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2014 年度教員研修留学生プログラム改編の取組み

坂本　惠

【キーワード】･ 教員研修留学生、国費教員研修留学生プログラム、教員研修、
･ 日本語教育方法論、日本伝統文化教授法

1.	 はじめに
　「国費教員研修留学生プログラム」（以下「教研生プログラム」）とは、海外の初
等中等教育機関の現職教員等を対象とし、より専門的で深い知識を身につけるこ
とを目的として、我が国の教員養成大学で研修を行うプログラムである。東京外
国語大学では 2003 年から受け入れを開始し、2007 年度からは、それ以前は他の
箇所でも受け入れていた全員を留学生日本語教育センター（以下「センター」）受
け入れ、センター内で独立した一つのプログラムとして教育を行っている。この
教研生プログラムは 2011 年度 12 年度までに一度改編を行っている。教研生受け
入れの経過とプログラム改編の結果については菅長理惠（2012）「教員研修留学生
プログラム改編の取組み」（『留学生日本語教育センター論集』第 38 号東京外国語
大学留学生日本語教育センター）を参照されたい。本稿はこの改編の取組みを受
け、2014 年度に行った第 2 期の改編についてまとめたものである。

2.	 2013年度の現状
　2012 年度までの改編の結果、2013 年度はその改編に従った教育プログラムが
実施された。筆者は 2013 年度から教研生プログラムを担当したため、ここでは
2012 年度入学の教員研修留学生（以下「教研生」）の 2 学期目、3 学期目の教育を
中心に述べる。
　1 学期目に当たる 2012 年度は、各教研生の日本語レベルに従って全学日本語
プログラム（注 1）を履修し、その他、JLC 専門科目（注 2）を履修している。さらに、

注 1･全学日本語プログラム　センターで行っている日本語プログラムの一つ。研究留学生、
日本語日本文化研修留学生、交換留学生などが受講し、全 8 レベル、週 80 コマ前後の
授業を開講している。

注 2･JLC 専門科目　研究留学生、教研生、日本語日本文化研修留学生を対象とした、専門科
目の授業。言語学、日本語教育、日本事情関係の科目がある。
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日本語レベルの高い学生は学部、大学院の授業も聴講している。
　2 学期目の授業内容は、1 学期目同様全学日本語プログラム、JLC 専門科目の
履修、学部、大学院の授業の聴講を行うほか、同時に開講されている REX プロ
グラム（外国教育施設日本語指導教員派遣事業）事前研修（注 3）の一部の授業を聴講
した。日本語文法など日本語関係の授業の他、中等教育での日本語教育を念頭に
置いたいくつかの授業を聴講し、その他、書道、華道といった日本文化の授業に
も参加した。また、マイクロティーチングでは生徒役として参加し、その後、研
修生にコメントを出した。この REX 授業の聴講は「日本語教育研究」という授業
を履修したという形式を取った。
　3 学期目は担当者 2 名が 6 名の研修生を二つに分けて、教研ゼミを担当した。
教材研究、学校紹介などは合同で開催し、お互いの経験を共有した。教研ゼミで
は修了レポートを書き、修了発表の準備をすることが目的の一つであり、学期終
了後に発表会を開催し、修了レポート集を刊行した。その他に日本語レベルの高
い学生には、初級日本語のクラスに TA（ティーチングアシスタント）として参加
し、教師の手助けをし、その結果をレポートに書くことにより「日本語教育実践
研究」として 1 単位相当を与える試みも行った。過去にも例があったが、授業と
して 1 単位を与えることにしたのは 2013 年度の初の試みである。

3.	 2014度の改編の取組み
　2013 年度から 2014 年度にかけて第 2 期の改編を行った。以前の改編で重要な
位置を占めていた REX プログラム事前研修（以下「REX 事前研修」）への参加が、
REX 事前研修の廃止により利用できなくなったことが大きな原因である。
　教研生プログラムは毎年秋 10 月に入学し秋学期、続く春学期、そして 2 度目
の秋学期と 3 つの学期を過ごす。それぞれ、第 1 期、第 2 期、第 3 期ということ
になる。ここでは 2 学期目となる 2014 年度春学期から記すことにする。

