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1．はじめに

2009年に東京外国語大学・国際日本研究センター（以下、センター）が設置されて以来、
国際日本語教育部門を中心に、国内外の高等教育機関における日本語教育事情調査を実施し
ている。これは、本センターの主要な業務の一つとなっている。本調査は、東京外国語大学
の交流協定校を中心に世界の高等教育機関における日本語教育研究の現状と課題について関
係者への聞き取り調査ならびに質問紙調査を行ったものである。本調査により構築された
データが広く共有され、活用されることを目指し、センターのホームページ上に公開されて
いる。
センターでは、これらのデータを基に、各国の高等教育機関における日本語教育の動向に
ついて分析を行い、2013年よりその結果を「国際日本研究センター　日本語・日本学研究」
に「『国内外の高等教育機関における日本語教育事情調査』データベース中間報告」として、
次の副題をつけて報告している。

発行年 副題 著者 主なテーマ 紀要

2013
中間報告 I

「欧米型（日本研究の中の日本語教育）と
アジア型（日本語教育から日本研究へ）」

谷口龍子
坂本　惠

地域による日本語
教育の特徴 Vol.3

2014
中間報告 II

「日本研究に関連した海外の大学院教育」 谷口龍子
望月佳子

大学院における日
本語教育の特徴 Vol.4

今回は、中間報告 IIIとして「学部教育における日本語教育の教材と教育の課題」という
副題で、日本語教教育の教材の使用状況、及び教育上の問題を中心に報告をするものである。

2．調査概要

2.1．調査対象の大学
センターの実施している国内外の高等教育機関における日本語教育事情調査は、現在もな
お調査が進められている。本稿では、現在センターのホームページに掲載されている以下の

「国内外の高等教育機関における日本語教育事情調査」
データベース中間報告 III

－学部教育における日本語教育の教材と教育上の問題－

小林幸江（東京外国語大学）、鈴木美加（東京外国語大学）

【キーワード】　学部教育　必須科目　日本語教材　教育上の問題　　
到達目標
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全57大学（2014年3月31日現在）のデータを基に調査・分析を行う。表中の（　）は大学数
を表す。

