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2016 年度学部進学留学生補講実践報告

渋谷　博子

【キーワード】･ 学部進学留学生、補講、リソース、自律学習

1.	 はじめに
　本稿は国費学部進学留学生予備教育プログラム（以下「1年コース」）における
2016年 5月から2016年度9月までの日本語補講（以下、「補講」と表す）の実践報
告である。
　1年コースはその名の通り、一年で初級から上級までの日本語を学ぶ集中コー
ス 1であり、専門書を読む、レポートを書く、講義を理解する、研究発表を行う
といった学部進学後の大学の授業で必要とされる日本語力の養成を目標としてい
る。1年コースでは学生たちがコースの学習目標が達成できるよう、1クラス10
人以下の少人数制で、必要に応じて主担当教員による個別指導が行われ、さらに
日々の予習復習を行うのに便利なJPLANG2も用意され、様々なきめ細かいサポー
トが行われている。補講もそういったサポートの一つとして位置付けられている。
初級から上級までを一年で学ぶ 3コースの性質上、授業進度が非常に速く、特に
全く日本語学習経験のない学生の中には、授業についていくのが難しくなる者も
存在するためである。
　1年コースにおける補講とは、主担当教員による個別指導とは別のものであり、
補講担当の専任教員や非常勤講師が授業形式で行う。実施回数は通常90分を週
1回で、内容は基本的には通常授業で既に学習した文法内容の復習だが、補講受
講者（以下、「受講者」と表す）のニーズに柔軟に対応するために、使用教材や進度
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1･ 1年コースは日本語および学部進学後に必要となる専門基礎科目を学ぶ3学期制のコー
スである。具体的には、4月～7月上旬（日本語初級～中級前半）がⅠ学期、9月～12月
上旬（中級前半～中級終了）がⅡ学期、1月～3月末がⅢ学期（上級）となっている。日本
語クラスはティームティーチングで運営されている。各クラスには主担当教員がおり、
クラスの授業進度調整や担当教員間の連絡調整および学生への個別相談などを行ってい
る。

2	 本学で開発されたe-learning教材（https://jplang.tufs.ac.jp/）である。
3･ 来日直後のアセスメントテストの結果によっては、初級を復習しつつ、4月から中級や

上級日本語を学習する既習者対象クラスも存在する。
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は指定がなく補講担当教員の裁量に任されている。文法だけでなく、文字、聴解、
発音補講が実施されることもある。
　補講は、通常授業時の学生の様子や定期試験の結果などから、サポートが必要
だと思われる学生がいる場合に実施される。受講者は、主担当教員が候補を挙げ
ることが多く、1年コースの専任教員全員で検討した上で、学生本人の希望も鑑
み決定している。対象者がいなければ開講しないこともある。
　筆者は2015年 10月に補講担当教員となり、現在も補講の実施およびコーディ
ネートを行っている。2015年度に補講を担当し、改善すべき点が明らかとなっ
たため、その点を踏まえ2016年度補講を実践した。以下の2節では、2015年度
筆者が担当した補講における問題点を洗い出し、3節で2015年度の補講後に行っ
た情報収集の結果を述べる。4節では、2,3節で明らかとなった結果を踏まえ実
践した2016年 5月から9月までの補講について報告を行う。最後に5節ではま
とめと今後の課題について述べる。
　
2.	 2015年度補講の振り返り
　本節では、2016年度補講の実践にあたり2015年度に筆者が担当した補講を振
り返り、実施内容および問題点について述べる。
　筆者が担当した2015年度補講は、2015年 10月から2016年 2月に実施した聴
解補講である。まず、第Ⅱ学期中間試験の結果を受け3名に対し2015年 10月か
ら11月末まで聴解の補講を行った。その後第Ⅲ学期は、第Ⅱ学期期末試験の結
果を受け、好成績を収めた1名を除いた2名に対し、2016年 1月と2月に引き続
き行った。第Ⅱ学期は、聴解授業担当教員やクラス担当教員からの依頼により補
講計画を立て、受講者の希望や補講時の様子に合わせて当初の計画を柔軟に変更
させながら実施していった。第Ⅲ学期は、第Ⅱ学期の補講を通して、受講者たち
のレベルや弱点も見えてきたので、学部進学後の授業や生活で困らないような聴
解力を養成するための計画を立て実施した。
　この補講実施後の定期試験では受講者たちの日本語力にある程度伸びも見ら
れ、補講に一定の効果があったとは言える。しかし筆者は、補講での使用教材や
難易度、受講者たちへのアドバイスの選択といった点で適切だったかどうかとい
う疑問を感じていた。これは、筆者が補講を担当するまでの受講者たちの日本語
力の伸びの変化、過去の補講受講時の様子といった日本語学習や補講に関する背
景、さらに受講者たちの学習環境が把握できていなかったことに起因すると考え
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られた。そこで、過去に補講を担当した教員や受講者が存在したクラスの主担教
員、および2015年度の受講者からの情報収集を行うこととした。

