
日本語研修コース修了生に対する追跡調査報告  

酒 井 たか子・三 枝 令 子  

Ⅰ．調査の日的   

筑波大学留学生教育センターでは，関東甲信越地方の国立大学に配属される研究留学生を受け入  

れ，Aコースという名称のもとに6か月にわたる集中的な日本語教育を行っている。すでに1984年  

来の修了生が140人を数える。この間各コースにおいては，学生の学習状況・要望・批判また教師  

自身の反省をもとに活発な討議が絶えずなされ，コース運営についてよりよい可能件を求めて様々  

な軌道修正が加えられてきた。またコース修了後は必ずコース全体のカリキュラムについて反省の  

機会がもたれ，学生にとってさらに意味のある日本譜教育機関になるよう創意工夫がなされてきた。  

文法・漢字CAIの開発，漢字教材の作成は，このような教師の日々の積み重ねの形として表れた  

成果の一端といっても言い過ぎではないであろう。しかし語学教育の真の成果というものは，学生  

達が実社会に出たときに，そこで受けた教育がとれだけその人の子鋸二立ったかということによって  

判断されるべきものであろう。今回実施したこの追跡調査の日的は，まさにこの．ヾ封二ある。センタ  

ーで学んだ学生達が，日本語力の不足によって各自の専門の研究に支障を来していないか，生活上  

日本語で大きな問題を抱えていないか，また顧みてセンターの教育をどのように評価しているか，  

不満があるのか満足しているのか，どのような日本語をどのように学びたかったと思っているか，  

こうした点について学生の率直な意見を聞かせてもらい，我々の日々の努力・改発がひとりよがり  

に陥ることのないようにしたいというのが本調査の目的である。  

Ⅱ．調査の方法   

調杏はアンケートによって行った。1987年12月中旬に住所の明らかな学生には学生宛に，それ以  

外の学生には指導教官宛にアンケート用紙を発送し，用紙の配布を依頼した。回答は項目によって  

選択方式と自由記述方式を適宜取り，また記述は日本語でも英語でもよしとした。   

なお回答を得た学生の内の若干名については，さらに直接面接して詳しい話を聞いた。  

1．対象者  

1986年春学瓢1986年秋学期，1987年春学期の学生を調査の対象とした。この3つのコースに対  

象を絞った理由は，それ以前のコースでは，コース終了後すでに2年以上がたち帰国した学生が一  

部あってデータに偏りがでる恐れのあること，また1986年春からのコースとそれ以前のコースでは  

カリキュラムにかなりの相違点があり，同じ尺度でアンケートの結果が測りにくいことによる。  

1986年春と1987年春のコースに帰国者が各1名おり，対象となったのは各コースそれぞれ2Z名，23  

名，27名，計72名である。  
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Z．アンケートの構成   

次の4広が調査の要点である。  

1 現在の日本語の勉強状況   

2 現在の日本語使用状況   

3 現在の日本語力   

4 センターの教育方法についての意見   

アンケート用紙作成にあたっては，項目を立てたのち，二人のセンター修了生に試行し改良を加  

えて，実際に僅用した版を得た。   

なおアンケhト用紙は「参考資料1」として末尾に掲載した。  

Ⅱ．学生の在センター時のカリキュラム   

目的の項で述べたように，センターではカリキュラムに逐次変更を加えてきた。そのため今回ア  

ンケート調査を実施した1986年春学期（以下86年春と称する），1986年秋学期（以下86年秋と称す  

る），1987年春学期（以‾F87年春と称する）の三つのコースもその授業内容にかなり異同がある。  

そのことは当然，学生のセンターの教育方法についての評価に影響を与えているであろうし，また  

学年が現在抱えている日本語上の問題と，センターの当時の教育内容とが何らかの関連を持ってい  

ることも考えられる。そこでまず調査対象の三つのコースの概要を概観比較し，そののち各授業項  

目と各コースの異同について必要と思われるところを詳述する。なおそれぞれのコース内において  

も同一のカリキュラムが実施されているわけではない。通常コース開姑時に言語学習の適性テスト  

が行われ，その結果によって学生は三つのクラスに分けられる。またコース途中でもクイズ・テス  

トの結果や本人の希望等によって，クラス替えが行われる。それぞれのクラスは進度が異なるため，  

例えば進度の遅いクラスでは復習だけの日が設けられるなど，最終的に学生のセンターで受けた教  

育内容には違いがある。ただしそれをここで述べることは煩雑に過ぎるので，必要なところだけ言  

及することとし，全体の概要については当初予定された進度で進んだクラスのものを衷1に掲げた。  
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表1  コースの概要  

コ ー ス 日 程  4月15日－9月20日  10月15日～3月23日  4月15日～9月21日   

コ  マ   数   376   384   392   

前  期   208   256   256   

後  期  128   136   

（後期内容）  

ReviewText   64   

読 解 練 習  28（辞需引き）  14  26   

専 門 読 解   24   32  24   
聴  10   

解  i 
22  

18  20   

シミュレーション  22  12   

C  L  L  10   

ス ピ ー チ  10  

テ   ス  ト   16   

旅  行   4   

10  
10  

（単位：コマ数1コマ＝75分）   

上記の表で前期というのは，文法の基礎を積み上げる段階いわゆる初級で，テキストは『きそに  

ほんごかいわ』（筑波大学留学生教育センター，1986）を使用している。本文はすべて会話文から  

なる。三つのコースともこの段階では大きな違いはない。ただ86年春よりコンピュータを使った文  

法・漢字練習が毎日1コマ導入されているが，この内容に多少の違いがある。すなわち86年春では  

プログラムが租〈，またエラーが多かったために混乱を招き，時間のロスが多かった。コンピュー  

ターによる綿雪への信頼度が低く，後のコースでは可能となった授業時間外に学生に自由に練習さ  

せるということもできなかった。86年秋ではエラーはなくなり，学生が使用中にコンピュータが動  

かなくなるような事態は皆無に等しかった。ただ練習問題の内容には不備な点が残った。87年春は  

現在使用している版とほぼ同じものである。   

後期は学生のセンター修了後の専門の研究につながっていくことを基本方針として，さまざまな  

内容の授業が試みられ行われている。その中心は専門読解と聴解であるが，このやりかたもコース  

によって異なる。86春では『きそにほんごかいわ』の復習として，まずFB．互SICJ一旦PANESEARE17陀Ⅵ√  

TE‡T』「が使われた。このテキストにはコンピュータによる練習も用意されたが，このコース以降，  

テキスト自体は使われることがなく，陀ASICJAPANESEAREVTEWTEXT』用に作成されたコンピュ  

ータ練習だけが前期期間中に復習として使われている。専門読解に入るための予備段階として．読  
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解練習と称する時間がある。86年春では辞書引き練習と簡単な読解練習が行われただけであったが，  

86年秋からはそのための教材が用意された。内容は助詞相当語，日本語の文体，接続表現，文末表  

現，構文等であった。項目はほとんど変わらないが87年春の版は86年秋の版に相当の改良が加えら  

れている。   

なお86年春の3分の1弱の学生は後期課程には進まず，『きそにほんごかいわ」の段階で日本語  

の学習を終えた。  

専門読解   

各自が大学院に進んで自分の研究をするようになったときのために専門書を読む練習を行う。86  

年春と86年秋では学生が自分で選んだものをi人ずつ読んだ。教師は語彙リストと質問表を用意し，  

授業中，学生はわからないところがあれば教師に個人的に質問するというかたちが取られた。当然  

進み方は学制こよって差があり，たとえば86年秋では，最終的に少ない者は1ページ，多い者は19  

ページ読み進んだ。平均7．2ページであった。しかし一郎の学生から時間がかかる割に勉強した気  

がしないという批判などが出て，87年春では専門によって5－6人のグループを作りグループ内では  

同じ専門書を読んだ。テキストとして『マイクロコンピュータ講義j 2）『科学技術日本語入門』S〉  

『はじめての専門書』りを読む3グループが作られ，『科学技術日本語入門』からは生物，科学，  

物理関係のものを，『はじめての専門割 からは経済，教育関係のものを選んで使用した。グルー  

プ分・けはレディネステストとインタビューの紆果によって決められた。  

聴  解   

聴解練習としては86年秋，86春では前期復習時間に『ヤンさんと日本の人々』5〉を使用した。ま  

た86年春ではテレビ漫画「サザエさん」を2本，スクリプト・単語表を使いながら見せた。87本番  

では東芝日曜劇場「指輪」とテレビニュース1本，ーニュースで学ぷ日本語』6〉から数本（「人気  

企業」「輸出」等）を使用した。  

専門聴解   

専門読解と並んで，日常語のレベルではなく，講義等が聞ける能力を身につけさせることを目的  

とする。教材は教師が作成した。86年春は「第五世代コンビュt夕」，「女性の労働意識」など4  

種類。86年秋は「第五世代コンピュータ」‖，「超高齢化社会」，「貿易摩擦」の3本，87年春で  

は「第五世代コンピュータ」と「脳の話」7〉の2本のうち，どちらかを学生に選ばせた。テキスト  

には単語表の他，ミニマル・ペアー，文型練習等が用意された。  

シュミレーション8〉   

86年春にはなく，86年秋から始まった。これは現実の社会で実際に起こることを，人間関係も含  
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めてクラス内で再現しながら，ある最終目標に向かって作業を進めるというものである。86年秋で  

は箱根への一泊旅行が目標となった。そして旅行前には，意見の出し方を練習しつつ計画作りが行  

われたり，また依頼表現，情報の取り方（電話）を練習しつつ乗り物・旅館等の予約が学生の手で  

実際になされた。旅行後は，報告書を作成するための一連の作業が行われた。87年春では主に経済  

的な事情でこの授業は縮小され，2日間にわたる日帰りの筑波の研究所見学がなされた。公的機関  

への訪問のため，学生が自ら計画を立てることは実際上無理で，この見学はシュミレーションとは  

言い難かった。  

CL L91   

これはCommunity Language Learningの略で学習者の不安感や圧迫感を閉り除きながらコミュニ  

ケーション能力を高めようとするものである。種々の条件からセンターで行われたものが正規のC  

L Lとは必ずしも言えないかもしれない。   

川口（1985）によればCL Lの授業とは次のようなものである。「学習者は輪になって内を向い  

て座る。初期の場合は言いたいことを母語でいう。その発話を教師（というより助言者）は学習者  

に訳して耳元で言う。学習者はそれを繰り返し，それがテープに録音され，再生される。次の発話  

も同様に処理される。回を重ねるにつれ，次第に学習者の母語が減り，学習言語の使用が増えてく  

る。」   

センターのCLLは紹時間数10コマと少なく，担当の教師に慣れの問題もあったため，十分C L  

Lの特徴を出せたとは言い難い。実際に担当した教師は，クラスの雰囲気・構成員によってうまく  

いったところといかないところがあったという感じを受けた。  

スピーチ   

自分の専門について10分程度発表する。発表会はコース終了直前に行われる。事前に原稿や語彙  

リストを作り自分でワープロを打つため，かなり時間がかかる。放課後の時間が使われることも多  

く，実際には先の表のコマ数よりかかっている。  

テスト   

『きそにほんごかいわ』の段階で8回のクイズと，2回のテストとインタビューが行われる。後  

期は，86年春と86年秋では 陀ASTCJAPANESE・AREV！EWTEXT』についてのテストが1回なされた。  

またいずれのコースもコース終了直前に，名古屋大学と共通の実力テストとインタビューが実施さ  

れた。  

旅 行   

86年春はディズニーランドの日帰りのみ。86年秋では先のシュミレーションに加えて，茨城県内  
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一周の野外研修があった。ただしこれらのプログラムは語学教育とは関連がない。  

