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文科系予備教育の課題
― 修了生へのアンケート調査を手がかりとして ―

春名　展生

【キーワード】･ 学部進学予備教育、国費外国人留学生、文科系科目

1. はじめに
　東京外国語大学全体の組織再編と並行して進められてきた留学生日本語教育セ
ンター（以下、JLC）の教育プログラム改革も、いよいよ最終章に入りつつある。
1970 年に JLC の前身である東京外国語大学附属日本語学校が設立されて以降、
予備教育と学部教育は人事面で明確に区別されてきたが、2019 年度に予定され
ている国際日本学部の新設にともない、JLC の教員が学部教育をも担い始めると
ともに、これまで学部教育を担当してきた教員が予備教育にもかかわるようにな
る。換言すると、国際日本学研究院という一つの教員組織に所属する教員たちが、
予備教育と学部教育の双方を担うことになる。そのため、担当する教員数の大幅
な増加が見込まれる文科系の予備教育については、大々的な改編を実行する機会
が到来したのである。そのような再編期にあたり、これまで JLC がつづけてき
た予備教育の成果と課題を顧みる必要があろう。
　本稿は、2017 年 3 月 2 日から 4 月 9 日の間にインターネット上で実施したアン
ケート調査の結果にもとづく。アンケートの対象者は、2004 年度から 2015 年度
の間に JLC に在籍し、そこで予備教育を受けた修了生たちである。JLC で理科
系の科目を履修した修了生の回答については、すでに前号の『留学生日本語教育
センター論集』（2018 年）上に分析の結果が発表されている 1。本稿は、報告が残
されていた文科系科目に関する回答に関する考察である。
　
2．アンケート調査の概要
2．1　JLC における文科系予備教育
　調査結果の検討に入るに先だち、まずは JLC でおこなわれてきた文科系の予
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1･ 石澤ほか（2018）参照。
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備教育について簡潔に説明しておく必要があろう。文部科学省が国際的に発信し
ている「日本政府（文部科学省）奨学金留学生募集要項」には、以下のような予備
教育の紹介が書き込まれている。

　最初の 1 年間、文部科学省が指定する予備教育機関（東京外国語大学又は
大阪大学）に入学し、大学入学のために集中的な日本語教育、その他の予備
教育を受ける。予備教育の修学年数は 1 年間であり、授業の内容は日本語教
育を中心として日本事情、数学、英語、及び文科系は社会、理科系は物理・
化学・生物等である。

　ここに書かれた文科系の「社会」として、JLC では、専攻に応じて違った科目
を提供している。予備教育の専攻には「文科系 A」と「文科系 B」の二つがあり、
後者が経済学と経営学の二分野を指すのに対し、前者には、法学や文学など、そ
れ以外の全専攻が含まれる。このような簡略な専攻の二分は、留学生たちが予備
教育機関に配置される前、国費外国人留学生として採用された時点でおこなわれ
ている。アンケート対象者が JLC に在籍していた期間では、文科系 A・B ともに

「政治経済」と「日本事情」を履修し、文科系 A のみの科目として「日本史」が、そ
して文科系 B のみの科目として「文系数学」が用意されていた。
　このような「社会」の解釈が、募集要項の文言に照らして適切であるのかどう
かについては、再考の必要があろう。第一に、募集要項の文章構造から判断する
かぎり、「日本事情」と「数学」は、日本語教育および英語と同様、文科系と理科系
を問わず、全学生に提供される科目として位置づけられている。また、経済学系
の学生を日本史の教育なしに学部に進学させる是非についても、議論の余地があ
る。以上の二点については、過去二年の間に改革が進められてきた。2017 年度
以降、「日本史」は文科系の全学生が受講する科目に変更され、文科系 A のみのた
めに新たに「日本文化」が開設された。また、2018 年度からは「日本事情」が文科
系と理科系の共通科目として位置づけられている。ちなみに、JLC と同様に国費
外国人留学生の予備教育を担っている大阪大学日本語日本文化教育センターで
は、以前から「日本事情」は予備教育の全学生に対し、また、「日本史」は全文科系
学生に対して開講されていた（加藤･2010）。
　いずれにせよ、本アンケート調査に回答した文科系の修了生たちは、「政治経済」

