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報告：Идти своим путём（わが道を行く） 

―関西大学ロシア語教科書プロジェクトの中間報告― 

 

小田桐  奈美・北岡  千夏  

 

1. はじめに 

 

関西大学（以下、関大とする）の非専攻ロシア語では、これまでピロシキ・ワークショ

ップや学内ロシア語コンクールなどのイベントを軸にした教育を展開してきたが 1、

2017 年度に独自の教科書を作成・導入した。この教科書の主な特徴は、各課が年

間のイベントに対応していることである2。本報告では、2017〜18 年度に試用した 1 年

次用教科書の概要と成果・課題について、学生の声を交えながら紹介する 3。 

 

2. 従来のイベントを軸にしたロシア語教育  

 

関大 4におけるイベントを軸にしたロシア語教育は、2003 年ごろから徐々に実施さ

れるようになった。例えば、毎年 5 月中旬に実施しているピロシキ・ワークショップは、

「食」を通してロシア語・ロシア文化への理解を深めることを目的とするものである。1

年生にとっては、ロシア語を始めてからちょうど 1 ヶ月が経過した頃であり、ピロシキ作

りを楽しみながら、あいさつ、自己紹介、数字、依頼の表現を身につけることを目指し

ている。また、各学期の成果を披露する場として、春学期にプーシキン・リハーサル

（ロシア語詩朗読コンクール）、秋学期はヨールカ祭（映像作品およびプレゼンテーシ

ョン・コンテスト）を開催している。  

小田桐（2016）でも指摘したとおり、こうした定期的なイベントの開催によって、通常

の授業への波及効果（内容の定着やモチベーションの向上）や、学年・学部を超え

                                                        
1 これまでの関大におけるロシア語教育の実践については、小田桐（2016）、北岡（2009; 2016）、

北岡・塩村（2013）、近藤（2007; 2009）を参照のこと。  
2 その他、ロシア語学習の楽しさを追求していること、そして創造性の育成を目標にしていることも

大きな特徴であるが、これらの点については、また稿を改めて紹介したい。  
3 本報告は、JACTFL 第 6 回シンポジウムにおける口頭発表「楽しさの追求と創造性の育成―関

西大学ロシア語教科書プロジェクトの中間報告」の一部に基づくものである。  
4 大学およびロシア語教育に関連する基礎データは以下のとおり。所在地：大阪府吹田市、私立、

学部学生数：約 3 万人、非専攻ロシア語のみ、毎年の新規履修者数：200 名弱、必修の学習時

間：週 2 回×1〜2 年（千里山キャンパス）、教員数：8 名（専任・非常勤の合計）  
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た交流など、様々な効果がもたらされてきた。  

その一方で、従来の教科書とイベント内容との乖離が、課題として浮き彫りになっ

ていた。これまでは、文法シラバスの教科書を基に通常の授業を進めつつ、イベント

が近づいた段階で、授業の一部をイベントの準備にあてる方法が主に採られていた。

そのため、教科書で扱う内容と、実際にイベントで使用する文法項目や語彙が一致

しない場合が多く、イベントに向けた準備と教科書との両立の難しさが課題になって

いた。また、文法シラバス以外の既存の教科書でも、本学で開催しているイベントに

対応できるようなものは、管見の限り見当たらなかった。  

 

3. オリジナル教科書の概要  

 

そこで始まったのが、オリジナル教科書作成プロジェクトである。以下の表 1 が示す

とおり、本教科書では、日々の授業が各イベントへの準備として位置づけられている。  

 