Ⅳ．調査結果  

回答者の概要   

回答者51人，回収率は71％であった。学生の国耗，大学、専門および現在の身分の構成は以下の  

通りである。  

1．国籍  

アジア  26人（インドネシア8，タイ6，インド3，ビルマ3，バングラデイシュ2．  

フィリピン1，スリランカ2，パキスタン1）  

南米  8人（ブラジル5，アルゼンチン1，ペルー1，チリ1）  

ヨーロッパ 8人（イギリス2，ギリシャ1，オランダ1，ハンガリー1，デンマーク1，  

東ドイツ1，ポーランド1）  

アフリカ  4人（チュニジア3，エジプト1）  

中近東  3人（ヨルダン1，イラン1，イラク1）  

中米  l人（コスタリカ）  

北米  1人（アメリカ合衆世）  

2．現在在籍している大学  

筑波大学   14人  手郁宮大学  

千葉大学  9人  電気通信大学  

横浜国立人草 9人  東京大学  

3人  図書館情報大学  

3人   Ill梨大学  

2人  自治医科人学  

Z人  東海大学  

2人  

茨城大学  

信州大学  

群馬大学  

埼玉大学  

新潟大学  

3．専門  

理工学系  29人  57％  

人文・社会系13人  25％  

医薬系  6人   12％  

農学系  2人  4％  

体育系  1人  2％  図Z 専 門  

100％   

理工学系が全体のごll数以上を■」iめている。理二1二系の中での専門は，電子工学5人，電気工学4人，  

コンピュータ4人などとなっている。続いて人文・社会系が約4分の1である。  
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4．現在の身分  

86年春  86年秋  87年春  計  

大学院  12人  8人  6人  26人  

研究生  3八   10人   12八  25人   

大学院と研究生は約半数ずつになっている。大学院生の割合は，86年春では80％，86年秋44％，  

87年春33％であり，センター後の期間が長い者ほど，大学院生の割合が．皇iい。なおこのアンケート  

回収時には研究生であるが，1988年4月から大学院に進むことが決まっているものがセンターで把  

握した範囲で10人しゝる。内訳は86年春1人，86年秋3人，87年春6人である。この予備課程の学生  

は，大学院での研究を目的に留学しており，大学院の試験を受けるかどうかは本人の自由意志に任  

されている。しかし現実には大学院への入学を希望している者が多いことがこの数字からわかる。  

A 日本語の勉強について   

日本語の勉強を現在も続けているか否かによって，日本語に対する姿勢を捉えようとした問であ  

る。大学と大学以外の勉強に分け，勉強時間，形式，テキストについて聞いている。  

Al 大学の勉強  

Al 大学の勉強  

◇仝，大学で日本語を勉強していますか。（はい，いいえ）  

「はい」の場合  

a．週（）時間 （1時間一分）  

b．だれと 教室の授業  

チューター  

その他（  

C．テキスト（  

「いいえ」の場合  

◇これまで，大学で日本語を勉強していましたか。（はい，いいえ）  

「はい」の場合  

a・週（）時間 （1時間一分）  

b．いつからいつまで  

19（）年（）月から19（）年（）月まで  

C．だれと 教室の授業  

チューター  

その他（  

d．テキスト（  
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All現在の大学での日本語の勉強状況  

大学で日本語を勉強している学生  25人  49％  

勉強していない学生  26人  51％   

現在人草で勉強している学生と勉強していない学生の割合はほほ半々であった。勉強している学  

生の内訳は，87年春が18人中13人（72％），86年秋は18人中7人（39％），86年春は15人中5人（33  

％）と，センター終了後の期間が長くなるほど，勉強している割合が少なくなると言える。   

時間は学生によって週1時間から15時間までの幅があるが，大学によって1コマの時間が50分の  

ところから90分のところまであり，正確な時間はつかみにくい。  

勉強の形式  25人中  教室  16人  

チューター  8人  

数重＋チューター  1人   

テキストは記入していない者が多い。記入されたものは『日本語表現文型中級』相木人の一生』  

『日本語中級』『実践日本語の作文j とコースで配布されるプリントであった。   

A12 これまでの大学での日本語の勉強状況   

Allで現在勉強していないと答えた学生について，これまでに勉強していたことがあるか否かを  

尋ねた。87年春の学生はセンター終了後3カ月なので，この項目から外す。86年春・86年秋の学生  

で，「現在勉強していない」と回答した21人を対象とする。  

これまで勉強していた  3人  

勉強していない  18人   

勉強の形式は，教室の授業が2人，チューターが1人である。教材は FIC‖ と専門の本があ  

げられていた。  

A2 自分でしている勉強  

A2 自分でしている勉強   

今，一人で日本語を勉強していますか。（はい，いいえ）  

「はい」の場合  

a．週（ ）時間くらい  

b．何を勉強しますか  

（）専門の日本語  

（）筑波で勉強したことの復習  

（）漢字  

C．使っているテキスト  
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専門の本（名前   

筑波で使ったもの（   

その他（  

d．勉強のしかた   

（）テレビを見る   

（）ラジオを聞く   

（）新聞を読む   

その他（  

これは個人的な日本語の勉強についての間である。  

勉強している  43人  

勉強していない  7人  

押答  1人  

％
 
％
 
％
 
 

4
 
 

8
 
1
4
 
2
 
 

a．勉強時間   

勉強時間は週に1時間から30時間と幅広く分かれている。「一日中」という回答もあったが，日  

々の生活において常に積極的に学ぼうとしているということであろう。  

b．何を勉強するか。（複数回答）  

専門の日本語  

筑波の復習  

漢字  

人
 
人
 
人
 
8
 
 
0
 
 
6
 
 

2
 
 
2
 
 
〔
／
】
 
 

C．テキスト  

日本語関係  『日本語ジャーナル』川ノ 『仰1lrTOREADJAPANESENE仇rSP」1PER』  

FA G11jde to ReadiTlg＆WritingJapanese』  

『colnPTehendingTechnicalJapanese』3シ  

打apaneseわr Today』川  陀ememberingKa面J12）  

『日本語表現文型中級』－さ 『時事英語』－d 水谷愕の著書  

専門関係 『Terbo PasealRcf．Manual』『Guardian OperatingSysteTn．』  

『？Mathematies』『超電導発偏機』『ディジタル信号処刑  

F経済の日本語』『新経常英和辞典等』『学術用語集 電気†二学編』  

『電送回路 ディジタルフィルタルj『教育学基礎j  

Fマネジメントコントロール』『禅骨学ヒ経常学入門』 専門の論文   

なお，筑波で使ったテキストの中では，『BASICJAPANESE▲A REVIEWTEXT』をあげたもの4人，  

『きそにほんごかいわ』3人，読解練習のプリントが2人であった。  

d．勉強のしかた（複数回答）  
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テレビ   
ラジオ   

新開  

その他  

43人   

13人   

10人   

9人   

A2で自分では勉強していないと答えながら，この勉強のしかたではテレビ等に回答した者が何  

人かいる。テレビ・ラジオの視聴は受身的な姿勢でも可能なことであるので，人によってそれを日  

本語の勉強ととるか否かの差であろう。  

A3 大学以外での勉強  

A3 大学以外での勉強（大学以外の日本語コースなど）   

今，大学以外で日本語を勉強していますか。（はい，いいえ）  

「はい」の場合  

a．過（）時間  

b．だれと （   ）  

C．何を勉強しますか  

d．使っているテキスト（  

これは大学以外の日本語の勉強について聞いている。「勉強している」のは次の4人だけである。  

1神奈川県協会  週2時間 新聞を読むためのコース（87年春ブラジル）   

2 家庭教師  週1．5時間（87年春オランダ）   

3 友達  週6時間から12時間 話す練習（87年春バングラデイシュ）   

4 日本語教師  過1．5時間 授業料を払って。教材は 陀ASICJAPANESELAREV［EWTEXT』，  

『やさしい日本事情』，テープ，短い作品等（86年秋東ドイツ）  

B 現在の日本語使用状況   

大学と大学以外での日本語の使用状況と，日本語で困っていること，及びその解決法について聞  

いている。大学での日本語使用場面としては，話す時（指導教官と，事務の人と，研究室の友達と，  

発表する時），講義を聞く時，専門書を読む時，レポートなどを書く時を設定してある。  

Bl 大学での日本語使用  

Bll～17 大学の各場面における任用言語  

Bl 大学での日本語使用について  
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大学で日本語を使っているかどうか，答えてぐださい  

1 指導教官と話す時は何語ですか。  

a．日本語だけ  

b．英語だけ  

C．日本語中心  

d．英語中心  

e．半々  

f．その他（  

2 専門の本や論文は何語の本ですか。  

（以下 選択肢は1と同じ）  

3 大学の講義は何語ですか。  

4 レポートや論文は何語で書きますか。  

5 発表したことがありますか。ある場合には何語でしますか。   

（ある，ない）  

6 事務の人と話すのは何語ですか。  

7 研究室で日本人の学生と話すのは何語ですか。  

Bll指導教官と話す時  

日本譜だけ  

日本語中心  

半々  

英語中心  

英語だけ  

13人  25％   

16人  31％   

12人  24％   

1人  2％   

9人  18ヲ右   

指導教官と話す時，約57％が日本語を主に使っていることがわかる。一方，英語を主体に使って  

いる学生は20％で，残り24％が英語と日本語を半々に使っている。   

名古屋大学の国際交流促進委員会による『外国人留学生に対する「日本語・日本文化の教育」に  

関する調査研究報告割（1984）は，留学生を迎え入れる側の国立七大学の指導教官の考え方・現  

状に対する意見を調査したものである。それによれば各専門分野において学生を指導した教官の留  

学生の日本語能力に対する評価は，「十分であった」「まあまあである」と評価する者が55％おり，  

今回の調査の結果と対応している。  

B12 専門の本や論文を読む時  

日本譜中心  

半々  

3人  6％   

11人  ZZ％  
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英語中心  

英語だけ  

日本語だけ＋英語中心＋半々  

その他（未定）  

17人  33％   

18人  35ヲ≦   

1人  2％   

1人  2％   

専門の本や論文を主に英語で読んでいる学生は35人（68％）に上る。そのうち，「英語だけ」で  

しか読まない学生は18人（35％）だが，その専門をみると，理工学13人，医学4人，経済1人とな  

っており，理科系がほとんどである。一方，主に日本語を使うというものは3人しかおらず，予想  

されることながら読むことに関しては日本語が使われることが少ない。この3人の専門は薬化学  

（86年秋），物理工学（86年春）．電気工学（86年春）である。なお日本語だけ＋英語中心＋半々と  

いうのが1人いるが，これは授業科巨＝こよって状況が異なるためであろう。  

B13 大学の講義  

日本語だけ  

日本語中心  

半々  

英語中心  

英語だけ  

その他  

無答  

30人  59％   

7人  14％   

3人  5％   

1人  2％   

1人  2％   

6人  12％   

3人  6％   

大学の講義は，9人はまだ受けたことがない，または無答であった。講義は受けたことがないが，  

ゼミは日本語英語半々で行われているという回答もあった。講義に英語が使われているという学生  

の専門は，経済学と植物学である。ただし回答者がこの「講義」を「ゼミ」と解釈している可能性  

もある。  

B14 レポートや論文を弄く時  

日本語だけ  

日本語中心  

半々  

英語中心  

英語だけ  

その他（書いたことがない）  

無答  

3人  6％   

6人  12％   

4人  8％   

9人  18％   

21人  41％   

5人  10ヲ‘   

3人  6％   

レポートや論文をまだ書いたことがない，または無答の者が8人いた。書いたことのある学生の  

うち，合わせて59％の学生が英語を主に使うと答えている。これに対して，日本語を主に使うとい  
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う者は18％であった。まだ弄いたことのない学生のうちの2人は，これから書くが，その時は「日  