⑴〈アジア地域〉
国名 大学 国名 大学

1 カンボジア（1） 王立プノンペン大学、

7 台湾（6）

元智大学、台湾大学、東呉
大学、国立高雄第一科技大
学、中国文化大学、淡江大
学

2 シンガポール（1）シンガポール国立大学

3 タイ（1） タマサート大学

4 韓国（1） 韓国外国語大学校 8 フィリピン（1） フィリピン大学ディリマン
校

5 中国（6）

上海外国語大学、大連外国
語大学、復旦大学、北京大
学、北京語言大学、大連民
族学院

9 マレーシア（1） マレーシア国民大学

10 モンゴル（1） モンゴル国立大学

11 ベトナム（1） ハノイ国家大学外国語大学

6 香港（2） 香港大学、香港中文大學 12 ラオス（2） ラオス国立大学 、ラオス日
本文化センター

⑵〈アフリカ地域〉
13 エジプト（2） カイロ大学、アインシャムス大学

⑶〈ヨーロッパ地域〉

14 イギリス（4）

オックスフォード ･ブルッ
クス大学、マンチェスター
大学、リーズ大学、ロンド
ン大学東洋アフリカ学院

21 ドイツ（2） ボン大学、フリードリッヒ
･ アレクサンダー大学エア
ランゲン ･ニュルンベルグ

22 フィンランド（1）ヘルシンキ大学

15 ウクライナ（2）

キエフ国立言語大学、キエ
フ国立大学（タラフ ･シェ
フチェンコ記念キエフ国立
大学） 23 フランス（4）

グルノーブル スタンダール
第三大学、パリ ･ディドロ
（パリ第七大学）・フランス
国立東洋言語文化大学、プ
ロバンス大学、リール第三
大学

16 オーストリア（1）ウィーン大学
17 オランダ（1） ライデン大学

18 スイス（1） ジュネーブ大学

24 ロシア（2）
モスクワ大学、サンクトぺ
テ
ルブルグ大学

19 スペイン（1） マドリード自治大学

20 スロベニア（1） リュブリャーナ大学

⑷〈北南米地域〉

25 アメリカ（4） ハーバード大学、ブリンガム ･ヤング大学、カリフォルニア大学 ･ロサンゼル
ス校、ハワイ大学

26 カナダ（5） アルバータ大学、トロント大学、ビクトリア大学、ブリティッシュ ･コロンビ
ア大学、モントリオール大学

27 ブラジル（1） リオデジャネイロ大学

2.2．調査方法
本報告では、ホームページ上のデータの調査項目のうち「IV 学部（日本語学科あるいは

「国内外の高等教育機関における日本語教育事情調査」データベース中間報告 III：小林幸江、鈴木美加
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関連学科）」にある、「必須科目の使用テキスト」、「学習上の困難点」をまとめ報告する。「IV

の項目」は、次の小項目より成っている。

１　構成（組織・教員数・学生数）
２　日本語学習の主たる目的（言語スキル・知識など重視する点）
３　日本人教員情報（人数・専門・役割・採用条件・担当科目）
４　目標とする日本語のレベル（日本語能力試験など）
５　必修科目の使用テキスト
６　卒業生の進路
７　学習上の困難点

調査は、質問紙、及び聞き取りにより行われており、データの内容の質・量や更新の有無
等にばらつきがある。そのため、各高等教育機関の日本語教育の状況を同じ基準でまとめる
ことは難しく、本報告ではデータから見えてきた日本語教育の傾向を可能な範囲で示すこと
とする。

3．調査結果

3.1．日本語教育の教材
各国の高等教育機関、主に学部教育で必須科目のテキストとして使用されている日本語教
材を、⑴日本で開発されたものと、⑵国外で開発されたものと分けて示す。
次に、以下の表を見る際の留意点を示す。
● 本報告では、日本語教育に関わる教材に限定し、日本学、日本文学等の専門科目として
の教材は取り上げない。ただし、翻訳・通訳科目についての情報は可能な範囲で記す。

●	データ中の不明な教材は取り上げていない。
●	分冊、シリーズになっている教材の詳細な使用状況は、本データで統一して示すことは
難しい。

●	台湾の大学で使われている教材の中には、日本で開発、販売された教材について現地の
出版社が販売権を取得したものがある。したがって、これらは、日本で開発されたもの
としてリストアップしている。

●	国内では開発された教材はレベル別に表示してあるが、海外のものはその種別が難しい
ため、ここでは出版社ごとにまとめてある。
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⑴　日本で開発された教材
教材名 出版社 使用している教育機関　　　　　（機関数）
初級

『みんなの日本語 初級』I、II スリーエーネットワーク

王立プノンペン大学、元智大学、台湾大学、
淡江大学、マレーシア国民大学、ラオス国立
大学、ラオス日本文化センター、アインシャ
ムス大学、カイロ大学、マンチェスター大学、
リーズ大学、キエフ国立言語大学、ライデン
大学、ジュネーブ大学、マドリード自治大学、
パリ・ディドロ（パリ第七）大学、リール第
３大学、トロント大学、モントリオール大学
（東アジア研究所）、リオデジャネイロ州立大
学、モスクワ大学　(21)

『げんき』 The Japan Times

フィリピン大学、マンチェスター大学、ボン
大学、プロバンス大学、カリフォルニア大学
ロスアンゼルス校、ビクトリア大学、ブリ
ティッシュ・コロンビア大学　(7)

『初級日本語』 凡人社 タマサート大学、キエフ国立大学、サンクト
ペテルブルク大学（『会話』のみ）(3)

『新文化初級日本語』 文化外国語専門学校
台湾大学、東呉大学、中国文化大学、淡江大学、
ウィーン大学、リュブリャーナ大学（IIのみ）、
ヘルシンキ大学　(7)

『まるごと』 国際交流基金 ラオス日本文化センター　(1)

『毎日の聞きとり50日 /每日
聽力日本語：50日課程－初級
I・II』

凡人社 /大新書局 台湾大学　(1)

『かな入門』 凡人社 ラオス国立大学 (1)

『Basic Kanji Book』 凡人社
アインシャムス大学、マドリード自治大学、
ヘルシンキ大学、グルノーブル・スタンダー
ル第三大学 (4)

『Kanji in Context』 The Japan Times アインシャムス大学 (1)

『日本語90日』（漢字教材） UNICOM ヒューマンアカデ
ミー オックスフォード ･ブルックス大学 (1)

