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本索引は､ 太平洋戦争中日本占領下のシンガ

ポールにおける､ 英字新聞(��������������)
に掲載される日本語コラム｢������������｣､
ラジオ日本語講座｢��������������������｣
および日本語普及に関する主な記事を収集し作

成したものである｡

1942年２月17日､ 日本軍の侵攻により陥落し

たシンガポールは､ ｢昭南島｣２ と改名され､ 以

降３年８ヶ月にわたる日本軍による軍政統治が

始まった｡

軍政の最も重要だった課題の一つは､ 現地住

民を対象に日本文化の宣伝､ イデオロギー教育､

皇民化教育および日本語を ｢大東亜共栄圏｣ の

共通語として普及させることであった｡ 1942年

３月､ 南方占領地域の大本営として､ シンガポー

ルにマラヤ日本軍政監部 (以下 ｢軍政監部｣ と

称す) が設置された｡ そのもとで､ 日本軍宣伝

班の日本語学校をはじめ､ 新聞・ラジオ・演劇・

映画・唱歌などありとあらゆる手段が日本語の

普及に“活用”されていた｡

これまでの日本占領下のシンガポールの日本

語教育についての研究のほとんどが､ 軍政下の

言語政策や学校教育における日本語の教科書を

中心としたもの (例えば､ 明石・宮脇 2002

『日本語教科書(全六巻) ―日本の英領マラヤ・

シンガポール占領期 (1941－1945)』 龍渓書舎；��������1995, 1989；������1973；清水 1994；
松永典子 1997,1999など) である｡ 太平洋戦争

中の日本占領地における日本語教育の問題を､

ラジオや新聞といったメディアの側面から捉え
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１. はじめに

郭 俊 海�

�九州大学留学生センター准教授
１ 本索引は､ 平成18－19年度科学研究費補助金 ｢日本軍政下のシンガポールにおけるメディアによる日本語普及の実

態と日本語教科書｣ (基盤研究Ｃ 代表者：郭俊海) の研究成果の一部である｡

２ ｢｢昭｣ の字義は ｢照す｣ に通じ……南方共栄圏をして八紘一宇たらしめる精神に則り……南方圏の一大軸心基點で

あり……｣ (朝日新聞 夕刊､ 昭和17年２月18日)｡ �����������では ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(���������������1941�2�21)

｢��������������｣ における｢������������｣､ ｢��������������������｣
及び日本語普及に関する重要記事索引����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



た研究はほとんどない｡ 研究の完全性を考える

と､ 日本占領地での日本語教育や教材について

の研究は､ メディアという側面から捉える必要

がある｡

日本占領地におけるメディアによる日本語教

育研究の緊急性・必要性が叫ばれている (明石・

宮脇 2002) が､ 資料入手が困難などの理由に

より､ 残念ながら､ メディアに焦点をあてた日

本語教育普及の研究はあまり進んでいない｡

本索引は､ 日本占領下のシンガポールにおけ

る､ 英字新聞に掲載されるラジオ日本語講座や

日本語コラムおよび日本軍政の現地での日本語

教育政策に関する記事を豊富に網羅しており､

いままで見逃されてきた､ メディアによる日本

語普及の研究を進めるために極めて重要な資料

を提供するものである｡ また､ シンガポール以

外の日本占領地における､ メディアによる日本

語普及の研究発展のためにも重要な学術的な手

がかりになるものと期待されるものである｡

２. ｢The Syonan Times｣

日本文化の宣伝や皇民化教育の一環として､

軍政監部はシンガポール陥落後直ちに現地住民

向けに英語､ 中国語､ マレー語新聞を刊行した｡

英字紙 ｢��������������｣ は､ シンガポー
ル陥落５日後 (昭和17年２月20日) に夕刊３と

して初刊が刊行された｡ 刊行の初期には､ 版面

は小型版 (タブロイド､ ４面) であったが､ 昭

和18年12月８日に､ 太平洋戦争開戦の一周年を

機に ｢���������������｣ に改編され､ 版面
も大型のブランケット版 (４面) になった｡ し

かし､ 戦況の激化に伴う用紙不足のため (横堀

1993：30)､ 昭和19年６月に再び小型版のタ

ブロイド版 (２面) に減り､ 同年12月８日に再

度 ｢����������������｣ に改名され､ 戦後
の昭和20年９月４日廃刊まで刊行が続いていた｡

１－２面には､ 主にそのときの戦況や国際的ニュー

ス､ ３－４面には現地住民に対する軍政監部の

政策や公示､ 日本・日本文化宣伝の記事などの

構成となっている｡

学校教育における日本語普及のほかに､ コミュ

ニティーセンター・ヘイタイサン日本語クラス

などの日本語学習を補う一環として､ 軍政監

部の宣伝班が現地住民を対象に､ 現地で刊行さ

れた主な新聞や雑誌に日常会話程度の日本語

コラムを掲載した｡ その一つが､ ｢��������������｣ に掲載された､ ｢������������｣ であ
る｡

｢������������｣の第１号が昭和17年２月21
日に掲載された｡ 昭和19年10月４日まで３シリー

ズ､ 計392号を掲載した｡ 戦況の激化により中

断 (例えば､ 昭和17年11月30日から昭和18年８

月６日までは掲載がなかった) も多かった｡ 表

１はその号数と掲載期間を示す｡

昭和17年４月15日に､ 日本軍政監部のもとで､

現地住民向けのラジオ放送が開始されるととも

に､ ラジオ日本語講座も行われ､ 放送の内容な

どは翌日の新聞に掲載された｡ 廃刊まで３シリー

ズ､ 計306号が掲載された｡ 放送の号数や期間

郭 俊 海2

３ 昭和17年６月２日に朝刊として刊行されるように

なった｡

３. 日本語コラム｢������������｣とラジ
オ日本語講座｢��������������������｣

表１ ｢������������｣
シリーズ 号数 掲載期間

１ 1～171 昭和17.2.21～昭和17. 9.10

２ 1～ 67 昭和17.9.11～昭和17.11.29

３ 1～154 昭和18.8. 7～昭和19.10. 4

計 392号



は表２に示す｡

本索引には､｢������������｣､｢��������������������｣ のほかに､ 日本語普及に関する他
の重要記事､ たとえば日本語の歌､ 日本語のコ

ンテスト､ 現地での日本語普及の状況及び南方

徴用文化人による日本語・日本文化美化の文章

なども収録した｡ 記事の標題は原文のままにし

た｡
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表２ ｢��������������������｣
シリーズ 号数 掲載期間

１ 55～246 昭和17.6.20～昭和18.2. 9

２ 1～109 昭和18.2.16～昭和18.6.26

３ 3,4,7～10 昭和18.7. 3～昭和18.7.13

計 306号

４. 日本語の普及に関する他の重要記事



23 ������� ″ 17 ���21
24 ��������� ″ 18 ���22
25 �������� ″ 19 ���23
26 ������ ″ 20 ���24
27 �������� ″ 21 ���25
28 ������ ″ 23 ���26
29 ������� ″ 24 ���27
30 ��������� ″ 25 ���28
31 �������� ″ 26 ���29
32 ������ ″ 27 ���30
33 �������� ″ 28 ���31
34 ������ ″ 30 ���32
35 ������� ″ 31 ���33
36 ��������� ����� 1 ���34
37 �������� ″ 2 ���35
38 ������ ″ 3 ���36
39 �������� ″ 4 ���37
40 ������ ″ 6 ���38

郭 俊 海4 ��������������索引�
(�����������������������������������)��������� ����� ���� ������ ���������������������� ������� ���������������� ������ ������������� ����������

2 �������� ″ 21 ������������
3 ������ ″ 22

4 ������ ″ 23 ���������������2 (���������) 以下同
5 ������� ″ 24 ���3
6 ��������� ″ 25 ���4
7 �������� ″ 26 (���5) �����������������������
8 ������ ″ 27 ���6
9 �������� ″ 28 ���7 �����������������������������������������������
10 ������ ����� 2 ���8
11 ������� ″ 3 ���9
12 ��������� ″ 4 ���10
13 �������� ″ 5 ���11
14 ������ ″ 6 ���12
15 �������� ″ 7 ���13
16 ������ ″ 9 ���14
17 ������� ″ 10 ���15
18 ��������� ″ 11 ���16
19 �������� ″ 12 ���17 (���������) ����������������������

(������������������)
20 ������ ″ 13 ���18
21 �������� ″ 14 ���19
22 ������ ″ 16 ���20

��������は新聞の号数｡



41 ������� ″ 7 ���39
42 ��������� ″ 8 ���40
43 �������� ″ 9 ���41
44 ������ ″ 10 ���42
45 �������� ″ 11 ���43 ���������������������������������
46 ������ ″ 13 ���44
47 ������� ″ 14 ���45 20 ����������������������� ��������� � �� ����� ������������������������������������
49 �������� ″ 16 ���47
50 ������ ″ 17 ���48 ������������������������������������������
51 �������� ″ 18 ���49 ������������������������������������������
52 ������ ″ 20 ���50
53 ������� ″ 21 ���51 �����������������������6 (����������)
54 ��������� ″ 22 ���52
55 �������� ″ 23 ���53 ��������������������������������������������������
56 ������ ″ 24 ���54
57 �������� ″ 25 ���55 �������������������������������
58 ������ ″ 27 ���56
59 ������� ″ 28 ���57��������� ″ 29 �� ������������������������������������������������������������������� ��������
60 �������� ″ 30 ���58 ���������������������
61 ������ ��� 1 ���������������(�����������������)������������������������������(����������������������������������)���������59 (以下標題同)
62 �������� ″ 2 ���60
63 ������ ″ 4 ���61
64 ������� ″ 5 ���62
65 ��������� ″ 6 ���63
66 �������� ″ 7 ���64
67 ������ ″ 8 ���65
68 �������� ″ 9 ���66 ����������������������������������������������
69 ������ ″ 11 ���67
70 ������� ″ 12 ���68
71 ��������� ″ 13 ���69
72 �������� ″ 14 ���70
73 ������ ″ 15 ���71 ������������������������
74 �������� ″ 16 ���72 ������������������������������������(��������������)
75 ������ ″ 18 ���73
76 ������� ″ 19 ���74
77 ��������� ″ 20 ���75
78 �������� ″ 21 ���76
79 ������ ″ 22 ���77 ��������������
80 �������� ″ 23 ���78
81 ������ ″ 25 ���������������(���������������������)���������79 (以下標題同)
82 ������� ″ 26 ���80
83 ��������� ″ 27 �����������
84 �������� ″ 28 ���81 ��������������������������������
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85 ������ ″ 29 ���82
86 �������� ″ 30 ���83 ����������������������������
87 ������ ���� 1 ���84 ���������������������������������������������������������������������
88 ������� ″ 2 ���85 ���������������������
89 ��������� ″ 3 ���86 ��������������������������������������������������������学ベ日本語ヲ
90 �������� ″ 4 ���87 �����������������������������������
91 ������ ″ 5 ���88 �����������������������������������
92 �������� ″ 6 ���89 ��������������������������������������������������������������������
93 ������ ″ 8 ���90 ���������������������������������������������������������������
94 ������� ″ 9 ���91 ��������������������������������������������������������������������������
95 ��������� ″ 10 ���92 カタカナ シンブン サクラ (1�4 ���)
96 �������� ″ 11 ���93 �����ヘイタイサン�����������������������������������������������������������������������������������������������������������(�������������)
97 ������ ″ 12 ���94 ��������������������������������������������������

マナベ ニッポンゴ！

98 �������� ″ 13 ���95 �������������������������������������������������������������������������������������� ������������������マナベ ニッポンゴ！

99 ������ ″ 14 ���96
100 ������� ″ 16 ���97 ������������������������
101 ��������� ″ 17 ���98 �����������������������������������
102 �������� ″ 18 ���99 マナベ ニッポンゴ

103 ������ ″ 19 ���100 マナベ ニッポンゴ��� �������� � �� ������ ��� ����� ������
105 ������ ″ 21 ���102 ���������������������

マナベ ニッポンゴ ���57
106 ������� ″ 23 ���103 マナベ ニッポンゴ ���58
107 ��������� ″ 24 ���104 ����������������������������

マナベ ニッポンゴ ���59
108 �������� ″ 25 ���105 マナベ ニッポンゴ ���60
109 ������ ″ 26 ���106 ����������������������������������������

マナベ ニッポンゴ ���61
110 �������� ″ 27 ���107 �������������������������������(���������������������)

マナベ ニッポンゴ ���62
111 ������ ″ 28 ���108 マナベ ニッポンゴ ���63
112 ������� ″ 30 ���109 マナベ ニッポンゴ ���64
113 ��������� ���� 1 ���110 マナベ ニッポンゴ ���65
114 �������� ″ 2 ニッポンゴ ヲ ツカイ マショウ ���������������(���������������������) ������ ���111(以下標題同)

マナベ ニッポンゴ ���66
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����55～���183までは､ 原紙に掲載されるラジオ番組表の内容に基づき推測したものである｡



115 ������ ″ 3 ���12� マナベ ニッポンゴ ���67
116 �������� ″ 4 ���13 マナベ ニッポンゴ ���68
117 ������ ″ 5 ���14 マナベ ニッポンゴ ���69
118 ������� ″ 7 ���15 マナベ ニッポンゴ ���70
119 ��������� ″ 8 ���16 マナベ ニッポンゴ ���71
120 �������� ″ 9 ���17 �����������������������������72
121 ������ ″ 10 ���18 ニッポン ゴ コウザ����������������������������������73
122 �������� ″ 11 ���19 ニッポンゴコウザ����������������������������������74
123 ������ ″ 12 ���20 ニッポンゴコウザ����������������������������������75
124 ������� ″ 14 ���21 ニッポンゴコウザ��������������������������������76
125 ��������� ″ 15 ���22 ニッポンゴコウザ��������������������������������77
126 �������� ″ 16 ���23 ニッポンゴコウザ��������������������������������78
127 ������ ″ 17 ���24 ニッポンゴコウザ��������������������������������79
128 �������� ″ 18 ���25 ニッポンゴコウザ��������������������������������80
129 ������ ″ 19 ���26 カタカナノカキカタ

ニッポンゴコウザ�������������������������������������81
130 ������� ″ 21 ���27 �����������������������������

ニッポンゴコウザ��������������������������������82
131 ��������� ″ 22 ���28 �����������������

ニッポンゴコウザ��������������������������������83
132 �������� ″ 23 ���29 �������������������������������

ニッポンゴコウザ��������������������������������84
133 ������ ″ 24 ���30 ニッポンゴコウザ��������������������������������85
134 �������� ″ 25 ���31 ������������������������

ニッポンゴコウザ��������������������������������86
135 ������ ″ 26 ���32 ニッポンゴコウザ�������������������������������������87
136 ������� ″ 28 ���33 ���������������������������

ニッポンゴコウザ��������������������������������88
137 ��������� ″ 29 ���34 ニッポンゴコウザ��������������������������������89
138 �������� ″ 30 ���35 ニッポンゴコウザ��������������������������������90
139 ������ ″ 31 ���36 ニッポンゴコウザ��������������������������������91
140 �������� ������ 1 ���37 ニッポンゴコウザ��������������������������������92
141 ������ ″ 2 ���38 ニッポンゴコウザ�������������������������������������93
142 ������� ″ 4 ���39 ニッポンゴコウザ��������������������������������94
143 ��������� ″ 5 ���40 ニッポンゴコウザ��������������������������������95
144 �������� ″ 6 ���41 ニッポンゴコウザ��������������������������������96
145 ������ ″ 7 ���42 ニッポンゴコウザ��������������������������������97
146 �������� ″ 8 ���43 ニッポンゴコウザ��������������������������������98
147 ������ ″ 9 ���44 �������������������������������������������������������������������������������

ニッポンゴコウザ�������������������������������������99
148 ������� ″ 11 ���45 ニッポンゴコウザ��������������������������������100
149 ��������� ″ 12 ���46 ニッポンゴコウザ��������������������������������101
150 �������� ″ 13 ���47 ニッポンゴコウザ��������������������������������102
151 ������ ″ 14 ���48 ニッポンゴコウザ��������������������������������103
152 �������� ″ 15 ���49 ニッポンゴコウザ��������������������������������104
153 ������ ″ 16 ���50 ニッポンゴコウザ�������������������������������������105
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154 ������� ″ 18 ���51 ニッポンゴコウザ��������������������������������106
155 ��������� ″ 19 ���52 ニッポンゴコウザ��������������������������������107
156 �������� ″ 20 ���53 ニッポンゴコウザ��������������������������������108
157 ������ ″ 21 ���54 ニッポンゴコウザ��������������������������������109
158 �������� ″ 22 ���55 ニッポンゴコウザ��������������������������������110
159 ������ ″ 23 ���56 ���������

ニッポンゴコウザ�������������������������������������111
160 ������� ″ 25 ���57 ニッポンゴコウザ��������������������������������112
161 ��������� ″ 26 ���58 ニッポン ゴノ マナビカタ：��������������������������������������������������

ニッポンゴコウザ��������������������������������113
162 �������� ″ 27 ���59 ニッポンゴノ マナビカタ：�������������������������������������������������

ニッポンゴコウザ��������������������������������114
163 ������ ″ 28 ニッポンゴ ヲ ツカイマショウ ������������������60

ニッポンゴコウザ��������������������������������115
ニホンゴノ マナビカタ：������������������������������������

164 �������� ″ 29 ���61 ニホンゴノ マナビカタ：������������������������������������
ニッポンゴコウザ��������������������������������116

165 ������ ″ 30 ���62 ニッポンゴコウザ�������������������������������������117
166 ������� ��������� 1 ニホンゴ ノ マナビカタ ������������������63 (以下標題同)

ニッポンゴコウザ��������������������������������118
167 ��������� ″ 2 ���64 ����������������������(写真)

ニッポンゴコウザ��������������������������������119
168 �������� ″ 3 ���65 ニッポンゴコウザ��������������������������������120
169 ������ ″ 4 ���66 ニッポンゴコウザ��������������������������������121
170 �������� ″ 5 ���67 ニッポンゴコウザ��������������������������������122
171 ������ ″ 6 ニッポンゴ ノ マナビカタ ������������������68 (以下標題同)

ニッポンゴコウザ�������������������������������������123
172 ������� ″ 8 ���69 ニッポンゴコウザ��������������������������������124
173 ��������� ″ 9 ���70 �������������������������������������������������

ニッポンゴコウザ��������������������������������125
174 �������� ″ 10 ���71 ニッポンゴコウザ��������������������������������126
175 ������ ″ 11 ニッポンゴノ マナビカタ��������������� 1 (以下同)

ニッポンゴコウザ��������������������������������127
176 �������� ″ 12 ������ 2 ニッポンゴコウザ��������������������������������128
177 ������ ″ 13 ������ 3 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������

ニッポンゴコウザ�������������������������������������129
178 ������� ″ 15 ������ 4 ニッポンゴコウザ��������������������������������130
179 ��������� ″ 16 ������ 5 ニッポンゴコウザ��������������������������������131
180 �������� ″ 17 ������ 6 ニッポンゴコウザ��������������������������������132
181 ������ ″ 18 ������ 7 ニッポンゴコウザ��������������������������������133�����������������������������
182 �������� ″ 19 ������ 8 ��������������������������������������������������������������������������������������

ニッポンゴコウザ��������������������������������134
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183 ������ ″ 20 ������ 9 ニッポンゴコウザ�������������������������������������135
184 ������� ″ 22 ������ 10 ニッポンゴコウザ��������������������������������136
185 ��������� ″ 23 ������ 11 ニッポンゴコウザ��������������������������������137
186 �������� ″ 24 ������ 12 ���������������������������������������������

ニッポンゴコウザ��������������������������������138
187 ������ ″ 25 ニッポンゴコウザ��������������������������������139
188 �������� ″ 26 ������ 13 ニッポンゴコウザ��������������������������������140
189 ������ ″ 27 ������ 14 ����������������� 1���������������������������������

ニッポンゴコウザ�������������������������������������141
190 ������� ″ 29 ������ 15 ニッポンゴコウザ��������������������������������142
191 ��������� ″ 30 ������ 16 ����������������������������������������������������������������������������������������

ニッポンゴコウザ��������������������������������143
192 �������� ������� 1 ������ 17 �3�000 ��������������������������������������

ニッポンゴコウザ��������������������������������144
193 ������ ″ 2 ������ 18 ニッポンゴコウザ��������������������������������145
194 �������� ″ 3 ������ 19 ������������������������������������������������������

ニッポンゴコウザ��������������������������������146
195 ������ ″ 4 ������ 20 ����������������� 2�������������������� 1

ニッポンゴコウザ�������������������������������������147
196 ������� ″ 6 ������ 21 ニッポンゴコウザ��������������������������������148
197 ��������� ″ 7 ������ 22 ラジオニュース��������������������������������149
198 �������� ″ 8 ������ 23 ����������������������������������

ニッポンゴコウザ��������������������������������150
199 ������ ″ 9 ������ 24 �������������������������������������������������������������������������������������������

ニッポンゴコウザ��������������������������������151
200 �������� ″ 10 ������ 25 ニッポンゴコウザ��������������������������������152
201 ������ ″ 11 ������ 26 ������������������3 ��������������������2��������������������������������������������������

ニッポンゴコウザ�������������������������������������153
202 ������� ″ 13 ������ 27 ����������������������������������������������������������

ニッポンゴコウザ��������������������������������154
203 ��������� ″ 14 ������ 28 ニッポンゴコウザ��������������������������������155
204 �������� ″ 15 ������ 29 ニッポンゴコウザ��������������������������������156
205 ������ ″ 16 ������ 30 ニッポンゴコウザ��������������������������������157
206 �������� ″ 17 ������ 31 ニッポンゴコウザ��������������������������������158
207 ������ ″ 18 ������ 32 ������������������4 ��������������������3

ニッポンゴコウザ�������������������������������������159
208 ������� ″ 20 ������ 33 ニッポンゴコウザ��������������������������������160
209 ��������� ″ 21 ������ 34 ニッポンゴコウザ��������������������������������161�����������������������������
210 �������� ″ 22 ������ 35 ニッポンゴコウザ��������������������������������162
211 ������ ″ 23 ������ 36 ニッポンゴコウザ��������������������������������163
212 �������� ″ 24 ������ 37 ニッポンゴコウザ��������������������������������164
213 ������ ″ 25 ������ 38 ����������������� 5 ��������������������4
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ニッポンゴコウザ�������������������������������������165
214 ������� ″ 27 ������ 39 ニッポンゴコウザ��������������������������������166
215 ��������� ″ 28 ������ 40 ニッポンゴコウザ��������������������������������167
216 �������� ″ 29 ������ 41 ����������������������������������������������������

ニッポンゴコウザ��������������������������������168
217 ������ ″ 30 ニッポンゴノ マナビカタ ������������������42 (以下標題同)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ニッポンゴコウザ�����������������������������������169
218 �������� ″ 31 ���������43 ニッポンゴコウザ��������������������������������170
219 ������ �������� 1 ���������44 ����������������� 6 ��������������������5

ニッポンゴコウザ�������������������������������������171
220 ������� ″ 3 ������ 45
221 ��������� ″ 4 ������ 46 ニッポンゴコウザ��������������������������������172
222 �������� ″ 5 ������ 47 ニッポンゴコウザ��������������������������������173
223 ������ ″ 6 ������ 48 ニッポンゴコウザ��������������������������������174
224 �������� ″ 7 ������ 49 ��������������������������������� �������������������

ニッポンゴコウザ�����������������������175
225 ������� ″ 10 ������ 50 ニッポンゴコウザ��������������������������������176
226 ��������� ″ 11 ������ 51 ニッポンゴコウザ��������������������������������177
227 �������� ″ 12 ������ 52 ニッポンゴコウザ��������������������������������178
228 ������ ″ 13 ������ 53 �������������������������������179
229 �������� ″ 14 ������������������54 (以下標題同)�������������������������������180�
230 ������ ″ 15 ������ 55 ����������������� 7 ������������������� 6���������������������������������181
231 ������� ″ 17 ������ 56 �������������������������������182
232 ��������� ″ 18 ������ 57 �������������������������������184��
233 �������� ″ 19 ������ 58 �������������������������������184
234 ������ ″ 20 ������ 59 �������������������������������185
235 �������� ″ 21 ������ 60 ������������������������������������������(�����)�������������������������������������������������������������������186
236 ������ ″ 22 ������ 61 ��������������������������������������������������187
237 ������� ″ 24 ������ 62
238 ��������� ″ 25 ������ 63 ������������������������������189
239 �������� ″ 26 ������ 64 �����������������������190
240 ������ ″ 27 ������ 65 �����������������������191
241 �������� ″ 28 ������ 66 �����������������������192
242 ������ ″ 29 ������ 67 �����������������������193
244 ������� �������� 1 �����������������������196
244 ″ �����������������������195
245 ��������� ″ 2 �����������������������196
246 �������� ″ 3 �����������������������197
247 ������ ″ 4

248 �������� ″ 5 �����������������������198
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249 ������ ″ 7 �����������������������199
1 ������� ″ 8 ���������������������������������������
2 ��������� ″ 9

3 �������� ″ 10 �����������������������200
4 ������ ″ 11 �����������������������201
5 �������� ″ 12

6 ������ ″ 14

7 ������� ″ 15 �����������������������202
8 ��������� ″ 16 �����������������������203
9 �������� ″ 17 �����������������������204
10 ������ ″ 18 �����������������������205
11 �������� ″ 19 �����������������������206
12 ������ ″ 21 �����������������������207
13 ������� ″ 22 �����������������������208
14 ��������� ″ 23 �����������������������209
15 �������� ″ 24 �����������������������210
16 ������ ″ 25

17 �������� ″ 26 �����������������������212
18 ������ ″ 28 �����������������������213
19 ������� ″ 29 �����������������������214
20 ��������� ″ 30

21 �������� ″ 31�� ������ ������� ���� ����
23 �������� ″ 2

24 ������ ″ 4 �����������������������215
25 ������� ″ 5 �����������������������216
26 ��������� ″ 6 �����������������������217
27 �������� ″ 7 �����������������������218
28 ������ ″ 8 �����������������������219
29 �������� ″ 9 �����������������������220
30 ������ ″ 11 �����������������������221
31 ������� ″ 12 �����������������������222
32 ��������� ″ 13 �����������������������223
33 �������� ″ 14 �����������������������224
34 ������ ″ 15 �����������������������225
35 �������� ″ 16 �����������������������226
36 ������ ″ 18 �����������������������227
37 ������� ″ 19 �����������������������228
38 ��������� ″ 20 �����������������������229
39 �������� ″ 21 �����������������������230
39 ������ ″ 22 �������������������230����231
40 �������� ″ 23 �����������������������232
41 ������ ″ 25 �����������������������233
42 ������� ″ 26 �����������������������234
43 ��������� ″ 27 �����������������������235
44 �������� ″ 28 �����������������������236
45 ������ ″ 29 �����������������������237
46 �������� ″ 30 �����������������������238
47 ������ �������� 1 �����������������������239

日本占領下のシンガポールにおける日本語の普及 11



48 ������� ″ 2 �����������������������240
49 ��������� ″ 3 �����������������������241
50 �������� ″ 4 �����������������������242
51 ������ ″ 5 �����������������������243
52 �������� ″ 6 �����������������������244
53 ������ ″ 8 �����������������������245
54 ������� ″ 9 �����������������������246
55 ��������� ″ 10

56 �������� ″ 11

57 ������ ″ 12

58 �������� ″ 13

59 ������ ″ 15 大南方軍の歌 ������������－ �����
60 ������� ″ 16 �����������������������１
61 ��������� ″ 17 �����������������������2
62 �������� ″ 18 �����������������������3
63 ������ ″ 19 �����������������������4
64 �������� ″ 20 ����������������������������������������������������5
65 ������ ″ 22 �����������������������6
66 ������� ″ 23 �����������������������7
67 ��������� ″ 24 �����������������������8
68 �������� ″ 25 �����������������������9
69 ������ ″ 26 �����������������������10
70 �������� ″ 27 �����������������������11
71 ������ ����� 1 �����������������������12
72 ������� ″ 2 ��������������������������������������������������������������������13
73 ��������� ″ 3 �����������������������14
74 �������� ″ 4 �����������������������15
75 ������ ″ 5 �����������������������16
76 �������� ″ 6 �����������������������17
77 ������ ″ 8 �����������������������18
78 ������� ″ 9 �����������������������19
79 ��������� ″ 10 �����������������������20
80 �������� ″ 11 �����������������������21
81 ������ ″ 12

82 �������� ″ 13

83 ������ ″ 15 �����������������������22
84 ������� ″ 16 �����������������������23
85 ��������� ″ 17 �����������������������24
86 �������� ″ 18 �����������������������25
87 ������ ″ 19 �����������������������26
88 �������� ″ 29 �����������������������27
89 ������ ″ 22 �����������������������28
90 ������� ″ 23 300 ���������������������������������������������������������������29
91 ��������� ″ 24 �����������������������30
92 �������� ″ 25 ��������������������������������������������������������������31
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93 ������ ″ 26 �����������������������32
94 �������� ″ 27 �����������������������33
95 ������ ″ 29 �����������������������34
96 ������� ″ 30 �����������������������35
97 ��������� ″ 31 �����������������������36
98 �������� ����� 1 �����������������������37
99 ������ ″ 2 �����������������������38
100 �������� ″ 3 �����������������������39
101 ������ ″ 5 �����������������������40
102 ������� ″ 6 �����������������������41
103 ��������� ″ 7 �����������������������42
104 �������� ″ 8 �����������������������43
105 ������ ″ 9 �����������������������44
106 �������� ″ 10 �����������������������45
107 ������ ″ 12 �����������������������46
108 ������� ″ 13 �����������������������47
109 ��������� ″ 14 �����������������������48
110 �������� ″ 15 �����������������������49
111 ������ ″ 16 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������50
112 �������� ″ 17 �����������������������51
113 ������ ″ 19 �����������������������51 (����)
114 ������� ″ 20 �����������������������52
115 ��������� ″ 21 �����������������������53
116 �������� ″ 22 �����������������������54
117 ������ ″ 23 �����������������������55
118 �������� ″ 24 �����������������������56
119 ������ ″ 26 �����������������������57
120 ������� ″ 27 �����������������������58
121 ��������� ″ 28 �����������������������59
122 �������� ″ 29 �����������������������60
123 ������ ″ 30 �����������������������61
124 �������� ��� 1 �����������������������62
125 ������ ″ 3 �����������������������63
126 ������� ″ 4 �����������������������64
127 ��������� ″ 5 ��������������������������������������������������������������65
128 �������� ″ 6 �����������������������66
129 ������ ″ 7 �����������������������67
130 �������� ″ 8 �����������������������68
131 ������ ″ 10 �����������������������69
132 ������� ″ 11 �����������������������70
133 ��������� ″ 12 �����������������������71
134 �������� ″ 13 �����������������������72
135 ������ ″ 14 �������������������������������������������������������������73
136 �������� ″ 15 �����������������������74
137 ������ ″ 17 �����������������������75
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138 ������� ″ 18 �����������������������76
139 ��������� ″ 19 �����������������������77
140 �������� ″ 20 �����������������������78
141 ������ ″ 21 �����������������������79
142 �������� ″ 22 �����������������������80
143 ������ ″ 24 �����������������������81
144 ������� ″ 25 �����������������������82
145 ��������� ″ 26 �����������������������83
146 �������� ″ 27 �����������������������84
147 ������ ″ 28 �����������������������85
148 �������� ″ 29 �����������������������86
149 ������ ″ 31 �����������������������87
150 ������� ���� 1 ����������������������������������������������������� ������������������������������88
151 ��������� ″ 2 �����������������������89
152 �������� ″ 3 �����������������������90
153 ������ ″ 4 �����������������������91
154 �������� ″ 5 �����������������������92
155 ������ ″ 7 �����������������������93
156 ������� ″ 8

157 ��������� ″ 9 �����������������������94
158 �������� ″ 10 ������������������������������������������������������������������������������������95
159 ������ ″ 11 �����������������������96
160 �������� ″ 12 �����������������������97
161 ������ ″ 14 �����������������������98
162 ������� ″ 15 �����������������������99
163 ��������� ″ 16 �����������������������100
164 �������� ″ 17 �����������������������101
165 ������ ″ 18 �����������������������102
166 �������� ″ 19 �����������������������103
167 ������ ″ 21 �����������������������104
168 ������� ″ 22 �����������������������105
169 ��������� ″ 23 �����������������������106
170 �������� ″ 24 �����������������������107
171 ������ ″ 25 �����������������������108
172 �������� ″ 26 �����������������������109
173 ������ ″ 28

174 ������� ″ 29

175 ��������� ″ 30

176 �������� ���� 1

177 ������ ″ 2

178 �������� ″ 3 �����������������������3
179 ������ ″ 5 �����������������������4
180 ������� ″ 6

181 ��������� ″ 7

182 �������� ″ 8

183 ������ ″ 9 �����������������������7
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184 �������� ″ 10 �����������������������8
185 ������ ″ 12 �����������������������9
186 ������� ″ 13 �����������������������10
187 ��������� ″ 14

188 �������� ″ 15 �����������������������������������������
189 ������ ″ 16

190 �������� ″ 17

191 ������ ″ 19

192 ������� ″ 20

193 ��������� ″ 21

194 �������� ″ 22

195 ������ ″ 23

196 �������� ″ 24

197 ������ ″ 26

198 ������� ″ 27

199 ��������� ″ 28 ��������������������������������������������
200 �������� ″ 29

201 ������ ″ 30

202 �������� ″ 31

203 ������ ������ 2

204 ������� ″ 3

205 ��������� ″ 4

206 �������� ″ 5

207 ������ ″ 6 ����������������������������
208 �������� ″ 7 �������������������������������1(以下標題同)
209 ������ ″ 9 ������ 2
210 ������� ″ 10 ������ 3 �������
211 ��������� ″ 11 ������ 4
212 �������� ″ 12 ������ 5
213 ������ ″ 13 ������ 6
214 �������� ″ 14 ������ 7
215 ������ ″ 16 ������ 8
216 ������� ″ 17 ������ 9
217 ��������� ″ 18 ������ 10
218 �������� ″ 19 ������ 11
219 ������ ″ 20 ������ 12
220 �������� ″ 21 ������ 13
221 ������ ″ 23 ������ 14
222 ������� ″ 24 ������ 15
223 ��������� ″ 25 ������ 16
224 �������� ″ 26 ������ 17
225 ������ ″ 27 ������ 18
226 �������� ″ 28 ������ 19
227 ������ ″ 29 ��������������������������������������
228 ������� ″ 31 ������ 20
229 ��������� ��������� 1 ������ 21
230 �������� ″ 2 ������ 22
231 ������ ″ 3 ������ 23
232 �������� ″ 4 �������������������������������������������
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233 ������ ″ 6 ������������������� (1)
234 ������� ″ 7 ������������������� (2)
235 ��������� ″ 8 ������ 24
236 �������� ″ 9 ������ 25
237 ������ ″ 10 ������ 26���1 �������� ″ 11 ������������ ���������������
238 �������� ″ 11 ���������������������������������������������������������������
239 ������ ″ 13 ������ 27
240 ������� ″ 14 ������ 28
241 ��������� ″ 15 ������ 29
242 �������� ″ 16 ������ 30 ���������������������������������������
243 ������ ″ 17 ������ 31
244 �������� ″ 18

245 ������ ″ 19

246 ������ ″ 20

247 ������� ″ 21

248 ��������� ″ 22

249 �������� ″ 23 ������ 32
250 ������ ″ 24 ������ 33
251 �������� ″ 25

252 ������ ″ 27 ������ 34
253 ������� ″ 28 ������ 35 ��������������
254 ��������� ″ 29 ������ 36
255 �������� ″ 30 ������ 37
256 ������ ������� 1 ������ 38
257 �������� ″ 2

258 ������ ″ 3

259 ������ ″ 4

260 ������� ″ 5 ������ 39
261 ��������� ″ 6

262 �������� ″ 7 ������ 40
263 ������ ″ 8

264 �������� ″ 9

265 ������ ″ 11 ������ 41
266 ������� ″ 12 ������ 42
267 ��������� ″ 13 ������ 43
268 �������� ″ 14 ������ 44
269 ������ ″ 15 ������ 45
270 �������� ″ 16 ������������������������������������������
271 ������ ″ 18 ������ 46 ������������������������������������������
272 ������� ″ 19 ������ 47
273 ��������� ″ 20 ������ 48
274 �������� ″ 21 ������ 49
275 ������ ″ 22 ������ 50
276 �������� ″ 23

277 ������ ″ 24

278 ������ ″ 25 ������ 51
279 ������� ″ 26 ������ 52
280 ��������� ″ 27 ������ 53
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281 �������� ″ 28 ������ 54
282 ������ ″ 29 ������ 55
283 �������� ″ 30

284 ������ �������� 1 ������ 56
285 ������� ″ 2 ������ 57
286 ��������� ″ 3 ������ 58 ���������������������������������������������
287 �������� ″ 4 ������ 59 �����������������������5 ����2 ���4
288 ������ ″ 5 ������ 60
289 �������� ″ 6 ������������アジアの光 (�����������)
290 ������ ″ 8 ������ 61
291 ������� ″ 9 ������ 62
292 ��������� ″ 10 ������ 63
293 �������� ″ 11 ������ 64 �����������������������������������4
294 ������ ″ 12 ������ 65 ������������������������4
295 �������� ″ 13 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
296 ������ ″ 15 ������ 66 ��������������������������
297 ������� ″ 16 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 67 �������������������������5������������������������������������������������������
298 ��������� ″ 17 ������ 68 ��������������
299 �������� ″ 18 ������ 69 ���������������������5�����������������������������������������������������
300 ������ ″ 19 ������ 70 ��������������
301 �������� ″ 20 ������������������������������������������
302 ������ ″ 22 ������������������������������������������������� 71 ���������������������6�������������������������������
303 ������� ″ 23

304 ��������� ″ 24 ������������������� (3)
305 �������� ″ 25 ������ 72 ���������������������7
306 ������ ″ 26 ������ 73
307 �������� ″ 27 �����������������������������������
308 ������ ″ 29 ������ 74
309 ������� ″ 30 ������ 75
310 ��������� �������� 1

311 �������� ″ 2 ������ 76 ����������������������������������������������
312 ������ ″ 3

313 �������� ″ 4���1 ������ ″ 5 ���������������������������������������������������
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314 ������ ″ 5

315 ������ ″ 6 ������ 77
316 ������� ″ 7 ������ 78
317 ��������� ″ 8 ����������������������������������������������������
318 �������� ″ 9

319 ������ ″ 10 ������ 79
320 �������� ″ 11

321 ������ ″ 13 ������ 80
322 ������� ″ 14

323 ��������� ″ 15

324 �������� ″ 16

325 ������ ″ 17

326 �������� ″ 18 ������ 81 �������������������
327 ������ ″ 20 ������ 82
328 ������� ″ 21 ������ 83
329 ��������� ″ 22 ������ 84
330 �������� ″ 23 ������ 85
331 ������ ″ 24 ������ 86
332 �������� ″ 25 �����������������������
333 ������ ″ 27 ������ 87
334 ������� ″ 28 ������ 88
335 ��������� ″ 29 ������ 89
336 �������� ″ 30 ������ 90
337 ������ ″ 31��� �������� ������� ����
339 ������ ″ 3

340 ������� ″ 4 ������ 91
341 ��������� ″ 5 ������ 92
342 �������� ″ 6 ������ 93
343 ������ ″ 7 ������ 94
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日本語教育の現場において､ 中国人学習者

(以下学習者) は､ 日本では他の留学生に比べ､

漢字語彙については自学自習が期待されている

ことが多いが､ それでも多くの学習者がある程

度まで日本語の漢字語彙を身につけることがで

きる｡ 漢字語彙は確かに学習者にとって有利に

作用することが多い｡ しかし一方で中国語の漢

字語彙の知識は､ 以下の点で日本語学習の妨げ

ともなっている｡

１) 日本語としての漢字語や語彙についての

知識が不正確である｡

２) 意味を理解する時､ 視覚的情報 (漢字)

