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1. 各科目についての報告
2017 年度

J0

授業記録

コース概要
J0 は、日本語の学習経験がなく、帰国後、継続して日本語を学習する予定がないものを対象としたサ
バイバル日本語のコースである。

担当者名：＜春学期＞a クラス=開めぐみ、三浦綾乃、保坂明香
b クラス=嶋原耕一、藤田恵、金庭久美子
＜秋学期＞a クラス=開めぐみ、三浦綾乃、小森由里
b クラス=嶋原耕一、金庭久美子、藤田恵
授業コマ数：週 3 コマ
受講者数：＜春学期＞a クラス 14 名、b クラス 13 名 ＜秋学期＞a クラス 17 名、b クラス 19
名
使用教材：独自教材

目標
日常生活に必要なサバイバル的日本語表現や語彙を身につける。また、ひらがな・カタカナの読み書き
も身につける。

授業の方法
J0 では、日常生活でよく出会う場面や、大学生活を送る上で必要となりそうな機能を取り上げ、そこ
で使用される表現や語彙を学習した。
毎回の授業では、まず、ひらがな・カタカナを 10 字ずつ学習した。かなの練習が終わると、その日に
学習する場面を提示し、必要な語彙を導入した。そして、重要な文型や表現をキーセンテンスとして学習
し、口頭練習を行った。最後に、その日の場面の全体の会話練習や、タスクを行った。J0 で選定した場
面・機能とそれぞれのキーセンテンスは以下の通りである。

場面

キーセンテンス

挨拶

おはようございます、こんにちは、こんばんは、ありがとうございます

自己紹介

はじめまして/（私は）～です/～人です/専門は～です/どうぞよろしく/～
さんは～ですか？/はい、いいえ/～さんは？/お仕事は？/お住まいは？/お
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国は？/N が好きです、好きじゃありません
場所を尋ねる

この辺に～、ありますか/～はどこですか/～に行きたいんですが…

買い物

～ありますか/いくらですか/～円です/～ください

レストラン

～、お願いします/N で

許可を得る

N でいいですか/V てもいいですか

依頼する

V てください

予定・行動につい

～に行きます/行きましょう/V ます・ました/何をしますか・何をしまし

て話す

たか/V たいです

感想を言う

～はどうですか・どうでしたか/形容詞・形容詞の過去形

上記の内容以外に、数回の授業が終わるごとに、
「Activity」の時間を設け、日本人学生をボランティア
として教室活動に参加してもらい、それまで学習した内容の復習と応用練習を行った。また、習字や暑中
見舞い・年賀状を書くなどの日本文化を体験する時間も設けた。
学期の最後には、このコースで学習した文型や語彙を用いたスピーチを行った。

結果と課題
＜春学期＞
（a クラス）
春学期の a クラスの学生は 14 名であり、うち 2 名は学期途中で履修を取りやめた。また、週に 1 回 TA
を入れた。学生は積極性があり、日本や日本語への関心が高い学生であった。ひらがな、カタカナの習得
は順調であったが、語彙や表現の定着があまり進まず、特に学期後半の教室活動が効果的に行えなかっ
た。語彙や表現の定着を促すようなタスクを取り入れることを課題として挙げたい。テキストの課によ
って、導入される語彙や表現の数にばらつきがあるため、バランスを調整することも今後の課題とした
い。

（b クラス）
春学期 b クラスの学生は 13 名であり、うち 1 名は学期途中で履修を取りやめた。また、週に 1 回 TA を
入れた。履修を続けた 12 名は、お互いを刺激し合い、かな、語彙、表現の習得への意欲が非常に高かっ
た。その結果、クラスで学習した項目を使いこなせる学生ばかりとなり、学期末に実施したスピーチの出
来もよかった。J0 クラスは、半期完結の日本語クラスであるが、この学期中に日本語学習のモチベーシ
ョンが高まり、この後も日本語学習を継続させたいと思う学生もいるようである。今後も学習動機が高
まり、継続するようなクラス活動を考えていきたい。

＜秋学期＞
3

（a クラス）
秋学期の a クラスは 17 名と大きいクラスであったが、非常に熱心に日本語に取り組んでいる学生が数名
おり、クラスメートにもいい影響を与えていた。活動への参加も積極的であり、日本語での会話を楽しん
でいる様子も多く見られた。かなの習得も概ね順調で、身近な話題についての短い作文を書けるように
なっていた。一方で、一部定着の進まない学生がおり、その学生のフォローをもう少し丁寧に進めるべき
であった。J0 クラスの学生の多くは、日本語学習が初めてである場合が多いため、このような学生への
対応を検討していきたい。

（b クラス）
秋学期の b クラスは 19 名であり、うち 1 名が学期途中で履修をとりやめた。18 名が履修を続けたが、
一部の学生に遅刻と欠席が目立ち、テスト実施日も全員出席とならなかった。日本語学習への意欲が高
く、お互いに助け合いながら学んでいる学生がいる一方で、意欲の低い学生もいた。このような学生も、
日本人学生との活動やスピーチには積極的に参加することもあったため、学生の学習意欲をうまく刺激
し、日本語学習を促進できるような活動を取り入れることが必要であると感じた。J0 クラスを履修する
学生が、学習意欲を高め、クラスの目標を達成できるように、授業活動を改善していきたい。

2017 年度

J1

授業記録

コース概要
J1 は、日本語を学習したことはないが、ひらがな・カタカナは既習である学生、及び日本語学習の経
験はあっても、ごく限られた知識しか持たない学生を対象とし、週 5 日の授業を通して、日本語での基
礎的な表現を学習する初級のコースである。
コースの詳細は、以下の通りである。
担当者名：＜春学期＞数野恵理（文法 1）
、小柳津成訓（文法 2）
、東平福美（聴解会話）、
神元愛美子（読解・作文）
、井上玲子（総合スキル）
＜秋学期＞数野恵理（文法 1）
、開めぐみ（文法 2）、東平福美（聴解会話）
、
神元愛美子（読解・作文）
、井上玲子（総合スキル）

授業コマ数：週 5 コマ（文法 1、文法 2、聴解会話、読解・作文、総合スキル）
受講者数：春学期 9 名、秋学期 7 名
使用教材：独自教材

目標
日本語の表記や発音を含む、基礎的な能力を身につけ、買い物や道の聞き方など、日常生活の基本的な
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活動で日本語が使えるようにすることを目標とした。また、ひらがな、カタカナ標記、基本的な動詞や形
容詞の活用、約 500 語の単語を学習することとし、各スキルのクラスでは以下を目標にした。
文法 1：名詞文、形容詞文、動詞文それぞれの最も基本的な文型、及び助詞、動詞、形容詞の基本的な活
用について理解し、それらを日常生活の場面で使えるようになること。
文法 2：文法 1 で習った文型や語彙を使って、正確な短作文ができるようになること。
聴解会話：文法 1 で習った文型や語彙を実際の日常生活の場面で使えるようになること。
読解・作文：文法 1 で習った文型が使われている文章を読み、習った文型や語彙を使って 400〜600 字程
度の作文を書けるようになること。
総合スキル：文法クラスで習った文型や語彙を正確に運用できるようになること。未習の語彙や文型が
あっても、対応できるスキルを身につけること。

文型リスト
J1 で扱った文法項目は以下の通りである。
課
プレレッスン

文法項目
・Exchanging greetings
・Learning some survival expressions
・Learning the writing system of Japanese language
・Learning basic numbers
・Learning basic Japanese sentence pattern(Noun sentence)
・Learning basic words(Date、 Time expressions)

１

・Noun sentence ～は～です
・Demonstrative pronoun こ・そ・あ・ど
・Noun modification(kinking nouns) ～の
・Particle “also、 too” ～も
・Particle(question marker) ～か
・Interrogatives なに・だれ・どこ
・Pronominal “one” ～の
・”please give me ---“ ～をください
・Counterword ① ～円、個、才、ひとつ
・Sentence ending particles ～よ、ね

２

・Polite speech and casual speech
・い／な Adjectives as predicate ～は Adj.です。
・Use 2 or 3 adjectives to describe topic
て-form of adjective and sentence connectives ～が、それに、でも
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・い／な Adjectives as noun modifiers
・Interrogatives どんな、どう
３

・Topic-subject construction with adjective predicates
～は～が Adj.です。
・Adverbs indicating ‘degree’
・Explaining reasons ので、から

４

・Verb groups、 dictionary form of verbs
・Polite and casual verb sentences
・Particle を(Object marker)
・～は～を V sentences
・Particle で(Location marker)
・Particle で(Instrument marker)
・Particle に／で(Destination/direction marker)
・Mimetic words ① Eating、 drinking

５

・Giving and receiving something ①
・～は Space/area/pass を V(motion verbs)
・て form of verbs
・Making requests ～てください／～ないでください
・の：Noun equivalent marker
・V て、V て、V。
・Asking permission/Giving permission/prohibition
～てもいい／～てはいけない
・Mimetic words ② Watching、seeing、speaking

６

・～は Object に V sentence
・Topic は V(Intransitive verbs)
・Particle に(Time marker)
・～から～まで
・Duration on time ～間
・Approximate time/approximate quantity ごろ、ぐらい
・Time expressions まえに、あとで、てから
・～と思う
・～だろう／だろうと思う
・Mimetic words ③ Condition of the body

７

・Sentence of existence and locatives いる、ある
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・Counter word ② ～人、枚、冊、本、匹、階
・だけ／しか
・N1 か N2(or)／N1 も N2 も(both、neither)
・N1 は A、N2 は B(Contrast は)
・Noun と／や、Noun/adjective/verb て form、V-たり V-たり
Adjective/verb し
・～かもしれない
８

・V-ている(Continuous action、state)
・Verb with clothing 着る、はく、ぬぐ、かぶる、かける、する
・が used to describe a condition、 scene before one’s eyes
・～中(during、 while、 through)
・もう／まだ
・～ませんか、～ましょう
・Questions word ＋ か／も
・～んです ①

９

・Giving advice ～たほうがいい
・Particle に(amount of frequency per time unit)
・Adverbial usage of adjectives
・Noun になる
・Conditional ①：と
・Chang of state、 condition(adjective + なる)
・Mimetic words ④ Pain
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・に(final destination)／を(point of departure)
・V-たことがある(experience)
・Adjectives indicating one’s own emotion/feeling/desire/pain
・Third person’s emotion/feeling/pain/desire
・Conditional ②：たら
・Even if ～ても

授業の方法
J1 は週 5 日のコースであり、文法 1、聴解会話、文法 2、総合タスク、読解・作文の順番に授業を行っ
た。各スキル別の授業の方法は以下の通りである。
文法 1：文法と語彙のテキストに沿いながら、パターンプラクティスを中心にした練習を行った。
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文法 2：文法 1 で習った語彙や文型について、書き練習を中心とした活動を行った。
聴解会話：聴解では、文法で学習した文法項目に関し、市販の聴解教材を適宜使用しながら聴解練習を行
った。会話では、当該文法項目を使用する実際の場面を設定し、日常生活で使えるようにするため
の会話練習を行った。
読解・作文：隔週で読解と作文のクラスを行った。読解では、文法 1 で習った文型が使われている文章を
読み、質問に答えたり、自分の意見を日本語で述べたりする練習を行った。作文では、習った文型
や語彙を使って 400~600 字程度の作文を書く練習を行った。また、作文の時間には、漢字クイズ
を実施した（希望制）
。
総合スキル：文法で学習した文法項目を使用する総合的なタスクやロールプレイ、スピーチなどを行っ
た。また、必要に応じて聴解や読解も組み込んだ活動を行った。

結果と課題
＜春学期＞
文法 1：J1 は毎週かなりの量の文法項目が導入されるため、特に学期のはじめは既習歴がゼロに近い学
生たちが苦しんでいたが、中盤になって日本語にも日本にも慣れて、少しリラックスした状態で学
べる学生が増えた。積極的に質問する学生も多く、良い雰囲気で学べたと思う。しかし、J1 の文
法を母国で学習したことがあるものの J2 に入る力がなく J1 にプレイスされたある学生は、学期
を通して自分は知っているから簡単だという態度が変わらず、モチベーションも上がらず、伸び悩
んだ。このようなタイプの学生をうまくリードして動機付けしていくことが今後の課題である。
文法 2：全体的に出席率もよく、宿題だけでなく授業中のタスクや練習にも積極的に取り組んで

いる

学生が多かった。また、この時間では週の前半で学んだ文法や言葉を復習する時間にもなっており、
授業の流れとしては、学生から質問のある文法を全体で確認し、重要なポイントを共有してから教
材を使って理解度を確認するために書く練習をおこなった。人数もそれほど多くないため、机間指
導でフォローすることができ、学生も自分の到達度がわかるからか、質問も多く、有意義な練習と
なったようだ。一方で、非常にできる学生がやや時間をもてあますこともあり、そういった学生に
どのようなケアができるかは今後の課題であると思われる。
聴解会話：学期当初は物静かで発話も少ないクラスだったが、徐々に学生たちが打ち解けて、学期後半で
は習った語彙や文型を使って自然と日本語で話せるようになっていた。また、クラスの中でレベル
の差が激しかったのだが、学生同士で教えあったり、助け合ったりしている場面が多々見られて良
かったように思う。今後の課題としては、きちんと文法を定着させ、長い文章の聴解と会話ができ
るようになることである。よって、今後は学生たちが日本語で話したがるような題材を教材として
扱ってみようと思う。
読解作文：読解は、前半は問題なく読めていたが、後半になると一文が長くなり文構造を理解できない学
生が出てきた。そのため、学期の後半は個別で読み進めることが多かった。本文を早く読み終えた
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学生は他の学生をよく助けておりピアで学ぶことができた。ただ欠席が目立ち他の学生と差がつい
てしまった学生や授業の限られた時間内での読解をプレッシャーに感じる学生がいたので、今後は
早い段階からそのような個人差に対応していきたい。作文は、内容と構成を確認しアウトライン作
成までクラスで行った。実際に作文を書くことは宿題になることが多く、学生が宿題を提出しない
場合、文構成や原稿用紙の使用方法を教師が確認することなく終わってしまった。学期後半になり
作文を提出しない学生がおり、期末試験でその影響が出てしまった。全体的には宿題の提出率が高
く、段落構成を考えて書けるようになった。ただ、試験のように限られた時間内でなにも参照せず
に書く練習はしなかったので、今後はクラス内で作文を書くことも考えたい。
総合スキル：このクラスは、日本語の運用能力の向上を目標とし、既習項目を使用したロールプレイを中
心に、スピーチや日本人へのインタビューといった活動を取り入れた。ロールプレイ活動の流れは、
まず授業内でペア決めを行い、その後、ロールカードを提示し、その状況に従って、ペアで会話を
作ってもらった。クラス内で準備できなかったペアは翌日の読解作文、文法、聴解会話のクラスの
前に話し合いや練習をするように指示し、その週の総合スキルのクラスで発表を行うという形態を
取った。毎回異なるペアで活動を行ったため、クラス全員と話す機会ができ、学生同士で助け合う
場面が見受けられた。ロールプレイは 4 回行ったが、初めは緊張していた学生も発表を重ねるごと
に人前で話すことに抵抗感がなくなったようである。また、スピーチ活動を 1 回設けたが、スクリ
プトを見ながらの学生もいたが、前に出ての発表にも嫌がることなく発表できた。しかし、期末試
験のインタビュー対策が不十分であったため、期末試験のインタビューでは質問が理解できない、
または質問に対して、正確に答えられないという学生がいた。今後の課題として、ロールプレイだ
けでなく、質問に対応できるような即興的な練習も授業内に組み込んでいきたいと考えている。
＜秋学期＞
文法 1：今学期は初めて日本語を学ぶ学生ばかりだったこともあり、２~4 課で形容詞と動詞の現在・過
去、肯定・否定、普通体、丁寧体がすべて導入されると、授業の後半では集中力が低下し、かなり
ストレスを感じているのが伝わってきた。しかし、2016 年秋学期からは文法１以外の時間にも文
法の導入練習を少しするようにしており、以前の進め方よりは学生の混乱やストレスが軽減して
いると思われる。今学期は学年暦の関係もあり、プレレッスンと１課の導入に通常より時間をかけ
ることができたため、学生たちはこれまでの学期よりもゆっくりとしたペースで日本語学習をス
タートすることができたこともよかった。また、これまでは 4 課終了後に中間テストを実施して
いたが、今学期から 5 課終了後に変更したので、形容詞と動詞の用法を含め、日本語というもの
に慣れて、学んだことを吸収してからテストに臨むことができたことも効果的で、学期後半は学習
のペースができてきた。特に学習の難しい課のあとは、復習の時間を設けることができたことも、
習得につながった。このようなスケジュールが組み立てられたのはどのタイミングで祝日や休暇
が入るかなど学年暦にもよるが、今後も学習のしやすいスケジュールを組み立てていくこが課題
である。
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文法２：既習項目を使用しての短文作成の書き作業中心の授業であるため、適宜短時間のウオームアッ
プやフリートークの時間を取り単調にならないように努めた。比較的少人数のクラスであったが、
クラスメート同士で質問・確認しあいながら協力して学習を進めている様子がうかがえた。各課で
導入する語彙数および文法事項の多さから、初めは圧倒され気味であったが、各自徐々に自分なり
の学習方法を見出し、コース後半では安定して正確な産出ができるようになった。文法理解力の優
れた２名の学生が毎回活発に質問したが、これらの質問が、他の学生の疑問点を明らかにし、既習
項目との関連付け・使い分け等のフォローに貢献したと考えられる。一方、1 名の学生については、
残念な結果となった。自律学習が徹底せず、各課の導入項目が未消化のまま進んだため、学期が進
むにつれモチベーションが下がっていき、コース後半ではほとんどタスクがこなせない状態になっ
た。今後は、このような学習に困難を抱える学習者に対して、コース担当教員と連携してより効果
的な心理的サポートと学習面の援助がより早い段階からできるようにしたい。
聴解会話：学期前半は一週間の日本語の授業の流れや新出語彙や文法項目を予習してくるという作業に
慣れておらず、聴解会話を行う前日の文法クラスの復習に時間を割いていたが、徐々に慣れてきて、
学生の出来にばらつきはあるものの、学期後半はスムーズに聴解会話の授業が行えた。今学期は聴
解と会話に半々の時間を割くよう努めたが、最終的に聴解の出来が芳しくなかったので、今後は聴
解に重きを置いて時間配分に留意したい。また、聴解で扱う教材も、ただ文法項目の習得が確認で
きる単純なものではなく、間接的で、遠回しの表現が多いものを取り入れていき、日常会話に近い
ものを用いる必要があると考える。
読解作文：読解は、個人で読んだ後、ペアで確認を行い、最後に全体で精読した。ただ、一人で読み進め
ることが困難な学生がいたため、授業中は教師がその学生に付きっきりになることが多かった。そ
れでも、ペアで助け合いよく学ぶクラスだった。宿題として家でもある程度の量を読むようにした
こともあり、結果、長い文章を読めるようになった。作文は、学期前半は原稿用紙のルールを学習
した。その後、テキストの質問とモデル文を参考に作文を書いた。必要な語彙を導入し、内容を考
えるところまでクラスで行った。作文は宿題にすることが多かったが、授業で学んだ表現と文型を
使用し挑戦する姿がみられた。そして最終的には接続表現を効果的に使用し内容ある作文を書け
るようになった。反省点は作文を共有する時間を設けなかったことである。事実、新しい文型に挑
戦せず、無難な文章で終わってしまう作文もあった。クラスメート同士でよい点を学ぶチャンスを
設ければ、より成長できたのではないだろうか。
総合スキル：春学期同様、日本語の運用能力の向上を目標とし、既習項目を使用したロールプレイを中心
に、スピーチや日本人へのインタビューといった活動を行った。授業の前半は『初級日本語げんき』
を使用し、各課で導入された文法や語彙を使って簡単な口頭練習を行った。授業の後半では使える
文法や語彙が増えたことからロールプレイやスピーチを扱った。スピーチ活動では、学生たちは各
自テキストを見ながら限られた文法や語彙を駆使してスクリプトを作成し、日本語を運用すること
ができた。学生の中には J1 以上の文法や語彙を使用して発表する者もいたが、クラスメートにも
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わかるように、ハンドアウトを準備していた。今学期はスケジュールの関係上、文法の導入や練習、
聴解練習なども授業で行ったため、春学期のようにロールプレイの練習や発表に時間を十分に取る
ことができなかった。春学期同様、クラスで準備して発表という形を取ったが、今回のように変則
的なスケジュールの場合、授業外でできるところは宿題としてもよかったかもしれない。今後は授
業内で会話練習をできるだけ多く確保するための授業運営を心掛けたい。

2017 年度

J1S

授業記録

コース概要
J1S は、日本語学習の経験はあっても、ごく限られた知識しか持たない、あるいは文法項目が既習であ
っても、運用能力が不足していると思われる学生を対象とした、初級のコースである。週 3 日という少
ない授業時間の中で、既習の文法項目も含め、運用能力を高めることを目的としており、週 5 日の J1 コ
ースよりも、ややレベル的に上の学生を対象としている。
コースの詳細は、以下の通りである。

担当者名： ＜春学期＞数野恵理、浅野有里、桃井菜奈恵
＜秋学期＞数野恵理、長谷川孝子、桃井菜奈恵
授業コマ数：週 3 コマ（文法、聴解・会話、読解・作文）
受講者数：春学期 9 名、秋学期 13 名
使用教材：独自教材

目標
日本語の表記や発音を含む、基礎的な能力を身につけ、買い物や道の聞き方など、日常生活の基本的な
活動で日本語が使えるよう、運用能力を高めることを目標とした。また、ひらがな、カタカナ表記、基本
的な動詞や形容詞の活用、約 500 語の単語を学習し、４技能を総合的に伸ばすことを目標とした。

文型リスト
J1S で扱った文法項目は J1 と同様であるので、省略する。

授業の方法
J1S では、各課を 3 コマないし 4 コマで学習するというペースで進めた。各課の授業運営は以下の通
りである。なお、3 コマで 1 課の場合は文法の時間を 2 コマ、4 コマで 1 課の場合は文法の時間を 3 コマ
に増やした。
文法、聴解・会話：文法と語彙のテキストに沿いながら、既習項目の確認とパターンプラクティスを行っ
た。さらに、習った文型について、聴解、会話、短作文等の運用練習を行った。その際、文型の単
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独での使用だけでなく、複数の文型を組み合わせた練習にも重点を置いた。
読解・作文：隔週で読解と作文のクラスを行った。読解では、文法で習った文型が使われている文章を読
み、質問に答えたり、自分の意見を日本語で述べたりする練習を行った。作文では、習った文型や
語彙を使って 400~600 字程度の作文を書く練習を行った。また、作文の時間には、漢字クイズを
実施した（希望制）
。

結果と課題
＜春学期＞
学生たちは学習意欲が高く、全員が学期末まで熱心に日本語を学び、力を伸ばした。特に作文は全員が既
習文型をたくさん用いて 600〜800 字程度のまとまりのある作文が書けるようになった。また、７月の日
本語教育センターのスピーチコンテストに参加して、堂々とスピーチをする学生もいた。J1S の今後の
課題は聴解力を上げることである。このクラスは日本語を勉強したことのある学生がほとんどで、J1 に
比べ全般的に日本語力が高いが、期末の聴解テストの結果が J1 よりも悪かった。J1 は週に５日授業が
あり週に２日は聴解会話やトータルスキルの時間が確保されているのに対し、J1S は週に３日であるた
め聴解練習や総合的な運用練習の時間を確保するのが難しい。各課で聴解を練習することにはなってい
たものの、聴解練習にかけられる時間は短く、また時間が足りずに聴解練習を省略してしまうこともあ
った。今後は各課で毎週聴解練習をすることを徹底したい。
＜秋学期＞
春学期に比べ、日本語力に差のあるクラスとなった。今学期は学習した文法や語彙がかなり正確に使え
るようになった学生がいた一方、授業内で理解はしても定着に至らずに伸び悩む学生も複数いた。しか
し、欠席が少なく課題の提出率も良かったので、少しずつではあるが、上達が見られた。特に、作文は時
間をかけてよく考えながら書いていた。既習文法を積極的に使い、内容のある文章が書けるまでになっ
た。また、目標文型を使った会話の練習では積極的に話をしていた。しかし、クラス外で日本語を使用す
る時間が少なかったようだ。授業だけでは、相手の言っていることを瞬時に理解をして、返答する会話の
練習が足りなかったかもしれない。
聴解は、春学期の反省を踏まえ、練習の時間を増やしたが、あまり結果につながらなかった。日本語に
慣れている学習者はそれほど問題がなかったが、文型や語彙を覚えていない、主語の省略がわからない、
音にも慣れていないような学習者は苦戦していた。授業時間も限られており、授業内の聴解だけで能力
を上げることは難しいため、今後はネットなどで視聴できる教材を紹介したり、日本人と話す機会を持
つようにさせたりして、学生が自律的に学ぶことができる機会を作ることが課題である。

2017 年度

J2

授業記録

コース概要
J2 は、非常に基本的な日本語（動詞や形容詞の基本活用、語彙 500）を身につけているものを対象と
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する。週 5 日、毎日スキル別（文法 1、文法 2、聴解会話、読解作文、総合スキル）に授業が展開されて
いるが、基本的には文法 1 で習う文法項目、語彙、表現を軸に他のスキルは展開されている。
担当者名：＜春学期＞嶋原耕一（文法 1）
、小柳津成訓（文法 2）
、西内沙恵（聴解会話）、
桃井菜奈恵（読解作文）
、保坂明香（総合スキル）
＜秋学期＞嶋原耕一（文法 1）
、開めぐみ（文法 2）、西内沙恵（聴解会話）
、
桃井菜奈恵（読解作文）、小森由里（総合スキル）
授業コマ数：週 5 コマ（文法 1、文法 2、聴解会話、読解作文、総合スキル）
履修者数：春学期 11 名、秋学期 14 名
使用教材：独自教材

目標
接続詞や接続助詞を用いた複文の作成を含む、J1 よりやや進んだ日本語能力を身につけ、日常生活に
必要な簡単な会話や自分の意見伝達が日本語でできるようにすることである。語彙数については 1000 を
目標に増やす。
文法 1：さまざまな接続詞や接続助詞、文末表現、時間の表現などを理解し、それらを日常生活の中で使
えるようになることが目標である。初級文法の理解と口頭練習を行うことにより、アカデミック場
面、日常生活場面で簡単な日本語によるコミュニケーションができるようになることを目指す。
文法 2：さまざまな接続詞や接続助詞、文末表現、時間の表現などを理解し、それらを組み合わせて基本
的な複文が正確に作れるようになることを目標とする。初級文法を使った短い文を作成すること
で、語彙の活用、接続、助詞等の定着を目指す。
聴解会話：文法 1 で習った文型や語彙を実際の日常生活の場面で使えるようになることが目標である。
日本語を数多く聞いたり、話したりすることにより、アカデミック場面、日常生活場面での簡単な
コミュニケーションができるようになることを目指す。
読解作文：文法 2 で習った文型や語彙を使って、簡単な作文が書けるようになること、及び、簡単な日本
語の文章が読めるようになることを目標とする。
総合スキル：文法 2 で習った文型や語彙を正確に運用できるようになることと、未習の語彙や文型があ
っても対応が出来るスキルを身につけることを目標とする。また、実際のコミュニケーション場面
で必要とされる瞬発力を身につけ、コミュニケーション能力を高めることを目指す。

文型リスト
J2 で扱った文法項目は以下の通りである。
課

文法項目
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1

2

1.

Review (J1 sentence patterns)

2.

Speaker’s Volition: I think I will ～ Volitional form と思う

3.

Speaker’s Intention： I intend to ～ ～つもりだ

4.

～んです②

5.

Mimetic words ⑤ Laughing、 Crying、 Anger

1.

Can; indicating one’s ability ～ことができる・可能形

2.

Verb/Adjective すぎる：Overdo～/Too～

3.

て form for indicating reason why one cannot do V 理由の「～て」

4.

Anything、 Anyone、 Anytime、 Anywhere、 Any Noun

何でも・誰で

も・いつでも・
どこでも・どんな N

3

5.

Particle で: indicating required cost、 required time 値段・時間内の「で」

6.

のに: Although、 Even though

7.

Mimetic words ⑥ Feelings

＊Review のに、が／けど、ても

1. V-方 How to V
2. V ながら V：Doing two things simultaneously
3. Have something with/on、 possession、 own ～がある
4. Obligation: Must / Have to ～なくてはいけない／なくてはならない
5. Concession: Not have to / It is all right if it’s not ～

～なくてもいい

6. By (time)：までに ／ Until (time) まで
7. Mimetic words ⑦
4

Weather

1. When～: ～とき～
2. Noun が要る・役に立つ
3. Comparative constructions 比較

A は B より・A のほうが・A ほど・～の

なかで一番
4. Adverbs often used in a daily conversation せっかく ちゃんと 一応
5

1. Try doing something and see: ～てみる
2. Giving and Receiving Something さしあげる・いただく・くださる
3. Noun modifiers 名詞修飾
4. Mimetic words ⑧ Nature

6

1. Intransitive Verbs and Transitive Verbs 自動詞・他動詞
2. V て ある
3. Intransitive V ている

vs Transitive V てある

4. Mimetic words⑨：Sleeping
14

5. Compound Verbs ① Ｖはじめる・Ｖおわる・Ｖやむ・Ｖつづける
7

1. V て おく
2. ～が V

みえる・きこえる・する

3. Giving and Receiving (favors、 some acts) ～てあげる・もらう・くれる
4. Want someone to do some action: V てほしい・もらいたい・いただきたい
5. 〜が・けど（けれども）
6. Imitative words：Caught a Cold ?
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1. あいだ VS あいだに
2. Purpose in coming and going ～に行く・来る・帰る
3. い-adjectives derived from verbs Ｖにくい／Ｖやすい
4. Expressing Purpose: ために・ように
5. Review: Various expressions for purpose
6. Compound Verbs ② Ｖあう・Ｖかける

9

1.

伝聞 Hearsay、 Conveying information getting from another person、 media
～そうだ・ということだ・とのことだ

2.

V てしまう

3.

Review: V ている、V てある、V てみる、V おく、V てしまう

4.

[Question words] か / ～かどうか

5.
6.
7.
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V1 ないで V2 without doing V1、 do V2
Imitative words : Hitting、 Breaking
Compound Verbs ③Ｖなおす・Ｖかえす

1.

推量の表現 ① Expressing Speaker’s Guess、 Conjecture ① そうだ

2.

Decisions: ～ことにする・～ことになる

3.

Rules: ～ことにしている / Customs: ～ことになっている

4.

比ゆの表現 Expressing Resemblance、 Figurative expressions ～ようだ・
みたいだ

5.

V-て

いく・くる do V and come/go

6.

Imitative words : Animals、 Birds

授業の方法
読解作文（月）
、文法 1（火）
、聴解会話（水）、文法 2（木）、総合タスク（金）の順番に授業が行われ
た。各スキル別の授業の方法は以下の通りである。
文法 1：文法と語彙のテキストに沿いながら、パターンプラクティスを中心にした口頭練習を行った。毎
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回授業のはじめに、新出語彙を暗記しているかどうかを確認する「語彙クイズⅠ」を行った。また、
新出語彙の理解度を確認するために「語彙シートⅠ」を宿題にした。
文法 2：文法のテキストに沿いながら、短作文を書く練習を行った。毎回授業のはじめに、新出語彙を正
しく活用、運用できるかどうかを確認する「語彙クイズ 2」を行った。また、新出文法の理解度を
確認するために「文法シート」を宿題にした。
聴解会話：聴解では、文法で学習した文法項目を、市販の聴解教材を適宜使用しながら聴解練習を行っ
た。また、毎回、各課の代表的な文型を使った文章のディクテーションを実施した。会話では、当
該文法項目を使用する実際の場面を設定し、日常生活で使えるようにするための会話練習を行った。
また、新出語彙の運用の正確さを確認するために「語彙シートⅡ」を宿題にした。
読解作文：読解では、様々なジャンルの文章を読んでから、そのトピックについて簡単なディスカション
を行った。さらに、授業で扱ったものとは違うジャンルの読み物を宿題にした。作文では、文法で
学習した文型を使ったモデル作文を読み、600～800 字程度の作文を書く練習を行った。また、隔
週で漢字クイズを実施した（希望制）
。
総合スキル：既習文法、語彙を使って四技能を総合的に使用するタスク、ロールプレイ、スピーチ等を行
った。また、毎回授業のはじめに、新出文法を理解しているかどうかを確認する「文法クイズ」を
行った。

結果と課題
＜春学期＞
文法 1：真面目な学生が多く、教師の説明を熱心にメモしながら、文型理解に努める姿勢が見られた。予
習をしている学生も多く、よかったと思う。ただそれと同時に、クラス内での口頭練習には消極性
が見られ、文型を理解できていても発話に結びつかない学生が多かった。練習で間違っても問題な
いことを学生には伝えたが、最後までその消極性は改善されなかった。どんなことでも発言できる
雰囲気を作れなかったことが、反省点である。またコース後半には休みがちになる学生もいたが、
11 名クラスの中ではフォローすることも難しかった。予習や理解の程度に差があるときに、どの
ように導入と基本練習を進めれば全員の学習が促進されるか、考え続けていきたい。
文法 2：全体を見ると、自分から積極的に教師からの質問に答えるというより、教師から指名されてから
答えるというおとなしめの学生が多かったが、学生同士の助け合いが活発で、ある学生がある文法
に関する質問をすると、教師が答えるまえに他の自信がある学生がそれについてコメントをする
など非常に協力的な雰囲気のクラスであった。この時間では主に週の前半で学んだ文法の復習を
することを目的として主に書く練習を行ったが、お互いに表記で内容を確認できるため、よい復習
になったようだ。また、クラスサイズがそれほど大きくなかったため、机間指導で学生のフォロー
をほとんどカバーすることができた。しかし、自信がない学生、逐一チェックしてもらいたい学生
に時間が割かれることがやや多く、よくできる学生への対応が手薄になるきらいもあったため、今
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後、クラスサイズの変化によっては異なった工夫やアプローチを検討する必要もありそうだ。
聴解会話：協力的な学生が多く、分からない点があったときは全体で共有し解決に導く、前向きな姿勢が
伺えた。ただ、日本語を運用すること自体には消極的だった。練習そのもの以外での発言の場面で
も、日本語が話しやすい環境が作れなかった点を反省している。一方、毎回聴解問題に取り組んで
いたところ、全文は聞き取れなくても、必要な情報をうまく聞き出すスキルが多くの学生に身につ
いた。しかし、休みがちな学生とそうでない学生とで、力の差が後半にはできてしまっていた。休
んでしまった学生への学習サポートも課題である。
読解作文：読解では、テキスト中の細かい表現が気になってしまう学生が多く、確認に時間がかかり、授
業開始後から前半にかけては進む速度がゆっくりになってしまうことも多かった。授業後半は、日
本語の基礎が付いてきたこととクラスの団結力が高まったことで、わからないところがあるとお互
いに英語を用いて説明するなどして助け合うようになり、読むスピードも上がった。スピードは各
自差があったため、クラス全体の音読やグループリーディングなどをすることで補った。一方、最
後まで語彙・文法の力がついておらず構造を意識できない学生もいた。そういった学生への対応が
今後の課題である。作文では、テキストのテーマを導入後、必要な語句を導入、モデル文を読み、
構造を確認してから、テキストの質問に答えるところまでクラスで行った。前半ではモデル文の理
解に時間がかかることが多く、テキストの質問に答えこれから書く作文を意識させることに時間を
十分割けなかったこともあった。テキストの質問に答える箇所は、各自考えた後、ペアもしくはグ
ループでも共有する時間をとったが、テーマによってはとても盛り上がり、内容をより深めること
ができていた。提出物の内容も回を重ねるごとに成長が感じられ、習った文型をうまく使いながら
自分の知っていることや考えを出そうという意気込みが感じられる文章を書く学生が多くいた。自
分の書きたいことについて妥協しない意欲的な学生が多かった。一方、欠席してしまう学生がかな
りおり、宿題を遅れて提出する学生などは頑張りが成績に反映されず残念だった。継続的な授業の
参加と課題提出の徹底が今後の課題である。
総合スキル：学んだことが実際使用に繋がることをコースの目標とし、インタビュー活動やスピーチ等
の実践的な活動を授業に取り入れた。また、具体的な計画立案の際には、四技能がバランスよく育
成されるよう努めた。しかしながら、コース前半は当該文法が十分に理解されていないために、復
習を強化しなければならないことがあった。このため、インタビュープロジェクトは当初より課題
内容を縮小し、課題作成の時間を短縮して実施した。活動により復習の時間が割かれるため、プロ
ジェクトの実施を検討したが、学生は総じて一連の活動を意義のある学習だと捉えていたようで
ある。自主的且つ能動的に言語を使用する機会は、今後も引き続きトータルスキルのクラスに取り
入れて行くべきだと思われるが、同時に、復習によって確認と定着の機会が与えられるクラスでも
あるので、いずれの面も強化する必要があると考える。
＜秋学期＞
文法 1：全体的に授業中の取り組み方は熱心であり、質問にも練習にも積極的だった。学生間のレベル差
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は大きかったものの、お互いに助け合いながら学ぼうとする姿勢も見られた。コースの初めには予
習が不十分である学生も見られたが、予習が前提で授業を進めることを強調した結果、それは徐々
に改善されていった。ただ、一部の学生は J1 の文型が定着しておらず、J2 の口頭練習が難しい場
面もあった（て形が正確に作れないため、
「～てしまう」の変形練習ができない、など）
。一方で J2
文型が既習である学生には、口頭練習を多めにさせたかったが、全体の理解促進を優先させると、
口頭練習に時間を割けないときもあった。レベル差のあるクラスでどのように、みなが習得を進め
ていけるか、今後の課題としたい。
文法 2：学習者間で運用力に差があり、3 グループに分かれていた。取り組みは全体的に良かったが、グ
ループ内だけで相談・協力し、クラス全体としてのまとまりはなかった。短文作成の各自取り組
み、机間巡視をして個々に訂正・フィードバックをした。学生のレベルに応じ、適切なフィードバ
ックをするよう心掛けた。今後の課題は教材の充実である。短文作成問題は、ともすればその課で
の導入文型のみを扱ったものが多い。新出文型が定着していない学生には有益であるが、既にその
文型を習得した学生には易しすぎてやる気をそぐものである。学習者が文型の定着レベルに応じ
て、問題を選択し取り組めるよう、難易度の低いものから高いものまでを用意する必要がある。ま
た、難易度の高い問題には、直近の既習文型・語彙を取り込みリサイクルすることで、既習項目の
運用力強化につなげるようにしたい。
聴解会話：穏やかで控えめな学生が多かったが、全体的に協調性が高く、意欲的に取り組んでいた。しか
し、新規の語彙や文型が積み重なるにしたがい、理解・運用の力の差が開いていった。なお、めげ
ずに出席し、宿題に励み続けた学生は、そのような努力が成績に反映された。ただ、学生間の力の
差を埋めるために基礎的な練習に多く時間を割いたことで、定着が進んだ学生には手持ち無沙汰
に感じられる時間があったと思われる。今後は、毎時間それぞれの熟達度に適していたり、得意な
技能が活かされたりすると感じられる活動を取り入れたい。
読解作文：読解では、主に、ウォーミングアップと必要な語句の導入、クラス全体で音読、意味確認をし
ながら全体で精読、またはグループリーディングなどを行い、問題に答える作業に入るという流れ
で授業を行った。学生のレベル差が大きいクラスだったが、わからないところがあるとグループで
お互いに英語を用いて説明し、助け合うなど学生も努力をしていた。また文法の正確性に欠ける学
生が多くいたため、読解問題への答え方の指導にも時間をかけた。回を追うごとに、全体的に読む
ことに慣れ、読むスピードも上がったように感じられたが、語彙・文法の力が追いつかず、途中で
集中力が切れてしまい読むことを諦めてしまう学生もいた。そういった学生への対応が今後の課
題である。作文では、テキストのテーマを導入後、必要な語句を導入、モデル文を読み、構造を確
認してから、テキストの質問に答えるところまでクラスで行った。前半ではモデル文の理解に時間
がかかることが多く、これから書く作文のためにいくつかの質問に対する答えを考える時間を十
分割けなかったこともあった。テキストの質問に答える箇所は、各自考えた後、グループで共有す
る時間をとったが、テーマによっては盛り上がり、内容をより深めることができていた。提出物の
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文法の正確さ、内容ともに回を重ねるごとに成長が感じられ、習った文型を最大限に使いながら自
分の知っていることや考えを出そうという意気込みが感じられる文章を書く学生が多くいた。学
生間の日本語力のレベル差が大きかったため、読解・作文どちらにおいてもコントロールが必要だ
った。読むスピード、理解の確認にかける時間調整をしたが、わからない学生もついてこられるよ
うに配慮した結果、レベルが上の学生が退屈することもあったように思われる。レベルが上の学生
の授業参加をより促すことができるようにすることも今後の課題としたい。
総合スキル：ペアやグループによる発話練習、さらに日本人学生へのインタビュー活動、スピーチなどを
通して日本語の運用能力の向上を目指した。アクティビティを楽しみながら、積極的に取り組む学
生が多かったが、一方で、新しい文型・文法項目が理解できていない学生も多く、授業中に新しい
項目を確認するための時間も必要だった。今後は、文法項目の定着をはかりつつ、実践的活動も十
分に取り入れられるように授業内の時間配分を工夫したい。

2017 年度

J2S

授業記録

コースの概要
J2S は、J2 と同様に初級半ばの学生を対象としたコースである。但し、J2 が週 5 日で行う内容を週 3
日で進めるクラスのため、J2 よりは若干日本語能力が上のレベルの学生を対象としている。J2 のように
スキル別に授業が展開されるのではなく、文法項目を導入した日に口頭練習、短文作成、聴解会話といっ
た四技能の練習もしていく。

担当者名：＜春学期＞神元愛美子、三浦綾乃、金庭久美子
＜秋学期＞神元愛美子、三浦綾乃、金庭久美子
授業コマ数：週 3 コマ（文法、聴解会話、読解作文）
履修者数：春学期 9 名、秋学期 13 名
使用教材：独自教材（J2 と同じもの）

目標
接続語や接続助詞を用いた複文の作成を含む J1 よりやや進んだ日本語能力を身につけ、日常生活に必
要な簡単な会話や自分の意見伝達が日本語でできるようにすること、語彙数を 1000 に増やすことを目指
す。また、J2 で習う文法項目を理解すると同時に、実際のコミュニケーション場面を意識し、運用能力
の向上をはかることも目指す。

