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はしがき 
  
 本年 3月、10、11日の 3日間、El Colegio Méxicoに於いて 2017年度日本語教育シンポジウ

ムが開催されました。このシンポジウムは独立行政法人国際交流基金の助成を受け、 1990

年より続いているものです。 
 2010年度より当シンポジウムは「さくら中核事業」助成の下実施されており、今年度のシ

ンポジウムは、名古屋大学国際機構国際言語センターの衣川隆生教授をお招きし、「中級へ

続く自律学習に基づいた初級日本語教育」というテーマのもと、94名の参加がありました。

本テーマは、メキシコの多くの日本語教育機関で課題となっている「中級以上の学習者を育

成してくか」という課題を踏まえ決められたものです。講義では、講師の衣川先生が実例も

取り入れ、疑似体験を行いながら、難しいとされている自律学習理論をより分かりやすく教

えてくださいました。この場を借りて厚く御礼申し上げます。 

また、近年メキシコ全土からだけでなく、グアテマラ、エルサルバドール、トリニダードト

バゴからも参加があり、他国との意見交換が行われ大変意義のあるシンポジウムとなりまし

た。 
 シンポジウム初日には、一般発表を行い、国内外の５つの発表グループによる実践的な自

律学習の発表、または様々な実践報告が行われました。発表者の皆様によって、本シンポジ

ウムはより意義のある知識交流の場となりました。今後もこのような場が続いていくことを

願います。 

 ２日目には、メキシコ日本語教育活動発表と題し、「ジャパンボウル」「北部支部活動」

「中部支部活動」「メキシコ日本語教師会中米カリブ派遣」「全国弁論大会」と「夏季短期

集中講座」の活動報告会がありました。今回初めてのシンポジウムに参加した方、また国外

からの参加者にとって、メキシコの日本語教育活動を広める場となり、有意義であったと思

います。そして、最後にメキシコ日本語教師会総会を行い、2017年度の活動報告、2018年度

の活動予定の報告をしました。総会中に 2017年度の活動報告にいくつか誤りがあり、後日総

会資料を再配布し、ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。 
 本シンポジウムは教師会初の試みとなる実行委員会制のもと行われました。実行委員会の

諸先生方の惜しみないご協力をはじめ、会場となりました El Colegio Méxicoの心のこもった

サービスにより本シンポジウムは無事成功に終われたことと思います。心より厚くお礼申し

上げます。また、各事業にご協力いただいております独立行政法人国際交流基金メキシコ日

本文化センターの皆様にもこの場を借りて感謝申し上げます。 
 メキシコ日本語教師会並びにメキシコの日本語教育の発展には、教師会会員の皆様一人ひ

とりの力が必要です。私たち第 8代理事はあと 1年ほど任期終了まで時間がございます。残

された時間の中で、会員の皆様にとってよりよいメキシコ日本語教師会の実現のために尽力

していく所存でございます。今後とも、我が日本語教師会を宜しくお願い致します。ありが

とうございました。 
 2018年 3月末日 

  
社団法人 メキシコ日本語教師会 

第 8代理事一同 
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第 23 回 メキシコ日本語教育シンポジウム プログラム 
PROGRAMA DEL 23° SIMPOSIO DE LA ENSEÑANZA DE JAPONÉS EN MÉXICO 

 

「中級へ続く自律学習に基づいた初級日本語教育」 

講師 衣川隆生(名古屋大学国際機構国際言語センター教授) 

“Enseñanza del nivel básico del idioma japonés con base en el estudio autodidacta para llegar 

al nivel intermedio.” 

 

Profesor Takao Kinugawa 

(Profesor del Centro Internacional de Lenguas de la Universidad de Nagoya) 

2018 年 3 月 9 日（金）～3 月 11 日（日） 

Fecha: Del viernes 9 al domingo 11 de marzo del 2018 

於 エル・コレヒオ・デ・メヒコ 

Lugar: El Colegio de México 

第 1 日 目 Primer día 

3 月 9 日（金） viernes 9 de marzo 
 

9:30～10:00 受付、参加登録 Recepción 

10:00～10:30 開会式 Ceremonia de Apertura 

 
10:30～13:00 

第 1 セッション 

「体験活動（シンポジウム参加を有意義な

ものにするために）」 

Primera Sesión 

Actividades de Experiencia – con el fin 

de hacer la participacion al simposio 
significativa – 

13:00～13:40 昼食 Comida 

 

13:40～15:40 

 

第 2 セッション 

意識化・目標設定・計画立案能力を育成

するためのリストづくり 

Segunda Sesión 

Preparación de una lista con el fin de 

lograr concientizar, establecer 

objetivos y la capacidad de diseñar un 

plan. 

15:40～15:50 休憩 Descanso 

 

15:50～18:45 

 

一般発表 ※別紙参照 
Presentación y exposición de trabajos 

de investigación. *Anexo programas 

de ponencias 
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2017 年度 第 23 回メキシコ日本語教育シンポジウム 

一般発表時間割 

日時： 3 月 9 日（金）15:50～18:40 

時 間 発 表 者 所 属 タ イ ト ル 

 
15：50～16：15 

 

長尾 和子星

野 由美子 

メキシコ国立自治

大学 

国立言語・言語学 

翻訳学校 

 

「自律学習センターにおける日本語セクシ

ョンの歩み」 

 

 

 

16：20～16：45 

 

アントニア・ルイサ・

リバス 

ビクトル・グティエ

レス 

松田 涼子 

エル・サルバドル

グアテマラ 

国際交流基金 

メキシコ日本文化

センター 

 

 

 

 
「中米カリブ日本語教育ネットワーク」 

16：50～17：15 

 

鈴木 小百合 
神田外語大学 「メキシコにおける継承語としての日本語 

教育」 

17：20～17：45 

 

千葉 月香 
名古屋大学大学院 「雇用形態の別により外国人従業員に期待 

される能力の違い」 

 
 
17：50～18：15 

 

 
ロドリゴ・フラド 

メキシコ国立工科

大学 

クルアカン校 

「日本語教育のための Augmented Reality 

の使用」 

ケース・スタディ「まるごと」 

 
18：20～18：45 

 

阿部 康子

平田 好 

国際交流基金 

メキシコ日本文化

センター 

「A1 レベルからできる課題遂行の目標設

定と自律学習－日系企業のメキシコ人運転 

手を事例として‐」 
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23° Simposio de la Enseñanza del Idioma Japonés del 2018 

 
Itinerario de la presentación público 

Fecha：viernes 9 de marzo 16:00hrs ～ 19:00hrs 

Horario Presenta dores Institució

n 

Títul

o 

 

 
15：50～16：15 

 

Kazuko Nagao 

Yumiko Hoshino 

Escuela Nacional de 

Lenguas, 

Lingüística y Traducción 

(ENALLT) 

Universidad Nacional 

Autónoma de México 

 

 
La trayectoria de la sección del idioma 

japonés en el Centro de Auto acceso 

 

 
16：20～16：45 

Víctor Alfonso Gutiérrez 

Cisneros 

Antonia Luisa Rivas 

Sáenz 

Ryoko Matsuda 

 

Guatemal

a El 

Salvador 

Fundación Japón en México 

 

Red Centroamericana y del Caribe 

para la educación del Idioma Japonés 

 

16：50～17：15 

 

Sayuri Suzuki 
Universidad de Kanda 

Estudios 

Internacionales 

La formación del idioma japonés como 

lengua heredada en México 

 

 

17：20～17：45 

 

 

 
Tsukika Chiba 

 

 

 
Universidad de Nagoya 

La diferencia de habilidades de los 

empleados extranjeros depende de 

las formas de empleo: Caso de 

estudio de la Compañía A, ubicada 

en la prefectura de 

Aichi, Japón 

 
17：50～18：15 

 

Rodrigo Jurado Barrera 

 

CELEX Esime Culhuacan 

Uso de la Realidad Aumentada para 

la enseñanza del Idioma Japonés: 