3.	 2016年度補講実践のための情報収集
　本節では、2016年度補講を実践するために教員および受講者から収集した過
去の補講に関する情報の内容について述べる。

3.	1	 教員からの情報
　初めに、教員から収集した情報について詳述する。少なくとも過去5、6年の
間は、毎回の補講は非常勤講師が担当していた 4。学期ごとの大まかな補講計画
は専任教員が立て、その計画に基づき担当の非常勤講師は毎回詳細な補講の実施
内容報告を行い、各受講者の主担当教員や各補講担当教員にもその報告が共有さ
れていた。しかしこれらの情報は、後の補講担当教員など他の教員が即座に閲覧
できるような状況に整理されていなかったため、過去の補講受講生に関する情報
や使用教材などの情報収集を改めて行った。具体的には、2016年2月から3月に、
過去の補講担当教員（非常勤講師）3名、補講計画を担当した専任教員1名、主担
当教員2名からヒアリングを行った。さらに、本学の委託事業である中国赴日本
国留学生に対する予備教育（文部科学省中国赴日本国留学生予備教育事業）にお
いて補講を実施した教員1名からも補講についてのヒアリングを行った。
　ヒアリングの結果をまとめると、以下のとおりである。補講の内容については、
夏休みは授業の復習というより応用練習を多く行った結果、第Ⅰ学期と比べ夏休
みや夏休み以降日本語力が格段に伸びたという意見が複数の教員からあった。ま
た、授業の進度についていくのが困難な様子の学生がいた場合は早急に補講を受
講させる、初級文法をまとめて整理して教える、補講の効果や達成感を感じさせ
るような声掛けや動機付けの工夫をする、場合によっては予習を行いこれから行
なわれる授業の先取りをして自信を持たせることも有効、といったアドバイスも
あった。
　また、それぞれの補講担当教員により様々な自作教材が使用されていたが、補
講担当教員間でも情報共有がなされておらず、少なくともここ数年は活用がされ

4	 以前は専任教員が補講を担当していたこともあり、柳澤（2009）では専任講師による「発
音補講」についての詳細な報告がされている。
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ていないという状況が判明し、情報共有の重要性が再認識できた。その後、情報
共有を進めるため、各補講担当教員が作成した補講時の使用教材も入手できたこ
とから、許可を得た上で使用可能な状態に整えることとした。
　
3.	2	 受講者からの情報
　次に、受講者から収集した情報について詳述する。2月に、2015年度の受講者
9名のうち夏休みに急遽2回のみ参加した1名を除いた8名を対象として、30分
から1時間程度のインタビューを実施した 5。補講対象だった学生たちがどのよ
うにして力をつけていくのかを知るためには、補講受講時以外の学習についても
知ることが必要だと考え、質問内容を設定した。質問は、日本語や他教科学習に
おける困難点および役に立った学習方法について、普段の授業や補講の感想につ
いて、授業や補講以外で行った教室外学習の内容について、役に立った学習方法
や学習リソース（人的リソースを含む）についてなどである。
　以下に、インタビューで複数の学生から出た意見を項目ごとにまとめて記す。
　
3.	2.	1	補講について
　初級時に定期試験前の文法の整理をしたのが役に立ったという声が多くあっ
た。この整理には、様々な活用の整理と、似た表現形式や機能の文法のそれぞれ
の違いの整理という二点が含まれている。また、夏休み前に今まで学習したこと
を応用してアウトプットする練習が良かったという意見も多かった。
　学生たちの中には学習が進むと自分で日本語学習ができるようになり、補講の
必要性を感じなくなったと自律学習への自信を深めた学生がいる一方、定期試験
で好成績を収めていても、更なる弱点強化のため最後まで補講受講を希望した学
生もいた。

