時間の限りがあるので、論及しないところもあるかもしれな

い。 
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