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1.新たな留学生政策の展開

昭和 58年の｢21世紀-の留学生政策に関する提言｣および昭和 59年の｢21世紀への留学生政策の展

開について｣において提言された了留学生受け入れ 10万人計画｣に基づき､日本政府は留学生政策を

｢知的置際貢献｣の一つとして捉えて推進 してきた (留学生懇談会答申､ま999)o文部省学術匡際局留学

生課によると平成 1三年度に大学等で学ぶ留学生数は 55､755人となり (図 呈上 世界経済の悪′tEによ

り一一一時ほどの勢いはないとはいえ､近年､留学生や海外からの長期滞在者は増加 しつづけているO

伐 ) 園頂 留学生致命推移(各年5月胃哲現在,3n
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従来より､日本-の留学希望者に対する入学選考の手続きや方法が､留学希望者に過度の負担を強い

てお り､これが日本-の留学を梼曙させる要因の一つであるとの指摘がしばしばなされてお り､文部

省は留学生受け入れのための関連諸施策を総合的に推進するため､近年留学生が最初に直面するハー

ドルとなる大学等の入学選考に関して改善を行うための準備に乗り出したO

平成 9年の｢留学生の在 り方に関する調査協力者会議｣による報告では学部レベルにおいて外国人留

学整数の伸びが鈍化していることが指摘され､主な問題点の一つとして｢渡目前に入学許可を得ること

の困難さ｣が挙げられた｡また､平成 10年には第 1回｢日本留学のための新たな試験｣調査研究協力者

会議が開催され､留学生に対する入学選考について､その改善方向と選考試験の在 り方等について議

論が行われてきた｡平成 12年 8月にまとめられた同協力者会議の報告書には｢渡目前入学許可の実現

に向けて｣という副題がつけられ､従来より行われてきた｢国費外国人留学生 ｡大使館推薦｣と｢私費外

国人留学生｣という二つの受け入れ過程に代わる新たな受け入れ過程の導入が示唆され､｢日本留学試

験｣として平成 13年 11月に国内外において試行試験の実施が計画されている｡これにより､海外にお
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いても日本留学のためのアカデミック ･ジャパニーズに特化した日本語教育の普及を図ることの必要

性が強調されることとなった｡

このような政府の動きに先立ち､いくつかの私立大学では既に各大学独自の方式による｢渡目前入学

許可｣を実施 し､そこでは日本語力を問わない､いわゆる｢ゼロスター ト｣での日本語教育が学部教育の

一環として実施されている｡

南山大学総合政策学部でもアジアとの関係を重視し､主にアジアからの｢ゼロスター ト｣留学生を受

け入れている｡本稿では､当学部の日本語末習留学生を対象とした日本語コースについて報告する｡

2.コース概要と諸条件

2-1 コースの背景

2000年4月に新設された南山大学総合政策学部では､日本語末習の留学生を直接､学部 1年生とし

て受け入れ､4年間で卒業させることを目標としているo 日本語コースは卒業必要単位の一部となる

共通教育科目として設定されているため (図2)､最長 1年半､最大32単位 (約 570時間)と限られ

た時間数で､日本語末習者に学部生として自立できる日本語力を身につけさせなければならない｡

このような条件下で､専門分野に対応できる日本語力を養成するためのコースデザインが必要となっ

た｡

r- --

日本語末習の学生

日本語を履修しない学生

図2 卒業に必要な単位数

因共通教育科目(語学)国共通教育科目(語学以外)ロ学科科目□任意選択科目

日本語コースは ｢日本語 Ⅰ｣､｢日本語Ⅱ｣､｢日本語Ⅲ｣の3レベルで構成されていて､日本語末習

者は､｢日本語 Ⅰ｣から順に ｢日本語Ⅲ｣まで履修する｡各クラスの授業時数およびサイズは表 1のと

おりである｡

表1 コース概要

時 間 数 単位数 人 数

日本語 Ⅰ 週 12コマ×12週 (最大216時間) 12単位 10名前後

日本語Ⅱ 週 10コマ×12週 (最大 180時間) 10単位 10名前後

日本語Ⅲ 週 10コマ×12週 (最大 180時間) 10単位 10名前後

学生はアジア各地の高校から直接入学するものが主で (図3)､そのほとんどが交流会館の寮生として

日本人学生と共同生活をしている｡
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図3 留学生の出身別割合(%)