授業の方法
語彙リストの語彙やテキストの文法の予習を前提とし、授業では、それらを日常生活で使えるように
するための練習を行った。
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具体的には、文法テキストの各課を 2 回のクラスで学習するペースで進めた。まず、1 回目のクラスで
は、パターンプラクティスを中心とした口頭練習を行い、2 回目には聴解練習、会話練習、短文作成など
を行った。
読解作文については、J2 と同様、毎週、読解または作文を一課ずつ進めた。また、適宜、授業では扱
わなかったジャンルの読み物を宿題とした。

結果と課題
＜春学期＞
春学期は特外生以外に、研究員の参加があり、9 名のクラスとなった。クラスの雰囲気は非常によく、
真面目な学生が多く、お互いに刺激しあいながら学習を進めることができたと思う。きちんと予習をし
て授業に臨み、自宅でも復習をしていた。しかしながら、理解の進みが遅い学生もいて、授業での再度の
説明でようやく理解できる学生もいた。特に聴解においては差が開いたように思う。宿題の遅れ提出は
得点にならないが、自分の勉強のためにきちんと提出する学生がほとんどであり、前向きに取り組んで
いた。アクティビティは全員積極的に参加し、運用につなげることができたと思う。漢字の希望者が 5 名
おり、5 回中 4 回まで進めることができた。
＜秋学期＞
秋学期は 13 名で、そのうち大学院生は 5 名であった。メンバー全員がお互いに刺激しあいながら学習
を進めるクラスであった。ペアワークは非常に積極的でよかったと思う。きちんと予習をして授業に臨
み、授業中に鋭い質問をする学生も見られたが、欠席がちで重要な文型が抜けてしまう学生や宿題の提
出が未提出の学生もあり、意欲の差が最終的に結果に表れた。学期の最初のころは、自分から話すことが
なかなかできなかったが、授業内で学んだ語彙や文法などを会話や作文などで積極的に使ってみようと
いう姿勢が見られた。今後の課題は聴解である。聴解テストでは十分に点数を伸ばすことができなかっ
た。週 3 回の授業で聞き取り練習を多く取り入れるのは難しいが、教師以外の声を聴かせることも重要
である。引き続き聴解の指導ができるような運営を考えていきたい。

2017 年度

J3

授業記録

コース概要
J3 は日本語の基礎を習得している者(1,000 語程度の語彙及び初級前半の文法等)、日常生活の基本的
活動(買い物や依頼など)が日本語でできる者を対象とした初級後半のコースである。週 5 日授業が 展開
され、スキル別(文法、聴解会話、読解、作文、総合スキル)に学習を行う。

担当者名：＜春学期＞小森由里（文法）
、東平福美（聴解会話）、
長谷川孝子（読解）
、山内薫（作文）数野恵理（総合スキル）
＜秋学期＞小森由里（文法）
、東平福美（聴解会話）、森井あずさ（読解）、
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山内薫（作文）
、武田聡子（総合スキル）
授業コマ数：週 5 コマ（文法、聴解会話、読解、作文、総合スキル）
受講者数：春学期 7 名、秋学期 7 名
使用教材：独自教材

目標
より複雑な初級文法の導入および既習の文型の運用能力向上を目指した。その中で、各スキルのクラス
では以下を目標にした。

文法：条件や仮定の表現、受身や使役などを含むやや複雑な初級文法を理解し、それらを日常生活の中で
使えるようになること。
聴解会話：文法で習った文型や語彙を実際の日常生活の場面で使えるようになること。
読解：未習語彙や未習文型が一定程度含まれている文章であっても、これまで学習した語彙や文型の知
識を応用して文章の内容を理解する力を身につけること。
作文：文法で学習した文型や語彙を使って簡単な作文が書けるようになること。
総合スキル：文法クラスで習った文型や語彙を正確に運用できるようになること。未習の語彙や文型が
あっても、対応できるスキルを身につけること。

文型リスト
J3 で扱った文法項目は以下の通りである。
課

文法項目

1

Sentence patterns you should know for this level

2

1. 推量の表現 Expressing a Speaker’s Guess、 Conjecture ② ようだ・みたい
だ
2. 推量の表現 Expressing a Speaker’s Guess、 Conjecture ③ らしい
3. Time Expression ところ
4. Time Expression ばかり
5. ～がえり
6. Review：Time Expressions
7. そうだ、ようだ、みたいだ expressions often used in a daily conversation

3

1. 条件 Conditional ③ ば
2. ～ずつ
3. V-ていく／くる Change
4. Change of one’s behavior
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5. Change of one’s ability
6. Review：Expressions for talking about some change
7. Adverbs indicating various changes
8. Adverbs often used in daily conversations ③ やっぱり・実は
4

1. 条件 Conditional ④ なら
2. V-ようと思う／V-ようとする
3. V-ようとしたができなかった、V-ようとしてもできない
4. Fraction 三分の一、五分の一
5. Review：条件 Conditional

5

1. 推量の表現 Expressing Speaker’s Guesses、 Conjecture ④ はずだ
2. Review：Various expression for Speaker’s Guess、 Conjecture
3. ～の多く
4. ～以外、以内、以上、以下
5. Compound Particles ① ～について、～にもとづいて
6. Adverbs often used in daily conversation ④ 確か・とっくに

6

1. 受身 Passive Verbs
2. Direct Passive Sentences 直接受身
3. Indirect Passive Sentences 間接受身
4. 受身形（Passive Sentences）and てもらう Sentence
5. Compound Particle ② ～によって
6. Sentence ending particles 終助詞

7

1. Giving an Instruction ～なさい・ないでください・てはいけない
2. Imperative form Command、 Prohibition 命令形、命令、禁止
3. Indirect Imperative：～ように 言う／伝える／頼む
4. Review：Expression for Cause、 Reason
5. Compound Particle ③ ～のかわりに、～にくらべて

8

1. 使役：Causative Sentences
2. Causative Verbs VS V-てもらう／くれる
3. ～のは～です (emphasizing)

9

1. 使役受身 Causative Passive Sentences
2. Causative V-てもらう／くれる／あげる
3. 使役受身 VS 使役-て もらう／くれる／あげる
4. ～ことに one’s feeling、 emotion
5. Noun のこと VS Noun
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10

1. Review：受身、使役、使役受身、V－てもらう／くれる／あげる
使役-てもらう／くれる／あげる
2. Introduction to 敬語 (Honorific、 humble expressions)

授業の方法
J3 は週 5 日のコースであり、文法、聴解会話、読解、作文、総合スキルの順番に授業を行った。各ス
キル別の授業の方法は以下の通りである。

文法：文法と語彙のテキストに沿いながら、パターンプラクティスを中心にした練習を行った。
聴解会話：聴解では、文法で学習した文法項目に関し、市販の聴解教材を適宜使用しながら聴解練習を行
った。会話では、当該文法項目を使用する実際の場面を設定し、日常生活で使えるようにするため
の会話練習を行った。
読解：様々な長さやジャンルの文章を読み、自分の意見を述べ合う練習を行った。
作文：文法で学習した文型を使ったモデル作文を読み、800～1,200 字程度の作文を書く練習を行った。
また、隔週で漢字クイズを実施した（希望制）。
総合スキル：文法で学習した文法項目を使用する総合的なタスクやロールプレイ、スピーチなどを行っ
た。また、必要に応じて聴解や読解も組み込んだ活動を行った。

結果と課題
＜春学期＞
文法：出席率も宿題の提出率も高く真面目なクラスだった。文法の教科書を予習し、積極的に質問する複
数の学生がクラスをリードしてくれたため、単調になりがちな文法項目の導入・練習が活気のある
ものになった。期末試験では、総じて教科書の問題を復習して臨んだことが伺えたが、一方で、
「使
役」
「受身」
「使役受身」が十分に身についていないことも明らかになった。今後は、
「使役・受身」
が定着するよう指導することを課題としたい。
聴解会話：大変真面目な学生たちで、毎回皆日本が好きで日本語を話したいという意欲が伝わってくる
クラスだった。しかし、聴解に関しては期末試験の結果が全体的に芳しくなく、その理由として
は普段の聴解練習では新出の語彙や文法が明示されていたこと、一度聞いてわからなくてももう
一度聞けるという安心感があったことなどが挙げられる。また、期末試験や日本語能力試験のよ
うな問題に慣れていなかったのも大きい。会話でも、日常会話や実際の場面に近いロールプレイ
となると、こちらが意識して新出の語彙や文法を明示しない限り、普段使用する初級の文型や言
い回しの化石化が見られた。よって、今後の課題としては、J3 で習ったものを定着させつつ、実
際の場面に応用できる聴解と会話の教材を準備する必要があると考える。
読解：学習者の学習歴や背景が違っていて、文章を理解する時間にかなりの差があった。文章の種類を考
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えながら読むこと、全体の文章構造を捉えること、推測しながら読み進めることなどは身につける
ことができたと思う。しかし、推測だけでは読み進めるのが難しい新出語が多い文章は、内容把握
までにかなりの時間を要していた学生もいたため、学習者に応じた対応を心掛けた。今後は、新出
語の割合にも気をつけて、読解ストラテジーを身に着けるためのトレーニングを考えていきたい。
作文：学生同士が教え合い、協働的な教室風土があるクラスであった。毎回宿題として提出する作文は、
教師が添削した箇所を十分に見直し、次回の作文に取り入れる姿勢が見られた。一方で、学生によ
る語彙力の差が大きく、モデル文の読解の際は、教師が個別対応することでサポートを行った。ま
た、作文力の高い学生には、より自然な言い回しや表現、構成を添削の際に紹介することで、個々
の目標に対応した。本クラスでは作文の書き直しの機会はなかったが、手書きの内容をパソコンに
打ち込み、添削箇所を反映する等、各学生の方法で復習を行うように指導した。期末テストでは、
宿題の作文よりも成果を発揮することができなかったが、それぞれに積み上げてきた文法や表現
を用い、作文を書くことができていた。学生の中には、作文の提出が少ない学生もおり、幾度も相
談の機会を設けた。本学生の出席は少ないわけではなく、やる気も窺えたものの、提出に対する改
善はみられなかった。今後、提出率が低い学生に対し、どの時期に、どのように宿題の提出を促す
のかが課題である。
総合スキル：今学期は日本語力にかなりレベル差のあるクラスだったが、日本語力の高い学生たちは 適
度に発言をしてリードしながらも、他の学生の発言を待つ姿勢があった。また、７人と人数が少な
く、全員が発言しやすい雰囲気があったのもよかった。今学期も計 2 回、日本人学生を招いてビジ
ターセッションをした。留学生一人に対して、一人から二人の日本人学生が来てくれたため、留学
生は自分のレベルに合った日本語で思う存分話すことができたようだ。二回目のビジターセッショ
ンでは、ペアになってスピーチの練習をした後で、観光地を紹介するスピーチをした。練習相手と
なった日本人学生に応援してもらいながら母国の観光地について紹介した。このような活動は各自
のレベルで活動できるのでよかったが、日本語力に差があって中間層がいない場合の授業運営はな
かなか難しく感じられた。できる学生の力をさらに伸ばし、ついてくるのが大変な学生の基礎力を
つけていくことが今後の課題である。
＜秋学期＞
文法：出席率、宿題の提出率が高く、真面目な学生ばかりだったが、予習が期待できなかったことが残念
だった。授業には教科書を読んで臨むよう指示していたが、それができなかった学生がほとんどで
あった。そのため、新しい文型・文法項目の導入に時間がとられ、定着をはかるための練習が十分
にできなかった。特にコース後半の受身、使役、敬語を扱うクラスでは、導入・説明だけに時間が
とられてしまった。今後は、自律学習を徹底させ、授業をより充実したものにするよう工夫した
い。
聴解会話：授業のはじめに語彙クイズの実施と文法の宿題を回収するのだが、授業が終わって語彙クイ
ズと宿題を採点すると、ほとんどの学生が重要な語彙や文法を間違えていることが多かった。中
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には J3 以前の文法が定着していない学生もいたので、学期の途中からは新出語彙と文法項目に
ついてわからない箇所はどこか聞き、先に教えてから、聴解会話に入るよう努めた。その結果、
会話の時間が多少削られてしまったが、学生は丁寧に教科書の内容を学習できたと考える。今後
の課題としては、予習復習を徹底させ、できるだけ聴解会話の時間を確保することだと思われる。
読解：欠席者は時々見受けられたが、クラスの雰囲気はよく、熱心に取り組むクラスであった。授業中も
わからないことがあれば積極的に質問をし、宿題もきちんとこなしていた。授業ではテキストの読
み物を制限時間の中で読ませたあと全体で確認するという流れで進めた。宿題は毎回、別の読み物
を課し、多くの読み物に触れられるようにした。ペアワークで読解問題に取り組ませることも多く、
その時は発言もより活発になり効果的であった。少し複雑な文章になるとひとつひとつ英語に直さ
ないと理解できない場合があるので、日本語をそのまま理解できるようにしていくことが今後の課
題である。
作文：授業態度がよく、毎週の作文の課題においては全員がほぼ期日通りに提出した。出席においても、
体調不良や電車の遅延等のやむを得ない理由以外の欠席や遅刻はなく、大変真面目なクラスであ
った。全体的に語彙が弱く、新学期開始時には L2 レベルの語彙（学生によっては L1 レベルの語
彙）が理解できていなかった。そのため、テキスト中の語彙確認や内容読解に時間を要した。テキ
ストの問いやモデル文の理解に苦労する学生に対しては、クラス全体に向けた説明の後、個別対応
を行った。また、日本語のみで質問や受け答えをする学生がいる一方で、全て英語で確認しようと
する学生も複数人おり、できるだけ日本語を使用するように促した。作文の力においては、学生そ
れぞれに伸びていく様子が窺えた。学期前半の作文においては平仮名の多用や文法・文型・語彙の
誤用が見られたが、後半の作文においてはフィードバックを行った点をよく取り入れ、毎週の進歩
が見られた。今後の課題としては、作文における語彙力向上の方法、具体的には、語彙力の弱い学
生が、テキスト読解や作文において、使える語彙を増やしていけるような方法を検討することであ
る。
総合スキル：日本語の運用能力の向上を目標とし、既習項目を使用した会話、スピーチ、日本人ゲストと
の交流を中心に授業を進めていった。その週に習った文法項目を中心とはしながらも、既習文型や
総合的に運用できる日本語コミュニケーション力を向上するための活動を意識したつもりではあ
ったが、個々の持つ、語彙力、漢字力、発話量などにばらつきがあり、一斉に授業を行うよりは、
個々あるいはペアなどの小さいグループでの活動の方が進めやすかった。個人の性格にもよるが決
して積極的に会話することや公然でのスピーチを好まない学生もいるため、全員に同等の発話量を
期待することはできなかったが、総合スキルということで、会話力に限らず、読解、作文、聴解な
ど総合的に扱うことを心掛けた。しかしながら、日本で日本語を学ぶことは、日本で生活をするた
めのコミュニケーションに必要な力であるということは意識しなければならないと考える。
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2017 年度

J3S

授業記録

コース概要
J3S は、日本語の基礎を習得し、1000 語程度の語彙力を持ち、初級文型が既習であるが、それらの運
用能力が不足していると思われる学生を対象としている。週 3 日の授業の中で、既習の文法項目を確認
し、その運用練習を行い、中級へとつなげていくためのコースである。
コースの詳細は、以下の通りである。

担当者名：＜春学期＞嶋原耕一、保坂明香、井上玲子
＜秋学期＞嶋原耕一、保坂明香、井上玲子
授業コマ数：週 3 コマ（文法、運用練習、読解・作文）
受講者数：春学期 12 名、秋学期 5 名
使用教材：独自教材

目標
より複雑な初級文法の導入および既習の文型の運用能力向上を目指した。その中で、各スキルのクラ
スでは以下を目標にした。

文法：条件や仮定の表現、受身や使役などを含むやや複雑な初級文法を理解し、それらを日常生活の中で
使えるようになること。
運用練習：文法で習った文型や語彙を実際の日常生活の場面で使えるようになること。
読解・作文：読解では、未習語彙や未習文型が一定程度含まれている文章であっても、これまで学習した
語彙や文型の知識を応用して文章の内容を理解する力を身に着けること。作文では、文法で学習し
た文型や語彙を使って、きちんとした構成で作文が書けるようになること。

文型リスト
J3S で扱った文法項目は J3 と同様であるため、省略する。

授業の方法
J3S は週 3 日のコースであり、J3 で学習する文法項目が既習ではあるものの、それらを運用するまで
には至らず、使いこなせない学習者を対象に開講されている。そのため、導入よりも、運用練習に力を入
れてコースを運営した。
J3S では、各課を 3 コマないし 4 コマで学習するというペースで進めた。各課の授業運営は以下の通
りである。なお、4 コマで 1 課の場合は（9 課以降）、文法の時間を 2 コマに増やした。
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1. 文法：文法と語彙のテキストに沿いながら、既習項目の確認とパターンプラクティスを中心とした練
習を行った。
2. 運用練習：文法で扱った文型について、聴解、会話、短作文等の運用練習を行った。その際、文型の
単独での使用だけでなく、複数の文型を組み合わせた練習にも重点を置いた。
3. 読解・作文：読解では、様々な長さやジャンルの文章を読み、内容理解のほか、自分の意見を述べ合
う練習を行った。作文では、文法で学習した文型を使ったモデル作文を読み、800～1200 字程度の作
文を書く練習を行った。また、2 課に 1 度のペースで漢字クイズを実施した（希望制）。

結果と課題
＜春学期＞
春学期の履修学生は非常に真面目な学生であった。学期を通してよく学習し、当該の文法や表現を理解
しようと努めていた。学生同士で教え合う姿勢が見られたのも、よかったと思う。ただコースの後半は、
欠席などの理由により学習進度や文法項目の理解度にばらつきが見られるようになった。理解度の低い
学生の底上げだけでなく、理解度の高い学生をさらに引き上げるために、どのような授業運営が考えら
れるか、どちらの学生も意欲をなくさないような練習方法や授業運営を考えていきたい。またテストの
結果からは、文型・表現に対する一定の理解はなされたものの、十分に運用できるレベルには至らなかっ
た学生もいることが分かった。S クラスとしての課題でもあるが、その運用力を上げるための活動を、時
間が少ない中でどのように取り入れていけばいいか、今後の課題としたい。
＜秋学期＞
秋学期の学生数は 5 名であり、小規模なクラスだった。そのため学生一人一人に、教師の目が届きや
すい環境だったといえる。それにも関わらず、試験の結果からは、学期を通して十分に学習が進んだとは
いいがたいことが分かった。その原因としては、主に三つが挙げられる。一つは授業活動に対する積極性
の欠如である。教師に促されてから取りかかるというように、授業活動に対し消極的で、また、質問も少
なかった。二点目は予習と復習が十分になされなかったことである。宿題の提出率が低く、予習を前提に
している授業でも、その予習不足が目立った。そして最後は、遅刻と欠席の多さである。学生にもそれぞ
れの事情はあるものの、継続して出席しないことには、文型の定着や運用力の向上は難しい。教師は上記
三点を改善できるよう働きかけたが、残念ながら最後まで、状況を大きく変えることはできなかった。今
後の課題として、予習復習をしてこない学生に対して柔軟にスケジュールを変えていくことや、授業外
での予習復習を徹底させるような更なる働きかけを、考えていく必要があると感じた。

2016 年度

J4

授業記録

コースの概要
J4 は初級修了段階の学習者を対象とした、初級から中級への橋渡しを行うコースであり、文法・文型、
聴解・会話、読解、作文の 4 クラスで構成されている。このコース全体の目標は、初級で学習した文型を
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確実に定着させることと、
複数の文型を組み合わせて使用できるようになることである。さらに J4 では、
語彙を増やし、流暢さを向上させることも併せて目標としている。
各スキルの詳細は以下の通りである。

＜J4 文法・文型＞
担当者名：＜春学期＞ 小森由里 ＜秋学期＞長谷川孝子
授業コマ数：週 1 コマ
受講者数：春学期 22 名、秋学期 17 名
使用教材：独自教材

目標
初級で学習した文法事項、文型を復習しながら、それらが正しく、流暢に使えるようになることを目指
す。学生が知識として持っている文型や語彙を、日常生活の様々な場面で活用できるレベルに高めるこ
とを目指す。

文型リスト
J4 で扱った文法項目は以下の通りである。

文型

課

表現

①～して、考えさせられた／思い知らせられた
1

「ように」を使った表現

／気づかせられた
②～が～を ～させる
③～は～だけでなく～の問題だ
①～からといって、～が必ずしも～（negative）

2

「ばかり」を使った表現

②～ずに、～
③～のか／のかどうか については ～
「限り」を使った表現 1

①～原因は～ことにある
②～のは～からです
3

③ＡとＢでは～が異なるので～
④ＡやＢは～なので、たとえ～ても～することはない
⑤ＡやＢは～なので、もし～たら～
①～は～ので、～ても、どうしても～てしまう

4

②～は～から、～のに、～と、どうしても～てしまう
③～が～に～を生じさせる
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「限り」を使った表現 2

④～たり～たりするだけでは～
⑤～は～が～であることを利用して～
①～ときに～と～

「意向形」を使った表現

②～ときに～ても～
5

③私は～て～ことに気がついた
④～は～だから、もし～なら～
⑤～ことは～だから、もし～なら～
①～まま～

6

尊敬語

②～つつ～
③～は～なり～
①～ことにしている

謙譲語

②～ことになっている（習慣）
③～ことになっている（予定）
7

④～は～ことから～（理由）
⑤～は～ことから～（judgment）
⑥～は～こととなると～
⑦～は～ことなく～
①～は～つつある

受身

②～は～さえ～
③～でさえ～
8

④～さえすれば～
⑤Noun さえ～ば、～
⑥～とすれば、～ことになる
⑦もし～としても、～
名詞修飾 by using という

①～すると、A は～だが、B は～
②～するときに重要なことは、～か／かどうか という
ことよりは、～か／かどうか ということである
9

③～するときに重要なことは、～か／かどうか という
ことではなく、～か／かどうか ということである
④～ものとしてしまう
⑤～ものとして～
①～にもまして～

10

使役／使役受身

②仮に／たとえ ～にしても～
③いくら～にしても～
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授業の方法
＜春学期＞
授業は 1 回に 1 課のペースで進行した。各課は、既習文法を複数組み合わせた比較的長い文型を扱う
Part 1 と、初級文法を機能別、形式別に取り上げる Part 2 から構成されている。Part 1 も Part 2 も、
ターゲットとなる文型・文法項目を説明後、文を完成させる練習などを通して、文型・文法項目が理解で
き運用できるか確認した。また、各課の Comprehension check と学習した文型・文法を用いた短文作成を
毎回宿題にした。コース後半は、教科書の文法項目に加え、学生たちが苦手とする「敬語」
「使役」
「受身」
「使役受身」を復習する時間も設けた。
＜秋学期＞
毎週１課のペースで授業を進めた。授業の導入では、絵や図を使いながら、その文型の基本義がイメー
ジできるようにした。また、理解が不十分だと考えられる初級の復習も同時に行った。練習は、全体、ペ
ア、グループを組み合わせて行った。毎回の宿題では、その日に学習した文法・文型を使用した短文作成
を行った。

結果と課題
＜春学期＞
総じて、出席率・宿題の提出率のよいクラスだった。授業中も真面目に取り組んではいたが、質問が少
ないことが気になった。新しい文型の導入時にも宿題の返却時にも、学生からの反応がほとんどなく、教
師は学生がどの程度まで理解できているのか把握するのが容易ではなかった。コース後半には、中間試
験で誤りの多かった「敬語」
「使役」
「受身」
「使役受身」を取り上げ、練習問題やクイズをして復習した
が、期末試験でも同じような間違いが繰り返されていた。後半になってから、体調を崩す学生が数名お
り、欠席や宿題の未提出がコース前半よりも増加した。それが影響してか、頑張りどころである後半に失
速気味になってしまい、期末試験は全体的に低迷する結果となった。中間・期末試験の結果から、大多数
の学生が十分に復習していない様子がうかがえた。新しい文型・文法が理解できないうちに次々と別の
新しい項目が導入され、一つ一つが未消化のまま期末試験に臨んでしまったという印象である。今後は、
毎回クイズを導入するなどして、新しい文法項目の定着度合いを確認しながら次に進む必要があると考
えられる。
＜秋学期＞
文型の基本義に注目し状況も考えながら、短文作成を行うことができていたと思う。各自、自分の状況
に関連付けながら、文型を覚えていたようだ。しかし、テキストの文章理解に時間がかかった。漢字語彙
が難しく、文型の理解にまで意識がいかない傾向が見られた。助詞、活用、自他動詞の理解もまだ不十分
な学習者も多かったのも理由の一つと考えられる。短い時間でも、なるべく復習を入れながら進めるこ
との重要性を感じた。今後も、学習者の弱点を見極めながら、必要なタスクを考えていきたい。
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＜J4 読解＞
担当者名：＜春学期＞ 保坂明香、＜秋学期＞開めぐみ
授業コマ数：週 1 コマ
受講者数：春学期 13 名、秋学期 15 名
使用教材：独自教材

目標
さまざまな分野の読解教材を数多く読み、徐々に長い文章にも対応できるようにしていく。読解を通
して使用語彙、理解語彙を増やすとともに、初級文型や初級語彙が使用語彙にまで高まるような練習を
行う。

授業の方法
＜春学期＞
プレレッスンを含む全 12 レッスンを教科書に沿って進めた。教科書は 1 週間に 1 課のペースで進め、
予習として、テキストの読解と内容質問の解答、短文作成を課した。また、クラスの翌週に、本文にある
語彙の理解を確認する語彙クイズを実施した。
テキストは通常、一段落ずつ読み進めた。本文の音読は毎回させ、段落ごとに学生からの質問を受け付
け、その後、ペアまたは教師からの口頭質問や記述式問題で、内容理解を確認し、理解が深められるよう
取り組んだ。
授業の最後には、当該のテーマについて意見を述べる練習を行い、時間に応じてクロスリーディングを
取り入れた。
＜秋学期＞
新出語彙の定着を目指し、読み物の語彙の意味調べと新出語彙を使用しての短文作成を毎回課題と課
した。また、予習として音読をすることを推奨した。授業では、毎回冒頭で語彙クイズを行い、定着を確
認した。読解活動は基本的に、読み物のトピックに関しての短時間の読む前のタスク、読解作業、内容理
解確認のための教師による質問、設問の解答と答え合わせ、話し合い、という流れで進めた。プロセス・
リーディング、ジグソー・リーディング、ペアリーディング、黙読等内容と長さに応じて読み方を変えて
読む作業に変化をつけるよう工夫し、適宜解説と補足説明を行った。読解活動終了後、次回の予習として
のクロスリーディングでは、ペアで新出語彙の意味を確認しクイズに備えた。

結果と課題
＜春学期＞
今学期のクラスは大人しい学生が多く、教師からの質問に対し、積極的に答える学生は少なかった。そ
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のため、ピアリーディングを通常よりも多く取り入れ、発話の機会が多くなるよう努めた。学生たちはピ
ア活動に意欲的で、互いに説明をしたり解答を聞いたりすることで、テキストに対する理解を深めてい
たように思う。
テキストの難易度は、課によって異なるが、今学期の学生にはやや難しかったものと思われる。期末試
験の結果を振り返ると、クラスで読んだ読み物についても誤りが多く、クラスの読解作業で十分に理解
するレベルに到達しなかったことがうかがえる。内容理解の確認は、主に口頭質問で行うことが多かっ
たが、この結果を考慮すると、記述式の問題で個々の能力を確かめたうえで、正確且つ確実に理解できる
よう文字で示したほうがよかったかもしれない。授業の方法と課題内容を再検討したい。
＜秋学期＞
コースは初級修了者対象であるが、受講者全員が非漢字圏の出身であり、初級レベルの漢字語彙もよ
く定着していない学生が多かった。その結果、新出語彙の習得が難しく、多くの読解活動や自律学習を通
しても理解語彙にとどまり、使用語彙として定着したとはいいがたい。中級レベルの読解活動は、語彙の
理解によるところが大きいため、内容の理解にばらつきが見られ、文章の細部についての誤解が多くあ
った。今後は、語彙学習と読解活動により緊密な関係を持たせ、授業内での新出語彙の使用頻度を上げる
など、語彙の定着、運用力強化を意識した授業づくりを心掛けたい。

＜J4 聴解・会話＞
担当者名： ＜春学期＞a クラス：開めぐみ b クラス：井上玲子 c クラス：保坂明香
＜秋学期＞a クラス：小森由里 b クラス：嶋原耕一
授業コマ数：週 1 コマ
受講者数：春学期 a クラス 9 名 ｂクラス 7 名 c クラス 9 名
秋学期 a クラス 11 名、b クラス 12 名
使用教材：
『新・毎日の聞き取り 50 日（上）
（下）』凡人社、
『新装版 なめらか日本語会話』ア
ルク、
『ロールプレイで学ぶ

中級から上級への日本語会話』アルク

目標
日常生活における様々な場面での聴解と会話能力の育成を目指す。相手の話すことを正確に把握し、
それに対して自分の意見などを正しい日本語できちんと発表できるようになることを目標とする。

授業の方法
＜春学期＞
abc クラス
授業はスピーチ・会話・聴解の三つの要素からなる。スピーチはプレゼンテーションのトピックと表現
を導入し、三回の発表を行った。会話は日常会話で使われることの多い表現の練習や、様々な場面におけ
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るロールプレイを行った。またスピーチと会話については、それぞれの音声を携帯電話で録音させ、後か
らそれを聞かせながらフィードバックを与えた。聴解はテキストの問題やディクテーションを通して、
能力向上に努めた。
＜秋学期＞
ab クラス
授業では、前半にスピーチ、中盤に会話練習、後半に聴解練習を行った。スピーチは「最近
の出来事」
「旅行の思い出」について行い、さらに、各自が決めたテーマについて日本人学生にインタビ
ューし、その結果について発表するという活動も行った。会話は、話し言葉に特徴的な助詞の省略や縮約
形を練習したうえで、レストランでの注文や支払い時のトラブル、授業後の学生同士の会話、約束の勘違
いなどに関するロールプレイを行った。聴解は、CD でまとまった話を聞き、内容理解や情報を聴き取る
練習を行った。前の週に練習したロールプレイのモデル会話文や聴解のスクリプトのディクテーション
も毎週行った。

結果と課題
＜春学期＞
a クラス
履修者 9 名が、レベル的に 3 名ずつ 3 グループに均等に別れてはいたが、クラス全体としてはまとま
りがよく学生同士もよく助け合い課題に熱心に取り組んだ。しかし、静かな性格の学生が多く、上位 3 名
を含め指名されれば反応はするが、自主的に話そうとする積極性は見られなかった。
聴解では、様々なトピックを扱ったが、内容によっては導入語彙が多く、大筋では理解できても、細部
の聞き取りができないことがあった。また、扱う教材が多すぎて聞き取りに終始し、定着のための練習時
間が取れなかった。内容的に学生が興味を持てるトピックであっても、テーマについて授業内でディス
カッションをする時間が取れず、結果的に導入語彙の定着にはつながらなかった。
会話の授業では、口頭発表、街頭インタビュー、ロールプレイをしたが、学生は意欲的に取り組んだ。
レベルの高い３名がクラスをよくリードし、消極的な学生の参加を促し、クラス全体のレベルを引き上
げた。ただ、縮約形、助詞の省略など会話特有の表現は、予想以上に時間がかかりコース全体のスケジュ
ールに影響を及ぼす結果となった。今後は、学生のレベル差に配慮しつつ自主的な発話を促し、全員が積
極的に参加できる授業運営を心掛けたい。
b クラス
このクラスの履修者は 7 名と少人数であったため、クラスメート同士がすぐに打ち解け、クラス全体
の雰囲気がとてもよかった。また、非常に真面目なクラスで、教師の指示にすぐに従うなど協力的で、授
業運営がしやすいクラスであった。
会話ではロールプレイ活動を行った。ロールプレイの会話の録音を撮って、教師とともに振り返った。
教師からのフィードバックに熱心に耳を傾け、メモを取る学生がほとんどであった。フィードバック後
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も自主的に練習をする場面が見受けられた。
聴解の内容把握（選択問題）は概ねできていたが、記述問題となると、正確に聞き取れず、細部まで聞
き取って書き取ることが困難な学生が何人かいた。記述問題は学生に板書させて、表現の細部まで全体
で確認するようにした。また、学生の正解率が低い箇所は次週のディクテーションで取り上げ、再度 CD
を聞かせて練習をした。
このクラスはビジネスデザイン研究科の大学院生のクラスで構成されていたため、スピーチで特に調
査発表のフィードバックをしっかりと行った。厳しめに評価をしたので、次の発表ではフィードバック
で指摘した内容がスピーチに反映されていた。
今後の課題として挙げたいのは、会話練習で扱うスピーチスタイルである。授業で扱った縮約形の会話
や、ロールプレイの会話などは、親しい間柄で使用される会話の練習がほとんどであったが、会話練習の
際に、クラスメート同士であっても「です・ます」体が無意識に出ていた。また、教師とのロールプレイ
では、友達との会話であると指定されているにも関わらず、目上の人との会話レベルになることが多々
あった。誰と誰との会話なのか、どのようなスピーチスタイルが状況によって相応しいのかをクラスで
徹底させてからロールプレイに臨むように授業を組み立てていきたいと考えている。
c クラス
全体的に大人しい学生が多かったが、ロールプレイや会話練習等の授業活動には積極的に取り組んで
いた。学生は総じて語彙力が低かったため、語彙の説明に時間が割かれ、予定していた授業内容を終えら
れないことがあった。語彙学習は予習として課し、クラスでは活動に重きを置き、運用力の向上を図るべ
きであったと考える。
スピーチやロールプレイ試験等の準備が求められる課題に対しては、綿密に準備をする学生がいる一
方で、準備をせずに既有の知識、日本語力で臨む学生もいた。スピーチや試験の準備段階に、準備するこ
との重要性を伝えたが、最後まで改善しない学生も数名いた。
期末試験の結果を振り返ると、口頭で受け答える能力は、ある程度到達目標に達成したものと思われる
が、聴解問題の成績が芳しくなかった。通常、クラスで聞いている聴解問題に比べると、試験のほうがや
や難度が高かったことも一因だと考えられるが、学期を通して能力が十分に伸びなかったことは課題と
して残る。授業の進度によって聴解練習が削られることがあったが、能力育成のためにはより多くの聴
解練習が必要であったと考える。
＜秋学期＞
a クラス
熱心な学生がほとんどで、どの活動にも積極的に取り組んでいた。スピーチやインタビュー活動には入
念に準備して臨んでいる様子が窺えた。全員が日本語でスピーチした経験はなかったが、3 回の発表を通
して日本語での発表に慣れ自信が持てるようになっていた。一方、大半の学生は、これまで丁寧体での会
話練習が主だったため、友人同士のカジュアルな会話スタイルには慣れておらず、期末試験のロールプ
レイで、カジュアルなスタイルで適切に会話することができなかった。また、聴解の期末試験の結果も総
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じて芳しくなかった。コースの早い段階で、学生たちの弱点を見つけ出し、それを克服するための指導が
できなかったことが反省点である。今後は、学生たちが練習を必要としている点をできるだけ早く見出
し、柔軟に対応していきたい。
b クラス
熱心な学生が多く、授業を通して着実に力をつけていったと思う。特にスピーチと会話を携帯電話で録
音し、後から聞くという取り組みは、自分の誤りやくせを意識するのに役立っていた。授業内のディクテ
ーションも、学生の復習を促進した。
一方で、スピーチ・会話・聴解の時間配分がうまくいかず、ロールプレイや聴解が急ぎ足になってしま
うことも多かった。また教師として学生のレベルを掴むのに時間がかかり、初めのうちは表現などが十
分に定着しないままに、進めてしまうこともあったように思う。時間配分と早期の学生のレベル把握を、
今後の課題としたい。

＜J4 作文＞
担当者名： ＜春学期＞a クラス：金庭久美子 b クラス：桃井菜奈恵、
＜秋学期＞桃井菜奈恵
授業コマ数：週 1 コマ
受講者数：春学期 a クラス 17 名 b クラス 15 名
秋学期 23 名
使用教材：独自教材

目標
初級文型、初級語彙の定着及び応用力の育成を目的とする。具体的には、初級文型や語彙を使って正し
い文章（単文だけではなく、複文も含めて）が産出できるようになることを目指すと同時に、400～600
字程度の短い文章が適切な構成で書けるようになることを目指す。

授業の方法
授業はテキストに沿って行った。テキストは 1 コマ 1 課のペースで進めた。授業では、新出文型を使
った例文の意味を確認しながら、新出語彙の確認も行った。話し言葉と書き言葉、カジュアルとフォーマ
ルの使いわけにも注目させながら、短作文、パラグラフ作成を行っていった。毎回授業の初めに、前回の
復習としてクイズを行い、習った文型を使って短作文を書かせた。

pre-Lesson
Lesson 1
定義

初級文型確認の短文完成問題。
①留学とは、一定期間外国へ行き、その国の学校などで学ぶことだ。
②私が会社を辞めたことで、家族の生活が大きく変わってしまった。
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③留学は人を人間的に成長させる。
Lesson 2
意見①

①最近、日本の大学生を見ていて気づいたことがある。
②日本の経済が悪くなったのは、日本の政治家が無能だからだ。
③両親の「成績が一番」という考え方が、子供を非行に走らせたのだろう。

Lesson 3
分類

①私は、医者という職業を目指している人は、その目的の点から 2 つのグル
ープに分類されると思う。
②この薬には麻薬のような成分が含まれているため、服用すると眠くなる。
③留学という貴重な経験をその後の人生に役立てたいと思う。

Lesson 4
比較・対照
①

①日本とタイとはどちらも米を食べる国だが、日本とタイとでは、その食べ
方や食べている種類が大変に異なっている。
②日本とタイはどちらも米を食べる国だ。しかし、日本とタイは、その食べ
方や食べている種類において対照的である。
③東京の生活は便利だがストレスが多い。一方、地方の生活は東京ほど便利
ではないが、ストレスは少ない。

Lesson 5
根拠・判断
①

①日本人は、間違った平等主義の方向に進もうとしている。
②私は、日本の社会問題、たとえば「就労者の高齢化」や「若年労働力の不
足」といった経済的な問題に取り組んでいる。
③自分の能力や適性がいかせるなら、転職してもいいと思う。

Lesson 6
定義②

①運動をせずに、食べてばかりいると、太りますよ。
②もしあなたが、自分さえよければいいと考えているとするなら、それはと
てもいけないことだ。
③困っている人に手をさしのべ、弱者を苦しめている企業に立ち向かうこと
こそ、弁護士の役割である。

Lesson 7
比較・対照
②

①速さという点では、飛行機は船とは比べものにならない。
②100％とは言えないまでも、現在では多くの国でクレジットカードが使え
るようになっている。
③現代人の生活にとって、クレジットカードは必要不可欠なものである。

Lesson 8
意見②

①その会社は給料がいい。しかも、残業がほとんどない。そのため、その会
社で働きたい若者は多い。
②私は、親が子どもをしつけるのは当然だと思う。
③両親や先生とよく相談した上で、日本への留学を決めた。

Lesson 9

「つまり」
「すなわち」
「いわば」「いわゆる」

換言・例示
Lesson 10

①私は、安定した給料よりも、むしろ自由な時間が多いほうがいい。
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根拠・判断
②

②いつもは節約のために自炊しているが、時には外でおいしいものを食べる
こともある。
③一度約束した以上、守らなければならない。

Lesson 11

①そのニュースは、韓国をはじめ、アメリカやヨーロッパ諸国など、世界中

ことわざの

に伝えられた。

説明

②お金がなくても、あなたさえいれば、私は幸せだ。
③日本のことわざ

結果と課題
＜春学期＞
a クラス
授業開始時は、新しい語彙が負担で文型を利用した談話練習をすることが難しかったが、後半は勉強
のスタイルに慣れて、指定通りの文が書けるようになった。毎回の短作文の練習も役に立ったと思われ
る。作文の授業であるが、ブレーンストーミングの時間はグループワークにして、どんなことが書きたい
か話し合いの時間を設けた。そのときに教師はグループを回り質問に応じた。この話し合いの内容がう
まく作文にも生かされていたように思う。どの学生も毎回課題を出し、クイズを受けたので、順調に伸び
ていった。最後のテストでは、どの学生も予想以上に高得点を取っており、日ごろの成果が表れたと感じ
た。作文クラスにおける語彙の指導については今後も考慮していきたい。
b クラス
全体的に出席率・課題の提出率が悪く、遅刻のためクイズを受けられない学生も多かった。漢字圏の学
生ばかりで文型も既習のものが多かったからか、例文はすぐ理解できるようで、その点もモチベーショ
ンが上がらない要因のひとつであったかもしれない。書かせてみると、中国語からの影響を受けた誤用
や助詞や簡単な文法ミスも多く学ぶべきことはたくさんあった。そういった点を考慮し、後半は、助詞に
注意を向けた練習問題を取り入れ、フィードバックの方法も変えるなどしたが、今ひとつモチベーショ
ン向上にはつながらなかった。
産出は正確ではないが、読んで理解ができるため現状で満足してしまっている学生たちが多く、そうい
った学生たちに効果的な指導の方法を模索することが今後の課題である。
＜秋学期＞
学生たちはモチベーションが高く、1 学期間熱心に学び日本語の能力を上げた。非漢字圏の学生が多数
おり、また日本語学習歴もまだ浅い（2、3 年）の学生が多かったため、漢字や難しい語彙に苦戦した学
生が多かった。語彙の難易度については事前に語彙リストを配布したので、助けになったようだったが、
それでも「教科書の例文が難しすぎるため文型が頭に入ってこない」という学生からのコメントがあっ
た。そのため、毎回導入として簡単な例文も提示するようにした。また、文法の正確さに意識を向けても
らうため、クイズや宿題のフィードバックのために毎回時間を割いた。
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授業は、主にクイズ、クイズと宿題のフィードバック、文型と例文の確認、文型を使った例文作成、作
文を書くという流れで行った。真面目に学ぶ学生が多く質問なども多かったため、例文作成までに時間
がかかってしまい、作文を書く作業にあまり時間を当てられないことが多かった。そのため、作文の内容
についての指導の時間がとれなかった。語彙力や産出能力の向上だけでなく、学習者とのやりとりを通
してよりよい内容となるように指導していきたい。

