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ビジネス日本語教材についての一考察
― 教科書のシラバスを手がかりに ―

饗場淳子・作田奈苗・寅丸真澄
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1．はじめに
　ビジネス日本語教材が本格的に刊行されるようになってから 30 年余が経つ。
この間、様々な教材が開発され使用されてきたが、これらを網羅的に取り上げた
振り返りや検討はこれまでのところほとんどなされていないようである。そこで、
筆者らは、今後のビジネス日本語教育のあり方について検討するための教材調査
の予備調査として、寅丸・饗場・作田（2017）において、ビジネス日本語教材を
対象とした調査を行い、そこから見えてくるビジネス日本語教育観の変遷を概観
した。
　本稿は、この論考を発展させ、教材の内容とその背景についての検討から今
後のビジネス日本語教材の展望を考えることを目的とする。「日本語教材」は、

「教科書、実物、模型、写真、カード、地図、音声テープ、ビデオ、CD、CD-
ROM、Web 教材など、日本語を教育・学習するときに利用されるものをいう（吉
岡 2016：3）」が、本稿ではこの中の教科書を検討の対象とすることにする。また、
教科書開発に大きな影響を与える要因の一つとして学習の目的や学習者・社会な
どの様々なニーズなどがあるが、これらと密接な関係がある教科書のシラバスに
焦点を当て、検討していくことにする。

2．先行研究
2．1　日本語教材についての研究
　吉岡（吉岡・本田 2016：はじめに）によれば、戦後の 65 年間に、教材に関する･
テーマで学会誌や大学の紀要などに発表された論文などは約 780 本あり、その中
で最も多いのが教材作成や教材使用に関するものだという。ここでは、「教材を
どう教えるか、学習者に最も適切な教材をどう選ぶか、教材をどう作るかなど、
使用・選択・作成に関する検討が重要であることはもちろんである」としつつ、「教
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材の分析の仕方や新しい機器の利用法、教材の役割・変遷などを検討することは、
教材をより深く理解し、その特徴を把握したり新しい利用法を考えたりする上で、
より一層重要なことである」と述べている。本稿では、この立場に拠り、教材そ
のものを分析し考察することによって教材の理解を深め今後の展望につなげるも
のとしたい。
　教材そのものの研究の中で、史的研究に焦点を当ててみると、主なものとして
関（1997）の「学習法・教授法、教科書・教材の変遷」や、丸山（1998,･1999）の教科書・
教材から見た戦後の日本語教育の変遷や、吉岡（2009,･2011,･2016 など）による一
連の研究などがあるが、吉岡（2016）によれば、日本語教材の歴史的変遷につい
ての研究はそれほど多いとは言えない。また、管見ではこのような研究の中にビ
ジネス日本語教材に特化した網羅的な研究は見当たらない。河原崎・吉川・吉岡

（1992）は、教授法の変遷と教材、日本語教育教材論、そして個々の教材の内容
や特色などが詳細にまとめられており、本研究にも重要な示唆を与えてくれるが、
ビジネス日本語教材が本格的に登場し始めた頃の研究であるため、ビジネス日本
語教材については取り上げられてはいるものの、初期のもののみで、その数もま
だ少ない。
　以上のように、日本語教材そのものについての研究は、その重要性は認識され
ているものの、教材に関する研究分野の中で盛んに行われているとは言えず、そ
の中でもビジネス日本語教材についての網羅的な研究はほとんど手が付けられて
いない状況である。そこで、本稿はこれまでの日本語教材研究の成果も踏まえて、
ビジネス日本語教材研究を一歩前へ進めるものとしたい。

2．2　ビジネス日本語教材についての研究
　ビジネス日本語教育に関する先行研究の分類については、仇（2016）が示唆に
富む。同論考は、ビジネス日本語教育に関する研究を「ビジネス日本語教育は何
を教えるべきかに関する研究」と「ビジネス日本語教育現場に関する実践的研究」
に分け、先行研究をこれら二種に下位分類している。後者の下位分類の中で「教
材分析」に分類されている研究の中には「台湾におけるビジネス日本語関係の教
材の分析」、「中国のビジネス日本語教材における待遇表現の扱われ方についての
分析」、「教材の作成と使用、教材に対する学生の評価についての調査」などがある。
これらから、これまでのビジネス日本語教材の研究では、研究対象とする範囲や
テーマがかなり絞られていることや、教材そのものについての研究は教材開発の
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プロセスの中で行われることが多い様子がうかがわれる。
　その他、ビジネス日本語教材開発に関する文献およびビジネス日本語教材につ
いて報告したものに海外技術者研修協会（2007）がある。比較的広範囲にわたっ
て取り上げられているものの、この報告は 10 年以上前のものであるため、考察
では、「ビジネスパーソンを対象とした実践報告や教材は多く見られるが、外国
人留学生の就業促進を対象としたビジネス日本語に関する文献や教材は現段階で
は不足していることが明らかになった」ことや、ビジネス日本語教材の大部分は
初中級を対象としているものであったため、「中級レベル以上の外国人留学生を
対象としたビジネス日本語教育に関する教材研究は今後さらなる開発が必要であ
り、外国人留学生を対象としたビジネス日本語教育に関する研究は今後発展が待
たれるという示唆が得られた」ことなどの指摘にとどまっている。
　また、日本語教材全般を扱った研究ではあるが、日本語教材から育成したい能
力観を見た吉岡（2011）には、ビジネス日本語教材についての言及もある。そこ
では、「ビジネスパーソンのための日本語教材の特徴から見られる日本語能力は、
職場で使用される用語、紹介・打ち合わせ・会議や、電話・メールなどの非対面
型コミュニケーションを含む様々な場面で行われる待遇表現を中心とした日本語
の使い分け、ビジネスマナーや日本的企業の慣習などについての知識・理解であ
る」とされているが、後述するように、その後、特にビジネス日本語教科書には
変化が見られ、これまでとは違ったタイプの教科書が作成され始めている。
　以上から、ビジネス日本語教材そのものを検討する研究は行われてはいるもの
の、その数は十分であるとは言えず、研究対象も限定的なものが比較的多いよう
である。そこで、本稿ではこれまでに刊行されたビジネス日本語教科書を可能な
限り網羅的に調査し、先行研究で得られた知見も合わせて検討していくことにす
る。

