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学部進学予備教育における学習内容に関する調査
― 理科系修了生へのアンケートから ―

石澤徹・手束文子・長村吉洋・保谷彰彦

【キーワード】･ 学部進学予備教育、修了生アンケート、専門科目

1．はじめに
　東京外国語大学留学生日本語教育センター（以下、JLC）では、文部科学省国費
学部進学留学生の予備教育を担当している。文部科学省国費学部進学留学生は、
日本の大学でそれぞれの専門分野について 4 年間勉学する前に、1 年間の予備教
育を受講する。当センターが提供しているプログラムでは、彼らが大学での勉学
にソフトランディングできることを目指し、大学で学ぶために必要な基礎学力を
身につけるために、日本語とそれぞれの専門に応じた科目（専門科目）を学ぶも
のである。本学は文科系の単科大学ではあるが、これまでおよそ半世紀にわたっ
て、学部進学予備教育の学生を受け入れてきた。これまでも、より充実した教育
の提供を目指して改善を積み重ねてきたが、特に理科系科目の担当者が変わった
際に、何を教育するべきかに関する情報がうまく伝わらず、担当者が変わるたび
に、新しい担当者が試行錯誤を繰り返してきたきらいがある。また、留学生たち
が大学進学後、共に学ぶ日本人学生に対しては、学習指導要領の改訂やセンター
試験改革が行われることが決まっており、今後の留学生教育においても、「何を
学んで大学に進学するべきか」の学習目標の点で、教育内容が変わっていくこと
は想像に難くない。
　そこで、以上に挙げた、留学生を取り巻く社会の変化も鑑みながら、これまで
JLC が送り出した留学生が大学でどのような困難に直面したかについて、実際の
経験をもとにした意見を踏まえて教育内容を顧みる必要があると考え、アンケー
ト調査を実施した。本稿はその結果について報告するものである。

2．調査概要
　調査は2017年3月2日～4月9日の間に、インターネット上に開設したアンケー
トフォームにアクセスして回答してもらう形で実施した。対象として、2004 年
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度～ 2015 年度の修了生のうち、JLC の修了生ネットワークに登録されているメー
ルアドレスに対し、一斉メールで調査協力の依頼を行った。結果、総数として
112 名の修了生から回答を得ることができた。具体的には、欠損値のあった回答
を除いて、理科系は、基礎科学 63 名、化学 64 名、物理 45 名、生物 18 名が有効
回答であった。なお、本報告では理科系の修了生を対象とした分析結果について
報告するが、文科系科目では、48 名が回答した。アンケートのなかで年齢は尋
ねられていないが、大学の学年を尺度として表現すれば、回答者には、回答の時
点で大学 1 年に在籍する者から卒業後 8 年の者までが含まれていた。修了生は専
攻分野によって受講科目が異なっており、すべての科目の回答者数をそろえるこ
とはできない。また、この予備教育プログラムの特徴として、生物は医歯薬系専
攻の学生のみが受講するため、ほかの理科系科目と比べて回答者数が少なくなっ
ている。よって、分析は科目ごとに分けて、科目担当教員が実施した。なお、本
報告では理科系科目のうち、数学に関する結果は含んでおらず、別の機会に譲る
こととする。
　質問項目に関しては、基礎科学、化学、物理、生物、数学（理・文）、政治経済・
日本事情の担当教員がそれぞれの領域に合わせて若干カスタマイズしながら質問
事項を決定した。大きくは、JLC で学んだ内容で大学進学後に役に立ったところ、
もっと学んでおきたかったところ、大学進学後の学習内容で困難を感じたところ、
今後の JLC の授業内容に対する提言といった項目である。回答方法としては「役
に立った 4-3-2-1 役に立たなかった」という 4 段階スケールと自由回答を組み合わ
せた形で実施した。