Estudio de 

Caso：「まるごと」 

 

 

18：20～18：45 

 

 
Yasuko Abe 

Yoshimi Hirata 

 

 

 
Fundación Japón en México 

Aprendizaje autodidacta y 

establecimiento de objetivos de 

realización de tareas que es posible 

hacer desde el nivel A1. “Caso de un 

chofer mexicano en una empresa 

japonesa” 
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第 2 日 目 Segundo día 
 

3 月 10 日（土） sábado 10 de marzo 

 

9:00～9:30 受付 Recepción 

 
第３セッション Tercera Sesión 

Establecer los criterios de monitoreo y 

evaluación, para evaluar y establecer el 

objetivo 

9:30～11:30 「モニタリング・評価の基準を作って評価 
 する・目標を設定する」 

11:30～11:45 休憩 Descanso 

 
第３セッション Tercera Sesión 

Establecer los criterios de monitoreo y 

evaluación, para evaluar y establecer el 
objetivo 

11:45～13:00 「モニタリング・評価の基準を作って評価 
 する・目標を設定する」 

13:00～13:45 昼食 Comida 

 メキシコ日本語教育活動報告 Presentación de las actividades de AMIJ 

1. Japan Bowl en Mexico 

2. Zona Norte 

3. Zona Centro 

4. Centro América Caribe 

5. Concurso Nacional de Oratoria en 

México 
6. Curso Intensivo de Verano 

 ① ジャパンボウル 
 ② 北部支部活動 

13:45～14:45 ③ 中部支部活動 
 ④ 中米カリブ 
 ⑤ 全国弁論大会 
 ⑥ 夏季短期集中講座 

14:45～15:15 休憩 Descanso 

15:15～18:00 メキシコ日本語教師会総会 Asamblea General de la AMIJ 

第 3 日 目 Tercer día 
 

3 月 11 日（日） domingo 11 de marzo 

 

9:00～9:30 受付 Recepción 

 

 

9:30～12:00 

 
第４セッション 

「課題遂行ストラテジー（学習ストラテジ

ー）の意識化」 

まとめと質疑応答 

Cuarta Sesión 

Concientizar las estrategias de 

realización de tareas (estrategias de 

aprendizaje) 

 

Resumen y preguntas-respuestas 

12:00～13:30 総会報告 教師会事業報告 
Informe de la Asamblea general y 

Actividades de la AMIJ 

13:30～14:00 閉会式 Ceremonia de Clausura 
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注意事項 

1. 遅刻は 15 分までとします。それ以上の遅刻があった場合、修了書は発行されません。 

2. 講義で発表される授業風景のビデオや発表資料について個人情報が含まれる場合、発表者の許可がな

ければ、この録画や撮影を禁じます。ただし本講座のファイルは後ほど教師会理事会よりを共有致します

。 

 
 

Notas 

1. A las personas con asistencia total al simposio, se les otorgará la constancia de participación, 
solamente se permite llegar 15 minutos tarde. 

 
2. Dentro de las conferencias y presentaciones, hay información personal; por lo que si no hay 

permiso por parte de los conferencistas y presentadores, no se puede tomar fotografías, así 
como video durante sus conferencias y presentaciones en el simposio. Posteriormente, algunos 
materiales de este simposio serán proporcionados a través de la mesa directiva de la AMIJ. 
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メキシコ日本語教師会活動報告 
 

Japan Bowl en México 活動報告 

Japan Bowl en México 実行委員長 桑葉洋平 

 

Japan Bowlとは 

1992年から毎年春に開催されている、アメリカ合衆国ワシントン DC日米協会主催の日本

語・日本文化の知識を競う大会。高校生を対象としており、3人 1組のチームで競い合われ

る。現在メキシコも含む約 10か国で開催されている。 

 

Japan Bowl en México概要 

2017年から開催されている。より広い層に日本及び日本語に関する興味を持ってほしいとい

う願いから、メキシコでは一般成人も参加の対象としている。日本語より、日本文化に重点が

置かれており、クイズの出題はスペイン語で行われる。予選ラウンドは筆記試験で、その上位

チームがクイズショー形式で行われる決勝ラウンドに進める。 

 

第 1回、第 2回大会報告 

２月の日曜日に開催。場所は日本メキシコ学院にて実施。主催は Japan Bowl en México実行委

員会、共催は国際交流基金メキシコ日本文化センター、メキシコ日本語教師会、日本メキシコ

学院。第 1回大会は高校生部門、一般部門の 2つのカテゴリーで行われたが、双方のレベルに

大きな差が見られなかったことから、第 2回大会は 1つのカテゴリーで実施した。第 1回大会

は高校生部門 10チーム、一般部門 33チーム(中米からのゲストチーム 1チーム) が参加。高校

生部門の優勝チームは第 25回全米ジャパンボウル大会への参加権、一般部門の優勝チームに

は 3名分の日本往復の航空券が ANAより与えられた。第 2回の参加チームは 45チーム。優勝

チームには第 1回同様航空券が与えられ、予選筆記試験最優秀チームには特別賞として外務省

より日本 10日間の平和研修旅行が与えられた。併せて文化のイベントも実施された。第 2回

は合気道とギネス記録保持者によるなわとびのデモンストレーションが行われた。 

 

参加者アンケート集計 

第 2回のアンケートの一部を紹介。参加者及びチューター約 150名のうち 128名が回答。 

意義のあるイベントだったかという質問に対して、とても意義があったまたは意義があったと

答えた人が 98%だった。イベントを通して、日本への関心が深まったかという質問に対して

は、とても深まったと答えた人が 79%だった。イベントにまた参加したいかという質問に対

しては、是非また参加したいと答えた人が 87%だった。 

 

大会の成果 

このイベントを通して、日本及び日本語への関心を実感してくれた人が多かった。そしてそれ

が学習のモチベーションにつながった。3人 1組というチーム戦で、機関内またはイベント当

日に他のメキシコ全土より集まる学習者同士の交流の場としても貢献できたのではと考える。

今後の展開としては例えば中米大会、中南米大会などが考えられ、他国との相乗効果も期待さ

れる。第 2回大会は第 1回大会よりも協賛企業が増え、今後も幅広い企業との関係構築ができ
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ることを望む。 

メキシコ日本語教師会北部支部活動 

 

モンテレイ工科大学モンテレイキャンパス 

直井恵理子 

Ⅰ．北部支部活動の基本的考え方と活動 

北部支部では教師会活動を考える際に以下の三つを目標にした。 

１． 日本語教師が日本語教育について学ぶ機会を提供する。 

２． 日本語学習者が習った日本語を使って、自分の意見を述べる機会を提供する。 

３． 当地に住む一般のメキシコの人や日本語学習者に日本語・日本文化を知る機会を提供す

る。 

 

この目標に到達するために三つの活動の実施を行っている。 

１． 日本語勉強会 

1年に2回行っていて、1回は支部に所属する教師がいっしょに勉強し、1回は国際交流基金メ

キシコ日本文化センターの日本語専門家にお願いしている。 

２． メキシコ人教師のための勉強会 

日本語を勉強した日本語学習者の中から日本語教師になる人が増えた。しかし、教師として

必要な勉強をする機会がないため、日本人教師が教師になって勉強会を行った。「初級文

法」や「授業の仕方」などのコースを数ヶ月の間、定期的に行う形をとっている。 

３． メキシコ北部日本語弁論大会・文化祭 

2000年はモンテレイで日本語教育が機関で開始され、25周年を迎えた。その年に開始され、

2018年は9回目を迎える。審査の間に行われる文化祭には当地に住む日本人の協力もあり

、日本文化や日本人と触れる機会となっている。 

 

活動はモンテレイ市にある９校の日本語教育機関を中心に行われている。 

 

