
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『第２回 講演会』 実施報告書 

2017 年度 

～変わろう！つながろう！今こそ一緒に！ハノイの日本語教育のために～ 

主催：ハノイ日本語教育研究会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦開催日時 2017 年 11 月 12 日（日） 9 時～16 時 30 分 

♦開催場所 タンロン大学（Thang Long University） 

♦講  師 ①FPT 大学 日本語講師      池田 花恵氏 

  ②名古屋大学 日本法教育研究センター（ホーチミン兼日本語教育統括）

            瓦井 由紀氏 

  ③名古屋大学 日本法教育研究センター（ベトナム）  小西 達也氏 

  ④名古屋大学 日本法教育研究センター（カンボジア）レイン 幸代氏 

  ⑤京都外国語大学 日本語学科 教授     中川 良雄氏 

  ⑥名古屋経済大学 経済学部 現代経済学科 留学生支援室  

   准教授        金村 久美氏 

  ⑦ハノイ大学 日本語学科 講師   グエン・ハー・トゥイ氏 

♦参加者数 ：午前の部 28 名（運営 4 名含む）午後の部 26 名（運営 4 名含む） 

 

『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 

 

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】 

３、講   演 

 ３－１＜午前の部＞ 

  ♦講演テーマ：「ベトナム在住日本語学習者が遭遇する日本語使用場面に即した教材づ 

   くり」―『ハノイ日本語教育研究会』による取り組み』― 

  ♦講   師：FPT 大学日本語講師池田 花恵氏 

【開催趣旨】 

近年の学習者の急増にともないベトナムの日本語教育においては、初等･中等教育、高

等教育のいずれにおいても、教師の数的な不足、質的な向上の必要性が大きな課題と

なっている。そこで、ハノイにおける日本語教師の日本語教育への意識の変化を図る

ことを目的として、日本国内外から幅広く講演者の方々を招いた。また、本講演会を

通して、ベトナム国内外の日本語教育師・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発展の第一歩となることを願っている。 



【講演要旨】 

 現在、ハノイにおける日本語教育機関（本稿は高等教育機関に限る）においては、様々な

教材が使用されている。その中には、ベトナム人の学習者がベトナムにおいて、日本人と接

触するであろう場面（以下、接触場面）を想定して作られた教材は多くない。とりわけ、初

級の教材となると、日本で学習する学習者を想定した場面設定や例文が多く提示されてい

るものが多く、ベトナムにおける学習者としては、身近な場面・話題でないことも少なくな

い。そのような状況に対して、日本語教師は、①教師が授業ごとに自分の想定できる範囲内

で場面設定や例文などを作り直す、②手を加えずに使用する、のいずれかで対処していると

想像できる。しかし、前者の場合であっても、教師の想定した範囲の場面を超えずに、実際

に学習者の使う場面が想定された会話例や例文になっていないことも多く教師が参考にで

きる接触場面の会話例もない。そこで、『ハノイ日本語教育研究会』（以下、研究会）で、一

部参加者が協力し、学習者の実際の接触場面を基にした会話例集を作成するために、会話デ

ータを採集した。研究会は、①複数の教育機関に所属している、複数の日本語教師が所属、

②毎月 1 回定例会を開催、といった利点があるため、個人で会話データを集めるより、より

幅広い教材の開発を目指し、会話データを集め、それをもとに話し合いながら教材作成等を

し、教材バンク化が容易である。2017 年 9 月までに、本研究では、次の 2 つの方法でデー

タを採集した。a.学習者が録音機器で自ら日本語を話している際の音声を録音する、b.教師

側から学習者・接触する日本人に依頼し、音声を録音する。その後、データを文字起こしし、

会話例として教師が参考にできる形に会話化し、その内容について定期的に研究会の定例

会において、全体で検討している。これまでに、約 10 の会話場面を抽出することができ、

教師側が想定していなかったベトナムらしい会話場面もあり、会話データを集める意義は

十分にあると考えられる。一方、学習者側から日本人に話しかける場面は多くなく、当初予

定していた a 以外の方法も検討をする必要があることもわかった。研究会の利点を活かし、

今後も、学習者の接触場面の会話データを集め、参加者で検討し合い、教材バンク化を進め

ていきたい。そして、ハノイで教鞭をとる日本語教師が、いつでも幅広く利用できるように

し、ハノイの日本語教育の発展に貢献したい。 

 

 ３－２＜午前の部＞ 

  ♦講演テーマ：「多様性のある職場環境を生き抜く日本語教師に関する質的研究」 

  ♦講   師：名古屋大学日本法教育研究センター（各地講師）瓦井 由紀氏、 

      小西 達也氏、レイン幸代氏 

 