3．調査の概要
3．1　調査対象
　1987 年から 2015 年までのビジネス日本語教科書のシラバスを調査する。調査
対象とする教科書は、海外技術者研修協会（2007）の「文献調査：ビジネス日本語
教材一覧」（1987 年～ 2006 年発行の教科書）に 2007 年～ 2015 年発行の教科書 1を

1･ 追加調査分（2007 ～ 2015 年発行）の教科書の版については原則として初版を調査対象と
したが、参照した資料は第 1 刷でないものもある。
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追加したものとする（計 46）。追加調査では、同じシリーズの教科書で対象レベ
ルが違うものはそれぞれ 1 と数え、「新装版」についてはシラバスが変更されるほ
どの改訂ではないものは調査対象に含めない。原則としてビジネスパーソン・留
学生を対象としたものとし、技術研修生を対象としたもの、試験対策に特化した
もの、用語集、教師用指導書類等は除く。よって、海外技術者研修協会（2007）
のこれらに該当する教科書も調査対象外とした。

3．2　調査方法
　各教科書のシラバスの認定は、海外技術者研修協会（2007）の「文献調査：ビジ
ネス日本語教材一覧」にある教科書については同表の「シラバス構成」欄の情報を
利用し 2、これに従う。追加調査分については、各教科書のシラバスが明確に記
されている部分があればそれを採り 3、はっきりした言及がない場合には編集方
針等が記されている部分や目次等を参考にシラバスを決定した。以上のような方
法をとったため、海外技術者研修協会（2007）の分類とその後刊行された教科書
のシラバスの分類基準は厳密には同一であるということはできないであろうが、
基準が大きく違ってしまうことは考えにくく、また、分類するだけでなく個々の
教科書についても具体的に検討することなどから、分類基準のずれがあってもそ
れを補うことができるのではないかと考える。シラバスの分類は、原則として海
外技術者研修協会（2007）の表中のシラバス項目に従い、次のカテゴリー別 4に分
類した。「構造シラバス、機能シラバス、場面シラバス、技能シラバス、マナー、
その他」
　次章では、教科書のシラバスの年代別傾向を概観した後、具体的な教科書を取
り上げて考察する。

2･ 本稿末の調査対象教科書一覧の番号〈1〉～〈29〉のデータは、すべて海外技術者研修協会
（2007）に拠る。シラバスについては、同報告書では〈6〉と〈8〉は「なし」とされているが、
書名から「マナー」に分類した。同じく〈9〉には「全体的特長」などの項を参考に「機能シ
ラバス」を追加した。同じく〈14〉は書名から「新装版」を調査したと考えられるが、この
まま利用する。追加調査分の〈43〉は Basic1 に Basic1 と 2 を代表させている。

3･ 例えば、『Basic･Japanese･for･Expats』Book1 ～ 3 は次の部分を参考に「機能シラバス」とし
た。「文型や語彙の難易度を重視する積み上げ式ではなく、頻度や有用性を重視したファ
ンクショナルなシラバスを採用しました」

4･「文法（シラバス）」は「構造シラバス」に分類した。「構築シラバス」とされているものがあ
るが「構造シラバス」に分類した。少数ではあるが、「テーマ」や「話題」などとされている
ものは、ここでは「場面シラバス」に集約した。
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4．調査結果と考察
4．1　ビジネス日本語教科書のシラバス概観
　シラバス調査は表 1 のような結果となった。

