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大学における語学教育に関する学生の意識と
その分析：スペイン語の場合

岡 田 敦 美

はじめに>

本稿は、大学におけるスペイン語教育の現状と課題を考えるための一つの手がかりとして、

スペイン語の授業の受講者に対して行ったアンケート調査に基づき、学生が大学のスペイン語

教育に何を期待しているのか、またなぜスペイン語を選択したのかを明らかにすることで、ス

ペイン語受講者の意識を探り、スペイン語受講者の輪郭を描くことを目的としている。

調査を行ったＡ大学は、首都圏にある文系中心の大手私立大学で、第二外国語としては、フ

ランス語、ドイツ語、スペイン語、ロシア語、中国語、韓国語、インドネシア語を開講してい

る。スペイン語を第二外国語として選択する学生数は、ここ数年安定しており、目立った増減

は見られない。平成18年度は、第二外国語が必修科目となっている学部の新入生全体のうち、

スペイン語を選択した学生数はおよそ12％であった。この動向はＡ大学に限ったものではない。

近年、我が国でのスペイン語教育は相当程度普及し、スペイン語の授業を設置している大学数

は233校に上り、中国語、ドイツ語、フランス語、朝鮮語（韓国語）に次ぐ５番の位置につけて

いる 。各大学のスペイン語履修者数は把握していないが、一例を挙げれば、慶応大学湘南藤沢

キャンパスでは、スペイン語は第二外国語履修者全体に対して、10％弱から12～13％内外を推

移している 。また、近年では、第二外国語を開講している高校が飛躍的に増加しており、その

ような趨勢を受けて、高等学校におけるスペイン語開校数も、高等学校における英語以外の外

国語の開講数としては、今やドイツ語と並ぶ４位につけている（平成15年度）。これらの数値は、

日本の学校教育におけるスペイン語学習は、もはや特殊な選択ではなくなったことを示してい

ると言えるだろう。
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1 文部科学省高等教育局大学振興課「大学における教育内容等の改革状況について」（平成19年４月16日）。平