台 湾
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2- 2 コースデザインにおける留意点

基礎から応用-という原則に則るなら､いわゆる基礎 日本語力の養成を主眼とした構造シラバスで

の学習修了後､専門分野に対応 した トピックシラバスや大学での活動に対応 したスキルシラバスへ移

行するのが常道と思われる｡

しかしながら､｢日本語 Ⅰ｣､｢日本語Ⅱ｣の計およそ 400時間修了後､学科科目を ｢日本語Ⅲ｣と平

行して履修するには､必要と思える複数のシラバスを脚 皆を追って順に積み上げていく余裕はない｡

そこで､本コースでは専門分野をにらんだ トピックと学部生として必要なスキルを文構造の基礎学

習の段階から織 り込む方法を選択した｡

シラバスデザインに際し､検討が必要だと思われたのは以下の4点である｡

(1)総合政策の分野におけるトピックの特定とシラバス化

(2)本学学部生として求められる勉学を中心としたスキルの特定とシラバス化

(3)上記 (1)(2)の学習項目の絞り込み

(4)コース評価の方法

3.コースデザイン

3-1 コース準備

コースデザインのために､上記4点を踏まえ､以下の手順で準備を行った｡

(1)総合政策の分野における トピックの特定

総合政策学部総合政策学科では､履修のめやすとして ｢政策管理系｣｢地域総合系｣｢国際環境系｣

の3つの履修モデルを提示している｡トピック特定のため､各モデルの特徴のキーワー ド化を試みた｡

結果は以下である｡

｢政策管理｣-国政､官公庁､企業､NPO､政策立案､政策実施､政策評価､経営戦略

｢地域総合｣･-地域社会､地域特性､地方行政､地域活性化､住民サービス､企画 ･開発

｢国際環境｣･･･国際社会､多国籍企業､地球環境､人口､エネルギー､地域紛争､難民､政策立案､

施策実行

また､特定の国や地域に起こる個々の問題解決には文化的背景の理解が必要であるという考えから､
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同学科では社会科学系領域だけでなく､文明論の重視も謳っている｡

(2)総合政策学部で想定される授業形態の検討

国内の高等教育における授業形態では､講義､講読､口頭発表､討論などが--一一･般的であり､本学部

でも多用されると考えられるoまた､視聴覚教材やマルチメディア教材は､今後も増加傾向にあるだ

ろう｡

さらに､本学部独自の方針として､外国語とコンピュータを重要なツールと考え､全学生にノー ト

pcを1台ずつ貸与していることから､これを活用できるコンピュータ ･リテラシーの獲得が期待 さ

れる｡

(3)既存教材の分析

アカデミック･スキルに焦点を当てて作成された既存の教材を分析 し､そこで扱われているスキル ･

トピックの項目を抽出したO

分析の対象としたのは以下の教材である｡

初級用教材 :

『読解 20のテ一一マ』『楽しく読もうⅠⅡ』『話そう考えよう初級日本事情』『日本語を楽しく読む本初

中級』『ニュースで学ぶ日本語パー トⅠ』
中級用教材 :

『文化中級日本語 ⅠⅡ』『日本語を楽しく読む本中級 卓中上級』『テ-マ別中級で学ぶ日本語』『日本語

作文の方法』

上級用教材 :

『日本社会探検』『日本を考える5つの話題』『過渡期の日本を考える』『生きた素材で学ぶ中級から上

級-の日本語』『テーマ別上級で学ぶ日本語』『読解演習はじめての専門書』『ニュースで学ぶ 日本語パ

ー トⅡ』『インタビューで学ぶ日本語』『｢朝日新聞の声｣を聴く』『講義を聞く技術』『大学授業-のパ

スポー ト』『日本語作文の方法』『実践日本語の作文』『留学生のための論理的な文章の書き方』『大学

生と留学生のための論文ワークブック』『日本語口頭発表と討論の技術』『研究発表の方法』

(4) トピックとスキルのシラバス化

(1)(2)で挙げられた トピックとスキルを (3)の既存教材のシラバスを参考にし､以下のよう

に選定した｡(表 2)

