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This paper aims to explore the nature of the language instruction conducted in 

elementary	schools	in	the	Naze	district	of	Amami	Ōshima	between	1955	and	1965.

Prior to the Second World War, Kagoshima Prefecture was committed to instruction 

in standard Japanese through education at school, and this activity was extended post-war 

by a research group of teachers of Japanese. Behind these kinds of prefectural initiatives 

can be seen issues concerning the ideology of Kokugo throughout modern times and up 

to the present day. Making reference to these issues, this paper focuses on the case of 

Naze	district,	Amami	Ōshima	as	an	example	of	language	instruction	under	the	guidance	

of Kagoshima prefecture.

Language instruction in Kagoshima Prefecture became widespread in the late 1950s. 

During the same period, language instruction was developed in the Amami Islands, which 

had recently been returned to Japan. While it is widely recognized that the issue of dialect 

correction in the Amami Islands was directly linked to the language instruction promoted 

by Kagoshima Prefecture, thus far attempts have not been made to establish what 

actually took place. This paper describes the initiatives of Amami Elementary School 

and	Naze	Elementary	School,	both	situated	in	Naze	district,	Amami	Ōshima,	which	can	

be considered to be the largest urban area in the Amami Islands. In the case of Amami 

Elementary School, the paper focuses on the activities of Yoshimura Tsugio, teacher and 

member of the Kagoshima Prefecture Kokugo Education Research Group. In the case of 

Naze Elementary School, the paper collects interviews with two teachers responsible for 

the language instruction programs promoted as part of the educational broadcasting at the 

time.
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博士課程入学前の日本語初級・中級レベルの教育
― 中国赴日本国留学生予備学校における　

　  2015 年度基礎日本語プログラム報告 ―

鈴木　美加

【キーワード】･ 中国赴日本国留学生、日本語教育、大学院博士課程入学、予備教育、
･ Can-do リスト

1.	 はじめに
　中国の東北師範大学赴日本国留学生予備学校（以下、「赴日予備学校」）は、日本
と中国の両政府の合意に基づき、1979年から今日まで36年間、中国赴日本国留
学生プログラムを一貫して担ってきた。本事業開始年より、赴日予備学校に、毎
年日本側教員が文部科学省から派遣され、日本の大学において必要となる日本語
及び専門の予備教育に携わっている。この予備教育は、専門に関する内容を日本
語で伝達するための「専門日本語」教育と、その前に行う「基礎日本語」教育の大
きく2つに分けられ、「専門日本語」の教育は日本側教員が行い、「基礎日本語」は
中国側教員と日本側教員が協力して、教育を行っている。
　本報告は、2015年度の「基礎日本語」について、日本側教員が赴任し、中国側
教員とともに予備教育を担う日本語初級後期から中級終了までの期間（「前期Ⅱ
期」）における概要を記すものである 1。

2.	 本報告の目的
　本報告の目的は、中国赴日本国留学生予備学校における2015年度基礎日本語
の教育について、関連データを参考資料とし、報告することである。具体的には「基
礎日本語教員」と称される日本側教員が主に行った教育内容と学生アンケート結
果、学生によるCan-doリスト自己評価結果を示し、その上でプログラムの成果

1･ 毎年度、東京外国語大学留学生日本語教育センター所属の教員が、基礎日本語の日本側
教員を取りまとめる「基礎日本語教師団」の団長を担うシステムが取られており、筆者は
2015年度基礎日本語教師団団長を務めた。

東京外国語大学
留学生日本語教育センター論集　42：143～159，2016
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及び課題、可能性に関し、検討を行う。
　なお、赴日予備学校の業務、対象学生の変遷、プログラムの歴史に関しては、
酒井（2012）、坂本（2011）、藤村（2014）、文部科学省（2011）を参照いただきたい。

3.	 基礎日本語前期Ⅱ期プログラム概要
1）対象学習者
　本プログラムの対象学習者は、修士課程をすでに終え、日本の主に国立大学に
留学して博士課程に入学、博士号取得を目指す中国国籍を持つ者である。中国全
土から選抜された学生110名 2のうち、日本語能力試験N1を有する者やすでに
日本の大学院で修士論文を日本語で執筆した者は、基礎日本語前期Ⅱ期前半の授
業は履修免除となり、2015年度の基礎日本語の対象者はⅡ期開始時84名、中級
開始時85名、中級後半開始時94名であった。なお、対象学習者全体が「博士班」
と称されており、以下の説明にも使用する。

2）前期Ⅱ期の教育の目的
　本予備教育課程の目的は、日本の大学院博士課程で研究を進める際に必要と
なる日本語を習得することである。2015年度の教育は、基礎日本語の予備期が
2014年 10月に開始され、初級半ばに旧正月の約1ヵ月の休みを迎え、3月の約
1ヵ月が前期Ⅰ期、基礎日本語教師団が合流して行われる前期Ⅱ期の教育は4月
から7月までの4ヵ月弱であった。基礎日本語の教育は、8月実施の専門日本語
プログラム及び留学中に必要とされる日本語でのコミュニケーションを行うため
のベースを作ることが目的となる。
　坂本（2011）及び藤村（2013）は、文系の学生の場合、日本の大学での論文執筆
を日本語で行うことが求められることも多く、博士課程入学試験の時点で、高い
日本語能力を有している必要がある一方で、理系の場合には、論文執筆は英語で
行う可能性も高く、ゼミや研究室でのコミュニケーションは日本語が主に使われ
ており、学生間のやりとりに必要な日本語の運用能力を有していることが望まれ
るという。文理で必要な日本語のレベルがかなり異なるが、これまで基礎日本語
では両者に必要となる日本語の技能、要素の教育を行ってきている。
　これらを参考に、2015年度の基礎日本語では、学生が四技能において、社会や