『かんじだいすき』 国際日本語普及協会 ラオス国立大学
初中級
『日本語中級 J301-基礎から
中級へ -』 スリーエーネットワーク 香港大学、国立高雄第一科技大学、トロント

大学 (3)

『日本語生中継初中級編』 くろしお出版 トロント大学
中級
『テーマ別中級から学ぶ日本
語　改訂版』 研究社 タマサート大学、ライデン大学 (２)

「新日本語の中級」 スリーエーネットワーク 香港中文大學・中国文化大学、ボン大学
『新文化中級日本語』 文化外国語専門学校 淡江大学 (1)

『文化中級日本語」 文化外国語専門学校 /雙大
出版公司

台湾大学、アインシャムス大学、ウィーン大
学 (3)

『中級の日本語』 
The Japan Times

オックスフォード･ブルックス大学、マンチェ
スター大学 (2)

『日本語表現文型』中級 筑波大学日本語教育研究会 台湾大学 (1)

『中級へ行こう』 スリーエーネットワーク ラオス国立大学 (1)

「国内外の高等教育機関における日本語教育事情調査」データベース中間報告 III：小林幸江、鈴木美加
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『中級を学ぼう』中級前期、
中級中期 スリーエーネットワーク ラオス国立大学、ジュネーブ大学 (2)

『輕鬆聽日語』1、2
文化外国語専門学校 /雙大
出版公司 台湾大学、東呉大学、淡江大学 (3)

『日本語中級読解入門』 アルク /大新書局 タマサート大学、東呉大学 (2)

『読むトレーニング』 スリーエーネットワーク タマサート大学 (1)

『レベル別日本語多読ライブ
ラリー』 アスク タマサート大学 (1)

『みんなの日本語中級 I,II』 スリーエーネットワーク キエフ国立大学、マドリード自治大学 (2)

『留学生のための漢字の教科
書』 スリーエーネットワーク キエフ国立大学 (1)

『会話の日本語』 ライデン大学 (1)

『Intermediate Kanji Book』 凡人社 マドリード自治大学、リュブリャーナ大学、
ヘルシンキ大学 (3)

『ニューアプローチ中級基礎
編』 語文研究社 ボン大学、リール第３大学 (2)

『Ｊ Bridge』 凡人社 ヘルシンキ大学 (1)

『にほんご敬語トレーニング』アスク ヘルシンキ大学 (1)

『Intermediate Japanese』（マグ
ロイン花岡直美他著） ジャパンタイムズ アルバータ大学、ブリティッシュ・コロンビ

ア大学 (2)

中上級
『中上級の日本語』 創作集団 日本語 タマサート大学 (1)

『中・上級者のための速読の
日本語』 The Japan Times タマサート大学

『New Approach 中上級日本語
（完成編）』

宇田出版社 中国文化大学 (1)

『日本語生中継中上級編』 くろしお出版 トロント大学 (1)

『楽しい日本語作文教室』 大新書局 淡江大学 (1)

『留学生のためのここが大切
文章表現のルール』 スリーエーネットワーク トロント大学 (1)

上級
『日本語上級読解入門』 アルク /大新書局 東呉大学 (1)

『上級へのとびら』 くろしお出版 リュブリャーナ大学、ビクトリア大学 (2)

『新聞で学ぶ日本語』 The Japan Times タマサート大学 (1)

『上級日本語』 凡人社 復旦大学
『日本語上級話者への道』 スリーエーネットワーク 国立高雄第一科技大学
『日本語上級読解入門』 アルク /大新書局 東呉大学 (1)

『ビジネスのための日本語、
商談のための日本語』 スリーエーネットワーク オックスフォード ･ブルックス大学 (1)

『The Japanese Way of Life』
（video, 日本語） モスクワ大学 (1)

新聞記事 タマサート大学、リーズ大学、ライデン大学、
ブリンガム・ヤング大学 (4)

短編小説 ブリンガム・ヤング大学 (1)

日本で出版されたテキストを使用する授業もある 大連外国語大学 (1)

⑵　海外で開発された教材
教材名 出版社 使用している大学

『新編日語』 上海外語教育出版社 上海外国語大学、復旦大学、大連民族学院 (3)
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『日語綜合教程』 上海外語教育出版社 上海外国語大学、大連民族学院 (2)