表 1 各課の目標とイベントとの対応  

イベント 対応する課  課の目標  

ピロシキ・ワークシ
ョップ 

1・2 課：アルファベットと発音  キリル文字と発音規則を学ぶ  

3 課：これは美味しいピロシキで
す 

キリル文字と発音規則に慣れ
る 

4 課：ピロシキ大好き！  
ピロシキ・ワークショップ用の
対話が暗唱できる  

ロシア語詩朗読コ
ンクール「プーシ
キン・リハーサル」  

5 課：私はあなたを愛していた―
詩人プーシキン  

ロシア語で詩の暗唱ができる 

6 課：おおきなかぶ―ロシア民
話  

ロシア民話の朗読ができる 

7 課：ロシアの歌  ロシア語で歌が歌える  

ロシア語圏留学ト
ークイベント 

8 課：私、ロシアに行ってきた！ 
夏休みの経験について、ロシ
ア語で簡単に話せる  

9 課：私、留学する！  
将来の夢などについて、ロシ
ア語で簡単に話せる  

映像作品および
プレゼン・コンテス
ト「ヨールカ祭」 

10 課：プレゼンテーションをしよ
う 

ロシア語でプレゼンテーション
ができる 

11 課：映像を創ってみよう  
ロシア語で映像作品が作れ
る 

（希望に応じて）
調理実習  

12 課：ブリヌィ（ロシア風クレー
プ）で春を迎えよう  

ロシア語でレシピを読み取り、
ロシア料理が作れる  
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このように、従来の文法シラバスの教科書とは異なり、本教科書の各章では、イベ

ントに即した目標の達成が優先されている。ただし、この教科書においても決して文

法が軽視されているわけではない。例えば第 5 課は、ロシアの国民的詩人であるアレ

クサンドル・プーシキンの名前を冠した学内ロシア語コンクールに向けて、プーシキン

の詩の暗唱を目標とするものであるが、以下の図 1 が示すとおり、文法学習も重要な

要素として位置づけられている。  

 

 

図 1 第 5 課における文法学習の位置づけ  

 

プーシキンの詩「私はあなたを愛していた」では、動詞の過去形や直接目的語「〜

を」を表す対格が多く使用されており、この課の最終目標である詩の暗唱を通して、

それらの文法項目が習得できるように工夫している。  

 

4. オリジナル教科書試用期間中に見えてきたこと 

 

教科書を作成し、約 1年半試用した結果、課題となっていた教科書とイベント内容
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との乖離が解決されたのはもちろんである。ここでは、オリジナル教科書の導入によっ

てもたらされたその他の効果や、試行錯誤した点を、それぞれ 4.1、4.2 で取り上げた

い。 

 

4.1 教員間の活発な情報交換および各教員の専門分野を活かした貢献  

 

オリジナル教科書の導入にあたっては、これまでの文法シラバスの教科書とは全く

異なる内容・構成のため、まさに手探りの状態が続いた。そのため試用 1 年目は、関

大ロシア語教員メーリングリストや、クラウドサービスを通して、オリジナル教科書を使

った授業の実践例を積極的に共有した。例えば、授業で取り入れて効果的だった動

画や、各教員の判断で補足的に導入した練習問題や活動などである。その過程で

は、「この先生、こういうことが得意だったんだ！」という、各教員の専門分野や得意分

野に関する新たな発見もあった。  

実際、本学では、ロシア語教育に加えて他の分野を専門にする教員が多くを占め

ている。それが特に望ましい形で活かされているのが、各課末尾のコラムである。各課

のコンテンツ作成は、主に執筆者（小田桐・北岡）が担当しているが、コラムは関大ロ

シア語教員全員が担当している 5。コラムといっても、例えばロシアの概要について政

治・民族・宗教などの観点から概説する 20 ページに及ぶ力作もあれば、中央アジア

のキルギス出身の教員によるキルギス紹介、ロシアの都市・地方紹介、またロシア民

話、ロシア文学、芸術、音楽をテーマにするものなど、コラムをたどるだけでも、ロシア・

ユーラシア文化論の授業が成立する程である。  

ロシア・ユーラシア地域の文化や現地事情に関する情報については、これまでロシ

ア語の授業での体系的な導入は想定されておらず、特にシラバスにも記載されてい

なかった。そのため、各教員が個人の判断で資料を配布したり、授業中の「雑談」とし

て紹介したりしていた。例えば、7 月のプーシキン・リハーサルに向けた準備をする際

には、各教員が自分の判断でプーシキンに関する解説をしていたが、文学が専門で

ない教員にとっては、心許ない部分も多かった。だがオリジナル教科書には、ロシア

文学を専門とする教員が執筆した、プーシキンに関するコラムが掲載されている。さら

にプーシキン・リハーサルを念頭に置いた内容であるため、文学が専門でない教員で

も、授業で活用しやすい内容になっている。このように、オリジナル教科書プロジェクト

                                                        
5 その他、外部の専門家に依頼して執筆してもらったコラムもある。  
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を通して、各教員の専門分野・得意分野に関する知識が結集され、全教員でそれを