表2 選定した トピックとスキル

3つの履修モデルのうち､｢政策管理系｣と ｢地域総合系 (特に日本の地域)｣は､日本の文化的背

景の理解が重要であると考え､初級の段階から扱 うことが可能な日本文化一般に関する トピック (日

常生活場面 ｡社会生活場面)を始めに配置することとした｡この トピックにZは､例えば男女の役割

意識､上下関係､仲間意識､教育制度といったものが含まれ､これらの知識は男女雇用機会均等法､

いじめ､不登校 といった社会性の高い トピックの理解の下地になると考えている｡また､｢国際環境系｣

は留学生になじみのある トピックである国際社会問題を中心に選定した.｡
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スキルにおいては､レポー ト作成､口頭発表のための情報収集にも重点をおき､さまざまなメディ

アの利用を考慮した｡

3-2 コースデザインとその改善

(1)カリキュラム ･デザイン

上記のコース準備である程度選定した トピックとスキルをどの段階でどの程度織 り込むかを検討し

た｡ トピック､スキルにかける時間数の割合を徐々に増やすように設定し (図4)､各段階におけるト

ピックとスキルの項目を表3のように配置した (表中の斜体字は除く)0

日本語 Ⅰでは､12コマのうち10コマを言語知識重視の時間とし､2コマを トピックおよびスキ

ル重視の時間とした｡前者では構造シラバスによる文型学習中心の活動を､後者では日本文化一般に

関するトピックを中心に扱い､簡単なインタビューや口頭発表などの活動を行 うこととした｡

日本語Ⅱでは､10コマのうち6コマを言語知識重視の時間とし､4コマを トピックおよびスキル

重視の時間とした｡前者は読解活動を通した文法 ･表現学習に充て､後者は国内外の社会問題に関す

る トピックを中心に扱い､インタビュー､レジュメ作成､口頭発表などの活動を行 うこととした｡

日本語Ⅲでは､ 10コマのうち8コマを トピックおよびスキル重視の時間として､国内外の社会問

題に関する トピックを中心に扱い､インタビュー､文献などからの情報収集､レジュメ作成､口頭発

表などの活動を行 うこととした｡

日本語Ⅱ､Ⅲは､日本語 Ⅰに比べ日本語の学習時間自体は減っているが､ トピック､スキルにかけ

る時間数は増えている｡

また､日本語ⅡとⅢでは トピック､スキルともに重複 している項目があるが､繰 り返し取り扱 うこ

とによってらせん状に学習が進むことを期待 している｡すなわち､同じトピックでも概要理解からよ

り深い理解-､また､教室で得た情報の理解のみに留まらず､自ら情報源にアクセスして調べる､発

表する､意見を述べる､討論する､とスキルについても複合 ･拡大させていくことを意図している｡

図4 日本語 ⅠⅡⅢでの配分
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表3 トピックとスキルの配置