本語」と答えている。  

B15 発表したことの有無と，ある場合の言語  

経験なし  20人  39％  

日本語だけ  

日本語中心  

半々  

英語中心  

英語だけ  

7人  14％   

10人  20％   

2人  4％   

4人  8％   

8人  16％  

100％   

日本語で発表したことがない学生は20人で全体の39％を占める。発表したことがある学生におい  

ては，主に日本語を使うものが17人で，主に英語を使うもの12人を上回っている。  

B16 事務の人と話す時  

日本譜だけ  

日本語中心  

半々  

英語だけ  

40人  78％   

7人  14％   

2人  4％   

2人  4％  

事務の人と話す時には92％と大多数の学生が主に日本語を使っていることがわかる。  

B17 研究室で日本人の学生と話す時  

日本語だけ  

日本語中心  

半々  

英語中心  

英語だけ  

英語だけ十半々  

28人  55％   

13人  25％   

7人  14％   

1人  2％   

1人  2％   

1人  2％   

研究室で日本人の学生と話す時，合わせて41人（80％）の学生が日本語を使っている。「英語だ  

け＋半々」と答えた学生は，相手によって使い分けているということであろう。また，ここでは  

「日本語だけ」に含めたが，「研究室に日本人がいない。研究室の韓国人と日本語で話す。」とい  

う回答もあった。  
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B18 中門の日本語で困っていること  

8 専門の日本語で因っていることは何ですか。  

自由記述であるが，主な結果を次にまとめ，全学」二の回答をその下に資料として掲載する。  

23人  阿っていることの中でもっとも多い。  

12人  漢r‘Fと，長文の構造把捉の難しさがあるようである。  

「漢字」  

「読むこと」  

「語彙」  

専門用語  

語彙，単語  

「聞くこと・話すこと」  

7人  

3人  中門の辞書がないという点を挙げた学牛があった。  

6人  発表する時，日本語力が低いため他の人の迷惑になる，と心配し  

ているという者や，日常の一般的な話はできても，高度な話にな  

ると思うように話せないというレベルである。  

3人  

2人  専門のレポートヤ稚灘でない文を書きたいというレベルである。  

「文法」  

「弄くこと」  

「その他」  

内容の理解  

全部  

困っていません  

人
 
人
 
人
 
 

l
 
 
1
 
 
2
 
 因っていない中の1人はほとんど英語だけの環境にあり日本語を  

必要としていない。もう1人は発表を日本語で行うなど日本語の  

任用頻度は高いが，次に述べるCの日本語力では「書くこと」を  

除き，「だいたいできる」と自信を持っている学生である。「書  

くこと」は，自分でも求めていないので，因っていないのであろ  

う。  

資料 専門の日本語で困っていること（全学生の回答）  

・漢字，漢字の読み方 （10人）  

・漢字（lつの漢字に読み方がたくさんあること）  

・漢字の読み方と意味を調べるのに時間がかかる  

・漢字の読み方と単語の問題  

・漢字と言葉の特殊な使い方，表現  

・漢字と語彙  
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・（1）漢字が読めない（2）長い文が分かりにくい  

・漢字と文法  

・漢字 文法 読み方  

・漢字，講義を理解すること  

・漢字を辛くこと（長〈て，子供っぼ〈ない文を書くこと）  

・語彙がたりない  

・専門用語 （4人）  

・専門用語 文法  
・専門の語彙と漢字  

・専門用語が覚えにくい。専門用語の辞書もない。（86年秋，農業）  

・専門の本を読むのに時間がかかる  
・参考文献を読むこと  

・専門の本がよく読めない  

・読むこと（話すことは出来るようになってきた）。  

・研究で使うコンピュータの日本語。説明を読むのが難しい。  

・専門の本に，日本語の良い本がたくさんあるが，読めないので困る。英語の本は大学では手に  

入りにくい。（訳）（86年春機械工学）  

・（1）長い文章を読むこと（2）漢字の読み方（3）先生の話を聞くこと  

・読むこと  

・聞くことはだいたい分かるが，読むのが難しい。  

・聞き取りと読むこと  

・発表する時など自分の日本語能力が低いので他の人の迷惑になる  

・内容の理解  

・普通の話は抽来るが，特別の例えばブラジルと日本の社会についてのような話が出来ない。と   

きどき誤解されていることがある。  

・日本語でレポートを書くための力が少なすぎる。  

・全部  

・関っていません（2人）  

B19 専門の日本語で阿った時の解決法  

9 専門の口本譜で阿った時にはどのようにしますか。  

a．先生に聞く  

b．友達に聞く  
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C．自分で調べる  

d．その他（  

先牛  

先生＋友達  

先生＋友達＋自分  

先生＋友達＋自分十その他  

先年十自分  

友達  

友達＋自分  

友達十自分＋その他  

自分  

自分＋その他  

その他  

解答  

4人  8％  

2人  4％   

10人  20％   

1人  2％   

1人  2％  

6人 12％  

13人  25％   

2人  4％   

5人 10％  

1人  2％   

3人  6％   

2人  4％   

専門の日本語で困った時にどのように対処するかを質問したものだが，上に見るように複数回答  

が多かった。延べの人数では「友達に聞く」が35人，「自分で調べる」が34人であるが，「先生に  

聞く」は19人とやや少なくなる。なお上の数字はまとめてあるが，回答者の中には同じ複数回苓で  

もそれぞれに順番をつけたものがあった。「先生十友達＋自分」ではなく「友達→自分→先生」と  

した者が1人，また「友達＋自分」ではなく「自分→友達」とした者が2人あった。日本語で困っ  

た時にまず自分で調べるか，友達に聞くかはその人の個性や環境にもよるであろうが，困った時に  

先生に聞くというのは他の方法を試みた後にするのが普通であろう。順番をつけなかった学牛につ  

いてもこのことは当てはまると思われるL」  

B2 大学外の口本譜任用  

821友達の有無と使用言語  

B2 人学以外の日本語使用について。  

1 日本人の友達がいますか。（はい，いいえ）  

「はい」の場合  

何語で許しますか。  

a．日本語だけ  

b．英語だけ  

C．日本語中心  
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d．英語中心  

e．半々  

f．その他（  

日本人の友達  

いる  

いない  

47人  92％  

4人  8％  

100％   

19人  37ヲ右   

1人  2％   

1人  2％   

16人  31％   

1人  2％   

6人  12％   

2人  4％   

1人  2％   

4人  8％  

いる場合 日本語だけ  

日本語だけ＋日本語中心  

日本語だけ＋半々  

日本語中心  

日本語中心＋英語中心  

半々  

英語中心  

英語だけ  

鯉答  

100％  

Blの専門の日本語に対して，ここでは日常生活の日本語の使用を聞いている。前述の閃と同粗  

相手によって使い分けるためと思われるが，複数回芥があった。まず92ヲ云の学生に日本人の友達が  

いる。いないという4人は，ビルマ2人，タイユ人，ヨルダンユ人であった。日本人の友達がいる  

場合，計37人73％が日本語を使っている。「英語だけ」というのは一人だけだが，これはイギリス  

の学生である。  

B22 日本譜で因っていること  

2  困っていることは何ですか。   

前のB18では専門の日本語で困っていることを閃いたが，ここでは主に人学以外の生活での，日  

本語の因っていることを自由記述の形式で答えてもらった。  

「漢字」   14人 漢字を読むだけでなく，「書く」ことの問題を挙げている学牛が3人あった。  

また，「個々の漢字から熟語になった時に難しい」という問題，「燕ごii：とカ  

タカナ」が困るという学生が一人。  

「発音」  Z人 ビルマとインドネシアの学生である。  
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「話すこと・聞くこと」  

15人 筑波で習った言葉と，現実の会話の違いを指摘し，分からないという学生が  

多い。捌こ，敬語を2人，場面による言葉の使い分け，締約形を各1人が取  

り上げている。  

「読むこと」 4人 B18で聞いた専門の日本語の場合と比較すると記述した者は少ないが，「新  

聞を読むのに漢字と熟語が難しい」「辞斉に俗語がはいっていないので読め  

ない」という意見があった。  

資料日本語で困っていること（全学生の回答）  

・漢字3人  

・漢字の読み方（専門は少しずつ覚えてきた）2人  

・漢字の書き方  

・漢字 発音 文法  

・漢字とカタカナ  

・読むこと（漢字の問題）  

・漢字は覚えにくい，詫くことと読むことが難しい。筑波大学で日本人とあまり援触がなかった  

ので，普通の日本語になれていない。  

（1）漢字と関係あるもの，とくに書き方（2）会話の縮約形とくだけた言い方はほとんどわか   

らない。  

・言葉使い 漢字  

・単語だけ  
・語彙  

・読み方と書き方（時間がかかる）  

・読めないこと，辞書に俗語が入っていないと言うこともある。  

・弄くことは一番低いけれど因っていない。日常生活で聞き取りが難しい。話すことも自分のい   

いたいことが表現Ⅲ棄ているかどうかは問題  

・聞くこと  

（1）日本人の話す日本語が大変速い。（2）筑波で勉強した日本語と宇都宮での日本語が違うと   

ころがある。  

・日本人と一緒に話している時分からないこと  

・普通の日本人の使う会話がわからない  

・自分が話すときはあまり困らないが日本人同士の会話は俗語が多く分からない  

・敬語（先生や年寄りと話す時自信がない）  

220－   



・言葉を使うこと 特に敬語  

・友達とpolite formを億わない  

・普通に使う会話（inわrmalformとformalform）  

・日常生活で経験から学んだ日本語と，大学で学ぶ日本語が違うこと  

・自然な会誌 話し方，説明，聞き取り  

・（1）会話では俗語と諺が分からない（特にテレビ）（2）新開を読むのに漢字と熟語が難しい。  

（3）熟語が難しい。（4）長い文を書くことは難しい。  

・日常生活で不便を感じる  

・場面による言葉の使い分け（訳）  

・（1）考えを表現すること（Z）漢字  

・発音  

・声を出して読むこと．書くこと，理解することの三つが一つになるのにまだまだ時間がかかる  

（日本人でも9年間かかる）（訳）  

B23 日本語で一番大変だっ たこと  

3 日本語で一番大変だったことは何ですか。   

「今まで日本語で一番大変だったこと」は2の「日本語で因っていること」と重複する答えが多  

かった。漢字が圧倒的であり，それに話すことが続く。  

話すことに関しては，次のような回答があった。  

・よく話せないこと  

・初めの発表の準備  

・敬語（学生とは敬語を使わないので先生と話す曙関る）  

・（医者としての）仕事上，日本語の会話能力を高めたいので，日本語だけで話そうとするが，皆   

は英語で話したがる。患者の病気について，簡潔でかつ正確に話したり説明できるようになりた   

い。（訳）（86年春医学）  

・「はい」か「いいえ」かはっきり言わないこと（86年秋デンマーク）   

上記以外には，聞き取り，読むこと，言葉，発音，などが少数ずつある。   

また「やりもらい」を挙げた学生もあった。書くことを挙げた学生の内容は次のようなものであ  

る。  

・現在ただ1つ因っているのは書くこと（ワープロを使わない時の）。筑波で習った漢字をほとん   

ど忘れてしまった。開くこと，読むこと，話すことは大丈夫。（訳）（87年春タイ）  
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C 日本語力   

現在の日本語の力を．自分でどのようにとらえているかを見る。日常生活と．大学生括における  

語力の中で足りないと思うもの，セン  話す九 聞く力，読む力，発表する力，弄く力の程度，日本  

ター修√時と現在の力の比較について闘いている。  

Cl～6 各場面における日本語力  

C 今の日本語の力はどのくらいありますか。（○をつけてください）  

1 日常生活  

よくわかる だいたいわかる あまりわからない わからない  

2 指導教官と話す  

よくわかる だいたいわかる あまりわからない わからない  

3 日本譜の専門の木や論文  

よくわかる だいたいわかる あまりわからない わからない  

4 日本譜の大学の講義  

よくわかる だいたいわかる あまりわからない わからない  

5 発表を日本語でする。（できると思いますか）  

できる  だいたいできる あまりできない  できない  

6 日本譜でレポートや論文を書く。（できると思いますか）  

＿  

できる  だいたいできる あまりできない  できない  

Cl 日常生活  

よくわかる  

だいたいわかる  

あまか）わからない  

無答  

9人  18ヲ云   

34人  67％   

6人   12％   

2人  4％   

日常生活のレベルでは，84ヲ≦とほとんどの学生が日本  

語に因っていないようである。「わからない」を選んだ  

学生はいなかった。  

だいたいわかる  
67％  

図3 日菅生活   

C2 指導教官と話す時  

よ〈わかる  

だいたいわかる  

9人  18％   

32人  63％  
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その他   
6％ よくわかる  あまりわからない  7人   149≦  