Ⅱ．２０１７年度の活動 

１．勉強会 

① ３月１２日（日） 

テーマ：「話しことを教える」 

主催：教師会北部支部 
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担当：北部教師会会員 

場所：モンテレイ工科大学モンテレイキャンパス 

参加人数：21名 

② １１月２６日（日） 

テーマ：第二言語習得理論／課題推古能力目標に基づいた授業 

主催：国際交流基金メキシコ日本文化センター 

担当：阿部康子先生 

場所：モンテレイ工科大学モンテレイキャンパス 

参加人数：29名 

 

     

    阿部先生による講義               参加者全員で記念写真 

 

２．日本語弁論大会・文化祭 

２０１７年 10月 14日（土） 

場所：モンテレイ工科大学付属高校クンブレス校 

 

初級から中上級まで３つのカテゴリーに分かれ、予選を通過した 18名が本選に参加した。審

査にはモンテレイの日系企業 2名、日本語教育関係者 2名、メキシコ人 1名、計 5名が当たっ

た。審査の間に日本文化紹介のスタンプラリーが行われ、参加者や訪れた人は折り紙、書道、

はしの使い方、着物の着付けを体験した。文化祭は日本語の学習者やモンテレー補習校の日本

人の保護者、生徒達が協力、担当して、日本語学習者や一般のメキシコ人のお客様が日本文化

に触れる機会になっている。実施に際し、メキシコ日本大使館、国際交流基金、メキシコ商工
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会議所の後援を受け、国際交流基金メキシコ日本文化センター、当地日系企業、会場提供のモ

ンテレイ工科大学付属高校クンブレス校の支援を受けている。 

 

         

参加者全員の記念写真                 弁論風景 

      

補習校の生徒がお手伝い     書道体験         正しいお箸の使い方      
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2017年度 第 9回中米カリブ日本語教育セミナーに参加して 

          メキシコ日本語教師会 第 8代 会長  

竹森悠介 東部理事 ジャネットソリス 

今回の中米カリブセミナー参加のいきさつ 

 今回ニカラグアのジャイカボランティアのベヒシュタイン玲子先生から、中米カリブのシン

ポジウムのお話をいただき、本教師会の会員のみなさまに公募を行いました。残念ながら会員

の皆様からの応募がなかったため、メキシコ日本語教師会と中米カリブネットワークの関係を

構築する目的で、教師会から東部理事のジャネット・ソリスと会長の竹森悠介が参加する運び

となりました。 

我々の発表について 

 私たちはメキシコの初級、初中級の教材について各々が勤めている教育機関を例に教科書変

更の際に見られた学生と教師の具体的な心境の変化や、カリキュラム作成の具体的なプロセス

を発表しました。まとめとして学生の声を聞き、教材選択、カリキュラム作成を行うべきなの

ではないかと提案させていただきました。 

様々な発表 

 本シンポジウムでは、ほぼすべての参加国が分科会で各国の現場で行われているクラス活動

や研究に関する発表が多く見られました。現場に根差した発表内容は実に実践的で、すぐ自分

のクラスに活かせる有意義なものばかりでした。また、2日目にはビデオ教材の成果発表が行

われ、各国が去年のセミナーで作成したビデオ教材をこの１年の間にどのようにクラスで活用

したかについての発表が全参加国からありました。 

中米カリブ教育ネットワークに対するイメージ 

 明るく、日本語教育を心から楽しんでいる様子がとても印象的でした。「NNS教師が自由

に日本語を教え、日本語教育を学び、さらに NNS教師自ら日本語学習成果発表の機会を作

る。」そのような風潮は学ばなければならないことであると強くメキシコの教師会の皆様にお

伝えしたいと思います。 

メキシコ日本語教師会が学ぶべきこと 

 トップダウン的に行うことが多いメキシコの各教師会活動に対し、分科会など参加者による

発表や、前年度の学んだことをどのようにクラスに用いたかを持ち寄り、参加国全体でセミナ

ーを盛り上げる中米カリブセミナースタイルは今後の本教師会活動の参考にすべきものである

と思います。 

 また、中米カリブの皆様の様子を見て、今後のメキシコ日本語教育の更なる成長のために、

ノンネイティブ教師がより自由かつ積極的に活動できるような環境の整備を行う必要性を痛感

しました。 

まとめ 

 今回素敵な機会を与えてくださった実行委員長のランドルさん、ベヒシュタイン先生をはじ
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めとするニカラグアチームに心から感謝申し上げます。 ネットワーク構築とは、同志づくり

であり、ライバルづくりでもあり、友達づくりでもある。そんなネットワーク構築をセミナー

参加者の皆様と実現できたことをうれしく思うとともに、今後も中南米の国々とのネットワー

クがより一層強く大きな繋がりになればと思います。 
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第 34回 メキシコ日本語弁論大会 報告 

 

第 34回メキシコ日本語弁論大会実行委員会 

 

 2017年 5月 28日（日）に日本メキシコ学院・講堂に於いて第 34回メキシコ日本語弁論大

会が開催された。 

 

 実行委員会メンバーは以下の通り。 

   内野あゆみ       三上京子 

   嶋崎明美        ダニエル・ガルシア 

   玉造啓幸        九島恒 

三浦里美        斎藤雅弘 

   掛須章太        フアン・マヌエル・グティエレス 

   江原真実        穂積和子 

 

   土屋美穂        加藤祐子（2017年シンポジウム以降実行員会に参加） 

   

   竹森悠介        桑葉洋平 （地方からの参加） 

   田中遥 

 2016年 9月から月に 1回のペースで実行委員会会議がもたれ、ポスターのデザインの選

出、募集要項及び、申し込みの仕方の見直し、募集案内の仕方、審査基準、当日の進行、スポ

ンサーとの交渉等々、準備・実施にあたってきた。 

 申し込み期間は 2017年 3月 27日から 4月 7日までの予定を 4月 11日まで延期し、A部門

（初級部門）に 20名、B部門（中・上級部門）に 19名、合計 39名の応募があった。 

 予選は 4月 25日に A部門、26日に B部門を行い、各部門 9名ずつの本選出場者を選出し

た。 

 大会当日にはご来賓、メキシコ・シティーはもちろん地方からも含めて、300人ほどの聴衆

が来場。休憩時間には販売された日本食、日本関係グッズの買い物も楽しんでもらえた。 
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 ここ数年、B部門優勝者が本大会後のメキシコ日本商工会議所の月例会で同じ弁論を発表す

る場を頂き、商工会議所会員の方々へのアピールにもなっていると思う。 

今後の課題 

 1．弁論大会のあり方  

参加者が年々減少している現在、再度、この弁論大会をどのように実施していくかにつ

いて話し合う必要があると思われる。このまま、継続していくか、違う形にするのか、

何が日本語学習者にとって必要なのか等を考える時期だと感じる。 

2．実行委員会の強化  

年々、実行委員会のメンバーが減少していて、協力する教師会会員を増やす必要がある。

また、34回大会の実行委員会には地方の会員の参加があったが、地理的な条件もあり、

どのような形で実行委員として仕事を担っていくかを話し合う必要がある。 
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2017年度夏季短期集中講座活動報告 

 