2017 年度

「J5～J7 文法・文型」授業記録

コースの概要
J5～J7 の文法・文型科目は、中級前半から中級後半あるいは上級前半レベルの文法や文型を習得して
いけるように設計されている。それぞれのレベルとも週 1 回の授業であるため、学生が授業外にも学習
できるよう、宿題を課している。
J5 のレベルにおいては、日本語能力試験 N3、2 レベルの文型に焦点をあて、初級の文型を応用しなが
ら、進出の文型も着実に身につけていくことができるような教材、教室内活動を実施している。J6 のレ
ベルにおいては、日本語能力試験 N2、N1 レベルの文型に焦点をあて、論文作成や読解等に必要とされ
る高度な文型を習得していくための教材、教室内活動を実施している。そして、J7 のレベルにおいては、
引き続き日本語能力試験 N1 レベルの文型を導入しながら、さらに、日本語の文章を文法的に分析してい
く力を身につけられるような教材、教室活動を実施している。
各レベルの詳細は以下の通りである。

＜J5 文法・文型＞
担当者名：＜春学期＞ab クラス：長谷川孝子 c クラス：山内 薫 ＜秋学期＞長島明子
授業コマ数：週 1 コマ
受講者数：春学期 a クラス 18 名、b クラス 24 名、c クラス 16 名 秋学期 24 名
使用教材：独自教材

目標
初中級で学習した文法事項、文型を復習しながら、エッセイや会話などで頻繁に用いられる中級文型
を紹介する。学生が知識として持っている文型や語彙を、日常生活の様々な場面で活用できるレベルに
高めることを目指す。

文型リスト
J5 で扱った文法項目は以下の通りである。
課

助詞相当語

文型
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1

～のかわりに、～について、～によって、

こ・そ・あ・ど Expressions

～に比べて、～に基づいて

2

～に関して、～を問わず、～に応じて

と／ば／たら／なら Expressions

3

～に反して、～に対して、～において

こと Expression1

4

～に従って、～に沿って

こと Expression2

5

～に際して、～につれて

もの Expression1

6

～にとって、～に先立って

もの Expression2

7

～に渡って、～に代わって

Time Expressions

8

～にあたって、～に伴って

わけ Expressions

9
10

Adverbs used in daily conversations
せめて、さすが（に）、やはり（やっぱり）、どうせ、つくづく
「量が多い」ことをあらわす表現、
「よく」の使い方

授業の方法
＜春学期＞
a、b クラス
テキストの予習を促し、Comprehension check をやってくることを課題とした。授業は１回に１課の
ペースで進めた。まず文型の意味、接続の形、注意点、似ている文型･表現との違いなどを、テキストの
例文を使って説明した。例文は、 テキストの他に、そのときに話題になっているできごとや学生の関心
のあることなども使って提示した。その後、学習した文型を使って、簡単な例文を作らせた。毎回、学習
した課の文型を使った短文作成を宿題にし、翌週 フィードバックをした。13 回目の復習の回では、形
式名詞を中心に復習した。
c クラス
10 課の文法と Review の計 12 課を、毎週 1 課ずつ扱い、授業を進めた。授業では、先に予習をしてき
てもらい、質問を受け付けながら文法・文型の要点を説明した。1 課分の文法・文型の量が多かったため、
テキスト内の練習問題での理解確認が多くなったが、できるだけ、ペアあるいはグループで、その日に学
習した文法・文型を使用し、具体的な状況を想定した短文作成を行った。毎回の宿題では、各課の文法・
文型の短文作成を課し、教師が添削し、次の週に全体あるいは個別でフィードバックを行った。
＜秋学期＞
毎回、翌週授業で扱う課を読んで、Comprehension check をやってくることを課題とした。授業は１
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回に１課のペースで進めた。まず文型の意味、接続の形、注意点、類似文型･表現との違いなどを、絵や
写真などを使いながら説明した。例文は、 テキストの他に、そのときに話題になっているできごとや学
生の関心のあることなども使って提示した。その後、学習した文型を使って、簡単な文作成や文完成問題
をした。毎回、学習した課の文型を使った短文作成や文完成問題を宿題にし、翌週 フィードバックをし
た。

結果と課題
＜春学期＞
a クラス
言葉の基本義に注意し、各文型の状況を考えながら、短文作成ができていたと思う。しかし、項目数が多
く、状況を与えた練習は時間に限りがあるため、実生活で日本語を使えるようにするためには課題が残
っている。日本語に触れることが多い学生ほど定着に繋がっていたが、そうでない学生は会話の中での
練習が足りなかった。また、助詞や活用の復習を繰り返す必要性を感じた。今後は、学習者の状況や弱点
に焦点を当てて、タスクを考えていきたい。
b クラス
言葉の基本義に注意し、各文型の状況を考えながら、短文作成ができていたと思う。しかし、項目数が多
く、状況を与えた練習は時間に限りがあるため、実生活で日本語を使えるようにするためには課題が残
っている。学習者の状況に合う項目に絞った口頭練習が必要かもしれない。また、助詞や活用の間違いも
多く、弱点に焦点を当てた復習を繰り返す必要がある。今後は、学習者の状況や弱点に焦点を当てて、タ
スクを考えていきたい。
c クラス
難易度が高く、細かい意味の違いや状況への依存を含む文法・文型に対し、いずれの学生もしっかりと
理解しようという姿勢が見られ、毎回の授業を熱心に受講していた。クラスには、テキストの例文や説明
にある全ての語彙の意味を調べる必要のある段階の学生から、テキストの文法・文型を既に見聞きして
おり使い方だけが分からないという段階の学生までおり、クラス内でのレベル差が大きかった。そのた
め、できるだけ個別にサポートをするようにした。学期後半になり、予習をしてくる学生が減り、授業中
に教師が学習項目を全て説明する時間が増えた。授業中の理解度に影響するため予習を行うように促し
たが、各課の文法・文型が多いため、テキストの語彙に難度の高さを感じる学生にとっては、予習も授業
についていくことも困難とする様子が窺えた。今後、そのような学生に対して、どのようにサポートをす
るかが課題である。また、短文作成の宿題において、成績に関係しない自由作文の欄を設けていたが、活
用をしていたのは数名であった。今後、自由作文の欄も活用してもらえるように、改善点を考えたい。
＜秋学期＞
全体的にまじめに授業に取り組んでいた。ただ、コース半ばから体調を崩し欠席や宿題の提出が遅れが
ちになった学生が数名いた。コースの前半では宿題に間違いが多く見られたが、課が進むにつれて、全体
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的にいい文が作れるようになっていった。何人かの学生は予習もきちんとしており、宿題でもよく考え
て文を作っていることが窺えた。J5 の学習項目の中では形式名詞の定着が他に比べるとあまりよくない。
また、助詞の間違いも多い。今後はこれらを正しく使えるよう、授業を工夫したい。

＜J6 文法・文型＞
担当者名： ＜春学期＞a クラス：金庭久美子 b クラス：浅野由里
＜秋学期＞a クラス：長島明子 b クラス：草木美智子
授業コマ数：週 1 コマ
受講者数：春学期 a クラス 13 名 b クラス 30 名
秋学期 a クラス 18 名 b クラス 24 名
使用教材：独自教材

目標
日常会話や小説などで用いられるやや高度な文法、文型の理解を目的とする。

文型リスト
J6 で扱った文法項目は以下の通りである。
文型

課
「理由の表現」
1

ために、ばかりに、からといって／だからといって、あまり
「目的の表現」
V んがため（に）
、V-Volitional と
「感情・心情・評価の文型」
～てしようがない／～てしかたがない／～てならない、～てたまらない、～限りだ、～と
いったらない（～ったらない）、～ずにはいられない／～ないではいられない、～ずには

2

おかない／～ないではおかない、～てやまない、～極まる／～極まりない／～の極みだ、
～の至りだ
「評価の文型」
～だけに、～だけあって、～にしては／それにしては、～のわりに（は）／～わりに（は）
／そのわりに（は）
「不快を表す文型」

3

～だらけ、～まみれ、～がましい、～たらしい（～ったらしい）
、～にもほどがある、～
にたえない
「非難・軽蔑を表す文型」
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～ぶる、～じみた、～っぽい、～くせに（くせして）、～なんか／～なんて、～ごとき、
～ときたら、～にひきかえ／それにひきかえ、じゃあるまいし（ではあるまいし）
、Noun
＋に（として）あるまじき＋Noun
「判断を表す文型」
～までもない／までのこともない、～には及ばない、～にはあたらない、～ほどのこと
4

（もの）ではない、～かねる、～っこない、～にすぎない、～ないことはない、～までだ
／までのことだ、～如何だ／～如何で・によって V、～次第だ／～次第で V、
「理性的評価を表す文型」
～に足る／値する、～に恥じない
「推察・推量を表す文型」

5

～にほかならない／～にほかならぬ＋Noun（人）
、～にかたくない、～がたい、～かね
ない、～恐れがある、～ないとも限らない、～まい、～と見える、～げ
「人や物の状態・性質を表す文型」

6

～のきらいがある、～がちだ、～気味だ、～つつある、～たてだ、～かけだ、～っぱなし、
～まま、A かたわら B、A がてら B、A かたがた B、A ついでに B
「人や物の状態・性質を表す文型 2」

7

～向きな、～向けな、～ごろ、～盛り、～めく、～つく、～たつ、～放題、～なり、～さ、
～み
「義務・当然を表す文型」
～べきだ、～べきだった／～べきではなかった、～べく～、～べくして～、～てしかるべ

8

きだ、～（ない）わけにはいかない、～しかない、～（より）ほか（は）ない／～（より）
ほか～ない、～ざるをえない、～ないではすまない／～ずにはすまない／～なしにはすま
ない～を余儀なくされる／余儀なくさせる
「その他の文型 1」

9

～かいがある／～がい、～きっての、～ぐるみ、～こそ、～からこそ／～ばこそ ～んで
す、～てこそ、～こそすれ、～ずじまい、～たりとも～ない／～な（禁止）
、～ふりをす
る、～たことにする／～たことになる
「その他の文型 2」
～だに～ない、A くらいならむしろ B 方がいい／方がましだ／～なさい、A（という）よ

10

りむしろ B、せめて～だけでも（いいから）～、～つ～つ、～つける、～こなす、～慣れ
る、～抜く、～通す、～切る、～尽くす、～終わる、～終える、～やむ、～始める、～出
す
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授業の方法
＜春学期＞
授業はテキストに沿って、1 週間に 1 課のペースで進めた。授業ではまずテキストの例文を確認しなが
ら説明を加えた。例文確認の際はターゲットとなる文型以外の表現も学生に説明させるようにした。文
型ごとに自作教材で空欄補充や短文作成で練習をし、すべての文型の導入・練習が済んだら、まとめとし
てテキストの Comprehension check で確認をした。宿題は学習した文型・文法を用いた短文作成を課し
た。翌週は宿題のフィードバックをし、時間の許す範囲で、添削済みの短作文を学生に発表させた。
＜秋学期＞
授業はテキストに沿って１回に１課のペースで進めた。授業では文型の意味、接続の形、注意点、類似
文型･表現との違いなどを説明した。例文は、テキストにあるもののほかに、類義表現が多く出てくる課
では、その違いがわかるような例文も多く提示した。また、J6 ではテキストの例文に使われている語彙
は学習者にとって未習のものが多かったので、その都度読み方と意味を確認した。その後、学習した文型
を使って簡単な文完成問題をした。毎回、学習した文型を使った短文作成や文完成問題を宿題にした。翌
週、フィードバックを全体及び個別に行った。

結果と課題
＜春学期＞
a クラス
全員が出席し、毎回宿題を提出した。17 名中 14 名が非漢字圏の学生で教科書の例文の漢字語彙に最
初のうち苦戦したが、予習を必ずやってきた。このクラスは文法クラスであるが、語彙力も伸ばすことが
できたと思う。類似の用法の文型が次々と出てくるのでその違いを理解するのは大変だったと思うが、
さまざまな例文を提示することで、微妙なニュアンスをつかむことができたと思う。宿題の短作文では
自分の状況に合わせて面白い文を作る学生が多く、授業でもいくつか紹介し共有した。
J6 の文法は、項目が多いため、1 日で全ての項目に触れられないレッスンもあった。必要な項目のみ
にするか、例文を調整するなどして、時間内にこなせる量にすることも考えていきたい。
b クラス
出席率も宿題提出率もほぼ 100%で全員が真面目に取り組むクラスだった。授業に出てくる文法の例文
の中には難易度の高い語や慣用句なども多くでてきて、予習が大変だったようだが、非漢字圏が多いな
か、最後まで全員がついてくることができた。授業中も文法を理解した上で、意欲的に短文作成に取り組
み、分からないことはすぐ質問して解決するという体制だったため、中間テスト、期末テストともに全員
が期待通りの点数を取ることができた。このクラスは質問が多いこともあり、予定表に沿って行うこと
ができず、やや遅れ気味であったので、学生の様子を見て、進度を調整する必要があると感じた。今後の
課題としたい。
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＜秋学期＞
学生はまじめに授業に臨んでいた。宿題の提出状況もおおむね良好だったが、コース中盤から体調を
崩した学生が増え、そのため欠席や宿題の提出が遅れがちの学生が何名かいた。学習項目の文型・表現の
理解は全体的によく、宿題の短文作成でも正しく使えていた。しかし一方で助詞やテンス・アスペクトの
間違いが散見した。今後は学習項目とともに、助詞やテンス・アスペクトなども正しく使えるよう授業を
工夫したい。

＜J7 文法・文型＞
担当者名：＜春学期＞長谷川孝子
＜秋学期＞a クラス：平山紫帆 b クラス：清水知子 c クラス：金庭久美子
授業コマ数：週 1 コマ
受講者数：＜春学期＞30 名
＜秋学期＞a クラス 20 名 b クラス 28 名 c クラス 10 名
使用教材：独自教材

目標
文学作品や専門的な雑誌記事、さらには公式なスピーチなどで用いられる高度な文型を理解し、自分
の会話や作文で流暢に使えるようになることを目指す。

文型リスト
J7 で扱った文法項目は以下の通りである。
文型

課
①名詞＋ながら
②〜ながら （逆説）
1

③〜まま
④〜つつ
⑤〜つつある。
意向形
①〜（よ）うか〜まいか

2

②〜（よ）うが／〜（よ）うと／〜かろうが／〜かろうと
③〜（よ）うが〜まいが／〜（よ）うが〜まいと
語彙とニュアンスの似ている表現
迂闊な、機嫌、体裁

3

「ところ」
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①〜どころか／〜どころではない
②〜ところだった
③〜ところに／〜ところを
④〜ところによると／〜ところによれば／〜ところでは
⑤〜ところまで来る／〜ところまで行く
語彙とニュアンスの似ている表現
苦情／不平不満／文句／クレーム／愚痴
「まで」
①〜まで／〜までに／〜までになる
②〜まで／〜までして／〜てまで
4

③〜までだ／〜までのことだ
④〜までもない
とりたての助詞
こそ、も、とか
「時」を表す文型 1
①〜そばから
②〜が早いか

5

③〜や否や／〜や
似ている意味の使い分け
空き／空（から）、あたかも／いかにも
色々な意味を持つ動詞
「時」を表す文型 2
①〜か〜ない（かの）うちに
②〜なり
③〜たとたん（に）／〜た矢先に
④〜た弾みに／〜た拍子に

6

まとまりで覚えたほうがいい表現
①〜ても〜よりほかに〜はない
②〜と、〜ばかりでなく、ひいては〜につながる
③〜ので／〜ば、 〜ないで／〜ずに 済む
④〜たら、〜でも／だって、〜たくもなる／たくなくなる
⑤〜だけど／だが、どんな（に）〜でも、ないよりは（ずっと）ましだ
⑥〜は〜の現れだと解釈できる／受け取れる／思う／思われる／理解できる

7

「時」を表す文型 3
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①〜次第
②〜度に
③〜につけ／〜につけても
④〜につけ〜につけ
⑤〜折に
⑥〜際に／〜節に
覚えたほうがいい表現
①〜もしない＋名詞／で／くせに
②少しでも＋意向形＋ものなら、すぐに
③〜も考えようによっては
④〜（である）ことは、誰の目にも明らかだ
⑤〜をもてあます
「時」を表す文型 4
①〜かけだ／〜かける／〜かけの
②〜しなに／〜がけに
8

③〜際／〜間際
覚えたほうがいい表現
①〜に越したことはない
②〜のをいいことに
③〜は〜を物語っている
複合動詞
①〜損なう／〜損ねる／〜損ずる
②〜違える
③〜過ぎる／〜過ごす
④〜まくる

9

覚えたほうがいい表現
①〜かと思いきや
②〜とあれば／〜とあっては
③〜を皮切りに（して）／〜を皮切りとして
④〜に至るまで
⑤〜を限りに／〜を潮に
⑥〜をもって／〜をもってすれば／〜をもってしても

10

副詞の呼応
①たとえ／いくら〜ても ／ どんなに〜ても
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②〜たら〜で／〜ば〜で／〜なら〜で
③〜であれ／〜であろうと
④〜ならいざ知らず／〜ならともかく
⑤〜ならまだしも／〜からまだしも
覚えたほうがいい文型
①〜はおろか／〜は言うまでもなく／〜は言うに及ばず
②〜もさることながら
③〜と相まって
④〜を踏まえて
⑤〜始末だ

授業の方法
＜春学期＞
毎週１課のペースで授業を進めた。授業では、パワーポイント、図解、会話などを使って、文法・文型
の説明と練習を行った。文型の導入では、絵や図を使いながら、その文型の基本義がイメージできるよう
にした。練習は、全体、ペア、グループを組み合わせて行った。授業では、グループで短文作成をさせて
提出、毎回の宿題では、その日に学習した文法・文型を使用した短文作成を行った。
＜秋学期＞
a, c クラス
毎週１課のペースで授業を進めた。授業では、パワーポイントを使用しながら、文型の説明と練習を行
った。練習では、ペアやグループになり、文を完成させたり、短文を作る活動を行った。毎回の宿題では、
その日に学習した文型を使用した短文を 2 文ずつ作成させた。
b クラス
毎週１課のペースで授業を進めた。授業では、パワーポイントを使用しながら、文法・文型の説明と練
習を行った。また、尊敬語と謙譲語の混同が多々見られたため、敬語の練習も取り入れた。毎週の宿題と
して、その日に学習した文法・文型を使用した短文作成等を課し、ブラックボード経由で提出させた。次
週すぐに添削済み宿題を返却し、誤りについて解説した。

結果と課題
＜春学期＞
各項目で扱う文型や表現の基本義に注意してよく理解をしていた。た形や辞書形などの活用形が持つ
意味、各文型の状況を考えながら、短文作成もよくできていたと思う。しかし、助詞、活用、自他動詞な
ど、日本語で難しいと思われる項目の復習をしながら新項目を入れていくのには、時間に限りがあり、ま
だ間違いが見られる状況だった。今後は、日本語の基本部分の復習をどう組み込むかも考える必要があ
47

る。
＜秋学期＞
a クラス
学期当初は特別外国人学生との合同クラスであったが、追加者がおり、定員を超過したため、学期途中
からはクラスが 2 つに分かれ、正規学部生のみの 20 人のクラスになった。
学生たちは、大半が毎回欠かさず宿題を提出するなど、課題への取り組みは総じて熱心であった。課題
を受身に捉えず、積極的に新しい語彙や表現を取り入れながら作文をしたり、指定された数より多くの
文を作成してくる学生もおり、そうした学生は着実に力をつけていった。
しかし、クラスでは、予習を全くせずに授業に来る学生があまりにも多く、文法の解説に時間がかか
り、授業が予定通りに進まないことが多々あった。また、クラスに来ても、学習意欲の見られない学生も
散見された。学部の 1 年生は、このクラスの他にも必修の授業が多く、宿題をするので手一杯で、予習に
まで手が回らないという事情や、日常生活を送る上で J7 文法の学習項目の必要性を感じない、というこ
とが背景にあるようである。
学期中も、学生たちのモチベーションを上げるべく、活動方法を変えるなど工夫を試みたが、大きな改
善は見られなかった。今後は、一人一人が学習の意義を実感できるような授業づくりを模索していきた
い。
b クラス
名簿上は 28 名の学生がいたが、合格した学生は 13 名にとどまった。大学院の授業やアルバイトで忙
しいと主張する学生が多く、予習、復習をする学生はごく少数であった。宿題の短文作成ではネット上の
文を丸写しする学生が散見されたため、授業で答え合わせの済んだ問いを改めて解く宿題を課したとこ
ろ、誤答が続出し、授業をしっかり聞いていないことが明らかになった。自ら学ぼうという姿勢は希薄
で、特に文型に接続する活用形がほとんど定着しなかった。当然、テストの結果も悪かった。一方で、敬
語の授業では活発に質問や意見が出て、学生の方も危機感を覚えていることが実感された。学生の学習
の動機づけを高める方策を考える必要があると感じた。
c クラス
このクラスは初回は学部 1 年生と併置されたクラスでスタートしたが、3 回目以降は特別外国人留学
生のみの女性ばかりの 10 名となった。1 時限目であるにもかかわらず、非常に熱心で遅刻する学生はお
らず、ほぼ 100%無遅刻無欠席であった。宿題も全員が提出し、中間、期末テストも予想以上の高得点で
あった。クラスではグループで例文を考えさせる活動を行ったが、協力し合い、文法を理解したうえで的
確な文を産出することができた。
abc クラスの担当教員で、テキストの内容確認を行う時間を設けた。そのおかげで、教師自身も教材を
理解したうえで指導を行うことができた。これもよかった点だと思う。
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2017 年度

「J5～J7 読解」授業記録

コースの概要
J5～J7 の読解は、様々な分野の読解教材や生教材を読み、内容を正確に理解し、用語や表現を増やす
とともに読むスキルを意識化する活動を取り入れて授業を展開している。
具体的に、J5 では読解教材、J6 では時事的な記事・小説などを取り上げ、様々なスタイルの文章を読
むと同時に読むスキルを獲得する。また、用語や表現を増やし、ディスカッションを行なう。J7 では、
新聞記事、社説、論説、小説などを取り上げ、内容理解をした上で要約することを目指す。各科目の詳細
は次に示す通りである。

＜J5 読解＞
担当者名：＜春学期＞a クラス：桃井菜奈恵、b クラス：山内薫 ＜秋学期＞神元愛美子
授業コマ数：週 1 コマ
受講者数：春学期 a クラス 21 名 b クラス 15 名、秋学期 30 名
使用教材：独自教材

目標
様々な分野の読解教材を数多く読み、内容理解する事ができるようになることを目標とする。また、
徐々に長い文章にも対応できるようにしていく。読解を通して使用語彙、理解語彙を増やすとともに様々
な読むスキルを学ぶ。

授業の方法
＜春学期＞
a クラス
基本的に毎クラスで短い記事や意見文、ショートショートなどの読み物各一つを扱った。事前に教材
を読んでくること、その教材の語彙リストを宿題として提出した。また、新出語彙から短文作成をするク
イズを読み物を読んだ翌週に行った。授業では、読んできた教材の内容理解をグループで確認し、そのテ
ーマについて意見交換をした。漢字が多く難易度が高い教材などはクラス全体で精読を行った。
b クラス
各課で 1 課ずつ、説明文、エッセイ、新聞記事、小説など様々なスタイルの読解教材を扱った。毎回の
宿題として、読解の予習、テキストの語彙調べ、語彙を用いた短文作成の 3 点を課した。授業では、3~4
名のグループで音読、読解、設問の回答という流れで進めた後、的確に内容を把握するため、クラス全体
で詳細な内容及び要点を確認した。また、読解の内容により、読んだ内容に基づいた話し合いを取り入れ
た。加えて、各グループの話し合いの意見をまとめた短い発表を行った。発表後には、フィードバックを
するとともに、より適切な語彙・表現を導入した。また、語彙調べ及び短文作成の宿題においては、教師
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が添削し、次の週に返却した後、各自復習を行い、語彙・短文作成クイズで確認を行った。
＜秋学期＞
授業は、1 週間にテキスト 1 課を行い、時間があれば、内容に沿ったディスカッションを行った。基本
的には自宅で本文を読み、内容理解のためのリーディングワークシートを行った。そして、授業でその確
認を行った。スキャニングや内容予測等のリーディングストラテジーを学習する際には読み方を指導し、
授業中に本文を読むこともあった。また、未習の語彙を調べ、語句リストを作成する宿題を課し、授業開
始時に学生の語彙リストから語句を選択し短文を作成するクイズを実施した。

結果と課題
＜春学期＞
a クラス
課によっては語彙量が多い課もあり負担に感じる学生もいたが、ほとんどの学生が課題にまじめに取
り組み、クイズの準備もよくしてきていたため、語彙力は向上したのではないかと思われる。一方、後半
になっても漢字が負担になり、わからない漢字はその都度辞書を引かないと気が済まないという学生が
数名おり、適宜指導した。漢字の定着度は学生によって差があるため、漢字を負担に感じる学生に対する
フォローの工夫が大きな課題である。また読解教材の内容は興味をもてるときは盛り上がったが、そう
でない場合読むことを苦痛に感じた学生もいたようだった。学生の様子を見て与える教材を変更するな
ど工夫をしてもよかったかと思われる。また授業の進め方も各自読解問題を解いた後にグループで確認
する作業を何度か取り入れたが、うまく機能していないこともあった。今後進め方についても工夫を取
り入れたい。
b クラス
ビジネスデザイン研究科の中国国籍の学生のクラスで、学生同士の仲が良く、一体感のあるクラスであ
った。授業態度も熱心で、グループ活動においては、互いに協力し合い、真剣に取り組んでいた。一方で、
遅刻が目立ち、語彙・短文作成クイズを受験できない学生が多く、このことが最終成績にも大きく反映し
た。読解テキストにおいては、学生から、新学期より難易度が低いという意見が多くあったが、各学生の
読解の方法を見ると、テキストの概略を漢字を手掛かりとすることにより掴んでおり、詳細な読みと音
読は苦手である様子が窺えた。特に、内容確認の設問は、テキストから抜き出した形で回答することはで
きるものの、自身の言葉で説明し直すことに不慣れである学生が多かった。また、短文作成クイズで確認
すると、文脈構成が十分ではない学生も少なくなかった。そこで、授業では、それらの点に配慮するよう
に指導し、テキストの要約等を取り入れ、内容と展開を的確に読み込めるような工夫を行った。今後も、
精確に読解できるような工夫を考えていきたい。
＜秋学期＞
今学期のクラスは自宅学習をしっかり行う学生とそうでない学生の結果に差がついた。語彙リストの
語彙を調べて、全ての語彙の例文を書いてくる学生もいれば、自分で選択した語彙数個の意味だけを調
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べてくる学生もいた。前者は読解の宿題もきちんと行ってくるので語彙力をつけ、簡単な漢字も読める
ようになったが、後者は授業中に読むので、十分に消化できずに終わってしまうことが多かった。課題は
モチベーションの維持である。このクラスの一番大きな結果は、授業で様々な分野のテキストに触れる
ことができたことである。今学期は読解教材の他に実際の社説にもチャレンジし、日本の社説特有の書
き方にも触れた。全体を通して読む目的と読み方を意識して読めるようになったので、これから様々な
テキストを読んでより力をつけてほしい。

＜J6 読解＞
担当者名：＜春学期＞a クラス：小森由里、b クラス：小森由里 ＜秋学期＞桃井菜奈恵
授業コマ数：週 1 コマ
受講者数：春学期 a クラス 14 名 b クラス 27 名、秋学期 34 名
使用教材：独自教材

目標
新聞記事や小説など様々な分野の読み物を読み、内容理解する事ができるようになることを目標とす
る。読解を通して使用語彙、理解語彙を増やすと共に、様々な読むスキルを学ぶ。また、文章のポイント
を押さえた要約ができるようになることも目標とする。

授業の方法
＜春学期＞
a クラス
説明文、意見文、新聞記事、小説など、さまざまな読解教材を取り上げ、読解のストラテジーを理解さ
せたうえで、内容把握の練習を行った。要約の練習を 3 回取り入れ、読んだ内容を他の人に伝える練習
も行った。また、語彙を増やすために、読解教材から選び出した 50 語ほどをリストにし授業前に配布し
て予習させ、毎回語彙クイズを行った。新出語彙は、それを用いて短文を作成させる宿題を課したが、単
に語彙の意味を理解させるだけではなく、コロケーションにも着目させ、運用できるように指導した。
b クラス
説明文、意見文、新聞記事、小説など、さまざまな読解教材を取り上げ、読解のストラテジーを理解さ
せたうえで、内容把握の練習を行った。要約の練習を 3 回取り入れ、読んだ内容を他の人に伝える練習も
行った。また、語彙を増やすために、読解教材から選び出した 50 語ほどをリストにし授業前に配布して
予習させ、毎回語彙クイズを行った。b クラスは漢字圏の学生ばかりだったので、新出語彙は、意味の理
解だけではなく、漢字語彙を正確に音読できるよう留意させ、またコロケーションにも着目させて運用
できるように指導した。
＜秋学期＞
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説明文、意見文、新聞記事、小説など、様々なスタイルの読解教材を取り上げた。読解のストラテジー
を意識する練習を行い、内容把握の練習を行った。語彙を増やすために、読解教材から選び出した 50 語
ほどをリストにし授業前に配布して予習させ、それを用いて短文を作成させる宿題を課し、毎回語彙ク
イズも行った。新出語彙は、宿題やクイズ後に毎回フィードバックを行い、覚えるだけでなくコロケーシ
ョンにも着目させ、運用できるように指導した。また 2 回ほど要約の練習も取り入れた。

結果と課題
＜春学期＞
a クラス
途中で履修を取りやめた学生が 1 名いたが、他の学生たちは非常に真面目で、出席率も宿題の提出率
も高かった。非漢字圏の学生が大半だったため、読み物の中の漢字語彙には苦戦していたが、宿題の語彙
リストを色付けするなど個々に工夫をして、語彙習得に熱心な姿勢が見られた。読解練習は、ペアやグル
ープで内容を確認させる活動を取り入れながら進めた。積極的に質問をする活気のあるクラスで、どの
タイプの読み物にも、大変前向きに取り組んでいた。期末試験の結果からも、総じて読む力が向上した様
子が伺えた。ただ、読解に時間がかかり過ぎることが難点であった。今後は、時間も意識させながら内容
理解ができるように指導していきたい。
b クラス
遅刻・欠席が多く、総じて出席率の低いクラスだった。遅刻が多いため、毎回授業の冒頭で行う語彙ク
イズは、半数ほどの学生しか受けることができなかった。宿題の語彙リストの提出率も悪く、また、その
語彙リストも言葉や漢字を辞書で調べないため、間違いの目立つものが多かった。読解練習にも消極的
で、授業中に他の授業の教科書を読んでいたり、宿題をしていたりする学生も見られた。ただ、クラスの
3 分の 1 の学生は、課題や練習に真面目に取り組み、教員からの問いかけにも積極的に応えていた。クラ
ス全体を活気のある充実したものにできなかったことは非常に残念である。授業に消極的な学生には、
漢字語彙が理解できるため、読み物の内容も正確に把握できると単純に考え、自分自身の読解力を過大
評価している様子が認められた。本クラスでは、語彙クイズ、要約練習、期末試験を点数化して評価して
いるが、今後は、コースの早い段階から、読解の練習問題を点数化して学生に自らの読解力を理解させ、
また、毎回のクラスでも活動結果を提出させるなどして、学生のモチベーションを高める工夫が必要だ
と思われる。
＜秋学期＞
社会的な内容の教材が多く語彙も難しかったが、ほとんどの学生がまじめに取り組み、語彙調べ・要約
などの課題、クイズ準備ともによくしてきていた。速読、読解ストラテジー、要約なども学期を通して繰
り返し行ったので、回を重ねるごとに慣れていったようだった。今学期のクラスでは漢字圏の学生と非
漢字圏の学生がそれぞれ半数ほどずついたため、授業内での読むスピードのコントロールが必要だった。
差を埋めるため、事前に読んでくるよう学生に促したが、語彙を調べてくるだけで精一杯の学生もいた
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ようで、語彙調べが負担になり過ぎていたことも問題だったかと思われる。今後、語彙の宿題を出す際は
重要なもののみに絞るなどの工夫を取り入れたい。またペアで理解を確認するよう指示したこともあっ
たが、漢字圏と非漢字圏の学生がペアになるように組ませるとお互いの理解が進むペアが多かった。漢
字圏の学生は語彙力は高く、読むのは速いが、正確性が低いこともあるため、その点に意識が向くように
指導を徹底することも今後の課題である。また前期からの再履修の学生も数名おり、彼らのモチベーシ
ョンを上げることも課題だった。扱う読解教材を差し替えられる時は差し替えたりもしたが、あまり効
果は上がらなかった。やや難しい社会的な話題の読み物であっても、学生の読むモチベーションを上げ
るような教材の選定も今後の課題としたい。

＜J7 読解＞
担当者名：＜春学期＞山内薫 ＜秋学期＞a クラス：藤田恵、b クラス：開めぐみ
授業コマ数：週 1 コマ
受講者数：春学期 17 名、秋学期 a クラス 30 名、b クラス 37 名
使用教材：独自教材

目標
新聞記事や小説などの長文を読み、内容理解する事ができるようになることを目標とする。長文の読
解を行い、語彙を増やすと共に、様々なスタイルの文章に触れて、読みのスキルを伸ばす。また、新聞記
事の要約ができるようにする。

授業の方法
＜春学期＞
社会的、文化的背景を必要とする文章が盛り込まれた長文のテキストを扱った。毎回の宿題として、読
解の予習及び要約を課した。要約は、授業で要約方法の学習を行った後、学期前半は各週のテキスト内容
（字数自由）
、後半は天声人語の記事（100 字）を提出させた。そして、教師が添削した後、要旨を作成
する際のポイント（要旨の流れ、表現・注意点、接続詞等）についてフィードバックを行った。読解は、
3～4 名のグループで進め、1)音読、2)読解、3)内容に関する話し合いという流れを行った。学期の後半に
は、グループの話し合いを通してテキスト内容の要旨をまとめ、全体で確認及び添削を行うことにより、
自らの視点を取り入れながら解釈を行えるようにした。また、学期末に「小説」を扱った際は、内容の熟
読を活性化させるため、グループで他のグループに向けた設問を考え、他のグループを差し、設問に答え
てもらうという流れで進めた。
＜秋学期＞
毎週独自作成の読解教材を使用して授業を進めた。読み物の種類は、新聞記事、論説文、最後に小説を
取り上げた。事前に読解資料を配布し、単語の意味確認など自律学習を促し、授業では内容確認の設問に
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解答、解説、ディスカッション、グループ発表等を通して、長文の読解内容把握、語彙の確認を行った。
また、数回新聞記事の要約練習を行い、宿題とした。

結果と課題
＜春学期＞
授業活動に対して自律的に取り組めるクラスで、グループ活動では積極的に援け合いながら進めてい
た。学生の読解力においては、漢字圏・非漢字圏の差による音読の力の差はあるものの、テキストの内容
に対して適切なレベルであった。全体的に読解力が高かったため、天声人語の要旨作成においては、最近
の話題を採り上げると同時に、複雑な語彙を含む社会的記事を扱い、難易度を調節した。フィードバック
においても、段階的に難しい表現やまとめ方も導入したが、よく理解し、次の要旨で活用しようとする学
生も多々見受けられた。一方で、
「小説」の 3 回は、日本語教材ではない文庫から取り上げた小説のため、
他の日本語教材よりも難易度が上がり、全体の意味は掴めても、細かい箇所の語彙や表現が難しく、筆者
の考えと要点でグループの話し合いが盛り上がり、読解に時間を要した。また、設問を考える活動の際に
は、グループ同士で回答や理由を討論・議論する場面もあり、各グループで内容を熟読している様子が見
られた。一方で、自身の意見や自国の状況を述べる活動に十分な時間が取れなかったため、今後の課題と
したい。
＜秋学期＞
a クラス
秋学期の a クラスは、学部生（必修科目）20 名、特外生 10 名のクラスであった。読解の内容理解の問
題は、これまでの学習段階において何度も行ってきたようで、その成果は十分に発揮できていた。そのた
め、本クラスにおいては、学部生が多く履修していたため、レポート、論文作成に必要な練習として、読
んだ内容を「話す」
「書く」のスキルを使って相手に伝える活動を多く取り入れた。30 名の大きいクラス
であったが、2～3 名のグループ活動を多く取り入れるようにして、どの学生も活動に参加できるような
環境づくりを心掛けた。その結果、多くの学生が活動、課題に積極的に取り組んでいる様子が見られ、ア
ウトプットの面でも伸びたように思う。一方で、課題の提出のみに集中し、授業活動に意欲的に取り組む
ことのできない学生も数名いた。学期が進むにつれて、参加度が上がっていった学生もいたが、最後まで
改善されない学生もいた。上級レベルの学生にとって、学びが多く、魅力的な読解クラスとなるように、
今後も検討を重ねていきたい。
b クラス
受講生全員が中国語話者で、語彙の理解にはほとんど問題がなく、漢字を多用した新聞記事や論説文も
早いペースで読み進めることができた。一方で、これまでの日本語学習経験によるのか、全体的に教材を
読み、読解問題を解き、答え合わせをすることで事足りるとしがちで、読んだ内容の理解を深めるための
話し合いや関連事項の学習に消極的な学生が多かった。また、数回にわたり読み物の内容を要約する活
動をしたが、その意図がわからないというコメントが得られた。これは、授業内容が読解中心で、要約は
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数回に分けて主に宿題として行い、クラス内で書き直す作業をしたため、読解授業との関連性が見えに
くかったためと思われる。今後は、要約力が大学生活におけるアカデミックスキルとしてだけでなく、将
来的に様々な局面で要求されるものであることを理解させ、授業初回から要約活動の目的と方法を明確
に示し、受講者がコース終了時には明らかに要約力がついたと実感できるような教材選択および授業設
計を行いたい。さらに、授業の流れが固定されがちで変化に乏しい点も今後の改善点としたい。

2017 年度

「J5～J7

作文」授業記録

コースの概要
作文は、J5 は中級、J6 は中上級、J7 は上級レベルの日本語能力を身につけているものを対象とした
クラスである。J5、J6 では毎週、J7 では隔週に作文課題を完成させ、構成、資料の引用など、アカデミ
ックレベルで必要とされる作文スキルを身に付ける。

＜J5

作文＞

担当者名：＜春学期＞a クラス＝永島明子、b クラス＝山森理恵
＜秋学期＞a クラス＝井上玲子、b クラス＝浅野有里
授業コマ数：週 1 コマ
履修者数：＜春学期＞a クラス 18 名、b クラス 28 名
＜秋学期＞a クラス 19 名、b クラス 18 名
使用教材：独自教材

目標
初中級で学習した語彙の定着、およびさらに語彙数を増やすこと、初中級で学習した文型や語彙を使
ってレポートや作文を書く力をつけることを目標とする。

授業の方法
＜春学期＞
a クラス
授業は 10 課から成るテキストに沿って、１回に１課のペースで進めた。授業ではその課のポイントを説
明し、テキストの練習に進んだが、課によっては練習の前にペアやグループで構成や内容について話し
合った。毎回、その課で学んだことを使って、800～1000 字の課題作文を宿題にした。フィードバック
は毎回授業のはじめに、複数の学生が間違ったところなどについて全体で確認した。また、学期中２コマ
を全体フィードバックにあて、間違いの多かった文法、表現などについて確認した。その後、各自で自分
の作文の間違いを直し、リライトした。早くリライトが終わった学生はペアで作文を交換し、コメントし
合った。
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b クラス
10 課から成る教材を、毎週１課のペースで進めた。文体など作文の基本ルール、構成の立て方、要約の
仕方などを指導した。宿題として、毎回各課の課題の作文（800 字~1000 字）を書かせ、フィードバック
を行った。また、短く言い換えたり、レポート・論文に合った言い方で言い換えたりするための練習も合
わせて行った。
＜秋学期＞
a クラス
10 課からなるテキストを使用し、毎回 1 課ずつのペースで進めた。授業では、テキストに沿って、構
成、よく使われる表現、メモの取り方、要約の仕方など、各課のポイントを全体で確認し、ペアやグルー
プで練習問題を一緒に考えてもらった。テキスト確認後、時間があれば、各課の宿題のトピックについ
て、構成のブレインストーミングを行った。宿題として、毎回 800～1000 字程度の作文を書かせた。ま
た、コース内で 2 回フィードバックとリライトの時間を設け、提出した作文の中から各自 1 つ選んでリ
ライトをしてもらった。
b クラス
春学期の b クラスと同様である。

結果と課題
＜春学期＞
a クラス
学生はまじめに学習に取り組んでいた。コースの前半は、原稿用紙の使い方や構成メモの書き方がよ
くわからない学生もいたが、次第に慣れていった。また、他の授業などで学んだと思われる文型や表現も
積極的に使うようになり、回を追うごとに書く力を身につけていき、学期終了時には整った構成で、自分
の意見を述べることができるようになった。ただ、トピックによっては語彙不足などで、自分の考えを適
切な語彙や表現を使って書くことが難しい学生もいた。フィードバックも今期は人数が多いこともあり、
個別対応の時間が十分に取れなかった。今後は、書く前のブレーンストーミングやフィードバックに十
分な時間が取れるように授業の計画を立てたい。
b クラス
熱心な学生が多く、クラスの雰囲気はとても良かった。作文の基本ルールや構成の立て方など指導した
点が、なかなかすぐに定着しなかったが、課題を提出してもらい、注意を促すことを繰り返すうちに、次
第に定着していった。提出される課題の作文の内容も学期当初と比べるとかなり改善したように思われ
る。
課題のテーマについて書いて面白かったかアンケートを行ったところ、どのテーマも概ね肯定的な評
価であったが、社会問題に対する解決策を書く課題、自国の社会問題を書く課題が「とても面白かった」
という回答が多かった。ただ与えられたテーマについて書くのではなく、自ら問題点を探して考えなが
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ら書くことを面白いと感じたようである。
20 名以上のクラスで、課題のフィードバックを口頭で個別に行うことはできなかった。できるだけ詳
しく紙に書いて個別に渡したが、口頭でのフィードバックができれば、注意点がもっと徹底できたかも
しれない。今後工夫を要する点である。
＜秋学期＞
a クラス
毎週、様々なトピックの作文を書くことは容易ではなかったと思うが、大半の学生が毎回宿題を提出
した。文法や語彙、表現の間違いは多少見られたものの、回を追うごとに各課のポイントに留意して作文
が書けるようになった。また、何人かの学生はフィードバックした内容を次の作文に活かして作成して
いた。個人差はあるものの、語彙力や文章表現力が上がったように感じられた。
しかし、19 名のクラスで、毎回の宿題について個別にフィードバックする時間を十分に取ることがで
きなった。添削した作文を学生に返却しただけで、授業内で振り返ることができなかったため、リライト
の時間で初めて再確認する学生が何人かいた。後半のクラスではテキストの内容はペアやグループで確
認してもらい、その間にできるだけ個別にフィードバックを行ったが、フィードバックの時間が十分で
あったとは言い難い。履修者が多いクラスの場合、限られた時間の中でどのようなフィードバックが効
果的なのか、今後の課題として考えたい。
b クラス
作文の構成や要約、意見文の作成を中心に授業を行った。毎週 1 課進み、2 週に 1 回の課題作文の提出
は、進めるのにちょうどいいペースであったが、提出された作文の初歩的な文法ミスや語彙の誤用が多
く、読み手がなかなか書き手の意図を理解できない場面が多々あった。そのため、授業の中でできるだけ
フィードバックやリライトに時間を使い、教師の指摘だけでなく、学生間の話し合いの中で、間違いに気
づくことができるよう工夫した。授業の出席者が履修者の約半分であったのは残念だったが、その分、個
別の FB や小グループでのピア活動を行うことができた。近い将来論文を書くことが目標のクラスだが、
現在のレベルとのギャップをどのように埋めていくか、今後も検討していきたい。

