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1.総合政策学部日本語コ-スの背景と概要

南山大学総合政策学部は2000年4月の開設と同時に､学部教育の一環として､日本語末習

留学生に対し日本語力を問わない､いわゆる｢ゼロスター ト｣での日本語教育を開始した｡

2003年度末には第一期卒業生を送り出すことができたことから､一定の成果を上げることが

できたと考えている｡現在､本学部での留学生教育は､この四年間の試みを基に次なるステ

ップを模索する段階に来ている｡そこで本稿では四年間の総括的評価を中心に報告するが､

コース詳細については､山口｡梅田 (2001､2002)および梅田 ･山口 (2003ab)で行った

中間報告と重複する部分があるので､そちらをご覧いただきたい｡

1.1.日本語コースの背景

本学部は日本とアジアの関係を重視し､国際教育の重点をアジア諸国においているため､

アジアの8カ国 19機関と協定を結び､留学生を受け入れている｡2004年 8月までの留学生

総数は 120人で､出身地別内訳をみると中国からの留学生が半数を占めているが､フィリピ

ンから4人､ベ トナムやミャンマーからもそれぞれ3人の留学生を受け入れており (図 1)､

韓国からの留学生も含め､非漢字圏からの留学生も少ないとはいえない｡この四年間で 日本

語コースを終了した留学生は89人である (図2)0

図1.留学生総数(出身地 別 )
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図2.日本語修了者数(出身地別)
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留学生は､外国提携教育機関により推薦された学業成績が概ね80%以上の成績優秀者であ

るが､図3に示すように､選考委員会や教授会といった学内での選考を経ることで､渡 目前

入学許可が与えられる｡
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図3.入学審査
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1,2.コ-ス概要

本学部では留学生を直接学部-一年生として受け入れ､日本語末習者も四年間で卒業させる

ことを目標としているため､日本語科目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｡学部卒業に必要な単位数は130単位であり､日東語末習者は､日本語学習を

含めて 且30単位を取得することになる (図4_)O

寓4_卒業に必要な単位数 ･'.130単位)
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(出所)梅田 ｡山口 (2003)

日本語コースは ｢日本語 互上 ｢日本語Ⅱ｣､｢日本語Ⅲ｣の三つのレベルで構成 されているO

日本語末習者は入学時にプレイスメン トテス トにより日本語 Ⅰに配置され､｢日本語 ‡｣から

順に ｢日本語Ⅲ｣まで履修することになる.つまり､日本語末習者は一年半で､日本語 Ⅰ(12

単位)､日本語正 (10単位)､日本語Ⅲ (10単位)を履修 し､合計 32単位 (約 570時間)と

限られた時間数で､学部生として自立できる日本語力を身につければならない (図5)｡

図5.コース概要

(出所)梅田 中山口 (2003)

入学時の日本語の習得状況によって､日本語ⅡあるいはⅢからスター トする者もある｡ま

た､ごく少数だが日本語科 目の履修を免除される者もある｡2004年度 8月現在､日本語 Ⅰに

クラス分けされた者の割合は留学生全体のほぼ7割である (図6)｡
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図6.入学時の日本語レベル

次にコースデザインについて述べる｡

総合政策学部には､国際政策系､公共政策系､環境政策系の三つの履修モデルがあるCそ

こで､本学部で学ぶ内容と連動させるため､日本語コースではアカデミックな言語教育に特

化した内容重視型のコースデザインを採用し､この履修モデルを参考に､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 り込んだ｡

トピックに関しては､いずれの履修モデルにおいても､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)を最初に配置することとした｡この トピックには､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を含み､これらの知識が男女雇用機会均等

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､

中級レベルからは留学生になじみのあるトピックである地球温暖化､少子高齢化､生殖医療､

国連､NGOなど各国に共通する社会問題を中心に選定した｡
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図7.授業の配分
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*梅田 ①山口 (2003)を2003年度用に修正 した｡

スキルに関しては､国内の高等教育において多用される､講義､講読､口頭発表､討論な
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どの授業形態-の対応を中心とした｡また､本学部では､全学生にノー トPCを1台ずつ貸