共有する仕組みがもたらされたのである。 

コラムについては、学期末の授業評価アンケート等でも、学生から肯定的なコメント

が多数寄せられている。以下にその一部を取り上げる。 

 

・（教科書は）ただロシア語の文法だけを書いているのではなく、ロシアに関しての情

報をいろいろ知れるのでよいと思う。  

・（良かった点は）コラムがたくさんあってロシアに対する興味がそそられたところ。  

・教科書は、単に言葉をつめこむだけでなく、コラムなどもあっておもしろいです。分か

りやすく、イラストもかわいくて、かたくるしくない内容です。  

・ロシアについてのコラムがあり、よりロシアの事を知ることができて良かったです。  

・（教科書は）コラムやレシピなども書いていて面白いです。何より、イラストや砕けた口

語などを使っているので、“楽しいロシア語”というイメージのまま学習を進められま

した。（中略）とても愛のこもった教科書で、愛着がわきました。作って下さった先生

に感謝です！ 

・教科書は先生方の手作りであったため、ところどころ間違いが見られましたが、とて

も分かりやすく、内容も文法だけでなく、ロシアの知識やロシア料理のレシピなど、

内容に富んでいて、勉強していて楽しかったです。何より、「ロシア語を楽しく学ん

で好きになってほしい」という先生方の想いを感じることができ、ロシア語・ロシアが

好きになりました。 

・文法だけでなくロシアの歴史、ロシア語の歴史が書かれているのが良いと思った。著

作者のところに是非ともロシア語受講生のみなさんと入れて欲しいです。  

 

4.2 文法学習の簡素化をめぐる試行錯誤  

 

3.で述べたとおり、本教科書における文法の導入は、イベントにそったカリキュラム

の中で、あくまでイベントで行う言語活動に必要な事項を学習する方法を基本として

いる。そのため、従来の文法シラバスの教科書とは、文法項目の導入順序が異なっ

ている。以下に、春学期の文法学習の流れを示す。  

 

 

 



 

 
『複言語・多言語教育研究』 日本外国語教育推進機構会誌 No.6 (2018) pp.121-129 

 

 - 126 - 

 

 

表 2 各課の文法学習  

イベント 対応する課  学習する文法項目等  

ピロシキ・ワーク

ショップ 

1・2 課  アルファ

ベットと発音  
キリル文字と発音規則を学ぶ。  

3 課  これは美味

しいピロシキです  

вкусные пирожки（おいしいピロシキ）などの

表現を通して、名詞、所有代名詞、形容詞

の性、数、格を学ぶ。 

4 課  ピロシキ大

好き！ 

Я люблю пирожки（私はピロシキが大好きで

す）などの表現を通して、人称代名詞の主

格、動詞の人称変化を学ぶ。  

学内ロシア語

朗読コンクール

「プーシキン・リ

ハーサル」 

5 課  私はあなた

を愛していた―

詩人プーシキン  

課題詩の Я вас любил（私はあなたを愛して

いた）などの表現から、動詞の過去形、人称

代名詞の対格を学ぶ。 

6 課  おおきなか

ぶ―ロシア民話  

Бабка за дедку, дедка за репку（おばあさん

がおじいさんを、おじいさんがかぶを）などの

表現を通して、名詞の格の概観を学ぶ。  

7 課  ロシアの歌  
Очи чёрные（黒い瞳）などの歌や、ロシアの

おとぎ話を通して、形容詞の主格を学ぶ。  

 