＜J6

作文＞

担当者名：＜春学期＞a クラス＝数野恵理、b クラス＝長谷川孝子、
c クラス＝長谷川孝子
＜秋学期＞a・b クラス＝山内薫
授業コマ数：週 1 コマ
受講者数：春学期 a クラス

17 名、

b クラス 27 名、
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c クラス 17 名
秋学期 a クラス 11 名、b クラス 27 名
使用教材：独自教材、『Master of Writing』
（立教大学）

目標
レポートや作文の構成について学習し、毎回 800 字から 1200 字程度のレポートが書けるようにする。ま
た、自分の意見の論拠となる資料やデータを読み取り、要約し、レポート中に正しく提示できるようにす
る。その際、きちんとした構成で文章が組み立てられるようにする。

授業の方法
＜春学期＞
テキストに沿って２回で一つのテーマを扱い、レポートを書いた。授業ではまず基本文型や語彙を復
習し、次に各課の学習項目を確認し、テーマに沿った資料の読解をした。どのような構成で書けばよいか
をクラスでいっしょに考え、アウトラインを書くことは宿題とした。次のクラスではグループでアウト
ラインを発表し合ったり、クラス全体で引用の練習をしたりした。レポートは宿題とし、提出後は間違い
の多かったものをフィードバックして、適切な表現を考えさせた。
＜秋学期＞
毎週 1 課のペースで授業を進め、課題として五つのテーマを用いた複数の課題文に関する構成メモ及
びレポートを課した。授業では、全 10 課のテキスト及び Master of Writing を用い、作文や論文におけ
る引用方法及び参考文献の書き方、さらに引用する際の注意点（特に盗用・剽窃に対する注意喚起）を扱
った。レポートは基本的に BlackBoard で提出を受け付け、担当者が翌週までに添削し、全体から個人へ
と 2 段階でフィードバックを行った。学期中に 2 回のフィードバック（原稿用紙を用いた書き直し）を
授業時間内で行ったが、その際の作文においては、学生が自らで考え修正できるように、担当者からは修
正点を記すのみに留めるという方法を採った。学生が書き直した作文に対しては、翌週に改めて 2 段階
でのフィードバックを行った。

結果と課題
＜春学期＞
a クラス
J6 では引用を用いたアカデミックライティングが一つの大きな学習目標であった。大部分の学生が構
成や引用の根幹部分を身につけられたものの、規則を学んだ後も、引用の形を取らずに書いてしまった
り、出典は明記してあるものの鉤括弧に入れずに直接引用をしてしまったりする間違いが見られた。ま
た、鉤括弧を使った直接引用は得意だが、要約・言い換えをした間接引用は苦手という学生が多かった。
今学期は引用の間違いを見つけて直すという練習を１度したが、今後はもう少しこのような練習や要約・
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言い換えの練習を増やして、定着を図ることが課題だ。
b クラス
レポートを書いたことのない学生がほとんどで、引用の意味から理解させる必要があった。資料の理
解も難しい学生はすべてにおいて混乱していたようだ。後半は学習者の弱点を繰り返しフィードバック
した結果、真剣に聞いていた学生や日本語力がある学生は、十分なレベルに達することができた。今後
は、学習者の状況、目標を早い段階で見極め、授業目標を明示して授業を進めていきたい。また、実際に
彼らがどのようなレポートを書くかということも授業初めの段階で学習者自身に意識させると共に、教
師側も把握する必要があると感じている。
c クラス
レポートを書いたことのない学生は、引用の意味から理解させる必要があった。資料の理解も難しい
学生は理解までに時間がかかっていた。後半は学習者の弱点を繰り返しフィードバックした結果、真剣
に聞いていた学生や日本語力がある学生は、高いレベルに達することができた。今後は、学習者の状況、
目標を早い段階で見極め、授業目標を明示して授業を進めていきたい。また、実際に彼らがどのようなレ
ポートを書くかということも授業初めの段階で学習者自身に意識させると共に、教師側も把握する必要
があると感じている。
＜秋学期＞
a クラス
11 名でグループ活動や全体共有が行いやすい人数のクラスであった。グループ活動では、多少のレベ
ル差があったものの、相互に助け合い、質問をし合ったり発言を促し合ったりと協働的に進められてい
た。毎週の課題は、ほぼ全員の学生が真剣に取り組んできており、グループ活動等に生かすことができて
いた。レポートに関しては、授業内容をよく吸収し、作文の回数を重ねるごとに格段に良くなっていっ
た。その一方で、漢字の読み方や語彙理解が弱い学生が多く、本授業の社会的なテーマに関する記事の読
解及び音読に苦労する様子が窺えた。自分の意見の根拠とするために記事の読解は必須であったため、
本クラスでは読解における時間を多めに取ったり、身近な例を示したりする等、工夫をして対応した。今
後も、作文力のみならず、クラスの読解力に応じた記事読解の方法を考えることが課題である。
b クラス
27 名と人数が多いクラスであったが、最終的に期末テストを受験したのは 15 名であった。遅刻欠席
が多く、出席者よりも欠席者が多い状況であった。出席している学生は、授業態度はよく、課題にも真剣
に取り組んでいた。漢字圏の学生ということもあり語彙や記事の大意は容易に掴めるものの、記事全体
から整理して要約するということを苦手とする学生が多く、各記事において、要約の方法や複数の案を
提示した。また、本授業の作文や論文における引用方法及び参考文献の書き方がレポートに十分に反映
されない学生、特に、盗用・剽窃に対する意識が不足している学生が多々見られた。本クラスでは、レポ
ートのフィードバックの際に個別に対応する等で、回を追うごとに少しずつ改善されたが、ビジネスデ
ザイン・クラスにおいては、この点が最も大きな課題だと考えられる。
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＜J7

作文＞

担当者名：＜春学期＞a クラス＝平山紫帆、b クラス＝藤田恵
＜秋学期＞a クラス＝数野恵理、b クラス＝保坂明日香
授業コマ数：週 1 コマ
受講者数：春学期 a クラス 16 名
b クラス 14 名
秋学期 a クラス 13 名
b クラス 22 名
使用教材：独自教材、
『Master of Writing』
（立教大学）
（アカデミック・ジ
春学期は『改訂版 大学・大学院留学生の日本語④論文作成編』
ャパ
ニーズ研究会、2015）も使用

目標
これまでに学習した語彙や文型を使って、
「作文」ではなく、大学レベルで必要とされるレポートや報
告書等の長文作成を行うことを目的とする。

授業の方法
＜春学期＞
授業は 2 回に 1 課のペースで進め、学期中 5 本のレポート課題を課した。各課の前半はテキストの課
題文を読み、内容についてグループで意見交換をした後、構成メモを作成した。後半はレポート課題で使
用する資料を受講者自身が準備し、それをもとに構成メモを再検討し、さらにピアで推敲をするように
した。フィードバックは課題を提出した次の回に行い、さらに学期中に 2 コマを使用し、各自の提出課
題に対するフィードバックをもとにリライトをした。
＜秋学期＞
基本的に、春学期同様だが、１回目のレポートでは教員が準備した資料を使ってレポートを書かせ、２
回目のレポートから受講者自身に資料を集めさせた。

結果と課題
＜春学期＞
a クラス
春学期の a クラスには、必修の正規学部生、正規院生、特別外国人学生の合計 16 名がプレイスされた。
当初は課題文から論点をみつけて構成を考えたり、適当な資料を探したりすることに苦労している学生
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もいた。また、論拠に基づいた文章を書く作業に慣れていない学生も多く、自分の意見だけを述べ立てた
り、反対に、内容に賛同した文献をそのままコピーをしてしまったりする作文も見られた。しかし、引用
の方法をくり返し扱い、練習を重ねた結果、次第に引用を用いた文章が書けるようになってきた。まだ間
接引用が苦手な学生が多いので、今後は間接引用が適切にできるよう、指導方法を見直したい。
また、クラスでは、毎回、グループやペアでディスカッションや資料の検討を行ったが、グループ活動
に消極的な学生が散見された。グループで意見を交換することで内容の深まりがあるということが実感
できるように活動の進め方を工夫していきたい。
b クラス
春学期の b クラスは受講者が 14 名であり、正規学部生（必修科目）、正規院生、特別外国人学生の混
合クラスであった。このクラスでは、これまで書いてきた作文から大学・大学院の学習で必須となるレポ
ートの作成への移行を目標とし、引用のしかた、参考文献の書き方、章立てのしかた等を授業で扱った。
以前の報告に引用のしかたの習得が難しいとあったことから、今学期は引用を繰り返し扱った。その結
果、徐々にできるようになっていったが、一方で、レポートの中身が引用文ばかりで自身の主張がないも
のが提出されることもあった。そのため、2 回のリライトの際に、個別にこの点をフィードバックしたと
ころ、期末テストでは概ね改善されていた。今学期の課題としては、ピアで行っていた推敲作業の進め方
を挙げる。ピアでの推敲に入る前に、レポート課題で使用する資料の準備、構成メモの再検討を各自で進
めるように促したが、授業内での推敲作業に意識が向かず、最後まで参加度が上がらない学生がいた。ピ
アでの推敲作業は、視野が広がったり、論点が深まったりすることが期待できる。よって、この活動への
学生の動機付けを今後の課題としたい。
＜秋学期＞
a クラス
秋学期の a クラスは特別外国人学生 13 名のクラスで、学習意欲が高く、全員が事前準備をしっかりし
て授業に臨み、課題のレポートも毎回提出した。母語ではレポートを書いたことがあるが、日本語ではレ
ポートを書いたことのない学生が大部分で、引用については母語で少し学んだことがあるという学生と
今学期初めて学ぶという学生がいた。これまで、引用の形式は身につけたものの引用の目的が理解でき
ていない、自分と同じ意見の資料をそのままコピーしてしまう学生がいるというような引き継ぎがあっ
たため、学期の初めに盗用・剽窃の問題を周知し、引用の目的を考えさせたり、大学のレポートで求めら
れるレポートがどのようなものかということを繰り返し説明したりした。１回目のレポートは教師が資
料を使ってレポートを書かせることにより、資料に書かれたことを自分の考えのように書いていないか、
直接引用であるところを間接引用のような書き方にしていないかなど細かく確認して指導することがで
きた。これまで調べたことをまとめるレポートしか書いたことのない学生は当初、引用して説明するの
みで、意見が述べられていないということがあったが、学期後半は自分の意見をサポートするために引
用するということを理解し、求めるレポートが書けるようになった。また、今学期は事前準備をしっかり
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してくる学生だったこともあり、グループで構成の案を説明したり、集めた資料をどのように使うかを
説明したりするピア活動が機能し、お互いに良い刺激を得ていた。
今学期、受講者全員が引用の目的をよく理解し、概ね適切な形式で引用ができるようになり、しっかり
とした構成で書けるようになった。しかし、まだ自分で集めた資料を正確に理解して引用できていない
ということがあり、レポートを書くためには読解、要約の練習もさらに必要であることがわかった。
b クラス
登録人数 22 名であったが、個人的な事由や専攻する学科の授業との折衝により、クラスを受講しなか
った学生が多くいた。クラスを受講した学生の多くは、J7 レベルの文章構成力を十分に有しているとは
言いがたく、初歩的な文法や語彙、表記の誤りが見られ、正確な文を作れない学生もいた。しかし、学生
それぞれが自身の問題点に向き合い、改善に努めようとする意欲が見られた。
このクラスでは学期を通じて 5 回のレポートを書くことが課されているが、3 回目のレポート作成終
了時に、全体的な構成や参考、引用の仕方等の技法についてはある程度の理解が確認されたものの、論拠
立てて文章を構成することが困難な様子だった。クラスでは構成を練る段階にピアで内容をチェックし
ていたが、このクラスにおいては効果的に機能していないようだった。そのため、担当コーディネーター
に申し出、構成を練る段階で教師と話し合う時間を持つことを願い出た。L.4 と L.5 はこの方法で進めた
が、このフィードバックは効果的だったように思う。学生は教師との対話を通し、自身の作文の論拠の弱
さに気づき、また、説明の途中に説明ができないことを学生自身で気づく者もいた。
全体的に、徐々にではあるが、レポート作成力を身につけていたものと思われるが、J7 としてはまだ
十分な能力ではない。レポートを 5 回作成し、2 回書き直しをしたことは、作文能力育成に効果があった
と思われるが、このようなクラスでは、正確性を高める練習や段落レベルの構成を考える時間をもっと
多く取り入れてもよいかもしれない。個々の学生の力を引き出し、伸ばすことが今後の課題であると考
える。

2017 年度「J5～J7 聴解・会話」授業記録
コースの概要
聴解・会話は、J5 は初中級、J6 は中級前半、J7 は中級修了レベルの学習者を対象としたクラスであ
る。週 1 回のクラスで、グループディスカッションやプレゼンテーション、ロールプレイ、ディベートな
どを学生が行うことが多い。そのため、履修者には積極的に授業に参加することが望まれる。

＜J5 聴解・会話＞
担当者名：＜春学期＞ a 神元愛美子、b 草木美智子、c 清水知子、d 山森理恵
＜秋学期＞ a 長谷川孝子、c 草木美智子
授業コマ数：週 1 コマ
履修者数：＜春学期＞a14 名、b13 名、c13 名、d13 名 ＜秋学期＞a13 名、c14 名
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使用教材：椙本総子・宮谷敦美『聞いて覚える話し方

日本語生中継 中～上級編』くろしお

出版、宮城幸枝他『毎日の聞き取り plus40』凡人社

目標
J5 は初中級修了レベルの学生を対象としたコースであり、日常生活における様々な場面での聴解会話能
力の育成を目指す。相手の話すことを正確に把握し、それに対して自分の意見などをきちんと発表出来
るようになることを目標とする。

授業の方法
毎回の授業では前半にディクテーションクイズとスピーチを行い、後半に聴解とそれに関連した会話練
習を行った。スピーチは 2 回実施し、第 1 回目はグラフ説明を行い、第 2 回目は時事問題について発表
した。聴解と会話練習はスピーチスタイルを意識し、相手と場面に応じて様々な表現を使用できるよう
に練習した。ロールプレイ練習も行い、ミニドラマを作成し発表した。

結果と課題
＜春学期＞
a クラス
J4 聴解会話から継続履修した学生たちがムードメーカとなり、クラスを引っ張っていた。クラスの雰
囲気がよく会話練習も意欲的に行われた。ミニドラマでは回を重ねるごとに工夫が見られるようになり、
最後はどのペアもほとんど満点だった。発表も教師からのフィードバックを活かし、ピアの発表から良
い点を学び、力をつけることができた。ただ、毎回授業内で行う項目が多く、重要表現が定着しないこと
や十分な会話練習時間が取れないことがあった。テキストの表現を予習させ表現導入の時間を短くする、
ディクテーションの量を調整する等クラスの状況に合わせた運営を行いたい。
b クラス
全体的に真面目で素直な性格の学生が多かったように思う。きちんと課題、宿題に取り組み提出してい
た。特にペアを組んでのペア練習は積極的に取り組み発表していた。毎回の授業では、できるだけ大学院
での生活に活用できるよう指導をした。大学院では教授や院生等、目上の人との会話が多いと考え、でき
るだけ丁寧な会話ができるよう授業では練習を重ねた。結果、その点は向上したが、反対に友人同士の会
話に関しては大きな進歩がなかった。学生との会話から、日常生活に日本人の学生や友人の存在があま
り感じられなかった点も関係しているようだ。今後も引き続き院で活用できる丁寧な会話の指導に力を
入れていくと同時に、友人との会話練習も積極的に取り入れることを心掛けたい。
c クラス
できるだけ手を抜こうとする学生たちがクラス内で声高に発言する傾向があり、クラスコントロール
に苦労した。
「発表したいテーマがない」
「日本人が留学生に配慮して動いてくれるから、今のままの日本
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語会話力で問題はない」等と主張する学生に対して、①プレゼンテーションでは、準備課題を段階的に課
してメール経由で事前に厳しく個人指導する、②会話では初めに具体的な状況や表現を提示し、それに
まつわる体験を語らせて動機づけを高める、等の工夫をした。モティベーションがもともと高い数名の
学生が高いパフォーマンスを見せたことも功を奏し、徐々にクラスの雰囲気はよくなっていった。課題
としては、発表のほうに重きがかかり、会話練習の時間が十分にとれなかったこと、ポイントを整理する
力が足りない学生には個人指導も届きにくかったことが挙げられる。また、具体的な会話例としてアル
バイト場面ばかりが挙がったことから、大学院生として直面する実際の会話場面が知りたいと感じた。
（d クラス）
聴解力に個人差があり、テキストの CD の速さに全くついていけない学生も何人かいたため、CD 速度
を９０％に落とすなどして対応した。会話の中に出てくる語彙や表現文型などの確認が必要な場合につ
いては、時間の制約から、会話のキーとなる点に絞った解説にとどめることが多かった。力の弱い学生に
とってはややストレスのたまる進め方であったかもしれない。想定より弱い学生に対する対応は今後の
課題である。グラフ解説のショートスピーチは、指示に沿ってただやるという受身な様子も見られたが、
その次に行った時事問題のスピーチは各自が興味関心を持っているテーマを選び、準備も熱心で、主体
的に取り組んでいた。スピーチを行った際の質問もみな積極的であった。ミニドラマを通しての会話練
習では、ペアで相談して自然な表現を盛り込み、楽しみながら会話表現の練習を行うことができた。ただ
し、カジュアルスピーチ、敬語で話すということが、最後まで十分定着しなかった学生がいたのは残念で
ある。学生のレベルに応じて、もう少し余裕のある進め方や、練習の機会を増やすなど、改善をしていく
必要がある。
＜秋学期＞
a クラス
会話の構成とターゲット表現を意識しながら、会話をすることができるようになった。口頭発表では、
聞き手を意識しながら発表をしていた。しかしながら、難しいターゲット表現や発表の仕方などは定着
が難しいものもあり、繰り返しの練習が必要だったと思う。自分たちの活動を振り返り、自ら間違いに気
付けるようなフィードバックの時間をとることが定着に繋がると思われる。また、聴解では、自然なスピ
ードの会話を聞き取る練習が足りなかったようなので、どのように聴解練習を組み込むかも今後の課題
となるだろう。
c クラス
全体的に真面目で明るい学生が多かったように思う。女子だけのクラスだったからか、仲がよく、その
ことが授業にもプラスに働いたように感じた。特に会話では、ペア練習に積極的に取り組み発表してい
た。また、きちんと課題、宿題にも取り組み提出していた。毎回の授業では、できるだけ大学院での授業、
発表、就職を視野に入れて指導をした。特に２回のショートスピーチ（グラフ、時事問題の説明）は今後
にも活かせるように、スライドと原稿の作成、発表の効果的な見せ方の指導、フィードバックを重視し
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た。結果、１回目のショートスピーチよりも２回目の方に成長が見られた。今後も引き続き大学院で活用
できる会話と発表方法の指導を心がけたい。

＜J6 聴解会話＞
担当者名：＜春学期＞ a 長谷川孝子、b 山森理恵、c 平山紫帆、d 桃井菜奈恵、e 開めぐみ
＜秋学期＞ a 井上玲子、c 沢野美由紀
授業コマ数：週１コマ
履修者数：＜春学期＞a14 名、b13 名、c15 名、d14 名、e10 名 ＜秋学期＞a17 名、c24 名
使用教材：瀬川由美・紙谷幸子・北村貞幸『ニュースの日本語聴解 50』スリーエーネットワー
ク、荻原稚佳子・斉藤真理子・増田真佐子・ 伊藤とく美『日本語上級話者への道―きちんと伝
える技術と表現』スリーエーネットワーク、鎌田修他『中級から上級への日本語なりきりリス
ニング』the Japan Times など、生教材（テレビニュース）

目標
中級前半修了レベルの学習者を対象として、実質的な運用能力の育成を目指す。聴解では、時事問題を
テーマに、正確に把握できるようになることを目標とする。会話やスピーチでは、相手や場面にふさわし
い日本語が流暢に話せるようになることと、ディベートにおいては、資料を用いて根拠のある意見が言
えるようになることを目標とする。

授業の方法
＜春学期＞
学期の前半は聴解と口頭発表を、後半はディベートを中心に行った。聴解は、
『ニュースの日本語聴解
50』や生教材を使用し、ニュースで使用される語彙やニュースのスピードに慣れさせ、必要な情報を正
確に聞き取る練習を行った。口頭発表では、発表に適した表現、話の構成、人前で発表する場合の話し方
を導入した。2 回の発表後は個別にフィードバックを与え、個々の問題点を意識させた。ディベートは、
ディベートの流れ、質疑応答のルールなどを説明後、各チームで主張や反論を行うための準備をさせた。
ディベートの実技は期末テストとして評価した。
＜秋学期＞
学期の前半は聴解と口頭発表を、後半はディスカッションとディベートを中心に行った。聴解は『ニュ
ースの日本語聴解 50』
『中級から上級への日本語なりきりリスニング』や生教材を使用し、ニュースや日
常会話で使用される語彙に慣れさせ、必要な情報を正確に聞き取る練習を行った。口頭発表では、ロール
プレイとスピーチの発表を 2 回ずつ行った。
『中級から上級への日本語なりきりリスニング』は会話の練
習にも用い、会話の一人になりきって聞いたり話したりすることで、聴解力や自然なコミュニケーショ
ン能力を鍛える練習を行った。ディスカッションとディベートでは、意見や反論を述べる際の表現を練
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習し、期末課題としてディベートの実技を行った。

結果と課題
＜春学期＞
a クラス
2 回の発表とディベートからは人前で話すことの難しさ、分かりやすい話し方や構成、発表前の準備の
大切さなどを学んだと思う。聴解では大まかな内容を把握する練習になったようである。しかし、学習者
が求めている弱点の克服までにはまだ課題があるように思う。会話では、活用、発音、イントネーション、
日本語の自然な表現、そして、聴解では、連体修飾や省略を理解しながらの細部の把握などの練習が足り
なかった。今後は、学習者状況から達成目標を決定し、その目標に沿ったタスクを考えていく必要があ
る。
b クラス
真面目な学生が多く、スピーチや語彙クイズの準備はしっかりしてきていた。最後のディベートは、テ
ーマを自分たちで選び、自分たちで資料を探して、自分たちが考えた意見を述べるということが楽しか
ったようである。しかし、コースの中におけるスピーチ・ニュース・ディベートなどの活動がばらばらに
なってしまい、学生にコースの目的の意識づけ、各活動の位置づけが十分できなかったことは反省点で
ある。また、準備のない状態での会話や話すときのイントネーションなど、彼らが弱いと感じる部分に対
応する、時間外の活動を促して聞き取りのトレーニングを積ませるといったことが十分できなかったこ
とも反省点で、工夫していく必要があると考える。
c クラス
話し好きな学生が多く、意欲的に会話練習を行っていたので、クラス開始時に比べて、滑らかさは大幅
に改善された。そして、語彙や表現についても、学習した内容をすぐにペア練習やスピーチに取り入れる
学生が多く、一人ひとりの表現の幅も広がった。一方、学習目標であった「まとまった話をわかりやすく
伝える」という点については、意識的に練習に取り組む姿が見られ、全体的に改善はしているが、学習し
た接続詞が十分に使えない学生もいた。この接続詞は、学生たちにとって難しい項目であるので、効果的
に使えるよう、練習方法を見直したい。ディベートは、学生たちのモチベーションが非常に高く、一人ひ
とりの取り組み方が大変すばらしかった。どの班もメンバーでよく協力し合って資料を集め、入念に準
備をしていた。その甲斐あって、本番のディベートでは、説得力のある説明ができている学生が多く、聞
きごたえのあるディベートになった。聴解については、ニュースの概要の理解についてはよくできてい
たが、細部の理解に苦労している学生も見られた。今後は、学生の状況に応じて、必要な情報を聞き取る
練習を集中的に行うなどの工夫をしていきたい。
d クラス
真面目な学生が多く、皆熱心に取り組んだ。みな語彙力もあるためか、聴解力も全体的にかなり高く、
ニュースなどの日本語も最初からかなり正確に聞き取ることができる学生が多かった。生教材も学生に
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合わせ難易度の高いものを設定したが、特に抵抗なく受け入れられていた。聴解自体の難しさだけでは
なく、問題の内容も（細かい聞き取りだけではなく、大意を理解し内容をまとめたりするなど）より難易
度をあげるなどの工夫があればさらに効果的だったかもしれない。会話においても、全員中国語話者に
も関わらず小グループでも徹底して日本語で話すなど意識の高さを感じた。一方、発表では表現に正確
さに欠ける部分があったり、相手が聞きやすい構成を意識できなかったりするなど、能力に上達の余地
が見られた。適宜フィードバックを行ったが、発表前にもう少し詳細な指導を行えていればより効果的
だったかもしれない。ディベートでは、全員意欲的に取り組み、準備をしたため、期待以上に完成度の高
いものになった。難しいものに取り組めるのはうれしいという学生からの発言もあり、向上心の高さが
うかがわれた。授業で扱った会話のトピックは、難易度は高いものの内容は一見簡単に感じられたよう
で、向上心のある学生たちにとってモチベーションが上がらないこともあるようだった。導入の際にど
んな能力を向上させるために各トピックを扱うかということをもう少し明確に設定するなどの必要があ
ったと思われる。また口頭発表をさせる上でのより効果的な指導法を模索することを今後の課題とした
い。
e クラス
全体的に学習意欲が高く、授業態度出席状況共に良好であったが、自主的に発言する学生は少なかっ
た。会話の授業では、話の構成、比較、展開について学びスピーチを行い、学生同士フィードバックを行
った。スピーチへの取り組みはよかったが、基礎的な文法的なエラーが散見されるだけでなく、原稿を読
み上げるなど発表の仕方そのものの訓練を受けていない学生が多かった。個々に対応し、回を重ねるご
とに改善されたが、中には、正確性への意識づけなど今後も継続したケアが必要と思われる学生もいた。
聴解の授業では、ニュース教材を使用して時事問題や社会問題についての語彙を多く導入した。視聴後
スクリプトを配布し自律学習を促したが、漢字圏と非漢字圏の学生により定着に大きな差が出る結果と
なった。ディスカッションなど定着のための練習時間が取れなかったのが残念である。ディベートは、経
験者が１名のみで、準備の初期段階で手順について混乱する者もいたが、徐々にチームの結束を強め、各
チームとも周到に準備し、最終的には期待以上の成果が見られた。今後は、学生同士のインターアクショ
ンを通して発話の機会を学期初めから多く提供することで学生の自主的発言を促し、より効果的な協働
学習ができるよう工夫したい。
＜秋学期＞
a クラス
学習意欲が非常に高く、様々な活動に積極的に取り組んでいた。また、教師の指示にすぐに従うなど協
力的で、授業運営がしやすいクラスであった。口頭発表の練習では今学期から『中級から上級への日本語
なりきりリスニング』を使用した。最初は練習のやり方を掴むことができず、全体確認の時に学生からの
発言があまり出なかったが、やり方のコツを掴むと、学生からの発言が徐々に増えていった。履修者が 14
名であったため、ロールプレイやスピーチを授業内で全員発表することができず、会話の様子を IC レコ
ーダーで録音してもらって評価した。ある学生から練習のために人前で発表したいとの申し出があり、
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後半の 2 回はロールプレイとスピーチのどちらかを発表してもらったが、一人一人にフィードバックを
する時間を取ることができなかった。限られた時間内にどのようにフィードバックの時間を設けていく
か、今後の課題としたい。聴解はニュースのスピードに慣れていない学生が多かったので、キーワードを
ピックアップし、大まかな内容を掴む練習を行った。よくできる学生も生教材のディクテーション練習
では苦戦していた。難度が高かったこともあるかと思うが、学生が普段あまり接していない内容を選択
したことも影響しているものと思われる。生教材を扱う場合は、学生が普段から接している内容のもの
を扱うように準備したい。ディベートは難度が高く、うまくできるかどうか心配していたが、実践ではど
のグループも想像以上に完成度の高いディベートを行うことができた。根拠となるデータもしっかり準
備してディベートに臨んでいた。ディベートの準備の時間を増やしたことと、導入と準備の間に冬休み
を挟んだことにより、準備に時間をかけることができたのではないかと思われる。
c クラス
学習意欲が高い学生が多く、そうでない学生も引っ張られる形で授業に参加するようになった。聴解
は、毎回の宿題と、内容は同じだが異なる部分が問題になっているクイズを行うことにより、まとまった
聞き取りに徐々に慣れていった。また、生のニュースを２度扱ったが、時事問題に興味がある学生が多
く、生教材の方が意欲的に聞いていたのでこれを増やしてもよかったのではと思われる。会話は、ディス
カッションやディベートには周到に準備をして臨んでおり、資料の集め方も含め本人たちも達成感を感
じたようであった。が、スピーチなど一人でまとめて話すのには苦手意識があるようで、もう少しスピー
チの練習に時間を取ることができていたら、それが払拭できたのではないかと思われる。

＜J7 聴解会話＞
担当者名：＜春学期＞a 桃井菜奈恵、b 嶋原耕一
＜秋学期＞a 長谷川孝子、b 長谷川孝子、c 沢野美由紀
授業コマ数：週 1 コマ
履修者数：＜春学期＞a10 名、b9 名 ＜秋学期＞a6 名、b24 名、c18 名
使用教材：荻原稚佳子・伊藤とく美・齊藤眞理子『日本語超級話者へのかけはし―きちんと
伝える技術と表現―上級から超級へ』スリーエーネットワーク
生教材（テレビ番組の録画および DVD）

目標
中級修了レベルの学習者を対象とし、アカデミック場面での聴解能力および会話能力の育成と、場面に
ふさわしい日本語の習得を目指す。生の教材を用い、日常生活だけでなく、講義や講演などやや専門的な
内容や社会問題、時事問題についても細部まで正確に把握し、流暢に意見が言えるようになることを目
標とする。
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授業の方法
授業は聴解と会話の 2 部構成で進めた。聴解では、
「ガイアの夜明け」
「カンブリア宮殿」等の DVD を
視聴し、内容把握と語彙や表現の確認を行った。毎回、内容を正しく把握するためのヒントを与え、聴解
力を上げるための練習も取り入れた。DVD 視聴後、テーマである社会問題についてグループでディスカ
ッションを行い、各グループの意見を発表させた。その後、要約と意見をレポートとして提出することを
課題とした。会話は『日本語超級話者へのかけはし』を使用し、異なる場面を例に「意見を相手にどう伝
えるか」を考えながら進めていった。途中、ロールプレイとミニプレゼンテーションを課題とし、相手に
わかりやすく伝える練習を行った。

結果と課題
＜春学期＞
（a クラス）
ほとんどの学生が意欲的に取り組んでいた。聴解（DVD）では、ドキュメンタリー番組の内容につい
ても皆よく理解できており、意見交換の時間も活発に話し合いが行われた。会話では、前半はテキストの
テーマにそってロールプレイや発表を行った。テキストに出てくる表現は難しいものが多かったが、発
表でも意欲的に新出語彙・表現を使用しようとする学生も見られた。後半はスライドを使った発表を行
った。学生が選んだテーマはそれぞれ着眼点もよく内容は面白かったものの、スライドを使った発表の
方法についてもう少し指導ができればよりよい結果になったのではないかと思われる。ロールプレイ・
発表においても、発表するうえでの表現や話し方の癖を意識させ、直せるようにフィードバックの時間
をもうすこし長くとったり、事前指導をもうすこし手厚くするなどすれば、より学習者の日本語レベル
を上げるうえで効果的だったかと思う。また、クラス内に一人だけ非漢字圏の学生がおり、この学生と他
の学生との理解度の差を埋めることが難しかった。コミュニケーション能力は高く、授業内では特に問
題は見られなかったが、漢字圏の学生に比べると課題となっていた DVD の要旨・意見文や語彙クイズに
おいて苦戦していた。今後、こういった学生に向けて補助的な資料を与えるなど工夫していく必要があ
ると考えられる。
b クラス
非常にまじめな学生が多く、特に聴解としての DVD 視聴やプレゼンテーションの練習に、しっかりと
取り組んでいた。ただ学期初めに取り組んだロールプレイについては、ロールプレイの活動をそもそも
したことがない学生もおり、やや消極的な様子が見られた。それぞれの場面で適切に振る舞うことの重
要性を、もっと強調して導入することできれば、学生の取り組み方も違ったかもしれない。今後の課題と
したい。またプレゼンテーションでは、お互いの発表を見ながら学習が進められてよかったが、自身の発
表を振り返る時間を十分に取ることができなかった。学生には評価シートを渡してフィードバックした
が、もう少し時間をとり、口頭でフィードバックしたほうが効果が高かったと思う。こちらも、今後の課
題としたい。
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＜秋学期＞
a クラス
全員が授業で学んだことを必ず課題に反映させ、常に積極的に授業に参加していた。DVD の要約では、
ポイントを押さえながら要約することができるようになった。ディスカッションも活発に行われ、お互
い意見交換をしながら学習意欲も高めることができたと思う。発表では、前もって発表スクリプトを準
備し、内容の確認を行う学習者も多く意欲的であった。全体的に問題はなかったが、発表の練習とフィー
ドバックの時間がもう少し必要だったように思う。今後は、発表練習なども授業に組み込んでいきたい。
b クラス
最後まで出席した学習者は熱心に参加していた。DVD の要約では、ポイントを押さえて簡潔にまとめる
ことができるようになっていった。ディスカッションでは、初めは活発な話し合いができなかったが、話
した内容を書いて提出させるなどタスクを工夫した結果、意見交換をしながら話ができるようになった。
しかし、日本語が正確に理解できていないために、DVD の内容が正しく理解できない、発表で話が伝わり
にくい、という状況も見られた。今後は、日本語の正確さに関する指導も考えていく必要がある。
c クラス
日本語力は高く、経済番組の日本語も、聞き慣れないもの以外は難なく聞き取れるレベルの学生たちで
あったが、クールな学生が多かったため、真摯に取り組んでくれていたものの、発言を引き出すのが難し
い場合があった。聴解については、語彙表で確認してから視聴したこともあり、どのような内容かはおお
むね把握できていた。漫然と見るのではなく、人に伝えるためにポイントを絞って聞くというのはいい
練習になったようであった。意見をまとめるのも、最初は何を書けばいいかわからないという学生もい
たが、どんな背景があるか、問題は何か考えながら見ることを意識させたため、この点は力がついたと言
える。視聴後にディスカッションを行ったが、学生たちの国や状況に関連したテーマを扱ったため、あま
り活発に話す学生たちではなかったものの、彼らなりに意見の交換ができていた。このクラスは全員大
学院生であったため、彼らの知的好奇心を満たすため、教材の選び方をより慎重にする必要があると感
じた。

2017 年度

J8 授業記録

コース概要
J8 は、既に高度の文法・漢字・語彙を習得しており、大学における学習・研究が十分日本語で行える
学生を対象としたコースであり、様々な目的に沿った科目を展開している。展開している科目は、大学や
大学院での学習、研究生活のための日本語能力を伸ばす科目と、実社会の中で求められる日本語能力を
伸ばす科目、日本語そのものについての知識を身につける科目など、多岐にわたっている。また、J8 で
展開する科目は、短期留学生のみならず、学部や大学院の正規学生（日本語を母語としない学生）の履修
も可能であり、様々な背景を持つ学生が、一緒に学ぶ機会も提供している。
70

各科目の詳細は次に示す通りである。

＜日本の文化・社会 A＞
担当者名：＜春学期＞丸山千歌
授業コマ数：週 1 コマ
受講者数：
（池袋）春学期 6 名
使用教材：独自教材

目標
高度な日本語能力を運用して、日本の社会や文化について考え、理解を深めることを目的とする。

授業の方法
日本の文化や社会に関わるテーマを選び、それに関する文献を読んだり、ビデオを見たりする。講義も
行うが、主としてテーマについてのディスカッションやプレゼンテーションを中心とした授業を行い、
最後のまとめとしてレポートを提出する。

結果と課題
本科目は正規学部留学生対象科目「大学生の日本語」との併置科目である。正規学部生が 5 名、特別外
国人学生が 1 名履修した。日本の文化や社会に関わるテーマを選び、それに関する文献を読んだり、ビ
デオを見たりする。視聴覚教材を主として展開するテーマと、読解教材を主として展開するテーマをそ
れぞれ２テーマ用意し、ディスカッションやプレゼンテーションを中心とした授業を行った。
トピックはいくつかの候補の中から学生の希望を反映させて選定した結果、インフラ開発、環境とソ
ーシャルイノベーションとなった。最終プレゼンテーションとレポートは日本社会に関するトピックを
各自選び、課題に取り組んだ。授業開始時に、いいプレゼンとは、いいレジュメとはという活動を行い、
日本語力の点でこの授業で期待することを伝えた結果、履修者は全体的に個々の授業活動の目的を理解
した上で積極的に活動に取り組めたと思う。
授業で取り上げた各トピックについて、DVD や読解資料などの複数の教材を使用して、各自が毎回欠
かさず課題を行い、日本の文化・社会的文脈に関する知識も得ながら各テーマについて理解を深めるこ
とができた。

＜日本の文化・社会 B＞
担当者名：＜秋学期＞武田聡子
授業コマ数：週 1 コマ
履修者数：
（池袋）秋学期 14 名
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使用教材：独自教材

目標
高度な日本語能力を運用して、日本の社会や文化について考え、理解を深めることを目的とする。

授業の方法
日本の文化や社会に関わるテーマを選び、それに関する文献を読んだり、ビデオを見たりする。授業の
はじめにアンケートをとり、その結果を参考に受講生の興味が多いテーマを取り上げる。取りあげたテ
ーマについてのディスカッション、プレゼンテーション、レポートを中心とした授業を行う。また、教師
が選んだ共通のテーマの文献を読み、ブックレポートを書いて発表することも試みる。最後に、日本の文
化や社会に関するテーマで自由に選んだテーマを元に個人プレゼンテーションをし、発表原稿を提出す
る。

結果と課題
経済学部・理学部の学生が 11 名、文学部が 1 名、法学部が 1 名の合計 13 名が出席した。14 名の履修
者がいたが、うち異文化コミュニケーション学科の 1 名は一度も出席しなかった。本授業では、日本の
文化や社会に関わるテーマとしてまず「ものづくり」を共通のテーマに選び、それに関するビデオを授業
で視聴し、ビデオで扱ったテーマを元にそれに関する文献を調べて発表してもらった。その後、
「ものづ
くり」に関するテーマで自分が選んだ「もの」について調べ、授業で発表してもらった。様々な日本独自
の「もの」を全員が選び、興味深い発表をしたが、ただの紹介に終わってしまう学生も少なくなく、日本
の文化と社会という観点での分析が不足していたため、次のテーマの際には、分析をしっかり入れるよ
うにと全体にフィードバックを行い、さらに個々にも数分のセッションをし、フィードバックを実施し
た。次に、
「オノマトペ」に関する共通の文献を読み、章ごとに個人またはペアーで要約をして発表を行
った。またお互いの発表を聞いた上で、感想を書いて提出してもらった。オノマトペという日本独自の言
葉文化をテーマに選ぶことで外国語学習者としての観点から全員に共通したテーマで考え意見を交換す
ることをねらいとした。結果、全員が何かしら新しく学ぶことがあったようだ。最後のテーマとしては、
各自で自由に選んでもらい、日本の文化と社会の観点で分析を入れた個人プレゼンテーションを実施し
た。全員が、期日までに原稿を提出し、発表はパワーポイントを使用した視覚資料も準備し、それぞれの
個性が現れた発表となった。初回の反省をふまえ、最終発表には分析がほぼ含まれていたが、参考文献を
載せていない者がいたため、後日追加提出を促した。以上、３つの大きなテーマで発表を中心に個人個人
の活動を重視した授業を行った結果、各自が自分の興味のある分野をさらに深く調査し、数回、人前で発
表するという機会を得て、最後のプレゼンテーションではそれまでの反省点が活かせたパフォーマンス
になっていたように思う。
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＜日本の文化・社会 C＞
担当者名：＜秋学期＞丸山千歌
授業コマ数：週 1 コマ
受講者数：
（池袋）秋学期 18 名
使用教材：独自教材

目標
高度な日本語能力を運用して日本社会や文化に関するテーマの中から、受講生の興味・関心に沿うもの
を選び、そのテーマに沿って授業を進める。

授業の方法
「日本の企業風土」
「日本的経営」
「日本型サービス」をトピックとして取り上げ、それぞれの専門家を
ゲストスピーカーとして招き、ゲストスピーカーの講義を軸として授業を進める。

結果と課題
J6～8 の 3 レベルの学生を対象として開講し TA を配置した。ゲストスピーカーによる講義の前の事
前学習、後の事後学習は基本的にグループディスカッションや、分担読解の課題を行い、履修者の主体的
な学習を促した。全体的な履修科目数が多い学生に履修中止が見られたが、最後までやり通した履修者
は非常に学習意欲が高く、学期末まで学習動機を下げることなく、積極的に取り組んだ。

