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エピソードから探る学部留学生の困難点と克服方法
― 予備教育の果たすべき役割 ―

菅長理恵・中井陽子

【キーワード】･ 国費学部留学生、困難点、克服方法、勉学上の壁、
･ 人間関係構築上の壁、予備教育

1.	 はじめに
　グローバル人材への要請が高まる中、高等教育機関は、留学生を日本社会に送
り出す機能の強化を求められている 1。しかしそれは、必ずしもビジネス日本語
教育の強化を意味しない。菅長・中井（2016）が実際に日本で就職した留学生の
語りから明らかにしたように、高等教育機関において各自の専門分野の論文執筆
をし、研究発表をした経験が、論理的な思考能力やプレゼンテーション能力を磨
くことにつながり、それらは、入社後、直接活かせる能力になると考えられる 2。
即ち、高等教育をきちんと消化・吸収し、いわゆるアカデミック・ジャパニーズ
を身に付けた上で専門教育を自分のものとすることが、グローバル人材として社
会に出ていく基礎になると言える。
　東京外国語大学は、1970年から学部留学生の予備教育を委託され、45年にわ
たって、のべ二千数百人の留学生を日本の大学に送り込んできた 3。制度発足当
初は、母国に高等教育機関がない途上国が主たる対象であり、日本で学び、母国
に帰って国の発展に寄与する人材を育成するという意味合いが強かったという。
近年は、対象国の拡大、入管法の改正、高度人材への期待等の情勢変化とあいまっ
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1･ 武蔵野大学の例（「言語文化研究科言語文学専攻ビジネス日本語コース開設10周年記念
シンポジウム」配布資料および発表･･2016年 10月 29日）に見るように、ビジネス日本語
コースへの需要は大変高く、成果も上がっている。

2･ 社会に出てから要請されるビジネススキルを卒業前に身に付けておくことは理想である
が、個々のビジネススキルは、業種によっても異なる。したがって、より汎用性のある
一般的な社会人スキルを基盤として持ち、仕事の中で、いわゆるオンザジョブトレーニ
ング（OJT）によって個々のスキルを身に付けていくことも一つの有効な形である。菅長・
中井（2016）の留学生インタビューの中にも、日本の会社はOJTが充実しているという
事実が語られていた。

3･ 文部科学省　国費外国人留学生制度実施要項
･ <http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1266486.htm>（2016年11月20日閲覧）
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て、日本で就職し、キャリア形成を行っていく留学生の割合も増加している。彼
らが高度人材、グローバル人材として日本社会で活躍していくためには、先に述
べたように、何よりもまず、大学入学後、高等教育をきちんと消化していかなけ
ればならない。そのためには、大学入学後に、高等教育についていくことが可能
であるだけの日本語力を留学生が身に付けていなければならない。
　次章以下で述べるように、留学生の多くは、日本の大学に進学後、様々な困難
に直面する。そして、そのような留学生を支援するための方策が、各大学で模索
されている。もちろん、入学後のそれらの支援は留学生にとって欠かせないもの
であるが、入学前にも困難に対処する準備ができていることが望まれるのではな
いだろうか。予備教育期間中にきちんとそれだけの準備ができているかどうか、
また、どのような教育がより効果的であるのかは、確認、検討に値する。
　そこで、本研究では、日本の大学に進学した学部留学生へのインタビュー調査
を行い、その中で語られた具体的なエピソードから、大学入学後に直面した困難
点とその克服方法を分析し、大学入学前の予備教育の段階でどのような貢献がで
きるかについて考察する。