3.	2.	2	学習上の困難点と役に立った学習方法
　まず、来日前に日本語学習をしてこなかったため、コース開始直後の日本語学
習が非常に困難だったと述べた学生が複数いた。1年コースでは来日にあたって
の注意点について、来日前の学生にアナウンスを行っており、その中で日本語未

5	 学生たちの多くは、筆者が補講を担当した時点では定期試験で優秀な成績を収め、既に
補講対象から外れていた。
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習の学生にも文字学習はしてくるよう勧めている。しかし彼らは、外国語学習に
自信があったため文字学習をしてこなかった。だが、文字を未習で来日したこと
を後悔しており、今後来日する学生には文字を学習してくるようにアドバイスし
たい、特に自分の名前のカタカナ表記はわからないと困る 6と述べていた。
　第Ⅰ学期については、やはり授業のスピードが速くて大変だったという声が非
常に多く聞かれた。また複数の学生が、授業が大変で帰国したいと思ったことも
あったが、自身の将来のために日本語学習は必要だと再認識し自分を励まし学習
を続けたとも述べていた。
　学習方法としては、『初級日本語』の暗記チェック（各課の会話を暗記し翌日発
表）やフラッシュカードアプリによる語彙や漢字の暗記練習などが役に立ったと
いう意見が複数からあった。他に、日本語を定着させるために様々な方法を試し
たとのことであった。
　夏休みに関しては、精神的にも時間的にも余裕ができ、日本語のアニメやドラ
マを見たり、ホームステイプログラムなどで日本人と交流したりして、習った表
現が使えるようになり、自信がついたということを複数の学生が述べていた。
　第Ⅱ学期の日本語学習は、夏休みに自信をつけたためあまり負担ではなくなっ
た学生が多く、日本語以外の専門科目の自宅学習時間が増えたということであっ
た。特に、高校までの学習内容に自国と日本で大きな差がある国の学生は、専門
科目の学習に時間を割く必要があったようだ。
　
3.	2.	3	リソースの利用
　第一に、日本人との交流についてである。学んだことを実際の場面で使いたい
という意欲のある学生が多く、学内の日本人とは学内競漕大会、新入生歓迎会、
サークル活動などを通して、学外の日本人とは国際交流協会などを通して知り合
い、積極的に交流している様子が窺えた。
　学んだことを実際に日本人との交流の場で使うことが最も役に立ったという意
見が非常に多い一方で、日本人と交流するきっかけが自分でうまく見つけられな
かった学生からは、学んだことが使えず覚えられなかった、もっと交流するチャ
ンスを増やしてほしい、という意見があった。