＜日本語の諸相＞
担当者名：＜春学期＞長島明子、＜秋学期＞池田伸子
授業コマ数：週 1 コマ
受講者数：春学期 10 名、秋学期

3名

使用教材：独自教材

目標
一つの言語としての日本語を取り上げ、他の言語と比較した場合に特徴的な日本語の側面を理解する。
擬音語・擬態語、様々な感情表現、微妙なニュアンスを表す副詞、位相や役割語など、日本語の特徴的な
側面を取り上げ、それについての論文を読んだり、調査したりする。

73

授業の方法
＜春学期＞
初めの３回は敬語と配慮表現を取り上げ、相手に配慮した依頼のメールの書き方を扱った。残りの11回
は日本語の擬音語･擬態語を取り上げ、小説・ドラマ・広告・料理・医療などの様々な分野で、実際にど
んな擬音語･擬態語がどのように使われているか分析した。また、擬音語・擬態語の特徴などについて書
かれた本の内容について発表及びディスカッションをし、最後に日本語の擬音語･擬態語に関して各自が
それぞれテーマを決め、調べ、分析、考察したことを発表した。
＜秋学期＞
「新語の作り方から見える日本語の規則」
、
「漢語（日中で字形が同じで意味が異なるもの）」、
「ら抜き言
葉」について取り上げた。各自がそれぞれのテーマについて資料を持ち寄り、それを読み進めながらディ
スカッションを行った後、短いレポートにまとめた。最終プレゼンテーションでは、各自が選んだテーマ
を掘り下げ、レポートにまとめるとともに、パワーポイントを用いてプレゼンテーションを行った。

結果と課題
＜春学期＞
真面目に取り組み、課題の提出率もよかったので、円滑に授業が進められた。グループでの話し合いも活
発に行っていた。敬語･配慮表現については、尊敬語、謙譲語や敬意表現は知識はあるが、適切な表現を
使ってメールを書く力は学生によって差が見られた。擬音語・擬態語については、コース開始時は語彙量
は多くなかったが、回が進むにつれて興味や理解が増し、生活の中に見られる擬音語・擬態語にも注意が
向くようになり、理解語彙は増えていった。ただ、すぐには運用力には結びつかないようであった。今後
は、理解語彙を効率的に拡充し、より適切に使えるようになるよう、授業を工夫したい。
＜秋学期＞
履修者数が少なかったため、グループでのディスカッションの広がりが弱かった。各自の興味分野が異
なっており、すべての参加者がモティベーションを保ちながら最後まで参加できるように工夫するのが
やや難しかった。

＜日本語論文読解＞
担当者名： 森井あずさ（池袋）
、谷啓子（新座）
授業コマ数：週 1 コマ
受講者数：
（池袋）春学期 1 名、
（新座）春学期 1 名
使用教材：独自教材、浜田麻里他『大学生と留学生のための論文ワークブック』くろしお出版、
1997
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目標
日本語で書かれた学術論文の内容が読めることを目指し、日本語論文の構成語彙などについて学ぶ。

授業の方法
前半は、教師から提示されたサンプル論文や、個々の専門分野で探した論文を素材に「論文の構成」を把握す
る。その中で、論文特有の表現を随時確認し、分野による論文の違いを共有した。後半は担当論文をデータの種
類、調査方法などの面からさらに分析し、また参考文献の扱いについても分析を重ねた上で、発表した。最終課
題として、担当論文についての詳細なレジュメを作成し、ゼミ形式での口頭発表とディスカッションを行った。
また論文読解に関連して、「参考文献や引用のルール」「調査方法」、最終発表に必要な「レジュメ作成」や「口頭
発表上の注意」などを練習とともに内容に組み込んだ。

結果と課題
＜池袋＞
履修者は大学院生 1 名であった。担当論文は、学生が専門に関連するものを数点選んだ中から１点選
定し、共通論文は昨年同様、社会言語学系のものを使用した。博士課程前期 2 年生だったことから、担当
論文を読みレジュメを作ることが修士論文の準備としても役立つようであった。論文の構成の分析を詳
しく進めたことも専門の論文を読む際に役立った。出席率がよく、課題にも積極的に取り組んだが、さら
に運用能力のある日本語を身につけつつ、引用文献にあたり、研究を進めていく姿勢を身につけること
が今後の課題であると思われる。
＜新座＞
履修者は学部 2 年生 1 名であった。担当論文は専門に関するものを 2 本選び、共通論文と併せて分析
していった。サンプル論文は池袋同様、社会言語学系のものを配布した。履修者が少ないため、教師の方
から学会誌や論文集などを提示し、分野によって異なるスタイルを確認した。序論からステップをふん
で分析しながら読みすすめることで論文の構成理解につながったと思われる。
1 名だったが、遅刻欠席無く熱心に参加し、指摘された点をよく修正して取り組んだ。発表準備に際して
はキーワードの発音を直したが、発表の場になるとやはり戻ってしまっていたものもあった。人数が少
ない場合は後半のスケジュールにも余裕があるので、履修者が希望すれば最終発表を録画してフィード
バックするやり方も検討したいと思う。

＜日本語論文作成法＞
担当者名：森井 あずさ（池袋）
，谷 啓子（新座）
授業コマ数：週 1 コマ
履修者数：
（池袋）秋学期 14 名 （新座）秋学期 2 名
使用教材：大島弥生他『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第 2 版』ひつじ書房,2014
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浜田麻里他『大学生と留学生のための論文ワークブック』くろしお出版，1997
北原保雄監修（独）日本学生支援機構・東京日本語教育センター『実践研究計画作成法』凡人
社,2009

目標
卒業論文や学術的な論文作成に必要とされる語彙・文型・スキルについて学び、高度な日本語論文作成
能力を身につけることを目指す。日本語の論文の構成、スタイル、使用される語彙や接続表現、文型の特
徴について学び、自らそれらを用いて構成の組み立てや短文作成などを行う。その後実際の論文作成を
行い、実践力をつける。

授業の方法
前半は論文の探し方の指導後、各自の専門分野に関する論文を探し、１本担当論文を決めて分析し、論
文の大まかな構成を把握した。専門や関心の異なる分野の論文に触れることで、論文にも様々なパター
ンがあることが確認できた。今期はピア・レスポンス活動を意識的に増やした。活動の中で相手に分かる
ように説明し、コメントをし合うことで互いの学びを促進した。
後半は、テキストで研究計画書の書き方、論文に必要な表現等を学びながら、各自が取り組みたい論文
の準備を行った。テーマ探しから始まり、研究課題を検討、並行して先行研究の収集と整理を行った。そ
れぞれの作業に関してはワークシートにまとめ、適宜 OHC で発表した。最終課題として各自の論文の研
究計画書と文献メモを作成、発表した。

結果と課題
＜池袋＞
履修者は14人中3分の2ほどが学部１年生で、論文を探すのも書くのもほとんど初めて、という学生が多
かった。研究テーマも決まっておらず、研究計画書といっても何を書いてよいかわからない、という状態の
学生がほとんどだった。
まずは自分で興味のある分野の論文を探し、それを読んでいき、論文の構成などについて学び、発表す
る、というのが前半の課題であった。後半では自分が論文を書くと想定して研究計画書と文献メモを書き提
出する、というのを最終目標とし、研究計画書執筆に一歩ずつ取り組んだ。授業の最後の2日間で14人全員が
無事自分の計画書を発表、提出することができた。
学生のうち1人は博士課程後期在籍の特別外国人学生で、実際にかなりの量の論文を書いてきており、博士
論文と同時進行でこのクラスを履修していた。膨大な資料と研究の一部を取り出してこのクラスのために課
題を書く、というのは、別の意味で難しいようであった。ただ、他の学生にとっては計画書の書き方も発表
の仕方も、大変いいモデルとなったようである。
人数が多く、なかなか何度も書き直させて丁寧に指導することができなかったのが悔やまれるが、学期の
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最初の状態と比べると最後に堂々と自分のテーマを発表する姿には成長を感じさせられた。今回はパワーポ
イントを上手に駆使して発表する学生も多く、その成長ぶりに目を見張った。今後本当に自分の見つけたテ
ーマで論文を書くときに、このクラスで学んだことを思い出してくれたらと願っている。

＜新座＞
履修者は正規学部生の 2 年生と 3 年生であった。
履修の理由としては、
「論文的な表現を身につけたい」
「卒論を意識して」等であった。2 人とも遅刻や欠席もなく、各課題に真面目に取り組んだ。小人数のた
め、教師を含む 3 人で丁寧に内容を検討できたことは良かったと思う。ピア活動を意識的に取り入れた
が、それぞれの専門分野や研究に関する意識にギャップがあったため、うまくコメントできない場面が
あり、教師が介入した。
テキストで論文に必要な表現を学び、テキスト中の問題は難なく解けていたが、実際にそれらを参考
に自分のテーマをゼロから書くとなると修正点が多々あった。日本語表現だけでなく、はじめて読む人
にも理解できるように、曖昧にせず裏付けをしながら書く、といったことを都度修正していった。
2 人ともテーマが決まっていなかったので、構想マップから研究テーマを決めるまで、また、それを卒
業論文に合わせて絞るのに時間がかかった。結果として適切なテーマになったが、それぞれの研究に必
要な勉強（例：研究方法について）は各自の今後の課題として設定してもらった。

＜キャリアジャパニーズＡ＞
担当者名：＜春学期＞嶋原耕一（池袋）
、佐々木藍子（新座）
、＜秋学期＞数野恵理（池袋）
授業コマ数：週 1 コマ
受講者数：＜春学期＞9 名（池袋）
、3 名（新座）
、＜秋学期＞5 名（池袋）
使用教材：独自教材、
『立教就職ガイド』
、
『留学生のための就職活動 Handbook』、
『これで安心！
外国人留学生のための日本就職オールガイド』

目標
日本での就職活動に必要な日本語やビジネスマナー、様々なスキルを学び、それを使えるようになるこ
とである。そのために、就職活動の際に必要とされる日本語に関連する事柄を、大きく「作文スキル」
「発
話スキル」
「ビジネスマナー」に分類し、それぞれについて実践的に学んでいく。

授業の方法
本授業は 3 つのステップに分けて授業を進めた。第一ステップでは就職活動の概要と流れ、自己分析
を取り扱い、日本の就職活動について理解を深めた。第二ステップではエントリーシート、履歴書の書き
方、書類送付の仕方について取り上げ、就職活動で必要な作文スキルの向上を目指した。第三ステップで
は第一ステップ、第二ステップで学習した内容を踏まえ、実際の面接でよく出題される質問の回答つい
て検討し、個人面接・集団面接の練習を行った。また適宜、企業分析やビジネス敬語の練習をするほか、
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ゲストスピーカーとしてランスタッド株式会社の野澤和世氏を迎えるなどし、就職活動への意識を明確
にした。

結果と課題
＜春学期：池袋＞
池袋キャンパスの履修者数は 9 名であり、比較的人数が多い中で授業を進めた。現在進行形で就職活
動を進めている学生がいる一方で、まだ就職活動がイメージできていない学部 2 年生もおり、多様な学
生が混在していたといえる。ただそのような多様な学生がいたからこそ、ペアワークやグループワーク
で共有できることも多く、お互いに自己分析や志望動機の書き方、面接での受け答え方などをチェック
し合い、学習を進めることができたと思う。どの学生もまじめで意欲的だったため、クラスサイズの大き
さを活かすことができた。ただ一方で、面接での振る舞いについては、教師が全員を見切れないこともあ
った。今後の課題としたい。
＜春学期：新座＞
履修者は正規学部生 3 名で、そのうち 1 名は 4 年生で就職活動中であったため、就職活動の進捗状況
や最新の就職活動事情を聞きながら進めることができた。他の 2 名は 3 年生で日本で就職するか、帰国
して就職するか悩んでいたが、4 年生の学生からのいろいろなアドバイスにとても刺激を受け、インター
ンシップに申し込む学生もいた。毎回の授業で課題があり、また課題をもとに発表する活動も多かった
が、悩みながらも非常に熱心に取り組んでいた。ただ、第二ステップのエントリーシートでは、その時点
の学生の作文スキルに依存するところがあり、どのように修正すればより良いエントリーシートになる
かについては、学生の理解度に差があった。限られた授業回数の中でも、この点についてもしっかりとフ
ォローしていくことを今後の課題としたい。
＜秋学期：池袋＞
履修者 5 名のうち 1 名は初回のみの出席だったが、4 名は非常に熱心に取り組んだ。3 名（特別外国
人学生）は母国での就職を考えているが将来について考える機会を持ちたいという理由で受講する学生
だった。1 名（学部生）はすでに内定をもらったものの来年再チャレンジしたいという学生で、これまで
の経験を生かしてクラスに貢献してくれた。学生はピアから学び合う姿勢があり、お互いに良い刺激を
受けていた。受講者が少なかったこともあり、今学期は面接のグループディスカッションも練習するこ
とができた。
今学期は 4 名とも学生時代に主体的に行動し、様々な経験をしていたため、エントリーシートに書く
ことのできるエピソードが豊富な学生だったが、学期によっては自己 PR や学生時代に力を入れたこと
を書くのが難しい学生もいる可能性がある。そのような場合には学生が持っているものをうまく引き出
していくことが求められるだろう。
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＜キャリアジャパニーズ B＞
担当者名：＜春学期＞平山紫帆（池袋）
、＜秋学期＞平山紫帆（池袋）
、佐々木藍子（新座）
授業コマ数：週１コマ
受講者数：＜春学期＞8 名（池袋）
、＜秋学期＞6 名（池袋）
、1 名（新座）
使用教材：独自教材

授業の方法
就職試験（SPI）の国語分野の出題範囲から毎週 1~3 のテーマを選び、問題を解きながら必要な知識や
対策を学習した。また、毎回授業開始時に前週に扱った内容の小テストを行った。学期末のテストの前に
は、学習範囲を網羅した模擬テストを実施した。

結果と課題
＜春学期：池袋＞
今学期は日本での就職を考えている学生はおらず、日本語力の向上のため受講したという学生がほと
んどであった。総じて学習への意欲が高く、大半の学生が予習をしっかりした上で授業に参加しており、
毎回の質問も非常に多かった。
インプットが多い授業なので、単調な授業にならないよう、関連画像や映像を見せたり、調べ学習など
を取り入れて発表する時間も設けたが、学生のニーズに合わせて、もっと大胆に方法を変更してもよか
ったかもしれない。今後の課題としたい。
＜秋学期：池袋＞
今学期は、就職活動を強く意識し、その準備の一環として受講した学生と、日本での就職予定はなく、
日本語力の向上のために受講した学生が混在するクラスであった。そのため、今学期は、就職試験で必要
な知識やスキルを紹介し、練習するとともに、単調で無機質な授業にならないよう、画像や映像を適宜取
り入れたり、担当を決めて調べたことを発表するという活動を行った。
今学期は、大半の学生が意欲的に取り組み、スキルや日本語力を着実に向上させていたが、中には授業
についていくのに苦労している学生や、途中で出席しなくなってしまった学生もいた。そうした学生へ
の、モチベーションの向上を含めたサポートが不十分だったかもしれない。今後の課題としたい。
＜秋学期：新座＞
この授業では履修者が 1 名ということもあり、その学生に合わせて授業を進めることができた。この
学生は非常に熱心で毎回の授業の予習復習もきっちりとしてきており、小テストの成績も全体的に良か
った。しかし、授業で取り扱った内容が多かったこともあり、予習では問題を解くだけでそれに関連する
事項や問題の答えではない事柄についてはあまり予習できていなかった。そのため、授業では答え以外
の項目についてもフォローしなから進めていった。漢字圏の学生ではあったが、最近では漢字の教育が
あまり行われていないようで、また SPI で出題される難読漢字や四字熟語は範囲も広く、漢字や表現自
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体に加え、その意味も覚えなければならないため、負担が大きかったことが窺えた。今後は、このような
負担の大きい箇所について、少しでもその負担が軽減できるよう、授業での提示の方法や学習の方法を
検討することが課題だと思われる。

＜ビジネス日本語口頭 A＞
担当者名：＜春学期＞浅野有里（池袋）
、佐々木藍子（新座）
、＜秋学期＞森井あずさ（池袋）
授業コマ数：週 1 コマ
受講者数：＜春学期＞6 名（池袋）
、5 名（新座）秋学期 9 名、
使用教材：独自教材、
『人を動かす！実践ビジネス日本語会話上級』『BJT 模試と対策』

目標
ビジネスで必要とされる構文または談話レベルの日本語力（聴解・発話）を身につける。

授業の方法
＜春学期：池袋＞
様々なビジネス場面で展開される会話文から、必要な表現や語彙を学ぶと同時に、ビジネス会話の展
開やビジネスマナーなどにも着目して授業を進めた。まず各場面の状況を把握してから、先行ロールプ
レイを行い、どのような表現を用いるか検討した後、モデル会話を聞き、表現や会話の展開を分析した。
練習を通して言い換えができる表現なども確認した後、新しい状況設定で再度ロールプレイを行い、定
着を図った。また、学期後半には BJT の聴解・聴読解問題の練習も行った。
＜春学期：新座＞
本授業ではビジネスシーンでよくみられる「会議」
「電話対応」
「商談」の場面を取り上げ、それぞれの
場面をさらに細分化し、そこで必要な会話力、対応力を養成するよう進めた。各回の進め方は、まずその
回の場面を提示し、プレタスクとしてロールプレイを行った。プレタスクでどのような対応や表現が必
要かを考えた後、ブランクのあるモデル会話を提示し、まずは学生自身でブランクにあうよう穴埋めを
した。それから CD でモデル会話を流し、聴解練習すると同時にモデル会話を完成させる。そして、その
モデル会話を使って、口頭練習を行った後、プレタスクで行ったロールプレイを再度行い、まとめとし
た。また、並行してビジネス場面での聴解力を養うため、ビジネス日本語能力テストの聴解問題も行っ
た。
＜秋学期：池袋＞
主に会議や商談のビジネスシーンで必要な提案・申し出、説明、賛成・反対、質疑応答、確認、訪問、
依頼、お詫び、電話応対などを取り上げ、表現を導入後、談話練習とロールプレイを行った。円滑なやり
取りができるレベルを目指しそれぞれの単元が終わるごとに、各場面におけるロールプレイテストを実
施し、クラスでフィードバックを行った。さらに聴解力をつけるためにビジネス日本語能力テスト形式
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の聴読解練習を行った。また、学期の前半に敬語を再度復習し、宿題を課したり、学生の希望によりビジ
ネス語彙クイズを行ったりした。

結果と課題
＜春学期：池袋＞
正規学部生 1 名、特別外国人学生 5 名が履修した。全員学習意欲が高く、授業の内容と自身の就職活
動、アルバイト先での経験などと照らし合わせ、
「このような場合はどうするか、どう言えばいいか」
「こ
う言ったら相手にどんな印象を持たれるか」といった質問が常に飛び交っていた。出てきた質問はでき
るだけクラスでシェアし、全員で検討するようにしたが、そこでも活発な議論が行われた。
授業で扱った教材は、今期のクラスではやや易しいと感じるところもあったが、全員が発音と敬語の
使い方に高い関心を持っており、クラス全体でイントネーションやアクセント、尊敬語・謙譲語・丁寧語
を確認するのには妥当なレベルの教材であったと思う。その一方で、授業後半の「商談」の部分は教材の
難易度も上がり、モデル会話も長くなっていたが、説明や練習に時間がかかり、やや単調な授業になって
しまった。今後はメリハリのある進め方を工夫していきたい。
＜春学期：新座＞
履修した学生は全員将来的に日本での就職を希望していたため、授業全体を通して、とても熱心に取
り組んでいた。1 限ということもあり、遅刻の続く学生も見られたが、後半に進むにしたがって減ってい
った。授業開始時はビジネス場面の会話の経験がないため、戸惑う学生もいたが、授業が進んでいくにつ
れて、少しずつコツを掴んでいき、後半ではロールプレイでそれまでに学習した内容を応用できるほど
進歩が見られた。一方で、1 名 2 年生の学生がいたのだが、日本語のレベルが低いために、教師の指示を
聞き間違えたり、訂正したことがうまく修正できない学生がいた。今後はこのような学生もフォローで
きるよう、対策を検討していきたい。
＜秋学期：池袋＞
日本企業に就職が決まった学生以外は1、2年生ばかりだったので、日本で働くということがあまり身
近に感じられないような学生が多かった。ただ、将来的に日本語を使って仕事をしたいという希望があ
り、授業には熱心に取り組んでいた。
以前学んだはずの敬語は、実際に使ってみると尊敬語と謙譲語が反対になってしまったり、と、意外と難
しいことが実感としてわかってきたようであった。
会議と商談のロールプレイテストはグループでスキットを考えて演じる、というスタイルを取ったが、
どのグループもとてもリアルでおもしろいものを作って上手に演じていた。また、クラスメートへのフ
ィードバック、コメントも的確にしていた。この授業で学んだことをこれからも生かしていってほしい。

＜ビジネス日本語口頭 B＞
担当者名：＜春学期＞平山紫帆（池袋）＜秋学期＞平山紫帆（池袋）
、佐々木藍子（新座）
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授業コマ数：週 1 コマ
受講者数：＜春学期＞7 名（池袋）
、＜秋学期＞1 名（池袋）
、2 名（新座）
使用教材：BJT 対策問題集（語彙リスト）

目標
ビジネスで必要とされる談話レベルの日本語力を、ソリューション・デザイン型活動を通して身につけ
る。

授業の方法
＜春学期：池袋＞
まず、初回の授業で、ソリューション・デザイン（SD）型活動の狙いや意義、進め方を説明した。ま
た、フォーマルな会議スタイルで SD 型活動を進めるために、会議で使用する日本語表現を確認した。2
週目以降は、学期を前半後半に分け、前半は「商品開発」
、後半は「問題解決」をテーマに、SD 型活動を
進めていった。具体的な進め方としては、まず、プレタスクとして、そのテーマで必要となる概念やキー
ワードを考える時間を設けた。その際には、初めから教師が概念を紹介するのではなく、学生たちが自分
たちで考え、教師が必要に応じて補足するという方法をとった。次に、それぞれの概念を担当者が調べて
発表した。そうしてテーマを考える上での大きな枠組みを全員で共有したところで、タスク（商品開発の
場合、飲料メーカーの新商品開発）の提示を行い、その後数回の授業時間を使用してグループで調査や検
討を進めていった。なお、毎回、その日の会議の内容を議事録に記録し、上司役の教師に報告する時間を
設けた。そして、話し合いを重ねて案が固まった段階で、まず 1 回目のグループ発表を行った。履修者
は、その内容を踏まえて発表を修正し、最終プレゼンを行った。プレゼン後には録画したものを一緒に見
ながら教師が詳細にフィードバックを行った。
こうした SD 型活動のほかに、クラスではビジネス用語に関する語彙クイズや、談話表現の学習とクイ
ズも行った。
＜秋学期：池袋＞
初回の授業で、ソリューション・デザイン（SD）型活動の狙いや意義、進め方を説明した。また、フ
ォーマルな会議スタイルで SD 型活動を進めるために、会議で使用する日本語表現を確認した。2 週目以
降は、学期を前半後半に分け、前半は「商品開発」
、後半は「問題解決」をテーマに、SD 型活動を進めて
いった。
今学期は履修者が一人であったため、従来行ってきたグループでの SD 型活動はできなかった。そこ
で、毎回の SD 型活動では、まずは学生に一人でプランを考えさせ、学生が行き詰ったり、何か相談があ
る場合には、教師が同じ課の先輩役になり、話を聞いたり、呼び水になるようなコメントや質問をしたり
した。そして、その日の最後には、教師は上司役になり、活動内容や決定事項について報告させた。
完成したプランは、春学期同様、2 回のプレゼンを行った。そして、プレゼン後には録画したものを一
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緒に見ながら教師が詳細にフィードバックを行った。
こうした SD 型活動のほかに、クラスではビジネス用語に関する語彙クイズや、談話表現の学習とクイ
ズも行った。
＜秋学期：新座＞
本授業では、ソリューション・デザイン（SD 活動）の方法を取り入れ、授業を行った。まず、最初の
授業で、ソリューション・デザイン型の授業の主旨や目標、進め方について説明し、活動内では会社内の
シーンを想定して、会議形式で行うことを周知した。その上で、会議で使用する表現や司会の役割、議事
録の書き方を学習した。その後は、
「商品開発」と「問題解決」のそれぞれのテーマにつき 5～6 週ずつ
使い、
「プレタスク」
「SD 活動（会議）
」
「成果発表のためのプレゼン」「振り返り」という流れを 1 つの
セットとして、テーマごとに 2 回行った。プレタスクではそのテーマに関連する用語や概念、背景知識
について、ブレインストーミングしながら、学生からキーワードを引き出した。わからなかった用語につ
いては、翌週までに調べてきて、授業内で発表し共有した。その後、タスクを提示し、グループで調査や
相談をしながら、SA 活動を進めた。2～3 週ほど SD 活動を行ったところで、グループ発表を行ったが、
その際、ポイントとなる点について、事前に確認を行ってから実施し、発表後は教師が上司の立場から、
コンサル活動を行った。その内容を踏まえ、発表内容を修正し、最終プレゼンを行った。プレゼン発表の
翌週には、プレゼンを録画した動画を見ながら、学生と教師で振り返りを行った。このような流れで 2 つ
のテーマにそれぞれついて SD 活動を 2 回行った。
この活動のほかには、ビジネス用語に関する語彙クイズも毎週の授業の最初に行った。
結果と課題
＜春学期：池袋＞
今学期も、一人一人が SD 活動に関心を持ち、積極的に課題に取り組んでいた。発表の内容もユニーク
で工夫が凝らされたものが多かった。
今学期は、SD 活動を通して口頭能力が向上するよう意識して進めたが、議事録の報告は、効果のある
活動だったと思われる。普段は流暢に話せる学生にとっても、改まった場面での報告は難しいようで、当
初はしどろもどろになってしまったり、強引に話を進めたりする学生も多かった。しかし、練習を重ねた
結果、相手の都合を聞いてから話し始めたり、話の順番などを意識して説明ができるようになったりす
るなど、成長が見られた。
一方で課題もある。今学期は、あるグループで、メンバー同士の意見がたびたび衝突した。どのメンバ
ーも活動には真剣に取り組んでおり、熱心であるが故の意見の対立であると思われるが、反対意見を述
べる際の表現や言い方が喧嘩調子になることもあった。反対の仕方などをフィードバックしたり、場合
によってはグループに教師が入って仲裁したりするなどの対応を取ったが、今後はそうした事態が起き
ないよう、反対意見の述べ方や議論の進め方について学習する時間を取るなど対策を取っていきたい。
＜秋学期：池袋＞
わずか 1 名のクラスであったため、学生の作業や心理面での負担が大きくなりすぎないよう、試行錯
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誤をしながら進めた。学生は、当初は 1 人であることに戸惑っていたが、学習意欲が高く、日本での就職
を強く意識した学生だったため、自身の置かれた状況を前向き捉え、一つ一つの作業を最後まで意欲的
に行っていた。
今学期は、プレゼン時に社会人の方に来ていただき、質問やフィードバックをいただくことができた。
担当教師とは異なる視点からアドバイスが受けられたということに加え、教師以外の社会人に、自分の
ビジネスプレゼンを評価してもらえたことで、学生のモチベーションは大いに向上したようである。
この科目は、履修者の人数により、授業設計を大きく変更する必要があるが、履修学生にとって学びの
多い授業になるよう、今後も授業改善に努めていきたい。
＜秋学期：新座＞
この授業では、SD 活動のグループをいくつか作り、グループ間でもお互いのプレゼンに対し、コメン
トしあうことで、学びを深める予定であったが、履修者が 2 名であったため、グループは 1 つしか作れ
なかった。しかし、2 名とも非常に積極的で、たくさんのアイデアも出し合い、精力的に活動を進めるこ
とができた。社会経験がないため、実現性や具体性に欠けている部分もあったが、試行錯誤しながらもタ
スクは達成できていたので、この授業の目標はある程度達成されたと思われる。
今回の授業方式は教師が必要な情報を提供し、それを学習していくという通常の授業とは異なり、学生
自身が主体となって進めていかなければならなかった。そのため、授業初期には、そのスタイルに慣れて
いない学生から戸惑いが感じられた。この点については、授業を重ねていくうちに、授業スタイルにも慣
れていく様子が見られたが、教師から与えられた情報だけを学習するのではなく、自分たちが主体とな
って行う作業の中にも学びがあることを授業開始の段階から実感できるように工夫していくことが今後
の課題である。

＜ビジネス日本語

文書＞

担当者名：＜春学期＞保坂明日香（池袋）
、＜秋学期＞山辺真理子（池袋）
、藤田恵（新座）
授業コマ数：週 1 コマ
受講者数：春学期 21 名（池袋）
、秋学期７名（池袋）、１名（新座）
使用教材：村野節子、山辺真理子、向山陽子（2015）『タスクで学ぶ日本語ビジネス
メール・ビジネス文書 適切にメッセージを伝える力の養成をめざして』
（スリーエ
ーネットワーク）

目標
日本でのビジネスに必要な日本語能力（読解、作文）について学び、使えるようになる。

授業の方法
＜春学期：池袋＞
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授業では教科書『タスクで学ぶ日本語ビジネスメール・ビジネス文書』を用い、本書の 1 課から 13 課
までを扱った。この教科書の構成に沿い「役立つ表現」の導入、表現練習、課題メール・文書の作成とい
う流れでクラスを進め、作成後にフィードバックを行った。
今学期は学生数が多かったため、課題作成の際は、グループで検討し作成する形式を多く取り入れたが、
課題内容によっては個別に作らせることもあった。また、授業内で書き終わらなかった問題や扱えなか
った問題は宿題として課した。
フィードバックの方法は、課題の難度や内容により異なるが、模範解答を示す、個別に訂正を加える、
ピアチェック、クラス全体で検討等で正答を確認し、ビジネス文書を書く能力と正確な日本語力が身に
つくよう努めた。
＜秋学期＞
テキストの流れに沿って、課ごとに表現を練習し、その課の流れを確認後タスクをこなしていった。そ
れぞれが書いたメールや文書を OHP で投影し、不適切な表現があった場合、どうして不適切なのか、ど
のように書き換えたらよいのかを学生同士意見交換をしながら考えていった。状況次第で様々な表現が
使えることを、人間関係等に注目しながら確認した。

結果と課題
＜春学期：池袋＞
今学期のビジネス日本語(文書)クラスには正規学部生が多く、既にある程度のビジネス日本語の表現を
知っている学生が多くいた。一方で、日本語力は十分にあっても、ビジネス日本語に触れたことがないと
いう学生もいた。課題作成はグループで行うことが多かったが、互いに説明をしたり、説明を受けたりす
ることで表現の幅を広げ、理解を深めていたように思われる。学期前半には、解答に不適切な表現や内容
が見られたが、学期の後半になると、適切なビジネスメールの書き方を身につけ、正確さが増していっ
た。
しかしながら、最終課題の結果と学生の解答の内容を考慮すると、多くの学生が適切なビジネスメー
ル作成能力を身につけるなかで、遅刻・欠席が多く、取り組みが不十分であった学生には、依然として上
達が見られなかった。また、ビジネス文書の形式は習得したものの、日本語の文法・表現・語彙の誤りや、
誤植が残る解答を提出した学生も少なくなかった。形式面だけではなく正確な日本語力の育成の強化も
本クラスの課題であると考える。
＜秋学期：池袋＞
日本で働きたいという中国出身の学部２年生が２人、母国の日系企業就職希望の院生が１人、日本の
中世文学研究の院生が１人、日本語教師等を希望する特外生３人、計 7 人のクラスで、意見交換をしなが
ら進めるには程よいサイズのクラスだった。全般的に敬語の基礎はできていて、場面や人間関係を考え
ながら適切な表現を選択し、メール文や報告書等の文書を仕上げていったが、テキストの表現のみでな
く、辞書で調べた表現等を積極的に使いながら、誤用から学んでいく姿勢があった。たまに初級文法を間
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違える学生がいて教師が戸惑うこともあったが、全般的な学習にはさほど問題なく対応していた。また、
非漢字圏の学生は手書きに非常に時間が掛かり、PC 使用に切り替えるか学生と相談したが、本人が練習
する機会と前向きにとらえ徐々にスピードを上げていった。
７人中５人は遅刻も欠席もなく、また体調不良で数回欠席した学生も、一貫して非常にまじめに課題に
取り組んでいた。実社会に出ても、ビジネスメールや文書に関しては、現場の訓練を少し受ければ十分に
対応できるのではなかと思われる。
＜秋学期：新座＞
秋学期の新座クラスは、履修者が１名で、学部３年生であった。そのため、授業の進度は履修者の理解
度に合わせて進めるようにした。授業には、毎回 PC を持参してもらい、ビジネスメールや文書の課題を
PC で作成させた。その結果、実際の文書作成に近い環境で課題を進めることができ、レイアウトまで意
識させることができた。履修者は敬語の基礎知識があったが、表現練習で扱った項目には未習のものも
あったため、学期が進むにつれて、提出課題に出てくる表現の幅が広がったように思う。今学期は履修者
が１名であったため、教師から複数の解答例を示すようにし、インプットを増やしていった。新座クラス
は、小さいクラスになることが多く、クラスメートからの学びの機会が得にくいため、どのような授業活
動を取り入れるべきか、今後も検討していきたい。

2017 年度

Japanese Language and Japanese Culture A，B

授業記録

コース概要
すべての特別外国人学生を履修対象とし、履修のための日本語レベルは問わない。日本語の語彙や表記、
慣用表現について、その背景にある文化的・歴史的なことがらに触れながら学んでいく。

目標
日本語という言語に関連する文化的・歴史的背景や事例を日本語の言葉や表現とともに学び、さまざま
な日本文化の体験を通して、日本語という言語に対する興味を深め、日本語という言語を知ることを目
的とする。

＜Japanese Language and Japanese Culture A＞
担当者名：嶋原耕一
授業コマ数：週 1 コマ
受講者数：春学期 14 名
使用教材：自主開発教材
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授業の方法
受講生の日本語レベルはゼロ初級から上級まで様々だったため、基本的には英語を用いて授業を展開
した。日本の生活習慣、地理と観光、盆踊り、ラジオ体操、茶道、アニメなどの文化について、講義とデ
ィスカッションを中心に授業を進めた。ディスカッション部分では、日本の文化だけではなく、それぞれ
の出身国の関連文化も共有してもらった。茶道の回ではゲストスピーカーを招いて茶の湯を体験し、翌
週日本語でお礼状を書いた。中間発表と期末発表では、学生ごとに興味を持ったトピックについて調べ
させ、自身の経験等と結び付けて発表してもらった。期末発表は、レポートとしてもまとめさせた。

結果と課題
日本の文化を知ること、体験することに非常に積極的な学生が多く、授業外で体験したことなどをクラ
ス内で共有する姿勢も見られた。各トピックをどれだけ深めるべきか教師として迷うこともあったが、
自分で調べることをいとわない学生が多かったため、最終的には広く浅くトピックを導入し、残りは学
生の自律学習に任せた。そのため思いがけない方向に授業が展開することもあったが、教師も学生もそ
れを楽しむことができた。最終発表でも、みなそれぞれの学習内容を発表してくれ、よかったと思う。課
題としては、日本語の語彙などの提供が不十分だったことを挙げたい。コース最後の振り返りでは、文化
を学びながら、もっと日本語も学ぶことができればよかったという声が聞かれた。内容に焦点をあてる
ことがほとんどだったが、関連する語彙や表現を提示するなどして、もっと言語面に光を当てることが
できればよかったと思う。今後の課題としたい。

＜Japanese Language and Japanese Culture B＞
担当者名：嶋原耕一
授業コマ数：週 1 コマ
受講者数：秋学期 19 名
使用教材：自主開発教材

授業の方法
ゼロ初級から上級レベルの学生が混在していたため、基本的に教師の講義部分では英語を用いた。日本
の就労問題、スポーツ、冠婚葬祭、ジェンダー問題などについて、講義とディスカッションを中心に授業
を進めた。ディスカッション部分では、日本の文化だけではなく、それぞれの出身国の関連文化も共有し
てもらった。また体験学習として、茶道、日本の遊び、年賀状作成という活動も取り入れた。期末発表で
は、学生ごとに興味を持ったトピックについて調べさせ、自身の経験等と結び付けて発表してもらった。
期末発表は、レポートとしてもまとめさせた。
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結果と課題
講義は英語で行ったが、ディスカッションでは英語グループと日本語グループを作り、学生の話しやす
い言語で話せるよう配慮した。ただそうすると毎週同じ学生同士でディスカッションすることになるの
で、週によっては全てを英語グループとすることもあった。授業を進める上で課題に感じたのも、やはり
言語についてだった。英語か日本語のどちらか一方が、ディスカッションに参加できる程度に流暢な学
生がほとんどだったが、一部そうではない学生もいた。そのような学生は、講義を理解することも難し
く、ディスカッションに参加することも難しかった。できる範囲で、ディスカッションで助け舟を出すな
どしてサポートしたが、そのサポートにも限界があった。授業内でのアカデミックな部分と体験型の部
分のバランスを考えながら、今後の課題としたい。

2017 年度

Japanese Language and Japanese Society A，B

授業記録

コース概要
すべての特別外国人学生を履修対象とし、履修のための日本語レベルは問わない。日本語の語彙や表記、
慣用表現について、その背景にある社会的・歴史的なことがらに触れながら学んでいく。

目標
日本の社会的・歴史的背景や事例を日本語の言葉や表現とともに学び、日本語および日本社会への理解
を深めることを目的とする。

＜Japanese Language and Japanese Society A＞
担当者名：小森由里
授業コマ数：週 1 コマ
受講者数：春学期 21 名
使用教材：自主開発教材

授業の方法
授業では、日本語と日本社会に関するテーマを毎回１つずつ扱った。テーマは、地域方言、社会方言、
名前の変遷、ボディーランゲージ、日本語の表記体系、日本の教育制度などである。また、体験学習とし
て書道と着物の着付けを取り上げた。それぞれのテーマについて講義も行ったが、毎回次のテーマにつ
いて調べてくるよう課題を出し、調べてきた内容を共有し、グループで発表させるなど学生に積極的な
参加を促した。期末レポートは、授業で扱った「地域方言」
「名前(ファーストネーム)」
「若者言葉」
「男
性語・女性語」の中から１つのテーマを選択し、インタビュー調査やアンケート調査を実施し、その結果
を分析したうえで、学生の出身国との比較などについて論じさせた。また、最終授業でレポートの概要を
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発表させた。

結果と課題
受講生の日本語のレベルは、J0 から J8 までさまざまであったが、学生達は、毎回与えられたテーマに
ついて事前によく調べ、授業中のディスカッションにも積極的だった。授業の最後に書かせたリアクシ
ョンペーパーからも、興味を持って授業に参加し、講義内容が十分に理解できていたことが読み取れた。
期末レポートについては、20 名程度を対象に調査を行うよう指示していたが、実際のレポートには、池
袋キャンパス、新座キャンパス、寮などで 50 名ほどの学生を対象に調査を行ったものもあり、熱心に取
り組んでいた。初級レベルの学生にとって、英語を用いたとしても、日本語について調査し結果をまとめ
るというのは容易な作業ではないと推察されるが、全般的に分析や考察も適切に行われていた。期末レ
ポートは、英語か日本語のどちらかを使用することにしており大半の学生は英語を使っていたが、中級
レベルの学生の中には、日本語でレポートを作成することに挑戦した者が 3 名いた。一方で、英語でもレ
ポートを書くことに慣れていない学生がおり、参考文献リストが記されていなかったり、形式が整って
いなかったりするレポートがいくつか認められた。興味深い内容のレポートが多かったので、同じテー
マの学生同士で、形式のチェックも含め、意見交換させることは、さらに内容を深めることができ効果的
だと考えられる。今後は、コース後半にレポートについてグループディスカッションをする時間を設け
るなど工夫していきたい。

＜Japanese Language and Japanese Society B＞
担当者名：小森由里
授業コマ数：週 1 コマ
受講者数：秋学期 14 名
使用教材：自主開発教材

授業の方法
授業では、日本語と日本社会に関するテーマを毎回１つずつ扱った。テーマは、役割語、人称詞、色の
イメージ、日本の食生活、日本の宗教、日本人の国民性、現代日本の社会問題などである。それぞれのテ
ーマについて講義をしたうえで、グループやクラス全体でディスカッションをし、学生の積極的な参加
を促した。また、短歌・俳句を作るという体験学習も行った。さらに、数名のグループで日本人学生にイ
ンタビューし、敬語に対する意識調査を行い、結果を発表するという活動も取り入れた。期末レポート
は、授業で扱った「家族間の呼称」をテーマとし、学生の家族の呼称を例に、母語の呼称体系と日本語の
体系とを比較対照させた。
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結果と課題
学生は、総じて出席率が高く、授業中のディスカッションや活動にも積極的に取り組んでいた。コース
の中で、敬語に関する調査結果、年末年始の過ごし方、期末レポートの概要について発表させたが、写真
やハンドアウトなど入念に準備し工夫を凝らした発表だった。学生の日本語のレベルは、J0 から J5 まで
さまざまであったため、日本語の語彙や表現をどの程度導入してよいか探りながら授業を組み立てたが、
コース全体のリフレクション・シートから、学生たちは授業内容に満足していたことが窺えた。今年度初
めて開講したクラスだったため、どのようなテーマを取り上げクラス運営すればよいか試行錯誤を重ね
たが、来年度も、学生の興味を引き、日本語および日本社会への理解が深められるようなテーマを模索し
ていきたい。

2017 年度

日本語演習

授業記録

コースの概要
演習科目は、初級、初中級レベルの日本語を用いて、内容を学ぶ科目であり、演習 1 は J2 レベル、演
習 2 は J3 レベル、演習 3 は J4 及び J5 レベルの学生を対象とするものである。演習科目は、いわゆる
語学の科目ではなく、学生が身につけているレベルの日本語を「道具」として用いながら、演習 1 では
「アニメ／日本の歌」
、演習 2 では「映画／まんが」、演習 3 では「小説／詩」について内容理解を目指
す科目である。
演習 1～3 の詳細は以下の通りである。