3．結果
3．1　理科系科目
3．1．1　基礎科学
（1）回答結果
　･図 1 に基礎科学での学習効果についてのアンケート結果を示す。
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図1　JLCでの基礎科学での学習効果
　
　全体としては名前を覚えることが役に立ったという回答が多かった。また、そ
のほかに役に立ったこととして自由記述での回答には、実験レポート、実習や実
験、計算力、専門用語が身に付き大学の教科書が読みやすくなった、物質名の命
名法という回答が得られた。反対に、役に立たなかったことについては、一部の
元素名は利用されていなかったり（シリコン、ボロンなど）、英語名が使われて
いる（カーボンなど）ことが指摘されていた。
　大学での大変だった状況としては、具体的に、実験関連（予習、レポート書き）
や電磁気を中心に物理、生命科学と科目を答えた回答とともに、うまく覚えられ
ない、説明がとばされるとき、と、勉強の仕方や日本語の力に関してのコメント
もあった。その原因について、修了生たち自身（自由回答）は、学習内容が原因
だと考えるものと日本語によるものだと考える回答の両方があった。学習内容の
場合は、化学 , 電気電子系の物理 , 内容そのもの、微積の講義と微積を使う授業
が併行したからと状況から来るものがあった。一方、学習状況としては、大学の
授業の多さがネックとなり、十分な個人学習ができなかったところを挙げる者、
日本語に関連して、「生命科学や農学部資源工学科の日本語」、方言、聞き取り、
読解などが挙げられていた。
　
（2）回答の考察
①	JLCの基礎科学の授業への評価に関して
　まずJLCへの提言の内容には第Ⅲ学期 1のレポートや専門の読書に言及があり、
第Ⅰ学期に実施している基礎科学だけでなく、理科系科目全体の授業をイメージ
して回答をしている学生が含まれていることがわかる。ただし、基礎科学は基本
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３ 結果 
３．１ 理科系科目 
３．１．１ 基礎科学 
（１）回答結果 

  図 1 に基礎科学での学習効果についてのアンケート結果を示す。 

 

図 1 JLC での基礎科学での学習効果 

44%

60%

40%

40%

30%

29%

32%

38%

13%

8%

24%

17%

13%

3%

5%

5%

実験器具の名前

元素・物質の名前

目盛の読み方

接頭語と有効数字

とても役立った 少しは役だった あまり役立たなかった 殆ど役立たなかった



－ 272 －

的な実験器具・物質名を含む用語・実験器具の使い方が中心となっており、それ
らは第Ⅱ学期以降の JLC での各理科の授業で使われるものであり、JLC を修了
する時点で、基礎科学のほとんどの内容は当たり前のように身についていると思
われるため、各理科の科目と分けて基礎科学としての内容の有効性と感じるのは
難しいと思われる。
　また、修了生は基礎科学で学んだ内容が平均的に役に立ったと感じていること
がわかる。特に元素や物質の名前を系統だって学ぶことや実験関連と元素・物質
名等を含む用語が多く挙がっているが、本調査対象者のうち、そのおよそ半数の
学生に対する基礎科学の学習内容は、当時、器具を実際見るだけで、実験を行っ
てレポートを書くといった指導はほとんどしていなかったようである。したがっ
て、やはり回答者の中で第Ⅰ学期の基礎科学と、実験を中心とした第Ⅲ学期の理
科系授業との混同が見られるが、逆に、理科全体としての実験および実験レポー
トの指導が役に立っていたことが見受けられよう。なお、使用頻度の低い用語、
古い用語に関しては、例えば「炭素」は教員によって「炭素」といったり「カーボン」
と言ったりするが、論文を読むような専門になってくるとほとんどが「カーボン」
となると思われる。しかしながら、新聞やニュースなど理系用語の常識として
は「炭素」という言葉も必要となるので、専門での言い方と変わってくるような
ものは、可能な限り両論併記し、注意を向けるようにした方がよい。また、すで
に内容として現代にあっていないと思われる内容については、2016 年度以降に
化学担当教員を中心にして教科書の改訂を実施し、対応を行ってきているところ
である。加えて、提言のなかにあった「物理・化学系の学生への生物に関する授
業」についても、第Ⅲ学期に基本的な生物の内容を学習する「生物基礎」を開講し、
必修として履修できるようにするなど、プログラムの改変を実施しながら、現在
の大学での状況に応じた内容へとアップデートを行っている。基礎科学において
は、2018 年度から基礎科学に生物の内容を盛り込むなど、カリキュラム全体を
考えた形で、また開講時期の日本語力を考慮した形で改変を試みている。今後も
同様の展開を行うことは今後の検討事項だと言えよう。