表1　ビジネス日本語教科書のシラバス　                  （ ）内は調査教科書数

　ここでは便宜的に教科書の発行年代で区切った。年代によって、発行され、ま
た調査対象となった教科書数に差があることや、複合シラバスの場合はそれぞれ
のシラバスを「1」と数えたため、表中の数字を単純に比較することはできないが、
おおよその傾向はつかめるのではないだろうか。
　構造シラバス（文法シラバス）は、日本国内の日本語教育で、1970 年代に全盛
期を迎えたオーディオ・リンガル法などで用いられることが多いが、ビジネス日
本語教科書のシラバスとしては、1980 年代にビジネス日本語教科書が本格的に
刊行され始めた当時もその後も教科書の主軸となるシラバスとはなっていないよ
うである。その代わりに当初から比較的よく用いられているのが、場面シラバス、
機能シラバスである。ビジネス日本語教科書には構造シラバスではなく場面シラ
バスや機能シラバスが比較的よく用いられるのにはいくつか理由が考えられる
が、その一つとして、構造シラバスは、シラバスを一とおり終えるまでは実際の
場面にうまく対応できない可能性がある（日本語教育学会 2005：755）ため、時間
に制約があることが多い、ビジネスでの日本語使用を目的とした学習には向かな
い面があることが考えられる。一方で、表 1 からビジネス日本語教科書では中心
的に用いられている様子がうかがえるのが場面シラバスである。場面シラバスは、

「学習者が出会う日本語の使用場面を中心にそこで必要な表現や文型が埋め込ま
れた（日本語教育学会 2005：334）」シラバスであるため、ビジネス上の具体的な
場面で使用する日本語を、表現や文型も合わせて学びたい学習者にとってはその
ニーズに合ったシラバスであると考えられる。また、機能シラバスも「学習者の
コミュニケーションのニーズに直接結びついた、きわめて実用的なシラバス（日
本語教育学会 2005：755）」であるため、この点で「ビジネス」との親和性が高いの

機能シラバス、場面シラバス、技能シラバス、マナー、その他」次章では、教

科書のシラバスの年代別傾向を概観した後、具体的な教科書を取り上げて考察
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ているものは、ここでは「場面シラバス」に集約した。  

構造 機能 場面 技能 マナー その他
1980年代　　     （ ３） 1 2 3 ー ー ー
1990年代　　　  （13） 3 4 5 1 2 ー
2000年代　　　  （20） 1 4 13 4 5 ー
2010年~2015年  （10） 2 2 8 4 1 5
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ではないだろうか。よって、場面シラバス・機能シラバスは、ともに「ビジネス
日本語」とは比較的相性のよいシラバスであると言えよう。
　日本語教育における代表的な教授法の流れから見ると、1970 年代から 80 年代・
90 年代は言語構造中心主義からコミュニケーション重視への流れの中にあり、
機能シラバス、場面シラバスはその流れの中で構造シラバスに代わるものとして
導入されていったものであった。そして、ビジネス日本語教科書はまさにこのよ
うな時期に登場していることから、これらのシラバスの採用には時代的な背景の
影響も考えられる。いかなる教科書も作られた背景には、さまざまな理念・ニー
ズ・誘因等がある（関 2013）が、日本の経済的な発展を背景として生まれたビジ
ネス日本語教科書も同論考が言うところの「時代のニーズ」「学習者のニーズ」「教
授法理論の影響」などによって登場し、作り上げられたものであると考えられる。
　刊行される教科書数が増えるにしたがって、海外技術者研修協会（2007）に挙
げられたシラバス項目の中でも採用されるシラバスの多様化が見られるが、2010
年を越えたあたりから、それらに加えて新しいタイプの教科書が刊行されるよう
になってきた。表 1 で「その他」に分類された、広義のタスクシラバスとも呼べ
るようなものを取り入れていると考えられる教科書である。これについては後に
詳述する。

4．2　シラバスから見た教科書
　本節では、表 1 に従い便宜的に年代を追って、シラバスの観点を中心に具体的
な教科書を取り上げて検討する。なお、各教科書は教科書名ではなく稿末の調査
対象教科書一覧の番号（〈1〉〈2〉などとする）にて示す。

4．2．1　1980 年代の教科書
　〈1〉は本格的なビジネス日本語教科書の嚆矢ともいえる教科書である。生きた
話し方、談話型の運用に最も重点を置いており、各課の最終目標は、その機能に
応じた談話型をいろいろな違った場面で使いこなせるようにするところにある

（「本書の使い方」）ということで、その提示する会話では、機能に着目したビジ
ネス場面の提示を意識しているようである。また、「まえがき」では、日本企業の
中で、または日本企業と関連を持ちながら経済活動を行う外国人のために、「特
に自分の意図が相手に適