2･ 選抜後、早期渡日可能と判定された者と基礎日本語全期間授業履修免除者を含む。
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文化に関し、具体性のあるテーマについてのテキストや会話から情報を得ること
ができ、さらに自ら意見や情報を適切に表出することができることを目標とし、
そのための技能養成及び言語要素の学習を行えるよう、教育にあたることとした 3。

3）教師及び教育内容
　「基礎日本語」教育期間のうち前期Ⅱ期16週は、中国側教員と日本側教員が協
力して、日本語初級後半から中級終了までを担当する。日本側教員（基礎日本語
教員）は、毎年東京外国語大学と日本学生支援機構から計6名が文部科学省派遣
教員として出張し、任務に当たっている。2015年度の基礎日本語前期Ⅱ期教員
は以下の通りである。

表1　2015年度赴日予備学校博士班基礎日本語教員

　2015年度の教育は、昨年までのやり方を基本的に踏襲し、5クラス編成（1ク
ラス20名前後）とし、中国側教員と日本側教員各1名が各クラスを担当した。担
当クラスでは、文型等の主となる学習対象事項の導入を中国側教員が、導入を踏

氏名 所属 職位 備考

秦 兆明 副校長・副教授 中国側責任者

李 軍 副教授 主任

張 群舟 教授

馬 軍 副教授

張 為国 副教授

金 英淑 講師

鈴木 美加 准教授 基礎日本語教師団団長

桜井 千代子 非常勤講師

赤桐 敦 非常勤講師

辰馬 玲
日本学生支援機構

大阪日本語教育センター
常勤講師 基礎日本語教師団副団長

藤井 舞 非常勤講師

宮本 知枝 非常勤講師

東北師範大学
赴日本国留学生予備学校

東京外国語大学

日本学生支援機構
東京日本語教育センター

中級

17.5W 22W 33W

主教材 『実力日本語（上）（下）』
及び 　文型219 　文型299

時間数 　語彙約3,500  語彙2,330

　約500時間（うち前期II期144時間*） 　258時間**
*補講10時間分含む **補講12時間分含む

担当教員

 初級

中国側日本語教員（赴日予備学校）

日本側日本語教員

（基礎日本語教師団）

『中級日本語』
3･ 文部科学省の中国赴日本国留学生（進学博士）予備教育実施計画には、「予備教育の目的

等」として「約9ヶ月の予備教育を通じて、中国政府派遣中国赴日本国留学生（進学博士）
に日本の大学院に進学し、学習、研究の順調な発展を図るため、必要な基礎日本語（日
本語能力試験N2レベル）及び専門日本語に関する知識、能力を習得させる」とされてい
る（文部科学省2014）。
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まえた練習及び技能養成を日本側教員が担当した。基礎日本語教師団団長はすべ
てのクラスで週1回授業を担当し、主教材以外の内容で、技能養成を図る活動を
行った 4。
　図1に「基礎日本語」教育期間の日本語の主教材と進度の見取り図を示す。基
礎日本語の教育は、直接法による文型積み上げ型の教育が一貫して行われている。
初級で使用している『実力日本語』（東京外国語大学留学生日本語教育センター（以
下「JLC」）･1990）は日本の大学院等で研究を進める学習者向けに短期間で日本語
が学習できるように編集された教科書である。中級用の『中級日本語』には説明文、
論説文が多く収められ、アカデミックな活動に必要な文法項目、語彙、漢字等が
盛り込まれ、文章の展開も確認できる 5（JLC･1994）。

図 1 「基礎日本語」期間の使用教科書と言語要素の目安 6

　
　2015年度の授業内容項目一覧を資料3に示す。2015年度は、前年度の教育を
主に引き継ぎ、口頭表現や漢字小テストなど、自作教材の改訂を基礎日本語教員
内で行うとともに、新たに新聞やインターネットで得られる音声を活用した活動
や、グループでディスカッションや発表を行う活動も組み込んだ。図2に技能と
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『中級日本語』

4･ 資料 1に、この期間の時間割を、資料2に進度表を掲載した。
5･『中級日本語』の冒頭ページ「このテキストで授業をする先生方へ」において、テキストに

よる学習と並行して、技能養成等の目的で副教材の利用も勧められている（JLC･1994）。
6･ 2015年度は『実力日本語』の47-60課の語彙のうち、この段階で扱う必要がないと判断さ

れた語彙（約300語）を対象語彙外として扱わないこととした。
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言語要素の学習の関連づけを示す。時間的には言語要素の学習の時間が多くなっ
ており、それらが基礎となり、技能を伸ばす活動へと展開した。以下に、学生に
見られた技能練習を行う上での特性を踏まえつつ、2015年度の実践を記してお
く。