②	大学での理科科目に関して
　質問項目の中には、大学での理科教育全般の難しさを感じた理由として、内容
の難しさに言及した回答が 9 名で回答数のうちの 33 ％、日本語関連を理由とし
ている回答が 12 名で 44 ％である。そのうち、専門用語の不足以外の日本語の運
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用については、10 名で 37 ％であった。日本語の運用については、講義を聞くこ
とに苦労したという回答が 6 名で日本語運用を回答としたうちの 60 ％に相当し
ている。専門用語の不足は化学系に進学した学生の「生命科学」と「資源工学」に
関する用語である。生命科学の用語の必要性は先にも挙げたが、「資源工学」につ
いては、志望学生も少なく、所謂「地学」や「地球科学」等の言葉は JLC の理系科
目では扱わず盲点となっている。「地学」や「地球科学」が重要な専門へ進学する学
生にはせめて用語をまとめたものの配布や、補講などで何らかの対処をすること
も優先順位の高い課題であると思う。また、難しく感じた専門の内容で特定の科
目名を挙げた 10 名のうち、物理は 6 名で 60 ％を占めた。6 名のうち半数は生物・
薬学系の学生で JLC では物理の授業を受けていない。JLC で生物選択の学生も
物理を学ぶが必要かもしれない。物理の中では電磁気学を難しいとコメントした
学生が多かった。電磁気は内容そのものが難しく、JLC の物理の授業としても大
きな課題である。

3．1．2　化学
（1）回答結果
　図 2 は JLC での化学の授業が役立ったかどうかについてである。やはり化学
に出てくる用語や物質名、実験器具名など、言葉に関する事項は 80 ％が役に立っ
たと回答している。化学の計算問題や、日本の高校では必ず学んでいるが自国で
は学んでこなかった内容については、役に立ったという回答は上記ほどではない。
理系学生すべてが必ずしも化学の授業や実験を履修するわけではないが、かな
りの学生が JLC での化学の学習内容が役に立ったと回答していることからして、
専門分野に進んでも、なんらかの化学的知識が要求される場面に出くわしている
ことがうかがわれる。実際、修了生の専攻分野をみても、電気・電子・情報系に
進んだ学生が約 30 ％もおり、化学系は 10 ％に満たないことからしても、理系学
生全員に化学を履修させる意味はあると言える。ほとんど役立たなかったという
回答は約 1 割だが、その回答者はほぼ全ての項目で役立たなかったと回答してお
り、化学そのものに興味がなかったか不得意であったことが考えられる。
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図2．JLCでの化学の授業における学習効果

　図 3 は、大学進学後に化学の学習に関して困難を感じたかどうかについて、9
項目で問うた結果を集計したものである。いずれの項目も、「難しい」と「難しく
ない」がほぼ半数となっており、「難しくない」と回答している学生の方が優位と
なっている。この傾向は、化学という分野にかかわらず、他の分野でも同様の傾
向がみられると思われ、日本語能力だけでなく、大学での学習内容も含めた学生
の習熟度に依存する結果となっていると考えられる。なお、とりわけ難しいと回
答した項目としては、課題やレポートを書くことや、先生に質問する時や答える
ときであり、半数以上の学生が難しいと感じている。これは、授業を受ける立場
ではそれほど困難とは感じなくても、レポートを作成することや質疑応答をする
ことは難しいと感じるということであり、留学生に限った傾向とは言えないので
はないだろうか。教員との質疑応答に対する困難さに比べて、学生同士でのコミュ
ニケーションでの困難さはそれほどでもないのも、留学生に限った傾向ではない
と思われる。したがって、日本語学習の習熟度が、専門分野の学習における困難
さに直結しているわけではないと考えてよいだろう。