2.	 学部留学生の困難点に関する先行研究
　日本の大学で学ぶ留学生がどのような困難を抱えているかについては、各大学
で既に様々な調査が行われている。
　横浜国立大学の調査（藤井他2004）では、経済、住居、学習面といった順序で
困難点が挙げられ、特に学部留学生が多くの困難を抱えていることが指摘されて
いる。学習面での困難は、経済的困難と分かちがたく結びついているとのことで
ある。
　島根大学（中園2006）では学部留学生の経済・学習・生活等の困難点について
調査し、奨学金等の経済的支援、日本語教育の充実、チューター制度、異文化理
解支援等の具体策を提言している。
　名古屋大学（村上2003）、東海大学（宮城2003）では特に学習面での困難点につ
いて詳しく調査し、克服のためのストラテジーや具体的な支援策を提示してい
る。宮城（2003）では特に、授業が分からない時にあきらめてしまっている留学生、
日本人とほとんど交流していない留学生の割合が低くないことに注目し、学習ス
キルだけでなく、周囲とのコミュニケーション能力が、大学での勉学を成功させ
る上で重要だという指摘をしている。
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　これらの調査の対象となっている留学生の入学前の学習背景は、国費の予備教
育を含め、民間の日本語学校や専門学校、大学の科目等履修等、様々であるが、
いずれも、入学後に学習上・生活上の困難を抱えていることが分かる。

3.	 調査概要および分析の方法
　インタビュー調査は、2013年から2016年の4年間にわたり、30名に実施した。
対象者は、1998年から2011年の間に東京外国語大学留学生日本語教育センター
において1年間の予備教育を受け、その後大学に入学した国費学部留学生である。
各対象者に2時間程度の半構造化インタビュー調査を行い、予備教育時代から大
学・大学院時代の経験について、就職した者には就職活動や仕事についても語っ
てもらった 4。対象者によっては、追跡、補完のため、複数回インタビューを実
施した。それらのインタビューの録音データは全て文字化した。その中から、大
学入学後に直面した困難点やその克服方法の他、予備教育時代に身に付けておけ
ば良かったと思うことについて明示的に語っている10名（文系5名、理系5名）
の語りを抽出し、今回の分析対象とした。
　インタビュー対象者のプロフィールは表1の通りである。「インタビュー時の学
歴（日本）」とあるのは、卒業後、もしくは就職後、海外で学位を取得した例もあ
るためである。

表 1　インタビュー対象者のプロフィール
専門分野 インタビュー時の学歴（日本） 国籍 性別

A氏 工学 修士修了 ベトナム 男性
B氏 理学 修士修了 ベトナム 女性
C氏 工学 修士課程在籍中 インド 男性
D氏 教育学 学部卒 マレーシア 女性
E氏 経済学 学部卒 カザフスタン 男性
F氏 経済学 修士修了 ルーマニア 女性
G氏 経済学 学部卒 ブルガリア 女性
H氏 薬学 博士課程在籍中 マレーシア 男性
I氏 経済学 修士修了 インドネシア 男性
J氏 工学 博士修了 ベトナム 男性

4･･本稿執筆にあたって、インタビュー対象者にインタビュー内容について確認してもらい、
掲載の承諾を得た。
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　次章では、元学部留学生が直面した困難点（壁）とその克服方法の分析結果と
具体例について、彼らの語りに即して見ていく。

4.	 エピソードから見る困難点と克服方法の分析　
　元学部留学生10名によるインタビューの中から、大学入学後に直面した困難
点（困難点）と、それをどのように克服したか（克服方法）について分析した。そ
の結果、国費学部留学生が学部入学後に直面する困難点には、「①勉学上の壁」と

「②人間関係構築上の壁」の2種類があることが分かった。国費の学部留学生は奨
学金が充実していることから、経済的な困難点は見られなかった。
　また、困難点に対する克服方法については、以下の4つのタイプが見られた。

○時間とともに克服した【i.時間】
○他者との関わり等がきっかけとなり克服に結びついた【ii. きっかけ】
○自分なりに努力・工夫して克服した【iii. 努力・工夫】
○他の人に助けを求め、他者の援助を得て克服した【iv.援助要請】

　【i.時間】【ii. きっかけ】に比べ、【iii. 努力・工夫】【iv.援助要請】では、留学生本人
の能動的な取り組みが見られる。また、これらの（i）～（iv）は、截然と分けられ
るものではなく、グラデーション的な層をなしていると思われる。
　以下、具体的な語りの内容に即して見ていく。直接の語りではなく筆者らが補っ
た部分については（　）で示した。