成17年度の実施状況は、中国語598校、ドイツ語551校、フランス語542校、朝鮮語（韓国語）393校に次いで、

スペイン語は243校であった。

2 古石篤子（2005）「SFC外国語教育の変遷」、平高史也・古石篤子・山本純一編『慶応SFCの現場から：外

国語教育のリ・デザイン』、慶応義塾大学出版会、pp.46-49.。

3 文部科学省「平成17年度高等学校等における国際交流の状況」、p.29。スペイン語の授業を開設する高校は105

校（内訳：公立77校、私立27校）であった。



それでは、大学でスペイン語を教育する意義はなんだろうか。言うまでも無く、大学時代と

は、これから60年の年月を生き、卒業後ほぼ40年間の歳月を社会人として社会を担ってゆく若

者の、生涯の中で貴重な準備と自己投資のための四年間である。その大学教育の初年に、週に

数時間を割いて第二外国語を学ぶ意味を、我々語学教育者は問い続けていかねばならない。本

稿ではしかし、スペイン語などの第二外国語を学習する意義そのものについて論じるのではな

い。スペイン語の履修者のスペイン語学習についての意識や、大学での第二外国語の授業に何

が期待されているのかを知り、スペイン語を大学で教えることの意義を考えるための予備的な

考察の一助とするに過ぎない。大学での第二外国語の教育のあり方は、消費者たる学生の動向

やニーズのみによって規定されるべきではないからである。

とはいえ、学生の意識やニーズを知ることは、授業を改善の手がかりとして重要である。筆

者は、授業改善を行うための指針を得たり、履修者の意識やニーズを把握する目的で、これま

で各大学でのスペイン語の履修者に、スペイン語の授業について、スペイン語を選択した動機

について、語学や国際社会への関心について、教材について等のアンケート調査を行ってきた。

本稿は、2004年と2006年に行ったアンケート調査の結果を分析し、そこから浮かび上がってく

る学生像や、学生が授業に期待していることなどを考察しようとしたものである。なお、今回

の分析対象となったアンケート調査は、一年生対象の初級科目の履修者に対して行ったもので

ある。

2004年度のアンケート結果>

2004年度に行ったアンケート調査は、左右２ページに及ぶものだったが、大半が授業運営に

関するもので、語学に関する意識に関連する質問項目はそのうち一部だった。本論の趣旨から、

ここでは授業運営に関する項目は割愛し、スペイン語圏の世界に対する意識や大学における第

二外国語の授業に関する項目のみを取り上げる。なお、このアンケートは無記名で行った。ア

ンケート回答者総数は73名である。

１．なぜスペイン語を選択したのですか？（複数選択可）>

選択肢：①易しいと思ったから

②明るいイメージがあるから

③ヨーロッパ系の言語に興味があったから

④話者が多い国際言語だから

⑤将来役にたつと思うから

表１は １>の項目の結果である。スペイン語の発音が日本語とかなり似ているため、日本

人はスペイン語の発音では比較的苦労しないことが知られているが、易しそうだから、という

選択理由は多くなく、圧倒的に多かったのは、ヨーロッパ系言語だから、という理由だった。
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ヨーロッパ系の言語か、アジア系言語かをまず区別して考え、そのうえでヨーロッパ系言語の

一つとしてスペイン語を選択している学生が非常に多いことが明らかになった。これには、近

代日本が明治以降、欧米の文化や技術・制度を取り入れ、欧米を到達目標として歩んできた「欧

米志向」と密接なのだという見方もあり得るだろうが、学生が中学・高校で、英語というイン

ド・ヨーロッパ語を学習してきており、ヨーロッパ系の言語ならば外国語として学習する方法

がイメージしやすいからだ、とも考えられる。また、スペイン語の場合は、④の話者が多いこ

と、即ち汎用性がある言語であることが、選択動機として多くの受講者に挙げられていること

にも特徴がある。ドイツ語やフランス語が教養語として、また学問語として、日本の高等教育

において長い伝統を持ってきたのに対して、スペイン語は、話者が３億とも３億5000万人とも

言われ、ヨーロッパからアメリカ大陸へ到る広い地域に広がりを持つという規模の側面が、学

生に認識されているのである。近年では、アメリカでは圧倒的多数が大学でスペイン語を選択

すること、アメリカではほとんど第二公用語と化している現状を反映し、日本でも、スペイン

語とは、実用性と汎用性のある言語であるという認識が浸透しつつあることを、このアンケー

トは示していると考えられる。

２．スペイン語圏の何に興味がありますか？（複数選択可）>

選択肢：①日常生活 ②スポーツ ③時事問題 ④歴史 ⑤言葉の多様性

社会科学系のＡ学部やＢ学部の学生は経済や政治の動きに関心があるのではないか、という

当初の予想と異なり、③の「時事問題」への関心はほとんど皆無であった。なお、時事問題へ

の関心の低さは、文学部と経済系学部の間に違いは見られなかった。②のスポーツへの関心の

高さが全体として目立つが、これはサッカーがラテンアメリカやスペインの国民的スポーツで

あり、ワールドカップの中継などを通してスペイン語圏の世界を身近に感じた者が多いからと

大学における語学教育に関する学生の意識とその分析：スペイン語の場合

表１
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考えられる。Ａ学部とＢ学部が社会科学系の学部であり、男子学生が多いこと、とりわけＢ学

