
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日越外交関係樹立 45 周年記念事業 

第３回講演会～「できる」とは何か～ 

実施報告書 

2018 年度 

主催：ハノイ日本語教育研究会 後援：ベトナム日本語・日本語教育学会 

助成団体：公益財団法人 双日国際交流財団 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦開催日時 2018 年 10 月 20 日（日） 10 時～17 時 

♦開催場所 タンロン大学（Thang Long University） 

♦講  師 ①ハノイ大学 外国語大学 日本言語文化学部 学部長 

   ベトナム日本語・日本語教育学会 会長 

ダオ・ティ・ガー・ミー氏 

  ②明治学院大学 非常勤講師 

         サンアカデミー日本語センター ディレクター 

梶川 明子氏 

  ③九州大学 留学生センター 講師 

        脇坂 真彩子氏 

♦参加者数 ：午前の部 49 名／午後の部 52 名 

 

『講演会当日のスケジュール』 

１．開   会 

 〇司会進行 ：タンロン大学 外国語学部 日本語学科 日本語講師 鈴木 伸 

  ハノイ国家大学外国語大学 日本語講師 倉知 礼花 

 

２．主催者挨拶 

 〇主催者代表：ハノイ日本語教育研究会 代表 森末 浩之 

  （タンロン大学 外国語学部 日本語学科 日本語講師） 

【挨拶要旨】 

 本日はお忙しい中、ハノイ日本語教育研究会主催、ベトナム日本語・日本語教育学会後

援、日越外交関係樹立45周年記念事業であります第3回講演会～「できる」とは何か～に

お越しいただき、誠にありがとうございます。また、本日、お忙しいなかお越しいただい

た講演者の先生方にも、深く御礼申し上げます。皆様のご協力、また後援いただいている

【開催趣旨】 

現在、ベトナムの日本語学習者は急増している。それに伴い、慢性的な日本語教師

不足と質的な向上が課題となっている。そのような状況を改善していくため、初・

中・高等教育機関等の各方面から、ベトナム国内外の日本語教師・専門家の方々をお

招きし、本講演会を開催した。本講演会を通して、参加者が得られたことを、ご自身

の教育現場へ持ち帰り、日本語教育に還元することを期待している。また、本講演会

を機に、日本語教師・専門家の方々との繋がりを作ることも目的としした。教師・専

門家の皆様が一体となり、ベトナムの日本語教育の発展へと向かっていきたい。 



ベトナム日本語・日本語教育学会の皆様のおかげで、本日開催の日を迎えることができた

ことを大変喜ばしく思います。 

 まず、簡単にハノイ日本語教育研究会についてご紹介させていただきます。本会は、ハ

ノイにおけるベトナム人学習者への日本語教育に対し、参加者の国籍を問わず、意見を出

し合い、研究し、そして学び合い、参加者個人の成長を目指しております。そして、その

個人の成長を現場である各教育機関の発展、さらにはハノイの日本語教育界全体の発展に

つなげることを目指す団体でございます。本会は、2016年6月に発足いたしまして、設立

当初は、参加者も少なかったのですが、2018年10月現在で約40名の方に会員になっていた

だいております。現在は、多くの方々と先ほどお話しした目標に向かって、共に歩みを進

めております。 

 本講演会は「ハノイにおける日本語教育の質の改善」、「ハノイにおける日本語教師の

意識変革」を目的とし、日本国内外からの幅広く講演者の方々をお招きしご講演いただき

ます。ハノイ市内の幅広い日本語教師の方々、および専門家の皆様はもちろんのこと、日

本国内外の日本語教育専門家の方々とのつながりを作り、今後一体となりハノイの日本語

教育の発展のために取り組むための第一歩となることを期待しております。午前の部、午

後の部と盛りだくさんの一日となりますが、本講演会が皆様にとって有意義な時間となる

ことを願っております。これで、開会のあいさつとさせていただきます。ありがとうござ

いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．講   演、ワークショップ 

 ３－１＜午前の部＞ 

  ♦テ ー マ：ハノイ日本語教育研究会主催 ワークショップ 

         『こんな学校はいやだ‐理想の学校とは何だろう‐』 

  ♦講   師：タンロン大学 外国語学部 日本語学科 日本語講師 

   鈴木 伸 

   ハノイ工科大学 国際連携教育 日本語講師 

   鳥居 史高 

 

 



【講演要旨】 

 ＜ワークショップの目的＞ 

今回の講演会のテーマは～「できる」とは何か～です。私たちは日ごろから日本語教師

として成長したいと願っているわけですが、どうしたらそれが「できる」のでしょうか。

本ワークショップではひとりの日本語教師として今より成長するために何が必要なのか、

それを検討してみたいと思います。 

その方法として、まず「最悪な学校とは何か」を話し合います。それによって、逆に理

想の学校像や教師像とは何かを検討します。さて、その理想像と自分の現状とを比較した

とき、どのような違いがあるでしょうか。自分の成長できるポイントが見えてくるはずで

す。 

＜ワークショップの流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 個人で最悪な学校像について考えよう！ 