4.	1	 A氏の事例（工学部修士修了・ベトナム人男性）
　A氏は、入学直後、講義の日本語が聞き取れなくて困ったそうである【①勉学
上の壁】。予備教育では「です・ます体」の日本語を習ったので、くだけた言葉遣
いができず、なかなか日本人学生と打ち解けた会話ができなくて悩んだとのこと
である【②人間関係構築上の壁】。
　しかし、5月の連休に他大学に進学した留学生仲間と集まって話したところ、
みな同じ悩みを抱えていることが分かり、自分だけではなかったとほっとして気
が楽になったそうである。講義も6月頃から徐々に聞き取れる部分が増えていき、
やがて聞き取りの問題がなくなったという【i.時間】。同じころ、アルバイトを始
め、日本人同士のやりとりをよく観察して、まねをして話すようにしたところ、
くだけた言葉遣いが流暢になったそうである【iii. 努力】。アルバイト先では、言
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い訳をしない等、日本社会での振る舞い方を習ったと述べていた。

4.	2	 B氏の事例（理学部修士修了・ベトナム人女性）
　B氏は、入学当初、授業の聞き取りに苦労しただけでなく、周りの会話もあま
り理解できなかったという【①勉学上の壁・②人間関係構築上の壁】。
　しかし、クラスメートと友人関係ができてからは、毎日朝から晩まで勉強以外
のこともおしゃべりをするようになり、そのうちに聞き取りの力も上がり、徐々
に授業も会話も聞き取れる部分が増えて、一年後には問題がなくなったそうであ
る【i.時間～ ii. きっかけ】。

4.	3	 C氏の事例（修士課程在籍中・インド人男性）
　C氏は、理科系なので、一般教養の文科系科目の内容に興味が持てず、特に語
彙が分からないので全くついていけなかったそうである【①勉学上の壁】。また、
クラスメートの話している話題や会話のノリについていけず疎外感を感じたとい
う【②人間関係構築上の壁】。
　しかし、1、2か月で授業に出てくる語彙の理解も進み、授業についていける
ようになったそうである【i.時間】。一方、友人関係は、最初は共通の話題である
授業について質問していって自分の存在を友人に認知してもらい、次に、クラス
メートの話している話題について、なるべく興味を持って質問して会話に入れて
もらうようにしたと述べていた【iii. 工夫】。

4.	4	 D氏の事例（教育学部卒・マレーシア人女性）
　D氏は、履修の手続き等で大学からのサポートがあまりないと感じたという。
実際に、留学生の中には単位が足りずに留年してしまう人もいたそうである 5。
また、日本人と仲良くなりたいが、お互いに共通の話題が見つからず、挨拶で終
わってしまうのが悩みだったと述べていた【②人間関係構築上の壁】。
　しかし、D氏の専門である教育が人間関係構築上の壁を克服する鍵となったよ
うである。子どもの教育関係のアルバイトを通して、人間関係の作り方を体得す
ることができたという。まずは、お互いの間に信頼関係を築くことが大切である
こと、そうして、いったん人間関係ができると、日本人は絆を大切にする人々だ

5･ 大学の問題点として挙げてくれたが、本人にとっての困難点ではなかった。
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ということが分かったのである。その学びを活かして、友人と関係を深めていく
ことができたと述べていた【ii. きっかけ】。

4.	5	 E氏の事例（経済学部卒・カザフスタン人男性）
　E氏は、予備教育期間に多国籍の友達ができ、文化の多様性には慣れていたが、
日本文化に接してみて、自己主張の仕方等、人間関係のあり方が自国文化とかな
り違うことにとまどったそうである【②人間関係構築上の壁】。
　しかし、柔道部に入って3年間部活動に取り組む中で、先輩後輩の関係や、個
人よりも仲間を優先すること等、日本的な考え方を理解したという。例えば、他
の人が練習している時には、自分だけ座っていてはいけない、皆ががんばってい
る時には（応援している）気持ちを表さなければならない等である。【ii. きっかけ】。