3.	1	 第2期春学期
　2013 年度で REX 事前研修が廃止となった。2 学期目の教育については REX 事

注 3･REX プログラム（外国教育施設日本語指導教員派遣事業）事前研修　1990 年から 23 年
間にわたって行われてきた、文部科学省からの委託事業。中等教育の日本人教員を海外
の交流都市などの中等教育の日本語教員として送るための日本語教育に特化した 3 ヶ月
の事前研修。
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前研修を利用していたため、改編が急務となった。REX 事前研修の授業の一部
はまさに中等教育での日本語教育のための授業であったため、このままなくなる
ことは大きな損失であると考えた。それで、新規に教研生を対象とした二つの授
業を新設することとした。これらの授業はほとんどが REX 事前研修の授業を担
当していた外部講師（一部センター内教員）に依頼し、新たに、教研生向けに授
業をしてもらうことにしたものである。なお、この学期から担当者が 2 名から 1
名に変更になり、一人の担当者（筆者）が以下の授業のコーディネート、評価等
を行った。

3.	1.	1	日本語教育方法論
　REX 事前研修の講義科目の中で、中等教育の日本語教育向けのものを選び、
また、この目的に合った科目を新設したものである。センターの専任教員とセン
ター非常勤講師、そして外部講師によるリレー講義である。
　以下に学習者向けのシラバスを示す。

授業内容
　海外の日本語教育支援のため、日本語教育の、特に中等教育で必要な考え方や
技能を学ぶ。授業で役に立つ活動のヒントなどについても専門家から講義を受け
る。受講生自身の教授経験、学習経験の共有も行う。

授業計画

1 4 月 9 日 オリエンテーション　担当者（筆者）

2 16 日 教材教具論　荒川洋平

3 23 日 21 世紀型日本語教育　中野佳代子（国際交流基金）＊

4 30 日 学習意欲を向上させる指導法　大蔵守久（波多野ファミリースクール）*

5 5 月 7 日 歌で教える日本語　寺内弘子（元センター非常勤講師）＊

6 14 日 アクティビティ　藤森弘子

7 21 日 海外中等教育における日本語教育の実践　宮田聖子（玉川大学）＊

8 6 月 4 日 （中等学校日本語学習者に対する）聴解指導　北村武士（国際交流基金）＊

9 11 日 擬態語擬音語　松田みゆき（センター非常勤講師）＊
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10 18 日 「21 世紀型スキル」育成のための授業　内藤満地子（ASIJ）＊

11 25 日 TPR,･VT法,･サイレントウエイを取り入れた教室活動･品田潤子（AJALT）＊

12 7 月 2 日 ひらがなの教え方　担当者

13 9 日 教え方の工夫　担当者

14 16 日 Web 教材の探し方、使い方　藤村知子

15 23 日 外国語学習のめやす　中野敦（国際文化フォーラム）＊

（＊は外部講師、所属の示されていないものはセンター専任教員）

評価方法
　毎時間レポートを提出
　レポート、授業参加状況で評価

　この科目はJLC専門科目の一つとして開講し、教研生以外の学生も受け入れた。
2014 年度春学期は日本語日本文化研修留学生が 3 名受講した。3 名とも日本語教
師志望の学生である。12 回目、13 回目は受講者同士の相互の学び合いで、教研
生はそれぞれの教育経験の中での授業の工夫について紹介し合った。教育経験の
ない受講者は自らの学生としての経験から授業の工夫について紹介を行った。教
研生は全員が中等教育の教員ではあるが、英語の教員も含まれており、その 2 名
は 2013 年 10 月来日時には日本語の学習経験が全くなかった。秋学期全学日本語
プログラムで初級を修了しているが、まだまだ十分とは言えない日本語力であっ
た。しかし、実践的なこれらの授業では、研修生はその意義を理解し、帰国して
から役立てようと非常に熱心に受講していた。講師はすべて日本語教育の専門家
で、日本語教授法の一環としての講義に慣れてはいるが、留学生を対象とした経
験のない講師もいた。しかし、それらの講師も受講生の反応に驚き、十分理解し
てもらったという手応えを感じているようであった。受講生には毎回レポートを
提出してもらい、講師に送付した。
　この授業では講師に、特に中等教育での外国語学習を念頭に置き、学習者の興
味を引き、楽しく学べる工夫を、いろいろな角度から教授してもらった。いずれ
も具体的な授業の工夫やヒントに満ちており、受講生は授業を高く評価している。
毎回のレポートにそれはよく表れている。日本語が初級修了レベルであって、授
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業が十分に消化できているか不安な研修生もいたが、レポートを見る限り十分理
解し、評価していることがわかった。レポートは一部英語で書かれたが、つたな
いながらも一生懸命日本語で書いたものが多く、レポート執筆そのものも研修の
一部となった。