部の当該クラスの履修者全員が男子学生だったというジェンダー要因から、スポーツへの関心

の高さが説明できるだろう。①のスペイン語圏の日常生活への関心も、学部を問わず高いが、

スペイン語圏の世界の基本的なイメージを構築できるような事柄には、誰もが関心を持つとい

うことが確認された。時事問題、歴史、言葉の多様性といった項目を選んだ者が少なかったの

は、アンケート調査の実施時期が一年生の前期だったため、スペイン語圏の世界についての知

識が限定されており、踏み込んだ内容のことにはまだ関心が持てなかったと解釈することもで

きる。

３．あなたにとってスペイン語を大学で勉強する意義は何ですか？（複数選択可）>

選択肢：①必修科目だから

②スペイン語が実用的な言葉だから

③未知の世界を知る

④外国語への興味

⑤将来への準備（海外生活や院試など）

⑥趣味・教養

アンケートの対象となった学部全てにおいて第二外国語は確かに必修科目であるため、①の

「必修科目だから」という項目を選択した履修者が多いのは、複数選択可とした以上、当然と

言えば当然である。今回のアンケートでは、①のみを選択したか否かを区別して統計を取らな

かったので、①の実数には、①も選んだ履修者も、①しか選ばなかった履修者も含まれている。

また、実学を重視すると言われている社会科学系Ａ学部、Ｂ学部の場合は、相当数の者が②や

⑤のような実学的な学習意義を挙げるだろうと見込んでいたが、予想に反して、外国語を学ぶ

こと自体に関心がある学生が多く（選択肢４）、全体の36％に上った。また、趣味・教養として

表２
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外国語を学んでいるとする学生も、社会科学系Ｂ学部を含め多く、全体の29％に上っており、

③の「未知の世界を知る」の選択数と併せて、スペイン語が話者が多い国際言語で、実用性が

ある言語であるという一般認識だけでは説明できない学習モティベーションがあると推測され

る。大学の教養科目として大学入学後に初めて第二外言語を学ぶ場合、その言語能力が技能と

呼べるレベルに容易に達する訳ではないことを、学生は認識しており、むしろ、外国語の学習

を通して異文化に触れる新鮮さや、人とのコミュニケーションのツールとしての外国語を知る

喜びが、大学の教養科目における第二外国語教育を下支えしていると解釈することができるだ

ろう。同様の結果は、慶応SFCの外国語教育に関する調査からも得られている 。

2006年度のアンケート結果>

2006年度のアンケートは、４月の初回授業において実施した。2004年度のアンケートと異な

り、全て記名式で行った。アンケートは、左右見開き２ページのプリントの一方のページにあ

り、もう一方のページは、近年選択の幅が飛躍的に広がったスペイン語の辞書の紹介と、授業

の約束事を記載した。辞書の指定をしていない場合、学生各自が自分にあった辞書を選択する

ための判断材料として、各辞書の特色や性格について教員が詳しい情報を提供する必要がある。

各辞書の特徴は、口頭で説明するより、持ち帰って何度も見られるプリントにするのが合理的

である。そのために作成したプリントの片面を利用して、当該のアンケートを行い、アンケー

ト用紙提出にあたって、辞書紹介のページは切り離して持ち帰ってもらった。アンケート回答

者の総数は113名だった。

表３

4 古石篤子（2005）。前掲書、pp.50-51。
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１．スペイン語を選択したのはなぜですか？（複数選択可）>

選択肢：①ヨーロッパ系言語を勉強したいから

②スペインに興味があるから

③ラテンアメリカに興味があるから

④国際言語で話者の数が多いから

⑤実用性がある言語だから

⑥スペイン語圏の音楽などのポップカルチャーに関心があるから

⑦サッカーなどのスポーツに関心があるから

⑧難しくないと思ったから

⑨スペイン語の音が好きだから

⑩スペイン語圏の文化や社会に興味があるから

その他

前掲表１の結果と同様、スペイン語を選択した理由を問う項目である。大勢は前掲（表１）

の2004年調査結果と同傾向であった。表４が示すように、スペイン語選択者は、サッカーなど

のスポーツの影響のほかに、スペイン語圏の広がりに注目が集まっていること、外国語として

は馴染みのあるヨーロッパ系の言語の中から選ぶ傾向にある。⑥、⑨の指数の低さは、スペイ

ン語の世界について、スペイン語やスペイン語圏について、学習開始前の段階では、具体的な

イメージがたとえ身近でポピュラーなものであっても、殆ど描けないことを示しているだろ

う 。これは、英語圏やアジア系言語と異なり、スペイン語圏が歴史的に日本との繫がりが限ら

5 四宮瑞枝（2001）「日本におけるスペイン語教育」（東京大学外国語教育学研究会：シンポジウム「日本にお

ける外国語教育」資料、2001年７月21日）ウェブサイト（2007年９月10日アクセス）：http://gamp.c.u-tokyo.