6･ 来日直後に銀行を開設するなど各手続きを進める際に自身のカタカナ表記が必要とな
る。
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　第二に、リソースとしての同じ1年コースを卒業した知り合い（1年コースで
は「先輩」と呼ぶ）の存在である。短期間で非常に多くを学習する特殊なコースに
おいて、同じコースを無事修了し、日本でキャリアを積んでいる先輩の存在は大
きい。日本に同国の先輩がおり、いつでも相談に乗ってもらえる学生と、そういっ
た先輩がいない、あるいは少ない学生では1年コースにおける各科目の学習方法
に関する情報量に大きな差がある。先輩に頻繁に相談できる学生は、学習アプリ
やweb上の学習サイトなどの学習ツールを教えてもらったり、教材を譲り受け
たりして利用し、学習方法についてもアドバイスを得るなど、精神的なサポート
も受けていた。
　先輩がいない学生の中には、学習ツールをうまく探せない、悩みを相談できる
相手が少ないなど、特に来日直後の初級時の学習に困難を感じている学生もいた。
彼らは、自分で学習ツールを見つけたり教員から紹介されたものを利用したりし、
自分で試行錯誤しながら学習を進めたことに自信をつけたようでもあった。しか
し先輩の存在を不要とは考えておらず、今後補講対象の学生には、同国人でも別
の国の学生でもこのコースの先輩としてアドバイスをしたいと述べていた。ここ
からは先輩の存在の大きさが窺い知れる。
　　
3.	2.	4	インタビューのまとめ
　インタビューを受けたほとんどの学生は、一年前のことでも鮮明に覚えており、
詳細に自身の日本語学習について語っていた。その中でも特に積極的に、自身の
日本語力や精神的な変化について、また具体的な教材名や学習方法などについて
詳細に説明できる学生は、何のために日本語力を伸ばすかという目的意識がはっ
きりしており、自分自身を客観的に観察し、常にどうすればいいか考えながら行
動できている様子が窺えた。一方、あまり多くを語らなかった学生は、学習ツー
ルの使用も日本人との関わりも少なくリソースを用いていない様子であり、日本
語学習の目的意識があいまいである様子が窺えた。
　さらにインタビューを通して、教員によるサポートの必要性についての認識が
深まった。筆者は1年コースに入学してくる学生は国費留学生で基礎学力が高く
意欲的であるため、教員によるサポートはあまり必要ないのではないかと考えて
いたが、必ずしも不要とは言えないことが示唆された。大きく日本語力を伸ばす
学生たちも始めは日本語学習において様々な困難を抱えており、特に初級日本語
学習時にはサポートを必要とする可能性があることが理解できた。また、初級学



－ 167 －

習時に限らず、リソースがうまく見つけられない、活用できない、目標設定がう
まくできていないなど、学習面および精神面でのサポートが必要な学生が存在す
る可能性も認識できた。

3.	3	 過去の補講に関する情報のまとめ
　前述したように、教員や受講者からの情報により多くのことが明らかとなった。
　まず、学習内容の指導に関する点である。特に重要だと考えられるのは以下の
二点である。一点は文法指導の際には項目を整理して教えることである。もう一
点は、夏休み前などある程度学習が進み授業がない時には、実際の場面に近い応
用練習を増やし達成感を持たせることである。情報をまとめると、第Ⅰ学期は応
用練習までは補講内容に盛り込まず、まずは文法の整理を徹底的に行い、整理が
ついてから応用練習を行うという形が有効であると考えられる。
　次に、学習方法の指導に関する点である。指導というよりサポートというほう
が近いが、特に来日間もない初級日本語学習時には、日本語学習方法が見つけら
れず困難を感じている学生が存在する可能性がある。そのため教員は、学習リソー
スがうまく活用できない学生がいる可能性を忘れず、補講時間以外の教室外学習
にも目を向け、最終的に自律学習がうまくできるような手助けをするべきである
と思われる。
　
4.	 2016年度補講実践報告
4.	1	 方針
　2016年度補講は、2015年度補講の振り返りと教員や受講者からの過去の補講
に関する情報を踏まえ、文法を項目ごとにまとめて復習し、整理できるようにす
ること、最終的には実際の場面で使えるような達成感を持たせること、必要に応
じて自律学習へと進められるようなサポートを行う 7という方針を立てた。