に頼りすぎるため､ 音声情報が聞き取れない｡

他者に意思を適切に伝達したり必要な情報等

を得たりするには､ 語彙に関する正確な知識と

運用力が不可欠であり (堀場 2008)､ 上記の弱

点を補強するためには､ 中国人学習者も視野に

入れた漢字語彙教材を開発する必要がある｡ 本

稿では､ 教材開発のための基礎的研究として､

中国人学習者が漢字語彙の学習上困難に感じる

点や問題となっている点を改めて確認すること

にした｡

先行研究としては､ 守屋(1978)､ 陳(2003)､

加藤 (2005) などがあるが､ 日中同形語の意味

的差異に関するものが多い｡ しかし､ 語彙を運

用するには意味に関する知識だけでなく､ 音声

や文法についての正確な知識も必要である｡

そこで本稿では､ 漢字語彙の運用に必要とさ
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１. はじめに

大 神 智 春�
清 水 百 合��

中国人学習者の漢字語彙学習については､ 様々な楽観的な見方が多い｡ 本稿では本当に容易であるのかを中国で日本

語を学習する中国人学習者を対象に調査した｡ その結果､ 読み方については､ 清音・濁音の区別､ および読み方が複数

ある漢字の読み分けについての混乱が上級レベルでも残っていることが改めて確認された｡ 品詞性については､ 教科書

で提示された用法以外の使い方が整理されておらず､ 正確な運用知識が不十分である点が明らかになった｡ 学習者の抱

える問題の背景には母語の影響と学習方法が関わっていると考えられる｡�������
中国人学習者 漢字語彙 発音 品詞性 運用知識

要 旨



れる知識の中から ｢音声｣ (清濁､ 長音､ 音訓)

と ｢文法｣ (品詞性) を取り上げることにする｡

２－１ 研究対象

2007年９月に中国東北師範大学赴日本国留学

生予備学校において調査を実施した｡ 調査対象

となったのは中級前半の学習者 (以下中級学習

者) 88名と上級前半の学習者 (以下上級学習者)

38名､ 合計126名であるが､ 本稿では回答に不

備があった学習者を除いたため中級学習者63名､

上級学習者38名の分析を行った｡

２－２ 方法

中級､ 上級ともテスト形式の質問紙を作成し

た｡ 構成は両レベルとも発音と文法から成る｡

問題となる語彙はレベルに対応したものをそれ

ぞれ選定した｡ 選定に当たっては､ 中級レベル

では日本語能力検定の４級と３級の語彙を､ 上

級レベルでは２級と１級の語彙を使用した１｡

２－２－１ 発音

漢字語彙の発音､ すなわち読み方で学習者が

混乱する傾向にあるのは､ 清音・濁音の区別お

よび長音・短音の区別と､ 読み方が複数ある漢

字の読み分けである｡

そこで､ 本稿ではこの２点に焦点を当てた問

題を作成した｡

問題１：次の語と同じ読みの語を選んで､ 読

みを書いてください｡

友人 (ａ.老人 ｂ.人間 ｃ.人々 ｄ.三人)

答え (ａ.ろうじん)

問題語彙と同じ読み方の語を選択肢の中から

選ぶことで､ 語彙の読み分けを確認し､ その選

択肢のよみかたを書かせることで､ 発音の清濁

および長音・単音の区別を確認する｡

２－２－２ 文法

語彙の運用に関わる文法のうち､ 最も基本と

なるものの１つは語彙の品詞性である｡ 例えば､

例１は意味的には理解できるが品詞に誤用が見

られるため不自然な印象を受ける｡

例１：初めて学会で研究の成果を発表するの

で､ とても緊張です｡

例１は上級学習者の誤用である｡ このような

品詞性に関する誤用は上級レベルでも少なくな

い｡ そこで本調査では漢字語彙の品詞性に焦点

を当て､ 問題を作成した｡

問題２：次のことばの中で､ ｢する｣ をつけ

て動詞として使うことができるものは､ 答えの

｢する｣ を選び､ ｢な｣ をつけて形容詞として使

うことができるものは ｢な｣ を選びなさい｡ 名

詞として使えるものは ｢－｣ を選びなさい｡ 答

えは１つだけでないこともあります｡

必要 (な・する・－)

趣味 (な・する・－)

上手 (な・する・－)

語彙の選定に関しては､ ①中国語と品詞が同

じ語彙､ ②中国語と品詞が一部あるいは全く異

なる語彙､ ③中国語にはない語彙､ の３つの点

を考慮にいれた｡ 尚､ 品詞については揺れが見

られる語彙もあるため､ 原則として辞書に提示

されている品詞を基準とした｡

２－３ 手順

まずプレースメントテストで学習者のレベル

や学習背景を把握し､ 次の日に本調査を実施し

た｡ 分析に当たっては､ 問題となった語彙が被
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２. 調査方法



験者が使用している教科書で提出されているか

もあわせて確認した｡ 教科書は調査対象校で使

用されている初級教科書 『新概念日本語』 と中

級教科書 『新編中級日語』 を用いた｡

３. 結果と考察

３－１ 発音

３－１－１ 中級学習者

表１に各問題の正答率をまとめる｡ 問題番号

の上に記述されている語彙の下線の漢字と同じ

読み方をする選択肢を選ぶ問題である２｡

正答率が低かったのは ｢後半｣ と ｢後ほど｣

の読み方である｡ また､ ｢後｣ の漢字ほどでは

ないが､ ｢目上｣ や ｢運転中｣ の正答率も低かっ

た｡ ｢後｣ ｢上｣ ｢中｣ ともに漢字としては初歩

的なものであるが､ 初歩的であっても読み方の

難易度が高いものがあることが分かる｡

では､ 問題となった漢字を学習者はどのよう

に読んでいるのであろうか｡ 清濁および長音・

短音の区別と､ 読み方が複数ある漢字の読み分

けについては学習者はどの程度知識を身につけ

ているのであろうか｡ 調査では､ 問題となって

いる漢字を学習者がどのように読んでいるか確

認するため､ 選んだ選択肢の漢字語彙の読み方

を書いてもらった｡ その学習者の回答をもとに､

長音・短音､ 清音濁音の区別について考察した｡

まず第一にこのレベルではまだ清音と濁音の

読みわけに困難さを感じていることが分かる｡

表２に示した語彙が代表的な例である｡ 尚､ 表

中に提示されている語彙は回答となった選択肢

の語彙である｡

例えば､ ｢九時｣ については ｢きゅう｣ か

｢ぎゅう｣ かで濁音の有無についての混乱が見

られる｡ 更に ｢きゅう｣ や ｢く｣ なのか ｢きゅ｣

なのか長短の区別でも混乱が生じていることが

分かる｡ 他の漢字についても同様の傾向が見ら

れる｡ 発音に母語の影響が残りやすいことは先

行研究でも指摘されているが (小柳 2004)､ 中

国人学習者を対象とした本稿でも同様の点が確
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問題 土地 友人 九月 何日 荷物 運転中 目上 後ほど 後半

正答者数 55 48 41 35 26 21 18 6 4

正答率 87.3％ 76.2％ 65.1％ 55.6％ 41.3％ 33.3％ 28.6％ 9.5％ 6.3％

標準偏差 0.34 0.43 0.48 0.50 0.50 0.48 0.46 0.30 0.25

表１ 漢字語彙の読み方についての正答率 (中級) ��63
九時 車中

回答 人数 ％ 回答 人数 ％

く 40 63.5％ ちゅう 28 44.4％

ここ 5 7.9％ じゅう 3 4.8％

きゅう 3 4.8％ じゅ 2 3.2％

きゅ 2 3.2％ しゅう 2 3.2％

き 1 1.6％ ちょう 1 1.6％

ぎゅう 1 1.6％ 無記入 27 42.9％

無記入 11 17.5％

表２ 長音・短音､ 清音・濁音の区別 (中級)



認された｡ 清音・濁音や長音・短音の区別は中

国語にないため区別が難しいと考えられる｡

次に､ 読み方が複数ある場合の読み分けにつ

いてであるが､ 学習者の回答は､ ｢地｣ ｢人｣

｢日｣ のように正確な読み方に回答が集中して

いるものと､ ｢後｣ のように不正確な読み方に

回答が集中しているもの､ ｢物｣ ｢上｣ のように

正確な読み方と不正確な読み方に回答がほぼ二

分されるもの､ の３つに分かれる傾向があると

言える (表３､ 表４､ 表５)３｡

理由としては､ やはり母語に同形語があるか

否かが関わっていると考えられるが､ 更に､ 中

級前半レベルでは学習ツールの多くを教科書に

頼っていることが多いことから､ 教科書のイン
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地方 老人 来日

回答 人数 ％ 回答 人数 ％ 回答 人数 ％

ち 44 69.8％ じん 39 61.9％ にち 41 65.1％

じ 3 4.8％ ひと 9 14.3％ か 4 6.3％

無記入 16 25.4％ にん 3 4.8％ ひ 3 4.8％

無記入 12 19.0％ いち 1 1.6％

無記入 14 22.2％

表３ 正確な読み方に回答が集中している例

雨後晴れ 後退

回答 人数 ％ 回答 人数 ％

ご 14 22.2％ ご 23 36.5％

あと 9 14.3％ こう 2 3.2％

のち 6 9.5％ こ 2 3.2％

うし 2 3.2％ その他 1 1.6％

こ 2 3.2％ 無記入 35 55.6％

こう 1 1.6％

その他 1 1.6％

無記入 28 44.4％

表４ 不正確な読み方に回答が集中している例

作物 年上

回答 人数 ％ 回答 人数 ％

もつ 22 34.9％ うえ 13 20.6％

ぶつ 13 20.6％ じょう 13 20.6％

もの 8 12.7％ じょ 1 1.6％

ぼつ 1 1.6％ その他 1 1.6％

無記入 19 30.2％ 無記入 35 55.6％

表５ 正確な読み方と不正確な読み方に回答が二分される例



プットの質および量が関わっているのではない

か｡ そこで､ 次に､ ｢地方｣ ｢雨後晴れ｣ ｢作物｣

の３語彙について､ 教科書ではどのように提出

されているのかを確認することにした｡

まず､ 正確な読み方の回答が多かった ｢地方｣

と不適切な読み方の多かった ｢雨後晴れ｣ を見

る｡ 表６､ 表７は問題となっている語彙､ 選択

肢の語彙､ 各選択肢の選択率､ それらの語彙が

導入されている課､ 該当漢字が別の語彙として

使用されている場合はその語彙をまとめた｡ 教

科書で導入されていない語彙は ｢×｣ で示した｡

｢地方｣ についてであるが､ 問題となった

｢土地｣ も選択肢の ｢地方｣ も初級教科書では

導入されていない｡ それにも関わらず正答率が

高いのは､ １つの理由として､ 日本語の ｢地方｣

の読み方は基本的な読み方である ｢ち｣ の方で

あるので､ 既に教科書で導入されていた ｢地図｣

｢地下鉄｣ ｢観光地｣ からの類推が容易であった

ためであろう｡ 加えて､ 中国語に同形語彙があ

り､ かつ ｢地方｣ は中国語でも基礎語彙の１つ

であるため､ 教科書で導入されているか否かに

関わらず使用頻度が高く読み方を正確に覚える

機会が多いのではないか｡ ｢地方｣ は日中同形

語彙という側面がプラスに作用している場合の

例であると考えられる｡

一方､ ｢後｣ の漢字については､ ｢雨後晴れ｣

という使い方が導入されていないため､ 殆どの

学習者はこの語彙が正確に読めなかったのでは

ないか｡ しかし､ 他の選択肢は全て導入されて

おり､ 消去法で答えを導き出すことができたは

ずである｡

それにも関わらず正答率が低かったのは､ 読

み方の類推が容易になるだけのインプットが不

足しているためだと思われる｡ ｢後｣ のように

読み方が多数ある漢字の読み分けを理解し整理

するためには､ それだけの情報､ つまり質・量
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表６ 各漢字・語彙の教科書での扱い (｢土地｣)

語彙 語彙選択率 導入課 他の語彙としての提示

問題 土地 ×

地図 地下鉄 観光地
選択肢

地酒 1�6％ ×

地方 87�3％ ×

地面 6�3％ ×

地震 1�6％ ×

無回答 3�2％
表７ 各漢字・語彙の教科書での扱い (｢後ほど｣)

語彙 語彙選択率 導入課 他の語彙としての提示

問題 後ほど 13課

後ほど 後ろ 明後日
放課後 後で 後(あと)

食後選択肢

後ろ 14�3％ 19課

後で 28�6％ 35課

その後 27�0％ 12課
24課

雨後晴れ 9�5％ ×

無回答 20�6％



ともに豊富なインプットが必要である｡ ｢後｣

の漢字は ｢うし (ろ)｣ ｢あと｣ ｢のち｣ ｢ご｣

｢こう｣ と多様な読み方があり､ 多くの語彙の

インプットから読み分けについて整理していく

ことが求められる｡ しかし､ 表７内の ｢教科書

での提示｣ から明らかなように､ 初級の教科書

では１つの読み方につき１, ２語ほどしか導入

されていない｡ 問題となった語彙および選択肢

が殆ど既習語彙であったにも関わらず適切な読

み方を書くことができない学習者が多かったの

は､ 量的にも質的にもインプットが十分ではな

いため読み分けについて正確に整理できておら

ず､ 読み方の類推が困難であったためであろう

と考えられる｡

では､ 次に ｢作物｣ および問題となった ｢荷

物｣ が教科書でどのように提示されているのか

を確認する (表８)｡

｢荷物｣ という語彙は日本語では最も基礎的

な語彙の１つであり教科書でも比較的早い段階

で導入されている｡ 選択肢も ｢作物｣ 以外は全

て初級で導入されており､ 正確な読み方を回答

する学習者が多くてもよいはずである｡ それに

も関わらず正確な読み方と不正確な読み方に回

答が二分されたのは､ 第一に､ 本稿の ｢はじめ

に｣ でも述べたが､ 学習者が ｢視覚的情報 (漢

字) に頼る｣ ことに一因があると考えられる｡

｢物｣ の漢字は ｢ブツ｣ が基本的な音読みであ

るのに対し ｢モツ｣ は応用的な読み方になる｡

｢物｣ の音読みは ｢ブツ｣ であると一対一の対

応で覚えていると､ ｢荷物｣ という語彙を視覚

的に捉えた時､ ｢ニモツ｣ という発音 (読み方)

と漢字を結びつけることができず､ ｢ブツ｣ の

読み方を当てはめてしまうのであろう｡

第二に､ ｢後｣ の漢字同様読み方を整理する

にはインプットが量的質的に不十分であると考

えられる｡ 表４を見ると､ ｢もの｣ や ｢ぶつ｣

と読む語彙は比較的豊富に導入されているが､

｢モツ｣ と読む語彙は ｢荷物｣ １語しか導入さ

れていない｡ ｢モツ｣ は基本的な読み方ではな

いため､ どの漢字語彙を ｢モツ｣ と読むのか理

解するためには､ より多くの語彙が提示される

必要がある｡

以上から､ 中級前半レベルでの ｢発音｣ 的側

面については､ 次の点を確認することができた｡

１) 漢字としては初歩的であっても読み分け

の上では難易度の高いものがある｡

２) 清音と濁音､ 長音と短音の読み分けが難

しい｡

３) 学習者が読み分けについて困難に感じて

いる背景には､ 母語の影響､ 視覚情報と音

声情報がリンクしていない点､ インプット

の質や量という点が影響していると考えら

れる｡
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表８ 各漢字・語彙の教科書での扱い (｢荷物｣)

漢字 語彙 語彙選択率 導入課 他の語彙としての提示

問題 荷物 22課

物 荷物 建物 買い物
果物 飲み物 食べ物
置き物 飾り物 贈り物
忘れ物 物価 郵便局
見物 物理 動物 生物

選択肢

動物 20�6％ 19課

食べ物 6�3％ 19課

作物 46�0％ ×

見物する 15�9％ ×

無回答 11�1％



３－１－２ 上級前半学習者

上級では､ 同じ読み方をする語彙をどれだけ

把握しているであろうか｡ 表９に各問題の正答

率をまとめる｡

正答率は中級と比較すると全体的に高かった

が､ ｢音楽｣ および ｢下流｣ については､ 正答

率が50％以下であった｡ 中級同様､ 初歩的な漢

字であっても読み方が複数ある漢字の読み分け

が難しいことが分かる｡

次に長音・短音､ 清音・濁音の区別について

は､ どうであろうか｡ 表10を見ると､ 例えば､

初歩的な漢字の１つである ｢大変｣ の ｢大｣ を

｢だい｣ あるいは ｢たい｣ と読んでいることや､

｢行政｣ を ｢きょう｣ と読んでいる学習者がい

ることから､ 人数的には多くはないが､ 上級に

至っても清濁の区別に混乱が残っていることが

分かる｡ 長音・短音の区別については､ 今回の

調査の結果を見る限り上級レベルでは ｢行｣ の

漢字を ｢ぎょ｣ と読む学習者がわずかにいる程

度であった｡

では､ 音読みの読み方が複数ある漢字の読み

分けについてはどうであろうか｡ 今回の調査で

は ｢人｣ ｢作｣ のように正しい読み方が多かっ

た語彙 (表11)､ ｢楽｣ のように不正確な読み方
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大変 行政

回答 人数 ％ 回答 人数 ％

たい 23 60.5％ ぎょう 20 52.6％

だい 10 26.3％ きょう 6 15.8％

おお 3 7.9％ こう 6 15.8％

無記入 2 5.3％ ぎょ 2 5.3％

ごう 1 2.6％

無記入 3 7.9％

表９ 漢字語彙の読み方についての正答率 (上級)

問題 行事 保証人 物価 作業 大使館 中間 火力 下流 音楽

正答者数 35 31 29 26 24 23 19 17 13

正答率 92.1％ 81.6％ 76.3％ 68.4％ 63.2％ 60.5％ 50.0％ 44.7％ 34.2％

標準偏差 0.27 0.39 0.43 0.47 0.49 0.50 0.51 0.50 0.48

��38
表10 長音・短音､ 清音・濁音の区別 (上級)

他人 動作

回答 人数 ％ 回答 人数 ％

にん 30 78.9％ さ 25 65.8％

じん 4 10.5％ さく 7 18.4％

無記名 4 10.5％ つくり 1 2.6％

無記入 5 13.2％

表11 正しい読み方が多かった語彙の例



の回答が多かった語彙 (表12)､ ｢力｣ ｢物｣ ｢下｣

のように正答率が低くかつ日本語には無い読み

方が回答として挙がっているもの (表13)､ の

３者にほぼ分かれる傾向があった｡

この３傾向のうち､ 正答率が低く日本語には

無い読み方が回答として挙がっている語彙 (表

13) が上級レベルでも見られるのはなぜであろ

うか｡

学習者は上級レベルに至るまでに何千という

語彙に触れており､ 豊富なインプットを得てい

るはずである点を考えると､ インプットの質や

量よりも､ 学習方法や中級レベルでも触れた母

語から受ける ｢視覚的情報 (漢字)｣ の影響が

大きいと考えられる４｡

中級以上になると語彙や表現の学習が重要な

位置を占めるようになり､ 膨大な量の語彙を処

理しなければならない｡ その際､ 図１のように

意味・発音 (読み方)・形 (漢字・語形) を結

びつけ総合的に習得していく必要がある｡

しかし､ 多くの中国人学習者は漢字語彙を見

れば意味がおおよそ理解できるため､ 視覚的情

報から得た意味的な知識の確認で学習が止まっ

てしまい､ 日本語では該当漢字や語彙をどのよ

うに読むのかという運用に関わる知識が抜け落

ちてしまう (図２)｡

そのため､ 上級レベルの回答でも､ 例えば

｢力｣ の読み方として ｢り｣ ｢りょう｣ ｢れき｣

といった不正確なものが挙がるのであろう｡

一般的に､ 中級や上級の授業では語彙は各自
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楽器

回答 人数 ％

がく 23 60.5％

がっ 7 18.4％

らく 2 5.3％

その他 1 2.6％

無記入 5 13.2％

表12 不正確な読み方の回答が多かった語彙の例

意味

発音 (読み方) 形 (漢字・語形)

図１ 意味・音声 (読み方)・形 (漢字・語形) の関係

体力 好物 地下

回答 人数 ％ 回答 人数 ％ 回答 人数 ％

りょく 18 47.4％ ぶつ 17 44.7％ か 16 42.1％

り 4 10.5％ もの 7 18.4％ げ 10 26.3％

りょう 2 5.3％ か 3 7.9％ した 1 2.6％

しょく 2 5.3％ ぶ 2 5.3％ へい 1 2.6％

りき 1 2.6％ ふつ 1 2.6％ その他 1 2.6％

れき 1 2.6％ 無記入 8 21.1％ 無記入 9 23.7％

無記入 10 26.3％

表13 正答率が低くかつ日本語には無い読み方が回答として挙がっている例



で覚えておくものとして取り扱われていること

が多く､ 知識として取り込んだ語彙を体系的に

整理する機会はあまりない｡ そのため､ 上級レ

ベルになっても十分に整理できず読み分けに困

難さが残るように思われる｡ 読み方の違いで意

味も変わるのだという点を理解させ､ 正確な発

音を身につけることができる学習のあり方を検

討していく必要がある｡

３－２ 文法的要素

学習者の品詞性に対する意識についての結果

をまとめた｡ どの品詞として使用できるか当て

はまるものをすべて回答してもらい､ ｢な形容

詞｣ のみとして使用できると回答した学習者､

｢な形容詞｣ と ｢名詞｣ として使用できると回

答した学習者､ というようにどの品詞を回答し

たかごとに回答者数を集計した｡

３－２－１ 中級学習者

まず､ 表14に中級学習者の結果をまとめた｡

表内の色付けされている箇所は回答数が最も多

かった答えである｡

まず､ ナ形容詞の選択傾向を見ると､ 名詞と

して使用できる語彙についてもほとんどの学習

者が ｢形容詞のみの用法である｣ と回答してい

る｡ これは､ 中級レベルではまだ語彙の多様な

用法について学習しておらず初級で学習した最

も基本的な品詞用法しか身についていないため

であろう｡

ただし､ ｢残念｣ のように品詞の区別に混乱

が見られる語彙もある｡ 他のナ形容詞の語彙に

は大きな混乱が見られないことから､ 初級での

導入の仕方や学習方法が関わっているのではな

いかと考えられる｡

そこで､ 教科書で ｢残念｣ がどのように提出
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意味

発音 (読み方) 形 (漢字・語形)

図２ 多くの中国人学習者に見られる学習方法

問題
ナ形容詞 スル動詞

必要 親切 上手 残念 相談 勉強 授業 進歩 成功 経験 約束

形容詞のみ 47 51 53 15 1 1 1 1 2

動詞のみ 2 4 37 33 28 32 18 14 13

名詞のみ 4 1 1 25 1 3 2 4 34 16

形容詞・名詞 9 7 7 10 2 2 2

動詞・名詞 2 7 23 30 31 26 32 7 34

形容詞・動詞 1 2 2 1

形容詞・動詞・名詞 2 2

無回答 4 4

表14 各語彙の品詞選択 (中級学習者) ��63
＊表内の数字は人数



されているか確認したところ､ ｢残念｣ は常に

｢残念ですね｣ という表現で提示されていた｡

学習者は ｢残念｣ はナ形容詞という文法的なカ

テゴリーではなく表現として覚えており､ その

ために品詞の区別に混乱が生じたのではないだ

ろうか｡

次に､ スル動詞の品詞選択傾向はどうであろ

うか｡ たとえば ｢相談｣ について ｢動詞のみ｣

と回答した学習者が37名､ ｢動詞｣ ｢名詞｣ 両者

だと回答した学習者が23名いたように､ 全体的

に､ ｢動詞のみ｣ と回答した学習者と ｢動詞｣・

｢名詞｣ 両者と回答した学習者に分かれる｡

教科書での提示の仕方をみると､ ｢相談｣ も

その他の殆どの語彙も動詞用法として提示され

ていた｡ 基本的にはナ形容詞同様､ 教科書で学

習した基本的な品詞用法は身についているが､

教科書では明確に提示されていない ｢名詞用法｣

にも触れている学習者が半数近くいる｡ これは､

やはり母語の ｢スル動詞｣ の使い方の影響を受

けているのではないかと考えられる｡ しかも日

本語にしかない語彙も中国語に同形語がある語

彙も同様の回答の傾向があることから､ 日本語

と中国語に同形語があるか否かに関わらず母語

の運用知識を応用している｡ なぜナ形容詞では

そのような傾向が殆どみられずスル動詞では見

られたのであろうか｡ この点については､ 上級

レベルの結果と合わせて考察していきたい｡

３－２－２ 上級学習者

上級レベルの品詞性に対する意識を表15にま

とめた｡

まず､ ナ形容詞についてであるが､ ナ形容詞

のみの語彙 ｢真剣｣ ｢上品｣ も名詞としても使

用できる語彙 ｢貧乏｣ ｢困難｣ も大多数の学習

者が ｢形容詞のみの用法である｣ と回答してお

り､ 品詞性に対する意識は上級レベルでも偏り

がみられることが分かる｡

次にスル動詞であるが､ 上級レベルでも全体

的に ｢動詞のみ｣ と回答した学習者と ｢動詞｣・

｢名詞｣ と回答した学習者に二分されており､

上級レベルでも母語の運用知識いをあてはめる

傾向があることが分かる｡

以上の結果から品詞性について考察する｡ ま

ず第一に､ ナ形容詞のように使用範囲や意味範

囲が比較的限定される語彙の品詞性は母語の影

響だけでなく学習方法も大きく影響してくると

考えられる｡ 教科書では日常的で自然な使い方

のみが載せられていることが多く､ 当然ながら
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問題
ナ形容詞 スル動詞

真剣 上品 貧乏 困難 用意 変化 休講 検討 借金 進歩

形容詞のみ 26 26 28 14 3

動詞のみ 3 1 1 3 23 21 22 23 15 25

名詞のみ 4 5 2 8 3 1 2 1 7 1

形容詞・名詞 2 6 4 5

動詞・名詞 7 9 15 11 14 16 12

形容詞・動詞 2

形容詞・動詞・名詞 0 1

無回答 3 1 1 3

表15 各語彙の品詞選択 (上級学習者) ��38
＊表内の数字は人数



学習者は教科書に提示された使い方を身につけ

ることになる｡ その際語彙の文法的な使用範囲

は限定されているため､ 意味上あるいは使用上

の母語の影響は比較的受けにくいのではないか｡

尚､ 初級レベルではその使い方を覚えていれ

ば十分であろうが､ 中級以降になると複雑で高

度な内容の産出が求められるようになり､ 語彙

の多用な使用が必要となる｡ 学習者は語彙の形

と使い方を１対１で対応させるという初級まで

の勉強方法から､ 語彙の複数の使い方を習得し

他の様々な語彙と対応させ語彙知識を再構築し

ていく方向へ切り替えていく必要がある｡

次に､ スル動詞のように語彙数が多く複雑な

運用知識が必要となる種類の語彙については､

教科書だけで全ての知識を網羅することは難し

い｡ そこで､ 不十分な知識を補うために母語の

知識の介入が生じるのではないか｡ 先にも述べ

たが､ 学習者は視覚的な情報に大きく影響を受

ける傾向があるため､ 意味が同じであるである

場合､ 運用方法も同じであろうと推測し過剰般

化してしまうと考えられる｡

更に､ 学習方法も大きく関係しているようで

ある｡ 現在使用されている中国人学習者向けの

教科書の多くは､ 文法や表現の習得が中心となっ

ており､ 語彙の視点から文法知識を統合させた

ものはあまりない｡ 学習者は語彙の運用知識に

注意を向け体系的に学ぶ機会が少ないため､ 母

語の知識に頼らざるを得ないのではないか｡

４. まとめ

本調査の分析から､ 学習者は語彙について､

どのように発音しどのように使用するかという

運用に関わる知識が不十分であるため混乱が生

じることが明らかになった｡ 学習者は漢字を見

れば意味が分かることが多いため ｢理解｣ の段

階で語彙学習が止まってしまう｡ 語彙を使用す

る際､ どのように発音しどのように使用するか

という知識がないため､ 母語の運用知識を持ち

込んでしまう｡

運用知識の不足は学習方法にも関係がある点

も示唆された｡ 語彙の学習は暗記して意味を覚

え基本的な使い方を把握するにとどまる場合が

多く､ それが中上級の学習の停滞を招く点が改

めて確認された｡

中国である程度日本語を学習した後に日本に

留学する学習者は多く今後更に増加するであろ

う５｡ 日本の受け入れ側としては､ 学習者に対

し､ 他者とコミュニケーションしたり情報等を

得たりするには､ 語彙に関する意味的な知識だ

けでなく運用知識も必要であることを意識させ

る必要がある｡

そのためには､ 語彙の学習は意味の暗記をす

るに留まるのではなく､ 語彙知識を常に整理し

新たな知識を加えながら､ 構築していくことが

できる教材を開発する必要がある｡
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資料６

＜１＞ ｢発音｣ の問題 (中級)

次の語と同じ読みの語を選んで､ 読みを書い

てください｡

１. 友人 (ａ.老人 ｂ.人間 ｃ.人々

ｄ.三人) 答え ( )

２. 何日 (ａ.来日する ｂ.朝日 ｃ.十日

ｄ.休日) 答え ( )

３. 九月 (ａ.九日 ｂ. 九百 ｃ.九時

ｄ.九十) 答え ( )

４. 目上 (ａ.上手な ｂ.年上 ｃ.上京する

ｄ.屋上) 答え ( )

５. 運転中 (ａ.国中 ｂ.車中 ｃ.年中

ｄ.夜中) 答え ( )

６. 後半 (ａ.後退する ｂ.午後 ｃ.半年後

ｄ.直後) 答え ( )

７. 土地 (ａ.地酒 ｂ.地方 ｃ.地面

ｄ.地震) 答え ( )

８. 荷物 (ａ.動物 ｂ.食べ物ｃ.作物

ｄ.見物する) 答え ( )

９. 後ほど (ａ.後ろ ｂ.後で ｃ.その後

ｄ.雨後晴れ) 答え ( )

＜２＞ ｢発音｣ の問題 (上級)

次の語と同じ読みの語を選んで､ 読みを書い

てください｡

１. 行事 (ａ.飛行機 ｂ.行政 ｃ.旅行

ｄ.銀行) 答え ( )

２. 中間 (ａ.時間 ｂ.仲間 ｃ.人間

ｄ.世間) 答え ( )

３. 下流 (ａ.下水 ｂ.下校 ｃ.地下

ｄ.下宿する) 答え ( )

４. 火力 (ａ.馬力 ｂ.体力 ｃ.底力

ｄ.力学) 答え ( )

５. 音楽 (ａ.気楽な ｂ.楽園 ｃ.行楽

ｄ.楽器) 答え ( )

６. 物価 (ａ.好物 ｂ.忘れ物 ｃ.果物

ｄ.着物) 答え ( )

７. 作業 (ａ.作文 ｂ.動作 ｃ.作品

ｄ.荷作り) 答え ( )

８. 保証人 (ａ.人手 ｂ.主人 ｃ.外国人

ｄ.他人) 答え ( )

９. 大使館 (ａ.拡大する ｂ.大学院

ｃ.大阪 ｄ.大変な)答え ( )

＜３＞ ｢品詞性｣ の問題 (中級)

次のことばの中で､ ｢する｣ をつけて動詞と

して使うことができるものは､ 答えの ｢する｣

を選び､ ｢な｣ をつけて形容詞として使うこと

ができるものは ｢な｣ を選びなさい｡ 名詞とし

て使えるものは ｢－｣ を選びなさい｡ 答えは１

つだけでないこともあります｡

１. 必要 (な・する・－)

２. 成功 (な・する・－)

３. 上手 (な・する・－)

４. 意思 (な・する・－)

５. 勉強 (な・する・－)

６. 趣味 (な・する・－)

７. 経験 (な・する・－)

８. 親切 (な・する・－)

９. 約束 (な・する・－)

10. 残念 (な・する・－)

11. 相談 (な・する・－)

12. 授業 (な・する・－)

13. 先進 (な・する・－)

14. 進歩 (な・する・－)
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＜３＞ ｢品詞性｣ の問題 (上級)

次のことばの中で､ ｢する｣ をつけて動詞と

して使うことができるものは､ 答えの ｢する｣

を選び､ ｢な｣ をつけて形容詞として使うこと

ができるものは ｢な｣ を選びなさい｡ 名詞とし

て使えるものは ｢－｣ を選びなさい｡ 答えは１

つだけでないこともあります｡

１. 上品 (な・する・－)

２. 用意 (な・する・－)

３. 意義 (な・する・－)

４. 困難 (な・する・－)

５. 変化 (な・する・－)

６. 貧乏 (な・する・－)

７. 休講 (な・する・－)

８. 検討 (な・する・－)

９. 真剣 (な・する・－)

10. 借金 (な・する・－)

11. 苦痛 (な・する・－)

12. 先進 (な・する・－)

13. 発達 (な・する・－)

14. 進歩 (な・する・－)

【注】

１ 調査対象語彙の ｢先進｣ ｢進歩｣ は必ずしも日本語

能力試験の対象レベルに該当するわけではないが､ 調

査者が別の調査で実施した学習者の作文によく見られ

た語彙であることから調査に加えることにした｡

２ 文中の下線がついている漢字が問題となっているも

のである｡

３ 表２同様､ 表中に提示されている語彙は回答となっ

た選択肢の語彙である｡

４ どのような漢字や漢字語彙の場合に母語の影響を受

けやすいのかは今後更に調査をするめる必要がある｡

５ 留学生増加に向けての取り組みについては大神・清

水 (2008) を参照｡

６ 資料の内容は大神・清水(2008)からの引用である｡
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本論文では､ 中国の改革開放期 (1978年12月

～2008年現在まで) における自費留学制度の形

成過程を検証することにしたい｡ 自費留学につ

いては1981年に初めて国家の規定が公布された｡

以後､ 一貫して増え続けている｡ 『中国教育年

鑑2007』 (人民教育出版社､ 2007年) によれば､

2006年度の海外留学者数は13�38万人であった｡
そのうち､ 国家派遣 (国家公派) 4�2％､ 機関
派遣 (単位公派) 5�6％に対して､ 自費留学は
90�2％を占めるに至った｡ 自費留学は中国人の
海外留学の本流を形成している｡

自費留学は一般大衆に開かれた留学ルートで

ある｡ 人々は自費留学によって高学歴を得､ 将

来､ 高収入を得る職業に就くというドリームを

描き始めた｡ しかし､ 80～90年代初めまで､ 大

衆には自費留学は経済的にほとんど不可能であっ

た｡ ところが冷戦後､ 中国経済はグローバル化

によって急成長を続けた｡ 国民の所得水準は上

がり､ 自費留学は実現可能なものになった｡ そ

こに中国政府の自費留学自由化政策 (プッシュ

効果) と先進諸国の留学生受け入れ増加政策

(プル効果) という国際レベルの人材流動促進

の作用が働いた結果､ 自費留学は今日の隆盛を

みたのである｡

１. 自費留学政策の開始

中国では､ 改革開放の直後､ 1979年から自費

留学の申請が急増した｡ だが､ 自費留学に関す

る全国統一的な政策や手続きの規定が未だなかっ

たので､ 各地方では暫定的に対応がなされてい

た｡ このために1980年12月20日､ 教育部・公安

部・外交部・財政部・国家人事局・国家労働総

局・国務院科技幹部局など７部門が ｢自費出国

留学に関して指示を請う｣ (関于自費出国留学

的請示) に､ ｢自費出国留学の暫定的規定｣ (関

于自費出国留学的暫行規定) 12条を附して国務

院に提出､ 翌1981年１月14日､ 国務院はこれを

承認した｡

｢自費出国留学の暫定的規定｣ は自費留学も

人材育成にとって重要な方策であると認める最

初の規定であった｡ 以下は全訳である｡

《自費留学は人材を育成する大きな道である｡

この工作をしっかり行うために特に以下の規定

を作る｡

一. 自費留学の範囲とは､ 主に大学あるいは

大学院 (仕事､ 研修､ 親類訪問､ 小中学校

での学習などで国外に行くことは含まず)

に入学するために国外に行くことを指す｡

自費留学者は高校あるいは大学の文化水準

を有し､ 国外の親戚友人がその学習期間の
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費用全部を負担するという保証書および入

学許可書を以って､ 自費留学を申請できる｡

二. 自費留学申請者に対する審査は状況に応

じて別々に行われなければならない｡

１. 上記条件を有する高校生や大学生は学

校に申請し､ 学校の証明を経た後､ 省・

市・自治区の公安部に報告し､ 審査・許

可を受けて証明書を発給される｡

２. 在職者 (集体所有制の労働者を含む)

は､ 教育・科学技術・各種業務の中核的

人物を除き､ 職場に申請し､ 職場の著名

入り意見書をもらい､ 所轄機関に報告し

て審査・許可され､ さらに省・市・自治

区の公安部門で審査・許可されて､ 証明

書を発給される｡

３. ｢社会青年｣ および農村社員は､ 県以

上の公安局 (あるいは市の公安分局) に

申請し､ 現地の公安部門の審査後､ 省・

市・自治区の公安部門で審査・許可され

て､ 証明書を発給される｡

４. 外事工作人員 (臨時に外事活動に参加

する人員も含む) は､ 外国の賓客を接待

する機会を利用して､ 本人あるいは子女

のために出国留学を打ち合わせてはなら

ない｡ このようにして国外に経済保証人

を得ても､ 一般に承認しない｡

自費留学者は､ 公安部門の発給する旅

券と出国ビザ (出境簽証) を得た後､ 中

国旅行社本社のビザ代理手続き処 (簽証

代辧処) に委託するか､ あるいは本人が

中国駐在の外国公館に赴き入国ビザ (入

境簽証) の取得手続きをする｡

在職者で国外研修する教育・科学技術・

各種業務の中核的人物 (専業技術骨干人

員) ―例えば､ 助理研究員､ 講師､ 工程

師､ 主治医師､ 優秀運動員､ 文芸関係の

中心人物､ 機関工作の中核的人物―は､

国外の学習・生活全般の経済保証書を須

く取得して､ 公費留学者の標準に照らし

て､ 所属機関とその上部の所轄部門の承

認を経て､ 教育部に報告し国家計画に組

み込まれた後､ 公費留学者の方法・手続

きによって派遣する｡

三. 自費留学申請者が留学先国家から学歴証

明書､ 成績証明書､ 健康診断書などを求め

られれば､ 関係機関は協力して処理しなけ

ればならない｡

四. 自費留学する在籍学生は､ 本人が学籍保

留を要求すれば､ 学籍を１年保留できる｡

五. 自費留学者は留学にかかる衣､ 食､ 住､

学費､ 医療費､ 往復旅費などの一切の費用

を自分で賄う｡

六. 在職者が自費で国外に行き､ 大学あるい

は大学院で学ぶ場合､ 国外での学習期間を

給与・勤続年数に換算する問題については､

在職者が国内の大学或いは大学院で学ぶの

と同等の待遇とする｡

七. 教育部が在外公館に自費留学者の管理に

ついて通知するのに便利なように､ 各省・

市・自治区の公安部門は証明書を発行する

時､ 本人に ｢自費出国留学人員登記表｣ を

書かせなければならない｡ 公安部門は毎季､

最初の月の上旬に教育部にそれを送付する｡

八. 自費留学者の出国前に､ 各機関はしっか

り工作し､ 熱情をもって歓送し､ 彼らが努

力して学習し､ 学業を成就させて帰国し､

祖国の社会主義建設に奉仕するよう奨励し

なければならない｡ 出国後､ 各機関は彼ら

との連絡を継続しなければならない｡

九. 自費留学者は出国後､ 我が在外公館と連

携を保ち､ 自己の情況をまとめて報告し､

かつ国内の元の所属機関と連絡を保たなけ
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ればならない｡

十. 我が在外公館は自費留学者に積極的な関

心を持ち､ 彼らとの連絡と管理教育の工作

を強化しなければならない｡

十一. 自費留学者が学業を終えて帰国後､ 国

家は彼らの国外での学歴と学位を承認する｡

彼らの就職は､ 所属の省・市・自治区 (あ

るいは国務院各官庁) の人事部門が責任を

持って斡旋する｡ 給与待遇は､ 公費留学者

の関連規定によって処理する｡

十二. 本規定は承認された日から施行する｡

しばらく実施して､ 必要なときに修訂する｡

過去の関連規定が本規定と抵触する場合は､

本規定を以って準則とする｡》

(教育部他７部門｢自費出国留学の暫定規定｣)