3.	1.	2	日本伝統文化教授法
　海外の特に初等中等教育での外国語学習には文化面の手当が欠かせない。外国
語学習と言っても初級文法を積み上げて習得させるというより、時間数も少ない
ことから、生徒の日本や日本文化に対する興味を繋ぎ、関心を持ってもらうこと
が一つの重要な目的となる。そのために、REX 事前研修で行われていた文化実
習の一部を取り入れることにした。ただし、日本人の中等教育教員を対象とする
REX 事前研修とは異なり、研修生自身の日本文化に対する受容度も余り期待で
きないことから、体験学習というより、実習によりその神髄を理解してもらい、
帰国後自分でその授業の一部なりとも展開できるようにという配慮を行った。そ
のため、「文化実習」ではなく、「日本文化の教授法」であることを強く意識した授
業を行ってもらった。REX 事前研修時よりデモンストレーションを少なくして、
最小限の道具を使って再現できるように配慮した。具体的には、「折り紙」の授業
ではなるべく簡単にできるものや、話をしながらできるもの、あるいは、折り紙
の紙を使わずに新聞紙等を用いてもできるものなどを中心に扱ってもらった。華
道では、花器がなくとも、瓶などでも応用できるように、また、特殊なものでな
く、身近な花材を使う実習をお願いした。一つでも二つでも持ち帰って使えるも
のを目指した実習を行った。
　以下に学習者向けのシラバスを示す。

授業内容
　海外の日本語教育支援のため、日本語教育の中で扱う伝統的な日本文化の教え
方を学ぶ。日本文化のいくつかのテーマについて、文化的背景や意味、精神を実
習を通して学ぶ。海外で実際に教えることができるように道具なども含めてそれ
ぞれの専門家が指導する。日本人学生との学びの協働作業も予定している。
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授業計画
1 4 月 11 日 オリエンテ－ション　担当者
2 4 月 25 日 俳句　菅長理恵（センター専任教員）
3 5 月 9 日 折り紙　西山千真＊
4 5 月 23 日 茶道　大山理恵（裏千家）＊
5 6 月 6 日 華道　木本露茜（草月流）＊
6 6 月 20 日 謡曲　東川光夫（宝生流シテ方）＊
7 7 月 4 日 書道　端本和鳳＊
8 7 月 18 日 日本の遊び　担当者

4 月に日本人学生とペアを組み、日本の遊びを教えてもらう。
教えてもらった遊びをこの日の授業で他の留学生に教える

＊は外部講師

毎回小レポート提出
評価：出席とレポート　
この授業は 2 コマ連続、隔週で行った。1 週目はオリエンテーションとして 1 コ
マで、日本文化についてのイメージを語ってもらった。最終週は「日本の遊び」
であるが、これは、1 週目にボランティアの大学院生と引き合わせを行い、この
間に日本の遊びを各自一つずつを習得してもらったものを披露し、共有するとい
う時間とした。
　毎回小レポートを書いてもらった。初級修了程度の学生には英語で書くことも
許可したが、がんばって日本語で書くことも多かった。パワーポイントを使い写
真をきれいに配したレポートを作った研修生もいた。このレポートもすべて担当
者に送った。担当者からそれに対する感想が来ることもあった。
　この授業も JLC 専門科目の一つとして開講し、研究留学生も 3 名受講した。折
り紙、書道道具（筆と下敷き）、花材、茶道道具（お菓子を含む）などの実費は研
修生自身の負担とした。講師の使った花材は教研生の授業経費でまかなった。

3.	2	 第3期秋学期
　秋学期については以前の改編で形は整っていたが、2014 年度はさらに整備を
行った。秋学期は基本的には研修の成果である修了レポートの執筆、それについ
ての発表が主となる目的となる。この時期の授業は、教研ゼミ、日本語教育研究、
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日本語教育実践研究の 3 つである。それぞれについて示す。

3.	2.	1	教研ゼミ
　主に修了レポートを書くための時間として設定されている。さらに、研修を深
めるために以下のような授業を行った。どれも、研修生相互の学びを促すもので
ある。

