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Резюме

Требования модуля «История России» в 
«Комплексном экзамене для иностранных граждан» и 
обучение русскому языку в Японии.

КОБАЯСИ Киёси

Статья посвящена анализу содержания модуля «История России» в «Комплексном 

экзамене по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства 

Российской Федерации» для иностранных граждан, оформляющих разрешение на работу или

патент. В модуле содержатся исторические и современные события, знание которых 

необходимо иностранным гражданам при сдаче экзамена.

В статье также рассмотрен уровень знаний японских студентов. На основе результатов 

работ, написанных студентами-русистами, можно сказать, что некоторые молодые японцы не 

интересуются историей Советского Союза или просто не знают ее. Это указывает на 

значительный разрыв между преподавателями старого поколения и молодыми учащимися, не 

знающими эпоху СССР.

В модуле отражается взгляд России на свою историю, т.е. ее самосознание и  

просматривается влияние языковой политики проводимой в РФ, в том числе ее президентом 

В.В. Путиным («Россия: национальный вопрос», «единый культурный код» и т.п.).

Можно и нужно брать материалы из данного модуля для лекций по страноведению.

Преподавателям всегда нужно обращать внимание на идею, лежащую в основе данного 

экзамена.
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［ 研究資料 ］

どこへ向かうロシア語教育？ 

―国際語としてのロシア語教育の提案― 

林田 理惠 

 

０．はじめに

英語以外のいわゆる「第 2 外国語」教育が岐路に立っているといわれてすでに久しい．そ

の中でもロシア語教育は近年，課程数，受講者数等も減少の一途をたどっている．本稿では，

こうした現状をもたらした原因がどこにあるのかを探り，そこから見えてくる諸要因に対す

る 1 つの打開策として，「国際語としてのロシア語教育」という考え方を提案しようと思う．

１，２では専門語学教育としてのロシア語教育における ТРКИ実施をめぐる問題を，３以降

では第 2 外国語としてのロシア語教育の現状と課題を検討し，そこから共通して展望される

「国際語としてのロシア語教育」という方向性について提案を行う．

 

１．ТРКИ実施をめぐる問題

専門語学教育では効果的カリキュラムを作成するために，学習者の到達度を不断に判定し，

それに基づいて指導法やテキストの見直し，シラバスの改善を行っていくことが求められる．

そして今日，正確な学習者の到達度判定にとって，CEFR等の国際的･客観的基準による評価

制度の導入が重要な柱となっている．

筆者が所属する大阪大学外国語学部ロシア語専攻（専攻学生数約120名〈各学年30名〉）で

は，前身である大阪外国語大学時代の2000年度より2011年度まで，ТРКИ (= Типовые тесты по

русскому языку как иностранному) に準拠
(1)
した形で 1, 2 年次で 3 レベル (ТЭУ/A1, ТБУ/A2,

ТРКИ-1/B1) のロシア語総合試験を実施してきた．2010年には教員3名がセミナー（ロシア教

育科学省ロシア語検定試験センター主催セミナー，2010.6.14–25 於サンクトペテルブルク大

学）への参加によりテスター資格を取得，2012年以降，協定書に基づき上記 3 レベルの正規

試験を導入，ТБУ合格を2年次への，ТРКИ-1合格を3年次への進級要件として実施している．

CEFRとТРКИの持つ知識･技能領域ごとに設定された詳しい熟達度レベルに準拠した総合

試験の実施は，学習者の領域ごとの到達度を明らかにしてくれるだけではなく，試験結果分

析によって，現行のカリキュラム･シラバス上の問題点を浮き彫りにすることができ，そのこ

とで専攻全体のコースデザイン改良がもたらされる．

また，学習者自身も自らの客観的な能力レベルを知ることで，次のステップへの具体的な

学習目標･計画を自律的に立てることが可能になり，学習動機の維持･向上に役立ち，さらに

(1) 2012年の正規試験導入までは過去に出版されたオープンテストに準拠して大阪大学として

の独自試験を作成，実施している．
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は正規の認定資格の取得は，将来の就業等に際し有利な条件をもたらし，ロシア語教育専門