 参加者全員が内容を十分に理解し、自由に意見を言い合える講座を実現したい、参加者が講

座に参加した後すぐに役に立てるような内容を学べるようにしたい、今回の夏季短期集中講座

にはこの 2つの思いが込められていた。今まで日本語教師会主催のシンポジウムや地方での勉

強会は行われているものの、経験の浅い教師やノンネイティブ教師にとっては難しい内容であ

ったり、他の教師と自由に意見が言えなかったりする場面が見られたからだ。また、以前の夏

季短期集中講座後や、ノンネイティブ教師を今年度の対象にした事前アンケートで、多くの教

師が似たような問題を抱えていること、また毎年同じようなアンケート結果が出ることから、

本年度講座では教師が自分の問題に自分で気づき、自分で解決する方法を見つけることを目標

にし、『内省：クラスの問題を解決する方法』をテーマに、グアダラハラ文化交流学院にて今

年度夏季短期集中講座が行われることになった。また事前アンケートで、助詞の教え方を知り

たい、クラスでの活動の仕方を学びたい、という意見が多かったため、夏季短期集中講座前日

に『グアダラハラ勉強会』も行った。 

 講座ではまず初めに国際交流基金の阿部康子先生のご指導のもと、自分の授業の振り返り方

やルーブリック評価表の作り方、それを使った自己評価の仕方を学んだ。その後のグループセ

ッションではノンネイティブ、ネイティブのチューターのもと、普段それぞれが抱えている問

題を参加者同士が共有することによって問題を具体化し、お互いに意見を出し合いながら解決

方法や理想的な授業を行うための要素をルーブリック評価表にまとめた。次の教案作りでは、

作成したルーブリック評価表をもとに理想的な授業を行うためのプラン作りをした。講座 2日

目には作成した教案を使って実際の学生を前に模擬授業をし、その後 1日目に作成したルーブ

リック評価表を使って自分たちの模擬授業の評価を行い、改善したところやさらなる問題点な

どを振り返ってもらった。このように、本講座では理想的な授業を行うための目標設定から、

授業の準備、授業の実施、授業後の振り返りと、普段の授業を行うための一連の流れを実際に

行ってもらうことによって、授業の組み立て方や授業を行うための手段が得られたのではない

かと思う。また、参加者からは習ったことを実践できたことがよく、今後の自分のクラスにも

応用したいとの声も聞かれた。 

 今回の夏季短期集中講座では、メキシコ国内だけでなく、グアテマラやコスタリカ、トリニ

ダードトバゴからの参加もあり、さらにはネイティブ、ノンネイティブ、日本語教師歴は 4か

月から 28年と様々な教師が集まった。普段他の機関との交流がない日本語教師にとっては他

の教師との意見交換や交流が大変貴重な経験になったようだ。実際に事後アンケートでも参加

者同士で意見を交換できたことやアイディアを共有できたこと、自分とは違った視点での教え

方を見られたことが有意義だったとの意見もあった。 

 講座中、参加者全員がチューターの先生方とともに理想的な授業をするために頭を抱え話し

合っていたのが印象的であった。今回は参加者がただ講義を受けるだけというようなアップダ

ウンの指導ではなく、地域や指導経験を越えた教師達が意見交換や学んだことを実践をするこ
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とで教師がお互いに学び合い刺激し合って日本語指導能力の向上ができる場になったのではな

いかと思う。『参加者全員が内容を十分に理解し、自由に意見を言い合える講座を実現した

い』という思いは叶えられたのではないだろうか。講座後に学んだことを役立てたかどうか

は、参加者がそれぞれの現場で学んだことを実践したのか、実践してみてどうなったのか、報

告の声を待ちたい。そして来年度、今年よりももっと成長した皆様に会えることを期待してい

る。私たち実行委員も今年よりもより良い講座を開けるよう今回の講座を振り返り、来年の開

催に挑みたい。 

短期実行委員会 
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中部地方活動報告 

中部支部 桑葉洋平 大久保明菜 

この度中部支部活動として以下の 2つの活動を発表した。 

・2017年度中部地方勉強会 

・PUREZEN MÉXICO 2017 -Región Centro- 

2017年度中部地方勉強会 

 2017年 12月 10日(日)に社団法人グアダラハラ日墨文化交流学院にて国際交流基金メキシコ

文化センターより 阿部康子先生をお招きし、『会話の活動』についての勉強会が行われた。

会話をテーマに活動内容を考え、実際に模擬授業で発表しあい、意見交換を行った。今回は作

ったものをそのまま各機関へ持って帰り、すぐに実践できるものを作るよう心掛けた。限られ

た時間ではあったが、ただ教科書をなぞる授業ではなく、習った文型や表現を会話で「使う」

授業の作り方をブラッシュアップできたように思う。また、グループワークを通し、所属機関

や経験年数に関係なくアイデアを交換することができた。また、これまでで参加者数が最も多

く集まり、中部地方のネットワークを広げる良い機会にもなった。 

 

PUREZEN MÉXICO 2017 -Región Centro- 

 本事業は、これまで 12回に渡り開催されてきたメキシコ中部地方弁論大会を引き継ぐもの

として、本年度より新たに立ち上げられた日本語プレゼンテーション大会である。これまで

は、日本語の詩の朗読と弁論が行われていたが、朗読や弁論が得意でない学習者も多く、その

後の学習者の日本語運用能力に直結していないように感じられることも多々あった。そこで全

国メキシコ弁論大会という大きな目標の他に、別のかたちで学習者が日頃の学習成果を披露す

ることができる機会を地方単位で持ってもいいのではないかという意見も出始めた。2016年

から構想を練り始め、同年 9月に実行委員会が発足、複数機関から実行委員希望者を募り共催

というかたちで計画が始められた。本大会ではデザイン力、発想力、構成力、専門知識など、

学習者が持つ様々な能力と日本語技能を組み合わせて、日本人に考えや意見を伝えることを目

的とし、学習者の発想や専門知識をより活すことのできる大会を目指した。その後、観客サイ

ドで参加した学習者には、「自分たちならこう発表する」といった新しい取り組みへの意欲

や、語学面だけでなくソフト面を含めた自分に足りないものへの気づきが生まれていた。ま

た、参加した日本語教育機関にとっても「できる」日本語教育を重視していく中で新たな課題

が見つかり、改善のための取り組みにつながっている。大会開催後に参加者、チューター、審

査員を対象にアンケートを行ったところ、新しい形での事業が肯定的に受け入れられており、

事業支援企業からも、宣伝から大会後の報告までを見て、来年度以降の開催に協力してくださ

るとの声が届いている。 
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今後の課題としては、企業通訳や日本語ノンネイティブ教師の参加促進、カテゴリーのレベル

の調整など大会自体の質の向上と、大会の周知が挙げられる。次年度も、10月にグアナファ

ト大学で開催される予定。 
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一般発表 
 

自律学習センターにおける日本語セクションの歩み 

        長尾和子 星野由美子 

（メキシコ国立自治大学国立言語言語学翻訳学校） 

今までの経緯 

本発表では、本学の自律学習センター（MEDIATECA）で今年 10 周年を迎えた日本語セク

ションが開始されるまでの経緯、前半 5年間の活動の評価と後半 5年間の活動について報告し、

また、今後の展望について考察した。                   

2002年に本学の日本語学習者 240名の半数にあたる 120名に行ったアンケート調査に基づい

て、教材収集・作成を行い、2007 年に自律学習センター内に日本語のセクションが開かれ、

アドバイジングや週 1回の会話クラブが始まった。 

5 年後の 2012 年に MEDIATECA で学習者への聞き取り調査での意見・要望やアドバイジン

グの内容・使用教材の傾向を調べ、初期のアンケート調査結果との差を明らかにし、学習者の

ニーズ、学習内容や使用されている教材の傾向をまとめ、新たな教材の導入や今後の対策をた

てた。 

後半 5 年間は、漢字学習ワークショップをはじめ、当初よりニーズの多い分野、０からの日

本語学習や新しくなった能力試験対策のための学習ルート（Ruta de aprendizaje）を作成、イン

ターネットやスマートフォンの普及により自律化した学習者への対応や、会話能力をあげるた

めのスカイプ会話講座、そのための教材作成や日本の単位取得可能な選択科目プログラム内容

の決定を日本の２つの大学と共同で行ってきた。 

 