　「教材研究」：センター所蔵の様々な教科書を自由に見てもらい、その中から 2
冊を選んで報告する。帰国してから使えそうなもの、新しいタイプの教科書や参
考書、多読教材なども選ばれた。選んだ教材についてレポートを作成し、次週の
教研ゼミの時間に発表した。

　「学校紹介」：各自が来日前に所属していた学校について紹介する。各自パワー
ポイントや写真を使って力の入った紹介となっている。各国での状況の違いが概
観でき、非常に興味深いものとなった。質疑応答も活発に行われた。

　「教師の仕事」：学校紹介の発表を受け、各自の教師としての仕事の違いについ
てディスカッションを行った。授業数が多い、教材の工夫が必要、生徒の生活指
導にも責任があるなど、各国の事情の違いが明らかになり、これも興味深いもの
であった。

　「マイクロティーチング（模擬授業）」：REX 事前研修時にはマイクロティーチ
ングの学生役をお願いしていたが、それを引き継ぎ、教研生が行うマイクロティー
チングを設定した。帰国してからの授業は母語で行うなど事情が異なるため、設
定としては通常行われる教育実習のように初級の文型導入などに限定せず、自由
に行ってもらっている。2013 年度は初級の授業の他、研修生が自分の母語を直
接法で教えるものや、国語の授業での初回のアイスブレイキングの授業などが行
われた。2014 年度は初級の項目の授業が中心であった。ビデオを使ったり、教
具を自作したりと、それぞれの工夫が見て取れた。相互の学び合いの意味が大き
く、また、それぞれの授業後の研修生相互のコメントもすばらしかった。この学
生役にはその年度に来日したばかりの学生も参加している。つまり、来日直後の
1 年目には学生役となり、2 年目には実際に実習を行うわけである。事前に教案
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を提出し、指導を受けてから行う。
　この他、修了レポートの中間報告、最終報告のリハーサルなども行った。中間
報告での研修生同士の意見交換もレポート執筆には重要な役割を果たした。
　なお、昨年度までは REX 事前研修担当がそのまま教研生担当となったため、
担当者は 2 名で、教研ゼミも 2 クラスに分けて行われていたが、今年度からは 1
名の担当者が全員の指導を行っている。また、2014 年度はいないが、毎年受け
入れを行っている埼玉県からの長期研修生も教研ゼミに参加し、日本の中等教育
の事情について報告を行っている。研修生の母国の事情に加えて日本の教育事情
も同時に学ぶことができている。
　研修の仕上げとしての修了レポート執筆、指導もこの時間で行っている。中間
発表での研修生相互のコメント、担当者の指導を受け、2 月に終了レポートを提
出し、発表会で発表する。

3.	2	.2	日本語教育研究
　教員研修の一環として、日本の初等中等教育の現場を見学してもらっている。
特に、先進的な教育を行っている学校や、近隣の小学校等に協力をお願いし、見
学を行っている。訪問日程は 2014 年度は以下の通りである。

　聖徳学園中学校高等学校
･ 11 月･ 5 日･（水）･ 学校見学
･ 11 月･26 日･（水）･ 授業見学
･ 2 月･18 日･（水）･ 交流授業
　埼玉県立伊奈学園総合高等学校
･ 11 月･21 日･（金）･ 授業見学、交流授業
　American･School･in･Japan
･ 11 月･20 日･（木）･ 授業見学
　小金井市立東小学校
･ 1 月･16 日･（金）･ 交流授業
　このほかに、春学期 5 月 30 日に国際交流基金日本語国際センターを訪問し、
また、7 月 22 日には小金井市立東小学校で教員との懇談会を行っている。
　学校見学や授業見学の他、交流授業では、聖徳学園では実際に教研生が高校生
に対して短い授業を行う。2013 年度には直接法による研修生の母語（スウェーデ
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ン語）の初級入門の授業が行われ、高校生や教員に深い感銘を与えている。
　学校訪問でも毎回小レポートを提出させている。合計 8 回の見学とレポートで
成績を出している。
　学校見学、授業見学で得たものは、修了レポートに反映されている。

3.	2.	3	日本語教育実践研究
　以前から行われていた日本語レベル上級の研修生が初級日本語の授業に TA

（ティーチングアシスタント）として参加するものを 2013 年度一つの授業として
認定することにした。700 レベル以上の学生に、初級日本語（JLC 専門科目「特別
日本語」）に毎時間参加させ、教師の手伝いを行ったり、会話の相手をしたりする。
授業の様子、各自の行ったこと、考察などを小レポートにして提出してもらう。