の学習機関にとって，正規試験導入のメリットは大きなものがある．

ただ，残念ながら日本において単位認定等，課程に組み込んだ形で ТРКИ正規試験を実施

している大学は本学以外にはほとんどない．

課程への正規導入を大きく妨げているのが，「必ずロシア本国より派遣された試験官立ち会

いの下で実施すること」というロシア教育科学省ロシア語試験中央センターが定めている規

定である．毎回の試験実施時にロシア本国より試験官を招へいするとなると相当な費用がか

かり，その分が学生への受験料に跳ね返ってくる．

ТРКИ正規試験を課程に導入し，単位認定等の基準として利用するためには，学年全員の

受験を義務化しなくてはならないが，通常学費以外に高額の受験料を学生全員に課すことに

は国立大学ではとりわけ無理があり，大学執行部等の反対が大きい．

試験実施機関には経験豊富な有資格テスター教員が複数名いることがあらかじめ条件とな

っているのであれば，何故，さらに「ロシア本国からの試験官立ち会い」が必要であるのか，

理由が定かではない．恐らくそこには，試験制度そのものの問題というよりは，より根本的

な「外国語としてのロシア語」に対する認識の問題が横たわっているように思える．

言語が国際的に普及すれば，それは多様化し，様々な地域ごとの変種が出現することは避

けられない運命である．逆にいうと，そのような多様化･変種を認めていかないと，言語は国

際共通語として普及しない
(2)
．

ロシア語をロシア国外で，国際的コミュニケーション手段の一つとして学習する場合，そ

の教育･学習の目的は，ロシア標準語にかたくなに固執し，「母語話者レベル」の言語運用能

力習得を目指すことではないであろう．むしろ「学び易さ」，「使い易さ」を追求した「国際

ロシア語」の確立，学習者の母語を考慮した指導法や教材が求められるのである．そこでは

「母語話者信仰」や母語話者と非母語話者間の優劣に基づく階層化（「正しいロシア語は母語

話者でないと教えられない」）を作り出す意識が，国際語としてのロシア語の普及にとって大

きな阻害となるのである．

上で述べたことはТРКИ試験実施にもそのまま当てはまる．「ロシア本国の試験官でないと

適切な試験実施ができない」という判断は，試験実施そのものに関する技能･経験ではなく

―海外の試験官もテスター研修履修や経験年数等の規定を満たしているのであるから

―，「ロシア語母語話者のみが正しい評価を下せる」という意識に基づいているとしか言

えないだろう．そしてそのような規定によって，まさに海外での ТРКИ実施の普及が明らか

に阻害されているのである．

(2) この点については古くは鈴木孝夫における「国際英語」と「民族英語」の議論がある［鈴木

1985］．また，Braj B. Kachruにおける “World Englishes” という概念も，様々な変容，変種を

包含した世界語としての英語という内容を表している [BrajB. Kachru 1995]．
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２．CEFR･ТРКИの日本における｢文脈化」