7･ この方針にしたがい、他教科を含めた1年コースに在籍する教員と情報を共有し、補講
の時間以外でできることに関しても改善を図った。まず、来日前のアナウンスについて
である。日本語未習者の来日直後に困難点ついて来日前アナウンスの担当教員に伝え、
改善が図られるよう働きかけた。その結果、日本語学習サイト紹介の更なる充実、来日
前に学生本人へのカタカナ表記が確認されるなど、来日直後の困難点および日本語未習
者そのものが減るような対策が取られることとなった。また、授業の中で主に未習クラ
スにおいて、主担当教員とともに書籍教材、ツール、学習方法、先輩の日本語学習成功例、
先輩のリソース利用方法を紹介するなど、補講の時間以外も利用して補講対象者以外の
学生にも有効だと思えることはできる限り試みた。
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4.	2	 2016年度補講実践の内容
4.	2.	1	第Ⅰ学期前半
　第Ⅰ学期前半は、ゴールデンウィーク後から中間試験までの3回（5月11日、
5月18日、5月25日）実施した。受講者は来日時にひらがなが未習だった3名の
学生である。1年コースの未習クラスは『初級日本語』の第一課から学ぶとはいえ、
一週間に4課程度進むという非常に速い授業進度のため、3名とも学習意欲が高
くとも他学生より全体的に授業についていくのが遅くなり、日々の日本語学習の
整理がついていない状況であった。
　補講内容は、受講者の主担当教員と相談の上、文法を項目ごとに整理できるよ
うにという方針の下、『初級日本語』の文法の復習を中心に行うことに決定した。
文字認識の定着度が低い学生もいたため、90分のうち、80分は文法の復習（形容
詞や名詞の活用をまとめて復習）とし、最後の10分は漢字の復習とした。また、
語彙強化のため昨年度の補講担当教員のものを参考に、単語クイズも毎回行った。
　また、教員からのサポートとしては以下のことを行った。適宜、学習ツールの
紹介や学習方法の工夫などについても紹介し、教員からの一方的な押し付けにな
らないように注意しつつ、色々な方法を試すよう促した。さらに、昨年度の受講
者からのアドバイスを直接受講者に届けるための準備を行った。だが、既に補講
開始時には日本在住の同国の先輩と知り合い情報を得ている様子であったので、
この点についてはこちらからそれ以上の働きかけは行わなかった。
　第Ⅰ学期前半の補講は、三週間という短い期間ではあったが、受講者は皆熱心
に取り組んでいた。方針として立てた文法の整理もきちんとついており、中間試
験でも好成績を収めることができた。
　受講者の様子に関しては、昨年度と今年度は違いがあった。昨年度は「補講は
疑問点を解消する場である」ととらえ積極的に質問する受講者が多かったが、今
年度はどちらかというと大人しい受講者が多かった。しかし、毎回の補講の最後
に補講時間以外のことでも質問を受け付ける時間を設けたところ、授業では聞け
なかった日本語学習に関する質問をしてくることも増えた。
　このように受講者の受講態度は良好で、補講時間内の課題は正答率が高く回答
所要時間も想定よりも短く、学習に余裕があるように見受けられるようになった。
そこで、補講時間内に扱えなかった教材を宿題として課し、更に学習項目を定着
させるよう試みた。これは、方針として立てた自律学習へつながるサポートの一
つとして効果があると考えたためである。しかし補講の宿題に関しては、各クラ
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スで出される宿題もあり負担が大きかったようで、締め切りまでに出せなかった
り宿題があることを忘れたりするなど、効果的に機能しなかった。受講者たちが、
補講の時間は熱心であっても日々の授業の予習や復習で余裕がない状態であるこ
とを忘れず、多くの課題を与え過ぎないように担当教員が適切な調整を行うこと
が今後の課題である。
　この補講は、過去の補講に関する情報収集により、効果的な補講についてのあ
る程度の知識が得られた状態で開講できた。だが、受講者により弱点や学習スタ
イルが異なるため、過去の効果的であったと感じられた補講の進め方と同様に進
めることが有効とは言えず、やはりそれぞれの受講者に合わせた補講のために、
今回の受講者をよく知ることが必要だと実感した。当然だが、一回の補講で飛躍
的に力をつけるということはなく、効果があったかは目に見えてすぐ表れるもの
ではない。どのように補講を実施すれば効果的であるか、はっきりとした正解が
ないだけに補講担当教員としては実施内容が不安であった。そのような時に主担
当教員からの補講内容についてのアドバイス、各受講者のクラスでの様子など、
フィードバックがもらえたことは筆者にとって大きな心理的なサポートとなっ
た。
　
4.	2.	2	第Ⅰ学期後半
　第Ⅰ学期後半は、中間試験後、期末試験までの5回（6月10日、6月 17日、6
月 24日、7月 1日、7月 5日）実施した。第Ⅰ学期前半の受講者は皆中間試験の
結果が良かったが、3名とも引き続き受講を希望した。受講者は、その時点では
自分の日本語力や日本語学習方法に自信が持てず教員によるサポートを必要と感
じていたようである。その3名に、自国での日本語学習歴はあるが授業の進度に
ついていくのが難しくなり始めた学生1名（クラス担当の複数の教員より受講を
勧める声と本人の希望による）を加え、4名が受講した。
　補講内容は、受講者は皆中間試験の結果は悪くなかったため、文法を項目ごと
に整理できるようにという方針にしたがい、『初級日本語　下』の似たような文型
の使い分けなど間違えやすい箇所を復習することとした。具体的には「授受表現」