ac.jp/ flta/kojin/shinomiya.htm

表４
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れていたために、日常生活の中でスペインやラテンアメリカについての情報に触れる機会が少

ないためだと思われる。

２．スペイン語の授業内容で、重視すること（複数選択可）>

選択肢：①挨拶など身近な表現を覚えること

②スペイン語圏の映像などに触れること

③分かりやすい文法の説明

④日常生活や習慣の説明

⑤文化や歴史の説明

⑥ある程度の量の文法の練習問題

⑦手紙を書いたり、歌ったりという授業中の活動

３．スペイン語の授業内容で最も重視しないもの（上記２の選択肢から一つ選択）>

重視する事柄として最も選択数が多いのは、多いものから順に、①、④、⑤、③、②となっ

た。「挨拶などの身近な表現」を身につけるという要請は突出しており、全アンケート回答者の

85％に及ぶ。一方、最も重視しない項目として「身近な表現」を挙げたものはほぼ皆無であっ

た。学生にとって、最頻出のフレーズを言えるようになることは、新しい外国語を学んだとい

う達成感に繫がるのだと考えられる。日常生活や習慣、歴史的背景についての説明はおよそ三

分の一の学生に期待されており、最も重視しない項目として挙げた学生も少ない。とはいえ、

文化や社会への説明に時間が割かれるかどうかは、教員の語学授業の意義に関する考え方に依

存するだけでなく、授業時間にどの程度ゆとりがあるかにも依存している。一方、「映像を見る」

というような、学生が労力を使わずに済み、「楽しそう」な課題は大いに歓迎されるだろうとの

表５
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予想に反し、さほど期待されていないことが「重視する項目」「最も重視しない項目」両方のア

ンケートから浮かび上がってきた。

⑥の「ある程度の量の文法の練習問題」が学生から歓迎されないことは、予想どおりの結果

であった。しかしながら、３．の「分かりやすい文法の説明」については、語学の授業であり、

成績評価も文法中心の試験結果に基づくことを考えれば当然だが、学生は文法の重要性を軽視

しがちなのではないか、という危惧は杞憂に過ぎず、「重視しない事柄」の回答で「分かりやす

い文法の説明」を挙げたものは皆無であった。さらに、「重視する事柄」として「分かりやすい

文法の説明」を挙げた履修者は28％に及び、この二つのデータから、学生は、文法や基礎の重

要性をしっかり踏まえていると結論付けられる。

では、この数値をどう解釈するべきだろうか？ 仲道（2006）は、仲道が「首都圏の私立大

学の二部」（2005年度）と「首都圏の四つの大学」（2003年度）で行った調査では、スペイン語

の授業に「理解の促進と維持」を期待する者は、それぞれ25％、７％と開きがあったことを示

し、前者で「理解の促進と維持」への期待が大きいのは「苦手意識」によって「授業の理解に

不安」があるからだと論じた 。仲道の考察は示唆に富んだ仮説と思われる。が、筆者が行った

調査の ４．あなたの語学や海外事情への関心は？>という質問項目（選択式）の結果からは、

6 仲道慎治「文化・社会教示による学習動機の効果―大学生のスペイン語学習の動機づけに関する研究―」『専

修大学外国語教育論集』第34号、2006年、p.93。仲道の判断の根拠として、高校までの語学授業で「つまら

なかったこと」についての記述欄に、分からなかった、苦手だったとした学生が、前者で多かったことを挙

げている。

7 次節 ４．>と表７を参照。

表６
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仲道の仮説とは異なる印象の解釈が導き出せる。全６選択肢の中から「語学が好き」という項