上の問題と関連して，CEFR･ТРКИの｢文脈化」［古石他 2008］という点も今後，考慮して

いかなくてはいけない重要な問題である．すなわち，日本国内の活動においてロシア語学習

者にどのような技能内容･レベルが求められているのかという点である．

CEFRやALTEに準拠したТРКИで記述されているのは，学習言語地域で様々な活動を行う

ということを想定しての能力尺度である
(3)
．一方，ロシア語を専攻する日本の学習者の多く

は，卒業後，国内でロシア語と母語である日本語との仲介活動，すなわち通訳･翻訳の仕事に

携わる．仲介活動としての通訳･翻訳には一般的なコミュニケーション能力や読解能力以外に

例えば，テクストの情報内容を集約し的確に再現する能力，母語における同義語，同義表現

の適切な使用等の文章表現力等が要求される．また，母語文化と学習言語文化間の相関性を

把握し，全体的な世界認識の構図の中にそれらを位置づけ，誤解等を生み出すことなく二者

間の意思疎通を成立させるという高度な能力も必要とされる．

このような仲介活動としての通訳･翻訳能力を育成し，またその能力を測る尺度の設定，そ

れに基づいた評価のための検定試験策定が今後の不可欠の課題となっている．この点に関連

して，「グローバル社会においては，グローバルイシュー解決への貢献も求められていること

から，異文化適応能力や異言語話者とのコミュニケーション･ギャップを克服できる人材を養

成するだけでは不十分であり，さらに根本的に異なる異文化間能力が必要」という問題意識

からも，すでに国内外で各種のプロジェクト，研究集会等の取り組みも始まっている
(4)
．

３．減り続けるロシア語課程―第2外国語としてロシア語教育

現在，日本で第 2 外国語としてロシア語の課程を開設している教育機関の正確な数値を把

握することは困難である．というのも，年度ごとに状況は流動的で，また週あたりの時間数

や学習年数もまちまちで，場合によっては専門課程に近い教育内容を展開している機関も存

在する．一方で，それまで開かれていたロシア語課程が突然閉鎖されるケースも増えている．

表 1 は2002年〜2014年の大学における課程数の変化を示しているが，この10年余りの間に

40以上の機関がロシア語課程を閉鎖していることがわかる．

(3) CEFRにも第4章｢言語使用と言語使用者･学習者 (Language use and the language user/learner)｣
に，｢仲介活動と方略 (Mediating activities and strategies)｣と題して通訳･翻訳のいくつかの下

位領域，またそれぞれの仲介活動で必要とされる方略について簡単な記述がある．しかしな

がら能力尺度表での仲介活動に関する記述は見当たらない［『外国語教育Ⅱ―外国語の学

習，教授，評価のためのヨーロッパ共通参照枠―』2004: 91–92］．
(4) 2つの国際研究集会「真のグローバル人材育成を目指して」（2013年，於：京都大学），「異文

化間教育の文脈化をめぐって」（2016年，於：京都大学）では，コミュニケーション能力に

とどまらない「異文化という他者をどのように学習者が受け止め，その違いを承認し，寛容

と尊重の内に他者性を生きることができるか」という能力としての異文化間能力の養成に焦

点を当てた議論がなされている．また，科研プロジェクト「異文化間能力養成のための教材

と評価基準の開発およびその有効性の検証」（基盤研究B，課題番号25284103，期間2013–2016，
研究代表者 大木充）でも同様の問題意識から異文化間能力養成に向けた教材と評価基準の

研究・開発が行われている．
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表2 ロシア語課程開設機関数
の推移（高校）*1

公立 私立 総数

2003 15 6 21 

2005 20 5 25 

2007 19 4 23 

2009 17 4 21 

2012 18 5 23 

2014 23 4 27 

* 数値は文部科学省初等中等教育局国際
教育課が各年に発表する報告「高等学
校等における国際交流等の状況につい
て」中のデータに基づいている．

表3 外国語教育の実施状況－高校数*  
       （2003年度，2014年度カリキュラム）

2003年 2014年

中国語 475 517

フランス語 235 223

韓国･朝鮮語 219 333

スペイン語 101 109

ドイツ語 100 107

ロシア語 21 27
 * 同上データ

表1 ロシア語課程開設機関数の推移（大学）*1

国立 公立 私立 総数 % *2 大学総数*3

（回答数）

2002 54 22 113 189 27.8% 679 

2004 53 21 110 184 26.4% 697 

2006 50 19 100 169 23.8% 710 

2008 46 22 97 165 22.8% 723 

2011 44 17 88 149 20.3% 735 

2013 44 19 84 147 19.9% 738 

2014 44 19 82 145 19.0% 763

*1 数値は文部科学省が各年に発表する報告「大学における教育内容の改革
   状況について」中のデータに基づいている．
*2 大学数全体（回答数）に対するロシア語課程を有する大学の割合
*3 大学院のみの機関は除いている．