この ｢自費出国留学の暫定的規定｣ では､ 大

学生や高校生の自費留学に対して何の規制もな

い｡ また､ 在職者や ｢社会青年｣ (学校卒業後､

職業のない都市部の青年を指す) や農村社員に

も特に規制らしきものはない｡ 唯一､ 各分野の

第一線で活躍する中核的人物の自費留学につい

ては､ 公費留学と同一の手続きで取り扱うと規

定している｡ 恐らく頭脳流出を未然に防ぎたい

という意図の表れであると思われる｡ これを除

けば､ 第一条にあるように､ やや曖昧な表現で

あるが､ ｢高校あるいは大学の文化水準を有す

ること｣ (具有高中或大学文化水平) が自費留

学申請資格の唯一の条件であった｡

では､ なぜこの時期にほとんど制限のない

｢暫定的規定｣ が提起されたのだろうか｡ これ

には二つの理由が考えられる｡ 第一に､ 前年

1980年２月12日､ 全国人民代表大会常務委員会

において ｢中華人民共和国学位条例｣ 20条が通

過し､ 1981年１月１日に施行されたことに関連

があるだろう｡ 学位条例はそれまでなかった学

士学位､ 修士学位 (碩士学位)､ 博士学位の授

与基準について規定した｡ 学位とは､ 当人の政

治思想性に関係なく､ 当人が修得した専門分野

における学術水準を明示する基準である｡ 換言

すれば､ 中国は専門的人材の公的基準を導入し

たのである｡ やがてこの新しい基準は専門的人

材の中国社会での就職・給与・昇進と直結する

ようになることは誰の目にも明らかだったであ

ろう｡ このことは､ 文革以前に大学に入学した

が学位を授与されなかったり､ 文革期に大学に

入学できなかったりした大勢の青壮年知識人､

そして､ 文革後にも大学進学できなかった青年

や学位が授与されない大学専科の卒業者にも､

学位取得に対する強い動機付けを与えたに違い

ない｡ 彼らは海外の大学に自費留学するという

手段を必然的に希望したと思われる｡ ｢暫定的

規定｣ はその希望に沿うためのものであっただ

ろう｡

また､ 第二の理由として､ 次の事情も影響し

たと推測できる｡ 文革後､ 1978年７月に再開さ

れた大学入試によって大学に入学した本科生が

1981年２月末に卒業見込みであった｡ 学位条例

はそれに合わせて発布されたと思われるが､ 彼

ら本科卒業生が海外の大学院に進学する可能性

を開くために自費留学を急いで開放する必要が

あったと思われる｡

だが､ 次に述べるように､ 中国国内の大学院

への進学者やその在籍学生には自費留学は許可

されないことになった｡

２. 大学院生に対する自費留学の制限

大学院制度 (研究生) は､ 表１のように､ 文

革期 (1966－77年) には完全に停止していた｡

文革終結後､ 1978年７月､ 大学院入試が行われ

て､ 10,708人が入学した｡(1) その３年後の1981

年６月､ 対外開放後はじめて大学院生が卒業し
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た｡ その後､ 毎年､ 大学院生は増え､ 1981年に

18,848人であったものが､ 1985年には87,331人

と約4�5倍になった｡
因みに､ 日本文部省統計によれば､ 1985 (昭

和60) 年の日本の大学院在籍者数は､ 修士課程

(博士前期課程) に48,147人､ 博士後期課程に

21,541人であり､ 合計69,688人であった｡ 将来

の科学研究人材の育成において､ 質の上では日

本が先行していたと思われるが､ 数量の上では

中国は既に日本を追い越していた｡

さて､ 中国では1981年の大学院生18,848人や､

間もなく進学してくる1982年度の新入生約１万

人に対して､ 在学中に自費留学を許可すべきか

否かという問題が浮上した｡ これに関して､

1981年９月８日､ 教育部は ｢大学院生の自費出

国留学問題に関する通知｣ (関于在校研究生自

費出国留学問題的通知) を､ 地方政府 (各省､

市､ 自治区人民政府) の高等教育庁 (局)・教

育庁 (局) および各大学宛に発布した｡

これには､ ｢『自費出国留学の暫行既定』 は大

学院生を含む問題であるかどうか､ 我が部の外

事局は３月北京で開かれた座談会席上で､ 『自

費出国留学の暫行規定』 は､ 大学院生を含むも

のではないという明確な解釈を行った｡｣ と述

べている｡ その理由は何か｡ 以下､ その主要な

部分の訳である｡

《大学院生の自費留学申請の問題では､ 新規

定が出る前は､ 暫定的に以下の原則に従って

処理すること｡

一. 国内で育成する大学院生は､ 国内で学業

を完成させるべきである｡ 学習期間にある

大学院生 (卒業見込みの大学院生を含む)

は､ 途中で学習を停止し自費留学を申請し

てはならない｡ 育成機関 (培養単位) はこ

の申請を承認したり､ 学業成績証明書を発

行したりしてはならない｡ 自費留学者には､

退学を許可し､ 学校 (または研究機関) は

学歴証明のみを発行し､ 学業成績証明書を

発行しないこと｡

個別の専門をもつ大学院生が､ 学業水準

を高めるために､ 学校の承認を経て､ 教師

と同意を得て連携し､ かつ国外の経済的援

助 (旅費と生活費を含む) を取得するとい

う条件で､ 出国申請して資料収集や短期間

(１年を超えない) の学習を行った後､ 帰

国して学習を継続し､ 卒業論文の答弁を行

うつもりの者については､ 同意してもよい｡
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表１ 文革期から改革開放にかけての大学院課程の推移 (人)

出所) 『新中国五十五年統計資料匯編』 中国統計出版社､ 2005年､ 83頁

年 卒業生数 入学者数 在籍学生数 年 卒業生数 入学者数 在籍学生数

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1975

1977

1665

1137

852

1240

1317

0

0

0

1456

0

0

0

0

0

0

0

4546

3409

2557

1317

0

0

0

226

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

9

140

476

11669

4058

4497

2756

17004

10708

8110

3616

9363

11080

15642

23181

46871

10934

18830

21604

18848

25847

37166

57566

87331



但し､ 所在の省､ 市､ 自治区の高等教育庁

(局) あるいは教育庁 (局) がこれを審査

し､ 我が部に承認する旨を通知すること｡

二. 大学院生は卒業時､ 国家の統一的な職業

分配に従わなければならない｡ 自費留学す

る際は､ 就業地位に就いた後に手続きを行

うこと｡ 育成機関はその際の事務について

は責任を負わない｡

少数の省・市において､ 今年の３月末以

前に (この期限は各地ですでに正式に規定

されており､ 各地の規定に従って運用する

こと｡ 例えば､ 上海市は今年５月５日以前

というように規定した) ､ 育成機関の承認

を経て､ 国外の博士課程に正式に申請した

極めて少数の1981年度大学院修了生に対し

ては､ 遺留問題として処理すべきである｡

もし､ 現在その修了論文がすでに答弁審

査を通り､ また国外の経済的援助 (旅費と

生活費を含む) と入学許可を得ていれば､

育成機関は留学人員の条件に照らして再審

査できる｡ その合格者が大学所属の大学院

生の場合は､ 学校経由で省､ 市､ 自治区の

高等教育庁 (局) あるいは教育庁 (局) の

承認を得た後､ 公安局に出国ビザの手続き

を要請すること｡ 研究機関所属の大学院生

の場合は､ 国務院の関係部門や委員会ある

いは省､ 市､ 自治区の所轄部門の承認を経

て､ 当該研究機関のある省､ 市､ 自治区の

公安局に手続きを要請すること｡》

(教育部 ｢関于在校研究生自費出国留学問

題的通知｣)

すなわち､ 国内の大学院生は､ 一時的に海外

で研究することは許可されるが､ 原則として中

国の学位を取得しなければならない｡ 途中退学

して自費留学することは許可されない｡ 当時､

博士学位の水準は､ 外国学位が国内学位よりも

高く評価されていた｡ 従って､ もし中国の大学

院が在籍学生に自費留学を許可すれば､ 大勢

が外国の大学院､ 特に評価の高い米国の大学院

を目指す可能性があったのであろう｡ そういう

事態は中国の大学院の威信を傷つける問題であ

るが､ もっと重大な問題が危惧されていたよう

に思われる｡ それは頭脳流出が起こることであ

る｡(2)

ところで､ 上記の規定にある ｢大学所属の大

学院生｣ ｢研究機関所属の大学院生｣ とは､ 前

者は大学内に設置された大学院に在籍する学生

を指し､ 後者は研究機関内に設置された大学院

に在籍する学生を指す｡ 例えば､ 国家最高の研

究機関である中国科学院は1955年９月に大学院

制度 (研究生制度) を発足させた｡ 文革で中断

したが､ 1978年に復活して以降､ 修士・博士課

程の大学院生を育成している｡

３. 自費留学政策の紆余曲折

(1) 大学の在籍学生・卒業生および研究機関

所属の大学院生に対する自費留学制限

大学院生の自費留学制限が決められた後､ さ

らに幾つかの制限規定が出された｡ すなわち､

1982年７月16日､ 教育部・公安部・外交部・労

働人事部の４部門は ｢自費出国留学に関する規

定｣ (関于自費出国留学的規定) 15条を新たに

発布した｡ 以下､ ｢82年規定｣ と略すが､ これ

によって､ 僅か１年半ばかり前に出された ｢自

費出国留学の暫定的規定｣ は廃棄された｡

さて､ 新しい ｢82年規定｣ 第３条には､ 自費

留学者が国外の大学や大学院に入学する年齢は

35歳を超えてはならず､ 進修生は45歳を超えて

はならないし国家建設に必要な専門分野を選択

すべきであると規定している｡ また第５条では､

大学在学中の本科生・専科生には自費留学を許
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可しないこと｡ また大学所属の大学院生や研究

機関所属の大学院生 (在職者の院生を含む) に

も自費留学を許可しないこと｡ 更に､ 大学卒業

生は国家の職業分配に従って２年間就労した後

に､ その職場の承認を得て自費留学できるとし

た｡ 要するに､ 自費留学に一段と制限を加えた

のである｡

私たち日本人から見れば､ 自費留学は個人の

費用で行くものだから､ どうしようと個人の自

由であると考えるが､ 中国では大学専科以上の

学歴を有する者はそれまで国家公費によって無

料で高等教育を受けてきたのであるから､ 当然

国家に奉仕すべきであると考えるのである｡ こ

れが ｢82年規定｣ の真意であろう｡ しかし､ こ

の ｢82年規定｣ も僅か２年で廃棄されてしまっ

た｡

(2) 自費留学の緩和

｢82年規定｣ に代わって､ 1984年12月26日､

国務院は ｢自費出国留学の暫定的規定｣ (関于

自費出国留学的暫行規定) 18条を制定した｡ 以

下､ ｢84年規定｣ と略すが､ ここでは､ 自費留

学を政策上､ 公費留学と同一と見なすこと (一

視同仁) を明言し､ 自費留学の条件を最大限に

緩和した｡ 同時に､ 自費留学者の帰国後の待遇

も明示している｡ そこには人材還流 (帰国) を

促すという意図が読み取れる｡ 以下､ 主要な条

項の訳である｡

《一､ およそ我国公民個々人は､ 正当で合法

的な手続きを通して､ 外貨による資金援助

あるいは国外奨学金を獲得し､ 入学許可証

を得れば､ 学歴・年齢・就労年限の限定を

受けず､ 等しく自費で国外に行き､ 大学

(専科､ 本科) に入学すること､ 大学院生

あるいは進修生になることを申請できる｡

二､ 大学に在籍する専科生､ 本科生､ 大学院

生は､ 学校あるいは所属機関に自費留学を

申請することができる｡ 出国後､ １年間学

籍を保留する｡ 卒業見込みの専科生､ 本科

生､ 大学院生は､ すべて国家の統一的な職

業分配に算入されるが､ 国家の分配に従っ

て就業機関に行った後､ 自費留学を再申請

し処置されるものとする｡》

《五､ 在職者が自費で国外留学する場合､ 一

般に給与は停止するが職位は保留する｡ 本

人が退職を求める場合､ 同意すべきである｡

給与を停止して職位を保留する場合､ 出国

から１ヶ月後に給与を停止しはじめる｡ 進

修生は５年以内に帰国し就業すれば勤続年

数に加算する｡ ５年以後に帰国し就業する

と､ 出国前の就業期間と帰国後の就業期間

を合算して勤続年数を計算する｡

六､ 修士・博士学位を取得した自費留学者

(自費から自費公派に変わった留学者を含

む) は帰国し就業すれば､ 国家から帰国の

ための国際旅費が提供される｡

七､ 自費留学者は国外での学習期間に､ 帰国

して親族に会ったり､ 休暇を取ったり､ 実

習したりすることができる｡ その回数に制

限は無く､ 行き来は自由であるが､ 費用は

自分で賄う｡ 自費留学者の配偶者や子女が

出国して本人に会うことを求めるならば､

公安部門の規定 (出国探親) に従って処理

される｡》

《十､ 自費留学者は帰国後､ 学用一致し､ 本

人の意思を尊重することを原則として就職

斡旋されなければならない｡ 進修生が地区

や部門を越えて就職することを求める場合､

所属部門あるいは省・自治区・直轄市の科

技幹部管理部門の審査を経て､ 国家科学技

術委員会の科技幹部局に報告して就職斡旋

する｡ また大学院修了生あるいは大学の専

白 � 悟48



科生・本科生は本人が国家の職業分配を求

める場合､ 中国在外公館に連絡し､ ｢留学

生回国分配工作登記表｣ に記入すれば､ 在

外公館から国内に報告し､ 帰国後は公費留

学した大学院修了生や大学生の分配方法に

則して処理する｡ 以上の者の帰国後の給与

待遇と職称の評定は､ 同類の公費留学者の

規定に則して処理する｡

十一､ 自費で国外の大学に入学し学習したが

卒業できなかった者は､ 帰国後､ 出国前に

いた省・自治区・直轄市の労働人事部門に

より､ 専門や才能を考慮して採用するとい

う原則によって､ 国内の同類の給与待遇を

享受できるようにする｡》

(国務院 ｢関于自費出国留学的暫行規定｣より)

これら条項で分かるように､ 自費留学は学歴・

年齢・就労年限の限定を受けずに許可されるこ

とになった｡ 在学中の大学生や大学院生も､ さ

らに在職者も許可される｡ 在職者の場合､ ５年

以内に帰国すれば留学期間の５年が勤続年数に

加算されるが､ ５年を過ぎて帰国すると加算さ

れないと規定している｡ これは５年以内に帰国

した者に対する優遇政策である｡

また､ 高学歴取得者を優遇する規定もある｡

すなわち､ 海外で修士・博士学位を取得した者

には国家が帰国旅費を支給することを確約し､

海外で大卒以上の学歴を取得した者には希望す

れば国家による職業分配を保証するという｡ 更

に海外の大学を卒業できなかった者にも帰国し

て就職すれば相応の給与待遇を保証することを

明言している｡ これら優遇政策は自費留学者の

帰国を促進する対策であったと言えるだろう｡

(3) 中共中央・国務院の改善命令

その１年半後､ 1986年５月４日､ 中共中央・

国務院は ｢留学者工作の若干の問題を改善・強

化することに関する通知｣ (関于改進和加強出

国留学人員工作若干問題的通知) を発布した｡

この ｢86年通知｣ は公費派遣留学と自費留学の

制度的問題の改善点を述べ､ これに基づいて国

家教育委員会に改善の具体策を考え､ 実施する

よう指示したものである｡

ここにいう若干の問題とは ｢公費派遣計画に

おいて国家建設の需要と緊密に結びついたもの

が少ないこと､ 学んだ事柄が十分に活用されて

いないこと (学用脱節)､ 思想に関する政治工

作が薄弱なこと､ 多くの留学者が帰国後に十分

に作用を発揮できていないこと｣ の４項目であっ

た｡

この４項目を踏まえて､ 自費留学 (第４項)

について具体的に次の８項目を指示している｡

① 自費留学も公費留学と同様に一定の質を

保証しなければならない｡

② 国家は自費留学者に対しても公費留学者

と同様に関心と愛護を持つべきで､ 国内の

所轄官庁 (主管部門) や在外公館は自費留

学者との連絡を強化し､ 彼らの問題の解決

や困難の克服を援助すべきである｡

③ 自費留学者が学業を修了すれば､ 帰国し

て国家建設に奉仕するよう奨励すること｡

④ 学士学位以上の学位取得者には､ 帰国旅

費や国内の任地で住居を探して落ち着くま

での費用 (安家費) などを援助すること｡

⑤ 自費留学者の職業分配や活用においては､

その才能を発揮できるようにすること｡

⑥ 国内の大学院生は期間内に規定の学習・

研究計画を完成させるべきで､ 一般に自費

留学はすべきではない｡ (この点は､ ｢84年

規定｣ では許可していたが､ この ｢86年通

知｣ で制限を加えたのである｡)

⑦ 大学卒業見込みの学生で国家の職業分配

計画にすでに入っていても､ 自費留学を望
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む場合､ 所轄部門の承認を得なければなら

ない｡

⑧ 在職者は任用期間内に自費留学を望む場

合､ 任用機関の承認を得て､ 所轄部門が審

査し許可する｡

中国共産党および政府の最高機構である中共

中央 (中国共産党中央委員会) と国務院の ｢通

知｣ は至上命令的な性格を持っている｡ その２

ヵ月後､ 1986年６月25日､ 国家教育委員会と公

安部は ｢留学者の政策方針を貫徹し､ 改善し､

強化することに関する通知｣ (関于貫徹､ 落実

改進和加強出国留学人員工作方針政策的通知)

を､ 地方政府の教育行政部門､ 外事辧公室､ 公

安庁､ 在外公館､ 全国大学宛に発布した｡ 中共

中央と国務院の指示 (基本指導思想) を忠実に

実行せよという短い通知であった｡

(4) 自費留学の新たな規定

国家教育委員会はその年の暮れ､ 1986年12月

８日､ ｢出国留学人員に関する若干の暫定的規

定｣ (関于出国留学人員的若干暫行規定) を発

布した｡ 以下､ ｢86年暫行規定｣ と略すが､ 公

費留学に関する規定を中心に海外留学全般につ

いて規定したもので､ 翌1987年６月11日の党機

関紙 ｢人民日報｣ に全文が掲載された｡ 中国で

最初に一般公開された海外留学に関する法律で

ある｡ それまでの規定や通知などは一般大衆に

は非公開で知ることが難しいものであった｡

｢86年暫行規定｣ の第一節第一項に留学派遣

の目標を次のように述べている｡ ｢我国公民が

各種のルートと方式を通して､ 世界各国・地域

の大学や研究機関等に留学することは､ 我国の

対外開放政策の組成部分であり､ 国外の先進的

な科学技術や適用できる経済行政管理の経験お

よびその他の有益な文化を吸収し､ 我国の高級

専門人材の育成を強化する重要な手段であり､

我国人民と各国人民の友誼と交流を発展させる

のに有益である｡ このために､ 我国の社会主義

物質文明と精神文明建設の需要に基づき､ 計画

的に各種の形式の出国留学を発展させ､ 必ず長

期間堅持する｡｣ と｡ この方針は現在も変わっ

ていない｡

さて､ その第六項に ｢自費留学｣ に関する規

定が11項目ある｡ 自費留学に対する政府の基本

的な姿勢を表現している｡ 以下は､ その箇所の

全訳である｡

《六. 自費出国留学

(一) 自費留学は国家建設のための人材を培

養する大きな道であり､ 支持されなければ

ならない｡ 自費留学者に対しては､ 公費留

学者と同様に､ 政治上同等と見なし (一視

同仁)､ 関心と愛護を与え､ 彼らが早く学

業成就して帰国し､ 祖国の社会主義現代化

建設事業に奉仕することを奨励する｡

(二) 自費留学者とは､ 信頼すべき証明を提

出して､ 外国や香港・台湾地区に居住する

親戚・友人の資金援助で､ あるいは本人や

親戚・友人の国内の外貨資金を使用して､

国外の高等教育機関・科学研究機関で学習

したり進修したりするわが国の公民を指す｡

(三) 非在職者､ 大学の卒業年次でない学生､

帰国華僑とその眷属､ 国外華僑､ 香港・マ

カオ・台湾の同胞や外国籍を取得している

華人の眷属で中国に居る者については､ 第

二条の規定に符合し､ 国外の入学許可書と

経済保証書を取得すれば､ 自費留学を申請

できる｡

(四) 国内の大学・科学研究機関などの単位

の業務態勢 (工作秩序) を保つために､ 在

職する職工が離職して自費留学を求める場

合は､ まず雇用単位の承認を得なければな
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らない｡ 卒業年次の大学生は､ すでに国家

分配計画に組み入れられている場合は分配

に従って､ 国家のために勤務しなければな

らない｡ 国内の大学院生は､ 学習期間内は

学籍規定に従って学習し研究計画を完成す

るよう努力しなければならず､ 一般には学

習を中断して自費留学することはできない｡

(五) 中核的な専門技術者―助理研究員､ 講

師､ 工程師､ 主任医師及びそれ以上の人員

を含む―､ 大学院修了生や優秀な文芸家､

優秀なスポーツ選手､ 機関業務の中心人物

や特殊技術を有する人材などは､ 自費留学

を申請する場合､ できる限り公費派遣の範

疇に入れるようにしなければならない｡ 彼

らの留学期間中の国外での管理と国内の待

遇は公費留学の運営方法に従って行う｡

(六) 大学の在籍学生が自費留学の許可を得

た場合､ 学籍を１年間保留することができ

る｡ 在職者が自費留学の許可を得た場合､

出国の１ヵ月後から給与を停止し､ 公職を

1年間保留する｡

(七) 在職者が自費留学から帰国して就業す

れば､ 出国前の勤続年数 (工齢) を保留す

ることができる｡ かつ帰国後の勤務期間は

勤続年数に合算する｡ 博士学位を取得して

帰国し就業した場合､ 国外の博士学位のた

めの学習年限は国内の勤続年数として計算

するが､ その計算方法は公費留学者と同じ

とする｡

(八) 自費留学者の出国前に､ 所属機関や中

央官庁・省・自治区・直轄市の教育部門は､

彼らに対して留学の関連規定や国内外の情

況を紹介し､ 留学準備について指導しなけ

ればならない｡

(九) 自費留学者は出国後､ わが在外公館

(大使館・領事館) に報告し､ 連絡を取ら

なければならない｡ 在外公館と国内関係部

門も自費留学者に連絡を保つよう働きかけ､

彼らの合法的権益を保護し､ 彼らが努力し

て学習するよう励まし､ 彼らの国外での生

活と学習に関心を持たなければならない｡

(十) 学業を完成して帰国し就業する自費留

学者に対しては､ おしなべて学士以上の学

位取得者には帰国のための国際旅費を国家

あるいはその雇用単位が提供する｡ 国内で

の転勤手当 (安家費) は雇用単位によって

情況に応じて補助される｡

(十一) 自費留学による大学院修了生､ 大学

本科・専科の卒業生が､ 国家の職業分配工

作を要求する場合､ 卒業の半年前にわが在

外大使館・領事館に連絡して登録手続きを

行えば､ 国家教育委員会は責任を持って分

配工作を行う｡ あるいは帰国後に国家教育

委員会に登録しても､ 同様の公費留学者の

分配方法および賃金待遇の規定に従って処

理する｡》

(国家教育委員会 ｢関于出国留学人員的若

干暫行規定｣)

この自費留学の規定で注目すべきは以下の点

である｡

① 自費留学を公費留学と同等に尊重するこ

とを言明している｡

② 自費留学を ｢国外の高等教育機関・科学

研究機関で学習したり進修したりする｣ と

定義している｡ つまり､ 外国の語学学校で

学ぶ ｢就読生｣ や ｢語言生｣ は自費留学の

範疇に入らない｡ 従って､ 彼らは自費留学

に与えられる待遇を享受できないのである｡

③ 海外で大学専科以上の学歴や学位を取得

して帰れば､ 国家は公費留学者と同様の待

遇で歓迎するとした｡ 帰国旅費等の援助も
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受けられる｡

④ 様々な専門的領域での中核的専門技術者

の自費留学に関して､ 初めから公費待遇を

約束して送り出すよう指示している｡

この ｢86年暫行規定｣ は自費留学を強く後押

しするものであった｡ 自費留学は中国政府にとっ

て公費をかけないで優秀な人材を確保できる重

要な手段と考えられたのである｡

以上､ まとめれば､ 1980年12月20日､ 教育部・

公安部・外交部・財政部・国家人事局・国家労

働総局・国務院科技幹部局など７部門が発布し

た ｢自費出国留学の暫定的規定｣ から､ 1986年

12月８日､ 国家教育委員会の発布した ｢出国留

学人員に関する若干の暫定的規定｣ まで､ 約６

年間､ 自費留学規定には制限と緩和が繰り返さ

れた｡ この紆余曲折は後節に述べるように､ 論

点を変えて21世紀初めまで約20年間続いていく｡

４. 自費留学生の海外生活管理

中国政府は公費留学生の海外生活過程につい

て慎重な監督と注意を行ってきたが､ 自費留学

生についてはどちらかと言えば放任的であった｡

しかし､ 上記の ｢86年暫行規定｣ において､ 自

費留学者の海外生活管理に関して ｢自費留学者

は出国後､ わが在外公館に報告し､ 連絡を取ら

なければならない｡ 在外公館と国内関係部門も

自費留学者に連絡を保つよう働きかけ､ 彼らの

合法的権益を保護し､ 彼らが努力して学習する

よう励まし､ 彼らの国外での生活と学習に関心

を持たなければならない｡｣ と述べ､ 自費留学

者の問題にも注意するようになった｡ 自費留学

者が80年代を通じて徐々に増加していたためで

ある｡

だが当時､ 自費留学の正確な統計はなかった｡

比較的信頼性が高いものとして､ 『外国に留学

した人たち』 (北京週報社編､ 1991年) がある｡

これによれば､ 1979年から1990年までの11年間

に海外留学者は10万人に達し､ そのうち公費留

学は７万人､ 自費留学は３万人余であったとい

う｡(3) これが正しいとすれば､ 自費留学は1981

年１月に初めて規定が公布されてから10年間で

３万人､ １年間平均3,000人のペースで行われ

たと言える｡

さて､ その自費留学中の学生に関して､ 政府

は漸く具体的な管理工作を指示することになっ

た｡ 1987年４月23日､ 国家教育委員会は ｢自費

留学者の工作をしっかり行うことに関する通知｣

(関于做好自費留学人員工作的通知) を在外公

館宛に発布した｡ ここでは ｢既に約１万人の自

費留学者が国外で学習しており､ 彼らは主に米

国､ 日本､ カナダ､ イギリス､ フランス､ 西ド

イツなどに分布している｡｣ と述べ､ 対外開放

政策の成果を強調する一方で､ 海外での諸問題

を解消するためのサービス等を行うというキャッ

チフレーズで自費留学者を騙す団体が出現した

り､ 宗教組織が絡んで自費留学者を引き寄せよ

うとする国があるなどの実状が憂慮されるとし

て､ 在外公館に自費留学者を援助するよう指示

したのである｡ 以下はその指示の部分の全訳で

ある｡

《一. 国外に到着したばかりの自費留学者に

対して､ 受け入れ工作 (接待工作) をしな

ければならない｡ 自費留学者の多くは初め

て出国するため､ 不案内な国に到着するの

であり､ 出迎える人がいない時もある｡ 多

くの困難に遭っている｡ わが在外公館教育

処 (組) は飛行場で公費留学者を出迎える

時､ 到着した自費留学者も出迎えなければ

ならない｡ 彼らが親族と連絡したり､ 飛行

機を乗り換えたり､ 宿舎と連絡したりする
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ことなどを援助しなければならない｡

二. 留学者による聯誼会組織は､ 新入生歓迎

の工作をしなければならない｡ すでに国外

にいるすべての公費留学者には新入生を迎

える義務がある｡ 在外公館は聯誼会などの

学生組織を使って､ 新しく到着した自費留

学者が食事､ 宿舎､ 入学報告などの問題を

解決するのを援助し､ 彼らに現地の学習・

生活の中で注意すべき問題を紹介しなけれ

ばならない｡

三. 自費留学者の登録事務をしっかり行わな

ければならない｡ 各聯誼会は自費留学者を

留学者名簿に編入し､ 留学人員登記表に記

入して在外公館に送付しなければならない｡

幾つかの国では直接在外公館に登録させ､

普段から連絡を保つようにしてもよい｡

四. 各在外公館はすぐさま人手を組織して､

各国の ｢留学パンフレット｣ (留学須知)

を編集しなければならない｡ このパンフレッ

トを入国したときに配布し､ 自費留学者が

直に生活や学習に適応できるようにすべき

である｡

五. 聯誼会などの学生組織は自費留学者が活

動に参加するよう努力しなければならない｡

彼らに対して中国国内の新聞・雑誌を提供

したり､ 彼らが国内事情を理解するのを援

助しなければならない｡ 聯誼会活動に参加

する自費留学者は､ わが在外公館は公費留

学者の活動経費の１人当たり標準に基づき､

自費留学者がいる聯誼会にはそれ相応の活

動経費を支出すべきである｡》

(国家教育委員会 ｢関于做好自費留学人員

工作的通知｣)

このような新入留学生に対しては､ 例えば､

現在の日本では受け入れ大学等の教育機関が出

迎え・入学手続き・宿舎等の世話を行い､ 留学

生向けパンフレットを作成して学習・生活適応

に便ならしめている｡ しかし､ 80年代末を振り

返れば､ 日本の大学等の教育機関には未だ十分

な世話や情報提供サービスが確立していなかっ

た｡ 中国政府は公費だけでなく､ 自費留学者の

生活適応に関しても憂慮したのである｡

５. 自費留学生リクルートの許可制度

1987年８月21日､ 国家教育委員会・公安部は

｢国内外の組織や個人が我国で自費留学者を勝

手に募集してはならないことに関する通知｣

(関于国内外組織和个人不得擅自在我国招収自

費出国留学人員的通知) を発布した｡ 国内外の

団体や個人が外国の教育機関のために自費留学

者を募集するようになった｡

｢通知｣ は言う｡ ｢新聞・雑誌に広告を載せた

り､ 我が学校を試験場にして公開募集したり､

あるいは外国の学校が委託書を与え､ 国内の関

係機関や個人が募集の委託を受けていたりする｡

更に甚だしきは､ ある組織や個人は ｢自費留学

相談｣ (自費出国留学諮詢) あるいは ｢自費留

学を斡旋する｣ (�助聯系､ 按排自費出国留学)
の名前で､ 手段を選ばず虚偽を弄し､ 多くの人

を騙している｡ 調査によれば､ 我国で募集する

多くの 『外国の学校』 は質が低く､ その国の教

育部門も承認していない｡ ただ言語を補習する

だけのものであったり､ 初級の言語を補習する

ものであったり､ その質は保証されていない｡

この種の学校の補習終了後､ 大学に進学するこ

とは非常に困難である｡ 多くの 『外国の学校』

は､ 半分働き半分学ぶ (半工半読) と称して募

集し､ 学生は入学後､ 高い学費と生活費を払う

ために､ 毎日長時間厳しい労働をしなければな

らず､ 精根尽き果て学習を継続することは難し

い｡ これら 『学校』 や代理人が学生を受け入れ

中国における自費留学制度の形成過程の考察 53



るのは見せかけであり､ 中間に立って金を騙し

取るのが真の目的である｡ 国内のある人は留学

のために多方面から借金して､ はなはだしくは

家産を売って､ 不法に外貨を購入し､ 出国手続

き費用と国外での学費を預けてしまった｡ 多く

の人は出国後､ 経費なく､ 生活は難しく､ 落ち

ぶれて､ 国内外に悪影響を作り出している｡｣

と｡ この情況を改善するためにこの ｢通知｣ が

出された｡ 以下は､ 条項部分の訳である｡

《一. 国家は自費留学に対して既に明確に規

定している｡ 国家の規定に符合すれば支持

されなければならないが､ いかなる組織や

個人も均しく国家の規定に違反している｡

二. 自費留学条件に符合する我国公民は､ 留

学したいならば､ 国家の規定によって親戚・

友人と連絡しその援助を得て､ 国外の受け

入れ機関を決める｡ 旅券は本人が公安機関

に申請する｡ 出国ビザは本人か委託された

中国旅行社が外国公館に申請する｡ いかな

る国内外の組織や個人も均しく我国で ｢自

費留学を斡旋する業務｣ を行うことはでき

ない｡

三. 留学者が国家の留学政策や国外の大学・

研究機関の学術水準その他の情況を理解す

るのに便利なように､ 国家教育委員会の承

認を経て､ 国内の関連組織は非営利の､ 公

的サービスを目的とする留学相談機関を設

立し､ 中国公民に留学相談を提供すること

ができる｡ 相談を受ける者は国家の留学政

策や国外の情況を熟知していなければなら

ない｡ 相談業務は規定によって一定の手続

き費を取ることができる｡ 但し､ 中間に立っ

て利益を得ることは許されない｡

四. いかなる国内外の組織や個人も我国の国

内において外国や香港・マカオ地区の学校

等の学生を募集するために､ 国内に募集機

関を設置したり､ 新聞雑誌に広告を出した

り､ 試験会場を設けたり､ 入試業務を行っ

たりする場合､ 必ず国家教育委員会の承認

を得なければならない｡ 国家教育委員会の

承認を得ずに､ 一切行ってはならない｡

五. 現在､ ある地方に見られる私的に外国の

学校のために募集したり､ 自費留学の連絡

や斡旋業務をしたりするなどの活動につい

ては､ 地方政府の教育所轄部門が現地の公

安部門と一緒に審査をして整頓してほしい｡

既に設立されているが国家教育委員会の承

認を受けていないような外国の学校の学生

募集機関や留学相談機関は停止させなけれ

ばならない｡ 関係官庁や地方政府の関係部

門の同意を既に個別に得て設置しているも

のも､ 新規に国家教育委員会の審査を受け

ることとする｡ 同意を得る以前のものは活

動を継続してはならない｡ 国家の政策や規

定に違反した国内の組織や個人は､ 厳格に

処分する｡ 国家教育委員会の承認を得てい

ない国内外の組織や個人の募集・連絡・斡

旋によって留学証明書を得､ 自費留学申請

を提出している者には､ 公安部門は出国手

続きを行わない｡》

(国家教育委員会・公安部 ｢関于国内外組

織和个人不得擅自在我国招収自費出国留学

人員的通知｣)

以上､ 自費留学者の募集､ 斡旋機関の設置､

広告等を中国で行う場合､ 国家教育委員会の許

可を得ることが制度化された｡ こうして自費留

学者に対する出国・海外生活・帰国という三つ

の留学過程をめぐって諸政策が整備されたので

ある｡ これで自費留学制度は順調に動き続ける

と思われたが､ ２年半後の1989年６月４日､ 第
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二次天安門事件が勃発する｡ それ以降､ 公費留

学・自費留学ともに不帰国が目立つようになっ

た｡ 特に､ 自費留学については､ 国家は帰国を

強制できないので､ 不帰国が常態化してきた｡

ちょうど同じ頃､ 国内の大学卒業生や大学院

修了生の職業分配制度が変更され始めた｡ 市場

原理が導入され､ 職業分配制度は廃止されて､

就職探しは自己責任制に向かって動き出した｡

そこには当然失業が生じる｡ その就職不安によっ

て､ 経済発展で国民の所得水準が上がり始めた

ことも誘因となって､ 自己のキャリア形成のた

めに自費留学を選択する人々が増えてきた｡ 帰

国後の就職・昇進に有利であると考えられたの

である｡ この大学卒業生・大学院修了生の就職

改革の流れと自費留学の増加傾向とも関連する

が､ ｢高等教育培養費｣ の償還制度が始められ

た｡ しかし､ その政策の可否をめぐって議論が

展開された｡

第２節 ｢高等教育培養費｣ の償還問題

１. 職業分配制度の転換

(1) 大学卒業生の職業分配制度の転換

中国では､ 大学は社会主義国家建設を担う指

導的人材の養成機関であり､ 大学生は ｢金の卵｣

であるという考えに基づき､ 一切の学費・生活

費の支払いをずっと免除されてきた｡ 従って､

大学卒業生は当然国家に奉仕する義務があると

考えられた｡ 政府は大学卒業生の職業分配制度

(高等学校卒業生分配制度) を実施し､ 分配方

法にいろいろな改良を重ねてきた｡

この制度はもともと旧ソ連で始められたもの

で､ 国家計画委員会と連邦加盟国の計画委員会

が合同で､ 職業分配計画 (職場への配属計画)

を制定して大学卒業生に職業を割り振る制度で

あった｡ 東ヨーロッパ諸国の一部､ 北朝鮮､ 蒙

古人民共和国､ ベトナムなど社会主義国でも類

似の制度を行っていた｡

中国では1950年に試行し､ 1952年から大学卒

業生 (本科・専科) 全員を対象にして計画的な

職業分配制度を本格的に開始した｡ 1952－58年

までは､ 人事部・教育部・高等教育部・国家計

画委員会が全国卒業生の分配計画案を作成し､

国務院の承認を経て後､ 大学或いは省・市の人

事部門が卒業生を指定の職場に割り振る事務を

行った｡ 卒業生は ｢学用一致｣ を原則として成

績順に機械的に割り振られた｡ もちろん､ 学生

の専門分野､ 特色､ 健康､ 家庭事情､ 個人的希

望などは考慮されたが､ 基本的に上意下達方式

であり､ 不服の者は分配を受ける資格を失うこ

とになる｡ 学生側には国家奉仕という使命感が

色濃くあったので､ それによって不満はある程

度抑制されていたと推測される｡ しかし､ この

分配制度では大学卒業生が失業する心配はなかっ

たが､ 分配された業務に積極性を持てなかった

り､ 知的創造性の発揮が妨げられたり､ また既

婚者の場合には職場が遠く離れ夫婦別居しなけ

ればならなかったりするという問題点もあった｡

1959－61年の間は､ 中央官庁直属の大学の卒

業生の場合は中央政府が全国統一的に分配し､

地方政府直属の大学の卒業生の場合は中央政府

と地方政府が分割して分配した｡ 地方政府の分

配はその地方の範囲内で行われた｡ その卒業生

はその地方から他省 (直轄市・自治区) に行く

ことはなかった｡ 1962年にはこの中央政府と地

方政府の分割方式が廃止され､ 中央政府の全国

統一分配方式に戻された｡

文革が始まった1966年から1972年までは分配

制度は行われなかった｡ なぜなら､ 卒業生は農

場や工場において生産労働に参加するよう命じ

られたからである｡ 文革後期の1973－79年まで

は､ 一部で全国統一分配を行ったが､ 大多数の
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卒業生は出身地区に戻って就業することになっ

た｡

文革が終結し､ 1977年末に大学入試が再開さ

れた｡ 翌1978年２－３月の入学者は､ 1982年６

月に卒業した｡ その年からは全国統一分配計画

の下で､ 教育部直属の大学の卒業生は政府が直

接分配し､ その他の中央官庁直属の大学の卒業

生は各官庁と大学所在の地方政府が分担して分

配した｡ 地方政府直属の大学の卒業生は地方政

府が分配した｡ このように大学設置者別の分配

方式が行われた｡

しかし､ 1985年５月27日､ 中共中央 ｢教育体

制改革に関する決定｣ (関于教育体制改革的決

定) によってそれまでの分配方式に加えて､

｢供給と需要をマッチさせる｣ (供需見面) 方式

が一部導入された｡ 大学と雇用単位が直接協議

して卒業生を分配する方法である｡ そのマッチ

ング方式が発展して､ 大学推薦方式や雇用単位

の選考方式など相互選択的な方式が各地で適宜

に導入された｡ 但し､ 大学授業料を自費で納入

した ｢自費生｣ については政府による統一的分

配計画には組み込まれず､ 学校推薦を受けたり､

自分で探したりしなければならなかった｡(4)

まさに市場経済化が進むのにあわせて､ 資本

主義国と同様に､ 就職は基本的に自己責任と考

えられるようになった｡ 1989年３月２日に国家

教育委員会は ｢大学卒業生分配制度改革法案｣

(高等学校卒業生分配制度改革法案) を発布､

大学生と雇用単位による相互選択制度 (双向選

択､ 自主択業) を少しずつ実施していくことを

告示した｡ 学生は自由に就職活動を行い､ 雇用

単位は学生から適任者を選抜するというシステ

ムに移行することを予告したのである｡ 官庁や

地方政府や大学は､ 卒業予定者のために就職指

導､ 就職面談会などを実施するようになった｡

そして､ ついに1997年３月､ 国家教育委員会は

｢普通大学卒業生の就職工作の暫定的規定｣ (普

通高等学校卒業生就業工作暫行規定) を発布､

大学生と雇用単位による相互選択制度に全面的

に移行することにしたのである｡(5)