図 2 技能と言語要素の学習の関連

読解
　日本語の文章を読み進めるのにそれほど問題が見られなかった。流れを追って
理解する際の処理スピードは比較的速い。若干の読み違いをする者もおり、文章
の構成や流れに意識を向けて理解できるよう、課題設定や指示をした。また黙読
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を行った。出身地域の発音の傾向から、日本語の聴解、発音に困難が見られる者
もおり、学生自身の発音の傾向への気づきから徐々に聴解の困難点の改善に結び
つく場合もある。中級段階の授業では主にまとまった談話（あるテーマに関する
説明）を聞いて、内容の確認や要約の作成の基礎的な練習を行うことが中心となっ
た。一方で、短い発話を聞いて、理解し、即応できる能力も必要であり、2015
年度には頻度は多くないが、週1回程度そのような練習も行った。

文章表現　
　どの学生も意欲的に取り組み、書くことへの抵抗がないように見受けられた。
各クラスの課題として、短文作成や日記、5文スピーチの原稿、グラフ説明文な
どがあり、前期Ⅱ期の期間に多くの課題に取り組んだ。レポートや論文作成など
のいわゆるアカデミックな文章作成は基礎日本語期間中に課すことはしなかっ
た。2015年度に行ったCan-doリスト調査では、文章表現項目の自己評価値は、
中級開始期に他技能に比べて低い傾向が見られたが、終了期には評価値が上昇し
た。

口頭表現
　学生は概ね発表タスクに慣れており、進んで発表する学生も少なくない。また、
パターンが示される機能会話の練習にも熱心に取り組んでいた。一方、他の学生
の発表に対する質問やコメントを積極的にする者とほとんど質問しない者とがお
り、言いたいメッセージをその場で表出し、やりとりをすることが、心理面や性
格等の影響もあり、非常に難しい者もいた。中級半ばまでは特に外国語使用の際
の緊張が発話を少なくすることもあり、心理的なプレッシャーをそれほど感じな
い状況で、すべての学生が意見や情報のやりとりの経験をすること、つまり言い
たいことを自分から日本語で発話し、相手の発話を聞いて質問やコメントができ
る機会の設定が望まれると判断した。そこで、後述するが、社会や文化に関わる
身近なテーマを話題にしたグループディスカッション活動を全クラスで取り入れ
ることとした。

4）教育活動例：グループディスカッション
　2015年度に行った口頭表現の活動として、機能会話と発表のほかにグループ
でのディスカッションが挙げられる。これまでにも聴解授業の一部として行われ
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た例がある（藤村2014）が、全クラスでの実践は以前の報告書にはなく、初めて
のようである。学習者のニーズを引き出しながら、意見や情報のやりとりを日本
語で行う課題を課すことにより、各学習者が自覚的にあるテーマについて考え、
発話を増やすことができ、学習言語要素の活用、言語的な処理にかかる時間の短
縮化にもつながる。以下にこの活動の概略を述べておく。
①活動の目的

興味の持てるテーマを選び、テーマに関する言葉の定義を行った上で、自分の
考えや関連する情報の整理を行う。グループのメンバーと意見交換をし、テー
マについての知識や考えを深める。
②活動の流れ

メンバー決め（1グループ4～5人）→テーマ決め→テーマに関する概念の整理・
関連情報の収集・反対意見の想定→ディスカッションの流れ（段階）や意見を
述べる時の表現の確認、役割分担→ディスカッション→クラス全体での報告
③テーマ例

人は結婚をするべきか／若い時に結婚するのがいいか、晩婚がいいか／親と同
居するほうがいいか、別居がいいか／住むなら都会と田舎、どちらがいいか／
電車での女性専用車を設けることに賛成・反対／金融会社からお金を借りすぎ
る若者の増加は会社の責任か
④活動に関する学生のコメント（一部）
・･「この学び方はおもしろいです。自由に思うことが話して、交流して、事実

を発現します。」
・･「このような授業がとても面白いと思う。そしで、討論の流れもだいたいわ

かるようになった。でもやはり自由に自分の意見をほかの人に伝えられない
のが残念だ。一生懸命に考えても、時々どうしても自分の言いたいことを表
せない。」

・･「いろんな考え方を知ったのがおもしろいと思います。そして、司会を勤め
ることが私には珍しい体験です。」

⑤まとめ
　この活動では、3回に分けて段階的に準備を進め、学生が主体的に活動を行
えるように、活動の目的や方法を明示するよう心がけた。グループ・ディスカッ
ション当日は、各グループでお互いの意見やその根拠を日本語で伝え、それに
対するコメントや質問、意見を交わすことができていた。日本語による口頭表
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現への慣れの程度やテーマに関する思いの深さ、多面的なとらえ方ができる度
合い、経験の幅などの違いから、人によって発話量が異なっていたが、これま
での人生経験に基づく鋭い意見や、アカデミックな観点を生かした問題の分析
による指摘もあり、非常に生き生きとしたディスカッションがなされた。通常
の授業では発話をほとんどしない学生も複数回発話をし、テーマを自らの問題
として捉えていることがこちらに伝わってきた。当日は、人数や滞在時間に差
があったが、どのクラスでも教室に日本人ゲストを迎えることができ、通常の
授業で接する教師以外の日本人とのコミュニケーションを楽しむことのできる
いい機会となった。
　あるグループはディスカッションの流れと発話内容を事前に相談、作成し、
当日はシナリオ通りにディスカッションをしようとしていた。十分ディスカッ
ションの目的や方法が理解できていなかったため、このようなことが起こった
のだが、これはスクリプトの作成やそのような談話の進行に、学生が慣れてお
り、決まった話の流れを作っておくことに安心感を抱くことを示すものでもあ
ると言える。今回のグループディスカッションは期間中に1回だけの実施であ
り、効果が限られる面もあるが、学生のコメントからわかるように、内なる枠
組みに変革を促し、実際の日本語使用につながる機会になったと言える。