無答  3人  6％   

指導教官と話すとき，81％の学生がだいたい日本語で  

意志疎通ができていると言える。「あまりわからない」  

を選んだ7人は，先のB】1の質問で，指導教官と話すと  

き「日英半々」（3人），「英語だけ」（2人），「日本語  

だけ」（l人），「日本語中心」（1人）を使うと答えて  

いる。  
63％ わかる   

図4 指導教官と話す時  

C3 日本語の専門の本や論文  

だいたいわかる  

あまりわからない  

わからない  

15人  29ヲ云   

25人  499≦   

11人  22％   

日本語の専門の本や論文を読んで，「よくわかる」学  

生は1人もいないが，だいたいわかるものが約3割であ  

る。「わからない」と答えた学生11人の内10人は，先の  

B12の専門の本ヤ論文を読むとき何語を使うかの問いに  

「英語だけ」，残りの1人は「英語中心」と答えている。  

あまり  
わからない 49％  

凹5 日本譜の専門の本や論文  

すなわちここでの「わからない」というのは読んでわか  

らないということではなく，はじめから日本語では読んでいないということである。一方B2の間  

に，日本語だけもしくは日本語中心で専門の本や論文を読んでいると回答した4人は．この項で2  

人が「だいたいわかる」を，1人が「あまりわからない」を選択している。  

C4 日本語の大学の講義  

よくわかる  

だいたいわかる  

あまりわからない  

わからない  

無答  

1人  2％   

20人  39％   

17人  33％   

7人   14％  

6人  12％   

わからない   
14％  

日本語の大学の講義は，「わかる」という学牛と「わ  

からない」という学生がほぼ半分に割れた。先のB13で  

「講義」が主に日本語で行われているという36人のこの  

あまり   
わからない 33％  

図6 日本譜の大学の講義  

頃日への回答内容は，「よくわかる」が0人，「だいた  

いわかる」が16人で，「あまりわからない」14人，「わからない」6人と，よくわからないという  
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学生の方が幾分多い。  

そ  
のできる  
他14％  C5 発表を日本語でする。  

できる  

だいたいできる  

あまりできない  

できない  

顛答  

2人  49右   

25人  49％   

16人  31％   

6人  12％   

2人  4％   

先のB5の間では20人が「日本語で発表をしたこと  

がない」と芥えていたが，ここでは，まだ発表したこと  

がなくても，できると思うか否かを含めて答えてもらっ  

た。できると思う学生の比率の方がやや高い。  

図7 発 表  

その他  
C6 日本譜でレポートや論文を書く。  

だいたいできる  

あまりできない  

できない  

鯉答  

13人  25％   

26人  51％   

］1人  22％   

1人  2％   

これも上の5と同様，できると思うか否かを含めた閃  

である。「できる」と芥えた学生は上人もないが，「だい  

たいできる」は13人いる。このうち5人は先のB4で  

もレポートや論文を主に日本語で書いていると答えてい  

できない  
51％  

回8 口本譜でレポートヤ論文を書〈  

る。残りの7人のうち5人は，「だいたいできる」と思  

うにもかかわらず主に英語で苦いており，2人が日本語英語半々と答えた。一方過半数の26人は  

「あまりできない」を選び，10人は「できない」を選んでいる。「あまりできない」という25人の  

l刃4人は主に日本語で書いている学生である。実際に日本語で舞いているにもかかわらず，あるい  

はそれ故に自分のカント足を感じているのであろうか。また，今は害いていないが3カ月後，すなわ  

ち課程が始まると日本語で書かなければならないという2人は「あ重りできない（と思う）」と「で  

きない（と思う）」をそれぞれ選択している。  

C7 日本譜の力で不足していると思うもの  

C7 今の日本語でたりないことは何ですか。  

（たりないと思う順に1，2，3と順番をつけてください）  
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文法 （）  

漢字 （）  

話す力（）  

読む力（）  

弄く力（）  

聞く力（）   

日本語力の中で，どの面で力のたりなさを自分で感じてい るかを聞いたもので，文法，漢字，話  

す力，読む力，書く力，聞く力に順番をつけさせた。文法は4才支能すべてに，漢字は4技能のうち  

主に読む，書くに関係しており，6項目を並べることは，論理的ではないが，あえて並べて比較し  

てみた。   

回答は，1から6まで全部に順番をつけたもの，1から3までのもの，また人数は少ないがl司順  

位をつけたものがあった。（圃順位のものは平均をとっている）まず，各項目のなかで，足りない  

と思うものとして1位から3位に選んだ人数を合計したものが衷2である。（）は，この間全部  

に雉答の2人を除いた49人中のパーセンテージを記す。囲9は，各項目を選んだ人数を，1，2，  

3位の順に下から積み上げて表したグラフである。  

表2 3位までに選択した総人数  

文 法 12人（Z4％）  

漢 字  44人（90％）  

話す力  7人（14％）  

読む力  38人（78％）  

苦く力  41人（84％）  

聞く力  5人（10％）   

漢字は90％の学生に選択されており，一番多い。中でも1位に漢字を挙げた学生が28人と他より  

圧倒的に多くなっている。弄く力を3位までに挙げたのが41人（84％），読む力が38人（78％）と  

続く。聞く力，話す力，文法は5人から12人と，†i行の3者と大きく隔たっている。  
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図9 日本譜の力で不足していると思うもの（1～3位）  

C8 センター修了時の日本語力と，現在の日本語力の比較  

8 センターで6カ月の勉強が終わったとき（修r時）と，今の日本語の   

力を比べるとどちらが上ですか。（○をつけてください）  

文 法（今の方が上 修了時の方が上 同じくらい わからない）  

漢 字（今の方が上 修了時の方が上 同じくらい わからない）  

許す力（今の方が上 修了時の方が上 同じくらい わからない）  

読む力（今の方が上 値ア時の方が上 同じくらい わからない）  

辛く力（今のガが上 修r時の方が上 回じくらい わからない）  

聞く力（今の方が上 修了時の方が上 回じくらい わからか、）   

表3に各期ごとの凹答数を示す。調査対象となった学牛は，調査時点で，修r後1年3カ月（86  

年春），9カ月（86年秋），3カ月（87年春）と一年の開きがあるが，全体的に大きな差は見られな  

かった。ただ文法において「／卜の力■が上」という比率が，修了後の期間が長いほど低くなっている。   

各項月別では，図10で示したように，すべての項目に渡って「今の方が上」と答えた人数が「修  

／時の方が上」の人数より上回っている。特にセンター修了後，力が伸びたと思っている項目は  
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表3 現在と愕了時の日本語力の比較  

今のほうが上 修了時の方が上   

文 法   21  11   

86年春   5  5   

86年秋   7  3   

87年春   9  3   

漢 字   30  15   

86年春   

86年秋   

87年春   10         4    10         6    10         5   

同じくらい わからない 鯉  

17  0  

」
1
 
0
（
‖
り
∩
∠
2
 
 

話す力   ］  6  0   

0  2  0   

86年秋   1  1  0   

87年春   0  3  0   

7  10  1   

42                         86年春 13                        16                         13                          読む力  31  

86年春  12  1  2  0   

86年秋  9  3  5  1   

87年春  10  3  3  0   

苦く力  22  13  12  2   

86年春   7  3  4  1   

86年秋   8  5  4  1   

87年春   7  5  4  0   

43  、）  3  0   

聞く力                           86年春  13        1       1      0   

2
 
 
〇
 
〇
 
2
 
 
 

86年秋  

87年春  

16  1  1  0  

14  1  1  0  

－227  



話す力  

「
【
U
 
O
 
 

4
 
 
4
 
 

5
 
 
n
V
 
 

4
 
 
4
 
 

5
 
 
0
 
 

4
 
 
4
 
 

5
 
 
0
 
 

3
 
 
 
3
 
 
 

人
 
 

5
 
 
0
 
 

3
 
 
3
 
 
 

人
 
 

5
 
 
0
 
 

人
 
 

「
〇
 
 
〇
 
 

数
 
 

5
 
 
0
 
 

2
 
 
2
 
 
 

致
 
 

無
答
 
 

わ
か
ら
な
い
 
 

同
じ
位
 
 

修
了
時
の
方
が
上
 
 

今
の
方
が
上
 
 

熊
谷
 
 

わ
か
ら
な
い
 
 

同
じ
位
 
 

修
了
時
の
方
が
上
 
 

今
の
万
が
上
 
 

無
答
 
 

わ
か
ら
な
い
 
 
 

同
じ
位
 
 

修
了
時
の
方
が
上
 
 

今
の
方
が
上
 
 

無
笛
 
 

わ
か
ら
な
い
 
 

同
じ
位
 
 

修
／
時
の
方
が
上
 
 

今
の
方
が
上
 
 

無
答
 
 

わ
か
ら
な
い
 
 

同
じ
位
 
 

修
了
時
の
方
が
上
 
 

今
の
方
が
上
 
 

無
答
 
 

わ
か
ら
な
い
 
 

同
じ
位
 
 

修
「
」
時
の
方
が
上
 
 

今
の
方
が
上
 
 

図10 現在とセンター修了時の日本語力の比較  
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「聞く力」と「話す力」で，80％以上の学生が「今の方が上」と答えている。「読む力」「漢字」  

は約60％が「今の方が上」であるが，「書く力」「文法」になると，力が伸びたと答えた学生はJll  

分以下になる。   

全項目で「今の方が上」と答えた学生は15人あった。反対に全項目で，今の力の方が落ちている  

学生はなく，一一番多い学生で6項日中4項目であった。   

ところで，全項目に渡り，「今の方が上」と答えた学牛15人は2つのタイプに分けられそうであ  

る。すなわちセンターの時の日本語の力がかなり高かったグループと，低かったグループである。  

前者は日本語学習のペースを自分で作り，積極的に新しいことを獲得していけるタイプである。後  

者は，センターの時は，次々と学習しなければならないことの多さに，なかなかついていけなかっ  

たのが，その後日本語を使わなければならない状態の中で徐々に身につけていっているタイプであ  

る。問題なのは，今の方が悪いと自己評価した学生である。そこで，そこにはどのような安岡があ  

るのか，次にこの5人の日本語の勉強や日本語使用について詳しく見てみよう。   

1．86年春アジアの学牛   

「聞く力」と「文法」「漢字」「書く力」が下がり「話す力」「読む力」が上がったというケー  

スで，大学での日本語の勉強は教室で週5時間，チュータと週3時間，自分では週2時間くらい専  

門の日本語の勉強をすると答えている。友達とはH本譜だけで話しており，発表も日本語でしてい  

るのは，「話す力」が伸びたことと関係があろう。また，専門の日本語で因っているのは「内容の  

理解」であり，一般に「閃くこと」「書くこと」が大変だと害いている。R本語を使う機会は少な  

くないが，偏っているのであろうか。または，自己評価が厳しいとも考えられる。   

2．86年秋のヨーロッパの学生   

「漢字」「話す力」「読む力」「聞く力」が下がり「文法」と「書く力」は同じくらいと答えて  

いるが，大学で日本語の勉強はしておらず，自分では過2時間くらい漢字と文法の復習をし，また  

日本語の教師を頼んで週1．5時間「勾二日の日本語」を勉強している。大学での専門に関することヤ，  

日本人の友達と話すときはすべて英語中心で済んでいる。「文法」と「薫く力」が同じということ  

は，机上の勉強の面では，力を保っているのだろうが，その他はすべて「修了時の方が上」である  

のは，日本語に叢する時間が少ないためであろう。C7では「今の日本語で足りないもの」の最初  

に「話す力」を挙げている数少ない中の 一人である。   

3．86年秋のアジアの学生   

「文法」「漢字」「読む力」「書く力」が下がり「話す力」「聞く力」とが上がった。大学では  

日本語を勉強していないが，自分でセンターの復習をしている。指導数′百－，友達とは日本語だけで  

話すが，専門の本ヤ論文は英語だけ，レポートも英語だけを使岡している。   

4および5．87年春のアジアの学生と南米の学生   

上記の学生と同じように「話す力」「聞く力」以外が下がっている。前者は人草では日本語は勉  

強しておらず．自分でセンターで勉強したことの復習をしている。友達とは日英半々だが，指導教  
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官とは英語だけで話し，専門の本や論文も英語．レポートも英語だけ，という環境では，日本語を  