また，高等学校でも表2

に見るようにロシア語課

程を有する機関が存在す

るが，こちらも減少して

いないまでも，この10年，

ほぼ横ばい状態であり，

中国語やフランス語，韓

国･朝鮮語など数値上の

上位グループに比べると

その数は比較にならない

ほど少規模であることが

表3からわかる．

昨今，日本国内では外国語教育を「英語教育」のみ

に収れんしようとする動きが活発になっている．2020

年度からの新学習指導要領で，小学校5, 6年での英語

教科化が決められたことは，そういった動きを如実に

物語っている．

日本政府の言う「グローバル人材の育成」は「経済

のグローバル化」に対応する人材，ビジネスでの共通

語として君臨する英語を使える人材の育成という意味

にすり替わってしまっており，経済優先の論理がまか

り通っている．まさに「日本企業の『グローバル化』

を成功させるためにどのような人材が必要かという議

論に終始している」［上久保 2013］のである．そこに

は英語以外の言語や文化へのリスペクト，多言

語･多文化共生社会実現へと向かおうという姿

勢は存在しない．

ここ10年で大学のロシア語課程が激変したこ

との背景には，こういった事情が働いているこ

とは間違いないが，一方で，表4に見るように，

英語以外の外国語科目のすべてがこの10年間で

その開講数を減らしているわけではなく，中国

語と韓国･朝鮮語は英語以上の伸びを示してい

る．東アジア圏でも英語を共通語とする傾向は

強まっているが，それにもかかわらず，経済や観光，文化交流など，緊密な二国間関係に加

え，隣国の言語であるということの親しみやすさも手伝い，これらの言語の課程は閉鎖対象
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表4 外国語教育の実施状況－大学数*