【講演要旨】 

グローバル化が進む現代において、「職場」における「多様性」は顕著になってきて

いる。ベトナムをはじめとして、海外の教育機関の現場で働く日本語教師においてもそ

のような状況には変わりない。本研究では、そのような環境下にある日本語教師個人の



職場の多様性に対する適応（または不適応）の実態を明らかにする。特に本稿において

は、同じような環境の日本語教師がそのような事例を読み、どのような成長を遂げる可

能性があるのかを提示する。 

 これまで、日本語教育の研究において、学習者の多様性や学習者が学ぶ項目の多様性

の研究では一定の成果があげられている。一方、教師に関する研究は、教師の個々の教

授能力の向上には注目されてきたものの、日本語教師を取り巻く環境の多様性や周囲と

の関係性の構築に注目した研究はほとんどなかった。そこで、まず、日本語教師一人一

人が、専門分野、国籍、キャリアの違い等、多様性に対して何を考え、理解し、どう振

る舞うかを、「当事者にとっての意味」を重視した、二名の日本語教師が自由に討論し

合う方法（以下、語り合い）によって、明らかにする。具体的には、「多様性」というテ

ーマを提示し、1 時間 30 分程度の語り合いを行ない、ビデオ撮影および録音をした。

その後、本語り合いのデータをすべて文字起こしし、各自がビデオ視聴及び文字データ

から、印象に残ったところを 2000 字以内で文章にした。本稿では、全四本のデータか

ら、三名が文章を作成した。 

 三名の文章から、①日本語教育という職場においての多様性にはいい点もあり、そう

ではない点もあることを再認識し、②多様性によって起きたと思われる問題に対して、

個人間で対応できる事例と、組織として解決しなければならない事例があることを認識

し、③そのような問題に対して、話し合いも必要であるが、話し合いだけでは解決でき

ない場合もあるということを感じ取っている。一方、解決できなかった問題の中には、

三名においても解決策を見い出せてないものもあり、幅広い事例がまだ不足しているこ

とを示唆している。今後、「多様性」に関する語り合いのデータを幅広く採集していく

ことによって、さらに日本語教育の領域に対して、教師の働く環境に関する一提言をす

ることが可能になると考えられる。それにより、日本語教師一人一人がより良い環境で

働くことのきっかけとなり、日本語教育が社会に認められることにつながると期待した

い。 

 

 ３－３＜午前の部＞ 

  ♦講演テーマ：「もっと楽しく、ワクワク、イキイキ教室活動」 

  ♦講   師：京都外国語大学 日本語学科 教授 中川良雄氏 

 

【講演要旨】 

昨今の言語教育では、従来の文法訳読法やオーディオ・リンガル教授法からコミュニケーシ

ョン重視の教授法、教師主導型から学習者主体型の教育方法へと移行しつつある。学習者の

コミュニケーション能力を向上させるための工夫も様々になされつつある。それと同時に、

教師に求められる資質や能力も変化してきている。 

 講演者は、これまで「求められる日本語教員の資質・能力」や「優れた外国語授業」につ

いて考察してきた。一連の調査研究で明らかになったのは、コミュニケーション能力の育成

が目指されながらも、教授スタイルが未だ教師主導型の旧態然たるものであったり、学習者

の求める日本語能力と教師が考える日本語教育観との間にギャップのあったりすることで



ある。殊にアジア地域においては、教師主導型で、教科書重視の教授スタイルが採られるこ

とが多い。そこで本講演においては、日本語教育の現場でどのような教室活動が展開されて

いるかを探り、はたしてその活動が学習者のニーズに呼応したものになっているのか、その

実態を探る。本講演では、日本語教師が普段用いている教室活動についてアンケート調査し

た結果を紹介する。その後は、ワークショップ形式で、「可能形」を例として、言語の「構

造」的側面に注意を払いつつも、いかに「機能」的側面を活かしていくか、活動を通じて考

えていく。 

 

 ３－４＜午後の部＞ 

  ♦講演テーマ：「タとトで教える、世界で一番簡単な日本語アクセントの教え方」 

  ♦講   師：名古屋経済大学 経済学部 現代経済学科 留学生支援室 准教授 

    金村 久美氏 

 