与し､これを活用できるコンピュータ やリテラシーの養成も目指 している｡この点から､レ

ポ- 卜作成や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｡

上述 した点および､この四年間のコース担当教員や､学科科目担当教員の意見をもとに授

業配分の改善を続け､図7に示すようにトピックとスキルの授業配分の割合は､日本語 仁

Ⅰ巨 Ⅲへと進むにつれ､徐々に増やすように設定した｡

2.E3本語コースに対する四年間の評価

アンケー トや意見交換の結果､日本語科目の内容や授業配分が現在の形に落ち着き､昨年

度初めて卒業生を送 り出した｡そこでまず､望00連年春学期終了時までに実施 した留学生のコ

ース全般に対するアンケ- 卜調査の結果について触れ す)､その後_ら学科科目担当教員へのア

ンケー ト調査に触れるr,また､それらの評価を裏付けるためには､やはり具体的な数値で明

示化することが必要であろうと患われるので､この章の最後に､留学餐-の評価の指針とし

て､学業成績と卒業後の進路について触れる｡

21 留学生-のアンケー ト調査の結果と考察

留学生のコ-ス全般に対する満足度はおおむね良好であったが ､ ア ン ケ 山 ト調査の結果か

らトピックに関連 した評価を以下に述べるO

日本語毘終了生に対 しては毎学期終了時に自由記述式のアンケ- 卜を実施した (2i3掴 牢 8

月時点での総数 87ノ転､複数回答)｡アンケLmトを実施 した授業では､時事問題に関するトピ

ックを扱ったビデオ視聴を中心に情報取Vj_n督料収集､パワ-ポイン ト使周によるプレゼン

テーションお よびレポー ト作成を行ったCこの授業が半期で扱 うトピックには｢地震｣｢ゴミ問

題｣｢高齢化｣｢バ リアフリー｣など比較的理解が容易なものもあるが､｢遺伝子組換え食品了ク

ローン｣｢脳死8臓器捷供｣｢ダイオキシン｣｢国連｣など多くの専門用語の使用が避けられない ト

ピックもある｡

アンケ--卜結果をみると､留学生の70%が｢社会問題に関する トピック-の興味｣を､20%

が｢新 しい情報 点知識が取得できた｣と記 している｡中級レベルである日本語正の学生にとっ

ては用語が発 しい トピックも多いため､｢語嚢が難しい｣が 47%､｢ビデオの話すスピー ドが

速い｣が 20%弱あったが､一方で｢ビデオを使用したのでわか りやすかった｣とい う回答が

47%あり､｢内容が難 しい｣との回答は 10%弱しかなかったことからも､ビデオで提示したこ

とが理解の助けとなったようであるOこの結果から､提示の仕方や扱い方によって､初級終

了後のレベルからでも､一般的には難度が高いと考えられている時事問題関連の トピックを

扱 うことは可能であり､それが決 して無理な課題ではないということがいえるだろう｡

日本語Ⅲ修了生に対してもアンケー トを実施している｡その中で､日本語ⅡとⅢの両方の

授業について回答を求めたアンケー トは､2000年春学期と2001年春学期の2回しか実施 し

ていないため数量的には十分とはいえないが､参考までに紹介する (16人中 15人回答)2)0

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｣が 15人

で全員の回答が一致したO受講後 ｢興味を持つようになった｣が 13人､｢わからない｣が2

人で､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-の関心はおおむね高いと

見てよいだろう｡このほか､日本語Ⅱで扱った トピックについて､15人が ｢日本語Ⅲの授業

で役に立った｣､そして 14人が ｢レポー トのテーマ決定に役に立った｣と回答 していること

から､ トピックの重要性については理解が得られていると考えていいだろうO
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2.2.学科科目担当教員への調査結果と留学生への評価