4.	6	 F氏の事例（経済学部修士修了・ルーマニア人女性）
　F氏は、テキストの予習に非常に時間がかかったという。毎日辞書と首っ引き
で、1年生の頃には1ページに30分以上、1日に3時間ほどかけて予習をしてい
たそうである【①勉学上の壁】。
　そして、（努力を続けているうちに）徐々に辞書を引く回数が減り、3年生の頃
には辞書なしで問題なく読めるレベルに達したと述べていた【iii. 努力】。

4.	7	 G氏の事例（経済学部卒・ブルガリア人女性）
　G氏は、読むスピードが問題で、特に試験の際に問題を読むことに時間がかか
り、解答時間が足りなくなることが多かったそうである。「本当はもっといい成
績がとれるはずなのに」と悔し涙を流したという【①勉学上の壁】。また、（完璧主
義なため、）間違った日本語を使うのが怖くて日本人と話すことができず、留学
生同士でばかり話していたとのことである【②人間関係構築上の壁】。
　しかし、3年生になってゼミに入った頃が転機だったそうである。ゼミでディ
スカッションやグループワーク、ゼミ合宿等、強制的に日本人と話し合う機会を
与えられたことで、日本人と日本語で話すことが楽しくなったという。そのため、
前よりも日本語をよく話すようになって、日本人の友達もでき、会話力だけでな
く、日本語全体の力が目覚ましく伸びたそうである。そのことが読みのスピード
アップにもつながり、日本人よりはまだ時間がかかるものの、試験で解答時間が
足りないということはなくなったと述べていた【ii. きっかけ】。
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4.	8	 H氏の事例（薬学部博士課程在籍中・マレーシア人男性）
　H氏は、授業やテキストで分からないところがあってクラスメートに質問して
も、何が分からないのか、何で困っているのか理解してもらえなかったそうであ
る。教員に「（日本語のテキストは難しいので）英語のテキストがありませんか」
と相談に行ったところ、「ここは日本だから日本語で頑張れ」と言われてしまい、
途方にくれたという【①勉学上の壁・②人間関係構築上の壁】。
　そこで、しかたなく、留学生同士で教えあうことにしたという。また、あきら
めずにいろいろな先生に相談に行き、最後に、助けてくれる教員に出会えたとい
う。その教員も留学経験者で、留学生が何で困るのかをよく理解してくれ、英語
のテキストも取り寄せてくれたそうである【iv.援助要請】。

4.	9	 I氏の事例（経済学部修士修了・インドネシア人男性）
　I氏は、（関西方面の大学に進学したため）これまで習った日本語と違うので、
関西弁の講義が全く理解できなかったという。また、板書の漢字が1文字なのか
2文字なのか判読できなくて困ったそうである【①勉学上の壁】。
　そこで、クラスメートにその都度質問したりノートを貸してくれるように頼ん
だりして、助けてもらったという。日本人はシャイだから、自分から積極的に行
かないといけないが、頼みさえすれば、日本人は親切だから必ず助けてくれると
述べていた【iv.援助要請】。

4.10	J氏の事例（工学博士修了・ベトナム人男性）
　J氏は、工学部では研究室に配属されたが、研究室で初めてのベトナム人留学
生であったため、研究室での立ち位置が不安定だったという。そのため、指導教
官から研究テーマを与えられる際、自分が希望していたテーマが日本人学生に優
先的に与えられてしまったという。非常に不満だったが、そのような時にどのよ
うに振る舞ったらよいか分からなかったそうである。日本語教育では円滑なコ
ミュニケーションの取り方だけ習ったが、気分を害した時の言い方やけんかの仕
方も習っておきたかったと思ったそうである【①勉学上の壁・②人間関係構築上
の壁】。
　その後、指導教官に、自分もその研究テーマをやりたかったと伝え、与えられ
たテーマをこなす一方で、自分がやりたかったテーマにも自主的に取り組み、お
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かげで誰よりもその分野について詳しくなったそうである。さらに、（常識を重
んじる）日本人では思い付かないような独創的な発想で研究をし、成果を挙げ、
教授を驚かせたという。こうして、めざましい研究成果を挙げたことで研究室で
認められるようになり、その研究室ではJ氏に引き続いてベトナム人留学生を積
極的に受け入れるようになったそうである。そして、同じ研究テーマで争ったラ
イバルとも友人関係が築けたという【iii. 努力】。
　　
5.	 困難点と克服方法についての考察
　以上の元学部留学生10名による語りを、困難点とその克服方法に焦点を当て
て再整理していく。
　
5.	1	 勉学上の困難点と克服方法
　まず、「①勉学上の壁」としては、以下のような困難点が挙がっていた。

