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運用力養成を重視した中級教育
― 長春 2017 基礎日本語教師団授業報告 ―

坂本　惠

【キーワード】･ 予備教育、長春、運用力養成、ディベート、敬語コミュニケーション

　東京外国語大学留学生日本語教育センターでは文部科学省の長春事業に協力
し、毎年専任教員を 1 名派遣している。筆者はこれまで今年を含め 3 回派遣され
ている。今年度の長春事業での日本語教育について報告したい。

1 長春事業の概要
　文部科学省では中国からの日本政府国費留学生の受入に際し、中国で行われる
予備教育に教師団を派遣するという協力を行っている。これは 1979 年、当時の
文部省による日中教育交流の一環として始められたものであるが、現在は日本の
大学院博士後期に入学し、博士号取得を目指す修士修了生約 100 名の予備教育で、
吉林省長春市にある東北師範大学赴日本国留学生予備学校で実施している。東京
外大は 1979 年の開始当初から 1 名（複数名の時もあり）を約半年間基礎日本語教
師団の団長として派遣している。なお、基礎日本語教育終了後に約 1 ヶ月の専門
日本語教育があり、その後、学生は日本に留学する。この事業の詳細については
鈴木美加 2015･1参照のこと。これまで教育機関などの全体の計画、対象となる学
生、募集方法など学生側の状況、派遣期間、派遣団員など日本側の状況も変化し
ているが、ここ数年はほぼ同じ状況、同じ日程で行われている。受入側の予備学
校でも担当者や責任者の交替変化はあるものの、一貫してこの教育に携わってい
る。
　全国から試験を受けて集められた学生は 10 月から 2 月の春節休みまでの予備
期、3 月の再開時（前期 1）から日本人基礎日本語教師団の来日までの約 20 週間、
中国人教師（聴解会話 1 コマは現地採用の日本人教師が担当することもある）に
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より初級の教育を受ける。日本語未修者がほとんどで既修者をのぞく約 80 名が
4 クラスに分かれ、学生は週 10 コマから 12 コマ日本語の授業を受講している。
教材は本センターでこの事業のために開発された『実力日本語』を使用し、全 60
課のうち 50 課あたりまでを教育する。3 月末に日本から基礎日本語教師団が赴
任し、5 人の団員がそれぞれ 5 クラス編成になった 1 クラスを中国人教師とペア
で担当する。1 クラスの人数は 16 名から徐々に増えて最後は 19 名になる。基礎
日本語教師団の団員は週 8 コマ（オフィスアワー 1 コマを含む）担当する。日本人
教師は『実力日本語』50 課あたりの練習から担当する。基本的には中国人教師週
5 コマは導入、日本人教師が主に練習を担当する。日本人教師担当の時間には毎
日 5 文スピーチ、漢字クイズ、ディクテーション、カタカナ練習なども行われる。
また、8 コマのうち 1 コマは他クラスの状況も知るために、担当していないクラ
スの授業を受け持つことにしている。その他週 1 コマはオフィスアワーで個人指
導などを行う。オフィスアワーに授業を行うこともあった。中級（『中級日本語』）
になってからは週 1 コマの聴解（他クラス授業）、後半には口頭表現 1 コマが加わ
り、日本人教師が主に応用文型練習と本文を担当する「中級日本語」に充てる時
間は週 5 コマとなる。文型導入、基礎練習は毎日 1 コマ、週 5 コマの中国人教師
が担当する。
　団長は週 1 コマずつ全クラスに入り、同じ授業を（5 回）行うほか、週 1 コマの「団
長特別授業」で成績不振者の補講を行う。従って、団長だけは他の団員とは異な
る授業の担当となる。基本的な方針、時間割等は毎年変わらないが、それぞれの
団長や団員の考え方により、その年の方向性が異なることもある。