メキシコ人学習者と自律学習 

この 10年間の自律学習センターのアドバイザーとしての経験からアドバイジングを通し

て、学習者がどのように学んでいるか、観察できたことを報告したいと思う。まず、現在 2人

のアドバイザーにより、週 7時間のアドバイジングを提供している。学習者は学部、大学院の

学生、教師などである。次に、学習者のモティベーションは三つのタイプに顕著に分けられ

る。1番目は日本語学習を０から始めてみたいという動機で、その理由は、将来日本へ留学す

ることや日本語や日本文化、特にポップカルチャー（ビデオゲーム、アニメ、漫画、Jポッ

プ、映画等）に興味がある等である。最近、学生は何らかの日本語の知識をインターネットか

ら得ているようである。2番目は希望者が\多いため ENALLTの日本語 1レベルに入れなかっ

た学生が編入試験に合格して日本語 2レベルに入りたいという場合である。彼ら自身で学習で
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きるようにセンターでは 1レベルの学習ルートも作成されており、教材もそろっている。3番

目は日本語能力試験に合格するための勉強を進める学習者である。 

メキシコ人学習者と自律学習の関係だが、高崎（2014）によると、自律学習よりも教師依存

の傾向が強いということである。2014年に本学の日本語学習者 300名中 195名を対象に行っ

たアンケート調査でも同様の結果が出ている。この原因としては小学校から受けてきた教育の

影響等があると思われる。しかし、髙崎（2014）が結論付けているように、「視点を変えれ

ば、学習者は教師の指導によって自律的に学習できるようにもなる」ことがメキシコでの学習

者オートノミーを促進するための要であり、学ぶことを学ぶためのアドバイジングの重要性は

明確である。つまり、アドバイジングを通して、個人単位で学習のプロセスに寄り添うという

事である。ゆえに、学習環境がそろえば、これは変わり得る可能性もあると思う。 

 

ケーススタディー 

MEDIATECAでの観察によると、少数ではあるが、従来の学習プログラムとは違った、個人

で目標を決め、自分で学習スタイルにより教材を選び、自己の言語能力を自己評価し、新たな

学習方法を模索していこうという自律した学習者が育ってきている。 

今回、一人の学習者に学習ストラテジーに関する自己評価アンケートを実施し、それに基づ

き、半構造化インタビュー（Kvale, 2011）を実施し、その結果をカテゴリー別にまとめた。こ

の学習者は、1年半前から自律学習センターだけで日本語学習を行っていて、現在のレベルは

A1初級前半である。まず、動機付けとしては日本の歌や「アニメが好き（統合的志向）日本

語の文字が好きで、発音はやさしい」という印象を持っており、語学学習では難しいことへの

チャレンジ精神がある（内発的動機）1。メタ認知ストラテジーとしては目標や学習計画が立

てられ、文法についての気づき、言語を対照する分析力・応用力がある。実践の場（テレタン

デム、アドバイサーとの日本語会話）を応用しており、学習過程を自己評価できる。次に、四

技能の学習ストラテジーでは聴解は何度も聞き、キーワードを推測する。会話・作文では話

す・書く時に必要な語彙や文型を準備する。テレタンデムの場合は準備したことにとらわれな

いほうが会話はスムーズに進むと考えるようになったという。読解は同じ物語（『星の王子さ

ま』）を色々な言語で読み、気に入った部分を日本語で携帯にメモする。 

 クラスでなく、自律学習センターで学ぶ理由としては、「静か、時間が自由、アドバイザー

からのサポートが得られる」などを利点としてあげており、「ニーズに合った教材や教科書が

選べる」や「興味のあることを自由に学べる」としている。また、「最初は語彙が一番大切だ

                                                           
1 Ryan & Deci (2000) の自己決定理論によると、 自己決定度の連続体（Self-determination continuum）において、

内発的動機は外発的動機より自律性や自己決定に関与する率が高いとしている。 
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と思って、語彙の学習に捉われていたが、テレタンデムに参加したり、他の言語のアドバイジ

ングも受けることにより、コミュニケーションも重視するようになった。」という学習経験を

通じての学習スタイルの変化や、「将来、日本に旅行したり、留学したり、仕事などで、日本

や日本語とコンタクトがあると思う。自分にとって日本語が重要になってきた。」（道具的志

向）というような人生における語学の占める割合や意味に関する気づきについても言及してお

り、言語の学習が自己変革に関わっている様子が見受けられた。自律学習の定義であるところ

の「学習者オートノミー（青木 2005）」は「学習者が自分で自分の学習理由あるいは目的と

内容、方法に関して選択を行い、その選択に基づいた計画を実行し、結果を評価できる能力」

とされており、この学習者はセンター内の教材，機器、活動、仲間、アドバイザーなどを有効

に活用し、内省をしながら、自律学習を進めているということが観察された。 

今後の展望 

本発表では、本校自律学習センターでのこれまでの⒑年間の日本語セクションの歩みとある

学習者のストラテジーを追いながら、どのように自律学習を進めているのかを考察したが、全

ての学習者が自律学習に合っているということや、最初から自律学習がうまく進められている

とは言えない。今後も、学習者一人一人が自分の学習をどのように捉えているか、進めている

かを観察していくことにより、今後のアドバイジングや「学ぶことを学ぶ」ためのワークシー

トやワークショップの充実にも努めて行きたい。また、そのような自律学習のストラテジーを

どのように一般の日本語学習コースのプログラムの中に取り入れ、学習者のレベルの向上に一

石を投じるかが課題であり、各レベルでの自律化の目標設定、自己評価表の作成・実施を始め

ている。 
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中米カリブ日本語教育ネットワーク 

                                                    ビクトル アルフォンソ グティエレス シスネロス 

アントニア ルイサ リバス サエンズ  

松田 涼子 

【キーワード】中米カリブ ネットワーク 日本語教育 

 中米カリブ地域の日本語教育発展のために、2009年に「第 1回中米カリブ日本語教育セミ

ナー」が開かれた。日本語教育において同じような状況や問題を抱えている参加者の協力によ

って、「中米カリブ日本語教育ネットワーク」が立ち上げられた。 

 現在、中米カリブ地域の状況から、ネットワークの継続及び日本語教育の推進・発展は現地

教師を中心としており、現地教師の日本語運用能力と教授法に関する知識向上を中心に、毎年

中米カリブ日本語教育セミナーが開催されている。 

 中米カリブ地域日本語教育の発展とともに、中米カリブ日本語教育ネットワークでも中長期

計画を立てた。 

 以下、中米カリブ日本語教育ネットワークの目的及び 5カ年計画である。 

①教育の質の向上。 

②学習者の学習意欲向上。 

③学習環境の充実。 

④各国の連携強化。 

⑤関係機関への発信。 

 2017年セミナーにおいて、ネットワークの目的をより確実に達成するため、５  

カ年計画を１年毎に細分化し、担当国及び担当グループを決め、チームワークで役割を果た

す。 

 新たな取り組みとして、学習者奨励活動の「メッセージ月間」を設定することにした。メッ

セージ月間とは、中米カリブの様々な国の日本語学習者同士でメッセージをやりとりするもの

である。教師が介入し、マッチングすることによって、学習者同士のレベルをあわせたり、ト

ラブルを未然に防いだりする。 
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 本報告では、中米カリブ日本語教育ネットワークの概要だけではなく、具体的にどのような

活動をしているか、また、目的達成のためにどのようなことに留意しているかを発表する。そ

の上で、中米カリブ日本語教育ネットワークとメキシコ日本語教師会との連携を探る。 

Red Centroamericana y del Caribe para la educación del Idioma Japonés. 

 

                                                         Víctor Alfonso Gutiérrez Cisneros 

 Antonia Luisa Rivas Sáenz 

Ryoko Matsuda 

 

Con la finalidad de desarrollar la educación del Idioma japonés en la región de Centroamérica y del Caribe, 

en el 2009 se llevo a cabo el primer “Seminario para la educación del idioma japonés de Centroamérica y 

el Caribe”. Debido a que los países participantes al seminario de la región Centroamericana comparten los 

mismos problemas relacionados a la enseñanza del idioma japonés y su situación se creó la “Red 

Centroamericana y del caribe para la educación del Idioma japonés” gracias a la cooperación de los 

mismos. 