講義の聞き取り
板書の読み取り
語彙の理解
テキストの予習
試験問題の読み取り
方言の理解
研究分担

これらの克服方法としては、以下のようなものが見られた。

時間とともに慣れてきて自然に克服できる【i.時間】
日本人とたくさん話すことによって日本語力が伸びた【ii. きっかけ】
辞書を活用して語彙力を伸ばして努力の末に克服する【iii. 努力】
努力して研究成果を上げて他者に認めてもらう【iii. 努力】
友人に質問したりノートを借りたりする【iv.援助要請】
教員に助けてもらう【iv.援助要請】

　【i.時間】は、最初は授業の聞き取りや語彙の理解等に困難を感じるが、徐々に
慣れていき、そのうちに問題がなくなるというものである。A氏、C氏の事例が
これに当たる。【ii. きっかけ】は、G氏の例のように、それまで日本人と進んで話
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そうとしていなかった者が、ゼミで強制的に話す機会を持ったことで、日本語の
力が伸び、困難点も克服できたというものである。B氏の例はこの【i.時間】【ii.きっ
かけ】の間になるであろう。
　【iii. 努力】は、F氏が典型例であるが、ひたすら辞書と首っ引きでテキストの
予習をする等、地道な努力により日本語力を伸ばしたというものである。【iv.援
助要請】は、分からない時に友人に質問する、ノートを借りる、先生に相談する等、
他者に援助を求めるものであり、I氏、H氏等の例がそれに当たる。【iii.努力】も【iv.
援助要請】も、自分から進んで行動を起こす克服方法であるが、自分一人で解決
しようとするか、他者の手を借りるかという方向性に違いがある。

5.	2	 人間関係構築上の困難点と克服方法
　次に、「②人間関係構築上の壁」では、以下のような困難点が挙がっていた。

間違えるのが怖くて日本人と話せない
話題が見つからない
仲良くなれない
日本文化へのカルチャーショック
研究室での位置が不安定

　これらの克服方法としては、以下のようなものが見られた。

自然に友人関係ができた【i.時間】
ゼミ、部活動で人間関係ができた【ii. きっかけ】
アルバイトを通して人間関係構築の方法を学ぶ【ii. きっかけ】
アルバイト先で人間観察を行い、まねをしてみる【iii. 努力・工夫】
共通の話題を探す【iii. 工夫】
研究成果を挙げることで認められる【iii. 努力】

　【i.時間】で、時間の経過とともに自然に友人関係ができ、会話もできるように
なったと述べているのは、B氏である。【ii. きっかけ】には、部活動を通して日本
文化に溶け込めるようになったE氏、ゼミで半強制的に話し合いをさせられた
ことをきっかけに友人を作ったG氏、アルバイト経験を通じて人間関係作りを
学び、実際に活かしたD氏の例がある。
　【iii. 努力・工夫】では、A氏は、アルバイト先で注意深く人間観察をしたこと
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によって、くだけた会話を習得し、日本社会でふさわしい振る舞いができるよう
になったという。C氏は、まずは授業の内容から質問する等、段階的に話題を探
して会話に溶け込んでいく工夫をしたという。研究室での立ち位置というやや特
殊な人間関係の壁に直面したJ氏は、人一倍努力して研究成果を挙げることで、
それを乗り越えたという。
　【i.時間】【ii. きっかけ】に分類したのは、語りの中で、特に能動的な取り組みを
意識していないものである。【ii. きっかけ】の例としたものは、単なる時間的な解
決というよりは、他者との関わりが大きな影響力を持っていることが指摘できる
ものである。一方、【iii. 努力・工夫】に分類したものは、壁を乗り越えようと意識
的な取り組みをしたことが語りの中に明示されていたものである。今回のインタ
ビューの範囲では【iv.援助要請】に当たる事例は見られなかったが、可能性とし
て、誰かに相談に乗ってもらう、アドバイスをもらう等の能動的な取り組みがあ
り得るだろう。