使う機会が少ないのだろうと思われる。後者は大学で2カ月間，過Z回目本譜の授業を受けている。  

また，自分では，センターで勉強したことの復習と漢字を勉強している。指導教官，友達と話すと  

きは日本語中心，専門の本や論文は英語となっている。C7では「書く力」「読む力」「漢字」の  

順に「足りない」と。l且っている。   

日本に滞在し生活している以上，話す力，聞く力が伸びることはある程度当然のことと思われる。  

この3，4，5の3人の学牛においては，話すこと．聞くことのレベルでの日本語使用に留まり，  

文字の入った書字言語の面では，使用機会も少なく，力が落ちているようだ。   

「聞く力」が落ちたという学生は少ないが，その1人が87年春のアジアの学生である。「聞く力」  

と「漢字」が落ち，「話す力」「書〈力」は今の方が上，「文法」と「読む力」は同じくらいと答  

えている。この学生の場合は，大学では教室での授業が週15時間あり，自分でも週25時間勉強し  

ている。指導教官，友達とは日本語だけで許しており日本語に接する時間は多いと言えるだろう。  

「開〈力」が落ちたと答えた理由としては，センター修了時に，すでにかなりの自信を持っていて，  

それに加わるような力がまだついていないと考えたためではないだろうか。C7でも「聞く力」が  

足りないとは思っていないようである。   

以上，センター以後，日本語力がセンター修7時より落ちている学生を中心に検討を加えてきた  

が，学生のセンター時の状態や成績とアンケート結果との関係を再検討する必要があろう。また，  

質問が一般的な聞き方になっているので，日常生活の日本語を考えて答えているのか，専門の日本  

語かは学生によって還っている可能僅があることを付け加えておく。  

D 筑波大学留学生教育センターの日本語の授業について   

ここではセンターの日本語教育についての意見を求めている。現在の自分の置かれている状況か  

らセンターの教育を振り返って，「守則二たったこと・たたなかったこと」「もっと勉強しておきた  

かったこと」を1，2，3で尋ねている。4，5はその中でも意見の多く出そうな「専門の勉強」  

と「漢字」を特に取り出し，必要性などを聞く。6は総合的な観点からセンターに対する自由な意  

見を求めた。  

Dl・2 役に光ったこと・立たなかったこと  

1役にたったことは何ですか。  

2 役にたたなかったことは何ですか。   

質問紙によるこのような形式の間には，回答に悪いことはあまり刑て采ず．真の学生の考えを反  

映しているとは言い難いところもある。事実，「役にたった」では，15人（33％）が「全部」と答  
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えており，「役にたたなかった」では，13人（25％）が「ない∴18人（33％）が無記入であった。  

このようなことを考え合わせ，謙虚に回答を検討しなければならないであろう。後の参考資料2に  

全学生の記述内容を載せてある。   

CAl（コンピュータを使った教育）に関して   

8人の学生が，コンピュータを使った教育のことを取り上げている。全員が「役にたった」と記  

述しており，「役にたたなかった」と記した者は1人もいなかった。8人の内訳は，86年春3人，  

86年秋1人，87年春4人である。86年春の時は，プログラムにまだ不備が多く，動かなくなること  

がしばしばあったにも係わらず，「コンビ一夕を使った練習が車掌な役割を務めた」と答えた学生  

があった。   

8人のうち，5人の専門は電了・工学であり，コンピュータそのものに興味を持っている学生であ  

ったことも安閑となっていると思われる。残り3人の専門は経営2，数学1である。回はインドネ  

シア2．ブラジル2，ビルマ．パキスタン，チエニジュア，ギリシャ各1であった。   

また，これら学年のタイプとして，クラスの中で一緒に学ぶというよりマイペースで学習を進め  

て行きたいタイプの学生という印象を受けた。   

前半の教育に関して   

『きそにほんごかいわ』のテキストを良いとする学生が2人。「前半は上手に構成されていて，  

基礎を作るのにはとてもよい。（訳）」（87年春ブラジル），「前半の3ヵ月は主に会話をやったの  

ですぐ話せるようになった。こういう基本的な能力があれば上達は速いです。」（87年春オランダ），  

という肯定的な意見が多かった。その反面，「毎日同じことの繰り返しは，興味を失ってLまう。  

（訳）」（87年春コスタリカ）という意見もあった。   

後半の教育に関して   

専門についての意見が多く，他は少数の学生がふれたに過ぎない。   

まず，等門について「役にたった」と考えているのが3人，「役にたたなかった」が5人である。  

後者は，「専門の勉強は不要」と「やり方が良くない」の2つに分かれる。4の設問のところでま  

とめて詳しく記すことにする。   

そのほかの内容としては，「役にたった」ものとして，「CL Lが一番，後はドラマとニュース」  

（87年春ブラジル），ビデオ（86年春バングラデイシュ）が挙げられた。「役にたたなかった」もの  

には，シュミレーション（86年秋イギリス），専門聴解（86年秋ビルマ），読解練習（87年春ブラジ  

ル）が挙げられた。  

漢字に関して   

漢字に関する意見を述べた学生も多い。肯定的に「役にたった」と書いたのは2人で，うち1人  

は「漢字の学び万」と書いている。漢字が「役にたたなかった」と弄いた者は5人あったが，内容  
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は教え制二ついてが3人で以下の通り。「コースの時に覚えた漢字は殆ど令部忘れてしまいました」  

（87年存オランダ），「漢字の放え方は改良できると思います」は7年春ブラジル），「漢字の授業  

システム」r87年春アルゼンチン）。「漢字を薫くこと」（87年春タイ）が「役にたたなかった」と  

答えた学生は，ワープロを使っているので，読めさえすれば良く，書く必要はないそうである。他  

に，専門で使う溌′i二と習った漢字のズレを奮いた学生がZ人いた。  

会話に関して   

「役にたたなかった」こととしては，「会話の暗記，先生の後について会話を繰り返すこと」  

（86年呑ギリシャ），「自然な会話」が足りないが「日々の牛活の中でのみ獲得できるものであろう。  

〔訳）」（86年秋イラン∴「formatとppliteの形を日常性わない」（87年春コスタリカ），「後半の  

会話，グループ構成の際，許す力が同じレベルになるように配慮して欲しい（訳）」（87年春ブラ  

ジル）などの貴兄が寄せられた。会話のモデルが良くないので改良すべきである」（87年春ブラ  

ジル）との声もあった。「役にたった」こととしては，「コミュニケーション」を挙げた学生が2  

人あった。  

その他   

「役にたった」こととしては，文法5，話すこと3，語彙1，聞〈こと1，   

「役にたたなかった」こととしては，中級文法 r後半の読解プリントのことか？）があった。他  

には，「日本語の概念をつかめた（訳）」「毎日の生活と研究に役だっている」「練習問題が少な  

い」という回答があった。  

D3 もっと勉強しておきたかったこと  

勉強しておきたかったことは   

「読むこと」に対する要求が一番多く，13人（38ヲ占）がもっと勉強したかったと答えている。何  

を読むかについては，専門に関するものが5人，新聞が4人，一般的なものが1人となっている。   

次に多いのが「会話・話すこと」をもっと勉強しておきたかった学生で，12人に上った。この中  

には，「なければ→なきゃ」のような縮約形，スピーチ，コミュニケーション等を含んでいる。  

「コミュニケーション」と書いた学生（87年デンマーク）はB2－3で「「はい」か「いいえ」か  

をはっきり言わないこと」が大変だったと書いており．文化的なところまで求めているようだ。   

「漢字」は11人，そのうち特に「専門の漢字」が1人。   

「文法」は6人，センター学習時には成績の比較的低かった学生がこれを書いている。  

「専門語彙」は5人おり，専門は，経営2人（86年春），電子情報工学（86年春），医学（86年春），  
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農業（86年秋）となっている。医学（86年春）は研究生だが，他は大学院生である。   

「薫くこと」は4人。この4人の専門は教育学（86年春），経済学（86年春），凶音鮨情報学（87  

年春），情報（87年春）となっており．人文，社会に偏っている。   

「聞くこと」は2人   

「会話」は］人   

そのほか，「日本の歌」「CLL，ニュース，ドラマ，いろいろな書類と使用説明弄」が挙げら  

れた。  

D4 専門の勉強について  

15人 29％   

8人 16％   

10人 20％   

1人 2％   

9人 18％   

4人 8％   

4人 8％  

必要  

必要＋もっと勉強しておけばよかった  

もっと勉強しておけばよかった  

ちょうど良い＋もっと勉強しておけばよかった  

ちょうど良い  

不要  

無茶，その他  

100％   

必要か不要は客観的な状態，もっと勉強しておけばよかったかどうかは主観的な問題であり，両  

者を合わせて聞いている。   

まず，専門の本を読む勉強が不要と答えた4人についてみると，86年の医学専門の学生は「専門  

の本や論文」は英語だけ，「レポートや論文を書く」暗も英語中心である。因っていることとして，  

「読むことができないこと」であり，「日本語が読めないと，日本の最新の方法や研究などを，人  

から F聞く』ことによってしか得られなし、ので，欲求不満になる」と書いている。「専門の語彙」  

を勉強しておきたかったとも書いているが，これは主に「患者との会話」のためのようである。論  

旨が矛盾しているようにも読み取れるが，専門の本を読めばそれに越したことはないが，専門のこ  

とを話す方が優先するためと考えられる。  
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86年秋の経済専門の学生は，「専門の本や論文」を読むのも「レポートヤ論文を書く」のも英語  

だけである。1年半という短期間の滞在では，専門を日本語で読む必要がない。その時間を使って，  

会話や，練習をした方が良いと辛いている。   

86年秋の理学専門の学生も，「専門の本や論文」を読むのは英語中心，「レポートや論文を書く」  

のは英語だけである。「因っていることは何か」の間には，「本を読むのは大変難しいです。」と書  

いている。また，「一人ずつ専門を読むことは役にたたなかった」と書いているが，上記の学生と  

同じように，会話の練習の時間が足りずそちらに回した方がいいという意見である。読むにしても，  

1人1冊は良くなかったし，この段階では，専門語彙ではなく，読み方を学ぶべきだと言っている。   

86年秋のもう一人の理学専門の学生は，大学では全ての場面において英語だけしか使っていない。   

D2の「役にたたなかったことは何か」の問に，「専門の勉強」と書いた学生は5人あったが，  

そのうち2人が上記の2番目と3番目の学生である。残り3人は「役にたたなかった」が「もっと  

勉強しておけば良かった」（86年春），「必要だけどやり方は良くない」（86年春）．「締りのない  

時間だった」（87年春）と書いている。   

次に肯定的に捉えている学生は，「必要」「必要＋もっと勉強しておけばよかった」「もっと勉  

強しておけばよかった」「ちょうど良い＋もっと勉強しておけばよかった」を合計すると32人とな  

り63％，約3分の2をしめる。   

D3の自由記述の中で．「専門の本」が読みたいと書いた5人は，専門が電気工学（86年春），電  

気通信（86年春），経済学（86年春），教育学（86年春），薬学（86年秋）となっており，全員大学院  

生である。  

D5 漢字の勉強について  

5 漢字の勉強はどうでしたか。  

もっと少なくて良い  

もっと多い方がよt・、  

ちょうど良い  

その他（  

もっと少なくて良い  

もっと多い方がよい  

ちょうど良い  

その他  

無答  

11人 22％   

21人 41％   

15人 29％  

1人 2％  

3人 6％  

100％   
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図11は，センターで学習した漢字の量に対する意見を聞いた結果を表したものである。「もっと  

多い方がいい」が最も多く，次に「ちょうど良い」，そして「もっと少なくて良い」は約4分の1  

であった。  

も
っ
と
 
 

多
い
方
が
良
い
 
 

そ
 
の
 
他
 
 