【講演要旨（講演のまとめ）】 

 本講演会では、ベトナム人学習者の発音上の様々な問題点を明らかにし、その中でも高低

アクセントに着目し実際の授業の実演及び講演を行った。実際の授業を行う前に、ベトナム

語の歌を用い、ベトナム語にも高低の音があることを学習者に伝え、学習者に日本語の発音

に親近感を持たせていた。その後、「タ」を高い音、「ト」を低い音と見立て、高低アクセン

トの指導を行った。「タ」は高い音、「ト」は低い音とすることにより、学習者が実際に単語

を発話する際にも、学習者が高低のアクセントに意識が向けられることが分かった。今回の

授業の実演では、頭高型、尾高型を扱い参加者と共に練習することにより参加者の理解も深

まっていた。さらに、発音指導の方法として、発音がすでにできている学習者が先生となり

他の学習者に発音の指導を行うということも行われていた。その後、ベトナム人学習者がど

のように日本語の音を認識しているかという点の説明があり、ベトナム人学習者は、1 語の

中に音の変化があり、高さの変化ではなく音を波のように認識しているとの説明があった。 

これらの講演会により、多くの参加者が発音指導について前向きにとらえており、実際に発

音指導を始めてみたいという参加者の声も多かった。 

 

 ３－５＜午後の部＞ 

  ♦講演テーマ：「社会人学習者に対する日本語指導の現状と課題～N2 レベルの受験者 

       を事例として～」 

  ♦講   師：グエン・ハー・トゥイ氏（ハノイ大学 日本語講師） 

 

【講演要旨】 

  本講演会では、ベトナム・ハノイに進出している日系企業において行っている日本語能

力試験対策(N2)の日本語教育の実態について報告を行い、全体でディスカッションを行っ



た。日系企業から要求されている到達目標に対するカリキュラムの時間設定、学習項目が適

切な物とは呼べず、学習者のモチベーション、学習者の能力があまり高くない学習者も見受

けられ授業を行っていくのが困難だと報告されていた。 

 また、「言語知識（文字・語彙・文法）」「聴解」「読解」それぞれに対して、学習者が苦手

としている問題を取り上げその原因についての考察があった。「言語知識」に関しては、学

習者の文法に関する基礎知識がたりていない、ベトナム語との直訳による弊害により問題

が解けない、といった問題があるとの指摘があった。「聴解」に関しては、「即時応答」に最

も苦手意識を持っており、根本的な原因として、会話力が不十分であるとの指摘があった。

「主張理解（長文）」に関しては、読解に対して「怖さ」を感じており、苦手意識が高いと

いうことが述べられていた。その理由としては、「文章の内容が理解できない」「長いから疲

れる」「内容は理解できても筆者の言いたいことはわからない」といったことで、その原因

として、「語彙力・文法力が不十分で文法を無視して読んでいる」ということが挙がってい

た。最後に、①限られた時間の中で、語彙力・文法力を定着させ、会話力・文章理解力を上

げるにはどうすればいいか、②指導者として仕事との両立で勉強に専念できない学習者に

対する一番効果的な指導方法は何か、これら 2 つの問題提起があり全体でディスカッショ

ンを行った。しかし、有効な策は見いだせず、最も必要であるのは、「企業側の理解」「企業

側との対話」ではないか。との意見も上がっていた。 

 

４．閉   会 

『成果と今後の展望』 

今回の第二回講演会では、高等教育機関のみならず、日本語センターで教鞭をとっている日

本語教師の方々、ベトナム人日本語教師の方々といった幅広い方々にお越しいただき、日本

語教育について共に考える機会を作ることができた。また、参加者同士の交流も盛んにおこ

なわれており、今後のハノイにおける日本語教育の発展のために必要な横のつながりを作

る機会を設けることができた。さらに、ハノイのみならずハイフォンから参加いただいた

方々もおり、ベトナム北部の日本語教師が集まる有意義な講演会となり、今後の活動の幅を

広げるきっかけとなった。 

講演会については、どの参加者の方々も真剣に研究発表、講演会を聞いており、意欲的に質

疑応答も行われた。特に、実践に関わる発表、講演会への注目度が高く、現時点でハノイの

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。特に、音声関

係に対する興味が強く、今後も音声に関する講演会を希望する声が多々見られていた。研究

発表に関しては、それほど興味が高いものであるとは言えなかったが、参加者の中には、ベ

トナムの日本語教育を全体的に展望している方もおり、意義を感じている参加者もいた。 

 今後は、研究会の定例会では、実践的な内容を扱う会を増やすなどして、参加者の日々の

授業にすぐに生きるようなテーマでディスカッションなどを重ねていきたい。しかし、実践

にばかり目を向けていても、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。ま

た、数多くのフィードバックの中で、非常に有意義なものとなったという意見が多く寄せら

れていたため、来年度もこのような講演会を企画し、ハノイの日本語教育の発展のために

様々な日本語教育関係者が関れるようにしたい。 

 