教科書試用の 1 年目には、学生全員が習得すべきとする文法事項に加え、さらに

学びたい学生向けに、「もっと詳しく」という項を設けていた。例えば、第 3 課で名詞の

複数形を学ぶ際、実は「ピロシキ」が複数形であること 6、また pirozhki（пирожки）の i

（и）が複数形のマーカーだという知識は、全学生の習得目標としていた。一方、不規

則なもの 7を含む他の名詞の複数形は、別途「もっと詳しく」の項で紹介した上で、自

主的に学びたい学生のために練習問題を付した。この「もっと詳しく」の項は、あくま

で学生の自主性に任せ、知りたい学生だけが読むこと、あるいはイベントの際の言語

活動で必要になった場合に参考資料として用いることを想定していた。だが、いざ授

業を進めてみると、多くの教員が「もっと詳しく」まで授業で解説する場合が多くなり、

さほど強いモチベーションがあってロシア語を始めたわけではない学生からは、「むっ

ず〜（難しい）」という、うんざりした反応が見られた。  

                                                        
6 単数形はピラジョーク（пирожок）。  
7 兄弟など。単数形：brat（брат）、複数形：brat’ia（братья）  
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キリル文字の習得から始まるロシア語の学習では、学習開始から 1〜2 ヶ月のまだ

文字にも慣れない時期に文法情報を多く提示することは、学習者をうんざりさせモチ

ベーションを下げることにつながりかねない。それを避けるため、教科書プロジェクトの

始動時には、学生のモチベーションを下げないような授業展開を目指し、思い切った

文法学習の簡素化を狙っていた。だが、作成過程で徐々に当初のコンセプトを忘れ、

全ての文法事項を網羅しようとしてしまったのが、上に記した複数形の扱いの例であ

る。この教師の迷いのようなものが、学生に混乱を与えてしまった。まず教師がゴール

を定め、そこに向かう方針も決めたのであれば、迷わずその方向に進めていくべきで

ある。そのような反省と、学生の声も考慮し、さらに検討・改訂を加え、第 3 課では「ピ

ロシキ」が複数形であるという説明だけにとどめ、複数形の全体像は、後の第 7 課で

学ぶことにした。また、解説、パターン練習、テキストの日本語訳なども増やした 8。こ

れらの改訂により、2 年目にはより上手く授業が進んでいる。 

 

5. おわりに 

 

以上のとおり、本稿では、オリジナル教科書の概要と、試用 1 年半の成果・課題に

ついて報告した。実のところ、定期的にイベントを開催するだけでも大変な労力が求

められる。それに加えて教科書を自作するというのは、大変な産みの苦しみを伴うもの

ではあるが、1 年半試用した結果、大きな手応えを感じている。  

日々の授業をより良いものにしていくためには、様々な方法が考えられるだろう。

我々は幸運にも、教科書を自作し、全学的に導入するというラディカルな選択肢が可

能な環境にあったため、本稿で紹介したような取り組みが実現できた。もちろん、全て

の大学でこのような取り組みが可能だとも、またそうすべきだとも考えないし、本稿はあ

くまで 1 つの事例として報告するものである。教科書の自作や変更という選択肢が難

しい場合は、おそらく指定されたシラバスに沿いつつ、既存の教科書をどのように「料

理」し、また ICT や様々なツールを導入して授業を改善していくか、という方向性で考

えるのが現実的だろう。 

                                                        
8 以下のような学生の声を受けて加えた修正である。例：「授業を受けながら、教科書をみると、詳

しく話してくださるので、その場では理解できるが、1 人で教科書で勉強する時に、細かい説明とか、

わかりにくいと思った。」「演習のような、記憶に定着するようなのをもう少し増やしてほしいです。」

「説明が少なすぎる、もっと例文を載せてほしい。」  
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だが、いずれの場合においても、本稿のタイトルに掲げたとおり、「わが道を行く」、

すなわち、目の前の学生の興味・関心や特性に応じつつ、各教員の得意分野を存

分に活かすような、独自の教育実践の追求が求められるのではないだろうか。  

 

（関西大学） 
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Russian language textbook project at Kansai University : 

A report 

 

Nami ODAGIRI, Chinatsu KITAOKA  

 

This is a report on a project aimed at compiling a textbook for students 

studying Russian as a second foreign language at Kansai University, Japan. 

The salient feature of this textbook is the correspondence of each lesson to 

the subject matter of annual commemorations and other functions associated 

with Russian language and cul ture, which are actively organized at the 

university. The authors also examine the achievements in the making of the 

textbook, the impediments faced in the process, and the limitations of the 

textbook with reference to comments and feedback from students.  

 