  

En la actualidad, debido a las características y necesidades propias de la región, la continuación de la Red, 

y el desarrollo de la educación del idioma japonés se centra en los docentes locales, se enfoca en mejorar 

sus conocimientos y habilidades relacionadas al idioma japonés, además s de los métodos de enseñanza 

de los mismos. Actualmente se realiza anualmente un seminario para educación del idioma japonés, y con 

la finalidad de desarrollar el nivel de japonés en la región se realiza un trabajo constante de parte de la 

Red, la cual ha establecido un plan de trabajo a mediano y largo plazo.  

Los objetivos que se ha trazado la Red Centroamericana y del caribe para la educación japonesa en su 

plan de 5 años son los siguientes:  

① Mejorar la calidad de la educación japonesa en la Región. 

② Mejorar la motivación de los alumnos para aprender el Idioma Japonés. 

③ Enriquecer el ambiente de aprendizaje. 

④ Fortalecer la cooperación entre los países. 

⑤ Difusión a organizaciones relevantes. 

 

Con la finalidad de lograr una concretización de dichos objetivos en el año 2017, se trazó un plan de 

trabajo anual, en el cual se dividió la responsabilidad de desarrollar un objetivo a un grupo de trabajo 
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integrado por diferentes países los cuales deben trabajar en equipo y presentar resultados e informar el 

trabajo realizado al siguiente año.  

 

Gracias a este trabajo, han surgido nuevas iniciativas como la creación del “Mes del Mensaje" el cual es 

una actividad que deben realizar los estudiantes para fomentar el interés de los estudiantes en el 

aprendizaje del idioma, al poder aplicar lo aprendido en una situación real. En dicha actividad, los 

estudiantes de diferentes países deben intercambiar mensajes. Dicha actividad es supervisada por el 

maestro para evitar problemas y poder ajustar los niveles de los estudiantes. 

 

En nuestra presentación, presentaremos actividades específicas que están realizando los miembros de la 

Red Centroamericana y del caribe para la educación japonesa para llevar a cabo sus objetivos y además 

analizaremos la cooperación que se está realizando entre la Red Centroamericana y del caribe para la 

enseñanza del Idioma Japonés y la Asociación Mexicana del Idioma Japonés. 
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メキシコにおける継承語としての日本語教育 

～日系人子弟を対象とした継承語教室の実践報告～ 

 

鈴木小百合（神田外語大学） 

 

一般発表 

 

2004年の日墨経済連携協定（EPA）以降、徐々に両国の協力関係は進み、近年は「日墨戦

略的グローバル・パートナーシップ」が経済面のみならず、文化、学術、スポーツ面等でも強

化されてきている。それにともない、日本人子弟や日本語学習 者が急増し、日本語教育に熱

い視線が注がれるようになってきた。 

一方で、中南米初の日本人移民団であった 1897年の榎本殖民団の入植以降、この地に永住

する日系人は、いまや 3世 4世の時代となり、日本語や日本文化の伝承が難しくなってきてい

る。家庭内でも現地語化が進み、あいさつや日本固有の食べ物の名前等がごく少数単語単位で

使われるという状況だ。したがって、保護者が意識的に伝える努力をしないかぎり、このまま

消滅する可能性が非常に高いと言える。アイデンティティもほぼメキシコ人としての自覚が強

いようだが、保護者に対するアンケート調査では、先祖のルーツを子孫に伝えたいという希望

が多く見られた。 

現在、メキシコ内で行われている年少者を対象とした日本語教育機関は、大きく分けて、3

つある。日本人学校、補習授業校、民間の語学学校だ。国際交流基金の資料¹を基にアンケー

ト調査を行ったところ、その中で、日系人子弟を対象とした継承語としての日本語教育を行っ

ている機関は、日本メキシコ学院、中央学園、サテリテ日本語学校の 3校のみである。しか

し、海外日系人協会の資料によると、メキシコ内の日系人は 2万人と推定され、中南米では、

ブラジル、ペルー、アルゼンチンに次ぐ第 4位だ。このうち、前述の調査で確認できた日本語

教育機関で学ぶ日系人子弟はわずか 71人にすぎず、それも 80％以上がメキシコシティとメキ

シコ州に集中している。したがって、メキシコ国内での継承語としての日本語教育は十分に行

われているとは言えない状況である。 
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そこで、筆者はメキシコ中央部に位置するグアダラハラ市において、2017年 7月から継承

語としての日本語教室を始めた。開講当初は、6歳から 10歳までの児童 5人が参加していた

が、その後 1人増え、現在²6人が参加している。場所は保護者の自宅で、教材は『日本語 45

時間』『かな入門』やオリジナル教材である。授業は、おおよそ 20分を文化的な活動、60分

を日本語、30分を文字の学習に当てている。 

 こうした活動を続け、およそ 50時間の学習を終え、今では平仮名の読み書き、あいさつ、

数と時間の表現、場所を聞いたり、教えたり、簡単な名詞文でのやりとり、教室での指示の表

現を聞いてわかるようになった。また、2月に児童及び保護者に対するアンケート調査を行っ

たところ、6人中 5人の児童は、「日本へ行きたい」「日本について知りたい」と答えてい

る。一方、保護者に対するアンケートでは、この教室を始める前、「お子さんと日本語を話し

ていた」という人はゼロだったが、教室開始後は 3人が「話すようになった」と答えている。

さらに、家族間での日本語使用機会が増えたり、他の保護者と継承語としての日本語教育につ

いて話し合ったり、子供の日本語学習継続への強い意識が確認された。 

これまでの実践で観察された課題については、まず「学習動機と授業中の集中力の不足」が

挙げられる。アンケートの中でも、教室参加理由に「親にさせられるから」という回答が 1件

あった。この児童は、開講当初は非常に落ち着きがなく、授業中に絵を描いたり、叫んだり、

他の児童をからかったりといった行動が見られた。何度か本人や保護者とも話し、最近では大

分改善されてきたが、いまだじっと座っていられない時もある。この一人に限らず、特に男児

の場合は、なかなか学習活動に集中できない場面が見られる。海外での先行研究にもあるよう

に、もう少し学習者の主体性を重視した授業プランで動機付けや学習意欲を高める必要がある

と思われる。その他、「年齢や発達レベルに応じた教材の不足」「教室外での日本語使用機会

の欠如」、現地校の学習との並行による「学習者の負担感」や「非社会的文脈での学習活動」

に継承語としての日本語教育の位置づけの難しさを感じている。 

今後は、学習者の主体性を高める授業プランの作成以外に、家庭や学校、ICT教材などの活

用による教材の開発および改良、家庭内での発話機会の促進、発表などの機会を設けて、教室

活動の枠を広げる等、実践的な運用場面の設定を心がけたい。 

そして、こうした対策を実現するための今後の展望として、プロジェクトワークの企画と実

施、保護者を通じた連絡帳の活用、ICT教材の活用などが考えられる。また、継承語としての
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日本語教育を社会的な文脈の中で実践するために、現地校や日本人補習授業校、大学や日墨協

会などとの連携も将来的には考えていきたい。 

 

¹ 2016年 12月現在のデータによる。 

² 2018年 2月現在のデータである。 
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雇用形態の別により外国人従業員に期待される能力の違い 

―愛知県製造業企業 Aのケーススタディ― 

 

千葉 月香（名古屋大学大学院）    

 

一般発表報告  

 

1. 背景と目的 

 1990年の入管法改正以来、愛知県の自動車部品等の製造工場では日系人を中心とする南米

出身の定住ビザを持つ外国人が数多く雇用されている。国や自治体レベルの施策や取り組み

は、枠組みを先に構築するという意味でトップダウン的である。これに対して、外国人を雇用

する個々の企業におけるボトムアップ的な取り組みや経験を明らかにした研究は管見の限り見

当たらない。本稿では企業が培ってきた知見を明らかにすることで、今後の外国人労働者受入

れについて考える足掛かりとしたい。 

 