② グループで意見を出し合い、最悪な学校を作り上げていこう！ 

③ グループを移動し、最悪な学校をプレゼンしよう！ 

④ 最悪な学校を完成させよう！ 



 ３－２＜午前の部＞ 

  ♦講演テーマ：「現在のベトナムにおける日本語教育の現状と課題」 

  ♦講   師：ハノイ国家大学外国語大学 日本語言語文化学部 学部長 

   ベトナム日本語・日本語教育学会 会長 

   ダオ・ティ・ガー・ミー氏 

 

【講演要旨】 

  近年、日越の友好関係は広範な戦略的パートナーシップとして深化し、それとともに、

日系企業のベトナム進出も著しく増加している。その背景にはベトナムにおいて、日本語学

習者数や教育機関数が年々増えていることがあり、日本語教育がかつてない盛んな時期を

迎えている。全国でベトナム-日本の日本語教育機関間の連携のみならず、従来日本後教育

を行っていなかった大学でも日本の大学と連携教育事業が多く行われている。また看護師・

介護福祉士候補養成をはじめとする技能人材養成も重視され、大きな成果を収めている。 

ベトナムにおける日本語教育の発展は日本語が第一外国語として初等教育で教えられるこ

とからも伺える。日本語が初等教育で第一外国語として教えられるのは東南アジア初であ

る。 

 しかし、日本語教育が盛んで、学習者が急増していることで、教員不足や教師の能力不足

など、様々な問題が発生し、教育の質的低下の懸念が高まっている。この状況で両政府や各

日本語教育機関が教員研修や日本語講師養成講座などを行い、日本語教育の質的向上を図

ろうとしている。高等教育機関には JICA ボランティアを、中等教育機関には国際交流基金

の日本語パートナーズを派遣するなどの事業が行われており、日本政府の人的サポートに

より、抱えている問題を少し軽減させていると思われる。また、ベトナム全土の日本語教育

をまとめ、情報共有を図り、協働事業を展開するために、2017 年 9 月にベトナムの主要日

本語教育機関の日本語学部長が結集し、ベトナム日本語・日本語教育学会を設立した。学会

は全国の初の日本語教育の組織として、様々な活動を展開していき、全国の日本語教師の能

力向上と日本語教育の質的向上を実現させる役割を果たすと期待されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ３－３＜午後の部＞ 

  ♦就 任 式：ハノイ日本語教育研究会 外部顧問就任式 

  ♦就 任 者：京都外国語大学 外国語学部 日本語学科 教授 

   中川 良雄氏 

 

 ＜外部顧問就任のご挨拶＞ 

 第 3 回のハノイ日本語教育研究会講演会の開催、誠におめでとうございます。また、この

開催にあたりまして、森末代表を始め、様々な方にお手伝いいただいていることと思います。

そういった方々にもお礼申し上げたいと思います。また、本日は、女性の日ということで、

女性の方々、おめでとうございます。何か、ご縁がございまして、外部顧問の就任を依頼さ

れ、快くお引き受けいたしました。先ほどのご講演にもありましたように、ベトナムでの日

本語教育がますます盛んとなっておりまして、世界的にみるとベトナムでの日本語学習者

は、世界、第７位となっております。日本でも中国についで第 2 位の学習者数を誇っている

というような状況になってまいりました。10 年前にはそんなことは全く考えられなかった

と思います。ベトナムから日本へ留学するなんて並大抵の努力ではなかったと思います。そ

ういった中で、ベトナム日本語・日本語教育学会が設立され、そして、ハノイ日本語教育研

究会 第 3 回の講演会が行われたということは誠に喜ばしいことであります。喜ばしいこ

とばかりではなくて、責任もあると思います。ベトナムの日本語教育というものは今後、ま

すます研究されていかなければならないだろうし、その成果を還元していかなければなら

ないという時期に達したのではないかと思います。私も外部からではございますけれども、

日本からではございますけれども、様々なアドバイスをしながら、また、ベトナムとの共同

研究、あるいは、情報交換をしながら、ベトナムの日本語教育がますます盛んになるように、

いろいろと力を尽くしていきたいと思います。微力ではありますけれども、皆様のお手伝い

をしたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後になりますが、重

ねていろいろとお手伝いいただいた、また、こちらにご参集の方々に厚く御礼申し上げます。

本日はどうもありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ３－４＜午後の部＞ 

  ♦講演テーマ：「コミュニケーション積み上げ型学習」 

  ♦講   師：明治学院大学 非常勤講師 

   サンアカデミー日本語センター ディレクター 

   梶川 明子氏 

 