目を選択した学生を抽出し、すでに見た ２> ３>の質問項目の何を、彼らが選択したかを分

析した。なお、選択肢には、①の「語学が好き」以外に、「②語学は好き（嫌いではない）だが

苦手意識がある」という選択肢も用意してあるから 、①を選んだ学生は「明確に苦手意識が無

い者」であると考えられる。①を選んだ学生は計22名（全体のほぼ五分の一）であるが、その

うち９名、即ち①を選んだ学生の41％が、「分かりやすい文法の説明」を選択した。これは調査

対象者全体の29％という数値と、有意の差があり、今回の調査では、語学に自信を持ち、得意

だと感じている学生のほうが、授業における文法の重要さを認識しているという結果となった。

項目⑦の「手紙を書いたり歌ったりする授業中の活動」は、アクティビティー、もしくはタ

スク と呼ばれる方法を念頭に置きながら、問題解決型もしくは参加型の学習方法を指したつ

もりである。ただしこれは、授業開始前の４月時点でのアンケートであるから、学生はスペイ

ン語の授業での「活動」とはどのようなものか、未体験である。結果は予想以上に活動は不人

気であり、「重視する」とした学生は、複数回答だったにもかかわらず、たった９％に留まった。

これは、おとなしい日本人学生にとっては、発音練習や自由作文のような、積極性や外交性が

必要な課題にはしり込みし勝ちで、かえって本と向かい合う勉強は取り組みやすいからとも考

えられる。また、大学生にもなって、子供じみた活動をやらされるのはゴメンであるという姿

勢もありえるだろう。もう一つの仮説は、やってみると以外に面白く、印象的なのだが、未経

験の段階では関心を持てなかったということである。筆者の経験では、ロールプレイやグルー

プ・ワークは、学生が友達を作る機会でもあり、また昼食後の時間帯でも「眠気が吹き飛ぶ」

ので、喜んで取り組んでいるように思われるが、この点については今後の課題とし、更なる調

査と分析を続けたい。

いづれにしても、殆どの学生が①の挨拶などの身近な表現を覚えることを重視しているのに

もかかわらず、⑦の手紙を書くような活動を好まないのはなぜなのか、今後考察する必要があ

るだろう。身近な表現を覚えるということは、外国語によるコミュニケーション能力を身に着

けることだが、歌を覚えたり手紙を書くことも具体的なコミュニケーションの実践であり、身

近な表現を覚えることと同質な課題のはずだからである。

４．あなたの語学や海外事情への関心は？（複数選択可）>

選択肢：①語学が好き

8 語学を好きか、嫌いかを問ううえで、特に成績が良いわけではないのに語学が好きだと答えることに躊躇す

る学生が、不顕在化する可能性を想定し、語学が好きだが遠慮しがちな学生を顕在化させる目的で、この選

択肢を用意した。

9 具体的には他に、ロールプレイやグループ・ワーク、ゲームなどが考えられる。授業内で学生が主体となっ

て、実際に学習中の言語を運用するなかで、学習したことの定着度を高めることが目指されている。
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②語学は好き（嫌いではない）だが苦手意識がある

③将来外国語を使って仕事をしてみたい

④将来一度は海外に住んでみたい

⑤21世紀には語学や国際感覚が必要だと思う

⑥海外の習慣や文化について関心がある

③を選んだ学生が特に少ないことから、学生は、外国語運用能力を直接仕事に結びつけるこ

とまでは期待していないことが分かるが、語学が好きだと答えた学生は①、②と合わせれば、

⑦割ほどにも達した。また、三分の一以上の学生が、一度は海外に住んでみたい（項目④）、外

国の文化や習慣について知りたいと思い（項目⑥）、語学や国際感覚は21世紀には必須のもの（項

目５）だと感じている。この数値をどう捉えるかだが、外国語教育は IT教育と並んで、現在で

は教養教育の重点分野となっていることと、小学校での英語の義務教育化さえ検討されている

時代にあっては、決して高い数値ではないと思われる。とはいえ、Ａ大学においては、大学時

代に身につけるスキルとして、語学ではなく、会計学や IT技術などを身につけることを選択し

た学生が多いことを勘案すると、語学や海外事情への関心度を示す低い数値が出てくるのは当

然のなりゆきだとも考えられる。

結論と提言>

本稿では、筆者がスペイン語の授業を担当する機会を得たＡ大学におけるスペイン語履修者

の、スペイン語の授業に関する意識や要請の調査結果を報告するとともに、語学や国際理解に

対する姿勢という側面も視野に入れて、スペイン語履修者の輪郭を把握することを目指した。

調査が択一式であったため、実験者が予め用意した選択肢のどれかへ、回答が収斂せざるを得

表７
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ない。計量的な調査を行う場合、選択肢方式の調査となるのは不可避であるから、選択肢は十