5.	3	「勉学上の壁」と「人間関係構築上の壁」の相互関係
　こうして「①勉学上の壁」と「②人間関係構築上の壁」の克服方法を整理してみ
た中で、興味深いのは、B氏、G氏のように、クラスメートやゼミ仲間との人間
関係が深まったことが「①勉学上の壁」を乗り越えるのに役立った、というケー
スである。また、逆に、J氏の例では、「①勉学上の壁」を打破したことが、研究
室での「②人間関係構築上の壁」を打ちこわし、新たな人間関係を切り開くこと
につながったということが言える。
　これらB氏、G氏、J氏の事例から、「①勉学上の壁」と「②人間関係構築上の壁」
の間には密接な関係があり、「①勉学上の壁」を乗り越えるために人間関係構築が
役立つ、あるいは、逆に、勉学を通して「②人間関係構築上の壁」を乗り越える
ことができるのだという視点が得られる（図1）であろう。
　一つの壁を乗り越えることがもう一つの壁の克服につながるという事象は大変
興味深いものである。宮城（2003）で、学習スキルだけでなく、周囲とのコミュ
ニケーション能力が、大学での勉学を成功させる上で重要だという指摘があった
が、この両者は単に並列するのではなく、より積極的な意味での両輪となって大
学生活を支えるのだと言えるであろう。
　大学入学前に、留学生にこの事実を伝え、大学入学後、生活面の質を高めるだ
けでなく、勉学上の壁を乗り越えるためにも、人間関係構築力が重要であること
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を認識させるべきであろう。もちろん、F氏のように、他人の手を借りることな
く自分自身の努力によって壁を乗り越えるケースもあるが 6、B氏、G氏のように、
友人関係が深まることで日本語の相対的な能力が上がったと認識しているケース
は見逃せない。よって、クラスやゼミだけでなく、アルバイトや部活等、人間関
係を作る機会や場を積極的に広げていくことは有効であると考えられる。
　また、「①勉学上の壁」は、乗り越える努力により克服可能であり、また、あ
る程度は時間とともに解決される困難だと言えることが分かった 7。上記の宮城

（2003）で、分からない時にあきらめてしまっている留学生の存在が指摘されて
いたが、あきらめてしまうことはないこと、その問題は誰もが突き当たる壁であ
り、克服することが十分可能なのだということを伝えていくことも重要であろう。

図 1　「①勉学上の壁」と「②人間関係構築上の壁」の密接な関係
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6･ ここでは紹介しなかったが、F氏は、日本の会社に就職後、日本文化になかなかなじめ
ずに苦労しているとのことであった。学生時代に日本人との接触量が少なかったことと
無関係ではないと思われる。

7･ 今回のインタビュー対象者は全員、「壁に突き当たったが、乗り越えることができた」と
感じており、「あきらめた」例は見られなかった。途中帰国や中途退学してしまった例に
ついては、別途調査が必要である。
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6.	 まとめ
　以上、4章、5章において、国費学部留学生が大学入学後に直面する困難点と
克服方法について分析と考察を行った。これらを踏まえて、予備教育の果たすべ
き役割を整理してみよう。
　まずは、大学入学後、どのような能力が求められるのかについて、留学生に意
識させることが重要である。入学後は、長時間にわたる講義を聴いてノートをと
ることが必要であり、かなりの量の資料やテキストを読みこなさなければならず、
また、試験の際には、時間内に問題を読みこなし、かつ、解答しなければならな
い。これらは当たり前のことではあるが、そのことを学生に明示的に伝え、自覚
的にそのためのスキルを磨いておけるようにするべきであろう。語彙・文法・漢
字等の要素面だけでなく、講義を理解する力、ノートテーキング、読解力等の談
話構成レベルの運用力を、予備教育段階で身に付けておくことが望ましい。また、
進学後、誰もが壁に直面することを見据えて、予備教育において、辞書使用、友
人・教員への援助要請等、足りない日本語力を補って切り抜けるストラテジーを
意識的に身に付けさせることも必要であろう。
　更に、クラスメートとのコミュニケーション、部活やアルバイト等、大学内外
での人間関係構築の方法を学んでおくことも、勉学の成功に重要である点を意識
化させる必要があろう。話題の探し方、会話のきっかけの作り方、不満表明の仕
方等をその場に応じて工夫できるよう、人間関係構築上のコミュニケーション力
を高めるトレーニングが重要である。
　最後に、「①勉学上の壁」と「②人間関係構築上の壁」は誰もが直面するものであ
ること、時間の経過とともに慣れることで自然に克服できる困難もあることを伝
え、あきらめないように励ますことも有効であろう。
　以上の予備教育の果たすべき役割をまとめると以下のようになる。