4.	 基礎日本語の教育の成果に関して
1）学生によるプログラムアンケート結果
　基礎日本語期間の最終週に、基礎日本語教師団の教育に関し、アンケート調査
を行った。質問項目は、①文理の別、②基礎日本語前期Ⅱ期の学習の目的、③そ
の目的の達成度判定、④基礎日本語教師団に期待していたこと、⑤教育面で良
かったこと、⑥もっと習いたかったこと、⑦その他のコメント、からなり、①、
③以外はは自由記述式で無記名式である。基礎日本語最終週初日に対象学生95
名全員にアンケート用紙が配布され、最終日に回収、81名の回答を得た（回収率
85.3％；文系21名、理系60名）。ここでは、②、④、⑥の回答結果をカテゴリー
に分け、結果を記す。カテゴリー分類を行う際、1人の学生が複数項目を挙げた
際は、挙げられた複数項目についてカウントするため、回答者数と、各項目の回
答者数の合計は一致しない。
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a）	学習者の前期Ⅱ期の日本語学習の目的
　前期Ⅱ期の日本語学習の目的について3名以上の回答があった項目を図3に示
す。日本語の全般的な能力を高めることを目的としている者が一番多い結果と
なった。技能別では会話のニーズが高いこと、留学してからの交流や生活、研究
に必要な日本語を身につけることを挙げる者が多いことがわかる。この期間で目
的が達成できた度合いについての5段階判定（1～5）は、平均3.69（文系3.95、理
系3.61）であった。

b）	基礎日本語教師団の教育への期待
･　基礎日本語教師団（日本側教員）の教育に対して抱いていた期待を挙げてもら
い、それが実現したかも合わせて尋ねた。期待した内容で3名以上が挙げた項目
は、図4に示す通りである。項目の内
容から、①日本語能力養成のための教
授技術（例　会話能力）、②日本事情
や文化の紹介、③生身の日本人教師の
性質、④交流、といった4つの視点で
期待を抱いていたことがわかった。実
現については、69名（85.2％）の者が
実現したと回答した 7。

7･ この数には「ある程度実現した」など十分ではないが、そう言って良いと判断したことを
示す回答も含まれる。「実現した」と回答しなかった者の内訳は、期待した2項目のうち、
1項目が実現した（1名）、「実現したと言えるレベルではないが、満足できるレベルであ
る（1名）、記載漏れ（7名）、特に期待していたことがなかった（3名）であった。
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c）	もっと習いたかったこと
　基礎日本語の期間に、もっと習いたかったことに関する質問の回答結果につい
て、2名以上が挙げた項目を図5に示す。ここから、会話の活動をもっと行いた
いという希望が非常に多いことが見て取れる。そのほか、日本の文化や日本人の
思考や習慣、生活が続き、聴解が5番目となっている。ここでは挙げていないが、
質問項目⑤の「教育面で良かったこと」に「会話能力の向上」ができたことを記し
ている者も多く、技能面の向上を自覚し、より高い技能を身につけたいと望んで
いる結果と言えるのではないかと思われる。　

2）学生によるCan-do自己評価の結果
　2015年度基礎日本語前期Ⅱ期の初級終了期（5月）と中級終了期（7月）の2回、
全学生に日本語を使って、どのようなことができるか、Can-doリストに回答す
る方法により、自己評価をしてもらった。ここでは、四技能のうちで最も学生
のニーズがある口頭表現のCan-do項目について、中級レベル 8の項目への自己
評価値の結果を示し、検討してみる。なお、この調査で用いたCan-doリストは、
東京外国語大学留学生日本語教育センターで開発中の全学日本語Can-doリス
ト（2013年度版）で、自己評価をする際、どの程度できるかを、「よくできる（90-
100％）」、「できる（70-80％）」、「まあまあ（50％）」、「あまりできない（20-30％）」、「で
きない（0-10％）」の選択肢から合うものを選んだ。
　図6に示した口頭表現の独話の中級レベルのCan-do項目は、左から以下の項
目となっている。

･･①･事前に準備すれば身近な事柄につ
いて、簡単な発表（3分程度）がで
きる［中級前半］

･･②･物事について順序立てて説明した
り、解説したりすることができる

･ ［中級中期A］
･･③･身近な制度やものごとの仕組みについてわかりやすく説明できる［中級中期

B］
8･ 中級レベルのCan-doは、中級前半、中級中期、中上級の3レベル設定としている（JLC･

2014）。
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きない（0-10％）」の選択肢から合うものを選んだ。
　図6に示した口頭表現の独話の中級レベルのCan-do項目は、左から以下の項
目となっている。