５．アンケート集計結果 

1 参加者数 

 午前の部 28 名（運営 4 名含む）午後の部 26 名（運営 4 名含む） 

 

2 所属教育機関（50 音順） 

FPT 大学 

Kosaido HR Vietnam 

Zen 日本語センター 

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） 

南潮日本語センター 

NARI 日本語センター 

日越大学 

日本ベトナム文化交流協会（ヌイチュック日本語センター） 

NHAT LINH Co.,Ltd 

ハイフォン大学 

ハイフォン日本語センター 

ハノイ工科大学 

ハノイ国家大学大学外国語大学 

ハノイ人文社会科学大学 

ハノイ大学 

HANAMI 日本語センター（ハイフォン） 

PW アカデミーベトナム 

VJCC インスティテュート 

ベトナムテレビ外国語放送局 

YUKI 日本語学校 

有限会社コウェル・アジア 

Rikkeisoft 

 

 

 



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  17 名 

  同僚からの知らせ     13 名 

  そのほか          3 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      16 名 

  よかった     12 名 

  ふつう         4 名 

  あまりよくなかった      0 名 

  悪い           0 名 

 

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       11 名 

  よかった       13 名 

  ふつう          6 名 

  あまりよくなかった      2 名 

  悪い             0 名 

 

6．今回は参加費が無料でしたが、参加費がいくらまでだったら、また来たいと思います 

  か。 

  参加費が必要な場合は参加しない  1 名 

  10 万ドンまで   10 名 

  20 万ドンまで       7 名 

  30 万ドンまで        0 名 

  40 万ドンまで         0 名 

  50 万ドンまで        3 名 

  金額は気にしない      11 名 

 

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） 

  研究発表①    10 名 

    研究発表②     8 名 

    講演①    22 名 

    講演②    23 名 

    講演③     8 名 



「理由」 

 ・発音の練習方法について確認できた。アクセントの実践方法がわかった。 

 ・アクセントの指導方法について実践的に教えていただいた。 

 ・実践的で、取り入れていきたいと希望に満ちるものでした。 

 ・発音を授業に取り入れようかと考えていたところだったため。 

 ・今までしていなかったことで、明日からもすぐできそうなので。 

 ・自身の講義に役立つヒントが直接あった。 

 ・ぜひ、実践したいと思ったため。 

 ・現在、発音指導を行っているので是非取り入れてみたいと思いました。 

 ・それぞれの発表で新たな情報が得られたため。 

 ・実用的な内容だったため。 

 ・自分の実践に取り入れたいヒントが数多くあったので。 

 ・日本語を教えることに役に立つと思ったから 

 ・実際に指導に活用できそうな話でした。さっそく取り入れていきたいと思います。 

 ・実践上、役に立つ内容が聞けたから。 

 ・教育上の悩みを整理して自らの日々の活動を進める上で大いに参考になった。 

 ・どの講演も自分の視野を広げて、もらうことができた。 

 ・広い分野でありながら、ベトナムにおいて課題となることであるため。 

 ・ベトナムの学習に対する取り組みのお話が聞けて良かったです。 

 ・非常にわかりやすい例を挙げてくださったので、門外漢の私にも理解できました。 

 ・講演①のワークショップが実践的でとても参考になった。 

 ・具体的な内容なので、すぐに授業に取り入れることができる。 

 ・ロールプレイについて色々勉強になった。 

 ・いろいろ勉強になったし、興味深いテーマだったからだ。 

 

8．今後、どのような講演会があればいいと思います。 

 ・発音についての講演会を行ってほしい。 

 ・異文化について 

 ・授業が効果的にできるように場面を作って、活動をしてどういうふうに授業をするか 

  ワークショップを行ってほしい。 

 ・研究発表もいいが、具体的な教授法について聞きたい。 

 ・新米なので、どのような内容でも参加したい。 

 ・より日本語の授業で実践的な内容だと役立つ。 

 ・会話力をアップさせるための講演会を希望。 

 ・中級の授業の教え方 

  



 ・ハノイにいると日本語教育の情報を得ることが難しい。様々な視点での講演があると 

  ありがたい。 

 ・日本語の指導法や講師の経験談。 

 ・実践的な内容。 

 ・よく使用されている教材の活用について 

 ・具体的な内容はわからないが、ベトナム人に教えることに対しての講演会 

 

以上 

 

 