「日本事情」「日本史」「文系数学」のなかから、専攻に応じて三科目を募集要項上
の「社会」に対応する科目として履修している。そのため、今回の調査に着手し
た当初は、これらの「社会」科目に突きつけられた具体的な課題の整理が所期の
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目的であった 2。しかし、結論を先取りすると、少なくとも文系学生に関するか
ぎり、学部進学後のパフォーマンスは、専門科目の理解度ではなく、日本語の運
用能力に大きく左右されるようである。
　
2．2　アンケート回答者の属性
　今回の調査に協力した文科系の修了生は全員で 48 名にのぼり、専攻の内訳で
は、A が 31 人、B が 17 人であった 3。1990 年代の後半以降、文科系 B が過半数
を占めるようになり、とりわけ 2005 年度から 2011 年度にかけては、文科系学生
の三分の二ほどを専攻 B の学生が占める状態がつづいていた（春名･2018）。した
がって、2004 年度から 2015 年度にかけて JLC で予備教育を受けた修了生に協力
を依頼した今回の調査では、対象者の人数に関するかぎり、文科系BがAを上回っ
ている。それにもかかわらず、回答数では逆の結果となった理由については、若
干の注釈が求められよう。
　一般的な傾向として、修了してから多くの年月がたっていない修了生のほうが
アンケートへの回答率は高く、文科系の回答者については、文科系 A の割合が
B を逆転した 2012 年度以降の修了生が 47 名中の 26 名と過半数を占めている 4。
近年の修了生ほど回答率が高いという傾向は、確かに文科系 B の割合を押し下
げている要因のひとつであろう。
　また、文科系 B の修了生は、A の修了生と比べ、アンケートへの回答率が低
いという傾向もみられる。文科系 B の割合が三分の二ほどを占めている 2011 年
度以前の修了生では、回答者 21 名のうち、B 修了生は 11 名で、わずかに半分を
超えている程度である。2012 年度から先でも、専攻 B は、修了生の 30 ％ほどを
占めているにもかかわらず、アンケート回答者のなかでは 23 ％にとどまる。
　2011 年度以前に在籍した文科系 B 修了生の過少回答は、本調査の重大な欠点

2･ 文系数学については、本号の『留学生日本語教育センター論集』に収録されている甕隆博
教員の論文を参照のこと。

3･ 1 名（回答者番号 66）が専攻を「国際バカロレア」と記しているが、名前、JLC 入学年、出
身国から判断すると、この学生は経済学部に進学している。そのため、本稿では、回答
者番号 66 を文科系 B 修了生と見なす。

･ 　なお、アンケートに回答した修了生の総数は、文科系と理科系を合わせると 112 名で
あった。本稿では、回答者が特定されないよう、特定の回答者に言及する際は、名前や
修年度、あるいは出身国の情報にはふれず、回答を整理するために便宜的に付された回
答者番号のみを記す。

4･ これは、修了年度が不明の 1 名をのぞいた人数である。
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であろう。後述のとおり、日本語の運用能力が弱い学生ほど学部に進学してから
学習上の困難に直面する傾向があるが、相対的に回答者が少ない 2011 年度以前
の文科系 B にこそ、日本語能力の弱点を抱えた修了生が少なくなかったと考え
られるためである。
　近年では、文科系学生の大部分が、すでに高水準の日本語能力を身につけて来
日しているが、このような学生の状況は、以前から一貫してつづいてきたわけで
はない。たとえば 10 年前の 2008 年度では、来日前に日本語能力試験の 2 級以上
を取得していた者は 66 名中の 5 名しかおらず、逆に「ひらがな」未習者が 19 名に
のぼった。翌 2009 年度も、1 級・2 級の取得者が 54 名中 8 名であったのに対し、
未習者は 11 名であった。しかし、2017 年度では、1 級・2 級の取得者が 54 名中
の 20 名に達し、未習者のほうは 5 名しかいない 5。
　また、少なくとも近年では、文科系 A よりも B に多くの未習者がいる傾向が
ある。2015 年度には、JLC のプレイスメント・テストを経て日本語未習のクラ
スに配置された文科系学生 4 名のうち、2 名が文科系 B の専攻であった。2016 年
度は、未習クラス 2 名中の 1 名が B 専攻であり、2017 年度には、未習クラスの 2
名がともに B 専攻であった。このような最近の傾向をもとに推測すると、2011
年度以前の文科系 B 修了者には、日本語が未習の状態で来日した学生が多かっ
たと考えられる。
　その点と関連して付言すると、本アンケートは、学部を卒業せずに中途で退学
した修了生の回答を想定していない。一名のみ、みずから「2 回生から退学しま
した」（回答者番号 78）と自由回答に記した修了生がいるが、最初の質問に回答す
るにあたって「1 年生の頃から、大学の卒業まで、ずっと難しかった」、あるいは「1
年生から 3 年生後半までは難しかった」という選択肢が用意されているため、中
途退学者はアンケートに回答しづらかったのではないかと考えられる。
　以上を要するに、本調査は、学部進学後に大きな学習上の困難を経験した修了
生を視野に取り込めていない可能性がある。このような限界に留意しつつ、回答
結果の整理と考察に進みたい。
　