･･①･事前に準備すれば身近な事柄につ
いて、簡単な発表（3分程度）がで
きる［中級前半］

･･②･物事について順序立てて説明した
り、解説したりすることができる

･ ［中級中期A］
･･③･身近な制度やものごとの仕組みについてわかりやすく説明できる［中級中期

B］
8･ 中級レベルのCan-doは、中級前半、中級中期、中上級の3レベル設定としている（JLC･

2014）。
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･･④･事前に準備すれば、社会的、文化的なテーマについて発表（5分程度）できる
［中上級］

　4項目の中で、開始期（5月）と終了期（7月）いずれも低い評価値は③で、Can-
doで示す「身近な制度やものごとの仕組みについて」説明をする機会が両期いず
れも少なかったことと関係していると思われる。また①の中級前半の項目、④の
中上級の項目ともに相対的に高い結果となっている。テーマに問題がなく、「事
前に準備」することのできる発表であれば、比較的易しいと自己評価をすること
が多いことを示しているのではないかと推察される。これは先に述べたスクリプ
トを事前に作成し、ディスカッションをシナリオ通り進めようと考えた行動にも
通じるといえる。

　次に図7で示す口頭表現の対話のCan-do項目を以下に示す。
･･①･身近なトピックについて、簡単な日本語を使って意見を述べたり、情報を交

換することができる［中級前半A］
･･②･簡単な依頼や要求ができる［中級前半B］
･･③･よく知っているテーマについて小グループでディスカッションができる［中

級中期A］
･･④･身近なテーマについて質問内容をあらかじめ作って簡単なインタビューがで

きる［中級中期B］
･･⑤･丁寧な言い方とくだけた言い方を場面に応じて区別して対応できる［中級中

期C］
･･⑥･やや専門性のあるテーマの発表を聞いて質疑応答ができる［中上級A］
･･⑦･やや専門性のあるテー

マについて質問内容を
あらかじめ作ってイン
タビューや議論ができ
る［中上級B］

･･⑧･依頼・詫び・アポイント
メントをとる、など適切
な機能会話表現を使っ
て、先生や友達に概ね話
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すことができる［中上級C］

　日本語レベルは、中級前期、中級中期、中上級と上がり、Can-doリストの開
発意図としては、上に行くにつれ、レベルが上がる、つまり難しい項目であるた
め、評価値が下がることが想定されるが、図7の結果から上記⑧である中上級C
の項目は、開始期（5月）段階ですでに高く、終了期（7月）の値も高い。これはア
カデミックな内容というより、場面に応じた表現を用いて会話を行うことができ
るかを問う項目であり、開始期でもすでに練習をした経験があれば高い値が出る
ものと思われる。②の「簡単な依頼や要求ができる」の値が一番高いのも、機能
会話の練習がすでにあって値が高くなったことが推察される。図7の結果から、
①、②は開始期にすでに「だいたいできる」と判定している学生が多く、⑤、⑥、
⑦は開始期の評価値は低いが、終了期には上昇が大きい。この伸びは、授業での
口頭表現能力の養成の活動が影響を与えている可能性が推測される。

3）基礎日本語日本側教員による反省・コメント
　基礎日本語教員は毎年派遣教員が入れ替わり、派遣教員6名のうち、団長を含
め、初めての赴任である場合が多い。基礎日本語の期間に、初級後半と中級を担
当するが、教科書の構成や課ごとの文型の数も大きく異なる。2015年度の基礎
日本語では教科書の進度がクラスによって異なり、全クラス共通に進度の目安を
示した進度表の通りに進めることができるクラスと、進度表の進度から4課前後
遅れて進めるクラスと二極化した。授業では教科書の文型の練習や本文の精読に
加え、漢字の小テスト、ディクテーション、5文スピーチなどの活動が定期的に
組み込まれ、その活動に充てる時間がクラスによってかなり開きがあることが基
礎日本語終了後の打ち合わせでわかり、中級段階の授業での時間配分の目安の共
有を来年度への引き継ぎ事項とした。
　今回は赴日予備学校博士班の教育をこれまで担当したことのある教員が1名
で、初めて担当した者が5名であったが、教員間の情報交換、合意形成が円滑に
でき、中国側教員との協力体制、学生への教育・支援を概ねうまく進めることが
できた。

5.	 今後の課題と次年度への引き継ぎ
　2015年度の基礎日本語前期Ⅱ期の教育は、昨年度までの教育をもとに、追加、
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すことができる［中上級C］
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示した進度表の通りに進めることができるクラスと、進度表の進度から4課前後
遅れて進めるクラスと二極化した。授業では教科書の文型の練習や本文の精読に
加え、漢字の小テスト、ディクテーション、5文スピーチなどの活動が定期的に
組み込まれ、その活動に充てる時間がクラスによってかなり開きがあることが基
礎日本語終了後の打ち合わせでわかり、中級段階の授業での時間配分の目安の共
有を来年度への引き継ぎ事項とした。
　今回は赴日予備学校博士班の教育をこれまで担当したことのある教員が1名
で、初めて担当した者が5名であったが、教員間の情報交換、合意形成が円滑に
でき、中国側教員との協力体制、学生への教育・支援を概ねうまく進めることが
できた。

5.	 今後の課題と次年度への引き継ぎ
　2015年度の基礎日本語前期Ⅱ期の教育は、昨年度までの教育をもとに、追加、
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変更を行い、概ね無事に終了した。これまで述べたように、課題も挙げられる。
･･①･会話の活動を時間的な制約の中で効果的に組み込む
･･②･中級レベルの聴解の活動について、講義の聞き取りにつながるまとまった談