トピック Iスキル

= 日常生活場面の習慣 .マナー (食事の作法等-.) ディスカッション

本 社会生活場面の習慣 .マナー (残業､割 り勘-) インタビュー

三五tlrlⅠ 儀礼 .儀式 (お見舞､お祝い-) D虜窟矛

日 環境 .災害 (地球温暖化 ○地震-.) ディスカッション

本 科学技術 (遺伝子組み替え .クローン-.) インタビュー

三五FI口 教育 .福祉 (いじめ .少子高齢化 .バリアフリー-I) 農村収賓 (/ンクーネッiJ

Ⅱ 医療 (脳死 .臓器移植-)など レジュメ作成口頭発表

= 環境 (エネルギー問題-) ディスカッション

本 人権 (菟罪 再青報公開 Qプライバシー Dジュンダ--.) インタビユL-i

壬EPrj 教育 (登校拒否 凸少年犯罪-) アンケー ト

斜字 -前倒 し項 目

(2)コース評価の方法

日本語コースの改善に向けて､学生､担当教員､学科科 目担当教員の三者からコース評価を受ける

こととした｡

日本語Ⅲの修了生が出た時点で､修了生に対してアンケー トを行い､教授方法､教授内容に関す る

難易度､満足度等を尋ね､同時に､担当教員間で意見交換を行い､学生のレベルに対する学習 目標の

妥当性､教材の適切 さの評価を行 う｡

学科科 目担当教員にはアンケー トで学科科目との妥当性､学生の日本語力の評価などを依頼す るこ

ととした｡ただ し､このアンケー トは学科科 目を履修する日本語コース修了生が 30名程度に増えて

から行 うのが妥当であろうと考えた｡

4.結果 と考察

日本語Ⅲ修了生 と担当教員から得たコ-ス評価の結果をもとに日本語コースの改善を試みた0

4-1 日本語Ⅲ修了生アンケー トの結果

日本語 コ-ス全般に対しては､おおむね好評であった.スキル とトピックについての評価は以下に

述べる｡

(日 日本譜Ⅲで扱ったスキルについて

修了生-のアンケ… 卜は終了直後に実施 し､i8人中17人から回答があったO

日本語Ⅲでもっとも難易度を高く設定したレポー ト作成 とプレゼンテーションの授業については ｢難

しかった｣(日 ､｢少 し難 しかった｣ 日 2)､｢わからない｣(2)i｢少 し簡単｣ (2) とい う結果で､

少し難 しいと感 じている者が多かった｡

真た､学習したスキ/レについては､学科科目との関連については ｢役に立つ｣(13)｢わか らない｣
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(4)と予想 しながらも､重要性については全員の回答が ｢重要｣で一致している｡選定された項目

に対する満足度は高いと考えてよいだろうO

(2)日本語Ⅱで扱った トピックについて

修了生へのアンケー トは日本語Ⅱ終了直後に実施し､16人中15人から回答があった｡

授業で扱った社会問題に関するトピックについて､受講前に ｢少 し知っていた｣(15)で全員の回

答が一致していた｡受講後 ｢興味を持つようになった｣(1.3)㌔｢わからない｣(2)で､必ずしも全

員の興味を引くわけではなかったが､ トピック-の関心はおおむね商いと見てよいだろう｡また､ ト

ピック-の興味とは別に､日本語Ⅲの授業との関連について尋ねると ｢役に立つ｣(15)､｢レポ- ト

のテーマ決定に役に立っ ｣(14)と回答しており､rE:ツグV)里安性をこつい-Lは理解か得られている

と思われる｡

4-2 日東語教育担当教員からの評価

日本語Ⅱ､Ⅲでは ｢遺伝子組換え問題｣｢環境ホルモン問題｣など情報の更新が活発な トピックに関

しては生教材を扱 うことが多かったがt白凍語臥 Ⅲのそれぞれの日太語カに適 した生教材が求獲-や

すかったという意見が出た｡これは､専門分野といっても､総合政策で扱 うトピックが社会に密着し

ている問題であるためで､日本語 互の段階から専門の トピックに近づくことができるのもこれに負 う

と こ ろ が-/iTCきいO

スキ項 こ関しては､各学生に,i- 卜PCが貸 与 さ れている環境をもっと有効に 利 用 し て い く こ と が

改善 点 と し て 挙 げられたC

4 - 3 改善点

以上の結果を踏まえ､,コ-スシラバスの改善点を検討した｡学習項削まトピック､ Jス キ ルと草)に大

幅な変更はしないが､ トピックにおいてはE3本文化-･般に関する項目､スキ叫 こお い てはインタ､--ネ

ットを利用 した情報収集とその口頭発表を前倒しすることとした (表 3の斜体字)O

4-4 今後の課題

現時点では日本語Ⅲ修了生は学科科目の履修を始めたばかりであり､十分なブイ- ドバックを得ら

れる状況にないが､今後は学科科目担当教員によるコース評価を実施し､日本語コ-スの改善に生か

したい｡

また､同時に修了生-の追跡調査として聞き取りを行い､多面的なコース評価を継続 したいと考え

ている｡
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