この相互選択制度では､ 大学卒業生は卒業後

の進路選択について特に束縛を受けない｡ ある

意味で自由な立場になった多くの学生は､ 給与

水準の高い外資系企業への就職を目指すように

なった｡ その際､ 外資系企業への就職のために

は外国語修得が必須であり､ 海外留学経験があ

ればなおさら有利であるという現実に直面する

ことになった｡

(2) 大学院修了生の職業分配制度の転換

大学院生の就職に関しては､ 1953年11月27日､

高等教育部発布の ｢大学院生育成についての暫

定法｣ (高等学校培養研究生暫行辧法) の中で､

高等教育部が全国統一的に職業分配を管理する

と規定している｡ また1955年９月１日､ ｢中国

科学院研究生暫行条例｣ の中では､ 復職者以外

はこれもまた政府 (高等教育部) が全国統一的

に職業分配することを明示している｡ かくして

50～60年代には大学院修了生 (卒業研究生) は､

ほとんど大学教員や科学研究員のポストに配属

されたのである｡(6)

しかし､ 1966年６月､ 文化大革命が勃発する

と大学院の学生募集は停止されたので､ 1966－

1980年度まで15年間､ 大学院修了生はいなかっ

た｡ それが大学教員や科学研究員の世代間に大

きな空白を生じさせた｡ 改革開放後に大学院の

学生募集が再開され､ 1981年度に最初の修了生

を送り出した｡ この時､ 修了生は文革以前と同

じように､ 大学・科学研究機関やその他の社会

需要の高い部門に優先的に配属されたのである｡

1986年12月､ 国家教育委員会は ｢大学院修了

生の分配工作の暫定法｣ (卒業研究生分配工作

暫行辧法) を発布した｡ ここでも大学と科学研
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究機関を充実する必要があるため､ 国家は大学

院修了生をそこに重点的に配属するとしている｡

つまり､ 彼らは主に大学教員や科学研究員とし

て採用されたのである｡ また､ 国家重点建設プ

ロジェクトや設計・生産・専門技術分野にも重

点的に配属されたのである｡(7)

国家教育委員会は ｢1991年大学卒業生と大学

院修了生の分配問題に関する報告｣ (関于1991

年高等学校卒業生和卒業研究生分配問題的報告)

を国務院辧公庁に提出し承認を受けた｡ これに

よれば､ 原則的には国家の需要に応じて､ 国家

が大学卒業生と大学院修了生の両者の就職を斡

旋するとしているが､ 他方で大学と雇用単位が

それぞれ情報発信を行い､ ｢需要と供給をマッ

チさせる｣ (供需見面) 方式も可能であり､ も

し条件が許せば､ 大学は大学卒業生だけではな

く､ 大学院修了生についても雇用単位に一定の

範囲内で相互選択方式 (双向選択) により職業

斡旋を行っても良いとしている｡

すなわち､ 90年代には ｢科教興国｣ 戦略や

｢西部大開発｣ 戦略が計画され､ 大学院修了生

は高度な専門的人材として､ 主に大学､ 科学研

究機関､ 国家重点企業､ 党や国家や人民解放軍

の所属機関に就職することが奨励された｡(8) 国

家が職業分配方針を決定し､ それに基づいて大

学が修了生を推薦する方式が取られたが､ けっ

して強制的なものではなかった｡ もし分配方針

に従うことを拒めば､ 自分で職探しをしなけれ

ばならないが､ すでに一部では､ 大学生の場合

と同様に､ 大学院修了生と雇用単位が直接に相

互選択する制度 (双向選択制度) が普及し始め

ていたのである｡

また､ 市場経済化に則して､ 大学卒業生や大

学院修了生の人材流動 (学生は自分の能力を生

かす職場を求めて移動し､ 雇用単位は必要な能

力を有する人材を遠方から採用する) を支援す

るために､ 人材流動サービス機関 (各市の人材

流動服務センターや人材市場) が全国に設置さ

れていった｡ 1995年現在､ 全国で人材流動サー

ビス機関(人材流動服務機構)は3950ヶ所に達し

た｡ その内訳は､ 政府人事部門直属機関が2700､

中国人民銀行や他の官庁の直属機関が380､ 民

間の仲介機関が870であった｡(9)

以上のように､ 大学卒業生・大学院修了生の

就職制度は計画的分配制度から相互選択制度

(双向選択) へと大きく転換した｡ 国家の半ば

強制的な分配は行われなくなり､ 大学・大学院

の在籍学生や卒業生・修了生は分配制度から自

由になり､ 自費留学を申請できるようになった｡

自費留学制度が整備されると､ 国民の所得水準

は向上していたので､ 彼らが自費留学を実現す

る可能性は高まった｡ しかし､ 国家の立場から

言えば､ 大学・大学院の学費・生活費を免除し

て育てた人材が卒業後すぐに海外留学すること

を認めるとしても､ もし彼らが帰国しなければ､

国家が彼らにかけた教育費用は国家に全く還元

されないことになる｡ 国家に何も奉仕せずに生

きることは社会主義道徳に悖る｡ 実際に､ 不帰

国現象が現れ､ 1989年６月の第二次天安門事件

後に一層顕著になると､ 高等教育費用の国家損

失は看過できない問題になった｡ こうして国家

損失の観点から自費留学対策が必要となった｡

２. 高等教育培養費の償還義務制

(1) 大学専科以上の学歴保持者の国家奉仕制

度

1990年１月25日､ 国家教育委員会は ｢大学お

よび大学以上の学歴を有する者が自費留学する

ことに関する補充規定｣ (関于具有大学和大学

以上学歴人員自費出国留学的補充規定) および

その ｢暫定的実施細則｣ において､ 公費生 (公
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費を支給されて高等教育を卒業した者､ 即ち授

業料免除された大学生) の国家奉仕制度 (服務

制度) を制定した｡ 以下､ ｢90年補充規定｣ と

略すが､ この文書は現在では見ることができる

が､ 当時は内部文書であった｡ これによって､

全日制普通大学・全日制成人大学において､ 公

費により大学専科以上の学歴を取得した者およ

び４年以上在籍して退学した学部学生・大学院

生には､ 国家奉仕の義務があると認められるの

で､ 国内において一定の就業期間を完了しなけ

れば､ 自費留学を申請できないとした｡

義務とされる就業期間に関しては､ 全日制普

通大学の公費本科卒業生､ 二重学位卒業生､ 研

究生班の卒業生､ 大学院修士・博士課程修了生､

４年次以上の本科生・大学院生は均しく５年間

(見習い期間・研修期間を含まず)､ また４年次

以上の学生・大学院生で中途退学した者も５年

間､ そして､ ２年制・３年制の公費専科生はそ

れぞれ２年間と３年間｡ 全日制成人大学の公費

本科卒業生は５年間､ 専科卒業生は２年間｡ 全

日制普通大学の４年次未満の学生と全日制成人

大学の在籍学生は学習期間分の ｢高等教育培養

費｣ (公費生の高等教育経費) を償還すれば､

自費留学を申請できると定められた｡

但し､ 便法として､ 義務的な就業期間が完了

する前に自費留学を申請する場合､ ｢高等教育

培養費｣ を国家に償還する方法もある｡ ｢高等

教育培養費｣ の償還額は､ 各年度の標準学費に

基づいて計算される｡ 1990年の全日制普通大学

の標準額は､ １学年は専科生1500元､ 本科生

2500元､ 修士学生4000元､ 博士学生6000元であ

る｡ 全日制成人大学の場合は実際にかかった費

用を償還することになる｡

従って､ 例えば全日制普通大学の公費による

本科卒業生が全く就業せずに自費留学しようと

すると､ 義務とされる就業期間は５年であるか

ら､ 2500元の５年分である１万2000元を償還し

なければならない｡ その他､ 入学前に就業経験

のある大学院生や現在在職中の大学院生などの

ケースでは､ 就業年数分の培養費が免除される

ことになる｡

(2) 国家奉仕期間と高等教育培養費の設定

1993年７月10日､ 国家教育委員会は ｢自費留

学関連問題に関する通知｣ (関于自費出国留学

有関問題的通知)８条および ｢＜自費留学関連

問題に関する通知＞の執行についての説明｣

(対執行＜関于自費出国留学有関問題的通知＞

的説明)６条を発布し､ わずか１ヵ月後の８月

10日から施行すると述べた｡ 発布先は､ 各省､

自治区､ 直轄市の教育委員会､ 高等教育 (教育)

庁 (局)､ 国務院各官庁､ 解放軍総政治部幹部

培訓局､ 中国科学院､ 中国社会科学院､ 各大学

である｡ これは上記 ｢90年補充規定｣ を若干補

足したものである｡ 以下は全訳である｡

自費留学関連問題に関する通知

《改革開放と建設を早めたいという要望に応

えるため､ わが国公民の自費留学を支持し､

政策をさらに完全なものにするよう､ 関連問

題について以下のように通知する｡

一. 中等学校の卒業生､ 大学在学中の ｢自費

生｣ であった卒業生は､ 自費留学申請にお

いて､ 関連する証明資料を持参すれば､ 直

接､ 戸籍地の公安機関で自費留学手続きを

処理する｡

二. 大学専科以上の在学中の ｢公費生｣ や公

費で養成した大学専科以上の学歴保持者

(帰国華僑､ 国外華僑､ 香港・マカオ・台

湾同胞および外国籍を持つ華人の直系・非

直系眷属を含む) は､ 国内で一定年限奉仕

するか､ あるいは高等教育培養費を償還す
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るかした後に､ 自費留学を申請できる｡

三. 国内での博士学位取得を奨励するために､

大学院博士課程修了生の自費出国に対して

は､ 博士取得後のポストドクター研究をす

るのであれば､ 高等教育培養費を徴収しな

い｡

四. 大学専科以上の在学中の ｢公費生｣ や公

費で養成してまだ奉仕年限を完了していな

い大学専科以上の学歴保持者が自費留学を

申請して償還する高等教育培養費は､ それ

ぞれ最後に通学した学校あるいは省・自治

区・直轄市の教育委員会 (高等教育局) に

よって徴収される｡ 徴収標準額は実際に提

供された培養費に基づいて国家教育委員会

が確定する｡ 徴収した高等教育培養費はす

べて高等教育事業の発展と留学帰国者の就

業支援に用いる｡ 所属機関は自費留学者に

対して重複して徴収してはならない｡

五. 大学専科以上の在学中の ｢公費生｣ や公

費で養成された大学専科以上の学歴保持者

が自費留学を申請する場合､ 省・自治区・

直轄市の教育委員会 (高等教育局) の審査

を経て､ 関連する証明書類を取得した後､

戸籍地の公安機関において自費留学手続き

を処理する｡

六. 大学専科以上の在籍学生が自費留学を申

請する場合､ 出国前に通学していた学校は

その学籍を１年間保留しなければならない｡

在職者の留学申請ではその公職等の問題は

所属機関が自分で処理する｡ 自費留学者が

留学できなくなった時､ 徴収機関はその償

還した高等教育培養費を返還しなければな

らない｡

七. 自費留学者は関連規定により一定量の外

貨に交換して､ 航空券を購入するという優

遇を享受できる｡

八. 国家は自費留学者が学業を完成して後､

帰国し就業することを奨励する｡ 雇用単位

は自費留学者に対して､ 公費留学帰国者と

同様に取り扱い､ ｢双向選択の原則｣ によっ

て採用し､ かつ彼らに必要な仕事と生活の

条件を提供しなければならない｡

過去に発布した文書が本文書と不一致で

あるところは､ 本通知を準則とする｡》

(国家教育委員会 ｢関于自費出国留学有関

問題的通知｣)

この ｢93年通知｣ と一緒に､ ｢＜自費留学関

連問題に関する通知＞の執行についての説明｣

(対執行＜関于自費出国留学有関問題的通知＞

的説明) ６条が発布されているが､ それによれ

ば､ 1993年の全日制普通大学の公費生の１学年

の標準額は､ 専科生1500元､ 本科生2500元､ 修

士学生4000元､ 博士学生6000元である｡ 但し､

義務とされる就業期間は､ 本科卒業生､ 二重学

位卒業生は５年間 (見習い期間を含む)､ また

修士卒業生､ 研究生班の卒業生､ 学業を終えて

いない博士学生は３年間､ 専科卒業生と成人大

学卒業生は２年間と定められた｡ ここでは修士

卒業生､ 研究生班の卒業生などは ｢90年補充規

定｣ よりも２年間短縮された｡ 自費留学はその

分緩和されたのである｡

また具体的な返還額の計算方法を例示して

｢４年制の本科卒業生の高等教育培養費は10000

元､ 奉仕年限５年とする｡ 卒業後既に１年就業

して自費留学を申請したとすれば､ 2000元が免

除され､ 実際の償還額は8000元となる｡｣ と述

べている｡ 奉仕年限には１年間の就業見習い期

間が含まれるので､ 修学期間より１年長い｡

このように､ ｢93年通知｣ は､ 大学専科以上

の現役の公費生およびかつて公費生だった大学

専科以上の学歴保持者は､ 国家の規定した就業
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期間を満たさない分､ ｢高等教育培養費｣ を償

還しなければならないとした｡ 逆に言えば､ 償

還すれば､ 何の制限もなく自費留学できる｡ 他

に制限は設けられていないのである｡

(3) 全国自費出国留学工作会議の決定

この培養費徴収政策を全国に周知徹底するた

めに､ 1993年７月27日～31日まで青島市で ｢全

国自費出国留学工作会議｣ が開催された｡ この

会議を受けて､ 1994年１月１日から全国共通の

｢自費出国留学申請表｣ (自費出国留学申請表及

び審核表) が使用されることになり､ 高等教育

培養費の徴収業務が制度化された｡(10)

すなわち､ 大学専科・本科を卒業して自費留

学しようとすれば､ まず公安局に旅券発給を申

請しなければならない｡ その際､ 公安局に ｢自

費出国留学申請表｣ を持参し､ その場で高等教

育培養費を支払うのである｡ こうして全国で自

費留学管理体制 (全国自費出国留学管理系統)

が出来上がった｡ これによって､ 1994年以降､

全国自費留学者の人数が正確に把握できるよう

になった｡

３. 高等教育培養費に関する賛否両論

高等教育培養費の償還制度を利用して､ 2001

年までに全国で20万人が自費留学したが､ いろ

いろな問題が表面化し､ 制度に対する賛否両論

が起った｡ 賛成論は高等教育の国家財政負担を

軽減するために培養費償還制度は必要であり､

人材流出の可能性がある以上､ 国家の損失を減

らすために償還させるのが当然であるという主

張である｡ これに対して､ 苗・潘 (2001) は６

つの問題点を指摘して､ 制度廃止を提言してい

る｡(11)

① 1997年に高等教育学費納入制度 (高等教

育収費制度) が開始され､ 在籍学生は皆､

一定額の学費 (年額1000～6000元) を納入

するようになった｡ 彼らを ｢自費生｣ と呼

ぶべきかどうかという問題が浮上した｡ な

ぜなら､ 1999年度教育事業費予算 (教育事

業費予算安排的具体方案) によれば､ 国家

が拠出する学生経費の１人当たり年額は､

専科・本科生5000元､ 碩士生9800元､ 博士

生11800元である｡ そして､ 自費留学を許

可する培養費は､ 1990年からは若干上がっ

てはいるが､ 専科・本科生3000元､ 碩士生

5800元､ 博士生5800元である｡ 両者を差し

引けば､ 国家は毎年１人当たり､ 専科・本

科生2000元､ 碩士生4000元､ 博士生6000元

ほど公費を支出している｡ 従って､ 在籍学

生は皆､ 自費生ではなく､ 実質上は公費生

である｡ これを勘案して､ ある地方では

｢高等教育培養費｣ としてその差額を徴収

し始めた｡ これはどの規定にも無い勝手な

徴収方法である｡

② 1997年以来､ 大学・大学院に収める学費

は上昇している｡ 地方・大学・専門分野に

よって格差があるが､ 全体的に値上りして

いる｡ 例えば､ 90年の本科生の平均学費は

2500～3000元であったが､ 2000年には4200

～6000元になっている｡ そして､ 国家の拠

出する学生経費は１人当たり16000～18000

元となっている｡ 個人の負担する学費は国

家の拠出する学生経費の20～25％が合理的

であるとすれば､ すでに合理的な額の学費

を納めた本科卒業生が､ 自費留学を希望し

て培養費を更に徴収されるのは不合理であ

る｡

③ 中国では出入国手続きを簡略化するため

に個人旅券 (因私普通護照) を発給するよ

うになった｡ 大学生や奉仕期間未完了の就

労者が個人旅券を大勢申請している｡ 個人

旅券を得れば､ 公安局に自費留学申請書類
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を提出しなくてもよいので､ 高等教育培養

費を返納しなくても済む｡ この返納しない

ケースが増加している｡

④ 博士学位取得後にポストドクター研究で

自費留学する場合には培養費を徴収しない

という優遇的な規定が多くの人々の不満を

引き起こしている｡ これに対して､ 博士課

程の在籍学生が中途退学して自費留学する

場合や博士修了生が自費留学してポストド

クター研究をしない場合には､ 一定の培養

費を返納しなければならないとされている

からである｡ この優遇的な規定を取り消す

べきだという要求が出されているが､ 今か

らこの優遇的な規定を取り消してポストド

クター研究者から培養費を徴収するのは不

可能である｡

⑤ 大学卒業して一旦､ 数年間就労したのち

大学院進学して自費留学申請するような場

合､ 1990年通知では国家奉仕期間から就労

期間を割引くとしたが､ 1993年通知では割

引計算方法を例示したけれども確定しなかっ

た｡ その後､ 教育部は国家が拠出する培養

費が増大している現状に鑑み､ また計算を

簡素化するため､ この割引を取り消し全額

返納させることにした｡ これによって､ 就

労義務を果たして後に高い学歴・学位を求

めて留学するつもりの人々の不満が噴出し

ている｡

⑥ 1999年７月15日､ 教育部は ｢自費留学者

の償還した高等教育培養費の管理使用方法｣

(自費出国留学人員償還高等教育培養費管

理使用辧法) を発布して､ 各地方で徴収さ

れた培養費の70％を教育部に上納するよう

規定しているが､ 一部の地方を除いて､ ほ

とんど上納されていないのが現状である｡

このような６つの理由を挙げて､ ｢納付金の

基準が混乱し､ 納付を逃れようとする留学者も

出現､ 地方の関係部門は規定を守らず､ 中央の

財政等にも各種の問題をかかえた｣ ので､ 高等

教育培養費を徴収する制度を廃止すべきだと主

張する｡ ｢高レベルの優秀な人材は知識経済時

代には全世界で欠乏するので､ グローバルな人

材争奪戦が引き起こされている｡ この人材争奪

戦で西方国家､ 特に米国が資金・研究環境面で

絶対的に優勢である｡ 中国は明らかに人材を保

有し使用する能力では限界がある｡ …中国は自

国の自費留学者に対して感情投資を注意して行

うべきだ｡ …この培養費を免除すれば､ 国家・

大学・地方の教育委員会は…自費留学を支援し

たことになる｡ この感情投資の効果は計り知れ

ない｡｣ と述べる｡ 要するに､ ｢感情投資｣ とし

て培養費を免除するというのは､ 恩の感情に訴

える論である｡ 恩の感情こそが自費留学者が将

来確実に何らかの形で国益をもたらす誘因にな

るという｡ 国家が自費留学を無償支援して国家

の株を挙げるほうが得策だというのである｡

結局､ 自費留学の緩和論と制限論の間には､

自費留学が将来国益をもたらすのか､ あるいは

損じるのかという人材流出に対する認識の相違

があると言えるだろう｡ 2001年12月､ 中国は���に正式加盟した後､ サービス貿易の分野
に関する行政審査制度 (許認可制度) を改革す

ることになり､ 国務院は2002年11月１日､ ｢第

一群の行政審査項目の取消に関する決定｣ (関

于取消第一批行政審批項目的決定) を発布した｡

この行政審査項目の第77項を取り消す決定に基

づいて､ 2003年２月12日､ 教育部は ｢大学専科

以上の学歴保持者の自費留学審査手続き簡略化

に関する通知｣ (関于簡化大専以上学歴人員自

費出国留学審批手続的通知) を発布した｡ ここ

には､ ①遡って2002年11月１日より､ 大学在籍
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学生や大専以上の学歴保持者 (大学卒業者､ 大

学院修了生などを含む) は規定の就業期間を完

了していなくても自費留学申請に際して高等教

育培養費を徴収されないこと､ ② ｢自費出国留

学資格審査｣ (自費出国留学審核) を行わない

こと､ ③各地の入国管理機関に ｢自費出国留学

資格証明書｣ (自費出国留学審核証明信) を提

出しなくてもよいこと､ が明示された｡ これに

よって､ 自費留学には再び規制がなくなったの

である｡(12)

以上のように､ 1980年代から21世紀初めまで､

自費留学に関する規制の緩和と制限が交互に繰

り返された｡ 朝令暮改の感があるが､ その背景

には主として公費生の国家奉仕義務をめぐる議

論があったように思われる｡ この約20年間の紆

余曲折の議論によって漸く自費留学の自由化の

方針が定まった｡ 方針が定まったことによって

次の政策を打ち出すことができるようになった

のである｡

第３節 自費留学仲介制度の整備

１. 自費留学仲介業者の国家認定制度

自費留学の補完的制度として､ 仲介業に関す

る規定が制定された｡ すなわち､ 1999年７月５

日､ 教育部､ 公安部､ 国家工商行政管理局は

｢自費出国留学の仲介業務管理規定｣ (自費出国

留学仲介服務管理規定) 16条を発布した｡ 教育

部は仲介実務を管理し､ 公安部は出入国管理お

よび違反者の処罰､ 国家工商行政管理局は税金

徴収のためにこの制度に関わっている｡

翌日､ 党機関紙 ｢人民日報 (海外版)｣ (７月

６日付) はこの管理規定が発布された背景を次

のように解説している｡ すなわち､ 自費留学の

増加に伴い､ 多くの仲介機関が出現したが､ そ

の中の一部の機関は､ 勝手に経営し､ 虚偽の広

告を出し､ 不法に募集し､ 中間の利を貪り､ 家

長と学生を騙していた｡ これは自費留学者の権

益を損ね､ 正常な留学管理や公民の出入国管理

や正常な仲介業の市場を混乱させ､ 国内外に悪

影響を与えるものであるという｡ 従来まで留学

斡旋を行う公的機関や民間会社は､ 各地で営業

許可を得た後はほとんど放任されていたのであ

る｡ この法律によって､ 中央政府の監督下に置

かれることになった｡

また､ 教育部副部長・韋玉は ｢この管理規定

の制定は社会の各界が関心を抱いていた大切な

ことであり､ 中央政府が制定している 『支持留

学､ 鼓励回国､ 来去自由』 の出国留学方針を貫

徹し､ 科教興国戦略と 『21世紀教育振興行動計

画』 の具体的な措置でもある｡｣ と述べている｡

この管理規定は無責任な仲介業者を締め出すた

めのもので､ ずっと待望されていた処置であっ

た｡

同年10月 ｢自費出国留学の仲介業務管理規定：

実施細則 (試行)｣ (自費出国留学仲介服務管理

規定：実施細則) 23条が発布された｡ この実施

細則は､ 管理規定の内容を解説し､ 実施する際

の具体的な方法を詳述している｡ この二つの規

定から仲介制度の内容をまとめると以下のよう

になる｡(13)

２. 自費留学仲介制度の内容

仲介制度導入の目的は次のように述べられて

いる｡ 管理規定第１条に ｢自費留学者の合法的

権益を保護し､ 自費留学仲介服務の管理を強化

するために本規定を制定する｣ とあるように､

自費留学者の権益保護が目的である｡ 今まで留

学仲介業を行う公的機関や民間会社は各地で営

業許可を受けたあとは､ ほとんど行政からは無

干渉に近い状態に置かれた｡ そのため､ 例えば､
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仲介業者に入学料・手続き料を支払っても留学

できないケースや留学条件が約束とは違うケー

ス､ 契約解消しても返金されないケースなどト

ラブルが続出していた｡ この改善のために､ 全

国統一の営業許可制度を発足させ､ 仲介業者を

中央政府の監督下に置くことにしたのである｡

なお､ ここにいう ｢仲介服務｣ には､ ｢関連情

報および法律相談､ 入学申請の代理､ ビザ手続

きの提供､ 出国前のトレーニングの実施など

(同６条) が含まれる｡

さて､ 管理規定と実施細則には､ 仲介機関の

認可条件が示されている｡ すでに認可されてい

た業者も改めて認可される必要があり､ もし認

可されずに行えば非合法活動として逮捕される

のである｡ 認可条件および仲介活動の原則は下

記の通りである｡

① 仲介機関は､ 法人格を有する教育機関あ

るいは教育関連機関であること｡

② 中国や外国の教育状況・自費留学政策を

熟知している職員あるいは教育・法律関係

の業務に従事した経験のある職員がいるこ

と｡ 職員は大学専科卒以上の学歴を有し､

少なくとも５名いること｡ その中には外国

語､ 法律､ 財務会計､ 秘書の専門資格を有

する職員がいなければならない｡

③ 管理規定第7条では､ 仲介業務の対象と

して高校卒業生と高等教育修了者､ そして

大学専科以上の課程の在籍学生 (但し､ 高

等教育培養費の返還義務を果たした者に限

る) であるが､ 仲介機関のある省・市・自

治区を越えて業務活動を行うことは禁止｡

すなわち､ 所在地以外で支部を設置したり､

他の機関や個人に業務委託したりできない｡

また､ 管理規定第13条は ｢仲介機関は学校

で留学相談や座談会や紹介など､ いかなる

形式の募集活動も行ってはならない｣ とし

て､ 広報活動に制限を加えている｡

④ 管理規定第８条には､ 仲介機関は外国の

高等教育機関やその他の教育機関と協力関

係について協議締結し､ 省・市・自治区の

教育行政部門に報告し認可を受けることと

ある｡ つまり､ 外国の教育機関 (大学､ 高

等専門学校､ 語学教育機関など) など派遣

先とあらかじめ信頼関係を確立し､ 協力に

関する協議書 (中文と外文の両方作成) を

取り交わさなければならない｡ この協議書

は認可申請に必要である｡

⑤ 管理規定第９条は､ 仲介機関は自費留学

者と留学仲介に関する協議書 (出国留学仲

介服務協議書) を取り交わし､ 双方の権利・

義務・責任を明確にすることを求めている｡

⑥ 自費留学仲介の依頼者に対して損害賠償

できるだけの資金を有すること｡ 資金準備

額は50万元以上とする｡ 北京では仲介依頼

者が多く､ その損害賠償額も多いと思われ

るので100万元の準備が必要とされる｡

仲介機関は､ 省・市・自治区の教育行政

部門や公安部門との間で､ 準備金の管理を

委託する協議を行い､ 協議で決めた規定ど

おりに準備金を指定の国有銀行に預金する｡

この預金証明によって営業許可書が交付さ

れる｡ なお､ 準備金と利息は上記の管理委

託された部門の許可なしにはどの機関のど

の人物も動かすことはできない｡

⑦ 国外の機関､ 国内の外国機関､ 中外合資

機関､ 中外合作辧学機関による認可申請は

しばらく受理しない｡

⑧ 上記の条件を満たした後､ 仲介機関は当

地の教育行政部門に必要書類を提出して審

査を受ける｡ 次に､ 中央の教育部と公安部

により30日以内に資格認定を受け､ 当地の

教育行政部門から５年間有効な営業許可書
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(自費出国留学仲介服務機関資格認定書)

を交付される｡ この後､ 当地の工商行政管

理部門で企業登録手続きを行う｡

⑨ 仲介料については具体的な規定はない｡

提供するサービスによっても料金は異なっ

てくるが､ 聞くところでは､ 3000元～１万

元の範囲内であるという｡ また､ 重要なこ

とは､ 派遣先である外国教育機関から紹介

料を一切受理してはならないことである｡

３. 仲介業者の問題改善対策

2002年10月25日､ 教育部､ 公安部､ 国家工商

総局は ｢自費留学仲介活動の秩序を規範化する

ことに関する通知｣ (関于進一歩規範自費留学

仲介活動秩序的通知) を発布した｡

すでに1999年７月５日に ｢自費出国留学の仲

介業務管理規定｣ を発布してから３年が経過し

ている｡ 全国で246の仲介機関が資格認定され

てきた｡ しかし､ いろいろな問題が現われてき

たので､ これに対処するための ｢通知｣ であっ

た｡

｢通知｣ は､ ｢現在､ 不法な留学仲介活動が依

然行われ､ 市場の秩序を掻き乱している｡ さる

合法的な留学仲介機関は資格要件をまた借りし

たり､ にせの資料をでっち上げたり､ 確認を取

らず留学項目を勝手に広げたり､ 虚偽の広告を

出したりするなど､ 違法問題が現われて､ 関係

者の合法的権益を侵害する事件が発生し､ 国内

外に良くない影響を与えている｡ また､ ある地

方行政機関では事態を十分に重視しておらず､

法律に基づかなかったり､ 厳重に法を執行した

りしない現象が依然として存在する｡｣ と述べ､

行政関係部門に次の６項目にわたる監督強化を

実施するよう求めている｡

① 各地方は仲介活動の日常的な管理を強化

しなければならない｡ そのために制度運営

の監督に関して､ 教育・公安・工商など各

部門が情報交換を密にして相互に協力する

こと｡

② 各地方は留学仲介市場を厳格に監督しな

ければならない｡ 仲介機関は企業法人の資

格を有し､ 教育部発行の ｢自費留学仲介機

関資格認定書｣ と工商行政管理部門発行の

＜留学仲介服務＞の文字のある営業許可書

を取得し､ 規定に応じて準備金を用意しな

ければならない｡ こうして許可を受けてい

ない機関や個人は如何なる場合も仲介活動

をしてはならないので､ そういう違法行為

の取り締まりに尽力すること｡

③ 各地方の教育行政部門は外国機関の資質

を厳重に審査しなければならない｡ 自費留

学仲介機関と合作する外国機関は､ 必ずそ

の国の政府の教育部門あるいは教育部門の

承認した機関が認可した大学や大学予科や

語学学校でなければならない｡ かつ我国の

在外公館の教育処 (組) あるいは文化処

(組) の認証を経なければならない｡ これ

を原則として､ 省レベルの教育行政部門は

仲介機関が外国教育機関と交わした合作協

議書を確認すること及び国家資格認定を受

けた仲介機関と外国教育機関との合作協議

書についても新たに審査すること｡

④ 各地方の教育行政部門は仲介機関の内部

管理や規定制度が健全であることに責任を

持たなければならない｡ すなわち､ サービ

スの対象が後期中等教育を卒業した国民で

あること､ 法に定める住所で範囲内の営業

をしていること､ 分かりやすい位置に ｢自

費留学仲介機関資格認定書｣ や営業許可書

を掲示していること､ 工商行政管理部門が

認めた企業名で押印し､ 業務・人事・財務

管理・契約 (出国後の問題処理に関する条
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項を含む) を統一的に実施していること､

資格要件を不法にまた借りしてないこと､

出国前の訓練など教育活動を法律に則って

実施していることなどを､ 重点的に検査す

ること｡

⑤ 仲介機関の広告について監督を強化しな

ければならない｡ 広告を出す場合､ 仲介機

関の所在地の省・市・自治区の工商行政管

理部門の許可を必ず得なければならないが､

特に省レベルの教育行政部門が捺印してい

る合作協議書を検査すること｡

⑥ 仲介活動を監督するためならば社会に広

報するという手段も講じなければならない｡

典型的な違法活動の事例は新聞で報道して

も良い｡

なお､ この ｢通知｣ は各地方が自費留学仲介

機関の全面的な審査を2002年12月31日までに行

い､ 中央の教育部､ 公安部､ 工商行政管理総局

に報告するよう求めている｡ そして､ 教育部は

報告をもとに再審査を実施し､ 審査に通過した

仲介機関を社会に広報したのである｡ これによっ

て仲介機関に対する社会的信用は回復された｡

この政府公認の仲介機関は増え続けている｡

2004年12月１日現在､ 全国341ヶ所に達した｡

仲介機関は全世界に自費留学者を送り出す窓口

になっている｡ 連絡先は教育部ホームページで

確認できる｡

第４節 偽造文書問題への対応

１. 学位と学歴の関係

自費留学が隆盛になるにつれて､ 外国に提出

する学位証書､ 学歴証書､ 成績証明書などの偽

造文書が横行するようになった｡ 中国国内でも

従来から偽造が頻発していたのであるが､ 外国

の入国管理部門や大学・語学学校等の教育機関

も対策に追われることになった｡

さて､ 学位証書・学歴証書の偽造について述

べる前に､ 中国の学位と学歴について簡単に触

れておきたい｡ 表２は､ 中国で発行している学

歴・学位証書の種類である｡ 表中の成人高等教

育機関 (成人高等学校) とは､ 1988年４月に国

家教育委員会が ｢成人高等学校の設置に関する

暫定的規定｣ (成人高等学校設置暫行規定) を

発布して設置基準を定めた学校で､ 主として在

職者を対象として､ ポストに求められる専門的

分野の水準に到達していない者に対して､ 専科・

本科教育やトレーニングや継続教育を行う機関

である｡ また､ 高等教育自学考試とは1981年１

月に試行され､ 1983年５月から全国的に展開さ

れている独学による普通大学の学歴取得試験で

ある｡ 合格者には国家認定の専科・本科の卒業

証書が発行される｡

特に､ 海外留学に関連してくるのは普通高等

教育機関の卒業生の証書である｡ 普通高等教育

機関の学歴証書は､ 卒業証書､ 結業証書､ 肄業

証書の三種類に分けられる｡ また､ 学位は学士､

碩士､ 博士の三種類に分けられる｡ 重要なのは､

学歴と学位は同じではないという点である｡ 大

学の本科､ 碩士課程あるいは博士課程の卒業証

書を持っていても､ それ相応の学位を取得して

いるとは限らない｡ 同様に､ 碩士課程あるいは

博士課程の卒業証書を持っていなくても､ 論文

を申請して､ 碩士学位あるいは博士学位を取得

していることがある｡ すなわち､ 学位は学術水

準を証明するものであり､ 学歴とは別であるの

で､ 別々に発行している｡ このような中国での

学歴証書と学位証書の二重発行制度を理解して

おかなければならない

ところで､ 日本でも同様の考え方に立っては

いるが､ 学歴証書の発行制度がない｡ 例えば､
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学部４年制を卒業して授与される卒業証書には

学士学位を授与することが明記されている｡ 修

士課程を修了すれば､ 修士学位証書を授与され

るが､ 修士の卒業証書は発行されない｡ 博士課

程も同様である｡ もし博士学位を取得しなけれ

ば､ 卒業証書が発行されないのはもちろん､ 履

歴書の学歴欄に ｢博士課程満期退学｣ と書くこ

とができるだけである｡ その ｢博士課程満期退

学｣ 証書は発行されない｡

これによって､ いくつかの中国人留学生の問

題が生じている｡

第一に､ 中国の本科卒業証書を取得していて

も､ 学士学位証書を取得していない者に､ 日本

の大学院受験資格を与えるかどうかという資格

審査上の問題がある｡ というのは､ 日本では学

士学位が ｢学力｣ を証明するものとなっている

からである｡ 当人は本科卒業して学士学位を取

得した者に比べ ｢学力｣ が劣るのであろうか｡

その辺は明瞭ではない｡

第二に､ 高等教育自学考試で取得された卒業

証書は ｢学歴｣ を証明している｡ 稀にその取得

者が日本の大学院受験を希望することがあるが､

受験資格を与えるかどうかという問題が生じる｡

第三に､ 中国人留学生が日本の大学院博士課

程を修了して､ 博士学位を取得していない場合､

日本では学歴証書を発行しないので､ 中国に帰
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表２ 中国高等教育の学歴・学位証書の種類

出所) 中国教育部ホームページ ｢国民教育系列的高等教育卒業証書｣ 項目および 『教育管理辞典』 (海南出版社､ 2005
年､ 488頁) より作成｡

証 書 発 行 者 証書の種類 授 与 要 件

普通高等教育機関
(全日制大学､ 学院､ 高等専科学校､
高等職業学校､ 成人高等学校普通班､
軍事大学普通班､ 遠隔教育機関)

学歴証書 卒業証書
専科､ 本科､ 碩士､ 博士の各課程を修
了した卒業生に授与する｡

結業証書

①全課程の中で卒業に必要な科目 (卒
論・体育科目など) を未履修であるが､
学業修了したと見なす者に発給する｡
就職して1年後に大学に戻って補講を
受け合格すれば､ 卒業証書を授与する｡
②短期学習クラスの履修証明
③進修生の履修科目の修了証明

肄業証書
全課程の一部分を学習したことを証明
する｡ 何らかの理由で退学した者に発
給される｡ 除籍者には発行しない｡

学位証書 学士学位証書 本科卒業生
碩士学位証書 碩士修了生
博士学位証書 博士修了生

成人高等教育機関
(広播電視大学､ 職工高等学校､ 農民
高等学校､ 管理幹部学院､ 教育学院､
函授学院) と民辧学歴高校

学歴証書 卒業証書 専科・本科の卒業生
結業証書 前に同じ

専業証書

ある特定の職種に必要とされる大学専
科レベルの知識水準を証明するもの｡
但し､ 大学専科卒業証書と同等ではな
い｡

高等教育自学考試機関 学歴証書 卒業証書 専科・本科の卒業生
結業証書 前に同じ



国して一目で学歴を証明できない｡ 日本の大学

院の成績証明書を学歴証書に代替させるしか方

法がないのが現状である｡

２. 偽造文書への中国政府の対応

(1) 偽造取締りの強化

従来､ 学歴証書は省・市・自治区ごとに統一

的に印刷され管理されていたが､ 全国的にみれ

ば､ 印刷は不統一であった｡ 学歴証書の違法乱

発や偽造事件が後を絶たなかった｡ 例えば､ 民

間の企業が人を雇用するときには､ その出生地

まで調査員を派遣して学歴・職歴調査を行うの

が普通であるという｡ それほど慎重にならざる

を得ない状況が存在したのである｡

1998年６月２日､ 教育部・公安部は ｢学歴・

学位証書の管理を強め､ 偽造や学歴・学位証書

の売買に厳しい打撃を与えることに関する通知｣

(関于加強学歴､ 学位証書管理和厳励打撃偽造､

売買学歴､ 学位証書的通知) を発布した｡ 以下

は全訳である｡

《近年のある時期以来､ 北京､ 広東､ 上海､

湖北､ 湖南などで､ 公安機関が偽造や学歴・

学位証書の売買という案件を相次いで摘発し

た｡ この種の違法犯罪行為は国家の学歴・学

位証書制度を甚だしく掻き乱し､ 国家の学歴・

学位教育の名誉を傷つけ､ 雇用単位の人事管

理に混乱を作り出し､ 幹部隊伍や科学技術隊

伍の建設に危害を与え､ 社会風紀を壊した｡

学歴・学位証書の管理を強め､ 偽造や学歴・

学位証書の売買などの違法犯罪行為に厳しく

打撃を与えるために､ ここに以下のように通

知する｡

一. 各省・自治区・直轄市の教育委員会､ 教

育庁 (高等教育庁) は､ 各地の中等および

高等教育機関の学歴・学位証書の管理を強

化すべきである｡ 国家の学生募集や証書管

理に関する政策・規定に則って､ 学歴・学

位証書を厳格に発行し､ 国家の学生募集規

定を無視して､ 学生募集を乱し､ 学級運営

を乱し､ 学歴・学位証書を乱発するという

現象が発生するのを途絶しなければならな

い｡

二. 印章および印刷会社の日常的管理を強化

すべきである｡ 公安機関は印章および印刷

会社と協力して登記などを健全に検証する

制度を確立すべきである｡ 規則に違反して､

違法に印章を製造し､ 各種の学歴・学位証

書を違法に印刷することに対しては､ 法に

則って調査する｡ 公安派出所､ 警察､ 治安

部門は､ 所轄内の日常管理と巡邏検査を一

緒に行い､ 社会的統制を強め､ 印刻露店を

移動させたり､ それが学歴・学位証書を売

買したりすることに対して､ 適時に清理し

なければならない｡

三. 雇用単位は人員を招聘､ 採用する時､ 招

聘する人員の卒業人事档案と学歴・学位証

書にもし疑問があれば､ 教育主管部門､ 関

係の学校あるいは大学院生養成単位に問い

合わせるべきである｡ 教育主管部門は積極

的に協力し､ 雇用単位に送る学歴・学位証

書をまじめに審査し鑑定しなければならな

い｡ 審査､ 鑑定を経て､ 偽の学歴・学位証

書は没収する｡ 偽の証書を使用している者

はその所属単位によって行政処分を受ける｡

四. 各地の公安機関は偽造の学歴・学位証書

を発見したならば､ 迅速に力を結集して､

有力な措置を取り､ 製版の巣窟と一味を深

くえぐり細かく調査し､ 法によって厳しく

処罰し､ 典型的事例は宣伝媒体で露わにす

る｡》

(教育部・公安部 ｢関于加強学歴､ 学位証
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書管理和厳励打撃偽造､ 売買学歴､ 学位証