2　本年度の基礎日本語教師団の教育目標
　学生はこの予備教育終了後来日して各大学の研究生になり、大学院後期課程へ
の入学を目指す。そのため、予備教育の基礎日本語教育で目指すべきは、来日後
の研究、教育に対応できるような日本語力を付ける、ということにつきるだろう。
もちろん文法、語彙、発音といった基礎的な日本語学習は必要であり、それは初
級段階で十分に行われている。初級最後の段階、そして中級段階という、日本人
教員の担当するステージでは、特に、日本語運用力を付けるための実地に近い練
習、そして、日本語を使って何かをやり遂げたという成功体験を経験させること
が必要である。また、予備教育の場で必要な全ての日本語力を付けることは不可
能であり、来日後に生活面でも日本語面でもさまざまな経験をすることになるこ
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とが予想できるため、そのような新しい状況に対応できる判断力、自分自身で日
本語の力を磨いていく方略を身につけさせなければならない。さらに、言語運用
の面、特に対人関係の場での非言語行動を含めたコミュニケーションには日中で
の違いが存在するが、違いがあることを認識し、コミュニケーション上の問題を
回避するために新しい状況に対応する必要があることの心構えを作ることが必要
になる。このようなコミュニケーション上の問題を扱う枠組みとして、筆者は「敬
語コミュニケーション」を考えているが、その点についての教育も必要である。
　以上のことをまとめると大きく二つがあげられる。運用力の養成と、敬語コミュ
ニケーションに関する教育ということになる。

3　運用力養成のための教育
　今年度新しく試みたのは、主に中級以降であるが、運用練習に充てる時間を増
やしたことである。そのために中級教科書の文法項目を厳選し、文法練習に充
てる時間を短縮した。そのために、中級教科書の文型に軽重を付けた星付き文
型 2010 を採用し、「★★★」文型（重要な文型）だけに絞って練習を行い、試験出
題もその項目のみにした。重要度の低い「★★」「★」のついた文型は導入のみで、
特に練習を行わなかった。さらに、時間割を工夫し、運用練習の時間を増やした。
以前から週あたり聴解を 1 コマ、会話練習に 1 コマ宛てるようになっていたが、
今年度の試みとして、聴解を 1 回分増やしたこと、また、会話練習の時間の中で
スピーチ準備の時間を作ったこと、さらに、2 コマ分を捻出し、「ディベート」の
活動を行ったことである。　
　また、クラス授業以外の団長授業の時間にかなり難しい読解、講義聴解を導入
した。運用力を付けるための練習として行ったことを技能別に記す。