5･ これらの数字については、東京外国語大学国際日本学研究院・小松由美教員の教示を受
けた。記して謝意を表したい。
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2．3　回答結果の整理
　本アンケートでは、まず、学部進学後に受講した社会系科目の主観的な難易度
を尋ねている（「大学の社会系科目の授業は難しかったですか」）6。この質問が冒
頭に配置されている以上、回答者は、この質問を念頭に置きながら以降の質問に
答えたと考えられる。そのため、本稿でも、この質問を起点に置いて回答結果を
まとめたい。
　上記の質問に対し、もっとも多く寄せられた回答は、「1 年生の頃は難しかった。
だんだん難しくなくなった」である。文系全 48 名のうち、半数にあたる 24 名が、
この答えを選択している。ただ、このような感覚を抱くのは、留学生のみに特有
な現象ではなかろう。高校から大学に進学すると、専攻の分化や科目の編成など、
大きな変化を経験するため、このような印象は留学生以外の学部学生にも共有さ
れているのではないかと推定される。
　そこで次に、入学してから卒業に至るまで授業の理解に困難を抱えつづけたと
回答した修了生たちに注目したい。具体的には、「1 年生の頃から、大学の卒業ま
で、ずっと難しかった」と回答した 6 名の修了生たちである（回答者番号 59、63、
75、83、84）7。これに「1 年生から 3 年生後半までは難しかった」と回答した 1 名

（回答者番号 25）と「授業による」と回答した 1 名（回答者番号 71）を加えると、合
計で 7 名の JLC 修了生が、学部在籍期間の大部分にわたって学習上の困難を感
じつづけていたと考えられる。7 名の専攻は、文科系 A が 4 名（回答者番号 25、
59、63、84）で B が 3 名（回答者番号 71、75、83）であった。このような学生が発
するメッセージにこそ、予備教育の内容を改善するにあたって有用な手がかりが
潜んでいると考えられるため、以下では、この 7 名に焦点をあてて回答結果を整
理する。
　この 7 名が難しさを感じた場面は、講義の聞き取り、レポートの執筆、そして
試験と全方面に及ぶため、全員に共通する傾向の抽出は難しい。次に 7 名が難し
いと感じた科目に注目すると、数学の運用能力が試される統計学、ミクロ経済
学、金融（「金融ファイナンス」）から、経営学（「経営政策」「国際ビジネス」）、法

6･ 本調査で実施したアンケートでは、回答の方法として「十分 4-3-2-1 不十分」等の 4 段階ス
ケールと自由回答を組み合わせている。

7･ 1 名の回答者（回答者番号 61）は、誤記と判断して除外した。当該回答者は、名前、JLC
入学年、出身国から判断すると、アンケート回答の時点で学部 2 年次に在籍していたと
考えられるため、「1 年生の頃から、大学の卒業まで、ずっと難しかった」と回答するため
の条件を備えていない。
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学（「憲法」「民法」「法律系」）、心理学、思想史（「政治思想史」「歴史的政治思想」「思
想系」）、そして歴史（「日本史」「経済史」）と、これまた多岐にわたる。端的にい
えば、それは文系科目の全範囲に及ぶ。とはいえ、しいて上記の諸科目を概括す
れば、大別して経済学系科目（回答者番号 61、75、84）と思想史系科目（回答者番
号 25、61、83）の二分野については、それぞれ複数名の修了生が難しかった科目
として挙げている。
　じつは、この二分野については、JLC のなかで授業が開設されていない。2．1
のなかで紹介した文科系予備教育の概要から明らかなように、思想史の授業はな
い。経済学に関連した科目としては「政治経済」が開講されているものの、アンケー
トの対象となった修了生たちが在籍した 2004 年度から 2015 年度にかけ、専任教
員としても非常勤教員としても、JLC には経済学を専門とする教員が雇用されて
いなかった。授業名に「経済」が含まれているとはいえ、予備教育の「政治経済」
で学ぶ経済は、経済学的な視点と手法にもとづいて分析された経済ではないので
ある。学部に進学してから学習上の困難を抱えつづける修了生たちには、予備教
育がカバーしていない分野で悪戦苦闘を強いられるという共通の傾向が見いだせ
るのかもしれない。
　さらに一つ、上記の 7 名には共通項が見いだせる。それは、みずからの日本語
能力に関する主観的な評価である。アンケートの最終部に、文理を問わず、全員
が回答する質問として、「JLC 修了時の日本語の力は大学での勉強に十分でした
か」という問いが置かれている。この問いに対し、ここまで焦点をあててきた 7
名のうち、3 名（回答者番号 25、71、83）が「1」（「不十分」）、3 名（回答者番号 59、
63、84）が「2」と答えたのである。
　同じ問いに対し、この 7 名をのぞいた文系 41 名が寄せた回答を整理すると、「4」