書的通知｣)

このように中国政府は国内における偽造等の

違法行為の摘発を強化している｡ しかし､ 完全

に根絶やしにできているわけではない｡ また､

近年の印刷技術は向上し､ 真偽の判別は非常に

困難になっているらしい｡ 人の国際的移動が活

発になり､ 学歴・学位の偽造文書が国外で使用

される機会が増えてきたのである｡

(2) 学歴証書の電子登録制度

2001年２月５日､ 教育部は ｢高等教育の学歴

証書の電子登録管理の暫定的規定｣ (高等教育

学歴証電子注冊管理暫行規定) 16条を発布した｡

この規定は､ ①高等教育機関 (普通大学と成人

大学) や大学院生を養成している研究機関が募

集規定によって採用した学生の学歴証書および

② ｢高等教育自学考試｣ や ｢高等教育学歴文凭

考試｣ によって学生に授与された学歴証書 (卒

業証書､ 結業証書の２種類) を電子登録するこ

とを2001年度から義務付けるものである｡

教育部が地方政府の教育行政部門に登録業務

を実施させ､ 教育部は登録された証書を審査し

受理する｡ こうしてその証書は国家の承認を受

けたことになる｡ 以下は､ 高等教育機関の電子

登録の内容について規定した第９条以下の訳で

ある｡

《第９条 普通・成人高等教育の卒(結)業証

書の登録内容

(1) 姓名､ 性別､ 生年月日

(2) 専攻､ 年次

(3) 学習形式：普通全日制大学､ 成人大学､

業余大学､ 夜間大学､ 通信教育 (函授)､��教育 (電視)､ インターネット教育

(網絡)

(4) 卒(結)業､ 証書登録番号 (証書の編集番

号)

第10条 (省略)

第11条 卒(結)業証書の編集番号を登録番号

とする｡ アラビア数字を用いて､ 17桁に統

一する｡

(1) 普通・成人高等教育の卒(結)業証書の登

録番号は学校あるいは他の教育機関が以下

の順序で並べる｡ 前から最初の５桁は学校

或いは他の教育機関の国家コードとする｡

第６桁目は学校種類コードとする｡ 第７桁

～10桁目は年号とする｡ 第11桁・12桁目は

課程レベルコードとする｡ 第13桁～17桁目

は学校が卒(結)業証書に順につけた編集番

号とする｡

(3) 学校種類コードは､ 普通高等教育１､ 成

人高等教育５､ ｢高等教育自学考試｣ と

｢高等教育学歴文凭考試｣ ６とする｡

(4) 課程レベルコードは､ 博士課程学生01､

碩士課程学生02､ 第二学士学位04､ 本科05､

専科 (高職を含む) 06とする｡

第12条 高等教育の学歴証書の電子登録業務

は､ 国家､ 省 (自治区・直轄市)､ 学校或

いはその他の教育機関の３つのレベルで管

理する｡ (以下､ 省略)

第13条 卒(結)業証書の電子登録制度は2001

年に開始して実施する｡ この年に発行した

卒 (結) 業証書で未だ登録が済んでいない

ものは､ 国家は承認しない｡

第14条 卒(結)業証書の登録に漏れや誤記の

ある場合､ 証書発行者は証明資料をつけて

省 (自治区・直轄市) の教育行政部門に修

正を提出し､ 修正後に教育部は受理する｡

第15条 卒(結)業証書の登録漏れや誤記によっ

て､ 卒(結)業生の就職あるいはその他の事

に影響を与えた場合は､ 登録漏れや誤記を
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した機関が責任を取る｡

第16条 省 (自治区・直轄市) の教育行政部

門､ 各大学及びその他の教育機関､ ｢高等

教育自学考試｣ と ｢高等教育学歴文凭考試｣

の実施機関は､ 学歴証書の電子登録業務を

重視して､ 学歴証書の管理を強化しなけれ

ばならない｡ 規定違反の操作や虚偽偽りが

あった場合は､ 発行し登録済みの証書を無

効とするほか､ 関係者と機関の責任を追及

する｡》

(教育部 ｢高等教育学歴証電子注冊管理暫行

規定｣ より)

すなわち､ この登録制度によって､ 受け入れ

大学等は ｢中国高等教育学生信息網｣ (�����������������������������) を見て､ 手元の学歴証
書に付された登録番号を入力すれば､ 2002年度

以降についてはその学歴証書の発行大学等々が

簡単に確認できるのである｡ 手元の学歴証書と

ウエブ上の登録内容が異なっておれば､ その証

書は偽造であると分かるのである｡

(3) 国内の学歴・学位の認証制度

教育部は2003年に公益法人 ｢学位と研究生教

育の発展センター｣(学位与研究生教育発展中心：�������������������������������������������������������) を設置して､ 国内の学歴・
学位証書の真贋を鑑定して認証書 (�����������������) を発行する有償サービスを開始した｡
以下､ ｢学位センター｣ と略すが､ このセンター

は ｢学位与研究生教育評価処｣ (1994年設置)

及び ｢全国学位与研究生教育発展中心｣ (1999

年設置) が発展してできた部署であり､ 教育部

と国務院学位委員会の指導の下に業務を行って

いる｡

その業務は同センター副所長の王立生 (2008)

によれば９つある｡(14)

① 学位と大学院教育に関する科学的研究

② 学位と大学院教育に関する評価と審査

③ 在職者が修士学位を取得するための全国

統一試験の問題作成と試験監督

④ 中国学位と外国学位との比較研究

⑤ 外国の政府組織以外の部署との学位・大

学院教育分野における連携

⑥ 中国学位証明書並びに関連資料に対する

認証・鑑定・コンサルティング

⑦ 中国の学位及び大学院教育データセンター

の設立・維持・開発

⑧ 民間における学位及び大学院教育の国際

交流と連携

⑨ 雑誌 『中国研究生』 と雑誌 『学位と研究

生教育』 の発行

この中の６番目の学歴・学位認証は前機関で

2000年に始められたのを､ 2003年から学位セン

ターが引き継いだサービスである｡ 王立生によ

れば､ ｢最初の認証サービスの内容は､ 学士・

修士・博士の学位証書に対する認証しかありま

せんでしたが､ 学位センターの能力向上に伴っ

て､ 国内外の会社や個人の要請に応えるために

サービス内容を増やしつつあります｡ 今まで学

位認証以外に､ 学習成績書､ 在学証明書など教

育証書に対する認証サービスも提供できるよう

になりました｡ 留学市場を管理強化するために､

特に若い学生の留学問題に対応して､ 2006年か

ら高校学歴の認証と大学入学統一試験の成績認

証を始めました｡｣ という｡

特に､ 高校学歴の認証と大学入学統一試験の

成績認証に関しては､ 2006年10月24日､ 日本の

文部科学省､ 外務省､ 法務省と連携して､ (財)

日本語教育振興協会が ｢学位センター｣ と北京

で協定を締結した｡ 協定によれば､ (財) 日本

語教育振興協会の会員である日本語教育機関
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(通称､ 日本語学校) が､ 留学申請者に ｢学位

センター｣ 発行の認証書を提出するように指示

すれば､ 留学申請者は ｢学位センター｣ に１部

180元で認証を申請する｡ ｢学位センター｣ は認

証後にその報告を､ 日本語教育機関に直接送付

するという制度である｡ 日本語教育機関はあら

かじめ認証制度を活用する旨を (財) 日本語教

育振興協会に登録し､ ｢学位センター｣ はその

名簿を確認して直接送付する｡ 認証書は申請者

本人や第三者に渡されないので偽造される可能

性はなくなる｡

｢学位センター｣ が認証の対象とするのは､

①地方政府の実施する高校生対象の卒業統一試

験の合格書､ ②その卒業統一試験の成績 (学科

目ごとに�������������������で表示する)､
③大学入学統一試験の成績 (学科目ごとに点数

を表示する) の３つである｡ 日本の日本語教育

機関の入学申請に当たっては③を提出すれば､

大学入学統一試験 (普通高校卒業生のみ受験で

きる) を受験したという事実から本人が高校卒

業したという学歴は確認できるので､ ①と②は

不要である｡ しかし､ 大学入学統一試験を受験

していない学生については､ ①と②で学力の程

度が確認できる｡ 日本語教育機関は留学申請者

に応じて３つの中から必要な認証書を指定する

のである｡

このような高校学歴の認証と大学入学統一試

験の成績認証に関する協定は､ 世界で最初に日

本と結ばれた｡ また､ 高校学歴の認証はオース

トラリアとも協定締結をしている｡ また､ 2007

年11月19日に韓国の韓中文化協力研究院､ 12月

３日にニュージーランド学歴評価委員会と協定

締結に至り､ イギリス国家認証センターやロシ

ア､ イタリアとも協議中である｡(15)

(4) 海外の学歴・学位の認証制度

公費・自費留学を問わず､ 留学帰国者の国内

での進学や就職のために国外で取得した学歴・

学位証書の真贋を鑑定する認証制度が樹立され

た｡ 教育部管轄の中国留学服務センター (中国

留学服務中心) がこの業務を行っている｡ 業務

内容は大別して３つある｡(16)

① 学歴・学位証書を発行した国外の高等教

育機関が合法的なものであるか否かを調べ

る｡ 国外の高等教育機関の教育の質的な問

題 (例えば､ 米国の大学にはアクレディテー

ション協会の認定を受けていないものがあ

るなど) や金銭で学位認定する不法な商売

が横行している問題など､ 国外の学歴・学

位証書の質が疑わしい場合があるからであ

る｡

② 国外の高等教育機関が発行した学歴・学

位証書が偽造でないか否かを調べる｡ 国外

の著名な高等教育機関の学歴・学位証書を

偽造した事件が発生している｡ 実は､ 日本

の大学の卒業証書を偽造した事件も起こっ

ている｡ また､ 偽造ではないにしても､ 学

歴・学位証書のレベルが知りたいという場

合がある｡ 留学帰国者を採用しようとする

雇用単位からの問い合わせにも応じている｡

③ 認証審査を終了して､ 認証証書を発行す

る｡ 現在､ 外国と香港・マカオ・台湾の高

等教育機関のものを対象に認証業務が実施

されている｡ また､ その認証業務の範囲に

は､ それらの国家・地域の高等教育機関の

正規課程を終了して取得した卒業証書・学

位証書､ また国務院教育行政部門が承認し

た合作辧学機関 (コース) で取得した証書､

さらに中国の地方政府および国務院の教育

行政部門が承認した大学専科レベル (非学

歴教育を含む) の ｢中外合作辧学コース｣

において取得した証書などが含まれる｡
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以上､ 偽造文書の横行については､ 日本の大

学でもすべての教職員の認識が必要である｡ し

かし､ 偽造文書への対応は個別の教育機関では

限界がある｡ 日本に海外の学歴・学位認証を行

うことができる公的センターは現在のところ存

在しない｡ (財)日本語教育振興協会では中国の

｢学位センター｣ との協議により認証業務を委

託したが､ 大学・専門学校などはまだ自らこの

問題に取り組まなければならない情況にある｡

第５節 自費留学者の公的支援政策

１. 自費留学のためのウエブサイトによる情報

支援

1990年代後半､ インターネットの普及によっ

て､ 海外留学に関連する国内外の情報受信が非

常に容易になってきた｡ 情報化社会に対応して､

教育部は ｢教育渉外監管信息網｣ (��������������) を開設､ 自費留学の仲介業務に関する公的
情報を発信している｡(17)

ここでは第一に､ 留学希望者に質の良い海外

の学校を紹介している｡ この ｢教育渉外監管信

息網｣ や ｢中国留学網｣(����������������)を
通じて､ 米国､ カナダ､ イギリス､ アイルラン

ド､ フランス､ ドイツ､ デンマーク､ ノルウェー､

フィンランド､ スウェーデン､ オランダ､ スイ

ス､ ギリシア､ キプロス､ 日本､ 韓国､ マレー

シア､ シンガポール､ 南アフリカ､ オーストラ

リア､ ニュージーランドなど､ 中国人留学者が

比較的多い21カ国について､ 安心して留学でき

る学校名を載せている｡

第二に､ 海外留学に関して生じた違法事件､

専門家からの注意事項､ 各国の留学事情などを

月１回 ｢留学預警｣ として広報している｡ 例え

ば､ 次のようなニュースが記載されている｡

｢カナダの��������������������が学生募集

をしばらく停止させられた｣ という見出しで､

｢カナダの���������������州の私立大学委員
会 (�����) に登録されている私立大学の��������������������が2003年７月24日からこ
の委員会によって学生募集を停止させられた｡

新しい情報ではこの学校は既に委員会の要求を

完了して､ ８月28日から学生募集を再開した｡｣

あるいは ｢ニュージーランド最大の語学学校����������������������������が閉校した｣
という見出しで､ ニュージーランド政府が留学

生の学習継続のために他の語学学校に入学させ

たことを報じている｡

２. 海外の学校の質的評価

海外の学校の質的評価も既に進められている｡

2003年８月から中国の在外公館は ｢国外教育機

関資質情況認定表｣ を統一的に用いて情報収集

している｡ ｢国外教育機関資質情況認定表｣ に

は次の事項が含まれている｡ すなわち､ 学校名

(中文訳付き)､ 所在地､ 連絡方法､ 建学期間､

在籍学生数､ 中国人留学生数および学校の性質､

教育研究のレベル､ その学歴・学位が各国政府

あるいは権威ある授与機関によって認定されて

いるか否かなど11項目である｡ このような海外

の学校の質的情報は､ 教育部の留学服務センター

に電話などで問い合わせできるようになった｡

これにより､ 留学希望者は各国の学校の実際情

況を把握できるようになった｡

このようにして､ 教育部は自費留学者が質の

良い学校を選択できるよう種々の情報支援を展

開している｡

３. 中国銀行ローンによる海外留学

中国銀行は海外の大学 (香港､ マカオを含む)

や大学予備校あるいは大学院に留学する際に必

要な保証金､ 学費､ 生活費 (旅費) を中国元で
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貸付している｡ 貸付額は留学期間に必要な学費・

生活費などの総額の80％を超えないものとして､

最低１万元､ 最高50万元までとなっている｡ 日

本円では､ １元15円と計算して､ 15万円～750

万円となる｡ また､ 貸付期限は一般には１年～

６年であるが､ 最長10年まで可能である｡

また､ 中国銀行は米ドルによる外貨貸付も行っ

ている｡ こちらも貸付額は留学期間に必要な学

費・生活費などの総額の80％を超えないものと

して､ 最高４万米ドルとなっている｡ 貸付期限

は一般には１年～６年とする｡(18)

このような留学ローンが開始されたのは近年

であるが､ 財産を抵当に入れて自ら留学する､

あるいは子孫を留学させるということが行われ

始めている｡ 中国の経済成長がもたらした新し

い展開である｡

４. 自費留学生の政府奨学金制度

2003年に教育部は ｢国家優秀自費留学生奨学

金｣ 制度を開始した｡ 優秀な自費留学生に中国

政府の奨学金を給付するというものである｡ こ

の奨学金はまず米国､ 日本､ イギリス､ フラン

ス､ ドイツの５カ国において試行された｡ 選ば

れたのは､ 米国30人､ 日本25人､ イギリス13人､

フランス13人､ ドイツ14人の計95人の自費留学

生であった｡ 因みに､ 2003年度の海外留学者数

は12�5万人であり､ その93％が自費留学であっ
た｡ 数の上で､ 自費留学は中国人の海外留学の

主流となっている｡(19)

2005年８月25日､ 国家留学基金管理委員会は

｢国家優秀自費留学生奨学金の実施細則 (試行)｣

(国家優秀自費留学生奨学金実施細則 (試行))

を発布した｡ これによれば､ 奨学金の対象は､

海外の博士課程に１年以上 (１年は含まない)

在籍し､ 中華人民共和国のパスポートを持ち､

年齢40歳以下の自費留学生である｡ 本人が在外

公館で申請し､ そこの教育処(組)で最初に審査

した後､ 推薦する者の名前を在外公館のウエブ

サイトに10日間載せて各方面の意見を聴取する｡

そうして最終的に推薦する者を確定した後､ 国

家留学基金管理委員会に資料を送付､ 国家留学

基金管理委員会は専門家で委員会を作り審査を

行う｡ 審査結果は国家留学基金管理委員会のウ

エブサイトに公開するという順序で実施されて

いる｡ 奨学金の額は１人5000米ドルであり､ 滞

在国の貨幣で１年間だけ支給される｡ なお､ こ

の奨学金受給者が博士学位取得後に帰国すると

きには在外公館から就職のための推薦を受ける

ことができる｡ 帰国しない場合には在外公館は

短期帰国して祖国奉仕活動を行う方法を勧める

ようになっている｡(20)

第６節 自費留学の実績と動向

１. 自費留学は海外留学の90％を占める

さて､ 国家派遣､ 機関派遣､ 自費留学の３種

類の海外留学の近年の成果は表３の通りである｡

ここから以下のことが言えるであろう｡

① 毎年の留学者数が確実に増加している｡

2000年と2006年を比べると､ 約9�5万人の
増加である｡

② 国家派遣・機関派遣ともに増加している｡

2000年と2006年では､ 国家派遣は約2,700

人増加､ 機関派遣は約3,600人増加してい

る｡ 中央政府も地方政府も留学派遣による

人材育成策をかなり重視している｡

③ 自費留学の規模は国家派遣や機関派遣に

比べて桁違いに大きい｡ 例えば､ 2006年の

国家派遣・機関派遣の合計が約1�3万人で
あるのに対して､ 自費留学はその約10倍の

12万人である｡

④ 毎年､ 自費留学は全留学の約90％を占め
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る｡ 一般国民の留学希望はかなり高い｡

1980年から実施されている ｢一人っ子政策｣

によって､ 一人の子供に対して､ 父母､ 父

方の祖父母､ 母方の祖父母という６人の期

待が集中することになったと言われる｡ 一

人の子供に対する親族の教育投資は熱気を

帯びている｡ 留学資金もこの熱気から拠出

されているものと想像される｡

⑤ 自費留学は2000年と2001年､ 2001年と

2002年にそれぞれ４万人余の幅で増加して

いる｡ かつてこれほどの増加率を示した時

期はないだろう｡ 2000年に高等教育機関の

入学枠が拡大される方針が出されたことで､

高等教育への国民の進学意欲が高まった｡

進学意欲の高まりは外国の大学への進学意

欲も高めたように思われる｡ いずれにして

も､ 21世紀を迎えて子供に明るい未来を与

えたいという父母・祖父母の教育熱が感じ

られる｡

２. 中国人留学者の地域分布

中国人留学生向けの公的雑誌 『神州学人』

(第10期､ 2006年) に発表された統計 (典拠不

明) では､ 中国人留学生は世界108カ国に分布

している｡ 地域別では､ 南北アメリカ32�1％､

ヨーロッパ27�9％､ アジア25�3％､ オセアニア
14�2％､ アフリカ0�5％であり､ 国別では ｢中

国人留学者が５万人を超えるのは３カ国である｡

米国､ 日本､ イギリス｡ 中国人留学者が１万人

～５万人の国家は８カ国で､ カナダ､ ドイツ､

フランス､ オーストラリア､ ニュージーランド､

ロシア､ アイルランド､ シンガポール｡ その他

はみな１万人以下である｡｣ と記している｡(21)

また､ 2007年３月､ 教育部統計 (教育渉外監管

信息網) では､ 2006年末の在外留学者数は79�2
万人であるという｡

これらの数値から正確ではないが､ 中国人留

学者のおおよその分布と人数が推定できる｡ 表

４の通りである｡ ここからは､ 米国留学､ ヨー

ロッパ留学､ アジア留学が優勢であることが分

かる｡ このような留学先の選択傾向は将来も劇

的に変化することはないと思われる｡

むすび―留学拉致論

優秀な自費留学生が賞賛される一方で､ 自費

留学についてかなり否定的な議論も存在する｡

それは ｢留学拉致論｣ である｡ ｢中国青年報｣

の外国担当記者・陳鉄源は2003年１月２日､

｢中国教育報｣ の下部系列の雑誌 ｢青年時報｣

に､ ｢誰が留学拉致を清掃するのか｣ (誰来清掃

留学拉致) という記事を書いた｡ ドイツや日本

における中国人留学生の実地見聞記である｡ こ

こに初めて ｢留学拉致｣ という概念が広がった｡

｢留学拉致｣ 概念は���放送､ シンガポール

中国における自費留学制度の形成過程の考察 73

表３ 各年の留学資金別送り出し実績

出所) 各年度 『中国教育年鑑』 より作成

年度
国家派遣
(人)

機関派遣
(人)

自費留学
(万人)

計(万人)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2,808

3,495

3,500

3,003

3,556

3,979

5,580

3,888

4,426

4,500

5,149

6,882

8,078

7,542

3.23

7.60

11.7

10.91

10.43

10.65

12.1

3.89

8.39

12.5

11.73

11.47

11.8

13.4

表４ 2006年末､ 中国人留学者の地域別分布数
(万人)

南北アメリカ ヨーロッパ アジア オセアニア アフリカ 計

25.4

32.1％

22.1

27.9％

20.0

25.3％

11.2

14.2％

3.9

0.5％

79.2

100.0％

出所) 『神州学人』 第10期 (2006年､ 30頁) より作成



｢聯合早報｣ など海外メディアにも取り上げら

れ､ その記事が載ったウエブサイトにはアクセ

スが殺到したという｡ 以下は､ ｢青年時報｣ 記

事の日本に関する部分の抄訳である｡(22)

《2002年初め､ 中国のメディアは200人の中国

人留学生が日本の酒田短期大学から集団逃亡し

たと報じた｡ 人々は逃亡の真相をあれこれと解

読したが､ 中国人留学生自身の問題は注視され

なかった｡ 報道から次の事実が分かる｡ ｢352人

の学校に339人の中国人留学生がいた｡｣ (これ

は既に正常ではない)､ ｢2002年の新年が到来し

た際､ 200人近くの中国人留学生は黒に変わる

よう迫る危険地帯に直面していた｡｣ (なぜ黒に

変わるのか)､ … ｢１月10日､ 東京入国管理局

と警視庁は入管法違反の容疑で新宿歌舞伎町の

風俗店を捜査した｡ ２名のこの店でアルバイト

をしていた酒田短期大学の女子留学生を収容し

た｡ …この２名は中国人女子学生で強制送還さ

れる｡ (短大は隠れ蓑か｡ これは問題｡) 未だ多

くの内容があるが紙幅の都合でいちいち列挙し

ない｡ しかし､ この話が与える印象は､ これは

留学ではなく､ ドタバタ劇の上演である｡ 留学

生自身が演じる役は悲しく嘆かわしい｡ …これ

以外にも､ 記者は日本の東京､ 大阪､ 横浜など

で中国人留学生に会ったが､ 多くの留学中の学

生の態度は良くなかった｡ 東京新宿紅灯区､ ぽ

ん引きをする中国人男子留学生がいた｡ 道端に

立って客を強引にマッサージに引っ張りこむ中

国人女子留学生がいた｡ 日本中にインターネッ

トカフェ店があり､ 多くの留学生が1日中そこ

で呆然と過ごし､ 大声で話している｡ その言葉

は粗雑である｡…》

翌年､ 陳鉄源は 『留学＆拉致』 (世界知識出

版社､ 2004年) という本を刊行した｡ 16カ国で

発生した中国人留学生の問題事例を編集したも

のである｡ その趣旨は､ 親は ｢望子成竜｣ (子

の出世を願う) のためにわが子を海外に送り出

し､ 自費留学仲介機関は金を稼ぐ目的で青年を

海外に送り出し､ 送り出された17～18歳の青年

は海外で様々な問題を引き起こし､ 海外の受け

入れ学校にも多くの問題点があることを例示し

て､ 四者の責任を問うことであるという｡ 海外

留学して学業に励む中国人留学生も多いが､ 多

くの問題を抱える中国人留学生の実態も直視す

るべきであると訴える｡

思うに､ 中国政府は優秀な中国人留学生を賞

賛し厚遇することに忙しく､ その裏面にある問

題を直視して来なかったのかもしれない｡ 彼ら

は拉致被害者のように帰るに帰れぬ生活を送っ

ている｡ この解決の道も探らなければならない｡

世界最大の留学生送り出し国としての中国の責

任が国内で問われたものと思われる｡ もちろん､

受け入れ国や受け入れ大学の責任も問われてい

ることを重く受け止めなければならない｡

【注】

(1) 1978年10月に中国社会科学院と中国科技大学に

｢研究生院｣ が成立した｡ この ｢研究生院｣ という名

称はここに始まる｡ これは日本の大学院に相当する｡

(2) 権藤与志夫編 『アジア８カ国における大学教授の

日本留学観 上』 広島大学大学教育研究センター､

1988年参照｡ これはアジア８カ国の大学教授層の留

学観について1985年８月～11月にかけて行われた質

問紙調査結果である｡ これによれば中国はじめアジ

ア諸国において一様に米国の博士学位が最も高く評

価されている｡

(3) 北京週報社編 『外国に留学した人たち』 新星出版､

1991年､ 64－70頁

(4) 『教育大辞典』 第３巻､ 上海教育出版社､ 1991年､

88・89頁参照

(5) 唐金土主編 『大学生就業与創業指導』 東南大学出

版社､ 2006年､ 29・30頁

(6) 謝桂華主編 『20世紀中国高等教育―学位制度与研

究生教育巻』 高等教育出版社､ 2003年､ 50－69頁
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(7) 同上書､ 232－242頁

(8) 同上書､ 240頁

(9) 『中国人材流動服務機構実用全書』 工商出版社､

1997年参照

(10) 『中国教育年鑑1994』 人民教育出版社､ 1995年､

340頁

(11) 苗丹国・潘暁景 ｢対我国自費出国留学収取培養費

制度的対策研究｣ 『中国高教研究』 2001年５期､ 28－

30頁

(12) 『神州学人』 2003年第５期､ 51頁

(13) 白�悟 ｢中国の自費留学仲介制度の整備について｣､
文部省監修・日本国際教育協会編 『留学交流』 ����12����7､ ぎょうせい､ 2000年､ 18－21頁

(14) 王立生 ｢中国大学入学統一試験等の認証システム

について｣ 『日本語教育振興協会ニュース』 ���101､
2008年､ 40－45頁

(15) 同上書､ 42頁

(16) 教育渉外服務与管理叢書編集委員会編 『自費出国

留学指南』 高等教育出版社､ 2005年､ 47－55頁

(17) 教育渉外服務与管理叢書編集委員会編､ 前掲書､

217－563頁

(18) 同上書､ 41－43頁

(19) 『神州学人』 2004年第７期､ 6・7頁

(20) 教育渉外服務与管理叢書編集委員会編､ 前掲書､

25・26頁

(21) 『神州学人』 第10期､ 2006年､ 30頁

(22) 陳鉄源 『留学＆拉致－来自中国海外留学生問題報

告』 世界知識出版社､ 2004年､ 8・9頁
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当センターでは､ 全学補講 (����������������������以下ＪＬＣ) として､ 総合・漢字・会話・
読解・作文・専門 (学部の教員による留学生向けの専門授業) の６種類のコースを開講している｡ 学

内の大学院に所属する大学院生や研究生､ 訪問研究員を始めとし､ 学部の交換留学生､ 短期プログラ

ム��������������������������の留学生 (以下ＪＴＷ生) や日本語日本文化研修プログラムの留

学生 (以下日研生)､ 予備教育プログラムで日本語を受講する日韓共同理工系学部留学生 (以下日韓

プログラム生) など様々なタイプの学習者がＪＬＣを受講している｡

１－１ コース編成

当センターでは､ 多様化する学習者のニーズに対応し､ ６種類のコースを８つのレベルに分け､ 初

級レベルから自分のニーズに応じて必要な授業が受講できる体制を取っている｡ コース編成は表１の

通りである｡

尚､ 近年ビジネス日本語へのニーズが高まってきたことから､ 今年度秋学期から上級学習者を対象

とした ｢ビジネス日本語｣ クラスと ｢ビジネスマナー｣ クラスを開講した (Ｓ－８として開講)｡

今年度はソウル大学校の学生 (上級レベル) が１月から５週間当センターで日本語の研修を受ける

ことになったため､ 上級日本語 (Ｊ－７) を10月開講のクラスと１月開講のクラスに分けるとともに､

漢字・読解・作文コースを１月 (第５期) に再び開講した｡ １月開講のクラスはソウル大学校の学生
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１. コースの概要
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�九州大学留学生センター准教授

表１ ���のコース編成
総 合 漢 字 会 話 読 解 作 文 専 門

入 門 ��1(4)
初 級 １ ��2(4) ��2(2) ��2(2)
初 級 ２ ��3(4) ��3(2) ��3(2)
中級入門 ��4(4) ��4(2) ��4(2)
中 級 １ ��5(2) ��5(2) ��5(2) ��5�6(2) ��5�6(2)
中 級 ２ ��6(2) ��6(2) ��6(2)
上級入門 ��7(1) ��7(2) ��7(2) ��7�8(2) ��7�8(2) ��7�8(1)
上 級 ��8(1) ��8(2) ��8(2)

※ ( ) 内は１週間の授業回数



だけでなく日研生も受講できるようにし､ 両者が互いに交流しながら日本語がブラッシュアップして

いけるようにした｡

１－２ 教材

平成19年度 (2007年) に使用したテキストや教材を表２にまとめる｡ 今年度は､ Ｓ－２・Ｓ－３ク

ラス (初級会話クラス) で新しい教材の使用が試みられた｡

１－３ 開講スケジュール

当センターでは､ 各学期５週間の５期制を導入している｡ 春学期は第１期と第２期に､ 秋学期は第

３期・第４期・第５期に分かれる｡ 各コースとも開講期間は10週間 (第１期～第２期､ 第３期～第４

期) である｡ 第５期は ｢特設コース｣ 的な性格を持ち､ 第１期から第４期までに十分網羅できなかっ

た内容を重点的に学習できるクラスを設定している｡ ５期制を設けたのは､ 学期開始時期より遅れて

来日した学習者も数週間待つだけで次の学期からコースに参加できるようにするためである｡ 平成19

年度の開講スケジュールを表３にまとめる｡
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表２ 各クラスでの使用教材

総合 使 用 教 材 漢字 使 用 教 材��1
『�������������』 ��2

『������������������1』��2 ��3��3 ��4 『������������������1�2』��4 『��������』 ��5
『������������������2』��5 『日本語中級�301』 ��6��6 『文化中級Ⅱ』 ��7 『�������������������������1』��7 自主作成教材を使用 ��8 『�������������������������2』��8 自主作成教材を使用 読解 使 用 教 材

会話 使 用 教 材 ��5�6 『大学生と留学生のための論文ワークブック 読解編』��2 『聞く・考える・話す 留学生のた
めの初級日本語会話』

��7�8 『大学生と留学生のための論文ワークブック 論文編』��3 作文 使 用 教 材��4
自主作成教材を使用

��5�6 『大学生と留学生のための論文ワークブック 作文編』��5 ��7�8 『大学生と留学生のための論文ワークブック 論文作成編』��6��7
表３ ���の開講スケジュール
学 期 開 講 期 間

春学期
第１期 平成19年４月12日～５月23日

第２期 平成19年５月28日～６月30日

秋学期

第３期 平成19年10月12日～11月15日

第４期 平成19年11月19日～12月21日

第５期 平成20年１月14日～２月15日



１－４ 受講申し込みオンラインシステム

平成17年度 (2005年) 秋学期に導入したオンライン受講申し込みシステムが軌道に乗り､ 多数の学

習者への対応が容易になった｡ また､ プレースメントテストの結果の管理､ クラス運営､ 成績管理な

どについてのオンラインでの作業も教師側に浸透し､ 効率的に作業が行えるようになった｡

１－５ プレースメントテスト

プレースメントテストは各学期ごとに実施している｡ テストの種類は､ 総合テスト (文法・聴解・

読解)､ 漢字テストおよびインタビューテストである｡ 新規の受講者は全員総合テストを受験する｡

漢字テストおよびインタビューテストは技能別コースを受講したい学習者が受験することになってい

る｡

１－６複数キャンパスへの対応

現在､ 九州大学は､ 箱崎､ 馬出 (まえだし)､ 大橋､ 筑紫､ 伊都の５つのキャンパスに分散してい

る｡ 平成18年度までは箱崎､ 筑紫の２か所で日本語の授業を開講し､ 伊都でも試験的に授業を行って

いた｡ しかし､ 学習者の希望が多いことから､ 本年度の秋学期は大橋キャンパスでも日本語の授業を

行うことにした｡ 本年度､ 各キャンパスで開講された日本語の授業を表４にまとめる｡

２－１ 受講者数

図１に平成14年度 (2002年) 以降の学習者数の推移をまとめる｡ 本校は10月に留学して来る留学生

が多いため､ 春学期より秋学期の方が受講者数が多い｡ 受講登録者数は全体的にゆるやかに増加して

いるが､ 延べ受講者数は平成17年度 (2005年) あたりから年々大幅に増加しており､ 今年度も昨年度

同様500名を上回る結果になった｡ 今年度の受講登録者数は301名､ 述べ受講者数は551名であり､ 平
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表４ 各キャンパスで開講された日本語コース１)

キャンパス 開講コース 開講レベル
１週間当たりの

各クラスの授業回数

箱 崎

総合(�) １～８
１～４レベル：４回
５～６レベル：２回
７レベル ：１回

漢字(�) ２～８ ２回

会話(�) ２～８ ２回

作文(�) 5／6,7／8 ２回

読解(�) 5／6,7／8 ２回

専門(�) ７／８ １回

伊 都 総合(�) １～３ ３回

筑 紫 総合(�) １～５ ２回

大 橋 総合(�) １ ４回

２. 受講者数および受講者の内訳



成14年度と比較すると､ この５年間で受講登録者数はほぼ２倍､ 延べ受講者数は３倍になったことが

分かる｡ 今後も留学生数は増加し続けると考えられる｡ 当センターでの受け入れ体制や授業のあり方

などについて改めて検討し直す時期に至ったのではないか｡

２－２ 受講者の内訳２)

下に受講者の所属 (表５)､ 身分 (表６)､ 受講暦 (表７)､ 出身地域 (表８) をまとめる｡
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図１ ���受講者数の推移
表５ 受講者の内訳 (所属別)

所 属
春学期 秋学期

所 属
春学期 秋学期

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

留学生センター 68 30.9％ 65 21.6％ 生物資源環境科学府・農学部 27 12.3％ 54 17.9％

システム情報科学府 2 0.9％ 4 1.3％ 人間環境学府・教育学部 13 5.9％ 24 8.0％

システム生命科学府 3 1.4％ 4 1.3％ 人文科学府・文学部 12 5.5％ 16 5.3％

総合理工学府 0 0.0％ 3 1.0％ 比較社会文化学府 17 7.7％ 13 4.3％

工学府・工学部 3 1.4％ 12 4.0％ 法学府・ロースクール・法学部 35 15.9％ 38 12.6％

医学系学府・医学部 6 2.7％ 10 3.3％ 経済学府・経済学部・
ビジネススクール 5 2.3％ 27 9.0％

歯学府・歯学部 2 0.9％ 6 2.0％ 芸術工学府・芸術工学部 15 6.8％ 8 2.7％

薬学府・薬学部 1 0.5％ 5 1.7％ その他 5 2.3％ 4 1.3％

数理学府 2 0.9％ 5 1.7％ 計 220 100.0％ 301 100.0％

理学府・理学部 4 1.8％ 3 1.0％



表５から､ 春学期も秋学期も留学生センターに所属する学習者が最も多いことが分かる｡ 受講者全

体としては､ 文系の学部や大学院より理系の学部や大学院に所属する学習者が多いことが本校の特徴

であろう｡

学習者の身分 (表６) は､ ｢その他｣ が最も多いが､ これは当センター所属のＪＴＷ生および日研

生が ｢その他｣ に含まれるためである｡ ｢その他｣ 以外では毎年 ｢研究生｣ および ｢大学院生｣ が多

い｡

受講歴 (表７) については､ 春学期は継続受講者が多く､ 秋学期は新規の受講者が多い｡ 特に秋学

期は全体の7割近くが新規受講者である｡ これは留学生の多くが10月に来日するためである｡

出身地域 (表８) は､ 中国からの留学生が最も多く､ 全体の30％を超す｡ 次に韓国からの留学生が

20％余りおり､ 他のアジアが20％ほどを占める｡ 出身地域はアジアで学習者全体の70％以上を占めて

いることが分かる｡ このような現状から､ 当センターでの案内や掲示物などには英語訳､ 中国語訳､

そして韓国語訳をつけ対応している｡ また､ 中国語や韓国語が話せる事務スタッフや教員が必要に応

じて学習者に対応する体制をとっている｡
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表６ 受講者の内訳 (身分別)

身 分
春 学 期 秋 学 期

人 数 ％ 人 数 ％

研究生 50 22.7％ 76 25.2％

学部生 21 9.5％ 17 5.6％

大学院生 33 15.0％ 58 19.3％

教官・訪問研究員 12 5.5％ 10 3.3％

その他 96 43.6％ 119 39.5％

不明 0 0.0％ 0 0�0％
計 212 96.4％ 280 93.0％

表７ 受講者の内訳 (受講歴別)

春 学 期 秋 学 期

人 数 ％ 人 数 ％

新規受講者 79 35.9％ 207 68.8％

継続受講者 133 60.5％ 73 24.3％

計 212 96.4％ 280 93.0％



ＪＬＣでは､ 春学期末 (６月) と秋学期末 (２月) に､ 学習者による授業評価を実施している (資

料)｡ 授業評価の結果はＪＬＣに関わる当センター所属の教員３)で構成される ｢日本語教育方法検討

会｣ (年２回実施) で報告され､ コース全体あるいは個別クラスの改善と見直しに活用されている｡

授業評価はオンライン化されており､ コース終了日までに学習者がオンラインシステムを通して評

価を入力する｡ 以下に平成19年度 (2007年) の結果をまとめる｡

３－１ 授業について

(1) 授業の難易度

質問：この授業の難易度は全体としてどうでしたか｡

ａ. とてもやさしかった ｂ. やさしかった ｃ. どちらとも言えない

ｄ. むずかしかった ｅ. とてもむずかしかった
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表８ 受講者の内訳 (出身地域別)