話を聞く練習と比較的短い会話やモノローグを聞き、すぐに理解できるよう
にする練習とのバランスをとって、聞く技能を伸ばす

･･③･中級の文型練習の時間とその他の活動の時間の目安を共有する

　2015年度の博士班の学生への日本留学に関する調査結果から、文理各々ニー
ズは異なるものの、日本の大学院での研究を進める上で、日本語の習得は重要だ
と認識している学生が文理ともに多いことがわかった（赤桐他2015）。今回の教
育及び調査結果を改善への資料とし、次年度以降の基礎日本語担当者に引き継ぎ
たい。

参考文献・資料：
赤桐敦、鈴木美加（印刷中）「中国人大学院生が日本留学を選択する過程と要因―2015

年度中国赴日本国留学生予備学校博士班への調査より―」『日本語・日本学研究』
東京外国語大学国際日本研究センター

酒井順一郎（2012）『改革開放の申し子たち―そこに日本式教育があった―』、冬至書
房

坂本恵（2011）「「JLC日本語スタンダーズ」の教育プログラムへの応用－中国赴日本国
留学生予備学校博士版2010の基礎日本語教育」、『日本語・日本学研究』第1号、
pp.67-78

東京外国語大学留学生日本語教育センター（2014）「全学日本語Can-doリスト試行版」
（内部資料）
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局学生・留学生課URL〈http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education･
/detail/__icsFiles/afieldfile/2011/12/12/1286521_4.pdf〉（2015.11.22閲覧）
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資料 1　2015 年度 基礎日本語前期Ⅱ期 時間割

月 火 水 木

12 34 56 12 34 56 12 34 56 12 34 56 12 34 56

導入 練習 練習 導入 練習 練習 導入 練習 練習 導入 練習 練習 練習 導入

１
班

張
群
舟

鈴
木

藤
井

張
群
舟

藤
井

藤
井

張
群
舟

藤
井

藤
井

張
群
舟

藤
井

赤
桐

藤
井

張
群
舟

２
班

李
辰
馬

辰
馬

李
鈴
木

辰
馬

李
辰
馬

辰
馬

李
辰
馬

宮
本

辰
馬

李

３
班

馬
桜
井

桜
井

馬
桜
井

鈴
木

馬
桜
井

桜
井

馬
桜
井

辰
馬

桜
井

馬

４
班

金
赤
桐

赤
桐

金
赤
桐

赤
桐

金
赤
桐

鈴
木

金
赤
桐

桜
井

赤
桐

金

５
班

張
為
国

宮
本

宮
本

張
為
国

宮
本

宮
本

張
為
国

鈴
木

宮
本

張
為
国

宮
本

藤
井

宮
本

張
為
国

金曜1･2限：個人指導も可

中級 月曜5･6限：口頭表現

木曜3･4限：アカデミック聴解

金

補
講
（

鈴
木
）

／
復
習
テ
ス
ト

1･2限　 8:10～ 9:40
3･4限　 9:55～11:25
5･6限　13:30～15:00
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資料 1　2015 年度 基礎日本語前期Ⅱ期 時間割

月 火 水 木
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１
班

張
群
舟
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木

藤
井

張
群
舟
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井

藤
井

張
群
舟

藤
井

藤
井

張
群
舟

藤
井

赤
桐

藤
井

張
群
舟

２
班

李
辰
馬

辰
馬

李
鈴
木

辰
馬

李
辰
馬

辰
馬

李
辰
馬

宮
本

辰
馬

李

３
班

馬
桜
井

桜
井

馬
桜
井

鈴
木

馬
桜
井

桜
井

馬
桜
井

辰
馬

桜
井

馬

４
班

金
赤
桐

赤
桐

金
赤
桐

赤
桐

金
赤
桐

鈴
木

金
赤
桐

桜
井

赤
桐

金

５
班

張
為
国

宮
本

宮
本

張
為
国

宮
本

宮
本

張
為
国

鈴
木

宮
本

張
為
国

宮
本

藤
井

宮
本

張
為
国

金曜1･2限：個人指導も可

中級 月曜5･6限：口頭表現

木曜3･4限：アカデミック聴解

金

補
講
（

鈴
木
）

／
復
習
テ
ス
ト

1･2限　 8:10～ 9:40
3･4限　 9:55～11:25
5･6限　13:30～15:00
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資料 2　2015 年度 基礎日本語前期Ⅱ期 進度表資料２ 2015 年度 基礎日本語前期 II 期 進度表 