（「十分」）が 12 名、「3」が 19 名おり、「2」も 9 名いたが、「1」と答えた修了生は 1 名
しかいなかった。在学期間をとおして学習上の困難を感じつづけていた 7 名の平
均値が 1.86 であるのに対し、ほかの 41 名の平均値は 3.02 であるため、両者間に
有意な差が認められよう。要するに、予備教育の期間内に学部の講義等を理解す
るのに十分な日本語能力を身につけられなかった修了生が、専攻や科目にかかわ
らず、学部在籍期間をとおして学習上の困難を経験する傾向が見いだせるのであ
る。
　同じ結論は、対照的な見地からも導き出せる。上記 41 名のうち、入学直後か
ら社会系科目の学習に困難を感じなかった（「最初から難しくなかった」）と回答
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している修了生が 14 名いるが 8、その全員が、JLC 修了時に自分が身につけてい
た日本語能力について、学部で勉強するために十分（「4」）（7 名）ないしは概ね十
分（「3」）（7 名）であったと認識しているのである。

3．調査結果の考察
　繰り返しになるが、予備教育を修了した時点で、学部で勉強するうえで十分な
日本語能力を習得したと認識していた修了生は、ほぼ全員が、学部に進学してか
らも大きな困難なく勉学をこなしている。修了時の日本語能力を問うた前述の質
問に対し、「3」ないしは「4」と答えた 32 名のなかで、社会系科目が「1 年生の頃から、
大学の卒業まで、ずっと難しかった」と回答した修了生は、1 名しかいない（回答
者番号 75）9。
　ここで問われている日本語能力は、「大学での勉強」という限定的な目的に即し
た言語、いわゆる「学習言語」の運用能力である。この学習言語と対の関係にあ
る言語は一般に「生活言語」と呼ばれているが、その能力についても、本アンケー
トでは JLC 修了時点の自己評価を尋ねている。その結果によると、学部在籍期
間とおして学習に困難を感じつづけた 7 名では、やや不十分に相当する「2」が 2
名のほか、「3」が 4 名、「4」が 1 名となっている。平均値は 2.86 であり、明らかに「学
習言語」よりは到達点が高い。第 2 節の結論と合わせると、JLC の予備教育をつ
うじ、大部分の学生は「生活言語」の習得には成功しているものの、一部は「学習
言語」の習得にまでは至っていないといえよう。
　この問題は、外国にルーツをもつ子どもたちに日本語を教えている教師たちが、
中等教育の場で直面している課題とも共通している。そのような現場に長年にわ
たって関与してきた研究者の（自己）批判は、JLC の教員にとっても傾聴に値す
る。

受け入れ学校での一、二年の日本語指導では、やっと「生活言語」は自分で
覚えられるようになって、ようやく「学習言語」を学ぶスタートラインに着

8･ ここでは、「最初から難しくなかった」と答えた 13 名（回答者番号 17、26、28、30、33、
36、44、47、49、69、74、100、103）に、「特にそういう科目なかった」と回答した 1 名（回
答者番号 106）を加え、合計 14 名としている。