「使役と受け身」「自動詞と他動詞」「理由の表現」「目的の表現」「『ように』の複数の
用法」などである。漢字に関しては全員が漢字学習の方法に慣れ、補講は不要と
いうことだったので実施せず、90分全て文法復習補講の時間とした。
　実践の結果は、以下のとおりである。今回の補講期間には、授業で何度も教員
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が説明した文型の意味や似た文型との違いなどについて、授業では整理できな
かったことが、補講の時間にようやく整理ができ、そこから新たな疑問点が生じ
て、質問するということが複数の受講者から何度かあった。昨年度の受講者が「補
講で文法の整理ができた」と述べていたように、授業で学んだことが補講によっ
て消化され、質問できるようになったということであろう。このように文法の整
理ができてくるとともに受講者同士や補講の雰囲気に慣れたこともあり、多くの
受講者は第Ⅰ学期前半より積極性が増し自信が出てきた様子が窺えた。
　しかし、一部の受講者にとっては、似たような文法の整理の前に、各文法の意
味が把握できておらず混乱してしまった様子であった。一部の受講者は、他の受
講者が力をつけていく姿を見て、逆に自信をなくしてしまった様子も観察された。
　このような状況を生んだ一因に、筆者が過去の補講の「似た表現の整理が役に
立った」という声を過剰に意識してしまったことが挙げられるだろう。文法の整
理は必要ではあるが、全員に一斉に同じ教材を実施するのではなく個別学習を取
り入れるなど日本語力の差への対応を考慮に入れるべきであった。こういった反
省点もあったが、期末試験は全員合格点を取ることができた。
　
4.	2.	3	夏休み
　第Ⅰ学期に受講した4名のうち3名の学生が、夏休み中の補講は必要ないと自
ら判断した。引き続き補講を希望した1名に加えて、国での日本語学習歴があっ
たが、授業についていくのが難しくなり新たに補講の受講を希望した1名の計2
名が参加した。2名とも夏休みに一時帰国する予定があったため、日本語を忘れ
ないように第Ⅰ学期終了直後に2回、第Ⅱ学期開始直前に3回の計5回実施した。
　内容は、実際の場面で使えるような達成感を持たせるという方針の下、第Ⅰ学
期の学習項目の整理が効率的にでき、運用できるようにするための計画を立てた。
　具体的には、「旅行」「買い物」「勉強方法」「歴史と文化」といったトピックごとに、
読む、聞く、話す練習60分と、「謝る」「依頼する」「断る」といった場面ごとのロー
ルプレイを30分で組み立てた。また、話すことに慣れていない受講者もいたため、
即興で言いたいことをまとめて1分程度で話す練習も行った。教材は『まるごと
　日本のことばと文化』（初級1および初中級）と『会話に挑戦 !中級前期からの日
本語ロールプレイ』を使用した。
　受講者は非常に熱心に取り組み、補講の難易度についても適切であったようだ
が、達成感が得られたかどうかは現段階ではインタビューを実施しておらず、不
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明である。しかし、お互いの学習方法で効果があったものを具体的に話し合った
ことは、筆者の観察によると大きな刺激になったようであった。この点に関して
は「使えるようになる」という意味での達成感ではないが、補講を通して日本語
学習のヒントが即座に得られたという意味で、達成感が持てたのではないかと思
われる。普段の授業ではお互いの学習方法について話し合うといった時間はなか
なか取れないが、学習方法を振り返る契機としてクラスでも試みてもよいのでは
ないかと感じた。
　さらに、夏休み中は一週間に1回、補講以外の教室外学習の様子をメールで報
告させるとともに、その他の宿題は筆者だけでなく、主担当教員へもメールで提
出させることとした。これは、主担当教員へ実際に聞かなければならないタスク
を与えることにより実際の場面で使えるような達成感を持たせることと、長い夏
休みを有効に過ごすために、教員から学生への一回限りの一方的な宿題ではなく、
学生から教員へ、それを受けて教員が学生へ返信するというメールによる宿題を
課すことにより、教室外学習を習慣づけ、自律学習へ向けたサポートとなると考
えたためである。
　しかし、この点に関しては改善の余地が大きい。受講者は宿題の提出が遅れ気
味で効果があったとは言えないからである。教室外学習の報告の際には、どの程
度の量をどのように具体的に書けばいいか、補講内で一度実践した上で宿題とす
るべきであった。日本語学習が進んだ段階で補講を受講する学生は教室外学習の
方法や自己管理に問題があることも考えられるが、このように自己管理がうまく
できない学生への効果的な指導ができなかった。補講内でも、学習項目の定着だ
けでなく、提出物の締め切りを守るといった自己管理に関しての指導は実施して
いくべきであろう。