図１は JLC での化学の授業が役立ったかどうかについてである。やはり化学に出てく

る用語や物質名、実験器具名など、言葉に関する事項は 80％が役に立ったと回答してい

る。化学の計算問題や、日本の高校では必ず学んでいるが自国では学んでこなかった内

容については、役に立ったという回答は上記ほどではない。理系学生すべてが必ずしも

化学の授業や実験を履修するわけではないが、かなりの学生が JLC での化学の学習内容
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なかったという回答は約１割だが、その回答者はほぼ全ての項目で役立たなかったと回
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図3．大学進学後の化学に関する学習における困難度

（2）回答の考察
　以上の結果から、JLC での理系学生に対する理系教科の学習は大いに意味があ
り、かなりの効果が発揮されているとみてよい。とりわけ、大学入学後、理系分
野の授業や実験、実習を行う上で、日本語での基本的な専門用語を習得しておく
ことは、必須の事項であり、大部分の学生は自国ですでに学習した用語を日本語
で理解し、かつ化学の内容を復習することによって確実に学習効果が出ていると
みてよいであろう。他の教科との相関をとればより明確になるであろうが、言語
能力に加えて、課題やレポートの書き方、まとめ方、論理的思考方法などは、留
学生に関わらず、すべての学生に求められる必須な事項であり、予備教育として
完全ではないにしても取り入れていることは、必要かつ重要なことと言える。

3．1．3　物理
（1）回答結果
　まず JLC の物理授業は 2009 年度より本節執筆者が担当している。2010 年度以
降、本節執筆者と前任の物理担当教員とで、『留学生のための物理　学部入学前
の予備教育用教材』を開発しており、2015 年度から開発教材の試用版を JLC の授
業で用いている。
　図 4 は、JLC での物理の学習効果アンケートの結果である。「とても役に立った、
少しは役に立った」の割合は自国で勉強しなかった内容以外は 80 ％以上であり、

いのではないだろうか。教員との質疑応答に対する困難さに比べて、学生同士でのコミ
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一定の評価が得られていることがわかる。

図4　JLCでの物理の授業における学習効果

　以下の図 5 では、大学進学後に物理の学習の各観点に関して難しく感じたかど
うかをたずねた結果を示す。図 5 の結果からは、日本語の運用に困難さより、物
理の内容に関して難しさを感じているようである。

図5　大学進学後の物理に関する学習における困難度

また、大学の物理の授業で難しいと感じたことを自由記述で尋ねたところ、以下
の回答を得た。（カッコ内は人数）

・･ 日本語関係（先生の早口、日本語力、板書が読めない）　（6）
・･ 物理の内容（流れ学、量子力学、解析力学、電気工学）　（各 1 計 4）
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回答結果からは、実際の教員の日本語について困難さを感じている様子が見て取
れるが、これは日本語を母語とする学生も感じることであり、留学生には確かに
ハードルは高いだろうということ容易に理解できる。