1）勉学上の困難点の克服方法を伝える
・･大学入学後に直面する困難点について明示的に伝える
・･学生が自覚的に日本語運用力を伸ばすよう支援する
・･日本語力の不足を補うストラテジーを意識的に身に付けさせる
2）人間関係構築を促す
・･大学内外での人間関係構築が大学生活を良いものにする鍵であり、勉学

上の壁を乗り越えるのにも役立つことを明示的に伝える
・･人間関係構築上のコミュニケーション力を高めるトレーニングを行う
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3）あきらめないよう励ます
・･誰もが壁に直面するが、努力していれば必ず時間とともに克服できるこ

とを伝え、くじけたりあきらめたりしないように励ましを与える

　上記のように、困難点と克服方法を伝え、留学生自身が大学生活で直面する壁
を乗り越える工夫ができるように支援することが、予備教育における日本語教師
の役割の一つであると考えられる。単なる教師の助言として与えるのではなく、
留学生が自分のこととしてそれらを捉えることができるよう、先輩達の通ってき
た道の具体的なエピソードを伝えることが有効であろうと思われる。そのため
に、本研究で得られたインタビュー内容を、インタビュー集などの読み物もしく
はキャリア形成教育教材の形で活用できるよう、工夫していきたい。教材化が実
現すれば、留学生教育に携わる多くの教育関係者とも知見が共有でき、その面で
も有益であろう。
　また、成功の要因をより深く探求するため、今後は、成功体験だけでなく挫折
の体験についても調査・分析をしていきたい。

付記
　本研究は科学研究費助成事業挑戦的萌芽研究26580092（H26～H28）「文部科学
省国費学部留学生のキャリア形成―グローバル人材のロールモデル―」による成
果の一部である。
　本研究にご協力くださった元留学生の皆様に感謝致します。また、2016年度
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Difficulties	and	resolutions	extracted	from	the	accounts	of
foreign	students’experiences:

The	much	needed	vital	roles	during	preparatory	education

SUGANAGA Rie, NAKAI Yoko 

Foreign	 students	who	 enter	 Japanese	 universities	 often	 encounter	 so	many	
difficulties.	They	need	 to	be	prepared	before	entering	 these	universities.	From	 the	
interview	investigations	of	Japanese	Government	Scholarship	students,	 two	outstanding	
difficulties	and	four	solutions	were	arrived	at.	The	first	difficulty	is	 in	studying	and	the	
other	is	in	communication.	

About	the	solutions	to	the	mentioned	problems,	the	first	solution	is	 to	allow	some	
waiting	time	and	the	second	one	is	to	have	some	solution	evoking	trigger.	The	third	one	
is	making	some	active	effort	and	 the	 last	one	 is	asking	for	someone’s	help.	The	most	
important	fact	to	note	is	that	the	solutions	to	the	study	and	communication	problems	are	
linked	to	each	other.	As	preparatory	educationists	we	should	make	clear	the	fact	that	they	
will	face	these	difficulties	and	that	they	can	surmount	them	in	certain	ways.	We	should	
also	make	them	aware	of	 the	fact	 that	one	solution	often	leads	to	solving	other	related	
problems.