4.	3	 考察
　補講対象の学生たちは、来日時に日本語学習歴が全くない状態であることが多
い。その学生たちも、初めは1年コースの授業進度の速さに戸惑うが、徐々に慣
れ、周りの助けを受けながら自分なりに学習スタイルを確立し、最終的には自律
学習ができるようになっていく。学習歴がないだけに周りよりも自分の日本語力
が不足していることを自覚し、努力の必要性を感じるようでもある。しかし、日
本語学習スタイルが固定していないということは、周りのアドバイスを受け入れ
やすく、1年コースで使用している日本語の教材を丁寧に利用している様子が観
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察できた。
　一方、国での日本語学習歴がある学生のうち、授業についていけなくなり途中
から補講に参加する学生は、日本語力の伸び悩みの原因として、学習スタイルに
問題があることが考えられる。自身の学習スタイルの見直しができない場合、対
処療法的な学習事項の復習としての補講だけでは、問題は解決しないだろう。そ
ういった学生は日本語以外の教科も伸び悩んでいる傾向が見られることもある。
他教科の課題などに追われ、日本語にまで手が回らない状況にある可能性を把握
するためにも、他教科の担当教員とも情報交換を密にする必要がある。
　先に述べたように補講対象者には様々な学生が存在するが、1年コース全体に
おける来日時点での日本語未習者の割合は減少傾向にあり、日本語学習開始の遅
れによって補講対象となったというタイプは減っていくと考えられる。反面、国
で日本語を多少学習して来日し、ある程度日本語力には自信があったが、何らか
の問題から授業についていくのが苦しくなるというパターンの学生は、今後も一
定数存在すると考えられる。
　今年度は、第Ⅱ学期には補講対象になる学生は存在せず、当初の目標は達成で
きたとも言える。しかしそれは、今年度の受講者は受講開始の段階で過去の受講
者より日本語力が高かったことと、その後受講者たちそれぞれが努力したことが
大きな理由であろう。今年度もコース修了時に受講者たちにインタビューを行い、
学生たちの日本語力や学習環境がどのように変化したのかを、補講との関連を通
して分析する予定である。
　一年間補講を担当し、何をどう実施すればよいかわからないという全くの手探
り状態からは脱したと言える。しかし、受講者が変わると、当然だが必要とする
ものも異なり、また同じ学生でも常に同じ問題点を抱えているとも限らず、その
時々の各学生それぞれに合わせたものを見極めることが非常に難しい。したがっ
て、対応のバリエーションや効果があったアドバイスなどを記録していくことの
重要性と必要性を感じた。