ママ

確に伝わるように表現すること、さらに言語行動をより
効果的に達成するための話の運び方、対応の仕方などに重点が置かれている」と
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述べられ、そのため「文法、文型よりも場面や言語目的に応じた適切な話の進め
方が中心に扱われている」とあえて記されているところから、それまで教科書の
シラバスの主流だった構造シラバスとは一線を画し、目的（ビジネス）に沿った
場面シラバスや機能シラバスを採用した教科書を目指そうとしていたであろうこ
とが推測される。全 20 課は「場面・状況と達成すべき言語行動の目標によって
分けられて」いて、そのタイトルは「自己紹介、わからない日本語を聞く、依頼、
断り、道を聞く、あいさつ、社外からかかって来た電話、社員旅行、予約、お土
産、連絡、おわび、問い合わせ、訪問、敬語、アポイントメント、注意を受ける、
面接試験」などである。
　この 2 年後に刊行された〈2〉は、日本語を初歩から勉強したいと考えているビ
ジネスマンをはじめとする成人外国人を対象とした初級テキスト（「まえがき」）
である。46 課で構成されており、学習者がはじめて日本で生活する時に直面す
るさまざまな場面での言語行動に慣れつつ、会社場面でのコミュニケーションに
無理なく移行できるようにと考えられており、各課の積み重ね学習によって段階
的に文法、文型が身につくよう作成したとされている。初級段階ではコミュニケー
ションを重視しつつも構造シラバスも織り込んでいく工夫が必要だと考えられて
いることが推察される。「まえがき」で、各課冒頭の小会話について「文法項目を
習得しながら、その項目がどんな状況、どんな場面で使われているのかを理解で
きるようにしてある」と述べていることから、その工夫の一端がうかがえる。各
課のタイトルを見ると「紹介、訪問、電話、パーティー、買物、映画、学校、不
動産屋、引越し、会社、家族、喫茶店、展覧会、歌舞伎、昼休み、相撲、社宅、
趣味、旅行代理店、ボーナス、ワープロ、工場見学、取引、銀行、売り上げ報告書、
セールス、接待」などが取り上げられているが、日常生活にも目配りをしている
ためか、ビジネスとの関連が薄いと考えられるものもあり、ビジネス日本語教科
書の場面設定としての試行錯誤の様子も見られる。この時期は、目的（ビジネス）
達成のために有効なシラバスの選択や複合・組み合わせの工夫の模索が行われ始
めた時期であると言えよう。

4．2．2　1990 年代の教科書
　1990 年代に入ると教科書数が急増する。場面シラバスの教科書には、〈5〉、〈7〉、

〈12〉などがある。〈7〉は外国人ビジネスパーソンを対象とした上級学習者向けの
教科書である。「日本語教師だけではなく日本人ビジネスマンの指導参加を前提
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としており、より現実のビジネス場面に近い指導が可能（「本書の特徴と構成」）」
であるとしている。また、上級段階における、真の意味でのビジネス場面を扱っ
ており、一つ一つの語句・表現の定着ではなく、各場面におけるやりとりの展開、
話の流れの定着に主眼を置いているとされている。ビジネス経験者が執筆に参加
しており、扱われている場面は具体的で、各課のタイトルによると「名刺を作る、
日本着任のあいさつをする」などから「新しい客先を紹介してもらう、アポイン
トを取る、商品のプレゼンテーション、カタログ作成社内打ち合わせ、問い合わ
せ・催促、価格交渉、契約条件社内打ち合わせ、交渉の成立、日本人スタッフと
飲みに行く、商品納入社内打ち合わせ、クレーム処理、取引成立のお礼」まで多
岐にわたる。
　〈9〉は日本語の初級段階を既にマスターし、さらに日本語を磨きビジネスに生
かしたい人たちを対象とした教科書（「本書の読者対象」）である。学習者のニー
ズの変化（一企業人として日本人と同等の立場で業務を遂行したいと考える学習
者が増えてきている「まえがき」）に対応し、高度で実践的なオフィスで使う日本
語の習得を目指し、「ビジネスマンに必要なコミュニケーション能力を最大限に
のばすことを目標（「全体的特長」）」にしている。「機能別に各課を構成。更に対象
や場面による使い分けを提示（海外技術者研修協会 2007）」していることからシラ
バスが複合的に取り入れられているようである。「実際にオフィスで飛び交う生
きた日本語、場面や機能をあわせもった実用的なテキスト（「まえがき」）」を標榜
する通り、用意されている表現、会話はバリエーションに富んでいる。
　機能シラバスの教科書には、〈13〉とその姉妹版である〈14〉がある。〈13〉は、「ビ
ジネスの出発点である商談に焦点をあわせたビジネス日本語のテキスト」の必要
性などから生まれてきた教科書である。各課は機能別に構成されており、最終的
にプレゼンテーションのやり方が身につくようになっている（「はじめに」）。時
間をかけ、慎重に検討された機能表現が提示され、実際のビジネス場面に即した
ロールプレーを行うことで運用力を確かなものにし、最後にビジネスシミュレー
ションとして現場で実際に使われている表現に注意させるアクティビティーを行
う。これらの活動は、コミュニカティブ・アプローチで典型的に用いられる活動
である。
　1990 年代は、対象として上級学習者にも目を向けるようになり、一方で初級
～中級の教科書も充実してきた。全体的に、実践的で具体的、そしてよりオーセ
ンティックなものを目指していると見られ、そのことは場面や機能表現の選択、
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活動などに表れているのではないだろうか。その背景として、高度でコミュニカ
ティブなビジネス日本語のニーズがあり、その教材化に当たっては、日本語教育
界全体のコミュニケーション重視の流れがその方向づけをしていったことが推察
される。