＜演習１＞
担当者名：数野恵理
授業コマ数：週１コマ
受講者数：春学期 4 名、秋学期 7 名
使用教材：独自教材

コースの目標
日本のアニメや歌を取り上げ、それらの作品を通して、現代日本の社会や文化、日本人の考え方などに
ついての理解を深める。
授業の方法
アニメを通して学校（教育制度、お弁当、掃除、部活動、先輩後輩、受験）、住まい、就職活動、年中
行事などについて学び、自国の文化・社会との相違点や共通点について話し合ったり、発表したりした。
日本人学生ボランティアを呼んで、それまでに学んだ内容について日本人学生の体験談や意見を聞いた
りする機会も設けた。その他、日本の歌を聞いて歌ったり、書道をしたりした。期末はインタビュー・プ
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ロジェクトを実施し、それぞれが関心を持つテーマについて日本人にインタビューし、その結果をレポ
ートにまとめて口頭で発表させた。
主な使用言語は J2 レベルの簡単な日本語とし、必要に応じて英語も使用した。

結果と課題
＜春学期＞
受講者は J2 の 4 名だった。全員国籍が異なるので、それぞれの国や文化についての紹介し合う活動も
しやすかった。昨年度はスピーチや発表を日本語でも英語でもよいことにしていたが、今学期は学期末
のインタビュー・プロジェクトの発表以外は日本語で行うように指示した。期末の発表も 4 名中２名は
日本語で 15 分弱発表して、レポートも日本語で書いてきた。また、今学期は全員が指示通りきちんとし
た構成で発表・レポートを仕上げることができた。学生たちはそれぞれ関心のある事柄について日本人
にインタビューして、日本文化・社会への理解を深められたとコメントしていた。昨年、内容を深めると
英語の使用が多くなりがちだったため、今学期は日本語の使用を増やすことを重視したがが、このバラ
ンスは今後の課題である。
＜秋学期＞
受講者７名の内訳は J2 が 4 名、J2S が 3 名で、国籍はアメリカ 3 名、カナダ 2 名、スペイン 2 名だっ
た。今学期も学期の半ばに日本人学生を招き、小グループでお互いの国の中学・高校での学生生活につい
て話す機会を設けた。複数の日本人学生から生の声を聞くと同じ日本人であっても様々なケースがある
ことがわかりステレオタイプも生まれにくいので、学期の後半にももう一度ビジターセッションを設け
られるとよいかもしれない。

＜演習 2＞
担当者名：＜春学期＞平山紫帆 ＜秋学期＞井上玲子
授業コマ数：週 1 コマ
受講者数：春学期 6 名、秋学期 5 名
使用教材：独自教材

目標
日本の映画、マンガ、ドラマをテーマとして授業を行う。毎学期、いくつかの映画やマンガを取り上げ、
それらの作品を通して、現代日本の社会や文化、そして日本人の考え方などについての理解を深める。ま
た、このクラスは「日本語」の授業ではなく、これまで参加者が勉強してきた日本語を「道具」として使
って日本文化や日本社会を学ぶことを目標としている。
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授業の方法
＜春学期＞
「日本の衣食住」をテーマとし、
「和食」
「弁当」、
「制服」、
「日本の家」等のトピックを取り上げた。そ
れぞれの内容に関わる日本のドラマや映画を部分的に視聴し、気づいたことを話し合ったり、自国の状
況を紹介しあって比較を行ったりした。また、学期の途中には、自分たちの国のドラマや映画を紹介し、
そこから読み取れる文化的な特徴や日本文化との違いを分析するプレゼンテーションも行った。
＜秋学期＞
日本の「衣食住」を理解することを目標に授業を展開した。授業では、
「衣・食・住」から、いくつか
テーマを選定し、①日本文化・社会の導入、②母国との比較、③テーマに合った内容のマンガやドラマ、
映画を視聴、④ディスカッション・発表という順で進めていった。②と④を行う際には、母国との違いや
感想を述べるだけでなく、その背景や理由まで考えさせるように工夫した。また、学期中盤には、日本と
自分の国の違いを紹介するプレゼンテーションを行い、学期末には、授業で学習したテーマの中で気に
なっていることを一つ取り上げ、自分の国と日本との違いや、その背景についてまとめることを、レポー
ト課題として提出させた。

結果と課題
＜春学期＞
当初は映像を見ても、ストーリーに意識が集中し、そこから文化的な特徴を見出すということがなか
なかできなかったが、回を重ねるごとに視点が鋭くなり、様々な特徴に気づけるようになっていった。今
学期のクラスは積極的な学生が多く、毎回活発なディスカッションが行われた。ディスカッションの際
は英語の使用を認めていたが、どの学生も日本語への意欲が非常に高く、クラス全員がまずは日本語で
話そうとする姿勢が見られた。言葉に詰まったり、スムーズに発言できなくても、周りの学生が辛抱強く
待ったり、助け舟を出してくれたりしたので、安心して日本語で話せたようである。 今後はそうした一
人一人のモチベーションを大事にしながら、より深い議論をどう導いていくかをもっと考えていきたい。
＜秋学期＞
前年度と同様に、作品の視聴前後にワークシートに書かせて準備作業の時間を取るようにした。履修者
が 5 名と少人数のクラスであったため、学生一人一人に発言の機会を与え、日本文化や日本社会の背景
の考察、自国との比較を行った。
グループでの話し合いも適宜取り入れたが、今回の履修者は J3 クラスが 4 名、J3S クラスが 1 名の構
成で、4 名はすでに顔見知りであったため、J3S の学生がグループの中に入れないことがあった。座席も
学生同士の顔が見えないように配置されていたので、それも影響していると考えた。そこで全員の顔が
見えるように座席の配置を工夫したところ、J3S の学生もグループに入ってディスカッションに参加す
るようになった。
初回の授業から教師はほとんど日本語で授業を行ったためか、学生は積極的に日本語を使用して発言
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し、グループディスカッションでも日本語で行っていた。授業回数を重ねるごとにクラスメートの理解
の範囲を超える言葉の使用が見られるようなっていったので、他の学生に理解しているかどうかを確認
しながら、新出語彙と意味を板書するようにした。また、プレゼンテーションでも J3、J3S レベルにと
っては難しい語彙や表現が出ていたが、発表者は英語のハンドアウトを用意したり、日本語での発表の
後に英語での説明を加えたりと、クラスメートの理解を助ける配慮がなされていた。
学期末のレポートで学生が取り上げたテーマは、
「衣」
「食」
「住」どの分野からもあり、非常に面白い内
容であった。レポート調査では日本文化と自国文化の類似点・相違点の背景を文献で調べるだけでなく、
日本人へのインタビューを必須としたため、最終授業でただ提出するだけでは勿体ないと考えた。そこ
で、学生に作成したレポートをクラスメートに説明させ、その後クラスメートから質問やコメントをも
らう活動を行った。どのテーマも学生の興味を引き、尽きることなく話し合っていたのが印象的であっ
た。しかしながら、課題もあった。日本語のクラスで原稿用紙の書き方を練習しているため、原稿用紙で
提出した学生は原稿用紙の書き方のルールをしっかり押さえて書いていたが、WORD で提出した学生は、
授業でレポートの書き方を扱わなかったからか、体裁が整っていない箇所が見受けられた。今後は授業
で WORD を用いたレポート作成例などを学生に示して対応したい。

＜演習３＞
担当者名：＜春学期＞数野恵理、＜秋学期＞嶋原耕一
授業コマ数：週 1 コマ
受講者数：春学期 10 名、秋学期 14 名
使用教材：独自教材

目標
プレイスメントテストでJ4、J5レベルにプレイスされた学生を対象とする。これまでに習った日本語
の語彙や文型を用いて、できる限り日本語で授業を進める。参加者が「道具」として日本語を用いること
によって、授業を理解し、日本の小説や詩についての理解を深めることを目指す。

授業の方法
＜春学期＞
クラスでは短編小説、詩、俳句、川柳、短歌を扱った。短編小説は学期のはじめに日本語学習者向けの
多読教材「蜘蛛の糸」「鼻」（芥川龍之介）、「走れメロス」（太宰治）、学期中盤からは学習者用に書
き直されていない「ふわふわ」（村上春樹）、「デューク」（江國香織）、「バブーシュカ」（よしもと
ばなな）、「贈り物」（池澤夏樹）を読んだ。毎回、小説を読んで印象に残ったシーンを選んでくること
を宿題とした。授業では精読はせず、担当者があらすじについて発表をした後で、グループで内容や感想
について話した。学期末には図書館の多読用教材から各自好きなものを選んで多読し、最後にビブリオ
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バトルで本の紹介をして、レポートを提出した。またビブリオバトルのあとで再度多読の時間を設けた。
詩は谷川俊太郎の詩を読んだり DVD を鑑賞したりして、「いきる」という詩にあてはめて自分の詩を作
って発表した。このほか、相田みつをの詩と書、俵万智の短歌、与謝蕪村の俳句、サラリーマン川柳など
も鑑賞し、俳句や川柳も作った。
＜秋学期＞
小説『雪女』（小泉八雲）、『高瀬舟』（森鴎外）、『羅生門』（芥川龍之介）、『注文の多い料理店』
（宮沢賢治）、『トニー滝谷』（村上春樹）、詩、短歌、俳句・川柳を扱った。また『トニー滝谷』は映
画化された DVD を最後に鑑賞し、小説との違いや映画の特徴などについて話し合った上で、各自興味
を持った部分についてプレゼンテーションを実施した。それぞれの小説は場面ごとに担当者を決め、毎
回 1 名がレビューを行った。その後、該当場面 の心理描写・情景描写を取り上げ、意見交換を行った。
さらに図書館のグループ学習室を借りて多読の時間を設け、各自選んだ本を紹介するビブリオバトルも
実施した。
また詩は、宮沢賢治の「雨ニモマケズ」、短歌は俵万智などを取り上げて紹介した。俳句・川柳は「サ
ラリーマン川柳」などのウェブサイトから各自が気に入ったものを選び、毎回 1 人ずつ選んだ川柳とそ
れがつくられた背景、どんなところが好きなのかについて発表を行った。また、この発表が終わった後
に、俳句・川柳を自身で作成し、発表するという課題を出した。

結果と課題
＜春学期＞
どの学生も非常に熱心に課題に取り組んだ。毎回きちんと課題の小説を読んできていたので、グループ
での話し合いも活発であった。アンケートをとったところ、回答した９名全員が「日本語を読むことに自
信がついた」と答えていた。生教材を読んだということや、学期のはじめに読んでいたような多読用教材
を学期末に読んでみたら以前よりもすらすら読めたということが自信につながったようである。学期中
に初めて日本語の小説を買って読み切ったという学生や、帰国前に小説を買って帰りたいとおすすめの
本を聞いてくる学生たちもいて、授業がよい動機付けになったことがわかった。ただ、「バブーシュカ」
（よしもとばなな）は過去の回想が入ったり、感覚的な話ができてきたりすることもあり、このレベルの
学生には難しすぎた。話の展開がわかりやすい、レベルに合った教材を選んでいくことが今後の課題で
ある。
＜秋学期＞
多読用のリライト教材については、みな意欲的であり、ディスカッションも活発に行われた。もともと
小説や俳句に興味を持っている学生が多かったので、興味と学習をうまくつなげることができたと思う。
しかし学期の中盤から読み始めた『トニー滝谷』については、挫折してしまう学生、課題部分を読み切れ
ずに授業に出席する学生もいたため、ある程度の理解を前提としているディスカッションが、うまくで
きないグループもあった。結果として、休みがちになる学生も出てきてしまったので、もう少し授業内で
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フォローすることができればよかったと思う。また生教材とリライト教材では、難易度に大きな開きが
あるため、学生の負担も大きかったと思う。今後生教材を使い続けるかについても、検討していきたい。

2017 年度

総合日本語４～６

授業記録

コース概要
J4 から J6 の学生を対象とし、学生が知識として持っている文型や語彙を、日常生活のみならず、大学
での学習や研究活動の様々な場面で活用できるレベルに高めることを目指す。

＜総合日本語４～６A＞
担当者名：藤田恵
授業コマ数：週 1 コマ
受講者数：春学期 25 名
使用教材：独自教材

授業の方法
授業は、読解を軸に、内容確認、グループ・全体ディスカッション、個人・グループ発表を行った。扱
ったテーマは、
「観光地」
「祭り」
「江戸しぐさ」の 3 つである。読解教材は、内容は同じであるが、学生
の各レベルに合わせたものを準備し、授業外で読んでくることを宿題とした。また、読解で扱ったテーマ
に関する作文の宿題を 2 回出した。毎回の授業には TA が参加し、ディスカッション、作文のフィードバ
ック、学生のレベル差への対応など、授業活動に積極的に関わった。

結果と課題
春学期のクラスは、25 名と大きなクラスとなった。レベル差のある学生が積極的に活動に参加できる
ように、協働学習を促すようにし、すべての活動を 2～3 名のグループで進めるようにした。今学期は、
人数が多かったため、個人発表を予定していた回もグループ発表に変更し、学期中に 3 回グループでの
発表を課した。グループ発表の準備では、全員積極的に発表準備に取り組むように指導し、その結果、意
欲的に進めるグループがいる一方で、活動への理解が得られず、個々で自分の担当部分のみを進める学
生もいた。助け合いながら学習を進めることは、総合日本語 4-6 のねらいの一つでもあるため、活動の趣
旨を学生に伝え、理解を学生に得られるように進めるようにしたい。

＜総合日本語４～６B＞
担当者名:谷啓子
授業コマ数：週 1 コマ
受講者数：春学期 15 名
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使用教材：独自教材

授業の方法
VTR「クローズアップ現代」（NHK総合）を素材に、「①若者の消費」「②未婚化」「③育メン」の3テ
ーマから現代日本社会を考えた。各テーマの流れは、0週目：VTRに出てくる語彙シートを配布、意味調べ
は次回までの宿題→1週目：テーマに関わるウォームアップワーク→語彙シートの確認とフォロー→内容
をメモしながらVTR視聴→メモした内容をグループでシェア（VTRは前後半に編集されているため、第2週
もこの流れを繰り返す）→グループディスカッション、である。グループディスカッションは各グループ
から出た意見を代表がまとめて発表し、全体でシェアした。
まとめの課題として、テーマ①については作文（だ・である体を指示。字数はレベル別）、テーマ②に
ついてはミニ発表を行った。また、各テーマの終わりには学習した表現を復習するための復習プリント
を配布した。最終課題として、扱った3テーマから最も興味を持ったものを選び、各自視点を絞って口頭
プレゼンテーションを行った。

結果と課題
全体に遅刻や欠席も少なく、真面目な雰囲気であった。最初１クール目（テーマ１）はグループ作業の
やり方に慣れない様子も見られたが、テーマ２になると流れが分かったようで、特に指示なく進めるこ
とができていた。履修者が例年より多かったため 15 人を 4 グループに分けての活動となり、教師やティ
ーチングアシスタントがつけない場面があったが、進行には問題はなく、少数にした方が発話量も増え、
満足感につながったと思う。ただ、話し合いの場でのよりよい表現のケアという意味では以前より手薄
になってしまった感があるので、今期よりディスカッション前に配布した「使ってみよう」を活用しても
らうよう声かけしたい。
また、今期は J6 が１名で、J5・J4 が大半だったため、語彙が全体に難しく感じられたようである。特
にテーマ 3 は法律に関わる漢字熟語が多い。今後はメンバー構成によってことばリストに説明を追加す
るなどして修正したいと思う。同様に、J4 のメンバーには VTR のメモ作業が難しかったようなので、こ
ちらもメモシートをもう１種類用意し、レベルによって使い分けたい。
事務的なことだが、総合日本語は全てオリジナル教材のため配布物が多い。学生によってはうまくフ
ァイリングができず、必要なものが出てこないことがあった。今後はまとめて配布できるようなものは
テーマごとに冊子化して配布することも検討したい。
テーマ２のミニ発表、最終課題はそれぞれにオリジナルの視点でテーマを選んだ興味深いものであっ
た。今回はレベルとスケジュールの関係で図表の表現は扱わなかったが、発表の際に使いたい学生もい
るので資料を配布するなどして対応したい。
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＜総合日本語４～６C＞
担当者名：藤田恵
授業コマ数：週 1 コマ
受講者数：春学期 10 名
使用教材：独自教材

授業の方法
授業は、読解教材を軸に、内容確認、ディスカッション、発表、作文を行った。扱ったテーマは、
「若
者」と「日本の外国人」である。読解教材は、J4、J5、J6 それぞれのレベルに合ったものを用意し、語
彙リストを添付した。作文は、読み物のテーマに沿ったものを宿題として 2 回出した。また、毎回の授業
には TA が参加し、授業活動に積極的に関わった。

結果と課題
秋学期のクラスは 10 名となり、学期中 3 回の発表は、グループ、ペア、個人と徐々に人数を減らして
行った。読解教材で扱った 2 つのテーマは、学生の興味をひき、自国との様子をクラスメートと共有し
たり、日本での経験を語ったりし、活発な議論が行われた。今学期は、このクラスのねらいの一つである
協働学習が非常に効果的に進められ、低めの学生も、高めの学生も共に学び合う様子が多く見られた。発
表準備においても、お互いが協力しており、一部の学生のみに負担がかかりすぎることもなく、学生間で
アイディアを出しながら、準備を進めていった。発表後には毎回 FB を行い、改善点を学生に理解させて
から、次のテーマに移るようにした。学生からも自身に足りない点が積極的に挙がり、回が進むにつれ
て、プレゼンテーションのスキルが上がっていった。今学期は、人数が適度なクラスであったため、一つ
一つの活動を丁寧に進めることができ、活動の趣旨も理解が得やすかった。今後、人数増も見込まれてい
くため、クラスサイズに合った活動ができるように検討を続けていきたい。

＜総合日本語４～６D＞
担当者名：谷 啓子
授業コマ数：週 1 コマ
受講者数：秋学期 13 名
使用教材：独自教材

授業の方法
日本の四季と年中行事を題材に、関連する語彙や表現を学んだ。その中で担当した語彙を調べてシート
にまとめる、短い発表を行う、グループで話し合う、作文にまとめる等、様々なスキルを使うことで運用
力を伸ばすよう計画した。映像素材としては、NHK の DVD「しばわんこ和の心」を部分的に使用した。
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初日オリエンテーションでは、この授業に必要な日本の暦や時代区分、季節について確認し、資料を配
布。比較のために履修者の出身地の季節についてシートに記入してもらった。その後は「冬」
「春」
「夏・
秋」の３テーマを順に進めた。
各テーマ（季節）は 2～4 回から成り、
「ことば調べ」の宿題→発表→VTR で確認→グループディスカッ
ション（録音してその場でフィードバック）→小課題（作文または発表）→まとめプリント、の流れであ
る。
「ことば調べ」は、テーマに関する語彙（例：鳥居）を１語担当し、シートに簡潔にまとめ、数分で発
表する。その際、画像などの視覚資料を見つけた場合は OHC で見せながらクラスメイトに説明した。その
後、その季節に関する DVD を視聴、語彙を映像とともに確認し、理解を深める。
グループディスカッションは 3～4 人の小グループで、そこに教師またはティーチングアシスタント
（TA）がつき、録音とフィードバックを行った。学生の司会のもと、DVD についての感想を述べたり、出
身地の場合を紹介したりする。録音は適宜止め、録音したものグループ内で聞き直した。うまく表現でき
なかった部分については後から発話の意図を確認し、皆で考えたり、教師や TA がより適切な表現をアド
バイスしたりした。
１つのテーマが終わると小課題が課される。冬はミニ発表、春は作文、夏秋はグループ発表である。第
13 回に復習テストを行い、第 13・14 回で最終課題として今期扱った内容から個々にテーマを見つけ、10
分程度のプレゼンテーションを行った。

結果と課題
13 人と人数が多かったため、ディスカッションを２回回す必要があったが、限られた時間での学び合
いがあったと思われる。例えば 3 人で話した場合、1 人目がフィードバックで修正された点や新たに知っ
た表現を、すぐに 2 人目、３人目のメンバーが使ってみる、という具合である。内容的にも出身地と異な
る各国の行事や風習を聞けるのは興味深かったようだ。
ディスカッションの際には表現プリント「使ってみよう」を用意した。ディスカッションに続く作文や
発表にも使える表現をまとめたもので、話し合いの際に見ながら意識して使う姿が見られた。このほか
にも話し合いから出てきた使える表現が多くあるが、見ているとそれらをプリントの端などに走り書き
する学生が多かった。ことばリストの後半に新たな表現をまとめるスペースを設けるなどして整理でき
るようにしたい。
小課題の 3 つ目はグループでテーマ（夏・秋）の季節に関する図表を読み解き、図表の表現を使って発
表するものであった。各グループ自主的によく協力し、持てるレベル以上の発表となった。レベル差のあ
るメンバーが得意なことを分担する姿が見られ、このような自主的な活動が力を伸ばすのが感じられた。
作文やレジュメ、まとめプリントなどの提出状況もおおむね良好であった。ただ、最終課題のレジュメ
が読み原稿のようになっている人が多く、冬休みを越しての準備で指示を忘れてしまったようであった。
次回はレジュメサンプルをつけるなどして対応したいと思う。
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2017 年度

漢字

授業記録

＜漢字＞
担当者名：＜春学期＞藤田恵、＜秋学期＞谷啓子
授業コマ数：週 1 コマ
受講者数：春学期 13 名、秋学期 22 名
使用教材：独自教材、立教漢字検定テキスト

目標
履修のための日本語レベルは問わず、全レベルの学生が履修することができる。漢字語彙の拡充を目的
として、漢字の意味、漢字の語彙の使い方に関する知識を深めるとともに、読んだり書いたりする力をつ
ける。

授業の方法
立教漢字検定のテキストを用いて、各学生が決めたレベル、分野に沿って学習を行う。2017 年度は B1
～B6 レベルを対象とする。授業ではテキストに沿ったワークシートを中心に、個別学習とピアラーニン
グを行う。また、毎回、自身の受験レベルの範囲にある漢字を使った漢字語を教室外で見つけて発表する
「漢字発見」の活動と、クイズ（秋学期より）を行う。

結果と課題
＜春学期＞
初開講となった春学期の漢字クラスは、13 名の学生が履修した。学生の日本語レベルは J2S～J7、漢
字検定の受験レベルは B1～B6 となり、多様なレベルの学生が一つの教室で学ぶクラスとなった。毎回
のワークシートで扱う漢字の範囲を学生に提示し、漢字検定のテキストで予習をしてくるように促した。
授業では、まず個別にワークシートを進め、様子をみながらピアラーニングに移行していった。本クラス
はピアラーニングを効果的に進めることができ、日本語レベルが異なる学生同士であっても、漢字検定
においては同じレベルを受験するという仲間意識が生まれたようで、受験レベルごとのグループ内でお
互いを刺激し合いながら、漢字の知識を深めていく様子が多く見られた。また、「漢字発見」の活動は、
漢字学習の動機を向上させることつながったようで、学内だけでなく、学生が日本留学生活の中で目に
する様々なものから漢字語を見つけてきていた。全体的に漢字学習に非常に意欲的な学生ばかりであり、
活動の趣旨も理解が得られたが、一部の学生は漢字ワークシートを進める際にピアラーニングをするこ
とに戸惑いを見せていた。この点を次学期以降に改善してきたい。また、引き続き、授業活動と教材の開
発を進め、学生が漢字学習に意欲的になり、知識を深められるようなクラスとなるように、検討を重ねて
いきたい。
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＜秋学期＞
秋学期も春学期同様に進めたが、秋は J0 の学生２名の履修があり、2 人は他の日本語クラスでのひら
がなカタカナの学習や基礎的な文法と平行して進むこととなった。そのため、漢字発見の発表フォーム
を整えて皆と同じように発表できるようにしたり、作業指示にも必要に応じてローマ字ルビと英訳をつ
けたりして対応した。
秋学期より、全レベル各課につき確認のためのクイズを実施した。1~5 課は各課のワークシートが終
了した次の回に、5 課まで終了した次の回では 5 課分のまとめクイズを行った。漢字の読みを書く問題で
は、J0~3 あたりの学生は読めてはいるがひらがなの表記の誤りで点を失う場合があった。今後の検討材
料としたい。
日本語レベルがまだ低い学生については上記の対応により参加可能であることが分かった。3 人とも非
常に熱心で、必要な課題を全うした。
秋学期はスケジュール的にアクティビティに 2 回時間をとることができたため、最後に「漢字発見ス
ペシャル」を行った。3 人以下のグループを組み、こちらが用意した商品パッケージ（例：お菓子）の漢
字を読み取り、漢字の説明をしながら商品の PR をするものである。皆熱心に取り組み、協力して楽しい
発表となった。これらの活動を機に漢字にさらに興味を持ち、学習を続けていってほしいと思う。

2017 年度

Business Japanese I／Business Japanese A

授業記録

コースの概要
Business Japanese I／A は、経営学研究科国際経営学専攻の留学生を主な対象とするクラスで、文法
を適宜導入しながら、ビジネス場面での日本語を実践的に学習し、運用力をつけることを目標とする。
Business Japanese I は J4, J5 レベル、Business Japanese A は J6, J7 レベルの学生を対象とする。

＜Business Japanese I＞
担当者名：数野恵理、冨倉教子、山内薫、平山紫帆、保坂 明香
授業コマ数：週 5 コマ
履修者数：秋学期 3 名
使用教材：独自教材

目標
限られたビジネス場面で日本語で適切にコミュニケーションを行うことができるようになること。

授業の方法
この科目は、将来幹部候補となるビジネスパーソンの育成という特化した目的を持つ科目である。具
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体的には、仕事にまつわる様々な場面で使用される洗練された表現の運用を目指す練習と、談話レベル
での運用力をつけるためのプロジェクト活動、そしてプロジェクトの発表場面にもなる、立教セカンド
ステージ大学からの協力を得てのゲストセッションの 3 本柱で展開した。
本授業の主な流れは、①朝のロールプレイ、②オリジナル教材を用いたキーフレーズの導入ならびに
会話練習、③帰りのロールプレイである。①と③では、出勤・退勤時に同僚と交わされる日常会話を練習
した。②では、商談、会議、電話応対等のビジネス場面で適切に応対できるよう、導入と練習を行った上
で、総まとめとなるゲストセッションでのやりとりを想定した応用練習を行った。さらに、対人関係に応
じた基本的な言語表現の使い分けや、日常的な社内文書やビジネス文書の基本を学び、ビジネス日本語
能力テストに向けた聴解練習も行った。
学期中 6 回実施したゲストセッションでは、コース前半は顧客から依頼されたポスターの作成、後半
は新商品・新戦略の提案を行った。セッションは録画をし、翌日、フィードバックを行った。

結果と課題
日本語力にかなり差があったものの、学生数 3 名の小規模クラスであったため、個別に目標を設定し、
それぞれの到達目標に向けて日本語指導をすることが可能であった。また、お互いに協力し合い、刺激を
与えあいながら日々のロールプレイや活動を行っていた。
毎日のロールプレイは、職場で必要となる表現や自然な談話展開の学習だけでなく、既習の語彙や文
法の復習にもなり、有意義な活動であった。学期前半は教材の語彙や表現の理解が難しい様子の学生も
おり、1 名は課題の主旨や内容を理解できていないことがあったが、後半には理解力が向上した。聴解は、
主にビジネス日本語能力テストの問題を使用した。学期当初は速さに圧倒されている学生もいたが、次
第に聴解力がついていき、学期の最後には問題なく聞き取れるようになっていた。ビジネス経験豊富な
日本人ゲストを迎えてのプロジェクトも、最初は聞き取りが難しく、かなり苦労していたが、回を重ねる
ごとに慣れていった。日本語での発表が初めてという学生も２名いたが、ゲストの前で堂々と発表をし、
質問への受け答えをすることができ、大きな自信になったようだ。学期を通して、言葉だけでなく、日本
の文化・ビジネス社会に対して、少しずつ理解を深めていくことができたと思われる。
とはいえ、学生の一般的なビジネス語彙に関する知識はまだかなり限られている。今後は学生のレベ
ルを考えてコントロールしながらも、語彙を増やしていく工夫をしたい。また、ビジネス経験豊富なゲス
トからも様々なコメントをいただいたので、教材の内容も実際のビジネス場面に合ったものにさらに近
づけていきたいと思う。

＜Business Japanese A＞
担当者名：金庭久美子，冨倉教子，山内薫，平山紫帆，保坂明香
授業コマ数：週 5 コマ
履修者数：秋学期 4 名
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使用教材：独自教材

目標
限られたビジネス場面で日本語で適切にコミュニケーションを行うことができるようになること。

授業の方法
将来幹部候補となるビジネスパーソンの育成という特化した目的を持つ科目である。具体的には，仕
事にまつわる様々な場面で使用される洗練された表現の運用を目指す練習と，談話レベルでの運用力を
つけるためのプロジェクト活動，そしてプロジェクトの発表場面にもなる，立教セカンドステージ大学
からの協力を得てのゲストセッションの３本柱で展開した。
本授業では，ゲストセッションに向けて課題を設定し，その課題が達成できるようにさまざまな表現
を導入し，実際の現場で使えるようにしている。本年度の課題は「新製品の売り込み」
「新製品販売状況
報告」
「取引先への謝罪と説明」
「問題の対応策の検討（社内会議）」
「自社説明（プレス）」等である。

結果と課題
履修者が一名であったため，個別対応がしやすく，学生が希望する箇所の練習（発音，具体的状況の説
明等）や資料の作成に時間を十分に使うことができた。学生はマンツーマンで 90 分，１学期間，集中力
を切らさず，常に意欲的に授業を受けており，すべてにおいて著しい上達が見られた。最終的にコースの
到達目標に達することができたものと思われる。ゲストセッション（GS）では，厳しい意見を受けたが，
実際のビジネス場面を知る上では良い機会になった。また，このことにより，より綿密な計画を立て準備
をする必要があることを知り，実際の準備にも繋がっていたと考える。
その一方で GS に対する不安感や GS で得たフィードバックあるいは感じたことなどを同じ立場の学
生と共有できなかったことで，多少戸惑い等が生じたことが窺えた。また，GS に失敗することを恐れず，
もう少し挑戦する気持ちを育てる必要があるように思われた。履修者が少人数であった場合，学生の心
理的負担の軽減が今後の課題である。
また，学期を通じ語彙力も向上したが，ビジネス場面で用いられる一般的な語彙の知識はまだ不足して
いるように見受けられる。学生が設定する状況下で使用される語彙だけでなく，他の一般的なビジネス
語彙を導入する時間があってもよいかもしれない。さらに、このクラスでは，日本語の表現だけでなく，
本物に近い書類を作成したり，企業研究を行ったりする必要があるが，上級教材としてはまだまだ改善
の余地がある。引き続き改訂を行い，よりよいものを提示し，授業改善に努めたい。

2017 年度

異文化コミュニケーション研究科

TESOL-J プログラム

授業記録

コースの概要
異文化コミュニケーション研究科 TESOL-J プログラムに在籍する学生向けに、2016 年度に新規に立
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ち上げた科目である。日本教育センターの担当科目では、日本の教育機関で英語教員として働くことを
目指す学生が、勤務後に必要な日本語会話や日本のマナーを学べるようにデザインした。

＜Japanese in Educational Settings: Classroom and Kyoumuka＞
担当者名：藤田恵
授業コマ数：週 1 コマ
受講者数：春学期 0 名
使用教材：独自教材

目標
日本の教育機関で働く英語教員が教室と教務課等で使用する日本語を学び、実際に使えるようになる。

授業の方法
履修者がいなかったため、開講されなかった。

結果と課題
履修者がいなかったため、開講されなかった。

2017 年度

大学生の日本語

授業記録

＜大学生の日本語 A＞＜総合日本語 A678＞
目標
大学における学習、生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。

授業の方法
各学生の日本語力に配慮した形で、聴く・話す活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い、内容理解
とともにディスカッションやプレゼンテーションのしかたを身につけることを目指した。
春学期は定義と分類、図表の説明、列挙、同意と反論などの機能表現を導入し、6 枚スライドを用いた
4 回のミニ・プレゼンテーションを行った。最後にまとめとして学習者の選んだテーマで 10 枚スライド
のプレゼンテーションを行った。

使用教材
独自教材
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[社会・経営]
担当者名：長谷川孝子
授業コマ数：週 1 コマ
受講者数：春学期 23 名
結果と課題
発表自体初めての学生が半数近くを占めたが、課題やクイズを繰り返すことで、発表の基本を身に着
けることができた。パワーポイントの見やすさ、資料と考察のつながり、発表全体の流れなどに気をつけ
ながら、基本の表現を使って発表することができるようになった。1 学期間の達成度としては、十分だと
思われる。次の段階としては、話し方にも注目させたい。パワーポイントの文章を読むのではなく、Q カ
ードなどメモを見ながら話す練習、イントネーションや発音、ポーズや強弱に注目させる練習などを多
く取り入れれば、更なるレベルアップに繋がるだろう。

[法学・異文化]
担当者名：金庭 久美子
授業コマ数：週 1 コマ
受講者数：春学期 17 名
結果と課題
今年度は昨年度と同じ内容の教材を用いたが、いくつかの改定を試みた。４つのテーマでプレゼンテー
ションを行うが、テーマが終わるごとに表現のクイズを行った。そのおかげもあって、プレゼンテーショ
ンに必要な表現の定着が良かったように思う。また、授業で配布した教材を学生たちは大切に持ってい
て、繰り返しそれらの表現を確認している様子がうかがえた。6 枚のスライドから出発して、最終発表で
は 10 枚のスライドに挑戦したが、どの学生も遅れることなく提出した。まだまだ構成が不十分な学生が
いるが、学生同士で互いに教え学び合う姿勢が見られた。J6 の学生の日本語力が学期開始時に心配され
たが、学期後半には大きく向上が見られた。
課題としては、学期末の最終発表の採点方法が挙げられる。人数が多いため、2 日で終わらない可能性
があり、2 教室を借りて、それぞれの教室でビデオ撮影し、教師は授業の後でビデオを見ながら学生の発
表を採点した。教師は 2 倍以上の時間がかかり、学習者は全員のものを見ることはできない。クラス人
数が多い場合の方法を次年度も考えてみたい。

[文学部]
担当者名：浅野 有里
授業コマ数：週 1 コマ
受講者数：春学期 16 名
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結果と課題
前半はクラス全体がおとなしく、個別活動には熱心に取り組むものの、学生間の活動や評価はなかなか
成立しなかった。また、パソコン操作に慣れていない学生もおり、提出や発表の足並みもそろわなかっ
た。しかし回を重ねるにつれ、少しずつ学生間の交流も増え、パソコン操作も各自が習得し始め、中盤で
ようやくクラスが軌道に乗り始めたように思う。
パワーポイント作成の注意点、発表に必要な表現などは少しずつ身についていき、回を重ねるごとに発
表も改善されていった。しかし、一つ注意をすると、既習の注意事項が抜けてしまうということも少なく
なかったので、授業内でも復習、確認を繰り返す必要性があると感じた。また、授業時間内で、発表態度、
話し方、視線まで細かく指導できる時間が取れず、最終プレゼンテーションにおいても、内容はいいが、
発表方法が今一つという結果になってしまった。ミニ・プレゼンテーションの段階でもビデオ撮影を取
り入れるなどして、今後はもう少し発表方法の指導にも力を入れていきたい。

[観光・映像]
担当者名：山辺 真理子
授業コマ数：週 1 コマ
受講者数：春学期 14 名
結果と課題
日本語レベル 6－8 の学部の学生が 12 人（内 1 人は再履修の学生）に大学院生 2 人という 14 人のクラ
スだったが、論理的な思考力、理解力、構成力、プレゼンテーション力、観察力等は様々で、互いに刺激
を受け学びあうクラスとなった。特に大学院生 2 名が、資料を根拠として論を展開するという見本を示
してくれ、学部生の刺激になったようだった。
前半は、日本語の機能表現を軸に（１）見本スライド 6 枚を小グループで発表する練習と表現確認、
（２）別テーマを選択し 6 コマスライドを作成、ミニ・プレゼンテーションをする、という 2 コマセッ
トの活動が 4 回、後半は自由テーマによる最終プレゼテーション発表へ段階を追って指導するという流
れだったが、積極的に取り組む学生がいる一方で、時々課題をこなしきれない学生が見られた。今年度か
ら表現クイズが導入され、毎週出席しクラスで課題をこなすことが必須となり、今まで以上に日頃の継
続的な学習が評価される仕組みになった。それが学習動機につながる学生もいれば、数回の欠席で評価
を下げる結果にもなった。
3 回目のミニ・プレゼンテーションを録画しフィードバックしたが、話し方やふるまい方に関して気付
きがあり、最終プレゼンテーションに活かされていた。聴衆を意識して「語りかける」プレゼンテーショ
ンを指導したが、最終プレゼンテーションでは、時間管理や質疑応答も含めてかなりの伸びが見られた。
大半の学生たちが、口頭発表への苦手意識を持っていたが、小グループ発表からクラス発表への広が
り、発表する機会の多さから自信がついたという感想が多く、授業の目的が一定程度果たされたようだ。
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今年も、前半で履修を諦めた学生が 1 人居て、国際センターと連携してメールなどで呼びかけたが、
声が届かず残念な結果になった。今後もそういう学生が出ないよう、クラスづくりや早目の声掛けを心
がけたい。

[心理・福祉]
担当者名：山辺 真理子
授業コマ数：週 1 コマ
受講者数：春学期 7 名
結果と課題
日本語レベル 6 と 7 の学部生 6 人、口頭発表が苦手だという大学院生 1 人、出身は中国と韓国が半々、
男女も半々というクラスだった。少人数のせいか、非常に和気あいあいと自由、活発に議論が行われた。
出席率、課題遂行率も高く、内容的にも意欲的な取り組みが多かった。
学期の前半は、日本語の機能表現を軸に（１）見本スライド 6 枚を小グループで発表する練習と表現
確認、
（２）別テーマを選択し 6 コマスライドを作成、ミニ・プレゼンテーションをする、という 2 コマ
セットの活動が４回、後半は自由テーマによる最終プレゼテーション発表へ段階を追って指導するとい
う流れで、３回目のミニ・プレゼンテーションと最終プレゼンテ－ションを録画し、フィードバックに活
用した。学生たちが作成した論理が明快な PPT スライドや工夫のある PPT スライドをフィードバック
時に確認することで、刺激を受け学びあいが進んだようだ。発音の影響で分かりにくさが見られた場合
はポイントを絞って個別指導をしたが、基本的には励まして自信をつけることを優先した。最終プレゼ
ンテーションでは、声が大きくなり、落ち着いた態度で発表する学生が増えてきたことで、学生間評価も
高くなっていた。
ふりかえりでは、口頭発表への苦手意識から履修を決めたが、小グループ発表やクラス発表の機会が
多く、自信がついたというコメントや、PPT スライド作成能力や論理展開時の資料の活用能力の向上を
実感できたというコメントがあった。
最終プレゼンテーションで自分の興味関心からテーマを設定した学生の一部に資料の信頼性や論理性
が弱くなった例があり、教員として反省するとともに今後の指導方法に課題を残した。

[経済・理学]
「大学生の日本語 A-8」は「J8 日本文化社会 A」と併置のため、
「J8 日本語論文読解」部分を参照のこ
と。
「大学生の日本語 A-7」は「J7 聴解会話」と併置のため、
「J7 聴解会話」部分を参照のこと。
「大学生の日本語 A-6」は「J6 聴解会話」と併置のため、
「J6 聴解会話」部分を参照のこと。
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＜大学生の日本語 B＞＜総合日本語 B678＞
目標
大学における学習、生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。

授業の方法
各学生の日本語力に配慮した形で、読む・書く活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い、読解力を
高めるとともに、レポートや論文を書く際に必要な技能を身につけることを目指した。
『上級日本語教科書 文化へのまなざし』のうち、「国際共通語」、
「翻訳」、「ポップカルチャー」の 3
テーマを扱った。資料１は共通読解として全員が同じものを読み、内容の理解を行った。資料２は各自読
み物を選択し、その内容について発表できるようにレジュメの作成を行った。さらに、レポートの書き方
の指導を行い、複数の資料を用いて各テーマについてのレポートを作成した。

使用教材
近藤安月子・丸山千歌『上級日本語教科書 文化へのまなざし』東京大学出版会 2005 年

[社会・経営]
担当者名：森井あずさ
授業コマ数：週 1 コマ
受講者数：春学期 20 名
結果と課題
学部の1年生が12人、再履修の2年生が3人、特外生が5人（そのうち大学院生が1人）、という構成であっ
た。1年生はレジュメやレポートを書いた経験があまりない学生がほとんどだった。各テーマ2種類ずつ
読み物を読み、最初の2つのテーマでレジュメを書き、お互いにコメントし、発表し、レポートを書き、
またお互いのコメントを参考に書き直して提出、というルーティンを繰り返す、という流れでクラスを
運営した。学生間のレベル差も大きく、書くこと自体に慣れていない学生、レジュメやレポートを初めて
書く、という学生も多かった。
先学期同様、特に注意したのが章立ての方法と引用の仕方、参考文献の書き方である。最初は全くできて
いないところが多かったが、何度か書いていくうちに慣れてきた学生が多く、最後のレポートでは内容
とともに章立て、引用、参考文献の記述に学生の成長を見ることができた。一方、最後まで「立教方式」
の参考文献の書き方を習得できない学生もおり、指導不足を感じた。
人数が多かったためか、欠席、遅刻がかなり見られた。毎回出席し、授業に熱心に取り組んでいた学生は
学期末には着実に実力をつけていたと思う。
全体的には、読み物の内容が難しすぎる、という意見が多かった。いかに内容を正しく理解させ、自分の
意見を述べる活動につなげていくかが課題である。
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読み、書く、という活動は大学生活において基本的なスキルであり、ここでレジュメ、レポ―トの書き方
を徹底的に学ぶことの意義は大きい。引き続き、学生のニーズに沿ったよりよい授業を目指していきた
い。