出 身
春 学 期 秋 学 期

人 数 ％ 人 数 ％

中国・台湾 75 34.1％ 101 33.6％

韓国 49 22.3％ 64 21.3％

他アジア 39 17.7％ 66 21.9％

ヨーロッパ 28 12.7％ 39 13.0％

北米 15 6.8％ 14 4.7％

その他 14 6.4％ 17 5.6％

計 220 100.0％ 301 100.0％

３. 受講者による授業評価

易しい やや易しい 丁度よい やや難しい 難しい

総 合
初 級

春学期 1.1％ 10.2％ 65.9％ 21.6％ 1.1％
秋学期 1.1％ 10.2％ 65.9％ 21.6％ 1.1％

中上級
春学期 0.0％ 17.6％ 52.9％ 29.4％ 0.0％
秋学期 0.0％ 15.4％ 38.5％ 46.2％ 0.0％

漢 字
春学期 0.0％ 26.1％ 47.8％ 26.1％ 0.0％
秋学期 0.0％ 20.9％ 62.8％ 16.3％ 0.0％

会 話
春学期 2.9％ 14.3％ 57.1％ 25.7％ 0.0％
秋学期 2.0％ 29.4％ 52.9％ 13.7％ 2.0％

読 解
春学期 11.1％ 22.2％ 55.6％ 11.1％ 0.0％
秋学期 0.0％ 16.7％ 66.7％ 16.7％ 0.0％

作 文
春学期 33.3％ 16.7％ 33.3％ 16.7％ 0.0％
秋学期 0.0％ 25.0％ 41.7％ 33.3％ 0.0％

表９ 授業の難易度



(2) 宿題の量

質問：宿題の量は適当でしたか｡

ａ. 少なかった ｂ. もう少しあったほうがよかった ｃ. ちょうどよかった

ｄ. 少し多かった ｅ. たいへん多かった

(3) 授業の回数

質問：１週間の授業回数は適当でしたか４)？

ａ. 少なかった ｂ. もう少しあったほうがよかった ｃ. ちょうどよかった

ｄ. 少し多かった ｅ. たいへん多かった

(4) 開講期間

質問：コースの長さ (５週間) は適当でしたか｡

ａ. 短かった ｂ. もう長いほうがよかった ｃ. ちょうどよかった

ｄ. 少し長かった ｅ. たいへん長かった
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表10 宿題の量

少ない やや少ない 適量 やや多い 多い

総 合
初 級

春学期 0.0％ 7.5％ 77.4％ 15.1％ 0.0％
秋学期 1.1％ 9.1％ 75.0％ 13.6％ 1.1％

中上級
春学期 0.0％ 5.9％ 94.1％ 0.0％ 0.0％
秋学期 0.0％ 0.0％ 84.6％ 15.4％ 0.0％

漢 字
春学期 0.0％ 13.0％ 69.6％ 17.4％ 0.0％
秋学期 0.0％ 7.0％ 67.4％ 18.6％ 7.0％

会 話
春学期 0.0％ 11.4％ 85.7％ 2.9％ 0.0％
秋学期 7.8％ 21.6％ 66.7％ 3.9％ 0.0％

読 解
春学期 0.0％ 11.1％ 66.7％ 22.2％ 0.0％
秋学期 0.0％ 0.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0％

作 文
春学期 0.0％ 16.7％ 83.3％ 0.0％ 0.0％
秋学期 0.0％ 16.7％ 41.7％ 41.7％ 0.0％

少ない やや少ない 適量 やや多い 多い

総 合
初 級

春学期 1.9％ 7.5％ 81.1％ 9.4％ 0.0％
秋学期 3.4％ 9.1％ 76.1％ 10.2％ 1.1％

中上級
春学期 0.0％ 29.4％ 70.6％ 0.0％ 0.0％
秋学期 0.0％ 7.7％ 92.3％ 0.0％ 0.0％

漢 字
春学期 4.3％ 4.3％ 91.3％ 0.0％ 0.0％
秋学期 0.0％ 7.0％ 93.0％ 0.0％ 0.0％

会 話
春学期 2.9％ 17.1％ 80.0％ 0.0％ 0.0％
秋学期 2.0％ 27.5％ 70.6％ 0.0％ 0.0％

読 解
春学期 0.0％ 11.1％ 77.8％ 11.1％ 0.0％
秋学期 0.0％ 0.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0％

作 文
春学期 0.0％ 0.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0％
秋学期 0.0％ 8.3％ 66.7％ 25.0％ 0.0％

表11 授業の回数



(5) 授業の進度

質問：授業のスピードは適当でしたか｡

ａ. 遅かった ｂ. もう少し速いほうがよかった ｃ. ちょうどよかった

ｄ. 少し速かった ｅ. たいへん速かった

(6) １クラスあたりの受講者数

質問：クラスの大きさ (学生の数) は適当でしたか｡

ａ. 小さい ｂ. もう少し大きいほうがよかった ｃ. ちょうどよかった

ｄ. 少し大きかった ｅ. たいへん大きかった
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表12 開講期間

少ない やや少ない 適量 やや多い 多い

総 合
初 級

春学期 3.8％ 13.2％ 75.5％ 7.5％ 0.0％
秋学期 1.1％ 15.9％ 79.5％ 3.4％ 0.0％

中上級
春学期 5.9％ 23.5％ 64.7％ 5.9％ 0.0％
秋学期 0.0％ 0.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0％

漢 字
春学期 0.0％ 17.4％ 73.9％ 8.7％ 0.0％
秋学期 4.7％ 4.7％ 83.7％ 7.0％ 0.0％

会 話
春学期 5.7％ 40.0％ 51.4％ 2.9％ 0.0％
秋学期 2.0％ 15.7％ 80.4％ 0.0％ 2.0％

読 解
春学期 0.0％ 11.1％ 77.8％ 0.0％ 11.1％
秋学期 0.0％ 16.7％ 83.3％ 0.0％ 0.0％

作 文
春学期 0.0％ 33.3％ 50.0％ 16.7％ 0.0％
秋学期 0.0％ 16.7％ 83.3％ 0.0％ 0.0％

表13 授業の進度

遅い やや遅い 適当 やや速い 速い

総 合
初 級

春学期 0.0％ 15.1％ 71.7％ 13.2％ 0.0％
秋学期 0.0％ 11.4％ 68.2％ 19.3％ 1.1％

中上級
春学期 0.0％ 0.0％ 58.8％ 35.3％ 5.9％
秋学期 0.0％ 7.7％ 53.8％ 38.5％ 0.0％

漢 字
春学期 4.3％ 17.4％ 73.9％ 4.3％ 0.0％
秋学期 0.0％ 2.3％ 90.7％ 7.0％ 0.0％

会 話
春学期 0.0％ 14.3％ 82.9％ 2.9％ 0.0％
秋学期 2.0％ 15.7％ 76.5％ 5.9％ 0.0％

読 解
春学期 11.1％ 0.0％ 66.7％ 22.2％ 0.0％
秋学期 0.0％ 0.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0％

作 文
春学期 16.7％ 16.7％ 66.7％ 0.0％ 0.0％
秋学期 0.0％ 0.0％ 83.3％ 16.7％ 0.0％



開講されている授業は､ 全体的には難易度､ 宿題の量､ 開講期間､ 授業回数､ 進度､ クラスサイズ

ともに適当であったと言える｡ 春学期に比べ秋学期の評価にややばらつきが見られるのは､ 留学した

ばかりの様々な背景を持った学習者がクラスにいるためであろう｡

３－２ 学習者の自己評価

(1) 予習にかける時間

質問：授業の予習をするのにどのくらい時間がかりましたか｡ 毎回平均 時間ぐらい

(2) 復習にかける時間

質問：授業の復習をするのにかかった時間はどれぐらいでしたか｡ 毎回平均 時間ぐらい

予習時間および復習時間は､ 毎日予習と復習どちらもしているのではなく､ 大多数の学習者には予

習をする日と復習をする日があると考えられる｡ どのコースも予習と復習に１～３時間程度費やして

いる｡ ただし､ 秋学期の受講者の方が春学期よりも平均的な自習時間が長い｡ これは､ 日本での学習

システムにまだ慣れていない学習者が多く､ 春学期の学習者に比べると能率が落ちるためであろう｡
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表14 １クラス当たりの受講者数

少ない やや少ない 適量 やや多い 多い

総 合
初 級

春学期 0.0％ 3.8％ 75.5％ 20.8％ 0.0％
秋学期 0.0％ 2.3％ 63.6％ 33.0％ 1.1％

中上級
春学期 0.0％ 0.0％ 29.4％ 47.1％ 23.5％
秋学期 0.0％ 7.7％ 76.9％ 15.4％ 0.0％

漢 字
春学期 4.3％ 91.3％ 4.3％ 0.0％ 0.0％
秋学期 2.3％ 9.3％ 83.7％ 4.7％ 0.0％

会 話
春学期 5.7％ 74.3％ 17.1％ 2.9％ 11.1％
秋学期 0.0％ 7.8％ 76.5％ 15.7％ 0.0％

読 解
春学期 11.1％ 66.7％ 11.1％ 0.0％ 0.0％
秋学期 0.0％ 0.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0％

作 文
春学期 0.0％ 0.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0％
秋学期 0.0％ 0.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0％

表15 予習時間 �( ) 内の数値は時間

初 級 中上級 漢 字 会 話 読 解 作 文

春学期 1.5 2.0 1.6 1.4 1.1 1.4

秋学期 3.3 3.4 2.3 2.5 1.2 1.2

表16 復習時間 �( ) 内の数値は時間

初 級 中上級 漢 字 会 話 読 解 作 文

春学期 1.3 1.2 1.3 1.1 2.9 0.8

秋学期 3.1 2.3 2.1 1.6 1.3 1.0



３－３ 教師に対する評価

各項目ともに､ 数値が高いほど高い評価である｡ 最大値は4.0で､ 3.0以上が一応の目安となる｡

(1) 授業時間の厳守

質問：授業は時間どおり行われましたか｡

ａ. 強くそう思う (4.0) ｂ. そう思う (3.0) ｃ. どちらとも言えない (2.0)

ｄ. そう思わない (1.0) ｅ. 全くそう思わない (0.0)

(2) 教育への熱意

質問：教師に授業への熱意が感じられましたか｡

ａ. 強くそう思う (4.0) ｂ. そう思う (3.0) ｃ. どちらとも言えない (2.0)

ｄ. そう思わない (1.0) ｅ. 全くそう思わない (0.0)

(3) 授業の準備

質問： (教師の) 授業の準備は十分になされていたと思いますか｡

ａ. 強くそう思う (4.0) ｂ. そう思う (3.0) ｃ. どちらとも言えない (2�0)
ｄ. そう思わない (1.0) ｅ. 全くそう思わない (0.0)

(4) 説明の分かりやすさ

質問：先生の指示・説明はどうでしたか｡

ａ. とてもわかりやすかった (4.0) ｂ. わかりやすかった (3.0)

ｃ. どちらとも言えない (2.0) ｄ. 少しわかりにくかった (1.0)

ｅ. わかりにくかった (0.0)
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表17 授業時間の厳守

初 級 中上級 漢 字 会 話 読 解 作 文

春学期 3.3 3.2 3.3 3.5 3.4 2.5

秋学期 3.3 3.5 3.4 3.4 3.7 3.3

表18 教育への熱意

初 級 中上級 漢 字 会 話 読 解 作 文

春学期 3.5 3.6 3.6 3.6 3.9 3.0

秋学期 3.7 3.6 3.6 3.6 3.8 3.9

表19 授業の準備

初 級 中上級 漢 字 会 話 読 解 作 文

春学期 3.4 3.6 3.7 3.6 3.9 2.3

秋学期 3.7 3.5 3.6 3.6 3.7 3.8



全体的には３以上の評価を得ており､ 教師が学習者の信頼を得ていることが分かる｡ 春学期の作文

コースが他コースに比べ若干評価が低いが､ これは､ 春学期の作文コースの評価の入力率が低かった

ことが原因であろう｡ 入力率が低い場合一部の学習者の意見しか反映されず､ 評価が偏った内容にな

る｡ 一般的に､ 学習者が積極的に評価を入力する場合､ 評価が大変高いか低いかどちらかの場合であ

ることが多いが､ 今回は後者の学習者が入力したのであろう｡ このような評価の偏りをなくすため､

学習者全体が入力するよう対応を検討する必要がある｡

３－４ 総合評価

数値が高いほど評価が高いと言える｡ 最大値は100％で､ 80％以上が一応の目安である｡

質問：あなたはこのコースの授業にどのくらい満足していますか｡ ％

殆どのコースが80％以上の評価を得ており大きな問題はないと言える｡ 春学期の読解コースおよび

作文コースの評価が多少低いが､ これは先に述べたように評価の入力率の低さが１つの原因であると

考えられる｡ また､ 作文コースや読解コースは他コースに比べクラスに所属する学習者のレベル差が

大きく５)､ 授業に求めるものが学習者によってかなり異なる｡ しかし､ レベル差の激しい学習者すべ

てが満足できる授業内容を提供することは大変困難である｡ そのため､ 他コースに比べ､ 評価が若干

低くなったと考えられる｡

４. 今後の課題

今後の課題としては以下の点を挙げることができる｡

１) 複数キャンパスへの対応

今年度の秋学期から箱崎キャンパス､ 伊都キャンパス､ 筑紫キャンパス､ 大橋キャンパスの４キャ

ンパスで日本語の授業を開講した｡ そのうち中級レベル以上のクラスを開講しているのは箱崎キャ

ンパスと筑紫キャンパスのみであるが､ 伊都キャンパスでも中上級クラス開設を望む声が聞かれる

ようになった｡ 伊都キャンパスは大学の移転が進むにつれ段階的に留学生数も増加していくため､

今後は初級レベル以外のクラスや複数のコース (漢字コース､ 会話コースなど) の開講なども見据

え､ 環境を整えていく必要がある｡

一方､ 学習者数が少ないキャンパスに対しては､ 例えば近くにあるキャンパス同士それぞれ別の

コースを開講し､ キャンパス間を移動することで多様なクラスが受講できるようにするなどの対応
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表20 説明の分かりやすさ

初 級 中上級 漢 字 会 話 読 解 作 文

春学期 3.2 3.2 3.4 3.6 3.4 2.7

秋学期 3.4 3.2 3.3 3.4 3.5 3.3

表21 総合評価

初 級 中上級 漢 字 会 話 読 解 作 文

春学期 80.0 83.5 88.7 91.8 75.4 79.3

秋学期 89.3 83.8 88.7 87.9 92.5 93.9



を検討していく必要がある｡

２) 作文・読解コースの整備

先に述べたが､ 作文コースと読解コースは受講者間のレベル差やニーズ差が大きく､ クラス運営

が難しい｡ クラス開始時に､ クラスの目標やどのような内容が提供されるかなど､ より詳しいオリ

エンテーションを行い受講者の理解を深める必要がある｡

３) 教材の見直し

現在���の初級コースで使用している 『�������������』 は1994年に出版されたものであり､ 内
容的に現代社会に対応していない箇所もあるため､ 昨年度から新らしい教科書の使用についての検

討を開始した｡ 引き続き新教材使用について検討を進める必要がある｡

資料

アンケート 学習者による授業評価

日本語コースに関するアンケート �������������������������������������������
あなたのクラス －

※ �������������������� ａ. ���5 �����(�1�����) ����
ｂ. ���10 �����(�2������)

Ａ. 授業の内容について�������������������������
１. このコースでよく練習できたことは何でしたか｡ ��������������������������������������
２. もっと練習したかったことは何でしたか｡ �����������������������������
３. この授業の難易度は全体としてどうでしたか｡ ��������������������������������
ａ. とてもやさしかった ��������
ｂ. やさしかった ����
ｃ. どちらとも言えない �����������������������
ｄ. むずかしかった ���������
ｅ. とてもむずかしかった �������������
コメント：���������

４. 宿題の量は適当でしたか｡ ��������������������������������������������������
ａ. 少なかった ���������
ｂ. もう少しあったほうがよかった ��������������
ｃ. ちょうどよかった ������
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ｄ. 少し多かった �����������
ｅ. たいへん多かった ����������
コメント：

５. １週間の授業回数は適当でしたか？ �������������������������������������
ａ. 少なかった ���������
ｂ. もう少しあったほうがよかった ��������������
ｃ. ちょうどよかった ������
ｄ. 少し多かった �����������
ｅ. たいへん多かった ����������
６�コースの長さは適当でしたか｡ �����������������������������������
ａ. 短かった ��������
ｂ. もう長いほうがよかった ��������������������
ｃ. ちょうどよかった ����������
ｄ. 少し長かった �����������
ｅ. たいへん長かった ����������
７�授業のスピードは適当でしたか｡ ���������������������������������
ａ. 遅かった �������
ｂ. もう少し速いほうがよかった ��������������������
ｃ. ちょうどよかった ������
ｄ. 少し速かった �����������
ｅ. たいへん速かった ����������
８. クラスの大きさ (学生の数) は適当でしたか｡ �������������������
ａ. 小さい ��������
ｂ. もう少し大きいほうがよかった ��������������������
ｃ. ちょうどよかった ��������
ｄ. 少し大きかった ������������
ｅ. たいへん大きかった �����������
妥当な人数は ( ) 人ぐらい�����������������������������������( ) ���������
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Ｂ. 自分自身について �����������������������������������
１. 授業の予習するのにどのくらい時間がかりましたか｡ ���������������������������������������
毎回平均 時間ぐらい �������������� ����(�) ���������

２. 授業の復習するのにかかった時間はどれぐらいでしたか｡ �����������������������������������
毎回平均 時間ぐらい �������������� ����(�) ���������

３. この授業に自分として意欲的に取り組んだと思いますか｡ ����������������������������������������������������
ａ. 強くそう思う ��������������
ｂ. そう思う ���
ｃ. どちらとも言えない ��������������������
ｄ. そう思わない ��
ｅ. 全くそう思わない ��������

Ｃ. 先生について ����������������������(�)
１. 授業は時間どおり行われましたか｡ ����������������������������������
ａ. 強くそう思う ��������������
ｂ. そう思う ���
ｃ. どちらとも言えない ��������������������
ｄ. そう思わない ��
ｅ. 全くそう思わない ��������

２. 教師に授業への熱意が感じられましたか｡ ���������������������������(�) ��������������������������
ａ. 強くそう思う ��������������
ｂ. そう思う ���
ｃ. どちらとも言えない ��������������������
ｄ. そう思わない ��
ｅ. 全くそう思わない ��������
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３. (教師の) 授業の準備は十分になされていたと思いますか｡ ����������������(�) ����������������������������
ａ. 強くそう思う ��������������
ｂ. そう思う ���
ｃ. どちらとも言えない ��������������������
ｄ. そう思わない ��
ｅ. 全くそう思わない ��������

４. 先生の指示・説明はどうでしたか｡ ���������������������������������������������������
(�) ������
ａ. とてもわかりやすかった �������������
ｂ. わかりやすかった ���
ｃ. どちらとも言えない ��������������������
ｄ. 少しわかりにくかった ����������
ｅ. わかりにくかった �������������

Ｄ. 総合評価 �����������������
１. あなたはこのコースの授業にどのくらい満足していますか｡ ����������������������������������

％

コメント ��������(このコースは具体的にどんなところがよかったですか ��������������������������������������)
２. その他意見があれば自由に書いて下さい｡ ������������������������
注

１) レベルの詳細については表１を参照｡

２) データは学習者の自己申告に基づいたものである｡

３) 平成18 (2006) 年現在､ 留学生センターの日本語教育部門には､ 専任教官が８名､ 非常勤講師が14名所属している｡

４) 総合コースのうち､ ��1～��4までは火曜日～金曜日まで１日に１コマ､ １週間に計４コマ授業を行った｡ ��5と��6は
１週間に２コマ､ ��7は１週間に１コマ授業を行った｡ 技能コース (漢字､ 会話､ 読解､ 作文) はいずれも１週間に２

コマ授業を行った｡

５) 表１を参照｡ 他のコースでは各レベルごとにクラスが設定されているのに対し､ 作文コースと読解コースは２つの

レベルの学習者が１つのクラスで勉強する｡ このため､ 他コースに比べ学習者間のレベル差が大きくなる｡
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留学生センターの教員が担当する全学教育科目は､ 留学生対象の日本語､ 日本事情､ 文系コア・教

育と心理､ 少人数セミナーがある｡ ここでは､ 言語文化基礎科目に分類されている日本語について報

告する｡ 日本語は､ 留学生センターの教員と芸術工学部の教員が担当し､ 17コマを以下のように１年

生の前期と後期､ ２年生の前期に振り分け､ 各クラスが10名前後で指導ができるように構成されてい

る｡

１. 平成19年度の学習内容

以下が時間割とその学習内容である｡

上記の時間割で授業は､ 平成16年度からで４年目にあたる｡ この時間割では､ 複雑に入り組んだ各

学部の時間割りに対応するため､ 教員が学習項目を同じように定めた授業を２コマずつ担当している｡

例えば､ 下の表にあるように､ １年の前期では１人の教員が月曜日の２限と３限の ｢聴解｣ の授業

を２コマ､ 別の教員が火曜日の２限と３限の ｢聴解｣ の授業を２コマ担当している｡ この２人の教員
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前期

１年生対象

１
月

２限 聴解(日Ⅱ) 法学部 理学部 薬学部

２ ３限 聴解(日Ⅱ) 工学部 芸術学部

３
火

２限 聴解(日Ⅱ) 経済学部 経工学部 工学部 21Ｃプ 医学部

４ ３限 聴解(日Ⅱ) 文学部 教育学部 医学部 歯学部 農学部

５
木

２限 総合基礎(日Ⅰ) 法学部 理学部 薬学部

６ ３限 総合基礎(日Ⅰ) 工学部 芸術学部

７
金

２限 総合基礎(日Ⅰ) 経済学部 経工学部 工学部 21Ｃプ 医学部

８ ３限 総合基礎(日Ⅰ) 文学部 教育学部 医学部 歯学部 農学部

２年生対象

９ 月 １限 社会文化(日Ⅴ) 文学部 教育学部 法学部 21Ｃプ 理学部 薬学部 工学部 農学部

10 水 ４限 社会科学(日Ⅵ) 文学部 教育学部 法学部 経済学部 経工学部21Ｃプ 理学部 工学部

11 金 ４限 自然科学(日Ⅶ)
文学部 教育学部 法学部 経済学部 経工学部21Ｃプ 理学部
医学部 歯学部 工学部 芸術学部



はあらかじめ授業計画について話し合っている｡ また､ 同じく１年の前期に行われる ｢総合基礎｣ の

ように１人の教員が４コマを担当するというやり方で行われることもある｡

しかし留学生の場合､ 同じように定めた授業では､ どのように日本語を勉強して来たかで学生の能

力によって差があり､ クラス進度に影響するのが通例である｡

また２年生対象の日本語では､ 第一外国語として日本語を履修する際､ 文学部・教育学部・法学部・

経済学部の学生は､ ３単位を取らなければならない｡ しかし19年度の時間割りでは経済部の学生はこ

ちらが出している社会文化の日本語の時間は箱崎日に当るため､ ２単位しか取れなく実質上第一外国

語をとして選択するのが困難な状況となっている｡

その他の学部では学生が必要と思われる科目を､ １年前期に２コマ (聴解､ 総合基礎)､ １年後期

に２コマ (作文､ 会話・発表) を全て受講できる｡

２. カリキュラムの長所と短所

このように学生が特に一年生で全ての技能を分けて科目とした日本語を受講できるようになったこ

との長所は､ まず大学において専門を勉強するために必要不可欠な日本語の力をある程度まで引き上

げることができるようになったことである｡

特に入学したばかりの学生は､ それまでただ入学試験に受かる事が目的の勉強をしてきた｡ だから､

これからの4年間の大学生活において必要な日本語のスキルとはどのようなものかということが分か

らない｡

そこで16年度の改編では日本語を担当する教員たちが話し合い､ 過去に教えた学生の日本語におけ

る問題点を分析し､ 学部留学生が欠如している日本語の力を補強する授業構成を考え､ 上記のような

時間割を作成した｡ 大学で講義を聴く力､ レポートを書く力やゼミで発表する力をつけることを目的

としたこのカリキュラムは､ 既にある程度力があり､ 授業についていける学生には､ バランスよく日

本語の力が加わり最適である｡

しかし､ 留学生の中には､ 個人の得手不得手に加えて､ それまでの勉強で身に付けられなかったこ

とで､ 日本語の聴く力､ 話す力､ 読む力､ 書く力のバランスがよくない学生が少なくない｡ 特に聴く

力が弱い学生は､ 先生の講義が理解できないので､ 講義に出ても何もできない｡ 後で友達にノートを

見せてもらったり､ 自分で図書館に行き本を読んで勉強したりすることになるが､ 努力の割に効果は
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後期

１年生対象

１
月

２限 作文(日Ⅱ) 法学部 理学部 薬学部

２ ３限 作文(日Ⅱ) 工学部 芸術学部

３
火

２限 作文(日Ⅱ) 経済学部 経工学部 21Ｃプ 医学部 工学部

４ ３限 作文(日Ⅱ) 文学部 教育学部 医学部 農学部

５ 木 ３限 会話・発表(日Ⅳ) 工学部 芸術学部

６ 金 ３限 会話・発表(日Ⅳ) 文学部 教育学部 医学部 歯学部 農学部



上がらない｡ また知っている語彙の数が少ない学生は､ 聴いても､ 読んでもわからないことばかりで

ある｡ このような学生は､ 上記の時間割で日本語を勉強しても､ 急速に力をつけることは望めない｡

それ以前に特別に弱いところを補う必要があるからである｡

入学試験に合格した留学生は､ 大学での勉強ができるとみなされている｡ しかし､ 入学試験でたま

たまよい点をとって合格しても､ それまでの学習環境に恵まれないと､ 大学で必要な科目の勉強がで

きるレベルに到っていないのが現状である｡ 現在の全学教育科目の日本語では､ このように総合点で

は良いが､ 全てがよい訳ではなく､ むしろバランスが著しく悪い学生に対処できないのが短所となっ

ている｡

３. 学生の評価

まず全学教育機構自己点検・評価委員会によって行われる ｢学生による授業評価 (平成19年度後期)

のデータ一覧｣ によると､ 19年度後期に行われた日本語の授業に対して以下のような評価がなされて

いる｡ ６クラスが開講され､ 登録者総数は30名､ アンケートの回収率は86�7％であった｡
履修してよかったと思う点

１. 新たな知識を獲得することに意味があった｡ 77％

２. 教師と学生間に双方向性があった｡ 69％

３. 一緒に学ぶ仲間がいることを実感ができた｡ 62％

４. 授業内容とその構成がてきせつだった｡ 58％

５. 教師に教えようとする熱意があった｡ 50％

パーセントは､ ６クラスの平均であるので､ 上記の項目について評価されなかったクラスもあるが､

概ね良好だと言える｡

授業の改善を要望したい点

１. 授業内容をもっと精選してほしい ８％

２. 授業内容をもっと易しくしてほしい ８％

３. 理解できるように説明に工夫してほしい ８％

日本語のクラスでは､ 全員がほぼ同じレベルというわけではない｡ ハンディとなるのは､ 聞き取り

が弱い学生である｡ 学生間のレベル差が大きいときに､ 上記のような改善の要望が出る｡ これは特に

１年生の１学期に多いが､ ２学期になっても上記のような要望が出るということは､ これらの学生が

他の科目で苦戦していることを物語っている｡

４. 今後の課題

専門における学習は､ 日本語の力がある程度ないと難しい｡ 授業評価の要望を見ると､ 前年にもま
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して､ 力が落ちているように見受けられる｡ 今後も各学部の入学試験における日本語能力の受け入れ

基準が変わることがないとすると､ 日本語能力の4技能 (読む・書く・話す・聞く) のバランスがよ

くない学生は現行のカリキュラムでは力をつけるのが難しいという問題は解決されないまま､ 存続す

ることになる｡ 来年度は､ 全学教育も伊都新キャンパスで行われるようになり､ まだ整備が十分に整っ

ていない学習環境での勉学は､ 負担の多いものになることが予想される｡ これらを踏まえ､ よりきめ

細かい対応を考えていきたい｡
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日本語研修コースは､ 大学院に進学予定の研究留学生を主な対象として､ 来日後の半年間予備教育

を行うコースである｡ 本コースでは､ 日本語教育､ 日本事情教育､ 大学院への適応を促進するための

教育と支援を行っている｡ 目標は､ 会話を中心とした初級の日本語を習得させること､ 研究の場にお

いて日本人と円滑にコミュニケーションができるようにすることである｡ 以下に､ 本コースの平成19

年度の実施状況を報告する｡

２. 実施概要

平成19年度日本語研修コースの実施期間､ 主な日程は下記の通りである｡

１) 実施期間 前期 ４月11日 － ９月14日 (第44期)

後期 10月11日 － ３月13日 (第45期)

２) 主な日程

① 前期

開講式 ４月11日

授業開始 ４月12日

健康管理についての講義 (健康科学センター：上園慶子) ４月17日

防災センター見学 ４月26日

三者面談１ (指導教員・留学生・コーディネーターの三者) ５月

見学旅行 (八女､ 柳川) ５月25日

小学校訪問 (福岡市立香陵小学校) ６月25日

書道の授業 (学外講師) ６月26日

発表会２ (文集 『世界の輪36号』 に収録) ７月26日

日本人学生との交流会 (留学生センター指導部門：高松里) ８月２日

夏休み ８月６日－31日

授業終了 ９月７日

閉講式 ９月14日
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② 後期

開講式 10月11日

授業開始 10月12日

健康管理についての講義 (健康科学センター：上園慶子) 10月23日

防災センター見学 11月２日

三者面談 (指導教員・留学生・コーディネーターの三者) 11月

見学旅行 (熊本城､ 阿蘇山) 11月10日

冬休み 12月24日－１月11日

書道の授業 (学外講師) １月22日

小学校訪問 (福岡市立香陵小学校) １月31日

発表会 (文集 『世界の輪37号』 に収録) ２月14日

日本人学生との会話 (留学生センター指導部門：高松里) ３月３日

授業終了 ３月７日

閉講式 ３月13日

３) 受講者

受講者は､ 国費外国人留学生のうち九州大学及び北部九州の大学 (私立大学を含む) に配属さ

れた研究留学生､ 福岡教育大学で研修予定の教員研修留学生 (後期)､ 学内募集に応募した九州

大学の研究生である｡

① 前期 10名

出 身：インド､ 英国､ エジプト､ スリランカ､ タイ､ チュニジア､ フィリピン､ パレスチ

ナ､ マラウィ､ ミャンマー

進学先：九州大学７名､ 九州工業大学１名､ 福岡大学１名､ 早稲田大学１名

② 後期 12名

中級１名を含む｡ 中級者は ｢九州大学留学生のための日本語コース (���)｣３ でレベルの相
当するクラス (複数) を受講｡

出 身：インドネシア､ エジプト､ ガーナ､ 韓国､ ギリシャ､ スリランカ､ タイ､ 中国､ ド

イツ､ ブラジル､ ミャンマー (２名)

進学先：九州大学６名､ 福岡教育大学６名

４) 担当者

① 前期担当

専任：吉川裕子 (コーディネーター)・郭俊海

非常勤講師：植田幸子・金宥�・高嶋文・高田恭子・疋田美伸・松崎定子・和田玉己
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② 後期担当

専任：吉川裕子 (コーディネーター)

非常勤講師：梶原朋香・菊池富美子・高嶋文・高田恭子・疋田美伸・松崎定子・和田玉己���との連携により担当者時間割を１回変更
＜10月12日～12月21日＞

＜１月15日～３月７日＞ ���第５ラウンドのクラス数の減少に対応して
３. 授業内容

１) 授業時間数

① 前期：全17週 週13コマ １コマ90分 合計 332時間

② 後期：全18週 週13コマ １コマ90分 合計 351時間
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限 時 間 クラス 月 火 水 木 金

2 10：30－12：00
Ａ
Ｂ

高嶋
松崎

高田
和田

松崎
植田

和田
高田

和田
金

3 13：00－14：30
Ａ
Ｂ

松崎
高嶋

高嶋
高田

郭
松崎

高田
高嶋

植田
疋田

4 14：50－16：20
Ａ
Ｂ

吉川
郭

金
吉川

疋田
和田
吉川

※金曜日４限は３人で担当し､ 日本語学習の個別支援と発表会の準備を行った｡

限 時 間 クラス 月 火 水 木 金

2 10：30－12：00
Ａ
Ｂ

高田
高嶋

和田
高田

松崎
梶原

高田
和田

疋田
和田

3 13：00－14：30
Ａ
Ｂ

高嶋
高田

松崎
梶原
松崎

高嶋
松崎
疋田

4 14：50－16：20
Ａ
Ｂ

吉川
高嶋

吉川
和田
吉川

限 時 間 クラス 月 火 水 木 金

2 10：30－12：00
Ａ
Ｂ

高田
高嶋

和田
菊池

松崎
梶原

高田
菊池

和田

3 13：00－14：30
Ａ
Ｂ

高嶋
高田

松崎
梶原
松崎

高嶋
松崎
疋田

4 14：50－16：20
Ａ
Ｂ

吉川
高嶋

吉川
和田
疋田
吉川

※12月14日以降は､ 金曜日４限を３人で担当し､ 発表会の準備の時間とした｡



２) 使用教材 使用した教材の主なものは以下の通りである｡

『����������������������������������』 ����1､ ����2 (以下 『���』)
『�����������������������������������』 ����1､ ����2
『����������������������������������』 ����3 (後期のみ)
『�����������������������������������』 ����3 (後期のみ)

筑波ランゲージグループ著 凡人社

『��������������』 ����1 加納千恵子・清水百合他著 凡人社

『わくわく文法リスニング99』 小林典子・フォード丹羽順子他著 凡人社

＜宿題として＞

『毎日の聞きとり50日上』 宮城幸枝・三井昭子他著 凡人社

『��������』４ 日本語研修コース教材作成グループ 九州大学留学生センター

３) 主な授業内容

週間予定は固定したものではなく､ １週間に１～２課を下記の内容で順次組み入れた｡

週間予定表は受講者の様子を見ながら進度と内容を調整し､ ２週間に１回配布した｡

４. 成績の認定と報告

受講者の成績は下記の項目の得点を総合して判定を行った｡ 60点以上を合格とし､ センター委員会

の承認を得て認定した｡

平 常 点：出席率＋宿題提出率＋クラス活動への積極性

小テスト：１課毎の語彙・文法・漢字の小テスト

定期試験：４課毎の試験 (聴解・語彙・文法・インタビュー) ４回＋漢字テスト１回

発 表：発表会の評価

終了判定は､ 前期・後期それぞれ下記の通りで､ 全員合格であった｡
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活 動 名 称 内 容 頻度・時期など

はつおんれんしゅう ��������の発音練習 各課に入る前に��������� ��������の絵カード 各課の初めに��：��������������� 文型導入・練習 １課平均３コマで��：������������������ 会話練習 １課平均２コマで��：����������������� 会話練習 １課１コマで��：������������������ ４技能の総合練習 １課１コマで

わくわく 聴解 文型導入と練習の後で

かんじ 漢字 第５週目から 週１コマ

その他 ・読解､ 作文 (不定期) ・各課の小テスト､ ４課毎の試験

平常点 小テスト 定期試験 発表 合計

30� 20� 40� 10� 100�



受講者の成績は進学先の指導教員宛てにセンター長名の文書を添えて送付した｡ 報告した事項は､

成績 (数値)､ 総合評価 (��・�・�・�)､ 出席率､ 日本語習得状況 (５項目にわたり､ ｢よくできる｣
から ｢できない｣ までの５段階評価)､ 学習態度 (日常の学習態度５項目に関する５段階評価) であ

る｡ 日本語習得状況と学習態度の５段階評価､ 発表会の評価に関しては､ 研修コース担当者による講

師会で協議の上決定した｡

５. 受講者からの評価

コース終了前に受講者による評価をアンケート形式で実施した｡ その結果は講師会で報告し､ 研修

コースの改善の資料とした｡ 以下に評価の結果をまとめる｡

１) 受講者による評価

① 前期 ９月５日実施 回答者：10名

質問１ テキスト (『���』) について
質問２ 『��������』 について
質問３ 各教材について
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総合評価 �� � � � 不合格

数値 (％) 90～100 80～89 70～79 60～69 60未満

前期 (人) 4 4 1 1 0

後期 (人) 5 5 1 1 0

大変よい よい どちらとも言えない よくない 全然よくない 無回答

8 1 1 0 0 0

大変役に立つ 役に立つ どちらとも言えない 役に立たない 全然役に立たない 無回答

6 4 0 0 0 0

コメント：『���』 ����3の文法も 『��������』 に入れた方がいい｡
大変役に立つ 役に立つ どちらとも言えない 役に立たない 全然役に立たない 無回答��������発音 8 0 2 0 0 0��������� 9 1 0 0 0 0�� 7 1 1 1 0 0�� 5 4 1 0 0 0�� 7 2 1 0 0 0�� 5 3 2 0 0 0

わくわく 8 1 1 0 0 0

かんじ 7 3 0 0 0 0

コメント：｢���������｣ はとても役に立つのでもっと回を多く｡��のような練習をもっと多く｡



質問４ もっと勉強したかったこと (複数回答可)

質問５ 宿題について

質問６ 授業以外の活動について

質問７ ｢三者面談｣ について

質問８ ｢発表会｣ について

質問９ コースのスピードについて

質問10 コースや授業の案内について
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聴解 会話 文法 漢字 発音

4 9 2 7 2

読解 作文 語彙 その他

2 2 5 1

(その他１は ｢日本の文化｣)

少ない ちょうどいい 多い 無回答

1 9 0 0

コメント：もっと聞き取り練習の宿題を｡

大変興味深い 興味深い どちらとも言えない 興味が持てない 全然興味が持てない 無回答

防災センター見学 7 1 1 0 1 0

八女旅行 8 0 1 0 1 0

書道 4 5 1 0 0 0

小学校訪問 5 4 0 0 1 0

日本人学生との交流 4 5 0 1 0 0

大変役に立つ 役に立つ どちらとも言えない 役に立たない 全然役に立たない 無回答

6 4 0 0 0 0

コメント：時期がもう少し遅い方がいい｡

大変役に立つ 役に立つ どちらとも言えない 役に立たない 全然役に立たない 無回答

9 1 0 0 0 0

コメント：入学試験の時とても役立った｡ もっと発表のプログラムがあるといい｡

大変速い 速い ちょうどいい 遅い 大変遅い 無回答

5 3 2 0 0 0

大変よい よい まあまあ 不足 全然足りない 無回答

6 3 1 0 0 0



質問11 個人の問題に対する教員側の支援について

質問12 学習者自身が日本語の学習に意欲的に取り組んだかどうか

質問13 コースへの満足度

満足度 92�5 ％ 100％ (５人) 90％ (３人) 85％ (１人) 70％ (１人)

質問14 コースへの提案 (英文から和訳して抜粋)

１) 日本語の授業内容に関して

・漢字をもっと多く (200以上) 勉強する｡

・語彙を増やす｡ テキスト以外の語彙も勉強する｡

・新出語彙の類語を一緒に教える｡

・日本人学生や日本人と会話の練習ができる時間をもっと多くする｡

・会話の練習の機会を増やす｡ 例えば日本語で自由に話す時間を週１回設ける｡

・各課の後で習った文法を使ってクラスで話す練習をする｡

２) コース運営に関して

・できれば時間数を増やしてスピードをもう少し遅くする｡

・学生が疲れている金曜日に授業外活動をもっと入れる｡

・テキストの����3 まで勉強する｡
② 後期 ３月４日実施 回答者：10名

質問１ テキスト (『���』) について
質問２ 『��������』 について
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大変よい よい まあまあ 不足 全然足りない 無回答

8 1 0 0 0 1

大変意欲的 意欲的 まあまあ 不足 全然足りない 無回答

1 7 1 1 0 0

大変よい よい どちらとも言えない よくない 全然よくない 無回答

6 4 0 0 0 0

大変役に立つ 役に立つ どちらとも言えない 役に立たない 全然役に立たない 無回答

4 6 0 0 0 0

コメント：テキストの����3の 『��������』 があるといい｡
���������



質問３ 各教材について

質問４ もっと勉強したかったこと (複数回答可)

質問５ 宿題について

質問６ 授業以外の活動について

質問７ ｢三者面談｣ について
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大変役に立つ 役に立つ どちらとも言えない 役に立たない 全然役に立たない 無回答��������発音 9 0 1 0 0 0��������� 9 0 1 0 0 0�� 6 4 0 0 0 0�� 5 4 1 0 0 0�� 5 4 1 0 0 0�� 4 4 2 0 0 0

わくわく 3 3 3 0 0 1

かんじ 9 0 0 1 0 0

コメント：漢字の時間が少ない｡ 周囲に漢字が溢れているので､ 漢字の勉強は日本語学習の中でとても大切だ｡

聴解 会話 文法 漢字 発音

1 8 3 6 2

読解 作文 語彙 その他

3 5 2 0

少ない ちょうどいい 多い 無回答

1 8 1 0

コメント：授業以外の活動をもっと入れてほしい｡
日本人学生との交流の時間を増やしてほしい｡

大変興味深い 興味深い どちらとも言えない 興味が持てない 全然興味が持てない 無回答

防災センター見学 6 4 0 0 0 0

阿蘇旅行 10 0 0 0 0 0

書道 5 3 2 0 0 0

小学校訪問 9 1 0 0 0 0

日本人学生との交流 4 2 3 0 0 1

大変役に立つ 役に立つ どちらとも言えない 役に立たない 全然役に立たない 無回答

5 5 0 0 0 0

コメント：回数を増やしてほしい｡



質問８ ｢発表会｣ について

質問９ コースのスピードについて

質問10 コースや授業の案内について

質問11 個人の問題に対する教員側の支援について

質問12 学習者自身が日本語の学習に意欲的に取り組んだかどうか

質問13 コースへの満足度

満足度 94�8 ％ 100％ (３人) 98％ (１人) 95％ (２人) 90％ (４人)