4．2．3　2000 年代の教科書
　この時期になると、教科書数もさらに増え、内容や対象の多様化も一層進んだ
ようである。場面シラバスは引き続きよく用いられているが、対象学習者が絞ら
れたものも出ている。例えば、〈18〉では「ホテルの仕事の基本となる 10 の場面」
が扱われている（海外技術者研修協会 2007）。また、時代を反映し、IT 業務に特
化した教科書（〈33〉）もある。〈33〉は日本で働くに当たり直面するであろう場面ご
とに 23 の UNIT に分かれており（「本書の使い方」）、「面接」や「自己紹介」などだ
けではなく「詳細設計書を書く、仕様変更、単体テスト終了報告、進捗状況の報告、
遅延報告、担当モジュール完成報告、結合テスト、システムテスト、オペレーショ
ンデモ、販促対象検索処理、受注処理、発注処理」などのタイトルが掲げられて
いる。
　また、「現在働いている人」だけでなく「これから働こうと思っている人」、また
は「働き始めたばかりの人」などにも対象を広げる傾向も見られる。例えば、〈21〉
は、中級以上の日本語学習者で、日本の会社、日本人とビジネスをしようとして
いる人、日本の会社で働きたいと思っている人、また社会人としての日本語の知
識やマナーを身につけたい人を対象とし、ビジネスの現場で使われている実践的
な会話が取り入れられていることが一番の特長（「学習者の皆さんへ」）とされてい
る。全体を通した内容としては、日本の会社に入社した外国人を主人公にした物
語となっており、その成長の過程で出会うビジネス上の場面が細かく分けられ（新
入社員初出勤や名刺交換から、電話を取次ぐ、プレゼンテーション、クレーム処
理、海外出張等まで）、ビジネス会話特有の表現や敬語、ビジネスマナー、日本
独特の考え方や習慣などが学習できるようになっている。この他、マナーの分野
でも〈22〉や〈23〉のような就職前の準備や新入社員のための教科書が刊行された。
　機能シラバスは、各教科書の主軸をなすシラバスというよりは他のシラバスと
並行して用いられていることが多いようである。〈36〉は、仕事上のコミュニケー
ションを日本語で行いたいと考えるビジネスパーソンや、将来日本で仕事に就き
たいと考えている初級終了レベルの学習者に向けた教科書で、社内外で遭遇する
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ビジネスの場面において、よい人間関係を築き、スムーズに業務を行えるように
することを目的としている（「はじめに」）。全課、機能別に構成されており、各
ビジネス場面に応じて使える日本語の習得を目指している（「本書の特色」）。
　以上に加えて、より高度で実践的なビジネス日本語の習得を目指す流れにある
教科書として〈34〉なども出されている。その他、新聞の読み方、メールの書き方、
電話応対、ビジネスマナーなど幅広い目的にそれぞれ特化した教科書が出ている
のもこの時期の特徴と言えるのではないだろうか。
　この時期は、対象者の拡大と細分化、そして目的や内容の個別化と焦点化の傾
向が見られ、これらに伴うビジネス日本語教科書全体の多様化が進んだと言える
だろう。このことは扱われる場面の多様性にもつながっているようである。
　このように多様な教科書が新規に刊行される一方で、今回の調査対象には含ま
なかったが、すでに出版された教科書の「新装版」の出版が見られるのもこの時
期の特徴である 5。時代の変化に対応した項目（IT 用語や E メール用語など）を
加えたり、付属のテープが CD に代わったりしたものがあるが、ほとんどが基本
的な構成はそのままである。従来型の教科書も根強い支持を得ているのではない
かと考えられる。

4．2．4　2010 年以降の教科書
　2010 年代に入り、特筆すべきは、従来とは違ったタイプの教科書が登場した
ことである。広義のタスクシラバスとも呼べるようなものを取り入れており、言
語の形式より言語の運用に重点を置いた学習活動を主軸に据えた教科書である。
　〈39〉は、日本企業や海外の日系企業のビジネスの現場で必要とされる能力を
養成するための日本語教材で、就業経験のない学習者の使用を意識して作成し
たが、既に企業で働いている学習者でも使用できる教科書（「はじめに」）である。
異文化理解に焦点を当てたケーススタディとロールプレイを取り入れた点に特色
があり、「本書のねらい」として「ビジネス日本語能力・社会人基礎力・異文化調
整能力の養成」と「ビジネス社会へのソフトランディング」が挙げられている。各
課はビジネス会話の流れを学ぶパートと企業文化について考えるパートに分かれ
ており、それぞれのパートにロールプレイが用意されているが、後者にある「異