                     （2002年度，2014年度カリキュラム）

2002年 2014年 増減率

英語 677 737 +8.9%

ドイツ語 577 498 −13.7%

中国語 568 633 +11.4%

フランス語 543 505 −7.0%

韓国･朝鮮語 322 474 +47.2%

スペイン語 240 230 −4.2%

ロシア語 189 147 −22.2%

* 同上データ

になるどころか，むしろ新たに開講す

る機関が増えているのである．

ロシア語についても隣国の言語であ

り，また日ロの経済関係は以前にも増

して緊密化しており，条件としては上

記2言語と変わらないはずである．が，

ロシア語の場合は逆に，英語以外の第2

外国語を整理淘汰する際に，真っ先に

その対象となっているのが実情である．

元々の母数の少なさということに加え，

歴史的な対露イメージ，習得が難しい

言語といった先入観などもこうした事情に影響しているのであろうが，中国語や韓国･朝鮮語

と違い，ロシア語の課程そのものに英語の圧力などを跳ね返す力がないというのも事実であ

ろう．

４．ロシア語学習者の傾向―2012年度大規模アンケート調査結果―

2012年度，2つの科研事業「新しい言語教育観に基づいた複数の外国語教育で使用できる共

通言語教育枠の総合研究｣（研究代表：西山教行，基盤研究 (A)），「大学間，高等学校－大学

間ロシア語教育ネットワークの確立」（研究代表：林田理惠，基盤研究 (B)）の一環として，

2回に亘り全国の大学･高専･高校機関でドイツ語，フランス語，スペイン語，ロシア語，中国

語，韓国･朝鮮語を第2外国語として学ぶ学習者（1.7万人の学生回答）及び担当教員に対し，

大規模アンケート調査が行われた．ロシア語は国内30校（含短大1校，高専1校，高校2校）

で調査が実施され，1114名の学習者（人文科学系291名，外国語学系52名，社会科学系284名，

教育学系53名，自然科学系309名，芸術系11名，医療看護系36名，高校･高専78名），45名の教

員の回答を得ている．

アンケートの調査結果については，すでに大木他2013，宮本･横井･林田2014a，宮本･横井･

林田2014b，林田2014b，林田･金子2014，佐山2016などで詳しく報告されているが，以下のよ

うなロシア語学習者の特徴的傾向が明らかになっている．

まず，6 言語中，内発的動機づけ (Intrinsic motivation)―自己決定度が最も高く，高い動

機づけを示す―の値が最も高い一方，学習者は成功可能性―遂行課題に対し成功するか

どうかの主観的認識―について悲観的，かつ学習に対して実用価値を見出すことが困難で，

またコスト―課題従事に伴うネガティヴな感情―を強く感じている，という傾向である．

ロシア語学習者が示した内発的動機づけの高さであるが，受講生が他言語に比べ少ないこ

とが―他言語では21人以上の規模のクラスが全体の 6–7 割を占める一方，ロシア語では10

人以下の小規模クラスが全体の約半分を占め，さらに約 8 割が20人以下のクラスである―
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逆にクラスサイズという点で有利に働いているようである
(5)
．一方，動機づけを高めるとさ

れる3つの基本的心理的欲求 (Basic psychological needs)［Ryan & Deci 2000: 233–235］のうち，

有能でありたいという「有能さ (Competence)」，他者との良好な関係を望む「関係性

(Relatedness)」の充足度においては，ロシア語学習者は6言語中，最も低い値を示している［佐

山 2016:197, 202］．

調査結果のさらなる詳細な分析により，授業が会話中心や学生自身による活動によって構

成されている場合に心理的欲求の充足度は増す傾向にある，という学習環境と動機づけの関

連性が明らかになったが，授業内で学生自身によるペアワークやグループワークといった活

動が行われている頻度は，ロシア語が 6 言語中最も低く，そのことが有能さ，関係性といっ

た欲求の充足度の低さをもたらしているとも考えられる［佐山 2016: 199, 201］．

５．アンケートから見えるロシア語学習の問題点 

以上のようなアンケート調査結果におけるロシア語学習者の傾向が，どのような要因によ

ってもたらされたものであるかを特定することは難しいだろう．ただ，より根本的問題とし

て，「学習者の専門領域外で，かつ少ない学習時間数」という第2外国語教育の枠組み自体が，

とりわけロシア語学習の場合には大きな足かせとなっている可能性がある．

第2外国語科目は日本では多くの場合，週1–2時間，2年間の学習期間で設定される．新し

い文字体系にはじまり，格変化や動詞変化など，日本の学習者にとって初級段階でその習得

に特に高い負荷がかかるロシア語学習の場合，設定された少ない授業時間では，せいぜい文

法の最低限の知識と簡単なあいさつ程度のフレーズを学ばせることしかできないと多くの教

師が考える．そこでは簡単な文法事項と短いフレーズで終始する教科書を 1 冊終えること自

体が学習目標にすり替えられる．ロシア語の授業が学習者の全体として―大学でのみなら

ず，生涯を通じて―の学びの中でどのような位置づけにあるのか，という点は深く考えら

れることはない．

教える側が「この学習で何が得られ，またそれが学習者にとってどのような意味を持つの

か」という明確な学習目標を示すことができない以上，学習者自身が学ぶことの意義，具体

的な形で手にすることのできる学習の成果を実感することは当然ながら難しくなる．学習過

程で「有能さ」を感じることは少なく，何かが得られるという期待感も低くなり，結果的に

学習に対する高いコスト―価値を低める否定的側面を強く感じるという傾向が出てくる

のである．

もちろん各現場では，こういった学習者のモチベーションの低下に何とか歯止めをかけ，

受講者数の減少を食い止めようとする努力がさまざまに行われているのも事実である．無味

乾燥になりがちな教科書の定められたノルマをこなすだけではなく，国際理解，異文化理解

(5) 佐山 (2016)で，有能性，自律性 (Autonomy)，関係性という動機づけを高める3つの基本的心

理的欲求･内発的動機づけに関し，クラスサイズ20人以下とそれ以上のグループ間には 5%
水準で有意差が確認され，クラス規模が小さいほど心理的欲求は高く，それに対応して内発