5.	 まとめと今後の課題
　本稿では、2016年度第Ⅰ学期5月から夏休み終了時の9月までの1年コースに
おける補講の実践報告を行った。教員や学生から収集した過去の補講に関する情
報を踏まえ、夏休みまでの補講をしっかりと行うことによってその後は補講を受
講せずとも自律学習へ進められるような内容を考え、実践するよう心がけた。学
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生たち自身の努力の結果、夏休み以後受講者はいなくなったが、自律学習をうま
く進めるための学習方法や自己管理方法についてまでは十分な指導ができていな
い。
　週1回（90分）の補講でできることには限りがあり取捨選択が必要である。効
果的な補講を行うためには、学生を日本語力のみならず、他教科の学習状況、リ
ソース環境、学習スタイルなど様々な点から分析する視点が大切である。そのた
めにも、補講の内容の蓄積と共に、学生のタイプごとの分析も必要であり、今後、
学生が伸びた点、躓きが見られた点など情報を残していくことにより、各学生に
適した指導内容や指導方法が見えてくるのでないだろうか。
　その際には、他の教員との連携も大切である。主担当教員をはじめ、日本語科
の教員とは連絡を密にすることで情報共有ができたが、他教科の担当教員とは十
分な情報共有が図れなかった。今後は他教科の担当教員とも連絡を密にし、学生
をどのように指導していけばよいかという意識を共有していきたい。そのために
も、まず情報の一元化が必要と考え、筆者が収集した過去の情報と現在の補講の
情報を一箇所にまとめ、今後の補講担当教員にもアクセスしやすい形に整理を始
めている。
　また、補講対象者だけではなく、学生全員で共有したほうがいいこともある。
学習リソースの紹介や、学習方法について話し合う、先輩や日本人ゲストスピー
カーを呼ぶといったことはコース全体で共有していくべきことであろう。特に、
国での学習歴があり、定期試験ではある程度結果が出せる学生の中には補講対象
とまではならなくとも、日本語力の伸び悩みが見られる学生が存在する。それぞ
れの学習方法について話し合うことなどは、各クラスで取り組んで、お互いに刺
激になって良いのではないかと思う。決して過保護になるべきではないが、予備
教育プログラムであることも鑑み、一人で困っている学生がいないか目を配る必
要があるだろう。
　一方で、初めは補講を受講していても、自分の学習スタイルを見つけ、学習が
軌道に乗れば一人で着実に日本語学習を進められる学生も多く、そういった学生
には自律学習を積極的に勧めていきたい。教員が手取り足取り指導しなくとも、
自律学習が更に進められるよう、e-learning教材などのコンテンツを充実させて
いきたい。学習者のリソースの把握、自律学習環境の整備、補講に関する情報の
蓄積を進めていくことで、より効率的で効果的な補講が実施できるものと考える。
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A	practical	report	on	the	remedial	classes	in	2016

SHIBUYA	Hiroko

This	paper	 is	a	practical	report	on	the	remedial	classes	that	were	provided	as	part	
of	 the	undergraduate	preparatory	program	for	 international	students	between	 the	first	
semester	and	summer	vacation	in	Academic	Year	2016.

	 In	order	 to	 learn	 the	 lessons	of	 the	second	semester	of	AY	2015,	 feedback	was	
sought	 from	past	participants	of	 remedial	classes	 through	 interviews	as	well	as	 from	
the	teaching	staff	through	hearings.	The	results	were	used	to	design	the	2016	remedial	
classes.	In	addition	to	a	review	of	previous	syllabuses,	attention	was	given	to	supporting	
self-study,	with	information	on	learning	resources	such	as	books	and	web-based	learning	
tools,	and	discussions	of	each	student’s	study	methods.	

When	observed	over	 the	course	of	a	year,	 it	was	evident	 that	students	who	had	
clear	goals	and	made	 the	most	of	available	 resources	made	good	progress	once	 they	
became	familiar	with	how	to	work	on	this	fast-paced	program,	even	when	starting	from	a	
complete	beginner	level.	On	the	other	hand,	students	who	did	not	have	well-defined	goals	
tended	not	to	improve	significantly;	neither	did	students	who	were	unable	to	commit	to	
a	set	study	method	despite	having	already	had	some	tuition,	due	to	their	previous	study	
experience	hindering	their	ability	to	adapt.	

With	respect	 to	future	challenges,	 it	 is	 important	 to	accumulate	data	not	only	on	
the	content	of	the	remedial	classes	but	also	on	the	students	enrolled	in	them	in	order	to	
advance	the	effectiveness	of	 these	classes.	Furthermore,	 the	findings	should	be	shared	
beyond	 the	participating	students	across	 the	entire	program	where	possible;	 closer	
collaboration	with	other	teaching	staff	should	be	sought;	and	the	self-study	environment	
should	be	improved	by,	for	example,	providing	e-learning	materials,	all	of	which	would	
enable	a	further	improvement	of	the	program	as	a	whole.	