2003年 3月に実施 した学科科目担当教員に対するアンケー ト調査の結果について述べる 3)0

アンケー ト実施時期が入学試験期間等と重なったため回収率が低かったという難点があるが､

参考までに簡単に紹介する｡

学科科 目で扱っている トピックは､｢環境問題｣関連の トピックが回答の 40%強を占めた

が､これ以外では科目によって違いが見られ､｢国政｣や ｢地方自治｣､｢生殖医療｣､｢少子高

齢化｣など幅広く扱われていることがわかった｡また､日本語の授業で扱われていない トピ

ックで専門として重要な トピックとして挙げられたものには､｢DV･人権｣､｢メンタルヘル

ス｣､｢就職氷河期｣､｢デフレ問題｣､｢都市再生問題｣などがあり､さらに､｢途上国の政治 ･

経済 ･社会や国の財政｣､｢地方財政｣､｢企業｣､あるいは ｢中学から高校一年程度の数学の知

識｣などがあった｡ しかし､これらの中には､専門性が高すぎて日本語の授業で扱 うには適

切ではないもの､学科科 目で触れるのが適切と思われるものも多かった｡

次に､留学生-の評価の指針 として､卒業生の学業成績と卒業後の進路について触れる｡

2003年度の GPAの平均では､一年次から四年次それぞれで留学生が一般学生を上回 り､全

学年の平均では一般学生と比べて3ポイン ト近く留学生が上回っていたことから､学内にお

ける留学生-の評価の高さを裏付けているといえる｡また､第一期卒業生 20名の進路は､

大学院-の進学が約半数であった｡本学部以外の大学院-進学した留学生も3名あった (図

8)0

以上のことを総合すると､コース運営が順調に軌道に乗 り､また学内からも留学生への一

定の評価が得られたのではないかと考える｡

図8.進路情報

3.本学部留学生教育の次へのステップ

本学部での留学生教育は､第一期卒業生を送 り出した今､その質を維持 し発展させていく

ために､次なるステップを探る段階に来ている｡その手始めとして､卒業生を対象にアンケ

ー ト調査を行ったので､その結果から日本語コースをより良いものとするために何が必要か

について述べる｡その後､本学部留学生教育の目指す方向および今後の課題について触れた

いと思 う｡

3.1.卒業生へのアンケー ト調査の結果と考察

調査は日本語科 目と学科科 目に関する質問に答えるアンケー ト形式で､卒業直前に行った
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(春学期卒業生2004年 1月､秋学期卒業生2004年 6月)｡卒業生は春学期 20人､秋学期7

人であるが､アンケー トの回収率はおよそ70%である凄)0

日本語科目に関する質問-の回答については､ トピック､スキル､文法動むに分析したo

トピックに関しては､｢日本語の授業で取り上げた トピックでさらに詳しく扱ってほしいも

の｣について聞いたところ､環境問題についてさらに詳しく扱ってほしいという要望が47%

であった｡環境問題は日本語Ⅱ,Ⅲにおいて扱 う頻度が高い トピックであるため､担当教員

としてはむしろその割合が高すぎるのではという懸念があったが､専門分野として環境系を

選択する留学生も多いことからこのような結果が出たのではないかと推測する｡今後授業で

扱 う環境問題の トピックの多軒 ヒに葦して裸討が必宴だと考えている｡また,iLFj本譜の綬業

で取り上げなかった トピックで扱ってほしいもの｣に関しては､政治や国際関係についての

トピックを扱ってほしいという要望がそれぞれ42%と53%であったOこれに関しては､以前

IVJJ一→'L̂クーくIFもJUL〉ノこ.u■Af⊥C-'JC･･ミしノ㌧VJLJL-tJAノヽ /1̀叫T,liRフLyLH/サゝp口上上レ′V､/J/,/J→VJ2'｣二ノ'/I