【講演要旨】 

 新しい言語を学ぶ学習者は，その過程でいくつもの壁を乗り越えていかなければなりま

せん。たとえば、「文法は理解したがうまく話せない」「クラスで会話練習したが、実際に話

す自信がない」などです。『コミュニケーション積み上げ型学習』は、日本語を覚えてから

話せるようにするのではなく，日本語を話しながら覚えていく「逆転の発想」の学び方です。

本講演では、学習者に「話せた！」を実感してもらうための具体的な授業展開とその理論を

ご紹介いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３－５＜午後の部＞ 

  ♦講演テーマ：「海外の日本語教育におけるタンデム学習の可能性を考える」 

  ♦講   師：九州大学 留学生センター 講師 

   脇坂 真彩子氏 

 

【講演要旨】 

 近年、グローバル化の進展による国際人口移動の増加や、IT 技術の進歩とインターネッ

トの急速な普及による CMC（Computer-Mediated Communication）の日常化を背景に、外

国語教育を取り巻く環境は大きく変化した。このような変化に伴い、学習者の背景や学習動

機、学習目的、学習環境、学習スタイルなどが多様化し、その対応策として、外国語教育に

おける学習者オートノミーを活かした教育が注目されるようになっている。 

 本講演では、学習者オートノミーを活かした学習形態のひとつである「タンデム学習」に



ついて取り上げる。タンデム学習とは異なる母語を話す二人がペアになり、互恵性と学習者

オートノミーの原則の下で、互いの言語を学び合うという学習形態のことである

（Brammerts & Little, 1996）。タンデム学習では、学習時間を半分に分け、それぞれの学習

時間において「学習する人」と「パートナーの学習を助ける人」という役割を交替する。学

習者が主体となり、自身の学習目標や、興味、学習スタイルなどに合わせて学習内容と方法

を決め、パートナーと協力しながら学習を進める。タンデム学習は 1960 年代後半にドイツ

とフランスで始まったとされ、ヨーロッパを中心に実践され発展してきたが、1990 年以降

にインターネットを介した「E タンデム（eTandem）」も行われるようになって以来、その

実践は、南北アメリカ、アジア、オセアニアの国々にも広がっている。  

 本講演では、まず、タンデム学習の概要について、その定義・原則と、歴史的背景、様々

な種類、先行研究で明らかにされている効果を説明する。次に、外国語環境で行われたタン

デム学習で学習者がどのように学習を行い、何を学んだのかを学習者の置かれた文脈とと

もに紹介する。その上で、ベトナムにおける日本語教育においてどのようなタンデム学習の

実践が可能か、外国語環境で日本語を学ぶ学習者にとってタンデム学習はどのような意義

があるのかを参加者と一緒に考えたい。最後に、タンデム学習の実践を行う上での注意点に

ついて述べる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．閉   会 

『成果と今後の展望』 

今回の第 3 回講演会では、高等教育機関、中等教育機関、日本語センター、技能実習生セ

ンターにおいて、日本語の指導に当たっているベトナム人日本語教師の方々、日本人日本語

教師の方々、さらには運営側をされている方といった幅広い参加者の方にお集りいただく

ことができました。今回は、参加者がより主体的に会に参加できるように初の試みとなるハ

ノイ日本語教育研究会が主催するワークショップを実施いたしました。昨年度は横のつな

がりを作るということで終わってしまっていましたが、今回のワークショップを通して、横

のつながりをつかい、共通の問題に取り組むことができたように思います。講演会について

は、講演の内容により参加者の方々の興味が異なっていた、参加者の方々の日本語教育に関



する知識に差があったことから、興味を示す内容と興味を示しにくい内容がありました。し

かし、多くの参加者がどの講演内容にも熱心に耳を傾け、講演者と意欲的に意見交換を行っ

ていました。昨年度同様、実践に関わる内容、特にコミュニケーション能力の育成というテ

ーマの注目度が高く、ハノイの日本語教師が即効性のある知識や講演会を希望しているこ

とが見受けられた。 

 今回で第 3 回目の講演会を終えることができましたが、今後は毎月行っている定例会の

内容の充実はもちろんではありますが、それ以上に研究会の運営を担う人材の不足が喫緊

の課題となっています。このような会を運営していくためには、自覚と責任感を持つことが

必要です。そのような人材が多く集まってこなければ、さらなる研究会の発展は難しい、さ

らなるハノイの日本語教育の発展は難しいのではないかと考えられます。 

定例会に関しては、昨年度同様、実践ばかりに目を向けていても、データや研究がなされて

いなければ根本的な解決にはならないため、並行して研究活動も本研究会で積極的に扱っ

ていけるように計画していきたいと考えています。今後も、定例会、講演会ともに多くの方

にご参加いただき、ハノイの日本語教育の発展のために取り組んでいきたい。 

 

５．アンケート集計結果 

1：回答者数 

  27 名 

 

2：所属教育機関（50 音順） 

Eikoh Vietnam., Ltd 

ICC ハノイ国際投資株式会社 

IIG センター 

Kosaido HR Vietnam 

Lang Thuong 中学校 

TODAI edu. 