（2013 年度は全体で一つのレポートを提出してもらったが、2014 年度は毎時間提
出させている。）特に実践的なアクティビティ中心の授業であるため、参考になっ
ている様子がレポートから読み取れる。日本語上級レベルの研修生にとってはよ
い実践の研修となっている。

3.	2.	4	manabaの利用
　春学期、秋学期とも、大量のレポートを提出してもらうことになるが、この提
出には、今年度導入された e ポートフォリオシステム manaba を利用した。今後
さらに効果的な使い方を模索していきたい。

3.	3	 第1期秋学期
　2014 年 10 月には新たに 2014 年度生が来日した。2014 年度秋学期は 2014 年度
生にとっては第 1 期となる。従来から来日直後の学期は日本語研修に集中しても
らうほか、JLC 専門科目を日本語レベルに応じて履修している。今回の改革では、
3 期目秋学期の改編に伴い、以下のような研修を付け加えた。教研生プログラム
は 1 年半という長期にわたる研修であるが、一つの特色として、秋学期に来日直
後の研修生と研修の仕上げに当たる 3 学期目の研修生が同時に研修を受けること
があげられる。来日直後研修生は先輩と直接接することができることになる。こ
の特色を生かし、1 学期目の研修生には、3 学期目の研修生の活動を見せて、研
修全体のイメージを持ってもらうようにしている。具体的には、「学校紹介」に聴
衆として参加、「マイクロティーチング」の学生役として参加、そして、学校訪問
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の一部に参加させている。学校訪問については、11 月 5 日の聖徳学園の 1 回目、
学校全体の見学の回と、1 月 15 日の小学校の学校見学、交流授業に希望者のみ
参加してもらっている。学校見学に際し、レポート執筆は要求しない。その他、
修了発表会とそれに続く懇親会にも参加し、2 学期目以降の活動についてイメー
ジを持ってもらうようにしている。

4.	 今後の課題
　以上のように、教研生プログラムは一通りの完成を見たと言えるが、今後、こ
の改編を含めたプログラム全体の検証が必要である。また、残る課題もいくつか
ある。具体的には、今年度新設したリレー講義の準備にかなり手間がかかり、教
研生担当者の負担が増えること、e ポートフォリオシステム･manaba が十分に活
用できていない点などである。
　また、プログラム終了後の追跡調査も今後行っていきたい。なお、今年、筆者
は修了した教研生の母国の母校を訪問し、授業を見学してきたが、自信を持ち、
よい授業を行っていた。このような調査も今後行っていきたいと考えている。
　教員研修生は目標が明確であり、意識も高く、その研修レポートは示唆に富む
ものが多く、我々担当者にとっても得るところが大きい。日本語などの授業にお
いても指導的な学習者としてクラスを引っ張る存在になるなど、得がたい存在で
ある。教研生プログラムでの授業や試みは、教員研修の一つのモデルケースとも
なるものである。今後さらに工夫を重ねていきたいと考えている。この研修内容
は海外の日本語教育支援であり、それはセンターの使命の一つであるとも言える
ものである。今後も研修の内容を深めて行きたいと考えている。

223218_外大_留日センター論集第41号_校了.indb   226 2015/03/30   22:57:17



－ 227 －

The Process of Reorganizing the Teacher Training Program, 2014

SAKAMOTO Megumi

This paper reports the second period reorganization of the “Government-sponsored 

Training Program” (Kyoken program), which JLC TUFS (Japanese Language Center for 

International Students, Tokyo University of Foreign Studies) adopted and conducted.

Following the first reorganization that was done in 2012, the main reasons 

necessitating this second period reorganization had to do with the termination of the 

REX (Regional and Educational Exchanges for Mutual Understanding) Program, which 

played an important part in training content, and program improvements leading up to 

the forthcoming 3rd period reorganization. The practical educational method class for 

secondary education, as well as a class in which students could learn to teach traditional 

Japanese culture after they return to their home country, were newly created. For the third 

period reorganization, new approaches will be added, such as trial lessons for the Kyoken 

seminar and a new system authorizing school visits for class credit that is given once 

students submit written reports, as applicable. 

Upon verifying the results of this reorganization, the necessary steps will be taken to 

ensure further improvement.
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