『新編日語会話』 上海外語教育出版社 上海外国語大学 (1)

『新編日本語文法』 上海外語教育出版社 復旦大学 (1)

『総合日語』（1~4） 北京大学出版社 北京大学、北京語言大学（上級は、上海外語
教育出版社の教材使用）(2)

『高年級日本語精読』（1~3） 上海訳文出版社 北京大学、大連民族学院 (2)

『日本語聴力』 華東師範大学出版社 大連民族学院 (1)

『実用日語写作教程』 外語教学与研究出版社 大連民族学院 (1)

『日本語聴力』 華東師範大学出版社 大連民族学院 (1)

『日語汎独』 外語教学与研究出版社 大連民族学院 (1)

『日本語』（1～4） 香港中文大学日本研究学科
編 香港中文大學 (1)

『会話に挑戦』、『日語上達者
之道』
『楽しい日本語作文教室』I・

II、『聽想說初級日語會話』、
『現代日語・口語語法』、『日
語集中練習』、『日本語敬語運
用表達』、『日本語敬語運用表
達』

大新書局 国立高雄第一科技大学 (1)

『大家寫作文』、『適時適所日
本語表現句型200』 大新書局 中国文化大学 (1)

『來學日本語』初級Ⅰ、Ⅱ、『來
學日本語』基礎進階Ⅰ 尚昂文化 中国文化大学 (1)

『日本語 GOGOGO』II・IV 金石堂網露書店 中国文化大学 (1)

『日語語法之分析』1・4 文笙書局 中国文化大学 (1)

『基礎・日語語法』 文笙書局 東呉大学 (1)

『一緒に読解 SCU初級』 致良出版社（東呉大学日本
語学科編） 東呉大学 (1)

『日語精讀教材』 致良出版社 国立高雄第一科技大学 (1)

『日本語表現の教室　中級―
語彙と表現と作文』、『日本語
を書く楽しみ』

致良出版社 中国文化大学 (1)

『情境日本語初中級篇』
（『聞いて覚える話し方、日本
語生中継、初中級編』）

大新書局（くろしお出版） 淡江大学 (1)

『圖畫日本語作文入門』 豪風出版社 台湾大学 (1)

『中日口譯入門』 致良出版社 国立高雄第一科技大学 (1)

『教養日本語』
（『教養の日本語』）

致良出版社（講談社出版
サービスセンター） 淡江大学 (1)

『教養日本語高級』
（教養の日本語上級』）

致良出版社（講談社出版
サービスセンター） 淡江大学 (1)

『商務貿易日本語【基礎編】』 大新書局 国立高雄第一科技大学 ’(1)

『新編日語閲読文選』 上海外語教育出版社 上海外国語大学 (1)

「国内外の高等教育機関における日本語教育事情調査」データベース中間報告 III：小林幸江、鈴木美加
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『新編日漢翻訳教程』 上海外語教育出版社 復旦大学 (1)

『日漢翻訳教程』 南開大学出版社 大連民族学院 (1)

『Toward Better Japanese』  Bunkyosha ブリンガム・ヤング大学 (1)

『Intermediate Japanese: 
　Japanese History and Cul-
ture』

ブリンガム・ヤング大学 (1)

『Intensive Course in Japanese 
Intermediate』 Language Services Co., 1980 モスクワ大学 (1)

『Manual de Lengua Japonesa
／日本語マニュアル』

Ediciones UAM（マドリー
ド自治大学出版） マドリード自治大学 (1)

「Grundstudium 1/2 (Noriko 
Katsuki-Pestemer）」（教科書） Bildungsverd. Eins

フリードリッヒ・アレクサンダー大学、エア
ランゲン・ニュルンベルク (2)

Sodobni  japonski  jez ik  1 , 
Ljublijana:（『みんなの日本語』
導入文型準拠型自作教科書）、
Prvi koraki-Sodobna japon-
skaslovnica za začetno stopnjo.
Ⅰ .del （初級日本語文法Ⅰ）、
Osnove-Sodobna japonska 
slovnica za začetno stopnjo.
Ⅱ .del（初級日本語教育文法
Ⅱ ）、Uvod v japonski pisavo:
　hiragana, katakana in prvih 
854 pismenk（日本語表記入
門 ）、Japonsko-slovenski in 
slovensko-　japonski slovaček 
k učbeniku Sodobni japonski 
jezik 1（現代日本語Ⅰ -日本
語スロヴェニア語・スロヴェ
ニア語日本語語彙表）