1･2 3･4 5･6 1･2 3･4 5･6 1･2 3･4 5･6 7･8 1･2 3･4 5･6 1･2 3･4 5･6 7･8

導入 練習 練習 導入 練習 練習 導入 練習 聴・読解 導入 練習 練習 個人指導 導入 特別授業

49 47 47 47 49 第１回

50 48 48 50 48 ① 51 49 49 クラス
裁量

51 第２回

52 49 50 53 50 50 53 51 ② 54 51 51 クラス
裁量

55 第３回

55 52 52 56 53 53 56 54 ③ 57 54 55 クラス
裁量

57 復習テスト
41-50

58 55 55 58 56 56 59 56 ④ 60 57 57

60 57 58 中1 58 59 中2 59 ⑤
中2
中3

59 60 クラス
裁量

中3 第４回

中4 60
初級
復習

中4
中5

60 中4 中5 中4 ⑥ 中5 中5 中5
クラス
裁量

中6 第５回

中6
中7

中5
中6

依頼 中7 中6 中7 中7 中7 ⑦
中7
中8

聴解
1富士山

中7
クラス
裁量

中8 復習テスト
51-60

中8 中8
誘い
断り

中9 中8
中8
中9

中9 中9 ⑧
中9
中10

聴解
2信号

中9
クラス
裁量

中10 中10 第６回

中11 中10
中11

図表
説明

中11
中12

中11 中11 中12 聴解
5ゴリラ

中12
クラス
裁量

中12
聴読解
⑨

第７回

中13 中12
許可
求め

中13 中12
中12
中13

中13 中13 ⑩ 中14
中14
中15

聴解
6温泉

中13
クラス
裁量

中15 第８回

中15 中13
助言
求め

中15
中16

中14 中14 中16 中15 ⑪ 中17 聴解
７失敗学

中15
クラス
裁量

中17
復習ﾃｽﾄ
1-12

中17
中18

中15 中16 中18
中16
中17

⑫ 中18 聴解
11アクセント

中17
クラス
裁量

中19 第９回

中19 中17
インタビ

ューする
中19 中17 中18

中19
中20

中18 ⑬ 中20 聴解
13長寿

中18
クラス
裁量

中20 第10回

中21 中19 面接+
自己紹介

中21 中19 中19 中21 中19 ⑭ 中21 中20 中20
クラス
裁量

中21 第11回

総復習 中20 中20 総復習 総復習 総復習

・聴・読解（団長授業）はクラスによって実施曜日が異なる。

・6/3の留学説明会の実施に伴い、3日当日は休講、5/29, 6/5, 6/5に振り替え授業を実施。

7
月

⑭

7月6日 7月7日 7月8日 7月9日 7月10日

スピーチ大会
試験結果通知

⑬

6月29日 6月30日 7月1日 7月2日 7月3日

6
月

⑨

6月1日 6月2日 6月3日 6月4日

中国教育部による
留学説明会

⑫

6月23日 6月24日 6月25日 6月26日

⑮

7月13日 7月14日 7月15日 7月16日 7月17日

修了試験
クラス内

スピーチ大会

6月5日

⑩

6月8日 6月9日 6月10日 6月11日 6月12日

6月18日 6月19日

⑪

6月15日 6月16日 6月17日

5月22日

⑧

5月25日 5月26日 5月27日 5月28日 5月29日

5月8日

⑥

5月11日 5月12日 5月13日 5月14日 5月15日

5
月

⑤

5月4日 5月5日 5月6日 5月7日

⑦

5月18日 5月19日 5月20日 5月21日

4月10日

②

4月13日 4月14日 4月15日 4月16日 4月17日

④

4月27日 4月28日 4月29日 4月30日 メーデー
5/１(金)～5/3(日)

連休

③

4月20日 4月21日 4月22日 4月23日 4月24日

端午節
6/20(土)～6/22(月)

連休

月 週

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

4
月

①
清明節

4/4(土)～4/6（月）
連休

4月7日 4月8日

3
月

2015/3/30(月) 2015/3/31(火) 2015/4/1(水) 2015/4/2(木) 2015/4/3(金)

14:00　予備学校にて
打合せ(案）

授業・オリ準備（案）
14:00～オリエンテーション

於多目的室

4月9日
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資料 3　2015 年度 基礎日本語前期Ⅱ期　授業内容

【初級】
導入授業：･『実力日本語』（東京外国語大学留学生日本語教育センター開発）の文

型の導入・基礎的な練習が中国側教員により行われる。
練習授業：･上記の導入を受け、文型の練習（応用的な技能練習を含む）が日本側

教員により行われる。漢字クイズ（読み）、ディクテーション、5文
スピーチを含む。･

聴読解授業（団長授業）：･週 1回、聴解練習や読解練習、関連した内容について
の産出活動も行う。

補講（特別授業）：･週 1回、理解に問題の見られる学生10名程度を対象にした文
法の確認・練習、運用面に結びつけるための指導を行う。

【中級】
導入授業：･『中級日本語』の文型の導入・基礎的な練習が中国側教員により行わ

れる。
練習授業：･導入を受け、『中級日本語』の文型の練習、本文読解が行われる。
･ 漢字クイズ（読み）、ディクテーション、5文スピーチも含まれる。
･ 初級の時期に引き続き、5文スピーチは各班担当教員がテーマを決

め、実施。（例　自分の大切にしている物の紹介や、自分の研究に関
する簡単な紹介等。）前期Ⅱ期を通して、全2～3回。

口頭表現：･日本の大学でのゼミや研究室などで、日本語を使って、言いたいこ
とを相手に伝える力をつけるための練習（週1回、月5,6限）

･ 「自己紹介・面接」、「依頼」、「誘い・断り」、「図表の説明」、「許可求め」、
「助言求め」

聴解：比較的具体性のある社会や文化などに関する説明を聞いて理解すること
と、話をまとめる力をつけることを目的とした聴解練習を行う。（週
1回、木3,4限）

･ 使用教材：『留学生のためのアカデミック・ジャパニーズ聴解（中級）』
･ 上記教材の1、2、5、6、7、11、13課
聴読解授業･（団長授業）：各学生の日本語の技能を伸ばすための活動、確認を上