9･ なお、この修了生（回答者番号 75）は誤記が疑われる。この修了生は、修了時に身につけ
ていた「生活」に必要な日本語力を「3」と答えているにもかかわらず、「大学での勉強」に
要する日本語力を「4」と記入している。後述のとおり、ほとんどの修了生は、前者を後
者と同程度に、ないしは、後者よりも高く評価している。
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いたぐらいに考えてほしいところだ。いや、現在は、多くの関係教師はそ
のことを理解しているようだ。理解していながら、次から次へとやってく
るニューカマーの子どもたちに対応するためには、そこまで対応はできな
いとして、「卒業」させてしまう。その中で、たまたま種々の条件に恵まれた
子どもだけが、何らかの方法で「学習言語」の日本語も身につけることがで
きるのである。多くの教師たちはこの奇跡を期待しているといえよう（山田･
2007:･150-151）。

　いみじくも 2 名の修了生が書いているとおり、「一年間しかないので、これ以上
詰め込めない」（回答者番号 98）10のが実情であろう。とはいえ、アンケートの回
答結果には、多少なりとも現状を改良するための手がかりとなるような意見が見
いだせる。アンケートでは「JLC の社会系科目の授業への提言があれば自由に書
いてください」と回答者に依頼しているが、そこには「学習言語」の運用能力を高
めるための提案が見受けられる。ここまで注目してきた7名のなかでも、1人が「大
学レベルの論文の書き方」（回答者番号 59）について、また 1 人が「回

（ マ マ ）

答の書き方」
（回答者番号 75）について練習したかったと書いている 11。7 名以外にも「レポー
トの書き方」を挙げた者が 3 名（回答者番号 41、78、102）おり、長文の記述につ
いては、現状以上の練習を求める需要があると考えられる。
　アンケートの最後を飾る問いとして、全回答者に「センターでの学習」に対す
る提言が求められているが、そこでも、長文の読解と作文を練習する機会の拡充
をのぞむ意見が出されている。文科系か理科系かを問わず、そのいくつかを紹介
すると、読書については、「読書の練習になれる、小説（ラノベでも）とかを進

（ママ）

め
てもらえると楽」（回答者番号 33）、「専攻外文章を拾い読み、概念を把握する技術
を少しでも学習出来れば役に立つと思う」（回答者番号 64）といった意見がある。
また、長文作成に関しては、「レポートや日本語の論文の書き方とかも学びたかっ
た」（回答者番号 6）、「レポートの書き方に関する授業時間を増やす」（回答者番号

10･ほかにも回答者番号 83 の修了生が、「1 年間に学習内容をこれ以上詰められないと思う」
と自由回答欄に書いている。

11･この問いに対しては回答者が少ない。文系全 48 名のうち、何らかの提言を書いた修了生
は 18 名しかいない。7 名のなかでは、4 名が記述している。本文で紹介した 2 名のほか
は、1 名が「もう少し内容を難しくしてもよい」（回答者番号 63）と述べ、1 名が「もう少
し基礎的なところに集中した方がよかったかもしれません」（回答者番号 84）と書いてい
る。正反対の提言にもみえるが、両者とも学部進学後の社会系科目に関して「専門用語
が難しかった」（回答者番号 63）、「入学してから専門用語でかなり苦労しました」（回答者
番号 84）と記している。
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41）、「もっと論理的の論
（ マ マ ）

書〔論文？〕の書き買
（ マ マ ）

った〔方？〕を練習した方がいい」（回
答者番号 73）などの提案が挙げられる。読解と作文ではないが、同様に学問的な
場に必要な日本語能力として、「発表やディスカッションやグループワークなど
の時に必要な日本語にもっと力を入れればよかった」（回答者番号 103）と振り返
る修了生もいた。
　現状でも日本語の教育に最大の時間が割かれているため、やや意外の感を与え
ようが、「日本語の時間もっと増やしたい」（回答者番号 15）という率直な意見も少
なくなかった。学習上の困難を抱えつづけていた文科系の修了生 7 名からも、「生
活によく使われている日本語をもっと勉強したかった」（回答者番号 75）という意
見と、「外国人のみの寮はやめたほうがいい。在学中は授業が終われば、基本的
に英語しか使わなかった。また奨学金の条件として、部活