（2）回答結果の考察
　図 4 の JLC の物理の各項目（用語、表現、物理の文の読解、実験と実験レポート、
自国で習っていない内容）は、アンケートで測りやすい項目のうち、前担当者と
ともに留学生にとって重要度が高いと考えてきたものであり、今回のアンケート
で同じ順で強く役に立った実感があったという結果を得ることができた。これは、
これまでの JLC での物理の授業の方向性と成果をある程度確認することができ
たと考えている。また、JLC でもっと習いたかったものに、用語と微分を使った
物理が挙がったが、2014 年度に開発した教材ではその点を考慮した内容となっ
ており、2015 年度の修了生からは、この点についての要望は見られなかった。
一方、実験と電磁気に関しては前担当者のころから第Ⅲ学期に行われているもの
であるが、依然十分でないことは教員側も認識しており、今も試行錯誤をしてお
り改善をしたいと強く考える点である。
　大学での物理内容については、図 5 の「難しく感じたか」というアンケートでは、
学生本人の性格や学生が選択する履修教科にも因るし、各大学でどこまでをどれ
だけの期間で学習するかはばらつきがあるので、この結果からは簡単には結論付
けられないと考えている。また、物理の各側面－内容、試験、レポート等につい
て「難しく感じたか」という質問に対する回答を見ると、レポートと試験が最も
難しく感じられており、次に内容の難しさを感じている。これらは日本語が母語
の学生も通常最も難しく感じる点である。難しく感じる点について、実験レポー
トを含む内容そのものの難しさが日本語の不自由さからくる困難さをわずかなが
らだが凌駕している。「難しく感じた理由」及び「難しく感じた時期」・「難しく感じ
た時期の理由」も尋ねたのでそれらを見ると、1 年生の慣れない時期に内容その
ものよりも日本語の難しさを感じるも学生が多いものの、最も大変な時期では内
容（特に電気系）による難しさ感じている学生と日本語の不自由さから感じる学
生が拮抗している。
　JLC 物理への提言については、物理表現の練習を今年度はこれまでより練習量
を増やしているが、予習を有効に活用できるようにするシステムや実験ノートの
取り方、演習問題の充実は今後取り組んでいきたいと考えている。
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3．1．4　生物
（1）回答結果
　アンケートでは最初に JLC での生物学の授業について確認している（図 6）。「生
物学で使う日本語」については、「1」（役立った）が 13 名、「2」が 4 名となり、その
合計は全体の約 94 ％であった。「自国で習った生物学の復習」では「1」が 9 名、「2」
が4名で、その合計は全体の約77％だった。「自国で勉強しなかった生物学の内容」
では、「1」が 6 名、「2」が 6 名で、その合計は全体の約 66 ％だった。「最近の生物学
に関するトピック」については、「1」が 5 名、「2」が 8 名となり、その合計は全体の
約 77 ％だった。
　ここで「自国で習った生物学の復習」（以下、既習内容）と「自国で勉強しなかっ
た生物学の内容」（未習内容）をみてみると、共に「1」が 5 名、共に「2」が 2 名だっ
た。「既習内容」よりも「未習内容」の方で評価点が高かったのは 2 名だったのに対
して、「既習内容」よりも「未習内容」の方で評価点が低かったのは 5 名だった。
　次に、アンケートでは大学での生物学について確認している。授業の難易度で
は、「1 年生の頃は難しかった。だんだん難しくなくなった」が 6 名、「最初から難
しくなかった」が 6 名となった。一方、「1 年生の頃から、大学の卒業まで、ずっ
と難しかった」は 4 名だった。2016 年に大学に入学した 2 名の学生は、1 名が「一
学期は大変難しかった」、1 名が「この一年間はあまりむずかしくなかった」と回
答している。

図6　JLCでの生物の授業における学習効果

　大学生物学の内容自体については「1」（難しい）が 2 名、「2」が 5 名で、それらの
合計は 7 名だった。アンケートでは、大学生物学の授業で修了生が抱える困難さ

問題の充実は今後取り組んでいきたいと考えている。 
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本語」については、「1」（役立った）が 13 名、「2」が 4 名となり、その合計は全体の約
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物学の内容」（未習内容）をみてみると、共に「1」が 5 名、共に「2」が 2 名だった。「既

習内容」よりも「未習内容」の方で評価点が高かったのは 2 名だったのに対して、「既習

内容」よりも「未習内容」の方で評価点が低かったのは 5 名だった。 
 次に、アンケートでは大学での生物学について確認している。授業の難易度では、「1

年生の頃は難しかった。だんだん難しくなくなった」が６名、「最初から難しくなかった」

が６名となった。一方、「1 年生の頃から、大学の卒業まで、ずっと難しかった」は４名

だった。2016 年に大学に入学した 2 名の学生は、1 名が「一学期は大変難しかった」、1
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を探る目的で、「授業中にノートをとること」「授業で先生の講義を聞く」「レポー
トを書くこと」への難易度を確認している（図 7）。ここでは、「1」（難しい）と「2」
の合計に着目する。その結果、それぞれ 10 名、10 名、11 名となった。授業の中で、
ノートをとる、講義を聞く、レポートを書くといった基本的な部分で、何らかの
困難さを感じている傾向が示された。