も
っ
と
 
 

少
な
く
て
良
い
 
 

図11漢字の学習量   

「もっと少なくて良い」の11人の中に86年春の学生は一人もなく，86年秋が5人，87年寿が6人と  

なっている。漢字より「毎日勉強した言葉の練習をした方がいい」（86年秋），「もっと少ないほう  

がよく覚えられる」（87年春），「読み方だけ知っていれば良い」（87年春）などと答えている。セ  

ンター修了後の期間が短い者は，漢字に費やした時間の長さとその負担が記憶に鮮明であり，コー  

ス修了後の時間が長い学生ほどその大変だった記憶が薄れ，漢字の必要性を実感しているのかもし  

れない。日本に滞在する期間も関係するようで，86年秋の「もっと少なくて良い」と答えた5人中  

3人は1年上l！の短期間である。（87年春は滞在予定期間が未定である者が多いので不明）   

「もっと多い方がいい」の中には，「基本の漢字が済んだ後，専門に関係した漢字」「読むだけ  

の漢字」など，個々の必要に応じた漢字を入れて欲しいと思っているようだ。前の質問からも，漢  

字は因っていることの筆頭であり，一人ではなかなか思うように勉強が進まないのかも知れない。   

「ちょうど良い」の中には，「6カ月という期間では，日常生活のなかで困らないだけの量とし  

ては十分だと思う。」という意見があった。  

D6 センターの教育について  

6 センターの教育についてどう思いますか。  

これまでの内容と重複するところが多いので，まだ前述していないものを主に取り上げる。（D  
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1，2，3と共に後の参考資料2に全学生の回答を載せてある。）  

〈学習の速度と内容について〉   

・期間が短かった   

・センターの教育はいいけど少し早い。   

・6ヵ月のコースにはちょうどよい。（訳）   

・前さ†1はhardすぎ，後半はlooseすぎた。でも，このコースで勉強できて幸せだと思っている。  

（訳）   

・センターの教育方法はいいと思いますが，でもちょっと早いです。ほんとうに6ヵ月の日本  

語の勉強は少ない時間だと思います。ところで埼玉大学には留学生教育センターがありませ  

ん。残念です。   

・オレンジの本（きそにほんごかいわ）の文法は良くできているが，場面が良〈ない。漢字を  

易しいものから複雑なものへと敢えてほしい（雨，言，舌→電，話→電話）。最初はもっと  

ゆっくりした方がよい。クラス替えは良くなかった。（訳）   

・毎日の同じことの繰り返し（テキスト）ほ興味を失う。コース全体の計画が悪い，前半は達  

すぎるのに比べ後半はゆっくりになった。会話等では，言語の実験室のように選択の余地が  

なく，分からないところがあるので混乱を引き起こしている。（訳）   

・もっとround table discussion した方がいいと思います。   

・前半の基礎が終わったところで，専門の先生による専門別の日本語のコースがあるとよい。  

（訳）   

・日常生活するためには十分ですが，専門の本を読むことをもっと強調した方がいいと思いま  

す。   

・専門の勉強のやり方を直して欲しい。  

〈数え方について〉   

・た〈さん習った。子供を教えるような数え方だった。テキストの内容が日常生活の日本語と  

距離がある。   

・よく計画された役に立ついいコースだと思う。先生はよく学生の意見を聞いてくれた。修了  

後，日本語をあまり使う環境にないと日本語の力は進歩しない。（訳）  

〈その他〉   

・本当によいと思うし，先生達もよくヤっている。しかし大切なことを忘れている。それは学  

年は外国人であり，このコースが日本語，日本文化 そして日本人に接する第1歩であるこ  

とだ。異なるシステムに適応するのに時間がかかる。また短時間で学習すべき量の多さにや  

る気を実ってしまう。学んだ知識の多くは，時間を十分かけて深化出来ていないことと適切  

に自分のものとなっていないためすぐ忘れてしまう。何かを学ぶとき，楽しいことが最も  

重要であるが，センターの教育は種々の理由や，生活様式のちがい等により大変なことが多  
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かった。（訳）  

・センターで文法と漢字の力はついたが，話す能力は友人から学んだところが大きい。ホーム   

ステイプログラムが有効だと思う。（訳）  

・いいと思います。先生方はよくがんばりました。センターの備品（コンピュータ，テープレ   

コーダ，ビデオなど）もとてもいいです。  

・教育は成果で評価されると思います。センターの教育のレベルは大変高いですがもっと高く  

ならなければならないと思います。  

Ⅴ．結果の分析と考察  

1．センター後の日本語の勉強   

アンケートの項目Aについて設問毎の集計では重複している部分があるので，大学の勉強と自分  

でする勉強を各学生についてまとめると次のようになる。  

86年春  86年秋  87年春  計  

大学＋自分  

自分だけ  

大学だけ  

なし  

5人  8人   11人  24人  

7人  8人  5人  20人  

1人  0人  2人  3人   

2人  2人  0人  4人  

15人  18人  18人  51人  

アンケートに回答した51人の内，92％の学生がセンター後もなんらかの形で日本語の勉強をして  

いることがわかる。日本にいる以上当然とも言えるかもしれないが，日本語の学習にセンター修了  

後も積極的に取り組んでいると評価したい。ところでセンター以降大学でも自分でも日本語を勉強  

していないと答えた学生が4人いる。その内の2人はこの点についてコメントを付けている。一人  

のコメントは取り立てて「日本語の勉強」はしていないが「特に問題があれば，勉強します。おも  

な問題は漢字および単語ですので辞書を引くのが大変です。」（86年秋インド）というもので，自  

分では日本語を勉強していると意識していないが，専門に付随して実際には勉強していると言える。  

この学生とは面接もしたが実際日本語力はかなりのものであった。もう－・人の学生のコメントは，  

「病院に毎日10時間から12時間いる現状では，勉強する時間がない。また，自分に合った口本語の  

授業もない。（訳）」（86年春ブラジル）ということで，勉強したくともできない状況であるようだ。  

2．日本語使用状況   

図12は，6項目を「日本語だけ」と「日本語中心」の合計，すなわち日本語を主に使っている割  

合の多い順番に並べ変えて表わしたものである。「事務の人と話す」「研究毒で日本人の学生と話  

す」「大学の講義を聞く」時には日本語を主に使う割合は75％以上である。この中で研究室や講義  
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で日本語が使われるのは予想できることだが，事務の人とも日本語で話しているという状況が目を  

引く。このレベルでも日本語ができなければ，生活・研究面で円滑にいかないということであろう。  

「指導教官と許す」時になると「日本語だけ」の割合は少なくなる。同じ「話す」でも話す内容が  

事務の人や研究室の学生と先生の間で異なるためであろう。「発表したこと」がない学生が多いが，  

あるという学生の中では，わずかに日本語の方が英語より多くなっている。「専門の本や論文を読  

む」「レポートや論文を斉〈」になると日本語使用はかなり低くなり，英語の方の使用がきわだっ  

て高〈なっている。「話す」「聞く」ことと「読む」「書く」ことの差が大きく現れていることが  

わかる。  

ロ 10 20 30 40 50 60 70 80 gO lOO  

の  

義   

事務の人と話すとき  
研究室でR本人   
学生と話すとき  
人 学 の 講  

指導教官と話すとき   

発  表  
レポートヤ論文を  
書くとき  
専門の本や論文  

［コ日本語だけ  

〔ヨ日本語中心  
■l半々  

Eヨ英語中心  

【ヨ英語だけ  
匿】その他  

囲12  日 本譜使用  

3．日本語力   

図13はCの日本語能力についての設問6項目を「できる」「わかる」の人数の多い順に並べ変え  

て表してある。   

「日常生活」と「指導教官と話す」場面では「できる」「わかる」とプラスの方向にとらえてい  

る学生が約80％いる。このことはセンターの教育に対するプラスの評価と一応受けとめたい。それ  

に対して「発表」をしたり，「講義」を聞いたりする場面では「わかる」学生が約半数になり，  

「専門の本や論文」を読んだり，「レポートヤ論文」を書くのは30％を割っていることがわかる。  

あまりわからない  
・できない  

0 10 20 30 40 50 甜 70 80 98  
よ■くわがる・できる－  だいたいわがる     きる■   r   

わ   からない・できない   

日  常 生   

指導教官と話   

発表をH本譜です   

日本語の大学の講  
専門の本や論文   
読む  
日本語でレポート  
論文を書く  

⊂］よくわかる・できる  
∈∃たいたいわかる・できる  
■lあまりわからない  

E］ゎからない  

モ≡l無答   

図13  日 本 譜 力  
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4．センターの授業内容について   

この調査全体で我々にとって最も直接的に係わる部分は項目Dのセンターのやり方に対する学生  

の評価である。もちろんこれは主観的な意見を書くアンケートであるし，86年春の学生にとっては  

既にセンター終了後1年辛が経過し記憶も不確かであろう。しかもセンターの教師が施行するもの  

であれば，なおさらその結果の解釈については慎重でなければならない。これらのことを踏まえな  

がら，アンケート全体の結果とあわせて今後のセンターの方向を考えてみたい。なお学生の意見・  

批判は圧倒的にコースの後半の授業内容に集中している。教師側も後半のカリキュラムについては  

暗中模索・試行錯誤の状態であり，今回の調査の目的のひとぅも初級文法終了後から大学院におけ  

る研究への橋渡しとして何をするべきか，その指針を得ることにある。  

（D 漢字   

学生が不足していると最も感じているものであり，また専門でも日本語全般においても最も困っ  

ているというものである。日頃言われていることではあるが，いかに漢字が日本語学習のネックに  

なっているかを如実に語る反応である。ただしセンターの漢字教育については，教師側もその不備  

を認識しており，現1987年秋のAコースより新しい漢字教材が作成・導入された。すなわち調査対  

象となった3コースでは漢字は文法テキストの『きそにほんごかいわ』に付随したものであったが，  

現在は漢字を効率的・体系的に教えるべく作成された『基本漢字の練習In』（筑波大学留学生教  

育センター1987）が使用されており，またこのテキストのコンピュータによる漢字プログラムも現  

在ほぼ完成している。その点で学生のセンターにいたときとは状況に遠いがあり，漢字教育に対す  

る評価は今後にしたい。  

壇）書くこと   

日本語力は「話すこと」「聞くこと」の方が「読むこと」「書くこと」にまさり，また学生自身  

も「読む力」「書く力」の不足を感じている。現在センターでは「書くこと」についての訓練はほ  

とんどなされていない。しかし「日本語で困っていること」として書くことをあげた者はわずかで  

あるから，不足を感じることと必要であるということとが直接つながるものとは考えにくい。学生  

が勉強したかったこととしてあげているのは圧倒的に「読むこと」であり，「書くこと」はさほど  

多くない。先のF外国人留学生に対する「日本語・日本文化の教育」に関する調査研究報告書jで  

は，留学生に期待する能力として挙げられた「日本語能力」の内容別期待度では，大学院レベルで  

は全般的に各能力が必要祝され，ただ「レポート作成能力」については，「必要なし」とする者の  

割合が少し高いという。これらのことを考え合わせると，「書くこと」については現状より多少練  

習があったほうがよいという程度かと考えられる。ただし人文系の学生の中に，書くことを勉強し  

ておきたかった者がいたことは銘記しておきたい。  
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（釘 読むこと   