〈話す〉
　以前から行われている「5 文スピーチ」の活動を引き続き、初級段階から行った。
クラスによって若干やり方は異なるが、いくつかのテーマを用意しておき、毎日
担当の学生 2 人がくじで当たったテーマについてその場で考えて 5 文からなるス
ピーチを行う。即興で話す練習、そして質疑応答を行うことにより、話すことに
抵抗を少なくすることが目的である。最初は話がまとまらなかったり、話すこと
ができなかったりした学生が徐々に話し慣れてくるようになる。また、質疑応答
も最初はほとんど出なかったものが、最後には非常に活発に行われるようにな
り、むしろ練習時間に食い込んでしまうようなこともあったほどである。クラス
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によってはその内容を宿題で作文として書かせることもあったようである。
　修了発表スピーチは 2010 年に始められてから恒例化し、毎年行われるように
なっている。修了試験のあと 2 日、クラス内発表会と全体発表会の日程も確保さ
れるようになった。昨年度は自由なスピーチによるコンテストであったが、今年
度は口頭表現の中の一項目として、修了のための一つの段階として位置づけるこ
とにした。この修了発表については 2010 年派遣時に試験的に 1 つのクラスで行っ
た教育実践について報告がある（坂本 2013）。今年度も基本は 2010 年と同様であ
るが、全クラスで統一的に行い、「口頭表現」の授業の中で準備を行った。そのた
め、「口頭表現」の時間は依頼、誘いなどのいわゆる「機能会話」の練習を行い、教
材もできていたが、今年度はその部分を短縮し、基本だけを押さえた練習を行っ
た。そして残りの時間を 6 回分発表の準備に当てた。
　発表のテーマは自由ではなく、自分の専門に関係したことを誰にでもわかるよ
うにわかりやすく説明することとした。これは、日本に来てから大学以外の場で
接する日本人にどんなことをしているかを紹介する機会が多いと考え、そのよう
なときに一般の人に自分の専門の一端を理解してもらうための練習になると思っ
たからである。従って、説明しやすい、理解してもらいやすいテーマを選ぶこと
が重要で、実はこれが一番大変であった。自分の専門からテーマを選び、一般の
人にわかるように説明するためにはテーマの選定が重要で、説明の仕方にも工夫
が必要であり、使う語彙も注意が必要である。テーマ選定、アウトライン作成、
説明方法などをクラス内で検討した。小さいグループから始まり、クラスメート
どうしで内容を検討、内容や説明の仕方を深め、工夫していった。その中でテー
マの変更を余儀なくされた例も多かった。やはりクラスメートからのわかりにく
い、などの指摘は有効である。教師は補助に徹し、質問があれば対応する程度に
とどめた。最終的に原稿をチェックし、発表会に向けては個別に指導を行った。
早く原稿ができた学生は発音の練習なども行ったり、ppt を作成したりした。発
表時の ppt は必須とはしなかった。クラス発表会を修了試験の翌日に行い、クラ
スで代表を 2 人と運営担当の 1 名を選出した。全体発表会はその翌日に行われた
が、各クラスからの運営担当と担当の教師が全体の準備、司会などを行った。全
体発表会ではそこで発表するということ自体が栄誉であると見なし、その中から
優秀者を選んだり賞を贈るなどのことはしなかった。発表はどれもすばらしいも
ので、誰もが全部の発表を聞くことはできず、一部の学生のものしか聞くことが
できないことが残念だったと教員同士で話していた。発表テーマは「細菌」「子宮
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の中の赤ちゃん」「肉アレルギー」「法律的人間」「熊本城」など多岐にわたり、また
学生同士もお互いに全く知らない分野のことで始めて聞くことも多かったよう
で、全体発表会を含め、学生も教員も聴衆としても楽しい時間となった。
　このほか、口頭表現練習の一端として、「ディベート」を行った。時間割を工夫
して捻出した 2 コマを使ったが、その前に授業内で、テーマの選定などの準備を
行った。ディベートは学生も英語学習の際などに経験のあるものもおり、概要は
理解していた。最初に扱いたいテーマについて全員からアンケートをとり、教師
側でそれを整理して 5 つのテーマを選んで、全員にどのテーマを選ぶかを聞いた。
希望によってグループ分けをして、ディベート 1 回目の準備に望んだ。全クラス
をばらばらにしてテーマごとに集まったメンバーで、反対側、賛成側を決め、ま
た、同じ教室で行われるもう一つのチームの司会やジャッジなどの役割も決めた。
ディベートの手順を示したプリントを配り、それに添ってリハーサルをし、1 週
間後の本番に備えた。その 1 週間の間に各チームで放課後の時間などにかなり入
念に準備をしているようであった。選ばれたテーマは「大都市で生活するより地
方で生活した方がよい」「日本語を勉強するなら日本ではなく中国で勉強した方
がよい」などの身近なものから、「死刑はあった方がよい」、「善意の嘘はついても
よい」などの重いテーマもあった。当日は時間厳守で司会、タイムキーパーが議
論を進め、書記が黒板に要点を記載し、最後にジャッジが判定するという流れが
どの教室でも順調に進んだ。周到な準備をしてきた学生たちは役割に応じて議論
を進め、また、議論もきちんとかみ合っていた。力のある学生は議論や司会を上
手にこなし、また日本語力の弱い学生も一生懸命意見を述べていた。書記の学生
も驚くほど上手に要点をまとめて黒板に書いていた。中国側の教師も見学に来て、
この段階でこれだけのことが話せることに感銘を受けていた。学生の関心のある
ことをきちんと準備をした上で自由にさせると、学生は驚くほど力を発揮するこ
とを再認識させられた。この学生は皆知的レベルの高い研究者の卵であるため、
このようなことも可能であったとも言える。