[法学・異文化]
担当者名：小森 由里
授業コマ数：週 1 コマ
受講者数：春学期 14 名
結果と課題
大半の学生が J6 レベルだったため、読む力も書く力も十分ではなく、読解教材の理解においても、レ
ジュメ・レポートの作成においても苦戦していた。教材の内容を理解することができないとレジュメが
作成できないため、教師が予め要点を質問形式で示し、それに答える形でレジュメを作成させた。また、
レポートについても、教師がアウトラインの例を提示するなど、作成の手助けが必要だった。レジュメ・
レポートの作成が初めてで PC の扱いにも慣れていない学生ばかりだったが、真面目に取り組んだ結果、
回を重ねるにつれ形式の整ったものが書けるようになった。しかし、自力でレジュメ・レポートが作成で
きる段階にまで指導することはできなかった。また、レポートを完成させることだけで精一杯という学
生がほとんどだったため、引用の仕方やレポートに適切な文章表現などは十分に定着していない。さら
にコース後半になると、日本語能力の高い学生に、未提出のものがあったり、提出物の修正を怠ったりす
る傾向が見られた。コース終盤まで学生に緊張感を維持させ、日本語力を高めつつ、レジュメ・レポート
が作成できるよう工夫しながら指導することが今後の課題である。
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[文学]
担当者名：金庭 久美子
授業コマ数：週 1 コマ
受講者数：春学期 19 名
結果と課題
日本語のクラスが文学部の 1 年生の学生にとって居心地のよいクラスになるように、春学期は仲間づ
くりを意識させ、クラス内が協力してできるように配慮した。大学生の日本語 B では、読解のグループ活
動、レポートのピアエディティング、分担読解で作成したレジュメを用いた内容紹介など、ピア活動を多
く取り入れている。はじめのうちはこれらの活動に参加するのが苦手な学生もいたが、学習者自身がピ
ア活動の良さを次第に見出し、協力できるようになった。ピア活動のおかげもあり、レベルの低い学生は
上の学生のよいところを学び、レベルの高い学生はわかりやすく伝えることの大切さを学ぶことができ
たと思われる。そして、一つ一つの課題をこなすことで、学期末にはそれぞれのレベルの一つ上のレベル
に到達できた。
課題としてはレジュメの作成が挙げられる。分担読解でレジュメを作成する際、読み物の内容が十分
に読み取れておらず、短すぎるレジュメや文を抽出したのみのレジュメが見られたため、適切な箇所を
抽出してレジュメができるように、秋学期も引き続き、指導を行いたい。再履修者はほぼ出席せず、残念
な結果となった。次年度以降も早い段階でなんらかの対策を講じる必要がある。

[観光・映像]
担当者名：川端 芳子
授業コマ数：週 1 コマ
受講者数：春学期 13 名
結果と課題
これまでレポートを書いたことのない学生が多かったため、レポートにふさわしい硬い表現、引用・参
考の方法、参考文献の提示など書く技術の基本的な学習を中心に授業を進めた。着実に身に付けること
ができた学生がいる一方で、なかなか定着せず表現や引用箇所が不適切なままの学生も見られた。レジ
ュメの作成においては、初めは長文の論旨をまとめることや簡潔な提示の仕方に慣れておらず苦労して
いたが、ペアワークを通して聞き手や読み手に分かりやすく示す方法を学べたようである。来学期の課
題としては、レポート作成に関して、文体や文法・語彙、文章全体の構成など基本的な段階から再度復習
し、自分の帰結に向けて論理的な展開を述べる練習が必要であると思われる。また、欠席が多く、その際
の学習が不十分でレポートを提出できなかった学生がおり、大学生活全体の勉学のためにも日本語授業
への出席が不可欠であることを繰り返し説明したいと思う。
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[心理・福祉]
担当者名：川端 芳子
授業コマ数：週 1 コマ
受講者数：春学期 6 名
結果と課題
少人数のクラスであったが、全員が積極的にクラス活動に参加し、レポートやレジュメの作成に真面目
に取り組んだ。レジュメの作成においては、資料の内容を簡潔にまとめることができる学生がいる一方
で、資料の文章を正確に把握できず、そのまま一文を書き抜いてしまう学生も見られた。今後はレジュメ
の形式や分かりやすい提示方法と共に、文章の読解力を身に付けさせる必要もあると思われる。また、レ
ポート作成においては、引用・参考の方法、参考文献の提示方法、文章の構成を中心に授業を進めた。ほ
とんどの学生は課題やクイズを通して表現の細かい点まで留意できるようになり、自分のレポートに活
かして書けるようになったが、何度説明しても自己流が改善されない学生も見られた。来学期は書く技
術の基礎的な復習をしつつ、論理的な文章を書くためには整った形式や適切で正確な日本語が欠かせな
いということを引き続き指導していきたい。

[経済・理学]
「大学生の日本語 B-8」は「J8 日本語論文読解」と併置のため、
「J8 日本語論文読解」部分を参照のこ
と。
「大学生の日本語 B-7」は「J7 作文」と併置のため、
「J7 作文」部分を参照のこと。
「大学生の日本語 B-6」は「J6 作文」と併置のため、
「J6 作文」部分を参照のこと。

＜大学生の日本語 C＞＜総合日本語 C678＞
目標
大学における学習、生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。

授業の方法
各学生の日本語力に配慮した形で、聴く・話す活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い、内容理解
とともにディスカッションやプレゼンテーションのしかたを身につけることを目指した。
秋学期は課題の提示、図解で示す、判明事項の指摘と考察、帰結・結論・今後の課題などの機能表現を
導入し、6 枚スライドを用いた 4 回のミニ・プレゼンテーションを行った。最後にまとめとして学習者の
選んだテーマで 10 枚スライドのプレゼンテーションを行った。

使用教材
独自教材
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[社会・経営]
担当者名：金庭 久美子
授業コマ数：週 1 コマ
受講者数：秋学期 18 名
結果と課題
秋学期は、学部生 13 名、特別外国人留学生（特外生）5 名の 18 名で行った。特外生が非常に優秀で、
学部生にもいい影響を与えた。春学期と同様に 4 回のミニプレゼンで課題の提示から帰結・結論・今後
の課題への構成の立て方、資料の扱い方などを練習した。繰り返すことによって、プレゼンテーションの
構成を理解し、口頭発表に慣れてきた学生が多い。
このクラスはチームワークがよくグループ発表でも積極的にコメントをし合い、いい発表にするため
のアドバイスができたと思う。最終発表では、1 年間学んだ表現を用い、プレゼンテーションらしい発表
をすることができ、学生たちの伸びを感じた。
課題としては、発表に対するフィードバックの方法が挙げられる。授業時には提出されたスライドに
ついては添削を行い十分な指導を行うことが可能であるが、グループ発表を中心としているため、発表
の話し方や立ちふるまいについては、十分な指導が行えなかった。次年度は発表のポイントを決め、短い
時間でも学生の様子を観察できるようにしていきたい。

[法学・異文化]
担当者名：浅野 有里
授業コマ数：週 1 コマ
受講者数：秋学期 17 名
結果と課題
今学期は特外生 5 人を迎え、秋学期が始まった。特外生は日本語でのプレゼンテーションの経験は多
くはないが、母国での発表は何度も経験しており、学部生にも刺激を与えてくれていたように思う。クラ
スではミニ発表 4 回と最終発表の計 5 回の発表が行われたが、クラスで扱ったテーマをさらに掘り下げ
て発表をする学生が多かった。初めのうちは、元々のテーマとずれている資料を追加したり、相反する資
料を並べてしまったりすることもあったが、回を重ねるにつれ、プレゼンテーションの展開も改善され、
元となる内容を補強、補足できるような資料が収集できるようになってきた。しかし、発音や日本語の表
現の部分では、聴衆に伝わりにくいことも多いため、繰り返し練習が必要だと思われる。

[文学部]
担当者名：浅野 有里
授業コマ数：週 1 コマ
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受講者数：秋学期 17 名
結果と課題
春学期から継続している授業であるため、クラスメンバーもほぼ固定されており、和やかな雰囲気の中
で授業が進んだ。4 回のミニ発表と、最終発表、計 5 回の発表があったが、プレゼンテーションの構成や
展開、PPT を使った「見やすい」資料の作り方は、春学期に比べてずいぶん慣れてきたようだ。最終プ
レゼンテーションのテーマも、あえて授業内では扱わなかった新しいテーマに挑戦する学生が多かった。
その一方で、慣れてきているがために、準備が疎かになったり、クラスメイトの発表にあまり関心を示さ
なくなったりするという面も見られた。なかなか学生間の議論が発展せず、つい教師が口を出してしま
うことも少なくなかった。今後は、クラス内でもある程度の緊張感をもって発表に臨むことができるよ
う、授業の進め方を工夫していきたい。

[観光・映像]
担当者名：山辺 真理子
授業コマ数：週 1 コマ
受講者数：秋学期 14 名
結果と課題
春学期の「大学生の日本語 A」を履修した 1 年生が 11 名、再履修者が 2 名、特外の大学院生が 1 名と
いう 14 人のクラスで、所属は観光・映像身体・社会学、出身は韓国・中国・台湾・フランスというクラ
ス構成だった。
春学期同様、前半は日本語の機能表現を軸に（１）見本スライド 6 枚を小グループで発表する練習と表
現確認、
（２）別テーマを選択し 6 コマスライドを作成、ミニ・プレゼンテーションをする、という 2 コ
マセットの活動が４回、後半は自由テーマによる最終プレゼテーション発表へ段階を追って指導すると
いう流れだったが、春学期から履修してきた学生は、新しい表現を取り入れつつプレゼンテーションに
対する苦手感をどんどん克服していったようだった。秋学期から履修した学生には、個別で春学期の表
現のフォローをしつつ流れに乗せていったが、3 テーマ目くらいで特別の配慮は不要になった。
各学生たちは、ほかの授業との兼ね合いで、時間が取れるときはミニ・プレゼンテーションでも独自の
資料を探し、凝った PPT スライドを用意して、聞き手を十分意識した内容の濃い発表を行った。一方で時
間がないときは教員が提示する資料を活用し、補強する資料を部分的に加えて発表を行うなど、場合に
応じて、優先事項を決め課題をこなしていくというストラテジーを身に着けた学生もいた。
毎回課題が出て、発表の機会の多い授業は負担感も高いという声はあったが、ほかの授業のプレゼンテ
ーションにも活かされる場面を経験する中で、授業内容を評価する声も聞かれた。
2 名の再履修者のうちの 1 名には一度も会えず、春学期から休みがちだった学生 2 名は途中から全く出
席しなくなったことなど、声掛けやメール対応では単位取得に持っていけなかったことが残念である。
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[心理・福祉]
担当者名：山辺 真理子
授業コマ数：週 1 コマ
受講者数：秋学期 7 名
結果と課題
春学期の「大学生の日本語 A」を履修した 1 年生が 6 名、特外の学生が 1 名という７人のクラスで、
所属はコミュニティ政策と心理学科、出身は韓国と中国というクラス構成だった。日本語レベルは 7 と
8 だったが、後期から履修した学生は理解力には問題がないものの、初めのうちは産出の際は困難を感じ
ていたようだった。
春学期同様、前半は日本語の機能表現を軸に（１）見本スライド 6 枚を小グループで発表する練習と表
現確認、
（２）別テーマを選択し 6 コマスライドを作成、ミニ・プレゼンテーションをする、という 2 コ
マセットの活動が４回、後半は自由テーマによる最終プレゼテーション発表へ段階を追って指導すると
いう流れだったが、春学期から履修してきた学生は、新しい表現を取り入れつつプレゼンテーションに
対する苦手感をどんどん克服していったようだった。秋学期から履修した学生には、個別で春学期の表
現のフォローをしつつ流れに乗せていったが、学生間で互いにアドバイスしあう協力関係がすぐにでき
ていた。7 人全員がまじめに課題に取り組む姿勢があり、クラスの雰囲気は非常によかった。
調べたいこと、話したいことがありすぎて、PPT スライドの制限枚数、制限時間内に収めることが難
しい学生がいる一方で、テーマが思い浮かばず時間が掛かる学生もいたが、互いに QA をする中で、刺激
を受けあっていた。ただ、もっとじっくり発表したい、ディスカッションをしたいと思う学生にとって
は、少し急ぎ足の授業に感じたかもしれない。

[経済・理学]
「大学生の日本語 C-8」は「J8 日本語の諸相」と併置のため、
「J8 日本語の諸相」部分を参照のこと。
「大学生の日本語 C-7」は「J7 読解」と併置のため、
「J7 読解」部分を参照のこと。
「大学生の日本語 C-6」は「J6 読解」と併置のため、
「J6 読解」部分を参照のこと。

＜大学生の日本語 D＞＜総合日本語 678＞
目標
大学における学習、生活に必要な日本語の基本的スキルの獲得を目指す。

授業の方法
各学生の日本語力に配慮した形で、読む・書く活動を中心に据えた内容重視型の授業を行い、読解力を
高めるとともに、レポートや論文を書く際に必要な技能を身につけることを目指した。
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『上級日本語教科書 文化へのまなざし』のうち、
「個性と学び」、
「フリーターと仕事」、
「クローンと
生命」の 3 テーマを扱った。資料 1 は共通読解として全員が同じものを読み、内容の理解を行った。資
料 2 は各自読み物を選択し、その内容について発表できるようにレジュメの作成を行った。さらに、レ
ポートの書き方の指導を行い、複数の資料を用いて各テーマについてのレポートを作成した。

使用教材
近藤安月子・丸山千歌『上級日本語教科書 文化へのまなざし』東京大学出版会 2005 年

[社会・経営]
担当者名：森井 あずさ
授業コマ数：週 1 コマ
受講者数：秋学期 17 名
結果と課題
17 名のうち 13 名が先学期「日本語 B」を履修していたので、基本的なレジュメの書き方、レポートの
書き方などには既に慣れている状態であった。とはいえまだ章立てや参考文献の書き方に不備のある学
生が散見され、繰り返し練習する必要性を痛感した。
今回はレポートの書き方に特に成長を感じた。クラスで読んだ文章２つに加えて自分の探してきた文
献を使い、自分の考えをサポートするために引用し、効果的に自分の意見を主張する、という方法でレポ
ートを書くことができるようになった学生が多くいたのは、繰り返し練習したことによる成果であろう。
また、一度書いたレジュメやレポートのフィードバックをし、それを書き直すという過程を経ることで、
自分の日本語の弱点やより効果的な文章作成法などを習得してくれたものと思う。今回のクラスを終え
てもなお章立て、参考文献の書き方を身につけられなかった学生には、さらに努力して大学生活に必要
なレポート・レジュメの書き方を身につけてほしいと思う。

[法学・異文化]
担当者名：保坂明香
授業コマ数：週 1 コマ
受講者数：秋学期 20 名
結果と課題
学生の大半は前期に「大学生の日本語 B」を履修し、レジュメ及びレポートの書き方を学んでいたた
め、基礎的な書式、形式等のルールを理解しているようであった。今学期は既存の知識をもとに、レポー
ト作成力のさらなる向上を目指した。
学生の論文にはしばしば主観的な記述や論拠立てが見られたため、客観性についてクラスで考える時
間を設けた。また、事実と引用、意見の記述に用いられる文末表現がそれぞれ異なることに言及し、適切
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な表現を用いるように指導したが、十分に書き分けができるようになったとは言い難い。今学期のクラ
スでも、レポート執筆の際の機能表現を導入したが、今後、上記表現もクラスで導入し、評価対象にして
もよいかもしれない。
学生は全体的に学習、授業活動に対し積極的で意欲が高く、ほとんどの学生が良好な成績を修めた。し
かしながら、一人一人に与えるフィードバックの時間が十分に取れず、依然として上に記したような誤
りを訂正できなかったことは課題として残る。能力向上のために、綿密なフィードバックは重要である
と考えるが、書き直しも自己訂正に繋がる方法の一つであると思われるため、クラス活動に取り入れて
もよいかもしれない。

[文学]
担当者名：金庭久美子
授業コマ数：週 1 コマ
受講者数：秋学期 20 名
結果と課題
春学期に「大学生の日本語 B」を履修しているので、授業の進め方については学生もよく知っており、
レジュメ及びレポートの課題はスケジュール通りこなしていった。レジュメの場合、春学期にうまく書
けない学生が多かったが、レジュメの表現を再度復習させ、抽出すべき内容をペアで確認させた後で、作
成させた。その結果、1 回目のレジュメは春学期よりうまく作成でき、2 回目のレジュメはさらに改善さ
れ、わかりやすいレジュメになった。レポートの場合、春学期は構成がよくない学生がいたが、秋学期は
非常に読みやすい構成のレポートが書けるようになった。レジュメやレポートのフィードバックの時間
は、次々と質問があり、自分の書いたものを納得がいくまで書きあげようとする姿勢が見られた。今年度
フィードバックの時間を設けたことは非常に良かった。合格した学生は、大学生の日本語としての目標
が十分に達成できたと思われる。
再履修者は途中まで顔を見せたものの、課題は提出できなかった。また 1 年生の中でも履修放棄があ
り、全員が毎回出席して、合格できるように今後も教室運営を考えていきたい。

[観光・映像]
担当者名：川端 芳子
授業コマ数：週 1 コマ
受講者数：秋学期 12 名
結果と課題
受講者 12 名のうち 11 名が春学期から引き続き履修した学生であったため、レジュメの形式やレポー
トに使用する硬い表現について春学期に学んだことを活かして課題に取り組むことができた。また、今
学期の主なトピックが教育と仕事であったため、学生が身近な問題として自国の状況を考え合わせ、積
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極的な意見述べやレポート作成ができたと思われる。しかし、レポート作成においては接続詞、資料の解
説表現がしっかりと身に付き適切に使える学生と、単純な表現にとどまる学生がおり、その完成度に差
が見られた。特に秋学期から履修した学生は基本的なレポート形式に慣れておらず、個別の対応を取っ
たが、接続詞や数値・変化表現の定着には至らなかった。春学期を未履修の学生に対してどのような対応
をしていくかが今後の課題である。

[心理・福祉]
担当者名：川端 芳子
授業コマ数：週 1 コマ
受講者数：秋学期 7 名
結果と課題
受講者７名のうち秋学期から履修した学生が１名いたが、クラス全体の日本語力の差はあまりなく、
円滑に教室活動を進めることができた。レジュメの作成においては、春学期に文章全体の把握や要約に
苦労していた学生も簡潔に提示できるようになり進歩が見られた。また、レポート作成においては、引
用・参考の方法の復習、接続詞、資料の解説表現を中心に授業を進めた。ほとんどの学生は課題やクイズ
を通して表現の細かい点まで留意できるようになり、それらをレポートに活かして書けるようになった
が、毎回の課題とレポート作成が結び付かず、既習の表現を効果的に使えない学生も見られた。来学期
は、論理的で整ったレポート作成のためには、学期の学習項目である適切な日本語表現が欠かせないと
いうことを引き続き指導していきたい。

[経済・理学]
「大学生の日本語 D-8」は「J8 日本語論文作成」と併置のため、
「J8 日本語論文作成」部分を参照のこ
と。
「大学生の日本語 D-7」は「J7 文法」と併置のため、
「J7 文法」部分を参照のこと。
「大学生の日本語 D-6」は「J6 文法」と併置のため、
「J6 文法」部分を参照のこと。
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2. Placement Test 実施報告
【春学期】

2017年度春学期 日本語プレイスメントテスト受験者数
特別外国人学生

正規学部生
日本語選択
新入生

新入生

3 月28日
特別外国人学生
正規院生対象

正規大学院生

継続生

99

新入生

0

研究者

在学生

55

1

1

1

1

＊1

３月３0日
正規学部生対象

83

4月4日
予め設定された
特別措置

2

37
＊2

4月7日
個別に設定した
特別措置

1
83

100

2

92

全受験者数 279名
＊1
＊1

3月28日正規院生55名のうち、ビジネスデザイン47名

＊2
＊2

4月4日正規院生37名のうち、ビジネスデザイン36名

春学期プレイスメントテスト結果
Ｊ0

30

Ｊ1

10

Ｊ1Ｓ

12

Ｊ2

13

Ｊ2Ｓ

9

Ｊ3

7

Ｊ3Ｓ

14

Ｊ4

文法・文型

読解

作文

聴解・会話

21

18

28

23
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Ｊ5

51

40

51

54

Ｊ6

36

36

45

40

Ｊ7

35

38

26

25

Ｊ8

25（うち条件付き 18 名）

＜春学期総評＞
春学期について、2016 年度は受験者総数が 191 名であったところ、2017 年度は 279 名と大幅な増加
となった。ビジネスデザイン研究科との連携により新入大学院留学生約 80 名が受験したことが背景にあ
る。3 月 28 日は、
「作文⇒Web⇒面接」と「面接⇒作文⇒Web」の 2 グループの流れを作り、面接室を 6
部屋に増設して短時間に正確にレベル判定ができる体制で臨んだ。特別措置日の 4 月 4 日は、Web プレ
イスメントテスト運営委託先のレンタルサーバーが原因不明のダウンを起こすトラブルがあった。テス
ト時間の延長により、無事実施できたもののリスク管理の面での課題があることがわかった。
春学期中に、定例外に FD 委員会を実施し、リスク管理面を含めプレイスメントテストの実施体制の
改善について検討を行った。

【秋学期】

2017 年度秋学期 日本語プレイスメントテスト受験者数
特別外国人学生
新入生

正規大学院生

継続生

新入生

研究者

在学生

9月7日
特別外国人学生

152

2

1

1

0

1

1

23

0

0

153

3

24

1

0

継続正規院生対象
9 月 14 日
新規正規院生
特別措置

全受験者数 181 名
前学期に日本語科目を履修している学生には、プレイスメントテストは実施していない。
ただし、ＭＩＢについては、日本語科目を履修していない学生でも、前学期に受験していれば、プレイスメントテストを実施
していない。
当該学期の履修可能レベルより上のレベルの履修を希望する学生には受験を許可している。
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秋学期プレイスメントテスト結果
Ｊ0

38

Ｊ1

7

Ｊ1Ｓ

14

Ｊ2

14

Ｊ2Ｓ

16

Ｊ3

8

Ｊ3Ｓ

5
文法・文型

読解

作文

聴解・会話

Ｊ4

21

19

31

27

Ｊ5

40

39

47

36

Ｊ6

47

35

53

54

Ｊ7

47

58

43

58

Ｊ8

29（うち条件付き 20 名）

＜秋学期総評＞
受験者総数は 2016 年度秋学期の 147 名から、181 名に増えた。春学期に確認されたプレイスメントテ
スト課題は改善が確認できた。一方で、事務局の体制が新しくなったこともあり、受付の運営と会場等の
面で課題があり、秋学期中に教員、事務局とで振り返りを行い、改善策を練った。

プレイスメントテストの結果を受けての、実際の日本語科目履修者の内訳は以下の通りである。

2017 年度春学期

2017 年度秋学期
国籍
アイルランド

特別外国人学生

人数

国籍

1

アイルランド

人数
3

アメリカ

23

アメリカ

17

イギリス

4

イタリア

2

イタリア

1

イギリス

6

インドネシア

2

インドネシア

2

オーストラリア

9

オーストラリア

12

特別外国人学生

オーストリア

1

オランダ

9

オランダ

8

カナダ

8

119

カナダ

3

韓国

韓国

7

ケニア

1

サウジアラビア

2

シンガポール

2

シンガポール

1

スイス

1

スウェーデン

5

スウェーデン

3

スペイン

6

スペイン

6

スロバキア

1

スロバキア

1

スロベニア

1

スロベニア

1

タイ

5

タイ

2

チェコ

1

中国

19

中国

20

台湾

10

台湾

7

中国（香港）

2

中国（香港）

5

デンマーク

9

ドイツ

16

ドイツ

10

日本

1

日本

5

ノルウェー

2

ノルウェー

2

ハンガリー

1

ハンガリー

1

フィンランド

3

フィジー

1

ブラジル

1

フィンランド

5

フランス

23

ブラジル

1

ブルネイ

1

フランス

11

ベルギー

1

ブルガリア

1

ポーランド

1

ブルネイ

1

マレーシア

1

ベトナム

2

ベルギー

1

ポーランド

1

マレーシア

3

特別外国人学生 合計

正規留学生
（大学院）

11

167

アイスランド

1

アメリカ

2

台湾

2

タンザニア

1

中国

87
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特別外国人学生 合計

正規留学生
(大学院）

169

アイスランド

1

アメリカ

1

カナダ

1

ザンビア

2

台湾

2

中国（香港）

1

タンザニア

デンマーク

1

中国

ドイツ

3

中国（香港）

フランス

3

ドイツ

1

南アフリカ

1

フランス

2

モロッコ

3

南アフリカ

2

モロッコ

4

正規留学生(大学院） 合計

2016 年度春学期日本語履修者合計

1
81
1

105

正規留学生(大学院） 合計

99

272

2016 年度秋学期 日本語履修者合計

268

121

３

2017 年度 日本語相談室実施報告

2017 年度 日本語相談室利用状況（2017 年 4 月 11 日～2018 年 2 月 3 日）

【相談者所属別利用件数】

その他 , 2
特別外国人学生,
67
正規留学生学生,
98
正規留学生院生,
268

2015 年度に web 予約システムを導入して以来、日本語相談率の稼働率が飛躍的に伸びた。2017 年度は
昨年度をやや下回る数字であるが、稼働率は高水準を保った。利用件数がやや下回った理由は、2016 年
度に顕著にみられた特定の学生による繰り返し利用の状況が緩和したことにある。利用者数自体は 2016
年度に比べやや増えたことから、学内利用は広がる傾向にあると考えたい。
学生への周知は、昨年度と同じように、学生への直接の呼びかけに加えて、日本語相談室についての教
員向けのちらしを作成するとともに、国際センターサポーター委員会で各部局の先生がたに日本語相談
室の広報を行った。
相談者の所属別でみると、これまで同様に正規大学院留学生の利用がもっとも多い。正規大学院生は、
指導教員が日本語相談室利用を促すケースが出てきているようで、月別利用件数を見ても、正規大学院
生がコンスタントに利用している様子が見て取れる。
特外生については、春学期に日本語教育センター主催の留学生のための日本語スピーチコンテストが
あることにより、相談件数が多い傾向があるが、2017 年度も同じ傾向が見られた。特外生は半年から１
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年在籍する留学生たちである。スピーチコンテストなど定例のセンター企画を一つの機会ととらえて、
授業外の日本語学習サポートを周知し、また利用を広げていくようにしていきたい。
正規学部留学生の相談件数は、2014 年度が 51 件、2015 年度が 76 件、2016 年度が 98 件であったが、
2017 年度は 70 件であった。学期末に利用件数が増えている点が、特外生、大学院生と傾向が異なる。

【月別推移】

4月

5月

6月

7月

9月

10 月

11 月

12 月

2月

1月

合計

特別外国人学生

3

8

25

9

0

8

3

5

6

0

67

正規学部生

3

2

11

18

1

5

7

4

18

1

70

正規大学院生

34

26

31

30

17

36

29

34

26

3

268

その他

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

2

月別合計

40

38

67

57

18

49

41

43

50

4

407

40
36

34

35

31
30

34

30

28

29
26

25

25
20

18

18

17

15
11
10
5

9

8

0
４月

7

5

3 3

0

8

2

５月

0

0
６月

0
７月

特別外国人学生

0

1

0

９月
正規学部生

3
0

１０月

5
2

１１月

正規大学院生

6

4
0

１２月

0
1月

0

1

２月

その他

学部・研究科別の利用状況を見ると、学部生は社会学部、現代心理学部の学生が比較的繰り返し利用し
ている様子がうかがえる。大学院生はどの研究科も利用件数が伸びているが、2017 年度は文学研究科、
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3
0

観光学研究科、ビジネスデザイン研究科、経営学研究科、現代心理学研究科の学生が繰り返し利用した様
子がうかがえる。

【所属別利用件数】

実質
利用
人数

特別外国人学生

正規
学部生

大学院生

相談キャンパス
池袋

新座

31

67

60

7

文学部

5

8

8

0

経済学部

1

1

1

0

異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部

1

1

1

0

社会学部

3

20

14

6

理学部

1

1

1

0

コミュニティ福祉学部

1

2

1

1

経営学部

3

6

6

0

観光学部

3

4

2

2

現代心理学部

6

27

9

18

文学研究科

6

72

72

0

観光学研究科

5

35

4

31

13

73

73

0

異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究科

5

14

14

0

21 世紀社会デザイン研究科

2

7

7

0

経営学研究科

8

32

29

3

社会学研究科

1

5

5

0

現代心理学研究科

2

22

21

1

コミュニティ福祉学研究科

2

8

8

0

ビジネスデザイン研究科
正規

合計
利用
回数

特別外国人学生

計

31

67

60

7

正規学部生

計

24

70

43

27

正規大学院生

計

44

268

233

35

その他

計

1

2

2

0

合 計

100

407

338

69
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池袋、新座の各キャンパスに所属する学生の利用状況を見ると、新座キャンパスの利用が 2013 年度が
2 件、2014 年度が 26 件、2015 年度が 79 件、2016 年度が 103 件と利用が増えてきたが、2017 年度は 69
件であった。ひきつづき新座キャンパスにおいても日本語相談室利用を促したい。

【曜日・時限別 利用件数および相談内容の内訳】
各曜日時限、ばらつきなく利用された。新座キャンパスは春学期に比べ秋学期の利用数が少なかった。
背景を確認する必要がある。

【曜日・時限別 利用件数】
2017 年度春学期

（池袋キャンパス）

月

火

2限

14

3限

17

水
23

（新座キャンパス）

木

金

火

18

25

21

23

4限

水

木
8

17

19

8

9

＊ 新座キャンパスでの利用 42 件のうち、17 件はテレプレゼンス、25 件は対面で利用。

2017 年度秋学期

（池袋キャンパス）

月

火

2限

水
24

3限

14

4限

22

（新座キャンパス）
木

金

22

火

水

木

29
18

5
4

21

26

14

＊ 新座キャンパスでの利用 27 件のうち、9 件はテレプレゼンス、18 件は対面で利用。

【相談内容内訳】
件数

相談内容
卒業・修士・博士論文（研究計画書、中間発表を含む）

116

レポート（授業、ゼミ等）

82

発表指導（授業、ゼミ等）

59

就職活動（エントリーシート等）

50

奨学金関係（申請書類、面接練習等）

37

スピーチコンテスト

23

学習方法指導（練習も含む）

18
125

4

学会発表・予稿集・投稿論文

13

日本語能力試験対策指導

1

その他（助成金申請書、メール文等）

8
合計

407

日本語相談室担当者コメント
＜池袋＞
相談内容で最も多いのは従来同様に、
「卒業・修士・博士論文（研究計画書・中間発表を含む）」であっ
た。2016 年度までは次に多いのが「就職活動（エントリーシート等）」
「レポート（授業・ゼミ等）
」であ
ったが、2017 年度は「レポート（授業・ゼミ等）
」
「発表指導（授業、ゼミ等）」
「就職活動（エントリー
シート等）
」となり、授業・ゼミのための指導が増えた。発表指導は 2016 年度は新座を含めて 6 件だっ
たのに対し、2017 年度は池袋で 58 件（新座を含めると 59 件）と、大きく伸びた。このうち 36 件は同
一学生による定期的な相談であるが、それを引いても 22 件あり、ニーズが増えていることが窺える。
また、2016 年度は一度の相談で論文全体の添削を期待する学生が目立ったが、2017 年度は事前提出
に大量に提出する人が減り、大量に提出しても一度に指導できるのは一部であることを了解していたた
め、効率よく指導できた。また、事前提出の日程も学生に周知されてきたと思われる。
レポート課題や学位論文提出が重なる学期末の時期は池袋の相談室の予約がかなり埋まっていて、予
約を取るのが難しいという声があった。留学生数が増加しているので、今後相談室の時間帯を増やすな
どの対応も必要になるかもしれない。

＜新座＞
今年度の新座キャンパスの日本語相談室の利用は 39 件であった。利用件数は過去最高の件数であった
昨年度よりもやや減少したが、利用者数（異なり数）は昨年度と同数の 12 名であった。これまでと同様
に、相談内容は「卒業・修士・博士論文（研究計画書、中間発表を含む）」、「就職活動（エントリーシ
ート等）」が多かったが、「レポート（授業、ゼミ等）」に関する相談も増加傾向にあり、池袋と同様に
授業・ゼミでの提出物に関する相談が増えている。
昨年度課題に挙げていた事前提出資料の対策については、今年度は希望者がいなかったため、検討が進
まなかった。次年度以降、改善するように検討をしていきたい。

＜テレプレゼンス＞
昨年度過去最多となった利用件数 45 件に比較すると、2017 年度は 24 件と減少したが、テレプレゼン
スは新座キャンパスの学生の予約が入っていない場合、池袋キャンパスの学生が当日予約で対面面談を
受けることができることになっており、昨年度は 45 件のうち 18 件が池袋キャンパスでの対面面談であ
ったため、新座の学生の利用件数には今年度も大きな差がないと言える。また、利用者数（異なり）につ
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いても今年度 9 名であり、昨年度の 12 名と利用者数は同程度であることがわかる。
今学期は数回、機器トラブルがあり、学生を待たせることがあった。予約の入っていない日に動作を確
認するなど対応が必要だと思われる。また、今後も新座キャンパスに在籍する学生にはテレプレゼンス
でも相談ができることを周知していきたい。

【2011 年度―2017 年度 利用件数推移】
2011 年度

2012 年度

2013 年度

2014 年度

2015 年度

2016 年度

2017 年度

特別外国人学生

26

45

62

46

29

88

67

正規学部生

29

18

33

52

76

98

70

正規大学院生

89

90

86

138

311

242

268

その他

0

0

0

1

8

0

2

428

407

合

計

144

153

181

237

424

増

減

100

106.3

125.7

164.6

294.4

297.2

日本語教育センターが設置された 2011 年度の相談件数を 100 とした場合、2012 年度以降着実に利用
件数を伸ばしてきたが、ウェブ予約システムを導入した 2015 年度以上 300 に近づく数値まで利用件数
を伸ばしてきたが、2017 年度はやや利用件数が減った。前述のとおり、著しい繰り返し利用の傾向がや
や緩和されたことにあると考えている。今後の本学の留学生の受け入れ方針と、留学生の日本語相談室
の利用の動向をよく観察し、の対応を考えていきたい。
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282.6

4. 2017 年度 立教漢字検定実施報告

2017 年度も例年通り 4 回実施した。今年度は新座キャンパスで各学期１コマずつ、漢字検定対策のた
めの漢字クラスを設け、漢字学習を奨励した。これまで、申込者数に対する受験者の割合、受験者数に対
する合格者数の割合が小さくなる傾向が著しく課題を感じていたが、2017 年度は 4 回の実施を通じて、
この問題がほぼ解消されたことが確認できた。2018 年度は授業内で扱うレベルを拡充し、さらに学習奨
励を行っていきたい。
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5. 2017 年度 日本語自主学習用図書貸し出し実施報告
日本語教育センターでは、1 回 3 冊、2 週間までの図書の貸し出しを行っている。2017 年度の貸し出
し状況は以下の通りである。
利用件数は昨年度とほぼ同程度であった。貸し出し教材の内容は、日本語能力試験対策が多く、次いで
文法・文型、漢字の教材の利用が見られた。
2017 年度は図書館の立教ラーニングスタイルコーナーの書架に日本語学習関係の図書が配架され、日
本語教育センターの自主学習用図書の貸し出し以外にも、学内での授業外日本語学習支援の体制が充実
してきた。来年度以降は、日本語教育センター以外の場での学習の機会についても、ホームページやニュ
ーズレター、また教員からの紹介など機会をとらえて周知活動を積極的に行い、日本語学習を奨励して
いきたい。

【所属別記録】

2013 年度より新座キャンパスに設置（28 冊）
利用者数

貸出冊数

特別外国人学生

9

32

正規学生

8

25

（新座）正規学生

1

1

【貸し出し図書一覧】
貸
出

貸出書名

回
数

特別外国人学生

漢字検定 2 級学習ノート

2

げんきⅠ

1

絵でわかる日本語使い分け辞典

2

ひとりでできる初級日本語文法の復習

英語版

2

ひとりでできる初級日本語文法の復習

中国語版

1

仕事で使う！日本語ビジネス文書マニュアル

2

日本語能力試験

2

模試と対策 Vol.2 N1

日本語能力試験対策 N1
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日本語総まとめ

語彙

2

日本語能力試験対策 N1
日本語能力試験対策

日本語総まとめ

文法

N3 文のルール（文字・語彙・文

法）

正規留学生

1

日本語能力試験対策

N3

日本語総まとめ

文法

7

日本語能力試験対策

N3

日本語総まとめ

漢字

1

日本語能力試験対策 N2

日本語総まとめ

漢字

3

日本語能力試験対策 N2

日本語総まとめ

文法

2

日本語文型辞典（中文版）

1

日本語文型辞典（タイ語版）

2

パターン別徹底ドリル日本語能力試験 N1（英語）

3

BASIC KANJI BOOK 基本漢字 500

1

日本語能力試験文法問題対策

第3版

完全マスター１級

1
2

日本語能力試験 模試と対策 Vol.2 N1

2

日本語能力試験対策

N1 文法

総まとめ

4

日本語能力試験対策

N1 文法

問題集

3

日本語総まとめ

語彙

1

日本語能力試験対策 N1 日本語総まとめ 文法

2

みんなの日本語Ⅰ

1

みんなの日本語

生

Vol1

日本語能力試験 スーパー模試 N1

日本語能力試験対策 N1

（新座）特別外国人学

1

初級Ⅰ

翻訳・文法解説英語版Ⅰ

初級Ⅰ本冊

新試験対応

合格できる日本語能力試験 N1

新試験対応

日本語能力試験<N1>予想問題集

日本語能力試験Ｎ1 文法

CD2 枚つき

2

CD 付き

2

1
合計
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1

58

6.

ｓ
留学生による日本語スピーチコンテスト実施報告

2017年7月8日に『立教大学留学生による日本語スピーチコンテスト－東京セントポールライオンズク
ラブ杯－』を開催し、当日は16名の留学生が登壇した。
実施の詳細は、日本語教育センターホームページhttps://cjle.rikkyo.ac.jp/contest/6th.default.aspx
を参照されたい。
スピーチコンテストの成果物として、
『第5回 立教大学留学生による日本語スピーチコンテスト－東
京セントポールライオンズクラブ杯－スピーチ文集』を刊行した。

7.

日本語教育センターシンポジウム実施報告
2017 年 12 月 3 日に、日本語教育センター主催で「日本語教育センターシンポジウム 2017」を開催

した。企画は、2016 年度に試行、2017 年度に本格実施に至った短期日本語プログラムを扱うものとし、
タイトルを「短期日本語プログラムは大学の国際化にどのように生かせるか－日本文化社会講義を通じ
た学部との連携－」とした。第 1 部では「日本文化社会講義」の概要と趣旨説明の後、韓志昊氏（観光学
部教授）
、ライトナー・カトリン氏（コミュニティ福祉学部助教）
、武田珂代子氏（異文化コミュニケーシ
ョン学部教授）による「日本文化社会講義」における実践の報告のあと、池田伸子氏（異文化コミュニケ
ーション学部教授、前日本語教育センター長）による短期日本語プログラムから見えるこれからの日本
語教育の可能性についての報告があり、つづいて第 2 部では、小圷守氏（国際化推進機構課長）、森田浩
史氏（総務部新座キャンパス事務室事務部長）をコメンテーターに迎え、フロアを含めた全体討議を行っ
た。
実施の詳細は日本語教育センターホームページ
https://cjle.rikkyo.ac.jp/symposium/default.aspx
の報告の通りである。当日は学内の教職員と学生のほかに、学外の方々、約 40 名の参加があった。
当日の成果は冊子体『シリーズ 新しい日本語教育を考える 7』として刊行した。
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８.

日本語教育センターニュースレター発行報告

昨年度にひきつづき「日本語教育センターニュースレター」を発行した。新規科目をはじめ、留学生
の日本語学習を促すための科目紹介のほか、キャリアセンターの特集を行い日本語教育センターの連携
部署を取り上げた。また、学部教員の協力をえて、留学生へのメッセージを積極的に発信した。詳細は
日本語教育センターホームページ
https://cjle.rikkyo.ac.jp/newsletter/
を参照されたい。

9.