5･ この時期の日本語教材全体の傾向とも一致する。吉岡（2009）の調査では、2006 年から
2008 年までの 3 年間に刊行された総合教材（全体：68）のうち 20 が改訂版や新装版であ
ることも目を引くと述べている。
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文化ロールプレイ」は異文化理解が必要とされる複雑な状況でのロールプレイで、
これは使用すべき日本語表現が提示されず、タスクの遂行が主目的である「タス
ク先行型ロールプレイ」である。ケーススタディやタスク先行型ロールプレイを
採用することで、学習者の問題発見・解決能力、課題遂行能力を養成することを
狙っている（「本書の構成・特徴」）という。
　〈41〉は「ケース学習」を中心に据え、日本の国内外で、日本語を使って仕事を
している人や、これから日本語を使って仕事をしたいと思っている人を対象に開
発されたものである。日本語の会話や文型に着目するのではなく、仕事の現場で
必要となる能力に着目し、その能力の中でも主に「問題発見解決能力」「課題達成
能力」「異文化調整能力」に焦点を当て、日本語を使いながら仕事の実践力を鍛え
る学習を目指すことにした（「はじめに」）という。日本語を問題解決の道具と考え、
日本語習得そのものは目標としていない（「本書のねらい」）と述べる点が注目さ
れる。
　また、〈41〉と著者が一部重なっているが、〈40〉も目指す主な能力は「仕事で必要
となる、課題達成能力と問題発見解決能力、そして異文化理解能力」であり、本
教科書も、単に日本語を勉強することを目的としていない（日本語は仕事の手段
にすぎないから）と述べる（「このテキストの目指すもの」）。日本人と外国人が一
緒に働くための人材育成用に作られ、両者の人間関係がうまく作られることを目
指している。現在日本語を使って仕事をしている、あるいは将来、日本語を使っ
て仕事をしたいと思っている人を想定して作られており、外国人だけでなく日本
人の大学生や新入社員の使用も可能である（「テキストの対象者」）という。2 部構
成で、Part1 のタスクは 4 つの技能のバランスを考えて作られており、それぞれ
の技能は多様なコミュニケーションの場面から構成され、Part2 は新聞記事を読
み理解することが主な目的である。また、各レッスンの目標と関連する日本語の
能力記述文（Can-do･statements）のリストもある。以上の他に〈42〉、〈46〉も仕事
で必要となる能力の養成に言及している。
　これらの教科書に共通してみられるのは、仕事で必要となる「能力」に着目し、
コミュニカティブな学習活動によってその能力の養成を図ることを教科書の構成
の重要な柱としている点である。これらの教科書に共通するこの方針は「ビジネ
ス能力養成型」とでも呼べるものではないだろうか。これは、主に、「ビジネスの
現場における、ある対応すべき場面・状況が設定され、それぞれの場面・状況で
の問題の解決に向けたプロセスの経験を目指した学習活動を行うことによって仕
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事に必要な能力を身につけることが期待される」というようなかたちになってお
り、特定の能力の養成を指向した、タスクシラバスと場面シラバスの新しいかた
ちでの複合とも言えるものかもしれない。日本語の学習は視野に入れつつも、そ
れを中心的な目的とはしていない。例えば、提示されているロールプレイも従来
のような「ドリル」としてというより「タスク」として扱われるべき内容が用意さ
れている。「何ができるようになるか」という能力記述文の導入もこの「ビジネス
能力養成型」の方向性と無関係ではないだろう。この方針をそのままシラバスと
呼ぶにはなお検討の余地があるが、いずれにしても従来とは違った観点からのビ
ジネス日本語教科書の開発が始まったことは確かである。
　このような方向性は、各教材の開発過程でのニーズ分析から生まれたものであ
ろうが、経済産業省が 2006 年から提唱している「社会人基礎力」（職場や地域社
会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力）も無関係ではなかろ
う。また、この時期（2007 年）から始まった「アジア人財資金構想」もビジネス日
本語教育にとって大きな転換点となった（太田 2015：4 参照）と考えられる。ビジ
ネス日本語はニーズから生まれたもの 6であることを考えると、教科書も必然的
に社会や経済産業界のニーズとそれに呼応した学習者のニーズを反映することに
なる。吉岡（2011：6）も、ビジネスパーソンのための日本語教材についての考察
の中でこの「社会人基礎力」に言及し、「今後留学生に対する日本語教育に取り込
むとしたら、何をどのように取り込むかが課題となるであろう」と述べているが、
上述の教科書類はこの問題提起への「答え」の一つであるとみなすこともできよ
う。また、同氏は、吉岡（2016：24）において 2010 年以降の教科書に見られる特
徴について次のように述べており、本調査の結果と重なる部分もあり興味深い。

2010 年以降の教科書に見られる特徴は、テーマやトピックを重視し、それ
までの文型の積み上げ式を基本方針としない教材が目立つようになった。文
型などのことばの表現形式より話す内容を優先し、日本語を習得することに
より何ができるかということを目標設定にした教材が新たに作成され始めた
のである。

　同論考では、2010 年の新しい日本語能力試験（課題遂行のための言語コミュニ
ケーション能力を測るための試験 , 吉岡 2016：22 による）実施と関連づけて考察

6･ 粟飯原（2015：107）「『ビジネス日本語』と言われる日本語に関する研究は日本経済の発展、
日本型経営に対する関心の高まり、来日する外国人ビジネス関係者の増加に伴い、特に
1990 年代から増えてきた」
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されており、日本語教材史の上でこの時期が一つの転換点となる可能性が高いこ
とが指摘されているが、上で見たビジネス日本語教科書では、課題遂行によって
身につけることが期待される「能力」を具体的に提示し、その養成を目指すこと
が教科書の構成の重要な柱となっている点が特徴的である。