〈聞く〉
　聴解は日本語を聞く機会が少ないということから、海外での日本語教育では教
育が難しい項目の一つである。長春での予備教育でも常に問題とされてきた。最
近は初級から聴解の練習問題を多く取り入れ、中級に入ってからは本センター
開発の『アカデミック・ジャパニーズ聴解中級』を毎週 1 回の授業で扱っている。
今回は昨年より 1 コマ多くこの時間を取り入れた。また、教科書に沿って、内容
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を理解させる練習も増やし、シャドーイング、リピーティングなど聴解技能を伸
ばす練習も取り入れた。この教科書の特徴である要約を書かせる練習にも力を入
れ、「聞く」と同時に書く、そして内容について話すことで「話す」ことの練習もで
きるようにした。それでも聴解の弱い学生がおり、毎回の試験で聴解の点数の低
い学生を補講の時間に集めて、聴解に特化した練習を行った。
　団長授業では後半 4 回、現在開発中の教材「ミニ講義」を試用し、講義を聞く
練習を行った。「ミニ講義」は数学、生物学、日本語学、農業経済史の 20 分ほど
の講義を視聴するというものである。
　また、5 文スピーチ、修了スピーチ練習などの「話す」ことの練習を行う中でそ
のクラスメートの発表を「聞く」ことの訓練となった。聴衆として、質問者とし
ての態度を養うもので、それは同時に聴衆を意識し、聴衆にわかってもらうよう
に話しをするという「話す」ことと表裏一体のものである。

〈読む〉
　「読む」ことは教科書本文の学習がそのまま読解練習にもなっている。2010 年
度には独立して読解の時間を取り、練習を行ったが、今回は行えなかった。唯一
の独立した読解練習は団長授業で行った。初級後期には初級段階の読解教材を使
用したが、中級に入ってからはそのときの学習段階よりやや難しい教材（中上級
段階）の読解練習を行った。その後、中級後半では上級段階の教材を使った読解
練習を行った。具体的には『日本をたどり直す 29 の方法－国際日本研究入門－』
から 4 つの本文を選び、予習をさせた上で、授業中に解説を行った。テーマにつ
いては半分はこちらで用意し、半分は学生からアンケートをとり、希望の多かっ
た課を教材とした。使ったのは「日本語にはなぜ挨拶表現が多いのか」「高度経済
成長とサラリーマン文化」「アニメに吹く風」「東日本大震災後の集落の暮らし」で
ある。

〈書く〉
　「書く」ことについては独立の学習時間は設けなかったが、各クラスで日常的
に作文の宿題があり、毎日のように学生は書く練習を行っていた。また、団長授
業で読解のあとに関連したテーマで作文を書かせる宿題を課した。また、聴解授
業での毎回の要約の作成も書く練習であると言える。

〈アカデミック・ジャパニーズ教育〉
　アカデミック・ジャパニーズを意識した教育も行った。聴解での使用教材が『ア
カデミック・ジャパニーズ聴解中級』でもあり、この教材で重視している、文章
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の構造を考える練習、要点をつかむ練習、そして要約を書く練習を毎週の聴解の
時間に行った。聴解もただ聞く練習というだけでなく、聞いた内容について理解
し、整理することが必要となる。学生は全て修士修了者であり、母語での研究生
活で行っているはずの行動である。日本語による研究でも必ず必要になることと
考え、その基本となる練習を行った。この聴解では、聞いた内容について整理ノー
トを書くものと、文章全体の構成を考えた「構成表」を作成するものがある。こ
の「構成表」にある大きな枠組み「はじめに」「本文」「終わりに」を読解、団長授業
でも意識させた。その他に、段落をまとめる文章構成概念、小見出しの語とも言
える「例」「問題提起」「経緯」などの言葉も導入し、意識させるようにした。試験
にも出題した。聞いたり読んだりしたものについての要約を書く練習も行った。
　また、団長授業では現在の日本語力として中級段階にある学生に、上級段階の
教材を使った。力のある学生（特に既修者）にとっては力相応であったが、多く
の学生にとってはかなり負担の大きいものであり、十分には理解できなかったも
のもあったと言える。しかし、学生たちは予備教育終了後来日して、研究生活に
入ってからは各自の日本語力に応じたものだけを読み、聞きするとは限らない。
むしろさらに難しいとも言える、教材ではない実際の専門書を読み、生の授業、
講義を受けることが日常となる。その際、どのように対応するのか、自分の持っ
ている日本語力でどのように理解していくかの練習も必要であると感じ、このよ
うな教育を試みた。いつも自分の力に応じた教材だけを学習することは、特に予
備教育では不十分なこともあると言える。この際、もちろん各自の興味に応じた
分野のものを使うことが望ましいが、実際には専門の異なる多くの学生に統一し
た教材を使う場合、ある学生にとっては興味の持ちにくい題材を扱うこともあっ
たと考える。多くの学生の興味をひき、そして知的好奇心をかき立てられるよう
な題材を選んだつもりである。一部、学生の要望を元に難しい題材を選んだもの
もある。読解教材のアニメを扱ったものは、興味をひかれるものであるもののか
なり難解な文章であり、抽象的な論説文となっていた。そのようなものを読む練
習も一部では必要ではないかと思われる。