的動機づけも高くなっていることが報告されている［佐山 2016: 202］．
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といった国際教養科目的な要素を取り入れたり，「自分も参加して楽しい」学習者参加型のゲ

ーム活動を行ったり，また映画や音楽を積極的に導入するなど，学習者の興味を維持するた

めの各教員の工夫が見られる．

ただ，国際理解･異文化理解というコンセプト自体は，一定の知的興味をもつ大学生にとっ

てはもちろん有効なカードであるが，様々な国や地域の情報が簡単にくまなく取得できる昨

今の状況を考える時，敢えて「外国語教育」という授業の枠組みで行うことの妥当性を見出

すことは難しいのではないだろうか．むしろ「教養科目」として「語学」授業とは切り離し

た形で設定した方が，内容的にも充実し，一貫性のある情報提供ができよう．

一方で，「外国語学習科目」という枠組みで地域事情･文化理解学習を進める場合は，やは

り対象言語を使った学習者自身によるリサーチ活動など，言語学習と異文化理解学習の有機

的結合の試みが必要なのではないだろうか．ことばと文化はいうまでもなく，切り離すこと

のできない一体化したものであるはずだから．

学習自体の楽しさの追求，日常会話やゲーム等を中心とした「自分も参加して楽しい」授

業へのシフトはどのような効果をもたらすであろうか．この場合も，学習内容そのものに現

在･将来ともにマスターする価値を見出しにくく，また習得可能性への期待が持てないのであ

れば，その楽しさも時間の経過とともに半減する．また，楽しさを優先させるために学習レ

ベル･内容を限定するという傾向も否定できず，習得可能性への見通しはますます立ちがたく

なるという本質的なジレンマを抱え，いきおい学習者は学習目標とは全く無縁なところで，

無目的に授業時間内だけ楽しく時間を過ごせればよいという姿勢になる．

６．第2外国語としてのロシア語教育の進むべき道

それではこうした現状を克服する，何らかの有効な改善策は存在しないのだろうか．まず，

「少ない時間数では明確な学習目標が設定できず，意義のある学習を組織することができな

い」という教員の従来の認識そのものを見直す必要がありそうだ．

先に「学び易さ」，「使い易さ」を追求した「国際ロシア語」の確立の必要性について述べ

たが，限られた時間数であればなおさらのこと，最大限の概念内容を表現できるミニマムな

表現形式の抽出といった作業で，あいさつや簡単な会話のやり取りに終始させることなく，

短期間のうちに学習者の知的レベルに見合った具体的内容を盛り込んだ授業を展開できる可

能性が開けてくるだろう．

また，学習者の専門領域とロシア語学習をリンクさせ，各専門領域で活用できる技能とし

て学習させるという新たな方向性を追求するという道がある．

それぞれの専門領域で必要なリテラシーを重視した内容に学習を絞り込めば，学習目標や

具体的な習得可能性が学習者にも明確なものとして実感され，学習者は高い興味･関心を示し，

自らにとって重要度が高く，また将来，役立つという期待感を持つことになるだろう．

また，短期間でそのような授業を展開するためにも，上で述べた「国際ロシア語」として

のミニマムな学習項目の設定は不可欠であるが，さらに，従来型の文法配列，語彙の難易度
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による習得順序といった考え方も見直していく必要がある．

専門領域の内容理解，アカデミック･ライティング，アカデミック･プレゼンテーション能

力の向上といった目的に絞った指導内容に合わせて，語彙･文法情報を整理し直し，新たな教

材開発，カリキュラムを組むことが求められているのである．そして，何よりも前提として，

語学教員と各専門分野の教員のコラボレーションを実現することが焦眉の課題となっている．

生きたロシア語教育を日本で守り育てることは，英語一辺倒の教育政策に歯止めをかけ，

多言語教育を推進することにつながるであろうし，それは多様なものを許容する心を若人に

はぐくみ，差別･格差のない社会の実現に向けた大切な道筋であると確信している．

（はやしだ りえ）
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