5．まとめと今後の展望
　本稿では、ビジネス日本語教材研究の一環として、ビジネス日本語教科書のシ
ラバスに焦点を当て、これまでに刊行された教科書の内容とその背景について年
代を追って検討してきた。ビジネス日本語教科書の草創期には目的（ビジネス）
を指向した、シラバスの選択と複合・組み合わせの模索が始まり、次の高度でコ
ミュニカティブなビジネス日本語が求められる段階になると、いずれのシラバス
においても、より実践的かつオーセンティックなものが目指されるようになっ
ていった。その次の段階ではビジネス日本語教科書全体の多様化がさらに進み、
2010 年代に入ると、仕事で必要となる「能力」に着目し、コミュニカティブな学
習活動によってその能力の養成を図ることが教科書の構成の重要な柱となってい
る教科書が登場した。以上の流れの背景には、日本語教育界の大きな流れや、社
会や経済産業界のニーズとそれに呼応した学習者のニーズなどが反映されている
と考えられる。
　当然のことながら、もともとビジネスでは円滑な業務遂行のための「能力」が
重視され求められることから、具体的にどのような能力の養成を目指すかは時々
のニーズによって変わる可能性があるものの、今後もしばらくはこのような仕事
で必要となる能力の養成をねらいとした教科書の開発は続くのではないだろう
か。また、日本語教育界全体に見られる自律的で協働的な学習重視の方向に沿う
としたら、今後の方向性として、現に各機関で実践が行われているプロジェクト
ワークなどを取り入れた教材（教科書）のさらなる充実と多様化の可能性なども
考えられる。
　「ビジネス能力養成型」の教科書の今後の課題としては、養成を目指す能力や
その範囲の確定、そして、目指した能力が養成できている、またはできたかにつ
いての検証や評価の方法などが挙げられよう。また、「ビジネス日本語」の範囲を
どう規定するかという問題（例えば、言語教育の側面とビジネスパーソン教育の
側面とのバランスや、「ビジネス日本語教育に携わる者が何をどこまですべきか

（太田 2015 参照）」というようなことなど）とも関わってくる可能性があると考え
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られるが、これらについては稿を改めて考えたい。
　一方で、2000 年代の複数の「新装版」刊行の状況から見ると、従来行われてい
たシラバスも引き続き採用されていくのではないだろうか。ただし、単独ではな
く、現在も試みられている複合の工夫がさらに進化していくものと思われる。
　本稿では、過去 30 年のビジネス日本語教科書のシラバスの全体的な傾向につ
いて考察したが、今後はそれぞれのシラバスについてさらに精緻に検討していく
と同時に、他の観点からも教材分析を行い、今後のビジネス日本語教材の方向性
について総合的に考えていきたい。

【付記】
　本研究の一部は、科学研究費挑戦的萌芽研究･課題番号･16K13236「PBL による
短期ビジネス日本語プログラムとその教材の開発」（代表　寅丸真澄）の助成を得
て行ったものである。
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【調査対象教科書一覧】 

番号 教科書名 著者 出版年 出版元
1 日本語でビジネス会話－中級編ー 日米会話学院日本語研修所 1987 院学話 会米日
2 日本語でビジネス会話－初級編：生活とビジネス－ 日米会話学院日本語研修所 1989 院学話 会米日
3 日本でビジネス 堀内みね子,足高千恵子 1989 専門教育出版
4 JAPANESE FOR BUSY PEOPLEⅡ AJALT 1990 ル ナョシナ ータンイ 社談講
5 オフィスの日本語 高見澤孟 1991 アルク
6 実社会で求められるビジネスマナー 井上洋子 1991 専門教育出版
7 TALKING BUSINESS IN JAPANESE ビジネス日本語フォーラム 1991