4　敬語コミュニケーションの教育
　筆者の専門である敬語コミュニケーションに関して、以前の派遣時にもいろい
ろ日中の違いについて気がつくことがあり、これまでも発表している。学生は来
日後、言語運用の面、特に対人関係の場での非言語行動を含めたコミュニケーショ
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ンに存在する日中での違いを認識し、コミュニケーション上の問題を回避するた
めに新しい状況に対応する必要があることを知っておかなければならない。学生
は来日後すぐに日本での生活が始まり、日本語母語話者との接触が始まる。無用
のコミュニケーション上のトラブルを避けるため、また、日本に来て持つ違和感
を少しでも少なくするために、これまでに気づいたことについて、講義を行った。
時間が十分とれないので、毎週 1 回ずつの団長授業の最後に 5 分間をさき、20 程
度の項目について解説した。これについては、今後の学生にも伝えてほしいとい
うことから、中国人教師に対し講義も行った。来日後のコミュニケーションの齟
齬を少しでも減らすことができればと考えた。この点については別稿で述べた。

（坂本（2018））

5　おわりに
　今年度の教育では新しい試みをいくつか行ったが、それも全て、基礎となる教
科書の文型、語彙等の練習がしっかり行われていることが前提である。基礎のしっ
かりした学習者には発展的な教育も必要である、特に、学習者の知的好奇心を刺
激する、興味のあることについて発信する機会を与えることが必要であることを
痛感した。また、予備教育の段階でその後を見据えた教育も必要であることを感
じた。予備教育の期間は短い。その後の教育、研究のための十分な日本語力の基
礎を身につける必要があることは言うまでもないが、その後自律して学習ができ
るような体制を作っていくことも重要であると感じた。今後の教育の進展に期待
したい。
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Intermediate	level	education	focusing	on	cultivating	operational	capability:
Teaching report on the basic Japanese language teachers’ delegation

to Changchun, 2017

SAKAMOTO Megumi

JLC TUFS (Japanese Language Center for International Students, Tokyo University 
of Foreign Studies) sent one full-time teacher to China, with MEXT (Monbukagaku-
sho) support, for the purpose of pre-training Chinese doctoral candidates for potential 
government scholarships. The author served as this year’s head of the basic Japanese 
language teachers’ delegation, in charge of about 100 advanced beginner to intermediate 
level students aiming to enter graduate school with the goal of obtaining a doctorate in 
Japan. This is a report on the Japanese education conducted there this year.

The objective was for students to acquire adequate knowledge and skills in the 
Japanese language to allow them to be able to conduct research and manage their studies 
upon arrival in Japan. Students were expected to learn basic skills at the early stage and 
undertake their research independently at the intermediate stage. In order to achieve 
this goal, the author experimented with two new approaches. One was practical training 
designed to cultivate operational capability and the other was education related to 
communication skills in order for the learners to be able to adapt to Japanese life.

In	order	to	cultivate	their	operational	capabilities,	“speaking”	and	“listening”	study	
hours	were	 increased,	and	 the	“final	speech”	content	was	changed	from	a	 free	 topic	
speech to speaking simply about a specific subject related to their major. Also, a new 
debate activity was introduced. Although their Japanese skills were at the intermediate 
level, advanced level reading and lecture-listening comprehension classes were 
conducted.	And	short	lectures	focusing	on	the	differences	between	China	and	Japan	were	
conducted	and	offered	as	preparation	for	adapting	to	Japanese	life..