Filozofska fakultela Univerze 
v Ljubljani（リュブリャー
ナ大学　文学部）

リュブリャーナ大学 (1)

『日本語で話しましょう』 グルノーブル大学出版 グルノーブル大学 (1)

韓国外国語大学校日本語大学学術図書編纂委員会著・出版
の教材 韓国外国語大学校 (1)

学内のオリジナルテキスト（市販）を使用 大連外国語大学 (1)

オリジナル漢字教材（パリ第7大学） パリ第7大学 (1)

新聞・雑誌記事などを編集したオリジナル教材 ハーバード大学 (1)

オリジナル教材（各大学制作） フランス国立東洋言語文化大学、
トロント大学 (2)

教師編集教材 ブリティッシュ・コロンビア大学 (1)
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『初級日本語教科書』（2冊組、
L.ネチャエヴァ著）･『日露
/露日通訳法』（上級用、Ｓ .ブ
イコヴァ著）、『初・中級の
日本語教科書』（Ｅ .ベッソ
ノヴァ他著）･『中級日本語
の読本』（Ｅ .ストロゴヴ、
Ｎ .シェフテレヴィッチ著）
･『日本語教科書、中級、2
巻』（Ｉ .Ｖ .ゴロヴニン編）
･「2年生用の日本語教科書」
（2009年）

モスクワ大学出版 モスクワ大学 (1)

『中級通訳法』（Ｍ．ミシナ著）モスクワ大学 モスクワ大学 (1)

⑶その他

自作教材 タマサート大学、モンゴル国立大学、ラオス国立大学、オックスフォード ･ブルッ
クス大学（Reading and Writing）、モスクワ大学 (5)

教員が選んだ教材 復旦大学 (1)

一定していない ロンドン大学東洋アフリカ学院 (1)

レベル別の教材の詳細な使用状況については、さらなる調査が必要となる。

3.2．教育上の課題
⑴　日本語学習のレベル目標
各機関では日本語学習の目的とともに、以下のように日本語レベルの到達目標が示されて
いる。　　　　　　　（表中の「N」は「日本語能力試験」を表す）
卒業時の目標とするレベル 

（機関数） 大学名

N1
(9)

大連外国語大学、大連民族学院、香港中文大學、台湾大学、国立高雄第一科
技大学、淡江大学、モンゴル国立大学、ハノイ国家大学外国語大学、モスク
ワ大学

N2-N1
(2)

タマサート大学、キエフ国立言語大学

N2
(12)

元智大学、東呉大学、中国文化大学、キエフ国立大学、ウィーン大学、サン
クトペテルブルク大学、リオデジャネイロ州立大学、トロント大学、カリフォ
ルニア大学ロスアンゼルス校、パリ・ディドロ（パリ第七）大学、リール第
３大学、カイロ大学（受験は課さない）

N3‐ N2
(2)

王立プノンペン大学、フリードリッヒ・アレクサンダー大学

N3
(3)

フィリピン大学ディリマン校、ラオス国立大学、ジュネーブ大学

CEFR・ JFスタンダード
(3)

アインシャムス大学（B2）、オックスフォード ･ブルックス大学（C1）、ボ
ン大学（B1-B2）、オックスフォード ･ブルックス大学（C1）、ライデン大学（読
みのスキル B1・その他のスキル B2）、

ほかの基準
(5)

韓国外国語大学校（FLEX：大学開発標準・第1選考700〈N1〉/ 第2選考600）、
復旦大学（大学専攻生「日本語8級」）、フランス国立東洋言語文化大学（3年
次：簡単な本や自分の研究分野に関する文献を読むことができる。数ページ
の長い文章が書ける。日常会話ができる。日本文化に関する広く深い知識を
身につける）、ライデン大学（ALTECategory Cでは、Study Reading C1レベル
に到達する）
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その他
(12)