分に練られたものでなければならない。先行研究で用いられた項目や選択肢の用意の仕方も参

考にしつつ、より工夫された調査表を作成することを今後の課題の一つとしたい。また、本稿

で扱った２つのアンケート調査は、本来はＡ大学における授業改善を目的として行われたため

に、一大学の学生から得られた調査結果に限定される。様々な性格の大学からの報告が必要な

のは言を俟たないので、今後は新しい事例分析に取り組んでいきたい。

今回の調査から明らかになったのは以下の点である。Ａ大学においては、学生は学部を問わ

ず、日常的なスペイン語を身につけることと、現地社会の日常について知識を得ることに当面

のところ関心を持っているが、それと同時に、語学の授業である以上、スペイン語を効率よく

学習できる授業であることをも重要な条件だと考えている。また、スペイン語という言語は、

まずはヨーロッパ系言語の一つであるという側面が認識されており、そのうえで、地球上の広

い範囲で使われている汎用性の高い言語であるという側面は、ある意味で両義的に認識されて

いる可能性がある。学生にとって、スペイン語を実用化することが具体的に強くイメージでき

る訳ではないが、使い道のある、生き生きとした言語のようだ、と認識されていると考えられ

る。

筆者は本稿で、言語教育の「現場」に立ち言語教育に携わっている者として、言語教育の理

論や教育法の専門家ではないにもかかわらず、語学教育の現場から発言を行った。スペイン語

教育の世界では、語学教育法の専門家は極端に少なく、語学教育法の専門家に加えて、スペイ

ン語の言語学研究者、文学研究者、スペインそして中南米の地域研究者もスペイン語教育に大

いに貢献している。スペイン語教育法の専門家でなくとも、現場を経験しているものの立場か

ら提案がされたり、各教室で観察されたことが教育の現場に立つ教員によって報告・分析され

て、それが教員や語学教育の専門家に共有されることは望ましいと考えるため、敢えてアンケー

トの結果と分析を報告することにした。

上田によれば、外国語教育は専門家以外の者が最も自由な発言が許されている研究・教育分

野であるが、我々の使っている言葉を対象とし、言語教育を経験している以上、意見を述べる

のに専門家や科学者である必要は無いと言う。そのうえで、語学教育がコミュニケーション教

育であることを鑑みれば、「人間性の共有」を見つめる姿勢こそが大切だと述べている 。この

ような立場は、言語教育法においても、ネイティブスピーカーのみを想定したコミュニケーショ

ン能力（communicative competence） の時代から、異文化との相互理解を重視し、異文化間

10 上田博人「序：日本語学と言語教育の展望」『日本語学と言語教育』東京大学出版会、2002年、pp.1-8。

11 岡によればコミュニケーション能力は次の４つから構成される。１．文法能力、２．社会言語的能力（言語

の社会的な適切さに関する能力）、３．談話能力（意味的な一貫性）、４．方略的能力（理解の不十分を補う

ためにフレーズを繰り返したり、問い直す能力）。岡秀夫「バイリンガリズムと言語教育」『日本語学と言語

教育』東京大学出版会、2002年、pp.95-120。
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伝達能力（intercultural communicative competence）と呼ばれる概念が広く受容される時代