既に見てきたように「読むこと」が最も学生から求められている教育内容である。しかし現在の  

専門読解の授業は，必項であると一方で評価されながら，一方で不要もしくはやり方が悪いという  

意見もあって，必ずしも学生に満足されていない。その煩悶としては，何よりもまず担当教師であ  

る我々が，その専門について全くわからないという現状が考えられる。しかしこの状況は当分改善  

される見込みがないので，我々としては読解の内容をこれも希望の多い新聞など．より一般性のあ  

るものに比重をおくという可能性も考えた方がいいかもしれない。しかし一方で専門を読みたいと  

いう学年もいるから，よ畑詑準的に練習が行われるよう．学年の必要性によってグル←プ分けをす  

るなど，柔軟性をもたせつつ進めていく必要があろう。  

（む 問〈こと・許すこと   

「聞く力」はセンターにいた時に比べ伸びている，と各人に受け取られている。また，聴解力が  

足りないとは学生は考えておらず，もっと勉強しておきたい項目にあげたのは2人に過ぎないこと  

から考えても，聴解の授業は現状で十分と言えよう。一方，話すことは伸びた能力であり，また会  

話力の不足は感じていないにもかかわらず，もっと勉強しておきたい項目として「読むこと」の次  

に多く挙げられている。日常最も必要とする能力だからであろう。しかしセンターで習ったことと，  

日本人の実際の会話表現に 差があり理解できずに因っていることがアンケート結果から伺われる。  

実際のところセンターでは87年春のC L L以外，会話の授業は特に設けていないが，縮約形や俗語  

表現等，より日本人の牛の表現を取り上げることを検討してもよいであろう。ただ学生は「話すこ  

と」「開くこと」にはかなりの自信を持っているし，また学生自身の「自然な会話」が足りないが，  

「日々の生活の中でのみ獲得できるものであろう」という意見もあり，「話すこと」の締習はなお  

他の授業噴門とのバランスを考えて決めなければならない。  

5．日本語教育の必要性   

留学生が日本語の学習をどの程度必要と思うかには様々な条件が絡んでいる。まず来日の動機も  

学生によって異なる。一旦国外に出たら学位を取得するまでは祖国の土を踏めないという国もあれ  

ば，アジア観光の一拠∴■寅としか考えていないのではないかと思われる学生もいる。また学生のもと  

もとの資質も日本語学習への取り組みに大きく影響している。更には，学生を受け入れる指導教官  

の対応がある。コース途中で指導教官に会って「日本語は要らない。」と言われ，急速に意欲を無  

くす例があるし，実際アンケートにも日本語は必要ではないという意見が散見する。   

先の名古屋大学の調査報告案（1984）は，参考資料として指導教官による日本語教育の必要性に  

ついての自由記述部分を掲載している。この部分は日本人の日本語観とでも呼ぶべきものまで反映  

しており非常に興味深いので，引用してみる。大きく日本語を必要とする意見と必要とは認めない  

という意見に分かれる。  

ーZ40   



必要としないものの論拠は「負担が大きすぎる」という同情論に加えて「国際化時代なのである  

から，むしろ受け入れ側が国際語（例えば英語）で，教育，研究指導するようにすべきで，中途半  

端な日本語教育に投資するのは全くのむだである。」「l世界においても困難な語学の一つである日  

本語，更に日本以外に国際的に通用しない日本語の学習に時間と労力を費やすよりも学問の研究に  

力を注ぐべきで，このことがたとえばAS EANの国々から優秀な学生が日本に留学しない理由の  

一つにもなっていることを真剣に考えて対処すべきである。」と言うものである。   

一方の意見は，コミュニケーションがうまくいかなければ，生活上も困るであろうという日常生  

活のレベルから始まって，「工学系は国際的で，日本語は必要ないというのは当たらない。研究の  

発想，アプローチのヤり方等は，日本人的発想，思考法があり，この理解は，美観 研究を進めて  

いく中でも常に稟要である。このために日本語は，こういう理解の促進のキーとして微妙かつ，  

重要な役割をもっており，日本の工学研究には，やはり日本語が，このキーとして大切である。」  

「欧米の大学，研究機関の受け入れはかなり語学力を安東するが，日本の関係各横間は日本語の実  

力を重視しないか，またはそれを強調するのを恐れている。従来から，巨木へ留学したアジアの国  

々の人々が帰国後，高く評価されないと聞くが，これは上記のような受け入れ側の‘安易な対応に原  

因していると思われます。」というものである。   

こうしてみると留学生の置かれる状況の多様さが十分に何われる。しかし本来のこのコースの目  

的を考えるならば，これは人学院で研究するための学生のものであって，学生は日本で学ぶ必然性  

を持っていると考えたい。現にコース終了後大学院で修士論文・博士論文を執筆するものが存在す  

る。我々の役割はそのような学生ができるだけスムースに研究に入れるように手助けすることであ  

ろう。  

6．今後の課題   

先にも述べたようにこれはアンケートによる調査であるので，学牛の主観的な意見である。アン  

ケ←トの結果を集計するにあたって，学生の自己能力に対する評価が過小．もしくは過大であると  

思えることがあった。その点でアンケートの結果だけではなく．実際に学生の現在の日本語力を客  

観的に測定する必要がある。また学生のセンターにいたときの日本語力と現在の力を測定比較し，  

その伸び具合いの状況とその原因の分析，またセンター時の日本語力が現在と関係あるものかとう  

か等が明かにされる必要がある。これについては現在調査分群小であり，近い将来その結果を公に  

する予定である。  

注  

1）『BASICJAPANESE・。＝EVTEWTE‡T』InterUniversity Center forJapanese Studiesin Tokyo，  

1982  

2）『マイクロコンピュータ講義』 青木由直，恩田邦夫1983 昭果蛍  
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3）『科学技術E］本譜入門』（ComprehendingTeehniealJapanese）E．Daub，R．Bird，N．IT10ue The   

University of Wisconsin Press University of Tokyo Press 1986 

4）『はじめての専門書』 山本，田山，坂本1987 凡人社  

5）『ヤンさんと日本の人々』  

6）『ニュースで学ぶ日本語』  

7）「第5世代コンピュータ」  

国際交流基金ビデオ教材 テレビ日本語講座1983  

嵐 三井，森松共著 凡人社1986  

「脳の話」は明治大学で日本語授業用に作成した教材  

8）シュミレドション関係資料   

「シュミレーシ ョンによる中級プログラムの試み」措崎，梶井，工藤，バルダン，堀内  

『日本語教育論集3』 国立国語研究所日本語教育センター1986   

「シュミレーションによる中級プログラム」猪崎，梶井，工藤，バルダン，堀内  

日本語教育学会研究例会発表資料1986  

本論集「初級におけるシミュレーションとプロジェクトワーク一笑践と考察－」バルダン田中  

幸子  

9）「CommunityLanguageLeamingの応用－コミゝニケーションのための学習活動として」  

山本一枝 F日本語教育』61号1987  

10）『日本語ジャーナル』 アルク  

11）『Japanese forToday』学習研究社  

12）陀ememberingKanjij J，P．T，  

13）『日本語表現文型中級』筑波大学日本語教育研究室1983  

14）印寺事英語』 研究社  

15）『Intensive Courseirl）apanese』ランゲpジ・サービス  
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1）川本 喬 「初級日本語教授法の現状・新しい外国語教授法」『日本語教育』55号1985  

2）名古屋大学 国際交流促進調査研究委貝会 『外国人留学生に対する「日本語・日本文化の教  

育」に関する調査研究報告書』1984   

この追跡調査において修了生のみなさんは貴重な御意見をお寄せ下さいました。また指導教官  

の先生方にも御協力をいただきました。ここに記して感謝の意を表します。  

Z42一   



参考資料1  

1987，12．18   

今年も残り少なくなりました。お元気ですか。   

筑波大学留学生センターでは，現在も留学生ががんばって日本語を勉強しています。これからも  

次々と新しい学生が来ます。そこで，皆さんに，日本語についての意見を聞かせてもらい，今後の  

参考にしたいと思います。よろし〈お願いします。  

※ 英語で答えてもいいです。  

※ 1月15日までに送ってください。  

留学生教育センター  

名 前 （  

大学名 （  

専 門 （  

所 属  大学院 研究生 その他  

日本に来た年月   19（8）年（）月  

回に帰る予定の年月 19（）年（）月  

わからない  

アンケート  

アンケートは次のようになっています。  

A 日本語の勉強について  

Al 大学の勉強  

A2 自分でしている勉強  

A3 大学以外での勉強  

B 日本吉吾使用について  

Bl 大学での日本語使用  

B2 大学以外での日本語使用  

C 日本語力  

D 筑波大学留学生教育センターの日本語の授業について  
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A 日本語の勉強について  

Al 大学の勉強  

◇ 今，大学で日本語を勉強していますか。（はい，いいえ）  

「はい」の場合  

a．週（）時間 （1時間分）  

b．だれと  教案の授業  

チューター  

その他（  

C．テキスト （  

「いいえ」の場合  

◇ これまで，大学で日本語を勉強していましたか。（はい，いいえ）  

「はい」の場合  

a．過（ ）時間  

b．いつからいつまで   

19（）年（）月から19（）年（）月まで  

C．だれと  教室の授業  

チューター  

その他（  

d．テキスト （  

A2 自分でしている勉強   

今，←人でロ本譜を勉強していますか。（はい，いいえ）  

「はい」の場合  

a．過（ ）時間くらい  

b．何を勉強しますか  

（ ）専門の日本語  

（）筑波で勉強したことの復習  

（）漢字  

その他（  

C．使っているテキスト  

専門の本（名前  

筑波で使ったもの（  

その他（  
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d．勉強のしかた  

（）テレビを見る  

（）ラジオを聞く  

（）新聞を読む  

その他（  

A3 大学以外での勉強（大学以外の日本語コースなど）   

今，大学以外で日本語を勉強していますか。（はい，いいえ）  

「はい」の場合  

a．週（）時間  

b．だれと （  ）  

C．何を勉強しますか。  

d．使っているテキスト（  

B 日本語使用  

Bl 大学での日本語使用について   

大学で日本語を使っているかどうか，答えて下さい。   

1 指導教官と話すときは何語ですか。  

a．日本語だけ  

b．英語だけ  

C．日本語中心  

d．英語中心  

e．半々  

f．その他（  

2 専門の本や論文は何語の本ですか。  

a．日本語だけ  

b．英語だけ  

C．日本語中心  

d．英語中心  

e．半々  

f．その他（  
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3 大学の講義は何語ですか。  

a．日本語だけ  

b．英語だけ  

C．日本語中心  

d．英語中心  

e．半々  

f．その他（  

4 レポートや論文は何語で書きますか。  

a．日本語だけ  

b．英語だけ  

C．日本語中心  

d．英語中心  

e．JI三々  

†．その他（  

5 発表したことがありますか。ある場合には何語でしますか。   

（ある，ない）  

a．日本語だけ  

l）．英語だけ  

C．日本語中心  

d．英二語中心  

e．半々  

f．その他（  

6 事務の人と話すのは何語ですか。  

a．日本語だけ  

b．英言吾だけ  

C．日本語中心  

d．英語中心  

e．半々  

f．その他（  

7 研究室で日本人の学生と話すのは何語ですか。  

a．日本語だけ  

b．英語だけ  

C．日本語中心  

d．英語中心  
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e．半々  

f．その他（  

8 専門の日本語で因っていることは何ですか。  

9 専門の日本語で困った時にはどのようにしますか。  

a．先生に聞く  

b．友達に聞く  

C．自分で調べる  

d．その他（  

B2 大学以外の日本語使用について。   

1 日本人の友達がいますか。（はい，いいえ）  

「はい」の場合  

何語で話しますか。  

a．日本語だけ  

b．英語だけ  

C．日本語中心  

d．英語中心  

e．半々  

f．その他（  

2 日本吉吾で困っていることは何ですか。  

3 今までで日本語で一番大変だったことは何ですか。  
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C 日本語力  

今のロ本語のノ」はどのくらいありますか。（〇をつけてください）  

1 針常生活  

よくわかる  だいたいわかる  あまりわからない  わからない   

2 指導教官と話す  

よくわかる  だいたいわかる  あまりわからない  わからない   

3 日本譜の専門の本や論文  

よくわかる  だいたいわかる  あまりわからない  わからない   

4 日本譜の大学の講義  

よくわかる  だいたいわかる  あまりわからない  わからない  

5 発表を日本語でする。（できると一呪いますか）  

できる  だいたいできる  あまりできない  

6 日本語でレポートや論文を書く。（できると思いますか）  

できる  だいたいできる  あまりできない  

できない  

できない  

7 今の日本語でたりないことは何ですか。  

（たりないと思う順にl，2，3と順番をつけてください）  

文法 （）  

漢字 （）  

話す力（）  

読む力（）  

書く力（）  

聞く力（）  

8 センターで6ヵ月の勉強が終わったとき（修了時）と，今の日本語の力を比べるとどちら   

が上ですか。（○をつけてください）  

文法  （今の方が上  

漢字 （／卜の方が上  

話す力（今の方が上  

読む力（今の方が上  

寿く力（今の方が上  

聞く力（今の方が上  

修了時の方が上  

修了時の方が」二  

修了時のガが上  

修了時の方が上  

修了時の方が上  

修了時の方が上  

同じくらい  

同じくらい  

同じくらい  

同じくらい  

同じくらい  

同じくらい  

わからない）  

わからない）  

わからない）  

わからない）  

わからない）  

わからない）   
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D 筑波大学留学生教育センターの日本語の授業について  