質問14 コースへの提案 (英文から和訳して抜粋)

１) 日本語の授業内容に関して

・漢字の時間を多くする｡

・��クイズは宿題で練習したものと違うタイプにして､ 本当に文法の使い方が理解できている
か確認できるようにする｡

２) コース運営に関して

・今後も今学期と同様にテキストの����3を終えるようにする｡ 修士課程での研究に日本語が必
要な学生にとっては､ 専門の研究が始まる前に 『���』 の����3を終了するレベルまで勉強して
おくことが大切である｡

・学内から応募する学生のために､ 申込み方法やコースの内容を分かりやすくする５｡
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大変役に立つ 役に立つ どちらとも言えない 役に立たない 全然役に立たない 無回答

6 0 3 0 0 0

(｢役に立つ｣ と ｢どちらとも言えない｣ の中間が１)

大変速い 速い ちょうどいい 遅い 大変遅い 無回答

2 2 6 0 0 0

大変よい よい まあまあ 不足 全然足りない 無回答

5 5 0 0 0 0

大変よい よい まあまあ 不足 全然足りない 無回答

3 6 1 0 0 0

大変意欲的 意欲的 まあまあ 不足 全然足りない 無回答

0 7 3 0 0 0



２) 評価のまとめと今年度の試み

日本語教育､ コース運営のどちらに関しても概ね高い評価を得ていると言える｡

今年度も ｢もっと勉強したかったこと｣ の一位は会話となっていて､ 授業形式ではない自由度

の高い会話練習を望んでいる｡ 昨年度の評価を受けて､ 今年度は ｢日本人学生との交流会｣ (留

学生センター指導部門の指導の下に毎学期１回行っている) の他に､ ボランティアの日本人に授

業に入ってもらって自由に話すプログラムを1回加えた｡ 見学旅行ではチューターにも声をかけ

た｡ しかし､ 受講者の希望にはまだ応えられていない｡

テキストの����3まで学習したいという要望が毎年出るため､ 今年度の後期に通常のクラスの
中で初めて 『���』 の����3を使用してみた６｡ 大変集中的な文法の学習となり､ 会話練習に十分

な時間が取れなかったが､ 受講者は満足したようである｡ 修士課程の研究で日本語が必要な受講

者から､ 今後も ｢テキストの����3を終えるように｣ という提案が出ている｡
６. 今後の課題

留学生センターでは､ 日本語研修コースと���を融合させることが課題となっている｡ ここ数年
の伊都キャンパスでの���クラスの増加等に伴い､ 日本語研修コースでの教師数の確保が難しい状
況となった｡ 本年度は授業時間を週２コマ減少､ さらに後期は２クラスの合同授業を週３回設けて対

応した｡

このような現状の中で､ 自由な会話の練習時間を増やすこと､ テキストの����3を終了させること
は､ なかなか厳しい状況である｡ コースの到達目標､ 受講者の要望､ 実際にかけられる時間等を検討

し直して､ 一番適切な方法を考えていきたい｡

ただ､ 日本語研修コースでは､ 主に国費の研究留学生を対象に､ 大学院入学前の半年の期間に初級

日本語を習得させ､ 研究室への適応力をつけることを予備教育として行っている｡ こうしたコースの

性格を考慮した上で､ ある程度の時間を確保した時間割の改編を考えることが必要である｡

注

１. 三者面談に関しては､ ｢日本語研修コースにおける ｢三者面談｣ の実施と効果｣ 『九州大学留学生センター紀要』 第

16号���13－21参照｡
２. 発表会は毎学期末に行う口頭発表である｡ 各自の専門に関して､ 今まで研究してきたことまたは今後研究したいこ

とについて､ 専門外の人に日本語で分かりやすく説明する｡ ポスターセッションの形式で､ 一人質疑応答を含めて20

分｡ 指導教員他関係者を招待して行う｡ 発表の原稿は文集 『世界の輪』 としてまとめる｡

３. ���に関しては､ ｢九州大学留学生のための日本語コース (���)｣ 『九州大学留学生センター紀要』 第16号���63－77
参照｡

４. 『���』 ����1､ ����2に準拠した学内使用版の練習問題集｡ 日本語研修コース教材作成グループ (吉川裕子・柴田あ

づさ・高嶋文・藤本綾香・松本さえ) で2005年度に作成した｡

５. 日本語研修コースの案内は､ 留学生センターのホームページに載せてある｡ 文科省から配置された研修生の人数が

少ない学期には学内募集を行い､ 研究室所属で日本語未習の研究生を受け入れている｡ 学内募集は､ 留学生センター
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の事務から各部局へ書面で通知し､ 指導教員から受講の許可を得て申し込む方法を取っている｡

６. 平成17年度後期に開設した特設集中コースおよび平成18年度後期に開設した研修延長コースにおいて､ 『���』 ����3
を使用した｡ 特設集中コースに関しては､ ｢日本語研修コース｣ 『九州大学留学生センター紀要』 第15号��111注２参
照｡ 研修延長コースに関しては､ ｢日本語研修コース｣ 『九州大学留学生センター紀要』 第16号��91注４参照｡日本語研修コース 107



���コースは､ 通常の補講コース (週２回以上) と時間的に合わない､ 定期的な時間が取れない､

来日時期が通常と異なる､ など諸事情のある本学の留学生や客員研究員を対象とした日本語補講コー

スで､ 学習内容の入ったコンピュータの使い方を理解し､ 各学習者が自分に合った進度と目的に応じ

て､ 学習できる点に特徴がある｡

初歩からサバイバルが可能なレベルまで対応できるだけでなく､ 中級レベルに達した (漢字圏出身

などの) 既習者にもコンピュータで復習できる充分好い機会にもなる｡ 担当教員は (機材の使い方の

外に) 教室で､ 各学習者個人からの日本語やその学習方法に関する質問にも細かく対応している｡ 尚､

教材の選択はニーズに応じてある程度柔軟に対応している｡

平成19年度のコース概要は以下のとおりである｡

前期：平成19年４月18日～７月11日��� 水曜日 13：00～14：30 (第３時限)

後期：平成19年10月17日～平成19年12月19日��� 水曜日 13：00～14：30 (第３時限)

担当教員：鹿島英一

教室：情報サロン室 (留学生センター１Ｆ)

定員：学習に利用可能なコンピュータの台数 (５～10台)｡

教材：以下の７種類｡

１. ひらがな (��������)
２. かたかな (��������)
３. 漢字 (�����) 漢太郎 (�������)１
４. 漢字 (�����) 漢太郎 (�������)２
５. 漢字 (�����) 漢太郎 (�������)３
６. 動詞活用 (������������������) まなびや (��������)
７. 中級入門までの総合練習 (��������������������������������������������)

申込方法：留学生センター (箱崎キャンパス) の情報サロン室(教室)で､ 所定の申請用紙に書き込ん

で､ 担当教員に直接提出する｡
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概要：学習者ニーズの多様化が一層進んでいる｡ 曾てはひらがなの既習を前提としていたが､ 今はそ

れもない｡ また､ いつからでも､ また可能な時だけでも参加できる｡ 学習者数は､ 前期１名､ 後期

８名で､ 学習者のレベルは極く初級から比較的高い中級 (復習) までバラエティーに富んでおり､

進度もコースの目的に沿ったものであった｡

学習者は通常の補講コース (週２回以上) と併用する者の方が以前の能力の回復を目指す者より

多い｡ また､ ひらがなの学習が終わるころまでに足が遠退く傾向が見られる一方で､ 熱心にクラス

に通って用意した質問と共に弱点を細かくつぶしてゆく学習者も少数いた｡

尚､ 自らの日程調整で､ 時に日本語���開放時間＋) の利用で代替する学習者も少数いた｡

参考＋)：本コースに出席して利用法を習得した学習者などが本コース開講時間以外 (月～金 ８：45

～17：00 日本語���開放時間) に､ 同じ場所､ 同じ機材を利用して､ 学習することは本学の留
学生や訪問研究員なら誰でも可能 (担当教員なし) である｡ その場合は､ 留学生課の担当係に申し

出た上で､ 必要品などを受け取ってから利用してもらいたい｡
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今年度は統括コーディネータの下に複数のサブ・コーディネータを配置し､ 専門基礎科目教育､ 日

本語教育､ 日本事情教育・異文化適応支援の各方面においてよりきめ細かく目を配れるようにと受入

れ体制を改編しての２年目となる｡ 昨年度 (７期生) は受入れ学生が４名と例年より少なめであった

が､ 2007度 (８期生) は７名の受入れとなり､ 受入れ人数的には一昨年度 (６期生) 並に復帰した｡

１. 受入れ学生 (８期生)

今年度受入れた７名の学生の進学先学部・学科は以下の一覧の太枠内に示した通りである｡

来日からプログラム終了までの日程は以下の通りである｡

平成19年10月４日 夕方：福岡空港到着

到着後､ 空港ロビーにて駐福岡総領事館､ 及び福岡韓国教育院のよるオリエ
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日韓共同理工系学部留学生予備教育プログラム
2007年度 (８期生) 実施報告

０. はじめに

�九州大学留学生センター教授��九州大学工学研究院教授／留学生センター兼任教授���九州大学法学研究院教授

岡 崎 智 己�
太 田 和 秀��
スカリー 悦子�
柳 原 正 治���

学科名
2000年度～2006年度受入実績 2007年度

総計
第１期～第７期生 (累計) 第８期生

建 築 学 科 6 － 6

電気情報工学科 9 1 10

物質科学工学科 10 2 12

地球環境工学科 1 － 1

機械航空工学科 13 4 17

計 39 7 46

２. プログラム・スケジュール



ンテーション｡ その後､ マイクロバスで国際交流会館に移動し､ 会館入居の

手続き｡

平成19年10月５日 午前：留学生センターにて日本語レベル判定テスト(1)

午後：福岡市東区役所にて外国人登録

平成19年10月９日 午前：留学生センターにて日本語レベル判定テスト(2)

午後：郵便局にて口座開設

平成19年10月11日 開講式､ 並びにオリエンテーション

平成19年10月12日 予備教育授業開始

平成19年10月13日 国際交流会館入居者オリエンテーション

平成19年12月26日～平成20年１月７日 冬期休業

平成20年２月15日 予備教育授業終了

平成20年３月13日 閉講式､ 並びにレセプション

上記以外に､ 日本語研修コース (大学院入学前予備教育プログラム) 生と合同での日帰りバス旅行

(熊本城・阿蘇山) を計画したが､ 今年度は参加希望者が一人も出なかったため､ 実施に至らなかっ

た｡

３. 授業科目・時間割

2007年度の予備教育のための授業科目・時間割は以下の通りである｡ 昨年同様､ 週に一度､ 月曜日

を工学部のある伊都キャンパスで講義を受ける日とし､ 工学研究院の教員が担当する化学､ 物理の授

業を受けるとともに､ 専門基礎科目担当サブ・コーディネータの指導の下､ ホームルームを実施した｡

このホームルームでは日本語や専門科目の理解度をチェックすると共に､ これから工学を学ぶ社会的

意義を学生に認識させるために､ ｢エネルギーと地球環境問題｣ に関する入門講義を行った｡

各科目の授業時間数と授業担当者の所属は以下の通りである｡

専門基礎科目・数学 (微分積分) 30時間 数理学研究院
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月 (伊都) 火 (箱崎) 水 (箱崎) 木 (箱崎) 金 (箱崎)

8：40～10：10 選択日本語 (各自のレベル・必要性に合わせて受講)

10：30～12：00 化 学 選択日本語 (各自のレベル・必要性に合わせて受講)

13：00～14：30 物 理
数 学
(微分積分)

数 学
(線形代数)

日本文化
日本事情

英 語

14：50～16：20
ホームルーム
(工学入門)

選択日本語 (各自のレベル・必要性に合わせて受講)

16：40～18：10 選択日本語 (各自のレベル・必要性に合わせて受講)



専門基礎科目・数学 (線形代数) 30時間 数理学研究院

専門基礎科目・化学 30時間 工学研究院

専門基礎科目・物理 30時間 工学研究院

英語 30時間 言語文化研究院

日本文化・日本事情 30時間 留学生センター (留学生指導部門)

日本語 180～240時間 留学生センター (日本語教育部門)

日本語の授業に関しては､ 昨年同様､ レベル判定テストを行った上で､ 全学の留学生向け日本語補

講 (����) の技能別各コースから各自のレベルに合ったコースを選択受講するようにしてもらった｡
人数が増えたせいもあるかと思うが､ 昨年に比べレベルのばらつきが見られたため､ 初級レベルのク

ラスが開講される１限目 (8：40～10：10) のクラスも受けられるよう選択時間帯の幅を拡大した｡

日本適応に関しては､ これまで同様､ 来日直後から日本／福岡／九州大学の紹介を兼ねた適応促進

的な授業を行った｡ ここでは学生の精神面､ 語学面､ 文化面の全てにおいてサポートを行うべく､ 週

一回90分の授業を生活指導部門の教員３名が交代で担当し､ 福岡の地理や学内の案内の他､ 日本語で

の挨拶の仕方などの紹介・学習も含めて､ 比較的ゆっくりとしたペースで行っていった｡ 専門基礎科

目や日本語のクラスでは遅刻や無断欠席､ また出された課題も提出されないままといった問題も散見

されたが､ 学生の日本､ 及び大学での生活への適応の様子／過程を総体的に見ると､ そうした問題も

ある程度は時間が解決したように思う｡ 学生の生活・勉学態度については､ 毎年個人差があり､ 指導

教育におけるコミュニケーションの大切さを今更ながら感じている｡

４. 問題・反省点

８期生の日本語能力に関して､ レベルのばらつきが見られたことはすでに触れた｡ そこで､ 初級レ

ベルのクラスを受け直す必要があると判定された学生 (４名) については､ 初級後半のクラス (��3)
と中級入門レベル (��4) のクラスを同時平行で受講してもらい､“抜けている”初級の“穴”を補い
つつ､ 中級レベルの学習を進めてもらうことにした｡ しかし､ これが予定したようにはうまく運ばな

かった｡

その原因の第一に考えられるのは､ 日本語能力のレベル判定に関する学生側と日本語教育担当教員

側の意見の不一致である｡ 即ち､ 初級レベルのクラスを受け直す必要があると教員側によって判定さ

れた学生の多く (注：全員ではない) は､ ｢自分は初級レベルの学習は終了している｣ と考えて (あ

るいは“信じて”) いたため､ 初級後半クラス (��3) の授業に出席することに意義を見いだせなかっ
たようである｡ そしてそれが､ 度重なる遅刻や無断欠席､ 宿題の未提出､ 終了テストの未受験といっ

た“怠惰で不真面目な態度”として現れた｡ 教師の側では､ 当然のことながら､ 単に“知識として”

初級レベルの文法事項を“知っている”というだけではなく､ それが“正確・的確・スムースに運用

できるか”という点から見ての“レベル判定”であったのだが､ そうした観点から､ むしろ“学生の

ためを思って”行われたレベル判定＝受講クラスの決定について､ 残念ながら最後まで学生には理解
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してもらえなかったようだ｡

加えて､ 学生間で受講する日本語クラスの時間数に差が生じたことが､ 一部の学生の間で“生活サ

イクル上､ 極めて困難な状況”を出現させてしまったようである｡ 具体的には初級後半クラス (��3)
と中級入門レベル (��4) のクラスを同時平行で受講するよう指示された学生は､ 途中で授業のない
空き時間帯はあるものの､ 週に４日 (火～金) は朝8：40 (第１限) から夕方6：10 (第５限) まで

“拘束”されることになったのだが､ これが当事者にとっては ｢どう努力しても対応・対処し難いも

の (本人の弁)｣ であったようである｡ クラス担当の教員は ｢どうしても朝早く起きられません｣ ｢目

覚ましをセットしておいたのですが､ 目が覚めませんでした｣ という学生の言を繰り返し聞かねばな

らなかった｡ (因みに､ 初級を問題なく終了していると判定された学生 (３名) の“拘束時間”につ

いて記すと､ 水・金が､ 途中の空き時間を含めて､ 朝8：40 (第１限) から夕方4：20 (第４限) ま

で､ 火・木が､ 午前中はフリーで､ 午後1：00 (第３限) から夕方6：10 (第５限) までというもの

であった｡)

日本語クラスの受講態度に問題のある学生とは､ 時には意思疎通の徹底を図る意味で通訳を介した

りもしながら数度の話し合いを持ったが､ 結局､ 事態は予備教育修了時まで大きく改善されることは

なかった｡

専門基礎科目については､ 各科目とも学部１年次とほぼ同じレベルでの講義をしてもらい､ 自分た

ちがこれから学ぶ学問レベルの難しさと日本語での講義についていく日本語能力レベルを認識させる

ことに重点を置いた｡ このため講義の理解度は必ずしも十分ではなかったが､ 理解の不十分な点や難

解な専門用語の意味をホームルームで一緒に議論することによって､ 継続的に勉学を積み重ねる努力

が必要であることを認識してくれたと考えている｡

生活面での適応・順応について述べると､ ８期生は比較的早い時期から福岡､ 及び大学での生活に

慣れていったように思う｡ このグループは仲間意識も強く､ 相互に助け合っている様子も窺えた｡ 今

後は､ こうした仲間関係が強められるような社会活動をもっと積極的に指導教育の一環に取り入れて

いってもいいのではないかと思う｡ また､ 厳しい受験勉強を韓国で終了して日本へ来るので､ 来日当

初はある種の“気の抜けた状態”になり､ 勉学に対する“緩み”が出るという問題は､ 今回も例外で

なく観察された｡ よってそのような学生の精神状態に対する指導をどう効果的に行うかについては､

今後とも留学生指導部門内で十分に考えて対応していきたいと考えている｡

５. 次年度に向けて

これまでは本プログラムで来学する全員が工学部に入学する学生であったが､ 次年度は理学部に２

名入学する予定である｡ 予備教育課程における専門教育 (専門基礎科目：物理､ 化学､ 数学) は理科

系の学部に進学する学生に共通する基礎的な内容であるので､ 講義科目・内容の変更は予定していな

いが､ ホームルームの時間で実施してきた ｢エネルギーと地球環境問題｣ の入門講義に関しては､ 工

学に関わる面だけでなく､ 社会システム全体に拡大した内容とすることを考えている｡

日本語教育に関しては､ これまで通り､ 各自のレベルに合わせ全学の留学生向け日本語補講(����)
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の技能別各コースを適宜選択受講させる方針に変更はないが､ どのクラスを受講する必要があるか､

なぜそのクラスを受講したほうがいいのか､ そのクラスを受講することのメリットは何かといったこ

とについて､ 教師側の見解を最初から丁寧に学生各自に伝えていく努力をもっとしていきたいと思う｡

また､ 次年度からの新たな試みとして､ 韓国語の堪能な日本語教員 (非常勤講師)１名を別途配置

し､ 日韓プログラム生だけを集めた特設クラスを週２回 (水・金) 設けることとした｡ これは､ たと

え日本語のレベルは多少違っても､ 境遇を同じくする日韓プログム生同士が“日本語”で語り合う場

を設けることで､ 日本語学習への更なる刺激としてはどうか､ と考えたからである｡ なお､ このクラ

スでの具体的な授業内容については､ 目下､ 担当教員が鋭意検討中であるが､ 日本語能力 (文法知識

や語彙数) において学生間でレベル差があるであろうことが予想されることから､ そうしたレベル差

を超えて互助学習が進められる協働作業を多く取り入れた日本語学習の行えるクラスにできたらと考

えているところである｡

｢日本事情・日本文化｣ の授業については､ 内容がアカデミックなものに偏り､ あまりに専門的過

ぎると､ 聞き取りや理解の点で本プログラム生に適したものとはならないであろう｡ よって､ 週一回

のペースで､ 学生の様子を見ながら､ 主として福岡､ 及び大学での生活にスムースに順応・適応して

いくサポートを行うという現体制をもうしばらく続けていきたい｡ 次年度以降の新たな試みとしては､

日本語によるコミュニケーション能力の向上や日本文化の理解促進にもつながることが期待できるこ

とから､ 日本人学生とかかわり合う場面をもっと増やす工夫をしていきたいと考える｡
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九州大学留学生センターの日本語・日本文化研修コースは､ 海外の大学で日本語や日本文化を専攻

した学生が１年間日本の大学に留学し､ 今後の日本研究に必要となる日本語能力の向上を図るととも

に､ 日本の社会や文化に関する理解を深める目的で､ 全国の大学が受け入れているコースである｡

２. 概 要

平成12年度から日本語・日本文化研修生は一括して留学生センターが受け入れを行っており､ 最近

の受け入れ人数は以下の通りである｡

平成16－17(04－05)年度５期生 15名 平成17－18(05－06)年度６期生 10名

平成18－19(06－07)年度７期生 21名 平成19－20(07－08)年度８期生 20名

平成20－21(08－09)年度８期生 26名

以下は､ 平成19年度のコースの概要である｡

１. 受け入れ期間 その年の10月１日から翌年の７月31日まで

２. コースの内容

ａ) 必修科目 18単位 420時間 留学生センターで開講の ｢日本語 (上級)｣､ ｢日本語・日本文化

概論｣､ ｢日本語学｣ および ｢日本語教育学｣ など

ｂ) 選択科目 ４単位 60時間 学部で開講の日本の社会や文化に関する学部学生向けの授業

計 22単位 480時間

３. 課題研究 研修生各自が日本の社会や文化に関するテーマを設定し､ 指導教員による個別指導を

受け論文にまとめる｡

４. 単位認定 本コースで履修した科目は､ 成績認定が行われ､ 所定の要件を満たすと修了証が授与

される｡ また単位互換に応じることができる｡

３. 平成19年度の日本語・日本文化研修コース

１) 平成19年度前半：平成18年度後半に始まった第７期生(21名)のコースが引き続き４月から７月

まで行われた｡ 主な日程は以下の通りである｡
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日本語・日本文化研修コース
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１. はじめに
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2007年４月12日 授業開始

４月23日 課題研究中間発表３

６月18日 課題研究中間発表４

８月29・30日 課題研究最終発表会

1. 日本の若者におけることわざの位置付け 崔 水晶／慶北大学校

２. 福岡方言についての意識と使用の効果 ザヴォドニク・クレメン／リュブリャナ大学

３. 日本人にとっての習得困難な韓国語の因果的接続関係における接続形態

金 錫柳／ソウル大学校

４. 日本語教育における終助詞 ｢わ｣ 金 娥怜／慶北大学校

５. 日本の住宅課税�韓国・米国との比較を通しての評価 朴 瑩訓／ソウル大学校

６. 日本における結婚を巡る法制度と人々の意識 ローツ マイア／タルトゥ大学

７. 日本の家族－戦後から現在に至る家族のあり方の変化と社会への影響－

オフ アンドレアス／ミュンヘン大学

８. 日本の家庭内における夫婦のジェンダー・ロールの変化－1950年代から現在まで

倪 語苑／シンガポール国立大学

９. 少子化時代における日本の若者の結婚観 何 偉麟／香港大学

10. 日本人大学生におけるフリーターの位置づけ 金 保庚／済州大学校

11. 20代を中心とした若い女性のファッション レクソンブン センドゥアン／タマサート大学

12. 在日コリアンに対する日本人大学生の認識調査 李 ミン基／東国大学校

13. 日本人における血液型性格判断の占める位置�大学生を例として
エルデネバット セレンゲ／モンゴル国立人文大学

14. 日中交流の歴史的変遷 周 テイ玉／南京大学

15. 日本における桜観の歴史的変遷 張金子／済州大学校

16. 沖縄 (八重山) と済州島の民謡の比較�当時の庶民の生活との関連付け
梁 丁雅／済州大学校

17. ｢菊と刀｣ から見る日本人の生きがい 陶 トウ／南京大学

18. 芸者 朴 娜瑩／東亜大学校

19. 日本人と格闘技 劉 龍起／復旦大学

20. ｢ヴィヨンの妻｣ タイ人日本語学習者のためのガイドブック

ユワジット ウィリヤー／タマサート大学

以上の発表は､ 論集として 『平成18年度日本語・日本文化研修コース (第７期生) 課題研究論文集』

(総ページ数310ページ) にまとめられた｡ ただし課題研究の単位が取得できなかった研修生の論文は

載せていない｡

８月30日 終了式・パーティ

２) 平成19年度後半：平成19－20年度コース (第８期生) は10月に20名の研修生で始まった｡

10月11日 開講式
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10月12日 授業開始

平成19年秋学期時間割り (コースの必修科目のみ記載)

上級日本語は､ 上記の６科目の中から研修生が関心のある科目を４つ選択する｡ １月とあるのは､

冬休みが終ってから週２コマで行うクラスである｡ 科目名は以下の通りである｡

上級日本語Ａ ｢ジェネレーションＹ｣

上級日本語Ｂ ｢社会問題に見る日本社会｣

上級日本語Ｃ ｢マンガで学ぶ日本語と日本社会｣

上級日本語Ｄ ｢現代日本の姿｣

上級日本語Ｅ ｢日本語総合力をつけよう｣

上級日本語Ｆ ｢人と社会を考える｣

上級日本語Ｇ ｢映画に見る現代社会｣

11月16日 見学旅行 熊本城 阿蘇 黒川温泉

12月21日から１月９日まで冬休み

２月１日 前期授業終了 (ただし１月からの上級日本語は２月22日まで)

２月15日から春休み

４. 研修生の評価

１) 第７期生

７期生は､ 日本語の能力の高いグループであった｡ それだけに自負心も高く､ 日本語が ｢できない｣

あるいは ｢難しい｣ という状況は受け入れがたいようであった｡ 特に母国での日本語の授業をあるべ

き日本語の授業の姿と強くイメージしている研修生には､ 留学生センターで授業の準備として出され

る宿題の量は､ 母国で慣れている量あるいは単に予想した量より多かったらしく､ 評価アンケートに

は宿題の量や難しさが問題であるとした回答が多かった｡

しかし７期生は日本語の能力は高いが､ それに比べて思考力は決して高いとは言えなかった｡ それ

ゆえ課題に関しても､ 理解はできるが思考ができないという状況を認識するのに時間がかかった｡ 研

修生が自分の学習能力を総体的に判断することができないと､ 努力をする方向性が定められず､ 学習

の効果も上がらない｡ このような研修生に対して､ コーディネーターとしての指導が難しかった｡ 結

局､ 自覚した研修生には手を差し伸べることができたが､ 無気力になった研修生に対しては何もでき

なかった｡ これは適応に関わる問題だと思われるが､ 不適応に対して ｢何をどのようにすればいいか
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月 火 水 木 金

1 上級日本語Ｃ 日本語日本文化概論

2 上級日本語Ｄ

3 上級日本語Ａ 日本語学 上級日本語Ｅ

4 上級日本語Ｂ

5 上級日本語Ｆ１月 上級日本語Ｇ１月 上級日本語Ｆ１月 上級日本語Ｇ１月



考える｣ 手段となるべきヒントをもう少し与えられたらよかった｡ 春休み以降は､ 多くの学生が力も

つき､ ほぼ順調に進んだ｡

２) 第８期生

８期生は､ 多国籍という印象が強かったので､ 当初はどのようなグループになるか予想がつかなかっ

た｡ しかし､ 日本に来れたことを喜んでおり､ 一生懸命やろうという気概に溢れている事は開講式か

ら感じられた｡

忙しい勉強をこなしながら､ 少しずつではあるが生活に慣れるにしたがって国に関係なく積極的に

交流できるようになり､ 互いに助け合うグループに成長した｡ ｢私たちは兄弟のように仲がよくなっ

た｣ と多くの人が感じていたようである｡

日本語の力は７期生ほど高くなかったが､ 自由に考える力がある学生が何人かいて､ それがクラス

の活動を有意義なものにし､ 広く考えることができるようになった学生が多かった｡

また８期生の中には､ 自分達が学生であると同時に､ 外国に暮らす社会人としての意識もある人材

が数人いて､ 地域への貢献を熱心に行ったり､ 他の留学生の世話をすることで､ 多くの人が九州大学

の留学生に対して好ましい印象を持ってくれた｡ ８期生は日本語学習だけでなく､ 社会参加でも学ぶ

ことが多かった｡

５. 第８期で行った改良

従来は全ての授業は10月から週１回で始められるが､ このやり方ではちょっと聴く力が弱かったり､

語彙の数が少ない学生には､ 負担が大きすぎる傾向があった｡ 特に８期生は非漢字圏学習者が多かっ

たので､ 必修の上級日本語の一部を１月から週２回行う方法をとってみた｡ 10月来日から３か月は､

足りない日本語の力をつける猶予期間を設けたわけである｡ この試みは､ 非漢字圏学習者だけでなく､

漢字圏学習者にも留学生センターの多くを読んだり書いたりする授業に慣れる時間があるため､ 効果

的であった｡

６. 日本語・日本文化研修コースの課題

学生数の増大に伴い､ 課題研究の個別指導は､ 実質上不可能になりつつある｡ 特に力不足だったり､

深く物事を追求するのが苦手だったりして学生に課題研究をする意欲がない場合は､ 担当教員の負担

はかなりのものとなる｡ 組織的な改編が求められる｡

また､ 現在､ 必修科目に ｢日本語教育学｣ がある｡ 何年か前までは ｢将来は国で日本語の先生にな

りたい｣ という学生が多かったので､ この科目は評判がよかったが､ 現在ではむしろ ｢国で日系企業

に就職をしたい｣ という学生がほとんどである｡ むしろ会社で使われる敬語やプレゼンを教えるビジ

ネス日本語や､ 企業で働くために必要な知識､ 例えばリスク・マネジメントや著作権などを教える

｢日本事情｣ のクラスの方が時勢には合っているように思われる｡ どのように有意義な一年をコース

のシラバスに盛り込むかについて､ 検討が必要である｡
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������������������(���)は､ 今年度８回目のプログラムを開講・実施し､ 過去最大となる63
名の参加者を受入れた｡ これにより通算受入れ留学生は14ヵ国60大学321人に上る｡

本稿では､ 2008年プログラムの概要を報告すると共に､ 今年度プログラムの問題点とその改善策に

ついて考察する｡

１. 2008年 ATWプログラムの概要

121
九州大学留学生センター紀要, 2008, 第17号, 121－128���������������������������������������������
2008����17�121�128 �����������������

― 2008年プログラムの概要と報告 ―�����������2008 ������������������(���) �������
岡 崎 智 己�
高 原 芳 枝��
西 原 暁 子��

０. はじめに

�九州大学留学生センター教授��九州大学国際交流推進室准助教

実施期間 2008年６月30日～８月８日 (６週間)

対 象 者

外国の高等教育機関に在籍している学部生及び大学院生で､ 以下の条件を満たすもの
(1) 学業及び人格が優れており､ 原則として在籍している大学の推薦を受けた者
(2) 留学の目的及び計画が明確で､ 日本への留学の成果が期待できる者
(3) 日本での留学期間終了後､ 在籍大学において学業を継続する者
英語を母国語としない者については､ �����550点以上の英語能力を有する者

開講科目

１) 人文・社会科学系 ｢アジア研究コース｣ 全４科目 (教育言語：英語)
２) 自然科学系 ｢実験実習コース｣ 個別対応 (教育言語：主に英語)
３) 日本語 (初級前半～中級後半・全４レベル６クラス)
４) 日本語ワークショップ (希望者から別途受講料を徴収して登録制で実施)



2008年の応募者､ 並びに受講者 (＝受講許可者の内､ 実際にプログラムに参加した者) の国別内訳

は以下のとおりである｡

毎年シンガポール大学からの応募が多いが､ 今年も同大学からの応募者が最も多かった｡ よって受

入数も最大となり､ 全体の36.5％を占めた｡ 例年､ シンガポール大学から参加した学生の本プログラ

ムに対する評価は非常に高く､ 過去に本プログラムに参加した学生から口コミで���の情報､ 評価
が伝わっていることが､ この高い数字となって現れているようである｡

一方､ 一定の大学／国・地域からの学生ばかりが際立って多いと､ その大学／国・地域の学生たち
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時 間 割

奨 学 金 12万円／人を20名に支給

見学旅行

(登録制)

１) 佐賀県西有田町 棚田農作業体験 (日帰り) 参加料 2,600円
２) 錦帯橋､ 厳島神社､ 広島平和記念公園 (１泊) 参加料 25,000円
３) 日本文化体験 (茶会・座禅・書道) (半日) 参加料 各1,000円・800円・500円

宿 舎

以下の組み合わせにより希望をとり､ 調整して割り当て
１) ４週間ウィークリーマンション＋２週間ホームステイ
２) 全期間ウィークリーマンション
３) ４週間民間学生寮＋２週間ホームステイ
４) 全期間 (６週間) 民間学生寮
５) 全期間ホームステイ

参 加 費

授業料 88,800円 (６単位分相当)
宿舎料 72,000円～120,000円
見学旅行費 (登録制) 見学旅行欄参照
別途：日本語ワークショップ登録・受講料 (130,000円)

日本語 (9：30－12：00)

アジア研究
13：00－14：30

実験実習
13：00～

ワークショップ (15：00－16：30)

２. 参加者数

応募者総数 受入許可者総数 受講者総数

80人 71人 63人

(単位：人)
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だけでグループを形成してしまい､ 他の国の学生が容易に入り込めなくなるので､ 好ましくないとい

う意見もある｡ これまでの参加者と送り出し大学が���を高く評価している理由の一つが､ 参加者
が授業の内外で様々な国・地域から来たクラスメイトと交流する機会を持つことにより､ 日本を含む

異国の文化に触れ､ 自ずと異文化理解・交流を深めることができるようプログラムが設計されている

点であることを考えると､ 大学／国・地域別の参加者数のバランスに注意を払っていく必要があるで

あろう｡

① 人文・社会科学系 ｢アジア研究コース｣ の開講科目と各科目の受講状況

各科目とも､ 授業回数は14回 (30時間相当) で､ ２単位とした｡ ｢アジア研究コース｣ を選択した

学生は､ 以下に挙げる開講科目から､ 原則､ 基本的に一人２コースを選択受講している｡

② 自然科学系 ｢実験実習コース｣ に申請して行われた自主研究と受入部局

６週間の期間中ほぼ毎日実験実習に従事するコースとして､ ４単位相当とした｡ 今年､ ｢実験実習

コース｣ を選択した学生は６名で､ 各自の研究課題は以下の通りである｡

③ 日本語コースの受講状況

６週間の期間中ほぼ毎日授業を行い (授業時間総計60時間)､ ２単位を認定した｡
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｢アジア研究コース｣

開講科目・授業担当 受講生数�������������������������������������������������������������������������� 45人������������������������������������������������������������������������������� 12人���������������������������������������������������������������������������������� 40人�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17人

｢実験実習コース｣ 自主研究課題タイトル 受入部局

◇ ���������������������������������������������� 理学研究院

◇ ��������������� 工学研究院

◇ ���������������������������������������������������� 工学研究院

◇ ����������������������������� 工学研究院

◇ ������������������������������������ 工学研究院

◇ ���������������� 先導物質化学研究所

初級１ 初級２ 初中級１ 初中級２ 中級１ 中級２ 計

９人 10人 12人 ７人 15人 10人 63人

３. 開講科目



④ 日本語ワークショップ受講状況

ワークショップはプログラムの教科課程の外に､ 約40時間の集中講座として設けており､ 単位は認

定していない｡ 2008年の受講者は５人であった｡

４. ATWプログラム／九州大学サマーコースに対する評価と今後の課題

参加者による開講科目とプログラム全般の評価

・｢アジア研究コース｣ について (有効回答者数：57人)

・｢実験実習コース｣ について (有効回答者数：６人)

・｢日本語コース｣ について (有効回答者数：51人)

・｢日本語クラス｣ と ｢アジア研究コース｣ あるいは ｢実験実習コース｣ とのバランスについて

(有効回答者数：63人)

・プログラムの総合的な評価 (有効回答者数：60人)

総合評価は全参加者 (63名) の回答の92％が“大変によい”または“よい”であり､ 昨年の割合

(90％) を上回る結果となった｡

参加者から寄せられたコメント (＝自由記述形式) も概ね好評であったが､ いくつか､ 今後のプロ

グラム内容を検討する上で参考になるものがある｡ 例えば､ アジア研究コースでは ｢クラスディスカッ

ションが不足していた｣ という意見が複数あった｡ これは､ 先に示したように４科目の内の２科目に

40人以上の学生が集中して登録・受講したため､ クラスサイズが大きくなり過ぎて､ 学生間の活発な

ディスカッションが誘導しにくかったことが一つの原因と考えられる｡

その他､ ｢もっと科目内容のバラエティがほしい｣､ ｢もっと日本人講師による授業を体験してみた

かった｣ という意見もあった｡ 科目内容のバラエティについては､ 使用できる教室等設備と執行可能
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大変によい よい ふつう 少し劣る 劣る

回答者数 ６人 33人 16人 ２人 0人

大変によい よい ふつう 少し劣る 劣る

回答者数 ５人 １人 ０人 ０人 ０人

大変によい よい ふつう 少し劣る 劣る

回答者数 19人 21人 11人 ０人 ０人

大変によい よい ふつう 少し劣る 劣る

回答者数 19人 32人 10人 ２人 ０人

大変によい よい ふつう 少し劣る 劣る

回答者数 39人 19人 ２人 ０人 ０人



な予算の両面から言って､ 開講科目数を現行以上に増やすことは当面難しいが､ アジア研究コース４

科目中､ 少なくとも２科目は本学に所属する日本人教師が担当できるよう､ 今後調整していきたい｡

また､ 科目内容の選定に当たっては､ プログラム参加者の評価を十分に参考にしつつ､ 次年度の計画

を立てることについては､ これまでと同様である｡

海外大学の教員による評価

今年度の事業計画を策定するにあたり､ 参加学生の送り出し大学の関係教員に���についてアン
ケート調査を実施し､ 送り出す側の教員が���をどのように評価しているか意見を聞いてみた｡ な
お､ アンケート調査にご協力いただいたのは以下の方々である｡

ルンド大学言語文学センター (スウェーデン) 日本語科主任 鈴村ルンドストロム和代

プリンストン大学 (米国) 教授 牧野成一

アリゾナ大学 (米国) 東アジア学部准教授 ピニングトン・ノエル

国立シンガポール大学 (シンガポール) 人文社会科学部准教授 テオ・シーヘン

アテネオ・デ・マニラ大学 (フィリピン) 経営学部長 アン・ロドルフ

ルーヴァンカトリック大学 (ベルギー) 人文科学部教授 ヴァンオーベルベケ・ディミトリ

以下は､ 回答結果を取りまとめたものである｡

Ａ) ＡＴＷ全般についての意見／評価
●���は日本語科目と英語による専門科目混成型の特色あるプログラム構成となっている｡ 日本国
内で開講されている同様の構成をもつサマープログラムの大半は､ 主にアメリカの大学がアメリカ

の学生を対称として開講しているもので､ ���のように日本の大学が独自に開講し､ かつ参加す
る留学生の国や地域を限定せずに受入れて実施しているものは上智大学と九州大学の２プログラム

のみで､ 稀少である｡ また､ ���には実に多くの国・地域からの学生が参加していることは特筆
すべきである｡

● 日本だけでなく､ アジアにフォーカスした専門科目 (＝ ｢アジア研究コース｣) を開講しているプ

ログラムは希少であり､ 提供される科目内容の分野的バランスもよい｡ また､ 文系のみでなく理系

の学生のラボ研究が可能なサマーコースは���の他にはない｡ 日本語教育に関しても､ 参加した
学生から高い評価を得ており､ 総合的に見て���は質の高い教育を提供していると言える｡
Ｂ) ＡＴＷに参加したことで学生のアジアや日本に対する理解は深まったか｡