図7　大学進学後の生物に関する学習における困難度

　最後に、アンケートでは日本語の習熟度についても確認している。主観的な評
価となるが、「JLC 修了時の日本語の力は大学での勉強に十分でしたか？」への回
答をみると、「1」（不十分）が 2 名、「2」が 7 名、「3」が 6 名、「4」が 3 名だった。

（2）回答からの考察
　はじめに、大学での生物学の授業が「ずっと難しかった」と回答した 4 名につ
いて検討してみたい。日本語の習熟度として、「JLC 修了時の日本語の力は大学
での勉強に十分でしたか？」の回答をみると、「1」（不十分）が 1 名、「2」が 1 名、「3」
が 2 名だった。この結果から、日本語の習熟度が原因で生物学を難しく感じてい
る場合もあれば、日本語の習熟度以外の問題、例えば、生物学への苦手意識や習
熟度などが影響している場合もあるように考えられる。
　JLC での生物学の授業について、「4」（役に立たなかった）と「3」と評価した回答
者が 7 名いた。そのうち考察が可能な 4 名について検討してみたい。これら個別
の事例には、授業の問題点や改善点を把握するヒントがあると思われる。まず、「自
国で習った生物学の復習」（既習内容）、「自国で勉強しなかった生物学の内容」（未
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習内容）に関して、共に「4」（役立たなかった）とした回答者は 2 名である。2 名と
も生物学用語については「1」（役立った）、あるいは「2」としている。この 2 名は、
大学生物学を「最初から難しくなかった」と回答していることから、JLC 受講時
から生物学の知識が大学生 1、2 年生レベル以上だった可能性がある。それを裏
付けるように、2 名とも JLC 生物学での「最近の生物学に関するトピック」（最新
トピック）については「1」（役立った）と答えている。これらの結果から、この 2
名は JLC 生物学が易しすぎる状態だったと推察される。なお「JLC 修了時の日本
語の力は大学での勉強に十分でしたか？」には、「2」（やや不十分）と「3」（おおむ
ね十分）と回答している。
　既習内容と未習内容の両方で「3」とした回答者は 2 名である。1 名については

「3」と評価した理由を推察できなかったが、大学生物学について「1 年生の頃は難
しかった。だんだん難しくなくなった」と答えている。一方、別の 1 名は「1 年生
の頃から、大学の卒業まで、ずっと難しかった」と回答している。「JLC 修了時の
日本語の力は大学での生活に十分でしたか？」について、あまり十分でなかった
に相当する「2」であり、化学の授業も「やや難しい」としている。これらのことか
ら、生物学に加えて、化学や日本語にも困難さを感じていたことが推察される。
　既習内容が「3」、未習内容が「2」としている回答者は 1 名である。この回答者
は大学生物学について「1 年生の頃から、大学の卒業まで、ずっと難しかった」と
している。しかし、「JLC 修了時の日本語」は「3」（おおむね十分）、大学の化学に
ついては「4」（難しくない）と回答している。このことから、日本語や化学には困
難さがないが、生物学には苦手意識を持っている可能性が考えられる。
　以上の結果をまとめる。JLC 生物学が役立たなかった、あまり役立たなかった
という回答者は 7 名いた。その中で、役立たなかった理由として、2 名は JLC で
生物学を受講している時点で、すでに生物学の習熟度が高かった可能性が高いと
考えられる。一方、JLC 生物学があまり役に立っておらず、かつ大学では「1 年
生の頃から、ずっと難しかった」という回答者が 2 名いた。そのうち 1 名は日本
語の習熟度が影響した可能性があり、他の 1 名は生物学自体に苦手意識があった
可能性がある。
　　
（3）アンケート結果を踏まえた今後の授業について
　今回のアンケートにより、JLC 生物学は概ね大学生物学の理解に役立っている
ことが示された。回答数が少ないことや、担当講師の交代に伴い授業内容が変更
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していることなどを考慮する必要はあるが、今後の授業に活用できるようなデー
タが得られたと思われる。
　JLC 生物学の中で「生物学で使う日本語」は、大学生物学でも特に役立ってい
ることが示された。今後は生物学辞典などを活用しながら、生物学用語や生物学
特有の言い回しに触れる機会を増やすなど、新たな試みも考えられるだろう。生
物学の内容自体についても、「自国で習った生物学の復習」が役立ったと回答した
学生が多かった。日本の高校生物をもとに JLC 生物学の授業を組み立てること
が有効であると改めて確認された。「自国で勉強しなかった内容」として、大学 1、
2 年生で習うような発展的な内容を授業に取り入れることも、概ね役立っている
ことが示された。
　一方で、授業を進めるうえでの課題も浮かび上がった。特に、生物学に苦手意
識がある学生や習熟度が若干低い傾向にある学生には注意が必要だと思われる。
このことは留学生に限定されることではなく、大学で生物学を履修する学生に
とっては、高校生物の理解は必須である。ただし「自国で習う生物学」は国ごと
に異なっていると考えられるため、日本の高校生物を基準としていると、そこに
は留学生にとっての未習内容が含まれている可能性がある。このことを念頭に置
いた授業を心がけたい。さらに、大学の授業において、「ノートをとる」「講義を
聞く」「レポートを書く」といった基本的な部分について、修了生が困らないよう
に、JLC 生物学の中でも引きつづき対策を講じる必要があると思われる。また、
生物学の習熟度が高いと想像される学生の中には、JLC の生物学が役立たないと
感じていた例もみられた。このような場合に、最新トピックを交えることの有効
性がアンケート結果から示唆されている。