2. 方法 

2 – 1. 対象企業 

 調査の対象とした製造業の企業 Aの概要を表 1に示す。企業 Aでは外国人社員の約 9割が

ブラジル国籍であり、また、ほとんどが期間社員か嘱託社員 1である。調査は人事担当者 hへ

のインタビュー（80分）で行った。担当者 hはブラジル人社員への通訳・翻訳、相談対応の

担当者であるため、本稿では企業 Aにおけるブラジル人社員の採用試験について述べる。 

表 1 企業 A 概要 

所在地 愛知県東部 

社員数／外国人社員数 約 1000名／約 250名 

企業規模 中規模 

外国人社員の国籍 ブラジル（9割）≫ペルー、フィリピン、中国等 

外国人社員の雇用形態 期間社員＞嘱託社員＞パート、アルバイト＞正社

員 

 

2 – 2. 分析方法 

 分析には SCAT（大谷，2009）を用いた。SCATでは調査対象者個人の持つ情報を詳細に記

述することを目的とし、ひとつのケースの分析にも用いることができるため、妥当な分析方法

であると判断した。 

 



 

120 

3．結果 

3 – 1. 企業 Aの外国人従業員の採用実態 

 企業 Aで行われている期間社員の採用試験と嘱託社員の登用試験の実態をまとめたものが

表 2である。 

 

 

表 2 企業 Aの採用・登用試験 

雇用形態 期間社員 嘱託社員 

採用試験内容 書類（履歴書）、面接 一般常識、計算、日本語 

実施言語 日本語、（必要に応じて） 

ポルトガル語 

一般常識と計算のみポルトガ

ル語 

求められるこ

と 

・3交代勤務が可能 

・良好な健康状態 

・業務上最低限必要な能力 

・実際の業務での要不要に関

係なく、一程度以上の能力 

 

3 – 2. ストーリーライン 

企業 Aでは期間社員の採用試験、入社時の研修、現場の指示書、社内のイベントなどは全

てポルトガル語の通訳・翻訳をしており、日常の業務の範囲内であれば日本語がわからなくと

も不自由することはない。そのため一部の部署を除き、期間社員の採用試験では日本語能力は

不問とされる。これに対して期間社員から契約社員に登用する際は、日本語を含む 3つの試験

を課し、「企業 Aの嘱託社員として到達してほしいレベル」に満たない場合、登用が見送ら

れる。担当者 hは仕事に必要な最低限のレベルと、嘱託社員として求められるレベルにギャッ

プがあることを認識し、どのように判断すればいいのか葛藤していた。 

 

4. まとめと今後の展望 

 企業 Aでは、登用試験の評価方法や基準に課題は残るものの、ブラジル人社員の存在を肯

定的に認めており、働きやすい環境づくりに力を入れていた。さらに、嘱託社員に対しては労

働力としてではなく自社社員としての期待をするなど、企業の見る目も異なっていた。しか

し、このようにブラジル人社員に対して配慮的な企業 Aであっても、その他の国にも同様の

措置をとっているわけではない。今後は多文化共生という視点から、企業の外国人受け入れの

在り方を検討したい。 
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1企業 Aの期間社員は契約期間が半年で、ボーナスや退職金がない。また、募集・採用は随時

行われている。嘱託社員は契約期間が 1年で、ボーナスはあるが退職金がない。外部への募集

は行われず、既存の期間社員から登用が行われる。 

 

参考文献 

大谷尚（2007）「4ステップコーディングによる質的データ分析手法 SCATの提案―着手しや

すく小規模データにも適用可能な理論化の手続き―」『名古屋大学大学院教育発達科学研究科

紀要（教育科学）』52(2)，27-44，名古屋大学大学院教育発達科学研究科 

村上京子（2009）「Can-do-statementsとパフォーマンス・テストに基づく日本語能力判定基準

の策定」『ヨーロッパ日本語教育 : シンポジウム報告・発表論文集』14，148-155，ヨーロッ

パ日本語教師会 
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「日本語教育のための Augmented Realityの使用」 ケース・スタディ「まるごと」 

 

ロドリゴ・フラド 

 

キーワード：e-learning、Augmented Reality、日本語 

 

現代社会において私達は日常の仕事を容易に手助けしてくれるデジタルの道具の使用環境に囲

まれていて、言語習得の環境も例外ではない。最近教育のシステムにおいてデジタルの道具と

テクノロジーは教育と学習過程を促進するために使用されている。(la Realidad Aumentada、

Augmented Reality) はその道具の一つである。（RA）の名称は本当の世界とバーチャルとまた

本当の世界の舞台を覆ったデジタル層のつながりを創造するためのデジタル装置の一つの応用

テクノロジーである。 

 

さて、日本語学習のために RAのテクノロジーのタイプはすべて利用されてはいない。日本語

教育のために多種多様な日本語教科書が存在している。その中で最も象徴的な一冊は国際交流

基金で開発され、JFスタンダードを基礎とした「まるごと」である。この本はその性質から

簡単な方法の RAタイプのテクノロジーを採用できる。一方最近の携帯電話のコンピュータ能

力における使用の増加と確実な進歩は RAのテクノロジーに e-learningを合体するために魅力

的な道具となっている。この実践研究では日本語教科書「まるごと」の学習手助けとしての

RAのテクノロジーで使われる携帯電話を一つの模範応用の開発として提示する。同様に情報

技術の専門家としてではなく RAを利用し、日本語教育のためのデジタル教材作成を紹介す

る。 
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Uso de la Realidad Aumentada para la enseñanza del idioma japonés. 

Caso de Estudio: Marugoto. 

 

Rodrigo Jurado Barrera  

Palabras clave: e-learning, realidad aumentada, japonés.   

Resumen: 

En la sociedad actual estamos inmersos en el uso de herramientas digitales que nos ayudan a facilitar 

tareas cotidianas y en el ámbito del aprendizaje de idiomas esta no es la excepción. En los últimos años 

el sistema educacional, nos permite el uso de herramientas digitales y tecnológicas para acelerar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. La realidad aumentada (RA) es una de estas herramientas. La 

denominada RA es una tecnología aplicada a dispositivos digitales para crear un vínculo entre el mundo 

real y el virtual, añadiendo así una capa digital a escenarios del mundo real.  

Ahora bien, para el aprendizaje del idioma japonés este tipo de tecnologías de RA no han sido 

explotadas del todo. Para la enseñanza del idioma japonés existe una gran variedad de libros textos, uno 

de los más emblemáticos es Marugoto desarrollado por la Fundación Japón y basado en el Estándar para 

la Enseñanza de la Lengua Japonesa JF.  Este libro por su naturaleza nos podría permitir adaptar 

tecnologías del tipo RA de una manera sencilla. Por otra parte, el reciente crecimiento en el uso y las 

constantes mejoras en el poder de cómputo de los dispositivos móviles los hace una herramienta 

atractiva para incorporar al e-learning incorporando tecnologías de RA.  En esta investigación se 

muestra el desarrollo de un prototipo de una aplicación móvil que utiliza tecnologías de RA como ayuda 

para el aprendizaje del libro de texto Marugoto. Así mismo, se presenta una sugerencia de cómo no 

siendo un experto en tecnologías de la información podemos usar RA y generar material digital 

didáctico para la enseñanza del idioma japonés.  
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A1レベルからできる課題遂行の目標設定と自律学習 

－日系企業のメキシコ人運転手を事例として－ 

阿部康子・平田好 

（国際交流基金メキシコ日本文化センター） 

（キーワード）課題遂行 日系企業 A１レベル 

 