（ マ マ ）

活動やサークルへの継
続的な参加を強要することも検討すべき」（回答者番号 25）といった大胆な提言が
出されている。ほかにも、「読解と聴解の授業は増やした方は

（ママ）

いい」（回答者番号
82）、あるいは「理系の人にも少し難しい文 化

（ママ）

系の日本語の授業があっても良い」
（回答者番号 79）、「日本語能力が足りない学生たちをもっと厳しく勉強させた方
が良い」（回答者番号 108）などの要望が提起されていることも付記に値しよう。
　以上は、かなり少ない標本数から導き出した結論にすぎない。とはいえ、言語
の運用能力が学校教育に対する適応力を決定づけるという結論は、より大きな母
集団に見いだせる傾向とも合致する。日本国籍をもつ子どもの高等学校進学率が
99 ％近くに達する（文部科学省「平成 29 年度学校基本調査」）のに対し、外国にルー
ツをもつ子どもの場合、その割合が 40 ％台にまで低下する（宮島･2017:･132）。こ
の背景には、困難な経済状況や家庭環境、あるいは社会の差別など、確かに幾重
もの要因が絡み合っているが、外国にルーツをもつ子どもが十分な日本語の運用
能力を身につけていない場合が多い事情こそ、決定的な要因であろう。
　
4．おわりに
　本稿は、2017 年の春に JLC の修了生を対象に実施したアンケート調査を手が
かりとして、文科系の予備教育に突きつけられている課題の抽出をこころみた。
アンケート調査に帰結した共同プロジェクトは、当初、予備教育と学部教育の

「articulation」を精緻化するための研究を課題に掲げていた。この英単語は、骨
と骨をつなぐ関節や歯と歯の咬合をも意味するが、アンケート調査の回答結果を
踏まえて当初の研究課題に立ち返ると、今後の JLC は、個別的な専門分野と予
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備教育との緻密な連結を語彙面で模索するよりは、より普遍的で汎用性の高い学
問的な素養を豊かにする教育をめざすほうが、修了生たちの経験から導かれる教
訓に合致しているのではなかろうか。
　そのために考えられる文科系予備教育の改革案を二つばかり示し、本稿を締め
くくりたい。第一に、現状よりも多様な文科系科目の提供は、学問のなかで「生
きた」日本語にふれる機会を格段に増やすであろう。アンケート回答者のなかに
も「文学や語学に関する内容にもう少し触れること」（回答者番号 69）を JLC にの
ぞんでいた修了生がいたが、今後は、専攻別に異なった授業を履修する「選択」
必修にとどまらず、学部の教養プログラムに準じた選択履修制の導入も検討の価
値があろう。すでに 2．2 で指摘したとおり、経済学や思想史など、現行の「政治
経済」や「日本史」よりも専門性の高い科目の新設には、修了生が学部進学後に学
習上の困難に直面する恐れを減じる効果も期待される。来年度以降、日本語以外
の文科系科目を担当する教員が大幅に増えるため、このような改革については、
近い将来の実現が見込まれる。
　第二に、3．のなかで引用された多数の意見が求めていたとおり、論文・書籍
の読解やレポート・論文の執筆を従来よりも多く取り入れた教育への転換である。
端的にいえば、それは現行の学部教育を予備教育に持ち込む改革であるが、その
ような発想自体に広範な合意が明示的に形成されているわけではないため、その
実現にあたっては、第一の提案よりも困難な担当者間の意見調整を求められるの
かもしれない。

〔付記〕本報告は、東京外国語大学留学生日本語教育センター 2018 年度教育研究
開発プロジェクト「大学進学予備教育における専門科目の学習項目調査」（研究代
表者・石澤徹）による成果の一部である。
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Challenges	in	Improving	Preparatory	Education:
Speculations	on	a	Questionnaire	for	Preparatory	Education	Graduates
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This	paper	is	based	on	a	questionnaire	for	former	TUFS-JLC	(Japanese	Language	
Center	 for	Foreign	Students)	students	who	entered	 the	 institution	from	2004	 to	2015	
to	receive	one-year	preparatory	education	specifically	 tailored	for	MEXT	scholarship	
students	 from	 abroad.	The	 questionnaire	was	 originally	 conducted	 as	 part	 of	 a	
collaborative	project	 to	refine	 the	articulation	between	preparatory	and	undergraduate	
education	in	the	field	of	humanities	and	social	sciences.	The	responses	from	the	former	
students,	however,	indicate	that	a	smoother	articulation	will	be	achieved	by	enhancing	the	
students’	general	proficiency	in	academic	Japanese	than	by	informing	them	of	technical	
terms	and	field-specific	theories.

This	 paper	 extracts	 such	 implications	 from	 the	 questionnaire	 responses	 and	
concludes	with	a	 few	concrete	suggestions	 for	 improving	 the	preparatory	education	
program	of	JLC	for	MEXT	scholarship	students.