8 学生のためのセンスアップマナー
大貫久子,気賀沢よし子, 清涼子, 土田万里子
中島啓子, 水谷志保子

1992 専門教育出版

9 実用ビジネス日本語 －成功への10章－ TOPランゲージ 1993 アルク
10 ビジネス日本語速修コース 清ルミ 1994 アルク
11 JAPANESE FOR BUSY PEOPLEⅠ AJALT 1994 ル ナョシナ ータンイ 社談講
12 実用日本語 ビジネスマン物語８０の場面で学ぶビジネス会話とマナー ことばと文化センター 1996 ことばと文化センター
13 商談のための日本語 米田隆介,藤井和子,重野美枝,池田広子 1996 スリーエーネットワーク
14 新装版ビジネスのための日本語（初中級） 1998 スリーエーネットワーク
15 改訂版第2版　新聞の経済面を読む READING JAPANESE FINANCIAL NEWSPAPERS Revised Edition AJALT 1999 講談社インターナショナル
16 Writing Business Letters in Japanese Keisuke Maruyama 1999
17 フレッシュマンと外国人のための日本語の達人 仕事上の会話 田中則明 2000 ド ンヤポア
18 サービス日本語 －ホテルスタッフ編－ 岡部麻美子,鎭目怜子,向井あけみ 2003 凡人社
19 日本語の達人 仕事上の会話 田中則明 2003 心弦社
20 Japenese for CIRｓ 友松悦子,宮本淳他 2003 財団法人自治体国際化協会
21 新実用日本語 新ビジネスマン物語 ―50の場面で学ぶビジネス会話とマナー― 小田明子,森恭子,湯本雅信,吉田洋子 2004 新宿日本語学校
22 ビジネス日本語テキスト①内定者編 日本映像教育社 2004 日本映像教育社
23 ビジネス日本語テキスト②新入社員編 日本映像教育社 2004 日本映像教育社
24 外国人のための新聞の見方・読み方応用編 How to Read about Business in Japanese ＫＩＴ教材開発グループ 2005 凡人社
25 初級が終わったら始めよう　にほんご敬語トレーニング 金子広幸 2006 ask
26 日・英・中 ビジネスレター Eメールハンドブック 田中則明,キア・シェリーン 2006 心弦社
27 日本企業への就職 ビジネス会話トレーニング 岩澤みどり,寺田則子 2006 ask
28 日本企業への就職 ビジネスマナーと基本のことば 海老原恭子,岩澤みどり,寺田則子,小柴宏邦,蔡忠 2006 ask
29 ビジネス日本語会話　商談・取引編 田中則明 2006 心弦社
30 しごとの日本語（電話応対基礎編） 奥村真希、釜渕優子    2007 アルク
31 しごとの日本語（ビジネスマナー編） 釜渕優子   2008 アルク
32 しごとの日本語（メールの書き方編） 奥村真希、釜渕優子    2008 アルク
33 しごとの日本語（IT業務編） 村上吉文 2008 アルク
34 人を動かす！実戦ビジネス日本語会話（上級） 宮崎道子（監修）,瀬川由美,紙谷幸子,北村貞幸 2008 スリーエーネットワーク
35 Basic Japanese for Expats(まるごとビジネス日本語初級Book1) 大手町ランゲージグループ 2009 The Japan Times
36 にほんごで働く！ビジネス日本語30時間 宮崎道子,郷司幸子 2009 スリーエーネットワーク
37 Basic Japanese for Expats(まるごとビジネス日本語初級Book2) 大手町ランゲージグループ 2011 The Japan Times
38 Basic Japanese for Expats(まるごとビジネス日本語初級Book3) 大手町ランゲージグループ 2012 The Japan Times
39 ロールプレイで学ぶビジネス日本語　グローバル企業でのキャリア構築をめざして 村野節子,山辺真理子,向山陽子 2012 スリーエーネットワーク
40 課題達成のプロセスで学ぶビジネスコミュニケーション 近藤彩,品田潤子,金孝卿,内海美也子 2012 アプリコット出版

41 ビジネスコミュニケーションのためのケース学習　職場のダイバーシティで学び合う【教材編】
近藤彩,金孝卿,ムグダ ヤルディー,福永由佳
池田玲子

2013 ココ出版

42 てしざめを成養の力るえ伝をジーセッメに切適  書文スネジビ・ルーメスネジビ語本日ぶ学でクスタ 村野節子,向山陽子,山辺真理子 2014 スリーエーネットワーク
43 NIHONGO EXPRESS Practical Conversation in Japanese 日米会話学院日本語研修所 2014 アスク出版
44 中級から伸ばす ビジネスケースで学ぶ日本語 高見智子（著）筒井通雄（監修） 2014 The Japan Times
45 1日10分のシャドーイング！就活・仕事のにほんご会話 AJALT（国際日本語普及協会） 2015 アスク出版
46 ビジネス日本語オール・イン・ワン問題集 小野塚若菜,篠﨑佳子,島恭子,吉沢由香里 2015 The Japan Times

The Japan Times

The Japan Times

米田隆介,藤井和子,重野美枝,池田広子

※･ 上記1～29のデータは、海外技術者研修協会（2007）の「文献調査：ビジネス日本語教材一覧」による。
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An	Examination	of	Business	Japanese	Teaching	Materials:
Garnering Clues from Textbook Syllabuses

AIBA Junko, SAKUTA Nanae, TORAMARU Masumi
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The objective of this paper was to examine the future of business Japanese teaching 
materials. The contents and background of various business Japanese teaching materials 
were analyzed for this purpose. The authors examined 46 business Japanese textbooks 
published over the past 30 years, focusing on all that were considered to have syllabuses 
closely tied to the learning objectives and addressed various needs of both the learners 
and society.

The publishing of business Japanese textbooks gained momentum in the 1980s 
when the concept of Japanese for business purposes became more prevalent and the 
necessity to create materials to meet these needs started to be apparent. The number of 
Japanese language textbooks published, in general, steadily increased, and the contents 
improved and became more practical, in response to the need for more advanced and 
communicative	business	Japanese.	After	that,	published	textbooks	were	more	diversified	
and were a factor in increasing the targeted student population as they were more 
sensitive to individual needs in both purpose and content. Relatively speaking, a trend 
toward	a	more	“situational	syllabus”	emerged	as	business	Japanese	textbooks	began	to	be	
utilized.	In	recent	years,	textbooks	have	appeared	that	focus	on	“ability	training.”		In	this	
paper, this type of textbook is considered and is being called a “business ability training 
model”	textbook.

Textbook	development	 focusing	on	“ability	 training”	 is	 likely	 to	continue	 for	
some	time	to	come.	Some	problems	do	arise	from	focusing	solely	on	“ability	training,”	
however, so this concentration may need to be reconsidered in the future. The reasons for 
the	aforementioned	movement	toward	“ability	training”	may	actually	reflect	trends	in	the	
educational world, as well as various needs in society dealing with the economy, trade, 
and the actual learners, themselves.  

The authors also plan to analyze textbooks from vantage points other than syllabuses 
and will try to examine an even better direction for business Japanese textbooks to move 
forward, comprehensively, in the future.