マレーシア国民大学、トロント大学、ラオス日本センター（学生の日本語レ
ベルに応じて日本語能力試験の対応レベル合格）、 モントリオール大学、ア
ルバータ大学（３年次で漢字800字の学習）、リュブリャーナ大学（現代日
本語で日常のコミュニケーションができる、一定のテーマについて簡単な文
章にまとめることができる、日本語能力試験受験は必須ではないが奨励して
いる）、マドリード自治大学（日本文化を知るためのツールとしての日本語
の学習。語学以外の科目との連携を目指している。）、プロバンス大学（2年
次修了までに日本語能力試験4級合格を目指す）、リール第３大学（1年生：
JLPT・N4レベル、2年生：JLPT・N3レベル、3年生：JLPT・N2レベルをめざ
す） 、ボン大学（「自律学習能力」「問題解決能力」「協働学習能力」の育成）、
ハワイ大学（日本語4技能のスキルを重視している）
ブリンガム・ヤング大学（OPI（Oral Proficiency Interview）のテスターが電
話を用いて口頭試験を行う。全員受験だが結果は成績に反映しない。日本語
能力テストまたは大学開発の能力テストも受験）

具体的設定なし
(2)

マンチェスター大学、ビクトリア大学

記載なし
(12)

シンガポール国立大学、上海外国語大学、北京大学、北京語言大学、香港大
学、リーズ大学、ロンドン大学東洋アフリカ学院、ブリティッシュ・コロン
ビア大学、ヘルシンキ大学、グルノーブル・スタンダール第三大学、ハーバー
ド大学

記載のある中では、日本語能力試験の N2レベルを卒業時までの到達目標としている機関
が多く、地域的にも広がりが見られる。これに対して、N1としている機関は、主に漢字圏
に集中している。一方、欧米等では CEFRを参照レベルとすることも広まっている状況が認
められ、能力試験以外の基準を設定している機関も増えている。

⑵　学習上の困難点
各機関の「学習上の困難点」は、上で見た到達目標と関連していると思われるが、データ
には、学習者、指導者の視点、日本語の問題、日本語教育環境の問題などいろいろな性質の
ものが混在しており、残念ながらその背景や要因までは読み取れない。本報告書では、指導
上の困難点＝学習上の困難点と理解し、データから見えてきた学習上の困難点を次の表のよ
うに、大きく①日本語の言語要素面、②日本語の技能面、③学習を支える要因（動機づけ・
運営・環境）、④それ以外の点、の４つの項目に分けて整理した。

1　日本語に関する困難点　　(44)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（機関数）

漢字・表記

プノンペン大学、タマサート大学、フィリピン大学、ラオス日本文
化センター 、マンチェスター大学、リーズ大学、キエフ国立大学（タ
ラス・シェフチェンコ記念キエフ国立大学）、ハーバード大学、リ
オデジャネイロ州立大学、グルノーブル・スタンダール第三大学、
パリ・ディドロ（パリ第七）大学、プロバンス大学、ブリンガム・
ヤング大学、モントリオール大学、カリフォルニア大学ロスアンゼ
ルス校、マドリード自治大学 (16)

表現 プノンペン大学、タマサート大学、大連民族学院 ( 3)

敬語  待遇表現
タマサート大学、大連民族学院、北京語言大学、リーズ大学 ,
グルノーブル ･スタンダール第三大学、ブリンガム ･ヤング大学マ
ドリード自治大学、ハーバード大学 ( 8)
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文法・文構造理解
大連民族学院、レーシア国民大学 、マンチェスター大学、ハーバー
ド大学、ビクトリア大学、キエフ国立大学（タラス・シェフチェン
コ記念キエフ国立大学）、ボン大学（不正確さ）( 7)

助詞、使役、受身の用法、自他動詞 タマサート大学、大連民族学院、東呉大学 (3)

外来語の多さ ･新語の増加 復旦大学、マドリード自治大学 ( 2)

発音 ラオス日本文化センター、キエフ国立大学、カリフォルニア大学ロ
スアンゼルス校 ( 3)

語用 マンチェスター大学 ( 1)

文体 北京語言大学 ( 1)

2　日本語の技能に関する困難点 (14)

会話力・スピーキング能力（口頭表
現）
スピーチスタイル

フィリピン大学、中国文化大学、マレーシア国民大学、プロバンス
大学、マドリード自治大学、ハーバード大学 (6)

ヒアリング 中国文化大学 (1)

ライティング（文章表現）能力 マレーシア国民大学、ライデン大学、グルノーブル・スタンダール
第三大学 (3)

運用能力 台湾大学 、アインシャムス大学 (2)