YUKI 日本語センター 

VJCC インスティテュート 

VNU-UET 

Zen 日本語センター 

サキ日本語センター 

国際交流基金日本文化交流センター（ベトナム） 

タイグエン医薬大学 

タンロン大学 

名古屋大学日本法教育研究センター（ハノイ法科大学内） 

ハノイ工科大学 



ハノイ国家大学大学外国語大学 

ハノイ国家大学人文社会科学大学 

フォンドン大学 

ホアンロン人材派遣株式会社 

貿易大学 

吉岡教育センター 

 

3：今回どのように講演会の存在を知りましたか。 

  研究会会員からの知らせ  16 名 

  同僚からの知らせ     11 名 

  そのほか          1 名 

 

4：今回の講演会の運営はどうでしたか。 

  とてもよかった       6 名 

  よかった     17 名 

  ふつう         2 名 

  あまりよくなかった      2 名 

  悪い           0 名 

 

＜コメント＞ 

・とても大変そうでした。バタバタしていました。 

 

5：今回の講演会の会場について、どう思いますか。 

   とてもよかった       10 名 

  よかった       16 名 

  ふつう          1 名 

  あまりよくなかった      0 名 

  悪い             0 名 

 

6：今回の参加費は、日本人 10 万ドン（会員５万ドン）、ベトナム人５万ドン（会員２万 

  ドン）でしたが、どうでしたか。いくらならまた来たいと思いますか。 

  高すぎた     1 名 

  ちょうどよかった   10 名 

  安かった        7 名 

   

 



 （コメント） 

 ・ベトナム人の会員は５万ドンでいいと思います。 

 ・１０万ドンでいいと思います。 

 ・日本人は５万ドンの方がいい。 

 ・２０万ドンでも来ます。 

 ・日本人会員は１０万ドンでいいと思います。 

 ・ベトナム人の同僚がなぜ日本人とベトナム人の会費が違うの？と言っていた。 

 

7：今回の講演会の内容について、自分にとってよかったと思うものはどれですか。 

  （複数回答可能） 

  ワークショップ    9 名 

    講演①     4 名 

    講演②    22 名 

    講演③     8 名 

 

「理由」 

 ・とても実践的でした。 

 ・ベトナムにおける日本語教育の課題と今後の展開が見えるようになりました。 

 ・文法学習と教授法が別の角度から見えるようになりました。 

 ・もっとも興味を持っていた分野だったから 

 ・日々の授業への活用を考えながら聞くことができたこと。 

 ・各テーマ楽しめました。 

 ・これから、個々の能力を伸ばすためには必要かと思います。これから詳しく知ってい 

  きたいと思います。 

 ・導入する可能性が高いです。 

 ・新しい知識 

 ・グループワークで他の学校やベトナム人の先生のお話も聞け、自分とは違う視点の意 

  見が聞けて良かったです。 

 ・教え方の幅を広げたかったので参考になりました。 

 ・実際に使える話だった。 

 ・いろいろ勉強になりました。 

 ・新しい考え方がわかったから。 

 ・交流的がある。 

 ・これからの教室活動の参考になります。 

 

 



8：今後、どのような講演会があればいいと思います。 

 ・日本語教育に関する講演会 

 ・ベトナム人先生には、日本語が難しすぎた講演もあったようなので、簡単かつ実践的 

  な初級の授業に役立つ講演。オートノミー、コーディネーターなどの日本語が理解で 

  きないベトナム人教師も多数いらっしゃったので。 

 ・カリキュラムの作り方への工夫 

 ・中級レベルの教授法 

 ・日本語の面白い点について 

 ・日本語教育事情にフォーカスしたものはいかがでしょうか。 

 ・すぐにはかけない。 

 ・日本語教育学会との協力プロジェクト 

 ・私のようなビギナー向け教師養成的なセミナーがあるとうれしいです。 

 ・作文の教授法、通訳の評価法について勉強したいです 

 ・問題解決方法にもっと時間をかけてほしい。 

 ・コミュニケーション力を高める学習についてお願いいたします。 

 ・会話中心なので会話に関するものだとうれしいです。 

 ・教授法、活動 

 ・情報のインプットとしての今回の講演会もいいと思いますが、問を出すだけでなく解 

  決方法を見つけるところまで掘り出す講演会があったらいいと思います。講演②は、  

  実践できる内容でとても面白かったです明日からやってみます。 

 

以上 

 

 