短期日本語プログラム報告（A）

日本語教育センターの新事業として、国際化推進機構との共同開催による短期日本語プログラムを
本格実施した。

【春学期】
1 実施の概要
１）開催期間
2017 年 6 月 20 日(火)～7 月 11 日(火) ＊入寮：6 月 19 日(月)/退寮・帰国：7 月 12 日(水)
２）開催場所
新座キャンパス（宿舎：太刀川記念交流会館）
３）コースデザイン
①単位数：4 単位（4,200 分）
＊単位数内訳：日本語科目 2 単位(2,700 分)60 分×45 回
日本文化社会講義・フィールド・トリップ 2 単位（1,500 分）60 分×25 回
４）開講レベル：2 レベル（初心者 Beginners Class 及び初中級 Elementary Class）
2 結果
１）参加学生 15 名

協定校の区分は 2017 年 7 月現在

大学間協定校

学部間協定校

教員による
紹介
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学費免除枠

ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン 1 名

での参加

西江大学 1 名
ニューヨーク州立大学ジェネセオ校 1 名
バーモント大学 1 名

私費での参加

ニューヨーク州立大学ジェネセオ校 3 名

マイアミ大学 3 名

オックスフ

セントラル・オクラホマ大学 2 名

ォード大学

リンカーン大学 1 名

1名

ケベック大学モントリオール校 1 名
２）学内の協力
学部

文学部、現代心理学部、観光学部、異文化コミュニケーション学部

部活・サークル

書道研究会

クラス

観光学部 1 名、現代心理学部 1 名、文学部 4 名、社会学部 1 名、

学

ボランティア

法学部 1 名

生

学生サポーター

観光学部 3 名、コミュニティ福祉学部 1 名、現代心理学部 1 名、

（住込み・入退寮サポー

文学部 1 名、経済学部 1 名、

ト・歓送迎会サポート）

新座キャンパス事務部、ボランティアセンター、国際センター、新座メデ
事務

ィアセンター、新座 8 号館講師控室、新座図書館運営課、新座保健室、教
務事務センター、人事課、総務課、財務部、グローバルラウンジ

３）学外の協力
新座市役所（ホームビジット）
3 成果
・本学への留学パターンの多様化の促進
・協定校とのインバランスの解消
・本学学生の国際交流促進（庄司ゼミのワイン・日本酒体験会への参加、GLAP との学生交流等）
・学内イベント「能楽ワークショップ」に短プロ生参加
4 今後の課題
・食物アレルギー者への対応
⇒学生が病院に行かないと言ったため安静にしていたが、どこまでこちらから指示をするか
・飛行機欠航などの事由による遅延対応
⇒遅延のスケジュールパターンも考慮しておく
・フィールド・トリップの情報一元化
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⇒RiCoLaS との役割分担などが明確になるよう、センターが情報を集約するようにする

５ 授業
５

授業

日本語 A クラス（入門）
授業担当者名：山内薫、谷啓子、神元愛美子
履修者数：8 名
使用教材：
『まるごと―日本のことばと文化―入門 A1』
（国際交流基金）、独自教材

日本語 B クラス（初級）
授業担当者名：小森由里、守屋久美子、藤田恵、浅野有里
履修者数：７名
使用教材：
『まるごと―日本のことばと文化―初級２

A2』（国際交流基金）
、独自教材

A クラスは、学習歴のない学生と、学習歴のある学生が混在するクラスとなった。
『まるごと』テキス
トを使用して日常会話を学習し、かな教材を用いてひらがなとカタカナの導入を行った。さらに、学生ボ
ランティア、キャンパス内での活動も取り入れ、応用練習を行った。未習と既習の学生のレベル差が大き
かったため、クラスのリズムを作るのにやや時間がかかったが、かなの学習のグループと、漢字学習のグ
ループに分け、学生の希望する内容を学べるようにした。会話練習は、今回から新しいテキストを使用
し、以前よりもさまざまな場面での練習を取り入れることができた。A クラスは今後も同様のクラス編成
になる可能性があるため、柔軟に対応できるように、進度とクラス活動の改善を図りたい。
B クラスは７名となった。日本語レベルに差があったため、レベルが低めの学生には授業活動を進める
中で個別対応の時間をとるようにした。レベルが高めの学生は、自身の足りないところを自覚していた
ため、既習項目であっても、ふりかえりの時間を有効に活用しており、全体的に進めやすいクラスであっ
た。学生はプログラム中に既習項目の振り返りをしつつ、新規項目も使えるようになり、最終発表でもプ
ログラム中に学んだことが活かされていた。B クラスはこれまでよりもテキストの扱う課を減らし、全て
の課において①導入、②練習、③活動の順に進め、確認のための宿題とクイズを各課の最後に課した。今
回の調整によって、授業の進度、課題の量が短期プログラムとして適切なものとなった。今後はより高い
レベルの学生にも対応できるように、教材開発を進めていきたい。

日本社会文化講義
授業担当者名：小森由里、山内薫、神元愛美子
履修者数：15 名
使用教材：独自教材
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専門教員による日本の社会・文化に関する講義とそれに関連させたフィールドトリップを軸に、事前学
習と事後学習を配置した。①加藤睦先生（文学部）による「江戸を旅する」と題する講義と江戸東京博物
館見学とお茶の水界隈の見学、②庄司貴之先生（観光学部）による「Exploring the Power of Japanese
Culinary Capital: Innovation or Tradition」と合羽橋および食器店見学、③中山真里子先生（現代心理
学部）による「psychology of culture」と浅草でのインタビュー調査が、異文化コミュニケーション学部
の翻訳通訳養成プログラム RiColas の協力を得て実施された。
7 月 3 日には、庄司ゼミによる「英語による日本酒・ワイン講座」に参加し、短期留学生は浴衣の着付
けを体験、立教生と交流をした。
参考：
「立教」編集委員（2017）
『立教』No.241 立教大学、p.11

【秋学期】
1 実施の概要
１）開催期間
2018 年 1 月 10 日（水）～1 月 26 日（金）＊入寮：1 月 9 日(火)/退寮・帰国：1 月 25 日(木)
２）開催場所
新座キャンパス内教室（宿舎：新座デイリーホテル及び太刀川記念交流会館）
３）コースデザイン
①単位数：3 単位（4,200 分）
＊単位数内訳:：日本語科目 2 単位(2,700 分)60 分×45 回
日本社会文化講義・フィールドトリップ 2 単位（1,500 分）60 分×25 回
４）開講レベル： 2 レベル(初心者 Beginners Class 及び初中級 Elementary Class)

2 結果
１）参加学生 5 名

協定校の区分は 2017 年 3 月現在

大学間協定校

学部間協定校

学費免除枠

高麗大学 1 名、西江大学 1 名、ニューサウ

での参加

スウェールズ大学 1 名、マードック大学 1
名、ヴァージニアウェレズリアン大学 2 名、
（協定締結予定校）ダラス大学 1 名

私費での参加

聖公会大学 1 名、西江大学 1 名、ニューサ
ウスウェールズ大学 7 名、ラトローブ大学
1名
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聖公会大学 1 名

２）学内の協力
学部

現代心理学部、コミュニティ福祉学部、経済学部、異文化コミュニケーショ
ン学部

部活・サークル

書道研究会

日本語クラス

観光学部 2 名、経済学部 1 名、文学部 2 名、経営学部 1 名、異文化

学

ボランティア

コミュニケーション学部 8 名

生

学 生 サ ポ ー タ ー 観光学部 3 名、コミュニティ福祉学部 1 名、文学部 3 名、経営学部 1
（住込み・入退寮サポ

名、異文化コミュニケーション学部 3 名、ビジネスデザイン研究科 1 名

ート・歓送迎会サポー
トなど）

新座キャンパス事務部、ボランティアセンター、国際センター、新座メディ
事務

アセンター、新座 8 号館講師控室、新座図書館運営課、新座保健室、教務事
務センター、人事課、総務課、財務部

３）学外の協力
新座市役所（ホームビジット）

3 成果
・日本社会文化講義における学部との連携
・本学への留学パターンの多様化の促進
・本学学生の国際交流の促進

4 今後の課題
・宿舎の門限管理
・学生アルバイトの組織化

５ 授業
５

授業

日本語 A クラス（入門）
授業担当者名：山内薫、高嶋幸太、沢野美由紀、神元愛美子
履修者数：11 名
使用教材：
『まるごと―日本のことばと文化―入門 A1』
（国際交流基金）、独自教材

日本語 B クラス（初級）
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授業担当者名：浅野有里、草木美智子、守屋久美子、藤田恵
履修者数：７名
使用教材：
『まるごと―日本のことばと文化―初級２

A2』（国際交流基金）
、独自教材

A クラスは 11 名となり、今回も学習歴のない学生と、学習歴のある学生が混在するクラスとなった。
かな学習は、未習の学生の負担を考慮して、ひらがなのみを扱うようにし、クイズの形式は 50 音図を埋
める形式に変更した。既習の学生は、同じ時間に漢字学習を行うようにした。会話の学習は、前回よりも
テキストの扱う課を減らし、１課を３日で進める計画とした。この調整により、学生に過度な負担を与え
ることなく進めることができ、最終発表では、すべての学生が導入部の自己紹介を日本語で行うことが
できた。また、このプログラムがきっかけとなり、継続して日本語を学びたいという意識が高まった学生
もいた。
B クラスは７名となった。日本語レベルは、前回よりもやや高めであったが、正確性に欠ける部分があ
ったため、テキスト前回と同じものを使用し、導入の時間を短めにして応用練習を多く取り入れるよう
にした。一部の学生は自身に必要な練習であると理解し、積極的に取り組んでいたが、既習項目が続くこ
とにモチベーションが上がらない学生もいた。このような学生に対しては、次のレベルに上がるための
必要な時間であることを伝え、動機づけを図るようにしていきたい。B クラスは、最終発表をすべて日本
語で行うことを課し、クラスでは発表に用いる表現を多く練習した。その結果、低めの学生も日本語で発
表ができるようになり、質疑応答も全員が日本語で行うことができた。
今期の学生は、全体的に遅刻が目立ち、残念ながら最後まで改善されなかった。結果として、短期プロ
グラムという非常に短い期間であるにも関わらず、貴重な時間を多く逃してしまう学生が複数出てしま
った。日本社会では時間厳守が重要視されることを学生に周知し、出欠席に関して厳しく指導していき
たい。

日本社会文化講義
授業担当者名：山内薫、高嶋幸太、神元愛美子、佐々木藍子、守屋久美子
履修者数：18 名
使用教材：独自教材

専門教員による日本の社会・文化に関する講義とそれに関連させたフィールドトリップを軸に、事前学
習と事後学習を配置した。①江口正登先生（現代心理学部）による「An Introduction to Theater Culture
in Japan」と観劇、②ライトナ―・カトリン先生（コミュニティ福祉学部）による「Sports in Japan」
と和太鼓ワークショップ、③田島夏与先生（経済学部）による「From Edo to Tokyo: Economic History
of the City」と東京都市見学が、異文化コミュニケーション学部の翻訳通訳養成プログラム RiColas の
協力を得て実施された。
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ゼミ生など立教生との交流を含む学びの活動を取り込んだ授業も展開された。

事務体制の変更により、評価アンケートは春と秋で若干内容が異なるので、以下、学期ごとに示す。

【参加者による評価アンケート：春学期】
【学習面】
１

プログラムを通して日本語能力が向上したか（5 段階）
。
Do you think you improved in your Japanese language skill through this program?

２

日本語の授業や社会文化講義に、積極的に参加したか（5 段階）
。
Did you actively take part in the Japanese language class and lectures on Japanese society and culture?

３

日本語の授業で使用した教材は、学習意欲を高めるものだったか（5 段階）
。
Did the learning materials of the Japanese class facilitate your learning motivation?

４

日本語の授業のスピードは適切だったか（1 が早い、5 が遅い）
。
Was the speed of the Japanese class appropriate?

５

日本語の授業の中で、日本語で話す機会が十分にあったか（5 段階）
。
Did you have enough time to speak in Japanese during each class?

６

日本語の授業の課題や宿題は、日本語の勉強の役に立ったか（5 段階）
。
Did the tasks and homework of the Japanese class help you to study Japanese?

７

日本語のクラスの学生数は適当だったか（5 段階）
。
Was the number of students per Japanese class appropriate?

８

教員の説明や指示は明確だったか（5 段階）
。
Did your teachers give clear instructions and explanations in class?

９

教員は授業の準備を周到に行っていましたか（5 段階）
。
Did your teachers sufficiently prepare for every lesson?

。
10 日本語の授業や社会文化講義に、立教大学の日本人学生ボランティアが参加して、よかったと思うか（5 段階）
Was it good that local university students took part in the class and lectures as a volunteer?
11 社会文化講義を通して、日本の社会や文化に対する理解が深まったか（5 段階）
。
Through lectures, did you deepen your understanding of Japanese society and culture?
12 社会文化講義を通して、日本の社会や文化に対する興味・関心が強まったか（5 段階）
。
Through lectures, did you increase your interest in Japanese society and culture?
13 あなたは立教の日本語夏季集中プログラムに満足していますか（5 段階）
。
Were you happy with the Rikkyo Summer Intensive Japanese Program overall?
自由記述
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・

（質問 10 で 4,5 と答えた人に）どんなところがよかったか、教えてください。
If you chose 4 or 5 on question 10, please write what was good?

・

社会文化講義で、特に印象に残ったトピックがあれば、理由と一緒に教えてください。
In lectures on Japanese society and culture, did you have impressive topics?
If yes, please write the topic and the reason.

・

立教の日本語夏季集中プログラムでいいと思った点があれば書いてください。
Please write freely about Rikkyo Summer Intensive Japanese Program, especially the ways in which it was
good.

・

立教の日本語プログラムでいいと思った点があれば書いてください。
Please write freely about the Japanese course of Rikkyo University, especially the ways in which it was good.

・

立教の日本語プログラムで改善すべきだと思った点があれば書いてください。
Please write freely about the Japanese course of Rikkyo University, especially the ways in which it was not
good, and any suggestions for improvement.

【生活面】
14 来日前までに立教大学から十分な情報が得られたか（5 段階）
。
Could you get enough information from Rikkyo before arriving in Japan?
15 第 1 週のオリエンテーションは役に立ったか（5 段階）
。
Was the orientation helpful during the first week?
16 オプショナル活動を楽しめたか（5 段階）
。
Did you enjoy the optional program?
17 太刀川記念交流会館での生活はよかったか（5 段階）
。
Was the life in Tachikawa International Hall good?
18 参加費はどうだったか（1 が安い、2 が適切、3 が高い）。
How was the tuition fee?
自由記述
・

来日前までに必要だった情報や、出願の過程に関して要望などあったら書いてください。
If you have any information you wanted to have from Rikkyo before arriving in Japan, any opinion or request
regarding our application and admission procedure, please write.

・

オプショナル活動に関してコメントがあれば書いてください。
If you have any comment on the optional program, please write.

・

日本での生活で困った点があれば書いてください。
If you had any inconveniences or troubles in your daily life in Japan, please write.

・

日本の生活で便利だったりよかったりした点があれば書いてください。
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If there is anything convenient or good thing in your daily life in Japan, please write.
・

短期日本語プログラムに参加しようと思った理由を教えてください。
Please tell us the reason you chose Short-Term Intensive Japanese program for your study abroad destination.

・

参加前後での立教大学の印象を教えてください。
Please tell your impression of Rikkyo University before and after you come to Rikkyo University.

・

立教大学の強みを教えてください。
Please tell us something good (strength) about Rikkyo.

・

立教大学にあったらよいと思うプログラムがあれば教えてください。
Please tell us if there is any program you wish to have at Rikkyo University.

・

将来、本プログラムに参加する留学生に対してアドバイスがあれば書いてください。
Lastly, if you have anything you would like to advice to the international students who take part in this
program in the future, please write.

アンケート結果は以下の通りとなった。
各設問の平均値
春学期（ ７ 名）

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

4.7

4.7

4.7

3.4

4.5

4.4

4.4

4.7

4.8

Q10

Q11

Q12

Q13

Q14

Q15

Q16

Q17

Q18

5

4.4

5

4.8

3.8

4.7

4.4

4.3

4.3

【参加者による評価アンケート：秋学期】
【学習面】
１

プログラムを通して日本語能力が向上したか（5 段階）
。
Do you think you improved in your Japanese language skill through this program?

２

日本語の授業や社会文化講義に、積極的に参加したか（5 段階）
。
Did you actively take part in the Japanese language class and lectures on Japanese society and culture?

３

日本語の授業で使用した教材は、学習意欲を高めるものだったか（5 段階）
。
Did the learning materials of the Japanese class facilitate your learning motivation?

４

日本語の授業のスピードは適切だったか（1 が早い、5 が遅い）
。
Was the speed of the Japanese class appropriate?

５

日本語の授業の中で、日本語で話す機会が十分にあったか（5 段階）
。
Did you have enough time to speak in Japanese during each class?

６

日本語のクラスの学生数は適当だったか（5 段階）
。

140

Was the number of students per Japanese class appropriate?
７

教員の説明や指示は明確だったか（5 段階）
。
Did your teachers give clear instructions and explanations in class?

８

教員は授業の準備を周到に行っていましたか（5 段階）
。
Did your teachers sufficiently prepare for every lesson?

９

日本語の授業や社会文化講義に、立教大学の日本人学生ボランティアが参加して、よかったと思うか（5 段階）
。
Was it good that local university students took part in the class and lectures as a volunteer?

10 社会文化講義を通して、日本の社会や文化に対する理解が深まったか（5 段階）
。
Did you deepen your understanding of Japanese cultures and society through the lectures?
11 社会文化講義を通して、日本の社会や文化に対する興味・関心が強まったか（5 段階）
。
Did your interest in Japanese cultures and society increase through the lectures?
12 あなたは立教の日本語夏季集中プログラムに満足していますか（5 段階）
。
Were you satisfied with Rikkyo Short-Term Intensive Japanese Program?
自由記述
・

（質問 10 で 4,5 と答えた人に）どんなところがよかったか、教えてください。
If you chose 4 or 5 in the previous question, please tell us why it was good.

・

社会文化講義で、特に印象に残ったトピックがあれば、理由と一緒に教えてください。
In the lectures on Japanese culture and society, is there topics that you found interesting? If yes, please specify

the topic and the reason.
・

このプログラムでいいと思った点があれば書いてください。
Please write freely about Rikkyo Summer Intensive Japanese Program, especially the ways in which it was
good.

・このプログラムでいいと思った点があれば書いてください。
What are the things that you're satisfied with the program?.
・

このプログラムで改善すべきだと思った点があれば書いてください。
Do you have any suggestion for the improvement of the program? If you have any, please write.

【生活面】
13 来日前までに立教大学から十分な情報が得られたか（5 段階）
。
Could you get enough information from Rikkyo before arriving in Japan?
14 オプショナルプログラムに参加したか。
（5 段階）
Did you participate in the optional programs?
15 オプショナル活動を楽しめたか（5 段階）
。
Did you enjoy the optional program?
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16 食事には満足したか（5 段階）
。
Are you satisfied with your every board (meal)?
17 太刀川記念交流会館での生活はよかったか（5 段階）
。
Was the life in Tachikawa International Hall good?

自由記述
・

短期日本語プログラムに参加しようと思った理由を教えてください。
Please tell us the reason you chose Short-Term Intensive Japanese program for your study abroad destination.

・

参加前後での立教大学の印象を教えてください。
Please tell your impression of Rikkyo University before and after you come to Rikkyo University.

・

立教大学の強みを教えてください。
Please tell us something good (strength) about Rikkyo.

・

立教大学にあったらよいと思うプログラムがあれば教えてください。
Please tell us if there is any program you wish to have at Rikkyo University.

・

将来、本プログラムに参加する留学生に対してアドバイスがあれば書いてください。
Lastly, if you have anything you would like to advice to the international students who take part in this

program in the future, please write.

アンケート結果は以下の通りとなった。
各設問の平均値
秋学期（ ５ 名）

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

4.4

4.5

4.4

3.9

4.4

4.6

4.6

4.8

4.8

Q10

Q11

Q12

Q13

Q14

Q15

Q16

Q17

4.1

4.3

4.3

4.0

3.5

4.6

3.4

4.6

設問 4 は、平均値の数値が高いほど平均的に評価が高かったと解釈できる内容になっている。全体的
に 4.0 以上の設問が多く、評価が高かったと言える。特に、クラスの学生数、教員の授業準備、オプショ
ナル活動、太刀川記念交流会館での生活などに対する評価は数値が高かった。今回は 1 月末にプログラ
ムを終えるようスケジュールを組んだ結果、週末を過ごす機会が２回に限られたこともあり、オプショ
ナルプログラムへの参加が少なかったというこがわかった。
自由記述では、日本語話者との授業を通じたインタラクションがあること、授業の内容、教員の質、快
適な宿舎での生活などについて肯定的評価があった一方で、門限が早いことに対するコメントがあった。
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プログラムへの参加のきっかけに、授業料免除や、日本への関心以外に、特別外国人学生として立教に在
籍していた友人からの推薦といったものがあることもわかった。

【新規制作・開発】
1 団体受け入れ校の開発
国際化戦略機構を中心に協定校訪問などの際に積極的に短期日本語プログラムの周知活動を行った結
果、2018 年度からシドニー大学の団体受け入れを実施することになった。

10.

短期日本語プログラム報告（B）

経営学研究科・日本語教育センター・国際化推進機構の共同運営により、2018 年 1 月に 1 週間の短期プ
ログラムを実施した。
１

実施の概要

時期：2018 年 1 月 29 日（月）～2 月 2 日（金）5 日間
プログラム運営：経営学研究科／日本語教育センター／国際化推進機構

連携大学：パジャジャラン大学大学院経済経営学研究科経営学専攻（修士課程）
内容：経営学分野における講義に加え、日本の文化や簡単なビジネスマナーを含む初級日本語授業を取
り入れる。通常コースの学生は、初級の日本語基礎編、エグゼクティブコースの学生は日本文
化と初級ビジネス会話の２クラスを用意する。
学籍：あり
単位：単位付与なし
修了証書：受講記録として Certificate を受講生ごとに発行（MPMA,日本語教育センターそれぞれで発
行）
人数：参加学生 31 名（学生コース 16 名、社会人エグゼクティブコース 15 名）＋同行教員 3 名（社会
人クラスに配置）

全体スケジュール：
午前
1/29（月）

午後

Arrive at Narita Airport

Lunch

Campus Tour

Opening Ceremony

Prayer

Conversational Japanese①

MPMA①
1/30（火）

昼

4251～4254 教室

太刀川記念館 3 階

Conversational Japanese②

Lunch
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Company Visit

1/31（水）
2/1（木）
2/2（金）

MPMA② 4151、4251～4254 教室

Prayer

Tokyo Overview

Conversational Japanese➂

Lunch

Company Visit

MPMA③ 4151、4251～4254 教室

Prayer

Tokyo Overview

Conversational Japanese④

Lunch

Marketing Analysis

MPMA④4151、4251～4254 教室

Prayer

Conversational Japanese⑤

Lunch

MPMA⑥(Final Presentation)

MPMA⑤(Final Presentation)

Prayer

Closing Ceremony

4251～4254、M201 教室

M201 教室

経営学研究科国際経営学専攻公共経営コース（MPMA）…6 コマ（経営学分野の講義）
Conversational Japanese…5 コマ（日本語に関する授業）
Company Visit、Tokyo Overview、Marketing Analysis…パジャジャラン手配

日本語クラス担当教員：
学生クラス…小森、山内、長谷川、守屋
社会人エグゼクティブクラス…浅野、佐々木、長谷川、守屋

２

担当者連絡会

日時：2017 年 12 月 28 日

10：30-13：30

内容：学生情報（学習歴、ニーズ確認）
、目標設定、教材・教具、教室配置・クラス分け、
学生ボランティア配置日など

３

学生ボランティア等の授業協力

① 1 月 31 日（水） 異文化コミュニケーション学部 1-4 年 9 名
② 2 月 2 日（金）異文化コミュニケーション学部 1、4 年 3 名、日本語教育センター職員 1 名、異文化
コミュニケーション学部教員 1 名

４

成果

・本学への留学パターンの多様化の促進
・本学学生との国際交流促進
・協定校の送り出し教員の本学への理解促進
・2018 年度夏のセミナーの継続展開

５

課題

・出欠管理の厳格化
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11.

センター員活動報告

池田伸子
著書
1.『新界標日本語 総合教程(4)』復旦大学出版会、2017 年、（徐敏民・丸山千歌主編、編集を担当）
2.『新界標日本語 練習冊(4)』復旦大学出版会、2017 年、
（徐敏民・金庭久美子主編、編集を担当）

論文
1.「多様なニーズに対応可能な日本語教員養成プログラムの開発―シミュレーションによる態度変容可
能性の検討―」
『日本語・日本語教育』第1号、1-17.
2.「多様なニーズに対応可能な日本語教員養成プログラムの開発―映像教材利用の可能性―」
『日本語教
育実践研究』第6号、立教日本語教育実践教育学会（印刷中）

発表
1.「留学⇒グローバル人財？」一橋大学・津田塾大学経済学研究会主催シンポジウム 「グローバル化
時代における人材教育」
、於一橋大学、2017年11月25日
2．
「短期日本語プログラムからみる日本語教育（センター）の可能性」 立教大学日本語教育センター
シンポジウム2017、於立教大学、2017年12月2日

研究助成
1.2015.4～至現在 科学研究費助成金（基盤研究（Ｃ））
「ディスレクシア学習者に対する実現可能で個
別的な日本語教育支援体制の構築」
（研究代表者）
（課題番号：15K02657）
2.2017.4～現在 科学研究費助成金（基盤研究（Ｃ）
）「大学日本語教育プログラムを対象とした開発型評
価―持続可能で有用な開発型評価とは」
（研究分担者）（課題番号：17K02863）

丸山千歌
著書
1.『新界標日本語 総合教程(4)』復旦大学出版会、2017 年、（徐敏民と共同主編集）
2.『新界標日本語 練習冊(4)』復旦大学出版会、2017 年、
（徐敏民・金庭久美子主編、編集を担当）

論文
1. 「Can-do statements を活用した教育実践の質的向上と教師教育」
『日本語教育実践研究』第 6 号、立
教日本語教育実践教育学会（印刷中）
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2.「ある翻訳者が自立に至る径路―移動して学ぶ時代の日本語教育への示唆―」
『日本語・日本語教育』第
1 号、立教大学日本語教育センター（小澤伊久美との共同執筆）
、19-35.

研究助成
1. 2016.4～現在 科学研究費助成金（基盤研究（Ｃ））
「 「移動して学ぶ」時代の日本語教育―留学体 験
の意味づけの変容・維持過程の分析から」（研究代表者）
（課題番号：16K02824
2. 2017.4～現在 科学研究費助成金（基盤研究（Ｃ））「大学日本語教育プログラムを対象とした開発型
評価―持続可能で有用な開発型評価とは」（研究分担者）
（課題番号：17K02863）

藤田恵
著書
1.『新界標日本語 総合教程(4)』復旦大学出版会、2017 年、（徐敏民・丸山千歌主編、編集を担当）
2.『新界標日本語 練習冊(4)』復旦大学出版会、2017 年、
（徐敏民・金庭久美子主編、編集を担当）

報告
1.「多様なレベルの学習者を対象とした漢字クラスの開発」
『日本語・日本語教育』第 1 号、立教大学日
本語教育センター、85-91.

数野恵理
報告
1.「内容を重視した日本語演習 3 の試み ―学習者の読みに対する意識の変化を中心に―」
（嶋原耕一との
共同執筆）
『日本語・日本語教育』1 号、立教大学日本語教育センター、2018 年、93-104.

研究発表
1. 「小説の理解を深める中級前半日本語の演習コースの試み」（嶋原耕一との共同ポスター発表）第 49
回日本語教育方法研究会、於筑波大学、2017 年 9 月 16 日

金庭久美子
著書
1．
『新界標日本語 総合教程(4)』
（徐敏民、丸山千歌主編、金庭久美子編集担当）復旦大学出版社、2017
年
2．
『新界標日本語 練習冊(4)』
（徐敏民, 金庭久美子主編）復旦大学出版社、2017 年

研究論文
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1．「韓国人日本語学習者の断りのメール文の特徴―読み手によい印象を与えない表現を中心に―」『日本
語學研究』第 55 輯（金蘭美・金玄珠との共同執筆）
、韓國日本語學會、2018 年（投稿中）
2.「メール文の自動評価に向けて―メール作成タスクの検討―」
『日本語・日本語教育』第 1 号、立教大学
日本語教育センター、2018 年、37-53.
3. 「ビジネス日本語プログラムにおける複眼的評価の有効性」
『日本語教育実践研究』第 6 号、
（栗田奈
美との共同執筆）
、立教日本語教育実践教育学会（印刷中）

研究発表
1．
「メール作成タスクを用いた作文支援システム」
（川村よし子・橋本直幸・小林秀和との共同発表）
、ポ
スター、CASTEL/J2017、於早稲田大学早稲田キャンパス、2017 年 8 月 5 日
2.「日本語タスク別メール文における―ドイツ語母語話者の使用状況―」
、口頭発表、第 30 回日本語教育
連絡会議、於 Oldenburg 市民大学（ドイツ）
、2017 年 8 月 26 日
3. 「相手の要求に応じられない場合の対応の仕方―メール文における日本語母語話者と日本語学習者の
違い」―（金蘭美・橋本直幸・川村よし子との共同発表との共同発表）、ポスター発表、第 49 回日
本語教育方法研究会、於筑波大学、2017 年 9 月 16 日
4.「メール文に見られる読み手配慮の日韓比較」
（金蘭美・金玄珠との共同発表）
、口頭発表、韓國日本語
學會第 36 回 國際學術發表大會、於白石藝術大學校（韓国）
、2017 年 9 月 23 日
5.「連語に配慮したやさしい日本語書き換えシステムの構築」
（川村よし子・山森理恵との共同発表）
、ポ
スター発表、韓國日本語學會第 36 回 國際學術發表大會、於白石藝術大學校（韓国）
、2017 年 9 月
23 日

その他
1．ワークショップ、
「生きた素材による日本語聴解教材の開発－『日本語なりきりリスニング』を中心
に－」
、於 LMU München, Prof.-Huber-Pl. 2 (V) -（ドイツミュンヘン大学）
、2017 年 8 月 24 日
2．研修会、
「生きた素材による日本語教育～『日本語なりきりリスニング』を中心に～」
、2017 年 10
月 14 日、於凡人社大阪事務所 凡人社日本語サロン研修会 主催：凡人社 共催：ジャパンタイム
ズ

研究助成
1．2015.4～至現在 科学研究費助成金（基盤研究（C））「タスク別書き言葉コーパスを利用したメール
文の
web 自動採点システムの開発」
（研究代表者）
（課題番号：15K02658）
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2. 2015.4～至現在 科学研究費助成金（基盤研究（B））
「多義語の意味の自動特定機能を組み入れた
やさし
い日本語による読解支援環境の構築」
（研究分担者）（課題番号：15H03219）

嶋原耕一
研究論文
1. 「内容を重視した日本語演習3の試み ―学習者の読みに対する意識の変化を中心に―」（数野恵理と
の共同執筆）
『日本語・日本語教育』立教大学日本語教育センター、2018年、93-104.
2. 「大学生同士の初対面雑談会話で用いられる文末表現としての「みたいな」 ―スピーチレベルとの関
係に注目して―」
『日本語・日本語教育』立教大学日本語教育センター、2018 年、55-68.

研究発表
1. 「日本語母語話者と非母語話者の初対面雑談会話における国事情談話の相互行為分析」社会言語科学
会第 40 回大会、於関西大学、2017 年 9 月 16 日
2. 「小説の理解を深める中級前半日本語の演習コースの試み」
（数野恵理との共同発表）日本語教育方法
研究会第 49 回研究会、於筑波大学、2017 年 9 月 16 日
3. Conversation Analysis of Stereotypes Negotiated and Established by Native Speakers and Nonnative Speakers of Japanese

The 17th Annual Hawaii International Conference on Education、

於 Hilton Hawaiian Village Waikiki Beach Resort、2018 年 1 月 7 日
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12. 2017 年度 ＦＤ記録
（１）担当者連絡会など
①2017 年度 FD 委員会（2017 年 6 月 16 日、7 月 19 日、9 月 5 日、2 月 21 日、2 月 26 日 計 5 回）
2017 年度の FD 計画に沿って計画的に進めた。活動の詳細は以下の通りである。
a.2017 年 6 月 14 日（水）実務委員会終了後〔場所〕マキム第１会議室 〔参加者数〕9 名〔議題〕プレ
イスメントテスト振り返り
b.2017 年 7 月 19 日（金）実務委員会終了後〔場所〕マキム第１会議室 〔参加者数〕11 名〔議題〕2017
年度の FD 活動の課題（新規科目および新規プログラムについての検討、日本語相談室の運営について
の検討）について
c.2017 年 9 月 5 日 9：00-16：00〔場所〕12 号館会議室〔参加者数〕30 名〔議題〕日本語教育科目運営
について、各科目の振り返りおよび引き継ぎ、個人情報の取り扱い注意、日本語教育センターシンポジ
ウムほか
d. 2018 年 2 月 21 日（金）実務委員会終了後〔場所〕マキム第１会議室 〔参加者数〕10 名〔議題〕
2017 年度の FD 活動の課題（新規科目および新規プログラムについての検討、日本語相談室の運営に
ついての検討）
、来年度の FD 活動の課題ほか
e.2018 年 2 月 26 日(月)9：00-16：00〔場所〕12 号館会議室〔参加者数〕30 名 〔議題〕日本語教育科
目運営、各科目の振り返りおよび引き継ぎ、個人情報の取り扱い注意ほか

（２）新規科目および新規プログラムについての検討
新規科目である漢字クラスは、第 2 回、第 4 回 FD 委員会で取り上げ、開発状況と課題を確認し、意見
交換を行った。具体的には留学生の漢字学習を奨励する機会になっていること、授業設計とセンター実
施の漢字検定との連関がうまくいっていること、課題としてクラス内での小テストの導入の必要性が確
認された。これを受けて第 3 回 FD 委員会（担当者連絡会）で担当者と共有、秋学期の授業改善につなげ
た。その後第 5 回、第 6 回 FD 委員会で秋学期の改善状況を確認し、次年度の課題（中級レベルの教材開
発）を確認した。
短期日本語プログラムについては、第 2 回、第 4 回 FD 委員会で取り上げ、実施状況と課題を確認し意見
交換を行った。具体的には第 2 回で参加者の食物アレルギー対応、授業課題の管理方法、参加者アンケー
トの回収率向上に向けた実施時期の検討が行われ、冬のプログラムにつなげた。第 4 回 FD 委員会で 1 年
間のふり返りを行った。
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（３）日本語相談室の運営についての検討
第 2 回 FD 委員会で日本語相談室運営状況を確認するとともに、意見交換を行った。具体的には業務の
合理化（来室初回の利用者への個別アンケートの廃止）を進めるとともに、当日キャンセルの対応方法な
どの課題を確認した。これを受けて、日本語相談室予約システムの修正を行い、第 4 回 FD 委員会で報
告、今後状況が改善される見込みであることを確認した。

（５）2017 年度の学生による評価アンケート結果（特別外国人学生対象Ｊ０～Ｊ７）
日本語教育センターでは、特別外国人学生用日本語科目について、Ｊ0 からＪ7 レベルの日本語科目
を履修したプログラム修了予定学生（帰国予定学生）を対象に日本語プログラムに関するアンケートを
実施している。国際センターの協力によりウェブによるアンケートを実施し、春学期 111 名、秋学期
（集計中）から回答を得た。
質問内容は以下の通りで、自由記述以外は、5：はい 4：まあそうである 3：どちらともいえない
2：あまりそうでない 1：いいえ の 5 段階の選択式で回答を得た。

１

以前より日本語を聞いて理解できるようになった。
I can listen and understand Japanese better than before.

２

以前より日本語を話すことができるようになった。
I can speak Japanese better than before.

３

以前より日本語を読んで理解できるようになった。
I can read and understand Japanese better than before.

４

以前より日本語で書く力が伸びた。
I can write Japanese compositions (or reports) better than before.

５

以前より多くの日本語の単語を使えるようになった。
I expanded my Japanese vocabulary, and use it in my spoken/ written Japanese.

６

以前より多くの文型を使えるようになった。
I can speak/write Japanese using different sentence patterns.

７

日本語で発表したりディスカッションをしたりする力が伸びた。
My ability to discuss and give a presentation in Japanese improved.

８

日本語で発表したりディスカッションをしたりする自信がついた。
My confidence to discuss and give a presentation in Japanese increased.

９

宿題は日本語の勉強の役に立った。
The homework helped me to learn Japanese.

10 日本語の授業を通して、日本の文化や社会について考えるようになった。
The Japanese class’s activities help me think about Japanese social and cultural issues.

150

11 教師のクラスでの学生への説明や指示は明確だった。
My teachers gave clear instructions and explanations in class.
12 日本語で話す機会が十分にあった。
I had enough time to speak in Japanese during each class.
13 立教の日本語科目数に満足している。
I am happy with the variation of the Japanese classes of Rikkyo University.
14

1 クラスの学生の人数は適当だった。
The number of students per Japanese class was appropriate.

15 立教の日本語プログラムに満足している。
Overall, I am happy with the Japanese course of Rikkyo University.
自由記述
立教の日本語プログラムでいいと思った点があれば書いてください。
Please write freely about the Japanese course of Rikkyo University, especially the ways in which it was good.
立教の日本語プログラムで改善すべきだと思った点があれば書いてください。
Please write freely about the Japanese course of Rikkyo University, especially the ways in which it was not good,
and any suggestions for improvement.

アンケートに対する回答者数 137 名、回収率 88.4％で、結果は以下の通りとなった。
春学期は、4 技能の向上、語彙力の向上、書く力の向上、教師のインストラクション、クラス人数の適
正さ、科目数、全体的な満足度などに対する評価が非常に高い。ディスカッションをしたりする力、それ
に対する自信、日本の文化社会への理解について考えるようになったかについての評価はやや高い。
自由記述では、教師の対応やインタラクティブな授業運営、教師の専門性、日本語による日本語クラ
スの展開科目数、授業の構成などについて具体的で肯定的な評価があった。
。一方で、読解教材に表れる
語彙の多さ、宿題の量が多い、小テストが多いなどのコメントがあった。
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【2017 年度春学期プログラム修了予定学生アンケートの結果の内訳】
１．以前より日本語を聞いて理解できるようになりましたか？

2%

0%

6%
はい Yes
33%

59%

まあそうである Yes, kind of
どちらともいえない Neutral
あまりそうでない Not really
いいえ No

２．以前より日本語を話すことができるようになりましたか？
1%

2%

8%
はい Yes

31%

まあそうである Yes, kind of
58%

どちらともいえない Neutral
あまりそうでない Not really
いいえ No

３．以前より日本語を読んで理解できるようになりましたか？
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（）数値は％）

3%

1%

6%
はい Yes
59%

31%

まあそうである Yes, kind
of
どちらともいえない
Neutral
あまりそうでない Not
really
いいえ No

４．以前より日本語で書く力が伸びましたか？
5%

2%

8%

31%

はい Yes
54%

まあそうである Yes, kind of
どちらともいえない Neutral
あまりそうでない Not really
いいえ No

５．以前より多くの日本語の単語を使えるようになりましたか？

153

2% 0%

7%

はい Yes

51%

40%

まあそうである Yes, kind
of
どちらともいえない
Neutral
あまりそうでない Not
really
いいえ No

６．以前より多くの文型を使えるようになりましたか？
5%

1%

はい Yes

16%
45%
33%

まあそうである Yes, kind
of
どちらともいえない
Neutral
あまりそうでない Not
really
いいえ No

７．日本語で発表したりディスカッションをしたりする力が伸びましたか？
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7%

3%

はい Yes

17%

47%

26%

まあそうである Yes, kind
of
どちらともいえない
Neutral
あまりそうでない Not
really
いいえ No

８．日本語で発表したりディスカッションをしたりする自信がつきましたか？
4%

7%

はい Yes
17%

30%

42%

まあそうである Yes, kind
of
どちらともいえない
Neutral
あまりそうでない Not
really
いいえ No

９．宿題は日本語の勉強の役に立ちましたか？
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3%

4%

はい Yes

18%

40%

35%

まあそうである Yes, kind
of
どちらともいえない
Neutral
あまりそうでない Not
really
いいえ No

１０．日本語の授業を通して、日本の文化や社会について考えるようになりましたか？

7%
10%

はい Yes 51
37%

12%

34%

まあそうである Yes, kind
of 47
どちらともいえない
Neutral 17
あまりそうでない Not
really 13
いいえ No 9

１１．教師のクラスでの学生への説明や指示は明確でしたか？
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2%

1%

10%

はい Yes

29%

58%

まあそうである Yes, kind
of
どちらともいえない
Neutral
あまりそうでない Not
really
いいえ No

１２．日本語で話す機会が十分にありましたか？
1%
8%
はい Yes

16%
45%

まあそうである Yes, kind of
どちらともいえない Neutral

30%

あまりそうでない Not really
いいえ No

１３．立教の日本語科目数に満足していますか？
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1% 1%

14%

はい Yes

53%

31%

まあそうである Yes, kind
of
どちらともいえない
Neutral
あまりそうでない Not
really
いいえ No

１４．１クラスの学生の人数は適当ですか？
2%

2%

9%
はい Yes
21%

66%

まあそうである Yes, kind
of
どちらともいえない
Neutral
あまりそうでない Not
really
いいえ No

１５．立教の日本語プログラムに満足していますか？
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4%

1%

10%

32%

はい Yes
53%

まあそうである Yes, kind
of
どちらともいえない
Neutral
あまりそうでない Not
really
いいえ No

【2017 年度秋学期プログラム修了予定学生アンケートの結果】
集計中

（６）2017 年度の学生による評価アンケート結果（全カリ言語Ｂ、自由科目）
正規留学生が履修する全学共通カリキュラム言語Ｂ 日本語科目「大学生の日本語 A／B」および自由
科目（特別外国人学生用Ｊ８科目と同時開講）については、各学期末に科目履修者全員を対象に授業評価
アンケートを実施した。結果は、担当者連絡会で科目担当者が閲覧できるようにした。分析結果は全学共
通カリキュラムの授業評価アンケート報告書に掲載する予定である。これが刊行された後に日本語教育
センター部分を転載する。

（７）2017 年度の課題と計画
課題 1：短期日本語プログラムの運営についての検討
次年度、団体受け入れを開始する短期日本語プログラムが円滑に展開するよう、プログラム設計、運営
について検証を行う。
課題 2：日本語科目のさらなる改善と開発
漢字 AB、聴解・会話、作文科目を中心に日本語科目のさらなる改善と開発を行う。
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2017 年度 日本語教育センター運営体制
運営委員会
センター長 ：丸山 千歌

（異文化コミュニケーション学部教授）

副センター長：東條 吉純

（法学部教授）

運営委員

：佐々木 一也

（全学共通カリキュラム運営センターコア会議から、文学部教授）

運営委員

：杜 国慶

（国際センターから、観光学部教授）

運営委員

：厳 成男

（センター長指名による、経済学部准教授）

実務委員会
センター長 ：丸山 千歌

（異文化コミュニケーション学部教授）

副センター長：東條 吉純

（法学部教授）

センター員 ：池田 伸子

（異文化コミュニケーション学部教授）

センター員 ：厳 成男

（経済学部 准教授）

センター員 ：藤田 恵

（教育講師）

センター員 ：金庭 久美子

（教育講師）

センター員 ：数野 恵理

（教育講師）

センター員 ：嶋原 耕一

（教育講師）

事務局

：森上 美子（2017 年 5 月まで）、阪下 利哉（2017 年 5 月から）
、吉田 友子（2017 年

6 月から）
事務局

：山﨑 真紀子

事務局

：高嶋 幸太（2017 年 8 月まで）

兼任講師
浅野 有里

高嶋 幸太

井上 玲子

武田 聡子

小柳津 成訓

谷

神元 愛美子

冨倉 教子

川端 芳子

長島 明子

草木 美智子

長谷川 孝子

小森 由里

西内 沙恵

佐々木 藍子

東平 福美

沢野 美由紀

開

清水 知子

平山 紫帆
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啓子

めぐみ

保坂 明香

山内 薫

三浦 綾乃

山辺 真理子

桃井 菜奈恵

山森 理絵

森井 あずさ

2017 年度日本語教育センター会議開催記録
月

日

4

14

第 1 回実務委員会

19

第 1 回運営委員会

19

第 2 回実務委員会

24

第 2 回運営委員会

16

第 3 回実務委員会

21

第 3 回運営委員会

21

第 4 回実務委員会

26

第 4 回運営委員会

22

第 5 回実務委員会

27

第 5 回運営委員会

10

27

第 6 回実務委員会

11

8

第 6 回運営委員会

12

1

第 7 回実務委員会

6

第 7 回運営委員会

1

26

第 8 回実務委員会

2

16

第 9 回実務委員会

2

21

第 9 回運営委員会

5
6
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実務委員会：センター長、副センター長、センター員（日本語担当専任教員 、日本語担当教育講師、センター長指名教
員）、事務局
運営委員会：センター長、副センター長、全学共通カリキュラム運営センターコア会議からの選出委員、国際センター
長・副センター長からの選出委員、センター員（センター長指名）日本語担当専任教員（陪席）、 事務局（陪席）
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