を導入しているので多少改善されたのではないかと思う｡

スキルに関しては､｢日本語の授業でさらに練習した方がいいものJや､｢他に練習したい

もの｣について質問したO｢さらに練習が必要なスキルJとしてレポ一一卜作成が約 40%､発

表方法が300/(}以 卜基げFlれてい吾一堂科料鋸 二関する質問-の回答で､約 70%が ｢レポ-,-ト

を書くことが多い｣と答え､約 75%が ｢ゼミでは特に発表をよくするj と答えていることか

らも､これらスキルの必要性が認識されて-いるようである｢.日本語授業では両スキルを重要

な学習項目と考え取り上げてきたが､それが評価されたのではないかと思うL7また､｢他に練

習 したいスキル｣としてほ､約 細り摘ミディスカッションを挙げたO学科科削こ関する質問の

窓をで.ゼぎゃディ:Xカッションを行 う頻度が商いという回答結果が約 40?I/8あることからも､

その必要性が認識されていることがわかったOこれに関しても担当教員間では常々必要性が

指摘されてきたことであり､本年度より日本語証のクラスでディスカッションを集中的に練

習する授業を展開している｡

文法に関しては､｢コース修了後の日本語授業の必要性｣を問う質問-の回答から今後の課

題を推測することができるO｢日本語コ-ス修了後に日本語の授業が必要か｣と聞いたところ､

ほぼ半数の学生が必要だと感 じているようで､およそ40%の学生が､より高度で難易度の高

い日本語表現を習得したいと希望している｡この要望に対応するためには､選択科目として

日本語科目を設置するのが望ましいと考えられるが､それには学科としてカリキュラムの変

更が必要となるため今後の課題と考えている｡

次に学科科目に関する質問からいくつか見ていく｡

｢日本語コース修了後､どの程度の期間で学科科目の授業内容について行けるようになっ

たか｣という質問に対し､約 75%の学生が一年以内にはついて行けるようになり､問題はな

くなったと答えている｡また､全体の40%の学生は半年と答えていることからも､大学の授

業-の適応に関しては､日本人の新入生とさほど違いはないと思われる｡

また､現在では留学生は日本語Ⅲ履修時に､いくつかの学科科目を並行して履修できるよ

うになっている｡このシステムの是非に関しては学科科目の履修に関する質問-の回答から

判断できる｡これに関しては40%近くの学生が履修できる学科科目を増やして欲しいと回答

している｡現行以上に履修できる科目を増やすためには､時間割の大幅な手直しが必要であ

り､学科のカリキュラムを組みなおさなければならない｡しかし一方で､60%以上の学生が

現状でほぼ満足していると回答していることから､早急な改善は必要ないだろうと思われる｡

以上から､日本語コースに関しては卒業生から卓､おおかわ良い評価を得られたと判断でき
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るが､今後の課題としてはトピックとスキルの充実や､選択科目としての日本語科目の設置

を行うなど､日本語科目の拡充と多様化を目指すことが必要であろう0

3.2.今後の課題

日本語末習留学生を学部一年生として受け入れ､四年間での卒業を可能にするためには､

一年半でアカデミックレベルに対応できるコースデザインの作成と同時に留学生受け入れシ

ステムを確立することが重要であった｡

日本語コースに関しては､四年間にコースシラバスの改善を重ね､第-章で紹介したよう

に内容重視型のシラバスとして形を成すにいたった｡今後の課題に関しては第二章で触れた

とおりである｡

学部の受け入れシステムに関しても､第一章で述べたように､四年間の卒業を可能とする

ために入学許可に対しては厳しい基準を設定し､渡目前入学許可を可能とするための学内審

査も厳密に行 うなど､システムを順調に機能させるために検討が重ねられている｡また､留

学生が安心して学業に取り組めるように奨学金システムも充実したものとなっている｡ しか

しながら､学部全体で留学生教育を発展させていくためには､質的な向上だけでなく､量的

拡大も重要な案件であろう｡これには留学生の受け入れ態勢をさらに充実させることが重要

であり､その一つとしては､AO方式による受け入れを増やすことが考えられるOまた､提

携教育機関からの留学生受け入れは､奨学金の財源に限度があるため､現在､最大 30名 と

なっている｡これをさらに拡大するためには外部資金の積極的な導入も必要であろうと思わ

れる｡

今後､さらなる日本語コースの改善と受け入れシステムの充実のためには､今以上に学部

全体としての取り組みが必要になる｡そのためにも､日本語コースは留学生教育の成果を結

果として見せていくことが重要だと考えている｡

注

1) 日本語Ⅲ修了生-のアンケー ト結果関しては山口 (2004)でも触れたものである.また､日本語II終了生-

のアンケー ト結果は､2003年度秋学期と2004年春学期のデータを加え､再集計したものである0

2) アンケー ト対象となった日本語Ⅲ修了生は 18人であるが､ここでの調査対象は日本語ⅡとⅢを両方履修 した

学生であり､その数は 16人である｡

3) 学科科目担当教員-のアンケー ト結果に関しては山口 (2004)でも触れたものである｡

4) アンケー ト調査では頻度を問う質問以外に関しては､複数回答可としたO
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