へ移行してきているとする岡と、問題意識を共有している 。異文化間伝達能力という概念のも

とでは、異なる文化間でのコミュニケーションには、共通の基盤となる知識の体系があるとさ

れ、その共通の基盤をベースに、言葉の社会文化的な文脈を捉えることが重視される。更に、

コミュニケーション能力は双方向のコミュニケーションの能力と捉えられ、求められるのは他

者との相互交渉のスキルであるとされるのである 。

ここで述べられている言語教育を巡る論点の移り変わり、即ち「異文化間コミュニケーショ

ン」が重視されてゆく流れは、大学におけるスペイン語教育のあり方について、或いはスペイ

ン語教育の意義について、示唆的である。言語教育の分野における異文化とは、第一義的には

多国籍の話者が想定されているが 、実際のところ言語の問題さえ取り払ってしまえば、異文化

間のコミュニケーション能力は、誰にとっても身近で日常的な問題である。国籍やエスニシティ

とは無縁の「異文化」が、実は我々を取り巻いているからである。研究者とビジネスマンの壁、

ジェンダーの壁、世代の壁など、常識や価値観、利害がかけ離れている人に出会うのは日常茶

飯事である。このような身近な「異文化」の存在に気付き、お互い何が違い、何が違わないの

かを確認しつつ、共存の道を探ることは、外国語を媒介にして外国人とコミュニケーションを

図ることと本来同じ作業のはずである。コミュニケーションとは、究極的にはスキルの問題を

超えた、心構えや良識の問題にも繫がるのではないだろうか。

以上のことを踏まえると、スペイン語の授業におけるスペイン語の世界の文化や社会に関す

る説明は、単なる知識の提供にとどまらず、コミュニケーションの成立に必要不可欠な、言葉

の社会的な機能に関する知識を学ぶ手段として、意義を持つ。また、スペイン語を学びスペイ

ン語の世界に触れることは、自己を客観視し、自文化を相対化することに繫がるはずで、他者

との双方向のコミュニケーションの必要性を疑似体験する場でもある。外国語コミュニケー

ション能力とは、自分の立場や主張を一方的に発信する能力だけを指すのでも、相手の言うこ

とを受身的に受け取る能力だけを指すのでもないはずである。

スペイン語は、言語としての重要性が、スペイン一国ではなく、ラテンアメリカやアメリカ

合衆国地域に大きく依存しているが、そこには著しくハイブリッドな社会があり、歴史的にそ

の多様性ゆえに、様々な地域内の課題に向き合ってきた。スペイン語教育は、スペイン語の世

界の人々の共有しているそのような社会や文化のあり方に触れることを通して、異文化と共存

することについて考えるきっかけをあたえてくれるであろう。近年、「人間の安全保障」と呼ば

12 岡（2002）、95-120ページ。

13 異文化間コミュニケーション能力と呼ばれる概念については以下を参照のこと。Byram, M. (1997). Tea-

ching and Assessing Intercultural Communicative Competence,Multilingual Matters Ltd.

14 岡（2002）によると、「今や国際コミュニケーションの場面を見ると、例えば、ドイツ人やマレーシア人と会っ

ても英語で話し、異文化の壁を越えて相互理解に達するという現実がある」のである。
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れる概念が定着したのは、地域紛争の多発のような21世紀の問題は、もはや従来型の安全保障

では対処できないという問題意識に立脚している。一方で、冷戦構造が終結して以降、各地で

地域紛争が頻発する現状を踏まえて、開発学の中の一領域として紛争解決学が注目されるよう

になっている。あるいは、経営の観点からもコンフリクト・マネジメントと呼ばれる概念を用

いてビジネスの場における異なる利害間の調整や、紛争解決を扱うようになった。例えばその

ような課題の解決や学際研究に、ことばや文化を扱う言語教育が、如何に貢献したり関与した

りすることができるのか、検討する余地はありそうである。

とはいえ、限られた授業時間内でどれだけ文化や社会に関する話を盛り込めるかという課題

が残る。スペイン語教育は、大学教育の中で、どのような貢献ができ、何を社会から、そして

学生から要請されているのか。スペイン語教育に携わるものとして、この基本的な問いを念頭

に置き続けてゆきたい。
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SUMMARY

Un acercamiento a los perfiles y las motivaciones de
 

los estudiantes de la lengua espanola en la educacion superior”

Atsumi OKADA

 

Cual es el papel de la educacion de la lengua espanola en la educacion universitaria?