4　おわりに
　本調査は、JLC で行っている予備教育の専門科目教育の改善を図るため、関連
する情報を収集する目的で実施された。その結果、修了生の多くは JLC の授業
内容が大学に進学した後にも有益な学習内容であったことを実感していた様子が
わかる。ただし、その基本となる日本語能力については、もっと学びたかったと
いう声が大きかった。特に、レポートの書き方や講義の聞き取り、ノートテイキ
ングは、科目に関係なく学習の必要性を訴えている修了生が多かった。日本語を
全く学んだことがない学生に対して、集中型の授業を行うにあたって、どうして
も不足しているところがあることは否めないが、効率よい学習をサポートするた
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めに、現状の授業内容でよいか改めて考え直す時期にあると考えるべきであろ
う。山本（2003:73）は大学での教育について「日本語科目だけでなく、専門科目で
も引き続き言語能力を伸ばしていけるような大学全体の教学体制を整える」必要
性に言及していたが、予備教育では、「引き続き」ではなく、アジャンクトである
ことが求められる。日本語科目と専門科目という分野間のアーティキュレーショ
ン（Tohsaku,･2012）がより一層求められていると言えよう。各科目の回答のなか
にも「日本語能力」というものがあったが、「学び」の基本的な力という点で、思考
力としての言語能力の重要性についても包含した回答であったと思われる。今後
追調査を行っていきたい。なお、本報告では、理科系科目同士の関係についても
言及できたのは一部であった。実際の成績についても確認しながら、科目間のアー
ティキュレーションについても今後検討を進めていきたい。

注
1･ 1 年コースでは 3 学期制をしいており、基礎科学は第Ⅰ学期後半（5 月末～ 7

月）化学・物理・生物は第Ⅱ学期（9 月～ 12 月）と第Ⅲ学期（1 月～ 2 月）に開
講している。
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The Survey on Learning Contents
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Questionnaire to Alumni in the Natural-Science Major
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We had a questionnaire-survey to JLC alumni in the pre-undergraduate program to 
improve our curriculum of natural science subjects, including basic science, chemistry, 
physics, and biology.

From the result, (1) natural science major alumni felt that it was useful to understand 
technical terms and how to use laboratory materials. Also (2) regardless of their majors, 
many	alumni	thought	they	should	have	built	up	enough	Japanese	proficiency	during	pre-
undergraduate program, because they felt difficulties at university not only because of 
the	difficulty	of	the	contents	but	also	because	of	their	 insufficient	Japanese	proficiency	
about writing reports, note-taking, listening lectures. We need to re-think of articulating 
curriculum between Japanese classes and other classes. 