要求される高度の日本語能力 香港中文大學 (1)

社会言語的知識とその活用 ブリンガム・ヤング大学 ( 1)

3  学習を支える要因（動機づけ・コース運営・環境）に関する困難点 (9)

教室・施設の設備、１クラスの人数 ハノイ国家大学外国語大学、リール第３大学、モントリオール大学
（東アジア研究所）(3)

クラス編成（未習 /既習、漢字 /非
漢字）
レベル（初級クラス内のレベル差大）

リール第３大学、トロント大学、韓国外国語大学、モンゴル国立大
学 (4)

授業時間の少なさ・授業期間の短さ
台湾大学（Wメジャーのため） 、オックスフォード ･ブルックス大
学（JAFL環境下）、ライデン大学、オックスフォード ･ブルックス
大学（大学の休みが長く、休み中に忘れてしまう）(4)

動機づけ（日本語または漢字の学
習）、集中力維持

フリードリッヒ・アレクサンダー大学、エアランゲン・ニュルンベ
ルク大学、リオデジャネイロ州立大学、マドリード自治大学 (4)

授業以外に日本語を使用する機会が
ない

北京大学、大連外国語大学、キエフ国立言語大学、リュブリャーナ
大学、トロント大学、モントリオール大学（東アジア研究所）(6)

教材、図書・資料（学生用・研究用）
不足

上海外国語大学 、ハノイ国家大学外国語大学、カイロ大学、オック
スフォード ･ブルックス大学（英国内向け教材がない・副教材作成
に時間がかかる）(4)

習慣・文化について学ぶ機会の少な
さ ラオス日本文化センター (1)

4 その他の困難点 (17)

就職難のため、学習に専念できない 上海外国語大学 (1)

日本語教師の人材確保  カイロ大学（1,2年で帰国）(1)

教師教育・研修の機会          リオデジャネイロ州立大学 ( 1)

4．まとめと今後の課題

4.1．まとめ
以上の調査の結果をもとに、本報告書の二つのテーマ、「日本語教育の教材」「教育上の問
題」についてまとめる。
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⑴　「日本語教育の教材」について
各高等教育機関における日本語教材の使用状況は次のようにまとめられる。
●『みんなの日本語』は初級段階の日本語教材として母語・地域を超えて広く使われており、
教師用指導書を含む整備された総合教材の使い良さ、教師間の連携のしやすさが多くの
機関での使用につながっていることが使用機関の協力者のコメントから窺える。

●	漢字圏の大学では、それぞれの大学、または自国で開発された教材で市販されているも
のがよく使われている。その他、非漢字圏の中でモスクワ大学やリュブリャーナ大学は
出版会を持ち、日本語教材の開発・出版が活発に行われている。

●	英語圏の教材がないとの指摘（オックスフォード ･ブルックス大学）が見られるが、実
際には教材作成は海外の機関では難しい状況があるようだ。

⑵「教育上の問題」について
データから見えてくる海外の高等教育機関における日本語学習 /指導の困難点は多岐にわ
たる。上記の1～4の困難点を、大きく〈日本語の問題〉と〈日本語教育〉の二つの問題に分
けてまとめる。
〈日本語の問題〉
● 日本語の要素・表現等の指導 /学習を困難としている機関が多い。これは、教育機関の
運営、体制の問題によるものか、さらに調査が必要となる。

●	特に、漢字・表記の指導 /学習は、漢字圏を除く多くの機関が困難としている。このこ
とは各機関の到達目標にも影響しているものと思われる。

●	「文法に関すること」「敬語・待遇表現」がそれに続いて多い。これらは、漢字圏、非漢
字圏を問わず困難とみなされている。

●	日本語の技能の中で、会話力の指導・学習を困難とする大学が多かった。これは、授業
の目的にも関連するが、海外の大学では日本語環境が教室の中に限られていること（３
の「学習を支える要因」）からくるものと言えるだろう。

〈日本語教育の問題〉
●	韓国、モンゴルの機関は「クラス内のレベル差が大きい」ことを困難点として挙げてい
るが、これは高等教育以前でも日本語教育が盛んな両国ならではの日本語教育の大学教
育への連結の問題が垣間見られる。