Como puede aportar la educacion de la lengua espanola a la vida futura de los estudiantes
 

de la universidad? Estos cuestionamientos fundamentales son el punto de partida de este
 

trabajo.

Basado en las encuestas realizadas durante ultimos anos con los estudiantes que
 

estudiaron espanol en una universidad, se trata de aclarar las conciencias y las
 

expectativas que tienen los estudiantes frente a las clases de la lengua espanola y la
 

ensenanza en sıde esta lengua. Dicho en otra forma, este reporte es un primer acer-

camiento a un estudio sobre la docencia de la lengua espanola en las universidades y el
 

mejoramiento de la calidad de las clases.

Las encuestas seleccionadas para analizarse en este trabajo,fueron realizadas en 2004
 

y 2006,en una universidad particular y grande en la zona metropolitana,la cual denominar-

emos aquı“la Universidad A”.

Las encuestas mostraron los siguientes:Los estudiantes optaron por la lengua espanola
 

entre las demas lenguas porque les interesa una lengua extranjera occidental. Esto se
 

debe al hecho de que los estudiantes ya han conocido una lengua indo-europea el ingles al
 

estudiarlo durante la educacion secundaria inferior y superior. Tambien pude ser que sea
 

el resultado y la continuacion de la larga tradicion en la educacion japonesa que aspiraba
 

y seguıa la cultura occidental desde la Época Meiji. Otro motivo importante de la opcion
 

del castellano es que este es un idioma universal,cuyos hablantes cubren todo el globo. La
 

utilidad y el porvenir del espanol atrajeron y motivaron a los estudiantes.

La encuesta mostro que los estudiantes de“la Universidad A”estan mas interesados
 

por los deportes del mundo espanol y latinoamericano, pero tambien aspiran a tener
 

conocimientos sobre la vida cotidiana y costumbres de los hispano-hablantes. Aquel se
 

obserba claramente en los varones,senalando que entre los estudiantes,el mundo hispanico
 

estabien reconocido por su fama en deportes actualmente,quizamediante la retransmision

?

?
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de los partidos de futbol en television.

Al contestar la pregunta sobre; en que los estudiantes reconocen el valor y la razon
 

de estudiar espanol en la universidad?,pudimos constatar que los estudiantes dieron mayor
 

importancia a la pura aficion en el aprendizaje de nueva lengua:estudian nueva lengua por
 

gusto y placer,o para desarrollar la cultura. Aquıel aspecto practico del idioma espanol
 

dio el paso a la aficion. Y pocos estudian espanol con el objetivo de usarlo en el futuro.

Por ultimo,veremos cuales asuntos y temas de la clase son mas importantes para los
 

estudiantes, y cual es el menos importante. Aprender las expresiones mas basicas y
 

cotidianas es la mas deseada,pero tambien esperan explicaciones acerca de los costumbres
 

y de la vida cotidiana en el mundo hispanico. Los cursantes muestran interes por la
 

mencion a la cultura e historia del mundo hispanico tambien,mientras que las actividades
 

durante las clases atraen la menor atencion de los estudiantes. Esto se deberaa la timidez,

la cual es una de las caracterısticas de la cultura japonesa. Se necesita un estudio mas
 

profundo sobre este resultado. Despues de las expresiones importantes y cotidianas,las
 

explicaciones de la gramatica faciles de entender son los asuntos mas deseados en las
 

clases.

Ahora bien,este es solo un pequeno reporte basado exclusivamente en una universidad,

por lo tanto, es necesario hacer un estudio mas amplio en multiples instituciones. La
 

autora,al igual que muchos profesores de espanol,no es especialista en metodologıa de la
 

ensenanza de lenguas extranjeras,pero cree que vale la pena compartir los resultados de
 

las encuestas con los demas pedagogos. Lo importante es que los profesores esten
 

pendientes de la metodologıa,las demandas y los intereses que tienen los cursantes,y de
 

la aportacion y el lugar de la educacion de espanol en la educacion universitaria.

?
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