センターの日本語についてどう思いますか。  

1役にたったことは何ですか。  

2 役にたたなかったことは何ですか。  

3 もっと勉強しておきたかったことは何ですか。  

4 専門の本を読む勉強はどうでしたか。  

必要  

不安  

もっと勉強しておけばよかった。  

ちょうど良い  

その他（  

5 漢字の勉強はどうでしたか。  

もっと少なくて良い  

もっと多い方がよい  

ちょうど良い  

その他（  

6 センターの教育についてどう思いますか。  

ありがとうございました   
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参考資料2  

アンケートDの白山記述内容   

留学生教育センターの日本語の授業について，1＿ 役にたったこと 2＿ 役にたたなかったこと  

3．もっと勉強しておきたかったこと 6．センターの教育について の自由記述の内容全文を以  

下に載せる。なお．文法ヤ漢字の誤りは読みやすいように直してあり，英語で書いてあるものは日  

本語に訳しその旨を記してある。  

86年春1 アジア   

1．全部役にたったと思います。  

3．専門の漢字  

6．日常生活するためには十分ですが，専門の本を読むことをもっと強調した方がいいと思い  

ます。  

86年春一2 アジア   

1．コンピューターを使うこと  

3．専門語彙をもっと勉強したかった。  

6．期間が短かった。  

86年春－3 アジア   

1．非常に役にたった。  

2．ない  

3．本を読むこと，書くこと  

6．感謝しております。  

86年春4 アジア   

1．全部役にたちました。  

3．文法，漢字，会話  

6．いいです。  

86年春－5 アジア   

1．コンピュータを使った練習が重要な役割を務めた。  

2．練習問題が少なかった。  

3．専門用語と新開の学習  

6．たいへんすばらしいと思います。  

86年春6 アジア   

1．ビデオの授業  

2．専門の授業  
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3．漢字と専門の本  

6．とても良かったと思います。  

86年春－7 アジア   

1．文法，ひらがなを読むこと，少しの漢字，言い方と聞くこと  

2．習った一部の漢字は使わない。  

3．専門の本を読むこと  

6．先生方はやさしく敢えてくださいました。  

86年春－8 アジア   

1．なんでも役にたちました。  

2．ない  

3．①専門の本や新聞を読むこと．②専門に関するレポートを弄くこと．③日本の臥 ④スピ  

ーチ．  

6．もっと round tabLe discussjon をした方がいいと思います。  

86年春－9 中近東   

1．日本人の先生に敢えてもらうこと  

Z．なし  

3．文法の練習  

6．良い  

86年春10 アフリカ   

1．全部  

2．ありません  

3．会話  

6．よかった  

86年春－11 ヨーロッパ   

1．コンピューターでの漢字や文法の練習です。  

2．会話の暗記，あるいは先生の後について会話の語をくり返すことです。  

3．専門用語をもっと勉強したかった。  

6．なかなかいいと思う。  

86年春12 南米   

1．全部です。  

3．文法  

6．センターの教育方法はいいと思いますが，でもちょっと早いです。ほんとうに6カ月の日  

本語の勉強は少ない時間だと思います。ところで埼玉大学には留学生教育センターがあり  

ません。残念です。  
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86年春－13 南米  

3．専門用語  

6．よく計画された役に立ついいコ「スだと思う。先生はよく学生の意見を聞いて〈れた。修  

了後，日本語をあまり使う環境にないと日本語の力は進歩しない。（訳）  

86年春14 北米   

1．専門の勉強1莫字の学び方  

3．専門の勉強  

6．前半の基礎が終わったところで．専門の先生による専門別の日本語コースがあるとよい  

（訳）  

86年秋1 アジア   

1．全部役にたちました。  

2．ないと思います。  

3．本を読むこと，新聞を読むこと，聴くこと  

6，よかったと思います。  

86年秋－2 アジア   

1．全部役にたちました。  

3．専門の日本語  

6．良いです。  

86年秋－3 アジア   

1，オレンジの本（『きそにほんごかいわ』）  

86年秋←4 アジア   

1．文法と話す力と語彙が一番役にたった。  

2．あまりありません。  

3．話す力と聞く力です。  

6．すばらしかった。どうもありがとうございます。がんばってください。  

86年秋－5 アジア  

2．役にたたなかったことはないです。  

3．別にないです。  

6．非常にいいコースだと思います。もっとすばらしいコースにするために皆さんにがんばっ  

ていただきたいと思います。  

86年秋－6 アジア   

1．話すことができるようになったこと。  

2．専門の漢字が遠います。  
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3．漢字です。  

6．最もよいと思います。  

86年秋－7 アジア   

1．毎日の生活と研究に役にたっている。（訳）  

2．ない  

6．センターは日本語を学ぶのにとても良い。（訳）  

86年秋8 アジア   

1．コンピュータの授業，専門の本を読むこと  

2．貿易についての話，テープを聞きセンテンスの数を数えたりするもの（専門聴解）  

3．会話  

6．オレンジの本の文法は良くできているが，場面が良くない。漢字を易しいものから複雑な  

ものへ教えてほしい（雨，言，舌→電，話→電話）。最初はもっとゆっくりした方がよい。  

クラス替えは良くなかった。（訳）  

86年秋－9 中近東   

1．特に日常生活で役に立っている。（訳）  

2．漢字と自然な会話，しかしこれらはコースの中でなく，日々の生活の中でのみ獲得出来る  

ものであろう。（訳）  

3．漢字と適当な語彙  

6．本当によかった。Aコースに続くコースがなくて残念に思っている。自分一人で勉強する  

ことは難しいし，教材を探すのも大変で，時間がかかる。（訳）  

86年秋一10 アフリカ  

6．Good！！Thank you．  

86年秋－11 ヨーロッパ   

1．ある程度は全部役にたった。  

2．専門の勉強のやり方  

3．ない  

6．専門の勉強のやり方を直して欲しい。  

86年秋－12 ヨーロッパ   

1．全部。どうもありがとう。  

2．シュミレーションでした。  

3．漢字。音訓の読み方，意味，部首の意味を同時に数えた方がよい（訳）  

6．センターの教育はいいけど少し早い。  

86年秋－13 ヨーロッパ  

1．コミュニケーション  
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3．コミュニケーション  

6．たくさん習った。子供を数えるような教え方だった。テキストの内容が日常生活の日本語  

と距離がある。  

86年秋14 ヨーロッパ   

1．日本語の初級としては大変よいコースだと思う。  

2．専門は不安，その時間に会話と練習をした方がよい。日本文化の紹介も入れて欲しい。  

（訳）  

3．一般的な読みもの，会話  

6．前半はhardすぎ．後半は100Seすぎた。でも，このコースで勉強できて幸せだと思ってい  

る。（訳）  

86年秋－15 ヨーロッパ   

1．3カ月で認定試験の3級，6カ月で2扱が受けられるようになること（訳）  

Z．自分の専門を読むこと（訳）  

6．ともかく良かったし役に立っている。■（訳）  

86年秋16 南米   

1．全部だと思います。  

2．今役にたたなかったことは何もないと思います。  

3．話す練習。読むことと書くことも大切なことだと思います。  

6．いいと思いますが，もっと良くなることができると思います。  

87年春－1 アジア   

1．全部です。  

2．なしです。  

3．普通の言葉（かナれば→なきゃ），漢字，書くこと  

6．大変いいと思います。  

87年春－2 アジア   

1．ほとんど全部  

2．漢字を書くこと  

3．話すことと語彙  

6．6カ月のコースにはちょうどよい。（訳）  

即年春－3 アジア   

1．センターのおかげでコミュニケーションが出来るようになりました。また勉強ができるよ  

うになりました。  

3．漢字 文法 読み方 言葉使い  
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6．便利でおもしろいです。  

87年春－4 アジア   

1．全部のこと  

2．ない  

3．漢字の読みかた，書く練習  

6．いい  

87年春－5 アジア  

先生達のおかげで日本語が易しく，すばらしく，楽しい・ものになった。今になって，あの短  

時間に，いかに多くのことを学んだかが分かった。（訳）  

87年春－6 アジア   

1．だいたい良い。  

3．文法  

6．いいと思います。  

87年春7 アジア   

1．コンピュータによる文法，書き方，読み方の指導  

2．会話  

3．会話  

6．非常に良かった。  

87年春8 アフリカ   

1．コンピュータの授業  

2．専門の本100Singtime  

3．会話 文型  

87年春9 ヨーロッパ   

1．最初の3ヵ月は主に会話をやったので，すぐ話せるようになった。こういう基本的な能力  

があれば上達は遠いです。  

2．漢字の覚え方，コースの時覚えた漢字は殆ど全部忘れてしまいました。  

3．漢字  

6．なかなか良くできています。  

87年春▼10 南米  

6．今の私の問題は単語と，聞くこと，話すことの練習です。  

87年春－11南米   

1．一番役にたったのはCLLの授業だと思います。後はドラマとニュース。コンピュータの  

授業もとても楽しかったと思います。  

2．役にたたなかったことはないけど，いろいろなことが改良されると思います。特に，漢字  
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の数え方と会話のモデル 。自然なスピードで話せるようになるために「カラオケ会話テー  

プ」がよさそうに思います。  

3．①cL L ②ニュース（丑ドラマ ④新開 ⑤いろいろな蕎類と使用説明書  

6．教育は成果で評価されると思います。センターの教育レベルは大変高いですがもっと高く  

ならなければならないと思います。  

87年春－12 南米   

1．全部です。  

2．漢字の授業のシステムです。  

6．本当によいと思うし，先生連もよくやっている。しかし大切なことを忘れている。それは  

学生は外国人であり，このコースが日本語，日本文化，そして日本人に接する第1歩であ  

ることだ。異なるシステムに適応するのに時間がかかる。また短時間で学習すべき量の多  

さにやる気を失ってしまう。学んだ知識の多くは，時間を十分かけて深化出来ていないこ  

とと適切に自分のものとなっていないためすぐ忘れてしまう。何かを学ぶとき，楽しいこ  

とが最重要であるが，センターの教育は種々の理由や，生活株式等により大変なことが多  

かった。（訳）  

87年春－13 南米   

1．文法と漢字。前半は上手に構成されていて，基礎を作るのにとても良い。（訳）  

2．後半，会話と中級文法，特に会話のグループ構成の際，話す力がl司レベルになるように配  

慮して欲しい。（訳）  

3．会話  

6．センターで文法と漢字の力はついたが，話す能力は友人から学んだところが大きい。ホー  

ムステイプログラムが有効だと思う。（訳）  

87年春－14 南米   

1．文法，テキスト，コンピュータでやった練習，専門の本を読むことなど  

2．難しい読物（たくさんの漢字を使いましたから）  

3．漢字，読物。漢字を教えるためのもっといい方法が必要。  

6．いいと思います。先生方はよくがんばりました。センターの備品（コンピュータ，テープ  

レコーダ，ビデオなど）もとてもいいです。  

87年春－15 中米   

1．文法，漢字，日本語に対する概念（訳）  

2．formal＆polite forrE1  

6．晦日の同じことの繰り返し（テキスト）は興味を失う。コース全体の計画が悪い，前半は  

達すぎるのに比べ後半はゆっ〈りになった。会話等では，言葉の実験室のように選択の余  

地がな〈， 分からないまま進んでしまうところがあるので混乱を引き起こす。（訳）  
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