●	教材不足をあげた機関が多かった。オックスフォード ･ブルックス大学は「英国内向け
教材がない」ため、日本で市販されている教材を使っているとの答えがあった。市販の
教材が海外で使われている理由にはいろいろな理由がありそうだ。また、日本語教育関
係の図書の不足と答えた機関が多くみられる。日本語教育の振興、及び研究の推進に寄
与するため、国内にあって使われなくなった図書の有効利用の仕組みなど検討する必要
がある。

●	学習者の学習動機を高め、学習意欲を維持することを困難点としている機関も多く見ら
れた。インターネットが普及している現在、海外にあっても、HATTORI（2014）の日
本を含む複数の国の学習者のネットを活用した交流・学習の取り組みなどのような双方
向型の交流・学習の推進や、動機付けにつながるネットによる日本語学習支援ツールの



106

活用・開発が期待される。

4.2．高等教育機関データ調査の課題
本報告では、海外の高等教育機関における日本語教育事情調査の一環として、日本語教育
の教材、日本語教育に関する調査を行った。特に、海外の各国の高等教育機関でどのような
教材が使われているかに関する調査は管見ではあまり見られないことから、現状を示す意味
では目的は果たせたと思われる。しかし、機関によりデータのばらつきがあり、その背景に
あるもの、問題について深く掘り下げるまでには至っていない。ここで取り上げたテーマは、
海外の高等教育機関の日本語教育の実態を知るうえで重要なものである。今後、データの更
新に当たり、データ収集の目的をさらに明確にし、データを得ることが重要と思われる。

おわりに

7年のプロジェクトとして創設された国際日本研究センターは、2015年度に最終年を迎え
る。国内外の高等教育機関における日本語教育事情調査は、センター創設以来、海外の大学
関係者の皆様のご協力のもとに、センターの研究者をはじめ、多くの本学教員の支援を得て
実施されてきた。本年度、今まで構築されたデータをさらに使いやすく見やすく取り組みが
されている。
日本語教育は、日本社会、世界の動きと連動している。変化の激しい現在、
本調査はこれで終わりということはない。本データが効果的に活用されるためには、新た
な高等教育機関を対象とした調査、また調査項目の見直し等、コンテンツの充実とともに、
それらの更新は欠かせない。国際日本研究センターのプロジェクト終了後、これをどうつな
げていくのか、今後の大きな課題となる。

参考文献
国際交流基金（2013）『海外の日本語教育の現状　2012年度日本語教育機関調査より』
 くろしお出版
HATTORI [SAITO] Rieko（2014）「スウェーデン・韓国・中国・日本をオンラインでつなぐ

―複文化能力育成を目指して―」The 14th International Conference of EAJS(European 

Association for Japanese Studies) 口頭発表（於スロベニア）

「国内外の高等教育機関における日本語教育事情調査」データベース中間報告 III：小林幸江、鈴木美加



日本語・日本学研究第 5号（2015） 107

This paper aims to organize information regarding Japanese textbooks as well as problems in 

teaching Japanese language in overseas undergraduate school education collected under the “Japanese 

Language Education in Institutes of Higher Education in Japan and Overseas（ICJS-TUFS) project. 

Target levels of Japanese language proficiency in the Japanese Language Proficiency Test (JLPT) 

were evaluated for N1 and N2 test students. Japanese textbooks frequently used in undergraduate 

Japanese learning education were also evaluated. Books included the widely used (in both Japan and 

oversea institutions) Japanese Textbook "Minna no Nihongo". Other original Japanese textbooks 

developed in countries where Chinese characters are part of the local language and culture were also 

evaluated. It was determined that there is a lack of appropriate textbooks for teaching Japanese lan-

guage at many higher education institutions. In addition to this, problems regarding teaching Japanese 

language in undergraduate schools were examined. Such problems include the difficulty teaching and 

learning Chinese characters in foreign countries without Chinese characters in their local language 

and culture. "Keigo", the Japanese expression to show respect and modesty, was also determined to be 

difficult to teach and learn in overseas all higher education institutions evaluated. Finally, it was ascer-

tained that there is a common lack of appropriate Japanese language textbooks in all overseas higher 

education institutions.

Japanese Language Education in Higher Education Institu-
tions in Japan and Overseas; Mid-term Database Report 3

Japanese Textbooks and Problems in Teaching Japanese Language 
in Overseas Undergraduate School Education

Yukie Kobayashi（Tokyo University of Foreign Studies）
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