 近年、メキシコに日本の自動車関連産業が多く進出し日本語人材の需要が高まっていること

も起因して、日本語学習者が増加している。一方、日本語学習経験があるメキシコ人を採用し

ても、業務で期待される日本語運用力のレベルに至っていないために、雇用側と被雇用側にコ

ンフリクトが生じる事例も少なからず発生している。メキシコの日本語教育の現況を見れば、

高等教育機関には日本語専攻がなく、大学言語センター、民間日本語学校が主に成人対象の日

本語教育を担っている。企業が期待するビジネス日本語を習得できる機関はなく、日系企業が

メキシコに先んじて多く進出しているアジア各国における日本語教育の成熟度とは大きく異な

る。 

メキシコの日本語学習者の大半は A1レベルである。A2レベルに進むことなく、日本語教

育機関を離れる者も少なくない。日本に興味をもち、多少なりとも日本語を学習したメキシコ

人が生涯を通じて日本や日本語に親しみ続けることができる環境を整備することも日本語教師

の役割である。ひいては、日本とメキシコの友好関係を強め、日系企業で活躍するメキシコ人

を育成することになると考える。 

本実践研究は、A1レベルから学習者の興味や職業に密接に関連した課題遂行の目標を明確

にして、学習者と日本語教師が共有をする試みである。日系企業で長年、運転手として勤務し

てきたが、日本語授業を受講することは初めてというメキシコ人学習者 Aを事例とする。A

は、2017年 9月に開講した日本語入門クラスで学習を開始した。同クラスでは『まるごと 日

本のことばと文化』を教材としている。同教材で提示される課題遂行目標は、学習者が自分自

身の生活にひきつけて、確固たる目標として認識するには汎用的すぎる。そこで、Aにとって

の課題遂行目標を明確にするために、担当教師が Aに学習動機や目標、日本や日本語に関す

る興味などについてマインドマップを描くことを勧めた。しかしながら、マインドマップを描
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いたことがなかった Aは、教師が期待するような作文をしあげてきた。そこで教師は再度 A

と話し合いながら、マインドマップを作成するとともに、国際交流基金による WEBサイト

「みんなの Can-doサイト」を利用して、Aの”My Can-do”を作成した。”My Can-do” 、つまり

学習者自身の職業や生活に密接に結びつく課題遂行目標を認識させることが、いかに Aの日

本語学習に機能したかを明らかにする。 

なお、今回は事例として運転手をとりあげたが、職業に限定せずに学習者の興味に応じた課

題遂行の目標を設定することが、いかに自律学習に寄与するか、多くの方々からの意見のもと

に、研究を進展させる予定である。 

 

（参考文献） 

赤城永里子（2016）「職業目的の日本語教育における学習内容の優先順序決定方法 : フライト

アテンダントとホテルスタッフを例に」『日本語教育方法研究会誌 Vo.22 No.3』 

佐野ひろみ（2009）「目的別日本語教育再考」『専門日本語教育研究 Vol. 11 』 

三宮真知子（2008）『メタ認知 学習力を支える 高次認知機能』北大路書房 

みんなの Can-doサイト https://jfstandard.jp/cando/top/ja/render.do 

 

 

  



 

126 

Aprendizaje autodidacta y establecimiento de objetivos de realización de tareas que es posible 

hacer desde el nivel A1. “Caso de un chofer mexicano en una empresa japonesa” 

Yasuko ABE, Yoshimi HIRATA 

Fundación Japón en Mexico 

Palabras Clave: Realización de tareas; empresas japonesas, nivel A1 

 

En los últimos años, ha aumentado el número de estudiantes del idioma japonés en México, debido al 

incremento de la demanda de recursos humanos que dominen dicho idioma, provocado por la gran 

expansión de la industria automotriz japonesa. Entretanto, han aparecido numerosos casos en los que 

han surgido conflictos entre los empleadores y los empleados ya que, aun contratando a mexicanos con 

experiencia en el estudio del japonés, aún no cuentan con el nivel del idioma necesario para poder 

ejercer las actividades laborales requeridas. Observando la situación actual de la educación del idioma 

japonés en México, en las instituciones educativas nivel superior y posgrado no hay una especialidad de 

japonés y en los centros de idiomas de las universidades, así como en las escuelas particulares de 

japonés, se encargan de la enseñanza del idioma teniendo como objetivo principal estudiantes adultos. El 

nivel de madurez de la enseñanza del idioma japonés de los países asiáticos, en los que las empresas 

japonesas se han expandido en gran medida, aventajando a México, difiere grandemente con éste último, 

ya que no hay una institución en la que se pueda aprender japonés de negocios, mismo que es requerido 

por las empresas. 

La mayor parte de los estudiantes de japonés de México tienen un nivel A1 y no son pocos los que 

abandonan las instituciones de educación, antes de avanzar al nivel A2. Es función de los profesores del 

idioma japonés mantener un entorno donde puedan continuar familiarizándose con el japonés y con 

Japón durante su vida diaria aquellas personas que tienen interés en Japón y que han estudiado el idioma 

aunque sea un poco. Creemos que esto implica preparar mexicanos que se desenvuelvan en empresas 

japonesas y fortalecer la relación amistosa entre México y Japón. 

La presente investigación práctica es un intento para que los profesores de japonés y los estudiantes 

tengan puntos en común, aclarando los objetivos de realización de tareas estrechamente relacionadas con 

el trabajo y los intereses de los estudiantes, a partir del nivel A1. Tomamos el caso del sujeto “A”, un 

estudiante mexicano que, a pesar de haber trabajado como chofer por muchos años en una empresa 

japonesa, tomó por primera vez una clase de japonés. El estudiante A, comenzó su estudio en la clase 

introductoria de japonés, que comenzó en septiembre de 2017. En dicho curso se utilizó el material 

“Marugoto, el idioma y la cultura del Japón”. Los objetivos de realización de tareas expuestos en este 

material, están demasiado generalizados como para que el estudiante los concientice como objetivos 

concretos y pueda acercarlos a su propia vida diaria. Así, para aclarar los objetivos de realización de 

tareas específicos para el estudiante A, el profesor encargado sugirió hacer un mapa mental de sus 

objetivos y motivaciones para estudiar japonés, así como de sus intereses relacionados con Japón y con 

el japonés. Sin embargo, al nunca haber creado un mapa mental, el estudiante realizó una composición 

tradicional. En este punto, el profesor habló nuevamente con el estudiante A y utilizando la página 

“Minna no Can-do Site / みんなの Can-doサイト”, crearon a la par el “My Can-do” de “A” y su mapa 
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mental. Provocar consciencia en “My Can-do”, es decir, en los objetivos de realización de tareas que 

están íntimamente ligados a la forma de vida y al trabajo de los mismos estudiantes, nos deja muy claro 

cómo esto incide en el aprendizaje del japonés. 

En esta ocasión presentamos el caso de un chofer, pero tenemos planeado continuar desarrollando esta 

investigación, apoyándonos de la valiosa opinión de muchas personas, para aprender de qué manera, sin 

importar la ocupación, el establecer los objetivos de realización de tareas en función de los intereses del 

estudiante contribuye al autoaprendizaje.  
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76 Mauricio Cruz Cisneros Univ. Juarez Autónoma de Tabasco 
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Monterrey 
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86 Alejandro Lizárraga Bernal Univ. Autónoma de Sinaloa 

87 Everto Herrera Batista Herrera language school 

88 Víctor Alfonso Gutiérrez Cisneros 
Centro de Aprendizaje de Lenguas de la 

Universidad de San Carlos 

89 坂本あゆみ(Sakamoto Ayumi) Universidad San Carlos 

90 Antonia Luisa Rivas Sáenz 
Escuela de Idiomas de la Univesidad 
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91 荒川 志保(Arakawa Shiho) 
The University of the West Indies, Centre for 

Language Learning 

92 Monifa Blondell 
The University of the West Indies, Centre for 

Language Learning 

93 Kishan Solomon 
The University of the West Indies, Centre for 

Language Learning 

94 田中 千恵(Tanaka Chie) 名古屋大学(Universidad de Nagoya) 

95 千葉 月香(Chiba Tsukika) 名古屋大学(Universidad de Nagoya) 

 