記授業と相補うことができるように実施する。（週1回）
　　内容：･中級授業に関するオリエンテーション、書き言葉と話し言葉（フォー

マリティ・丁寧さ）の対照、グループでのミニ発表と質問、グループ・
ディスカッション、会話表現（縮約形など）の確認と聞き取り、身近
な話題に関する説明の聞き取り、聞き取った内容の再話、読解練習（新
聞の投書欄や具体性のあるトピックの記事）

補講（特別授業）：初級に引き続き、日本語の主に言語要素（文型）面の理解確認
と整理のための練習、語彙トレーニング教材等を行う。
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資料 3　2015 年度 基礎日本語前期Ⅱ期　授業内容

【初級】
導入授業：･『実力日本語』（東京外国語大学留学生日本語教育センター開発）の文

型の導入・基礎的な練習が中国側教員により行われる。
練習授業：･上記の導入を受け、文型の練習（応用的な技能練習を含む）が日本側

教員により行われる。漢字クイズ（読み）、ディクテーション、5文
スピーチを含む。･

聴読解授業（団長授業）：･週 1回、聴解練習や読解練習、関連した内容について
の産出活動も行う。

補講（特別授業）：･週 1回、理解に問題の見られる学生10名程度を対象にした文
法の確認・練習、運用面に結びつけるための指導を行う。

【中級】
導入授業：･『中級日本語』の文型の導入・基礎的な練習が中国側教員により行わ

れる。
練習授業：･導入を受け、『中級日本語』の文型の練習、本文読解が行われる。
･ 漢字クイズ（読み）、ディクテーション、5文スピーチも含まれる。
･ 初級の時期に引き続き、5文スピーチは各班担当教員がテーマを決

め、実施。（例　自分の大切にしている物の紹介や、自分の研究に関
する簡単な紹介等。）前期Ⅱ期を通して、全2～3回。

口頭表現：･日本の大学でのゼミや研究室などで、日本語を使って、言いたいこ
とを相手に伝える力をつけるための練習（週1回、月5,6限）

･ 「自己紹介・面接」、「依頼」、「誘い・断り」、「図表の説明」、「許可求め」、
「助言求め」

聴解：比較的具体性のある社会や文化などに関する説明を聞いて理解すること
と、話をまとめる力をつけることを目的とした聴解練習を行う。（週
1回、木3,4限）

･ 使用教材：『留学生のためのアカデミック・ジャパニーズ聴解（中級）』
･ 上記教材の1、2、5、6、7、11、13課
聴読解授業･（団長授業）：各学生の日本語の技能を伸ばすための活動、確認を上

記授業と相補うことができるように実施する。（週1回）
　　内容：･中級授業に関するオリエンテーション、書き言葉と話し言葉（フォー

マリティ・丁寧さ）の対照、グループでのミニ発表と質問、グループ・
ディスカッション、会話表現（縮約形など）の確認と聞き取り、身近
な話題に関する説明の聞き取り、聞き取った内容の再話、読解練習（新
聞の投書欄や具体性のあるトピックの記事）

補講（特別授業）：初級に引き続き、日本語の主に言語要素（文型）面の理解確認
と整理のための練習、語彙トレーニング教材等を行う。
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A Report on a Japanese Language Program (Kiso-Nihongo) 
for Chinese Pre-doctoral Governmental Scholarship Students in 2015:

Basic to Intermediate Level

SUZUKI Mika

This report describes the Japanese language program implemented in 2015, called 
“Kiso Nihongo,”  in the preparatory school for Chinese students going to Japan at 
Northeast Normal University, China. The “Kiso Nihongo” II term was held from April 
1 to July 17, 2015. Six teachers were sent from Japan, with MEXT (Monbukagakusho) 
support, to manage the program in cooperation with the directors and the teachers. The 
preparatory school handled 95 students who were selected as pre-doctoral governmental 
scholarship recipients going to Japan the following October. The objective was to acquire 
an adequate level of knowledge and skill in the Japanese Language to conduct their 
research at doctoral courses in Japanese universities. 

Practice using targeted grammar, vocabulary and discourse, along with skill-oriented 
and skill-combined activities were carried out to maximize the learning effects. In 2015, 
discussion in small groups was introduced so that every student had an opportunity to 
express his/her opinion, experience findings and interact with group members. This 
activity resulted in enhancing interaction in the groups and supporting the students in 
viewing topics from various perspectives. Student comments indicated that they regarded 
the activity as very useful.  

The results of student evaluations on the program showed that 1) most students 
aimed to acquire overall Japanese language ability or Japanese conversational skill during 
this term, 2) they expected teachers from Japan to offer effective language education, 
introduce Japanese culture and society, represent national traits and typical interactions 
and provide cultural exchange with satisfying results and 3) there were further 
conversational skill to be learned, which they pointed out. Also, students completed self-
evaluations using can-do checklists indicating that they felt their oral skill improvement 
was largely due to oral activities. 

In conclusion, continued improvement in the implementation of the program is 
expected. Clearly-set objectives need to be given, so that the educational process is even 
more effective in this limited “Kiso-Nihongo” period.
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