● 日本とアジア理解に関して､ 参加した学生は���を非常に高く評価している｡ 日本人だけでなく
多国籍のクラスメイトとの交流を通して､ 日本を含む異国の文化に触れ､ これをよく理解すること

ができたと言える｡ 学生たちは､ 国によってものの見方が違ってはいるが､ アジア人に共通するも

のがあることを感じとったようである｡ ���は日本人やアジアの他の国の人々に対するステレオ
タイプを払拭し､ 歴史やメディアで見るそれを超えて､ 本当の日本／アジア理解を促した｡
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● 様々な国から集まった学生がクラスの内外で行動を共にし､ またディスカッションをするなどして､

学生間の交流から多くのことを学び取っている｡ また､ 授業では､ 講師が出身国・地域の異なる学

生間でのディスカッションを効果的に誘導しており､ 学生は���に参加することを通してアジア
と日本を身近に学び､ そして理解を深めることができている｡

Ｃ) ＡＴＷに学生が参加したことで得られたメリットは何か｡
● 参加学生の専攻がコンピューターサイエンスであり､ この分野での専門家を九州大学での指導教官

として得たこと｡ また､ ホストファミリーやその友人たちから多大な支援を受け､ 日本語能力に大

きな進歩が見られた｡ 自然科学を専攻する学生には���の ｢実験実習コース｣ を含む科目選択や

ホームステイの実施などによって専門分野や日本語能力の上達にすばらしい成果が期待できる｡

● 送り出し大学としては､ 学生のケアは適切か､ 学生が安全に留学生活を楽しめるか､ 問題が生じた

際に受け入れ側教職員に助けを求められるか､ といったことが重要と考えている｡ これらの点で､���の教員が外国人と日本人の混成であり､ また事務スタッフがバイリンガルであることは理想
的であり､ 大きな安心感を得ることができている｡ 送り出した学生たちの楽しげな雰囲気が､ ���が信頼できるものであることを物語っている｡

●���に参加した学生たちは広い見識と､ 異文化に対する深い理解を得ることができた｡ 未来につ
ながる国際的な友人のネットワークが形成されたことも重要である｡ ���は日本とアジア諸国に
対する理解を促すのみでなく､ プログラムに参加した学生自身を発見する機会を与えてくれた｡

●���は参加した学生に異なった文化的背景を持つ学生間の交流､ 異なった国と大学の講師によっ
て提供される授業体験､ 日本での実生活体験を提供しており､ 参加者は高いレベルで“グローバル

な”日本を体験することができた｡

以上､ ���への参加学生を送り出す側の大学の関係教員から得られた本プログラムに対する意見・
評価は､ 総じて前向き､ かつ���を高く評価するものであった｡ 特に､ ���が単なる日本語学習
の機会を提供するだけのプログラムとは違い､ より広い視点から日本・アジアを学べるコースを提供

できている点､ また理系の学生にとっても魅力あるプログラムとなっている点､ そして参加者が北米､

ヨーロッパ､ アジアと言語や文化を異にする多くの国・地域から集まっており､ 日本人学生チューター

やホストファミリーとの交流ばかりでなく､ ���に参加した学生間でも豊かな国際交流と異文化理
解を促進するプログラムとなっている点が高く評価されたことは､ 本プログラムの企画､ 実施に関わ

る者一同を大いに勇気づけるものであった｡

ホームステイ体験の充実

今後､ さらに���をよりよいものにさせて行くには､ 提供する日本語コースやアジア研究コース
の授業内容を吟味し､ より良いものとしていくこともさることながら､ 一般の日本人との直接交流の

場となるホームステイ体験を充実したものとしていくことも重要である｡ 以下では､ 今度どのように

ホームステイ体験を充実させていくべきかについて､ 考えるところを述べる｡
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参加者によるホームステイの評価

・ホームステイの評価 (有効回答者数：47人)

今年度は44名がホームステイを希望した｡ 内訳は14名が６週間のホームステイ､ 30名が後半２週間

のホームステイである｡ ホストファミリーに応募してくれた家庭は全部で40家庭程度であったため､

過去に���参加者を受入れた経験のある家庭に再度の受入が可能か打診し､ プログラム開始までに
なんとか必要な家庭数を確保した｡

毎年､ ホストファミリー登録者の増加を目指してさまざまな広報活動を行っている｡ 福岡市､ 古賀

市その他周辺自治体への働きかけ､ 市政だより､ ミニコミ誌等へのホストファミリー募集広告の掲載､

市内の公共施設への募集案内の配付依頼や地下鉄駅でのポスター掲示などである｡ このほか､ 年によっ

ては福岡市内の公民館を訪問し､ 地域の自治協議会の回覧板にホストファミリーの募集案内の掲載を

お願いしたり､ 更には有料の新聞広告を出したりといったことも試みたが､ 実際の申込・登録は毎年

大差なく30～40家庭である｡ ホストファミリー希望家庭に対して行っているアンケート調査によれば､

登録者の多くは市政だよりと ｢リビング福岡｣ という福岡県内に広く配付される情報紙からホストファ

ミリー募集の情報を得たとしている｡ このことから､ 今後のホストファミリー募集に関する広報活動

は､ 市政だよりやミニコミ情報誌を中心に展開するとともに､ これまでの登録者＝ホストファミリー

経験家庭の間でリピーターを増やしていく工夫をすることに重点を置きたいと考えている｡

ところで､ 一度ホストファミリーを経験した家庭に ｢次年度もまた留学生を受け入れたい｣ と感じ

てもらうには､ その家庭と受け入れた留学生との“相性”といったものもさることながら､ 留学生の

ホームステイに対するしっかりした目的意識と､ ホームステイ先での学生の真摯な態度､ 姿勢が重要

である｡ 実際､ コース終了後にホストファミリーから提出される書面アンケートによれば､ ホストファ

ミリーとの交流の時間を充分にとり､ 意識的によき家族の一員として過ごそうと努力した留学生を受

け入れた家庭では､ 受入に対する満足感が高く､ 次年度以降も継続して受入れたいという希望が強く

見られる傾向がある｡ 反対に､ 受け入れた学生が留学生仲間や日本人学生チューターとのつきあいを

優先したような場合は､ 当然のことながら次年度以降の再度の受入れをためらう､ もしくはホストファ

ミリーとしてもう登録しないとする家庭が増えている｡

後者のようなケースをできるだけ減らす取り組みとして､ 本プログラムでは毎年参加者が決定し､

ホームステイおよび宿舎の希望を打診する際に､ 担当スタッフより ｢ホームステイは日本人家庭での
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立地 大変によい よい ふつう 少し劣る 劣る

回答者数 18人 15人 12人 ０人 ２人

待遇 大変によい よい ふつう 少し劣る 劣る

回答者数 39人 ７人 １人 ０人 ０人

全般 大変によい よい ふつう 少し劣る 劣る

回答者数 33人 12人 ２人 ０人 ０人



交流に目的意識をもって取り組むことのできる場合にのみ応募してほしい｣ 旨を伝えている｡ また､

初日のオリエンテーションの際に､ プログラムコーディネーターと担当スタッフより ｢ホームステイ

の心構え｣ について､ 注意・指導している｡ さらに､ 留学生の“水先案内役”となる九大生チューター

に対しては､ チューター主催のイベント等を企画・実施するに当たり､ ホームステイをする留学生に

ついては､ できるだけホストファミリーとの交流を優先させるような配慮を呼びかけている｡

このような取り組みが功を奏し､ ホストファミリーから寄せられるアンケートには､ ｢留学生が交

流に真摯ではなかった｣ とする苦情が近年比較的少なくなってきている｡ ただし､ ｢留学生がホスト

ファミリーより留学生同士のつきあいを優先させる｣ という苦情が生じる背景には､ ２週間の短期ホー

ムステイを実施する時期がコース最後の２週間であり､ 慣れ親しんだ仲間との最後の交流の時間と重

なっているという事情がある｡ 事実､ 上記のような苦情はたいてい２週間の短期ホームステイを実施

するホストファミリーから寄せられたものである｡ このようなホストファミリーからは､ ２週間のホー

ムステイの実施時期をコース最初の２週間に設定してもらえないかと希望する声も聞かれる｡ この提

案は､ ホームステイの充実と必要な数のホストファミリーの確保を考える上では確かに一考の余地が

あり､ 今後検討すべきものである｡ しかしながら､ ２週間の短期ホームステイを希望する学生は､

｢せっかくの機会なのでホームステイも体験してみたい｣ という比較的軽い動機でホームステイを希

望する学生が多く含まれている｡ そのような学生たちが学生寮での日本生活体験というクッションも

無く､ いきなり日本人家庭に入ることにより生じるストレスや困惑が､ 却ってより多くの問題を発生

させないかという不安も否定できない｡ 今後､ 充分な検討を必要とする課題である｡

ホームステイ実施時期の問題のほかに､ ホストファミリーから寄せられた感想のなかに､ 授業参観

ができないかとするものが多くあった｡ 各レベルとも日本語クラスでは､ 最終の授業において留学生

一人ずつに成果発表を行わせることが多いが､ 今年度はいくつかのクラスでホストファミリーの参観

を許可した｡ 授業を参観したホストファミリーからは､ 留学生のキャンパスでの様子に触れる機会を

得たことを喜ぶ声が多く寄せられたことから､ ホストファミリーの満足度を高めるには一定の効果が

あるものと思われた｡ 一方､ 自らの､ あるいはクラスメートのホストファミリーを授業参観者に迎え

た学生たちも日頃の学習成果を“公式の場”で発表・発揮することができ､ 大きな張り合いとなった

様子が窺えた｡ これを参考に､ 今後は教室での学習内容がホームステイ先での日本語会話の実践にもっ

と結びつくものとなる工夫､ あるいは日本語クラスでの課題やプロジェクト活動にホストファミリー

も積極的に関わっていただけるような学習システムの開発等も視野に含め､ ホストファミリーとの更

なる連携の方策を考えていきたいと思う｡
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�. 留学生指導部門の概要
留学生指導部門の現在の活動は大別して４つある｡ ①教育､ ②研究､ ③留学生に対するアドバイジ

ング＆カウンセリング､ ④社会貢献である｡

留学生に対するアドバイジング＆カウンセリングとしては､ ①留学生やその家族の相談に応じ､ 問

題解決を図っていくという個別相談を行っている｡ 個別相談には､ 情報提供から修学や生活問題を援

助するアドバイジングや心理カウンセリングまで幅広い活動が含まれる｡ また､ ②留学生やその家族

の適応上の問題を予防したり､ 異文化間で起こる摩擦・偏見等について認識を高めたりする予防的・

教育的活動も行っている｡

この予防的・教育的活動は､ ①新入生やチューターのオリエンテーション､ ②学生団体 (九州大学

留学生会､ 九州大学国際親善会､ 九州大学ムスレム学生会) の相互扶助・交流活動に対する助言｡ 殊

に､ 交流活動は留学生の日本社会や文化への理解を促すとともに日本人の留学生理解を深めるという

教育的効果がある｡ ③教職員の留学生受け入れを支援する活動､ ④地域のボランティア団体への協力

活動など､ ４種類に分けることができる｡�. 教育
１. 授業

学部・大学院における担当講義は表１の通りである｡

147������ ��������������������九州大学留学生センター紀要, 2008, 第17号, 147－159���������������������������������������������
2008����17�147�159
全般的活動報告 (白�)

�九州大学留学生センター教授��九州大学留学生センター准教授

スカリー 悦 子�
白 � 悟��
高 松 里��

表１ 2007年度留学生指導部門の講義

学 期 課 程 科 目 担当者

前 期

学部 (全学教育) 文系コア科目｢教育学－異文化理解のコミュニケーション｣ スカリー
総合科目 ｢日本事情｣ 高 松
総合科目 ｢大学とは何か｣ (リレー講義) 白 �

大学院 人間環境学府 ｢留学生教育政策論｣ 白 �



２. 学内協力講座関係

関係部局の入試・委員会等の以下の教務に関わっている｡

・人間環境学府博論調査委員会 (白�)
・人間環境学府修士論文口述試験 (白�)
・人間環境学府修士課程 (社会人特別選抜) 前期入試 (白�)
・人間環境学府修士課程 (社会人特別選抜) 後期入試 (白�)
・人間環境学府修士課程 (一般) 前期入試 (白�)
・人間環境学府修士課程 (一般) 後期入試 (白�)
・21世紀プログラム入試関連業務 (高松)

・21世紀プログラム拡大実施委員会 (高松)��研究と研修
１. 論文等のリスト (2007年度)

・白�悟 ｢現代中国初期における留学生帰国政策の考察｣
『九州大学留学生センター紀要』 第16号､ 2008年３月､ 39－62頁

・白�悟 ｢中国の留学交流の将来動向に関する考察｣
『留学生交流の将来予測に関する調査研究』 (文部科学省先導的大学改革推進経費による委託研究)､

2007年10月､ 138－163頁

・白�悟 ｢対未来中国和日本的留学交流的考察｣
中国国際友誼促進会編 『2007友誼論壇－中日民間交往』 (フォーラム報告書)､ 2007年10月

・白�悟 ｢中国の中央政府及び民族自治区政府における留学派遣政策の考察｣
『九州大学留学生センター紀要』 第15号､ 2007年２月､ 1－39頁

・高松里 ｢隣人としての留学生｣

『����』 (ウォロ､ 大阪ボランティア協会発行) 2007年４月号 (���424)､ 14－15頁
２. 学会発表等

・日本人間性心理学会第26回大会：自主企画 ｢働き方研究事始｣ を主催､ 日本人間性心理学会第26回
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後 期

学部 (全学教育) 文系コア科目 ｢心理学｣ 高 松
文系コア科目 ｢教育学－留学生教育概論｣ 白 �
総合科目 ｢日本事情－留学生のための地域社会論｣ 白 �

大学院 共通科目：国際性領域 ｢Intercultural Communication｣ スカリー
人間環境学府 ｢留学生アドバイジング論｣ 集中講義
2008年１月13日(日)､ 19日(土)､ 20日(日)

白 �
人間環境学府 ｢異文化適応論｣ 集中講義
2008年２月９日(土)､ 10日(日)､ 16日(土)

高 松

留学生センター 日韓共同理工系学部留学生予備教育 ｢日本事情｣
スカリー・
白�・高松

日本語研修コース ｢日本人との会話｣ 高 松



大会発表論文集､ 56－57 (11月22日：福井県､ 高松)

・日本人間性心理学会第26回大会：個人発表 (共同研究) ｢エンカウンターグループの新しい可能性

を求めて：スロー・エンカウンターグループの試み｣ 日本人間性心理学会第26回大会発表論文集､

74－75. (11月23日：福井県､ 高松)

・中国国際友誼促進会主催 ｢日中友誼フォーラム2007｣：研究報告 (2007年11月12～15日：北京､ 白�)
・ドイツ語圏日本語教育学会：シンポジウム講演 (2008年３月27日～４月２日：エアランゲン大学､

白�)
３. 研究助成等

・2007年度トヨタ財団助成研究 ｢国際的拠点都市形成における地方自治体と大学とのパートナーシッ

プの研究｣､ 研究代表者：白�
・2007年度文部科学省先導的大学改革推進経費による委託研究 ｢留学生交流の将来予測に関する調査

研究｣､ 研究協力者：白�
４. 研修活動

・2007年５月11日～14日：沖縄スロー・エンカウンター・グループ (沖縄､ 高松主催)

・2007年５月26日～６月２日：�����年次大会 (米国ミネアポリス､ 白�)
・2007年７月28日～30日：エンカウンター・グループ・セミナー (九大､ 高松)

・2007年８月19日～21日：クリエイティブ・ライフ・プランニングセミナー (湯布院､ 高松)

５. 学会・研究会の役職

・���法人�����国際教育交流協議会理事 (白�)
・(独)日本学生支援機構月刊 ｢留学交流｣ 編集協力者会議委員 (白�)�. 外国人留学生に対するアドバイジング＆カウンセリング活動
１. 個別相談の場所と時間

留学生指導部門は､ 以下の学内の３つのキャンパスと二つの留学生会館で相談日を設定して相談活

動を行った｡ すなわち､ ①箱崎キャンパスの留学生センター分室､ ②伊都キャンパスの学生生活・修

学相談室､ ③六本松キャンパスの事務局会議室､ ④香椎浜の国際交流会館､ ⑤伊尻の国際交流会館､

である｡

相談担当者は､ スカリー悦子､ 白�悟､ 高松里の３人であり､ それぞれの相談担当日と場所は､ 受
け持ち授業と重ならないように設定した｡

相談時間は前期・後期の学年暦に沿って､ 月曜日から金曜日の13時から17時である｡ また､ ４月の

春季休業 (４月１日～10日) 中は､ 新入留学生が来日するので､ 受け入れ活動を行い､ また夏季休業

(８月７日～９月30日) 中の９月下旬も同様に新入留学生の受け入れ活動の時期である｡ また､ 冬季
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休業中 (12月24日～１月７日) には一時帰国する留学生もいるが､ 各地のホームスティに参加したり､

国際交流会館で過ごす留学生も少なくない｡ この期間中も常時､ 連絡がつくようにしている｡

２. 個別相談状況

留学生指導部門で受けた相談件数は表２の通り､ 延べ985件であった｡ ここにいう相談件数には簡

単な情報提供は含まれていない｡ 問い合わせに対する情報提供は重要であると思われるが､ あえてカ

ウントしていないのは､ 留学生に関する専門的援助がどれくらい必要とされているかを年々把握して

おきたいと思うからである｡

さて､ 2007年度の相談状況は以下のような情況であった｡

① 留学生からの相談は延べ600件 (61％) であった｡ そのうち､ ｢入学・進学関係｣ 25件､ ｢教育

制度・内容｣ 66件､ ｢進路相談｣ 23件である｡ これら修学上の問題は計114件 (約20％) である｡

個別案件については守秘義務上ここに詳述しないが､ 大学院への進学相談や就職か進学かで悩む

ケースなどがあった｡ 留学生当人が何らかの決断と行動が取れるよう何度もカウンセリングを行っ

たものもある｡

② 留学生からの相談のうち､ 生活上の問題は延べ373件 (62％) であった｡ 特に多いのは ｢宿舎

スカリー悦子・白� 悟・高松 里150

表２ 2007年度留学生指導部門の個別相談件数

留学生からの相談

日本人からの相談

その他の外国人からの相談

計
入進学 12
その他 30

小計 42

１) 以上は､ 主要相談件数 (面接に長時間を要するもの) は延べ数である｡ (１人が何度も来室している場合もある)

２) 厳密な分類は実際上困難であるため､ 大きなカテゴリーを設定した｡

３) 短時間で終わる簡単な問い合わせは含まれていない｡

４) ｢その他の外国人｣ とは､ 卒業生､ 訪問研究員､ 他学校の学生などである｡

計

修 学
入学・進学関係 25
教育制度・内容 66
進路相談 23

生 活

法律的問題 8
経済的問題 13
宗教的問題 28
宿舎問題 124
生活問題 71
事故病気等 18
渡日・滞日許可 5
人間関係 9
子弟の教育問題 2
帰国準備 0
精神的不安定 32
国保・一般保険 0
会館について 63

その他
各留学生会 58
その他分類不可 55

小計 600

学 生
留学生とのトラブル 0
国際親善会関係 31
その他 42

教職員

入進学 13
奨学金 0
日本語関係 3
その他 66

外 部

情報・コメント 59
イベント・講師依頼 66
入進学 4
苦情 1
その他 58

小計 343
総計 985



問題｣ 124件であり､ 宿舎探しの相談が多い｡ 次いで ｢生活問題｣ 71件､ ｢会館問題｣ 63件､ ｢精

神的不安定｣ (32件)､ ｢宗教的問題｣ 28件の順である｡ 精神的に不安定な学生への１回のカウン

セリングに費やす時間は長く､ 期間もかかる｡ 宗教的問題とは､ 主にイスラム教の礼拝場所につ

いての相談助言である｡

③ ｢各留学生会｣ からの相談が58件であった｡ 九州大学留学生会､ 九州大学ムスレム学生会の役

員との地域との交流行事・会自体の運営等に関する相談である｡

④ その他の外国人からの相談では､ ｢入進学｣ 12件であった｡ 主に日本語学校在籍中の就学生に

よる大学院受験についてアドバイスを求めてくるものである｡

⑤ 日本人からの相談も合計343件と多い｡ 特に､ ｢外部｣ からの問い合わせが188件 (55％) で過

半数を占める｡ 新聞取材､ 留学生との交流相談などである｡ 日本人学生からの相談には海外留学

についての相談もあった｡�. 国際交流会館 (香椎浜､ 井尻) 留学生主事業務を振り返って (スカリー)
１. 概述

2008年７月より大学職員は引き上げ民営化となり､ 九州大学香椎浜及び井尻国際交流会館に留学生

主事を退任することとなった｡ 2005年から2008年まで業者の方々に引き渡すまで､ 会館職員､ サポー

ターとともにいろんな苦しい難問解決そして業務をこなしてきた｡ 留学生センターに赴任したのは３

年前である｡ 当時､ 改善改革の上司からの任務を情熱をもってスタートをした｡ 2006年から香椎浜会

館新サポーター８人､ 井尻会館新３人サポーターと共に仕事をしてきた｡ 今思い出すと感情にあふれ

てくるほど苦しい時期であった｡ この紀要をとおして過去３年前の問題をいかに解決できたか振り返っ

てみたい｡

赴任当時2005年５月から国際交流会館管理の難しさは留学生センター長から聞いていた｡ 改善を求

められ､ 交際交流会館留学生主事を申しつけられた｡ 会館敷地はゴミだらけ､ 車も乗り捨ても多く､

会館内は相談室も倉庫なみで相談室は使用されていなかった｡ 中古物質､ 寝具､ 本､ 電気器具でうも

れ､ 会館では相談業務はされていないとすぐ理解できた｡ 主に窓口の女性二人に会館業務管理､ 入居

留学生の個人情報､ 連絡調整は任されていたようだ｡ 情報管理はとても想像以上にずさんであった｡

森山前会館主事は特に管理人業務をも兼任され､ 箱崎の研究室は不在され､ 箱崎での留学生相談業務

はされていないようであった｡ 会館でほとんど勤務をされ､ 留学生のお世話をされていた｡ 彼の退官

が2005年の４月であったが､ その後も約８ヶ月は会館に出入りし､ 完全に荷物を整理され､ 退去され

たのは10月に及んだ｡ 業務管理記録も残されていなかったので留学生主事業務もどこからスタートし

てよいものか途方に暮れた｡ 当時の会館サポーター８人(香椎浜)､ ４人(井尻) は引き続き2005年－

2006年まで継続とされていたのでお互いに意思疎通が難しく､ 当時のサポーター業務は学生にとって

負担が大きかったように思う｡ 現在も､ 留学生センター留学生課､ 会館職員､ 生活指導部門のチーム

ワークプレイの改善が必要と思われる｡
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２. 留学生主事の実際業務

１. 香椎浜､ 井尻会館の危機管理､

消化器栓使用期限チェック､

戸締り事故安全管理指導､

地震用パンフレッド作成､

防災訓練､

保険､

自転車管理指導､

禁煙､ 禁酒とする

指導 (事故が何度もあり､ 他の学生が勉強と睡眠の妨げになる)

２. 香椎浜会館職員との定例会議 (月一回)

職員間の情報共有がなく､ バラバラで仕事をしていた｡ 2005年後半から連絡情報共有に力を

入れた｡

３. 会館外から持て来る大ごみ問題と帰国前にごみを会館に夜､ 週末とかに車で持て来る｡ 会館職

員全員で解決策に取り組んだ｡

４. 香椎浜毎週木曜日相談業務

相談室を設置する｡ 24時間メール､ 電話で連絡可能にする｡

５. 井尻会館へは管理人さん､ サポーターとの会議を開始する｡

お互いのチームプレイで問題を解決する｡

６. 会館職員とサポーターの仲介､ アドバイザーとして情報連絡を必要時行う｡

７. 香椎浜､ 井尻会館の新入居学生に対してオリエンテーションを毎年､ ４月と10月の週末に行う｡

その後歓迎パーティを１週間前から準備し､ パーティ実行､ 後片づけをサポーター､ 会館職員

とともに行う｡

８. 入居受け入れ準備と受け入れを毎年４月10月初めの一週間は会館でサポーター､ 九州親睦会の

学生と対応を行う｡

９. 掃除の方や業者の方と敷地内の学生ごみ捨てチェック､ 捕食室の週末安全をチェックする｡

10. 市民団体 (多い)､ ボランティアの皆様､ 警察､ 学校､ 区役所との業務連絡､ 情報交換と対応

する｡

11. 箱崎相談業務を九州大学全留学生対象として研究室で行う｡

12. 下記会館入居者問題解決のため学生との面接をする｡

－夜中に呼び出されることもある｡ (酔っ払いの学生に殴られそうになった｡ これを留学生教員

定例会議で報告すると事務職から) では事務員は殴られてもよいのか？という声を聞いたとき

信頼感はないと感じた｡

－警察からよびだされるケースについて､ 警察の方と情報交換にくる｡

－酒のみパーティ夜中にサポーターと同様に会館から頻繁に夜中によびだされる｡

－救急車が来るたび呼び出される｡
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－入院､ 来院学生の安否チェックをする｡

－アパート問題－契約時の問題時､ 助言をする｡

－区役所と日本語講師からの保育問題に対応する｡

－部屋変えー宗教､ 学部と院生とのトラブルに仲介として立ち会う｡

13. 香椎浜サポーターの教育 英語と日本語で行いお互いに文化理解の勉強になる｡

14. 会館事務処理掲示板管理

学生へのサービス向上教育のため事務職と協力の上行う｡ 市民団体からの掲示物点検 (語学

教育バイト先で白人優先問題防止)

15. 会館ホームページ管理 (４ヶ国語)､ サポーター選考時､ ��管理できる学生を選ぶようにし
た｡ 海外へ届く��であるため改善に力をいれた｡

16. 各国学生会 (イスラム､ インドネシア､ ベトナム､ 中国､ 韓国)

との会議と学生相談と生活指導をする｡

17. 会館使用相談受ける｡ －二階会館ホール､ 多目的ホール使用許可

18. 子供の安全のため事故防止管理をする｡

19. お茶､ 日本語､ カウンセリングなど外部からの講師の相談受ける｡

20. 留学生会とボランティア市民団体との活動指導を必要時する｡

21. 留学生サポーターからの会館問題､ 人間関係､ 進路問題など問題

解決する｡

22. 各学府の留学生相談の兼任教員と懇談会を持ち､ 問題連絡調整をする｡

23. 短期留学生､ ���などのコーディネーターとの入居者学生について連絡調整をする｡
24. 入居者学生の問題について指導教授との連絡調整をする｡

会館に関する留学生主事業務規約､ サポーター業務規約など文章が明確でないことが業務に負担が

多かった｡ よってサポーターの仕事内容の定義は不明である｡ 以前は会館主事業務のサポートで多く

は労働補助であったらしい｡ しかし､ サポーター業務を減少させ､ もっと入居者学生の精神的､ 身体

的問題解決に方向転換に努めた｡

３. サポーターについて：サポーター (法学府学部生)

サポーターの仕事内容は大きく二つに分けることが出来る｡ 一つはいわゆる｢危機管理｣である

言語や文化の壁､ 日常生活に関わる重要な問題､ 病気､ 天災等の解決と改善対策のことである｡ 具体

的な対策と言うと､ 新入生にオリエンテーションで危機管理について説明し､ 防災訓練を行い､ 学生

に避難対策､ サポーター､ 警備員と事務の連絡方法を教えることである｡ 2006年から国際交流会館藤

木元係長の元でサポーター提案に従ってこの対策は順調に進み､ 事件や問題は減りつつであった｡ し

かし､ 結果が良かったとは言え､ 改善できるところが残っていると思う｡ 例えば､ 部屋割りする場合

において､ サポーターに部屋割りの仕方が説明されていない｡ そのこと自体は問題ではないが､ 同じ

留学生とは言え､ 様々な背景から来ている人がいるため､ 部屋割りするときにそれを参考にしなけれ

ばならないと思う｡ 筆者の経験により､ 長期プログラムの留学生 (つまり荷物が多いはずの留学生)
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が狭い部屋に住みながら､ 短期プログラムの人 (数週間から一年まで) はより広い部屋をもらうこと

が多い｡ これについてサポーターに部屋分割りや部屋変更可能性を内容としているクレームが数年を

渡って少なくならない｡ つまり､ 改善の可能性がまだある｡ 部屋変更に対しても会館は固いポリシー

に断り､ 留学生との摩擦も少なくない｡ 部屋変更を希望する留学生は ｢重要な理由｣ がない限り断ら

れ､ 空部屋があっても､ 会館や九州大学などの第三者に損害がなくも無視されることが多い｡ ｢重要

な理由｣ は具体的に何を指しているのかははっきりしなく断るため､ 極端的な場合､ 留学生は官僚

(つまり九州大学と会館) や日本を嫌になることが少なくない｡ それは例の一つを少ないことです｡

この例で明らかになるのはサポーターの役目の一つ 留学生と会館管理者の間の ｢橋｣ として

の役目である｡ 留学生の困難と不満を聞き､ 管理者にその問題を持ち上げることである｡ つまり､ 留

学生の相談相手になることである｡ しかし､ その役目は逆にも効果がある 相談で留学生を知り

あうようになり､ 管理者や大学などの意思を大学生によりよく説明し､ 身近くすることが出来る｡ 筆

者の経験により過去にもこのような政策が効いたことがあります｡ 残念ながら2008年の冬から会館内

線電話がなくなり､ サポーターの努力にも拘らず苦情や相談の連絡が非常に減ってきた｡ その上､ 事

務や警備員が問題や事件の情報を聞いても､ 情報をサポーターに流さずに行動をとる｡ そのため会館

の危機管理は大変難しくなっている｡ 危機管理に最も重要なのは情報交換であり､ サポーターはその

一部である｡ 情報交換を行うために内線電話､ 又はサポーター専用の携帯電話は不可欠なものだと思

う｡ 2008年以前と以来の時期の比較は何よりもその事実の証拠である｡ サポーターは管理者を援助し､

学生を援助する存在であるべきと思う｡

もう一つのサポーターの仕事内容は国際交流活動である｡ 国際交流はサポーターが関わるべきであ

る分野であるかどうかは過去数年の議論点であった｡ 先ず､ 留学生同士として留学生と交流し合うサ

ポーターは自分の責任を果たせるかどうか｡ そして､ サポーターが自分の責任を果たしても､ 交流活

動にどうしてもある程度の不安要素があるので､ 必ず問題がないとは言えないだろう｡ しかし､ 会館

内の国際交流にはメリットもある 留学生間の情報交換､ 又はリラックスできる環境を作ること

である｡ これは留学生の精神健康と人間としての成長に関わり､ 無視できないメリットである｡ しか

も､ その環境の形によって留学生に日本の文化をより手柔らかく紹介し､ カルチャー・ショックを出

来るだけ軽くすることが出来ると思う｡ 会館にはそのための施設がある 二階の多目的ホール､

談話室､ そして日本庭園｡ 談話室の使用規則はいくつかの点について不明であり､ そして特に交流に

相応しい日本庭園と日本間は長年不公開のままである｡ 筆者にとってこれらの規則整理又は公開よっ

て会館管理､ 九州大学､ そして日本にとって有利なことと思う｡ 筆者の経験により文化差を原因とし

た問題や事件が多い｡ 留学生は日本文化を少しだけでも分かるようになったら､ 会館内の交流をやっ

てみる価値があると言えるだろう｡ そして､ 交流は上記に述べたような学生とサポーターの情報交換

の手段にもなれるため､ 二倍の利益がある｡

最後に手続的な状況について述べたいと思う｡ サポーターは以前一年間限りの役目を果たしていた

が､ 過去数年の傾向を見るとサポーターを長期に雇う結果があった 一年間限り雇われたサポー

ターは先を考えず､ 単なる自分が楽に住むことを考える傾向があった｡ 長期サポーターは自分の生活

だけではなく､ 会館の改善にも努力を入れてきた｡ そのため､ サポーターの仕事パフォーマンスに不
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満がない限り､ サポーターを長期的に雇うことを進めする｡ パフォーマンスを観察するために定期的

なミーティング (１ヶ月２回)､ そして定期報告提出 (１ヶ月１回) を進めする｡ サポーターの数に

ついては最少４人､ 出来れば８人は望ましい｡ 言語能力 (少なくても中国語､ 韓国語と英語)､ そし

て個人の事情を踏まえ､ 過去の経験を参考にし､ 最適な数と思う｡ 義務は管理者の援助と留学生の援

助であり､ 危機管理と国際交流の努力でもある｡ そのうちに含まれているのはオリエンテーション､

新入生の受け入れの手伝い､ 学生の相談､ 留学生の困難解決､ 交流イベント活動や管理と留学生の間

の ｢橋｣ などである｡

サポーターのほとんどは留学生であり､ 留学生として状況を理解することが出来るが､ 長年日本に

住み､ 日本の文化､ 習慣や規則なども理解し､ その二つを合わせて生きる存在でもある｡ このような

国際的な存在は会館の業務の順調な勧めをより簡単にして､ 会館にとって価値の存在であり､ 不可欠

な存在であると言っても間違えないだろう｡ 筆者は心も体も込めた仕事なので､ 会館は民営化後もよ

り良い業務を続いてほしいと思ってこの文章を書いた｡�. 留学生支援活動
留学生指導部門が関わっている学内行事および学生団体・地域ボランティアへの支援活動は年間を

通じて行っている｡ 表３の通りである｡ 特に､ ４月・10月には新入留学生に対する初期適応支援 (各

約200名を対象) を行っている｡ また､ 『チューターの手引』 (留学生課編) や高松里著 『留学生と友

達になりたい日本人学生のための留学生超入門』 (2008年度版､ 3500部) 発行｡ 後者は入学式後のオ

リエンテーションで新入生全員に配布している｡
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表３ 2007年度留学生指導部門の留学生支援活動

日 時 活 動 内 容 担 当

2007年
３月27日(火)

チューター説明会 留学生課､ 高松

３月29日(木) 国際交流会館受け入れボランティア対象のオリエンテーション 留学生課､ 高松

４月２日～６日 新入留学生への適応支援活動 (会館入居､ 買物等) 九大国際親善会､ 高松

４月12日(木) 新入生受け入れに関する反省会 九大国際親善会､そら､高松

４月11日(水) 全学新入生オリエンテーション (於：国際ホール) 留学生課､ 白�
４月18日(水) 福岡フレンドリークラブの学内交流会打ち合わせ 白�
４月23日(月)

九大留学生会スポンサーミーティング打ち合わせ (案内発
送､ 決算・予算書､ 議事次第等々について)

九大留学生会､ 白�
４月25日(水) 学部新入生＆チューターのオリエンテーション(於：六本松) 高松

４月27日(金) 伊都キャンパス学生寮および ｢セトル伊都｣ 見学 九大国際親善会､ 高松

５月13日(日)
九大留学生会スポンサーミーティング (20の地域団体との
年間行事日程調整､ 於：国際ホール)

九大留学生会､ 白�
６月６日(水) 福岡フレンドリークラブ前期会合 白�
６月17日(日) 福岡県留学生会ミーティング 高松

６月30日(土)
国際教育クリエーションズセミナー会合 (ボランティアセ
ミナー実施の件)

白�



スカリー悦子・白� 悟・高松 里156

７月４日(水)
ボランティア講座10回 ｢アメリカの留学生戦略：外交と利
害と｣ 講義 (於：留学生センター分室)

白�
９月３日(月)

太宰府天満宮崇敬会と ｢留学生との料理交歓会｣ の打ち合
わせ会合

九大留学生会､ 白�
９月16日(日) イスラム学生会主催 ｢イフタール・パーティ｣(香椎浜会館) スカリー

９月25日(火) チューター説明会 留学生課､ 高松

９月26日(水) 支援ボランティア日本人学生に対する説明会 香椎浜会館九大国際親善会

９月27・28日
(木・金)

���学生に対する支援 (会館入居､ 買物等) 九大国際親善会

９月28日(金) 伊都ドミトリーの受け入れ状況 高松､ 西山助教

９月28日(金)
���海の中道総合スポーツクラブの ｢福岡国際交流���������海の中道｣ 白�

９月28日(金) 福岡フレンドリークラブの後期日程の打ち合わせ会議 白�
９月30日(日) イスラム学生会主催 ｢イフタール・パーティ｣ (香椎浜会館) 高松

10月１～５日
(月～金)

香椎浜会館にて新入居者に対する支援 九大国際親善会

10月２日(火) 井尻会館見学会 (九大国際親善会学生対象) 高松

10月７日(日) 新入留学生のための天神ツアー そら

10月11日(木) 全学新入生オリエンテーション 留学生課､ 白�
10月12日(金) 井尻会館オリエンテーション スカリー

10月13日(土) 香椎浜会館オリエンテーション スカリー

10月15日(月) 福岡フレンドリークラブ後期会合 白�
10月18日(木) 福岡帰国留学生交流会・ネパール元留学生歓迎会 白�
10月28日(日)

留学生との国際親善料理交歓会 (留学生150人参加､ 於：中
村学園大学)

白�
10月30日(火) 九州地域留学生ネットワーク会議 (九州経済産業局主催) 白�
2008年
１月18日(金)

伊都地区の学生相談実務者会議 白�､ 高松
１月26日(土) 福岡帰国留学生交流会総会 白�
３月17日(月)

学部留学生１年生に対するチューター斡旋活動
・３月17日(月)六本松地区学生サービス係・九親会と打合せ
・３月26日(水)九親会との打合せ：チューター募集方法検討
・３月27日(木)九親会との打合せ：募集ポスター・チラシ確認
・４月11日(金)チューター希望者の申込期限
・４月15日(火)マッチング作業のチェック
・４月16日(水)｢日本事情｣ 授業終了後に追加募集
・４月18日(金)チューター決定・通知メール送付

六本松地区学生サービス掛
九大国際親善会､ 高松

３月19日(水) 福岡フレンドリークラブ役員との会合(来年度打ち合わせ等) 白�
３月24日(月) 新入留学生の会館受け入れに関する打ち合わせ会議

留学生課､ 会館サポーター､
九大国際親善会､ スカリー､
高松

３月26日(水) チューター説明会 (空港や博多駅への出迎えを指示) 留学生課､ 高松



�. 学内の学生団体・支援団体に対する顧問活動
(1) 九州大学留学生会 (�����)
留学生の相互扶助組織､ 主に､ 学生間の交流活動および地域団体との交流のコーディネーショ

ンを行っている｡ (表４)

(2) 九州大学ムスリム学生会 (�����)
ムスリム学生による相互扶助およびムスリム理解のための講演会などを行っている｡ 伊都キャ

ンパスのレストランのメニューについて､ ムスリム教徒が食べることができるメニューが少ない､

魚のメニューなどを増やせないかという要望が上がっている｡

(3) 九州大学国際親善会 (�����)
留学生の受験生案内､ 香椎浜会館の入居支援､ 毎週木曜日のコーヒーアワー (於：留学生サン

ター分室)､ シンガポール大学との交換プログラム ｢����������������｣ などの活動を行っ
ている｡ (表５)

(4) ボランティアグループ���� (そら)
社会人による留学生支援グループである｡ 留学生の引越しなど個別援助や九大留学生会等の交

流行事の手伝いなどを行っている｡

(5) 福岡フレンドリークラブ

九州大学には家族同伴の留学生が約300人いる｡ 300人近くの夫人たちやその子供たちの生活支

援が大きな課題になっている｡ 福岡フレンドリークラブは地域の日本婦人で構成される団体であ

り､ 九州大学教員の夫人も参加している｡ 留学生夫人との交流と支援を目的に､ 毎週水曜日に留

学生センター分室にて活動している｡

活動は､ 留学生夫人向けの日本語授業 (12：30～14：20) および交流会 (14：30～16：30) で

ある｡ これら活動を通じて親しくなった留学生夫人たちの生活上の相談にも応じている｡ 福岡地

域留学生推進協議会よりその15年の活動が表彰された｡ (表５)

2007年度 九州大学留学生センター留学生指導部門報告 157

３月26日(水)
学生生活相談連絡協議会 (健康科学センター､ 学生生活・
修学相談室､ 留学生センター：各部局の学生生活相談取組
み状況等の報告)

白�､ 高松
４月１～５日
(火～金)

香椎浜会館での適応支援 (国費留学生の大半が来日｡ 夜中
到着の留学生もいるため､ 毛布などを確保)

九大国際親善会､ 会館サポー
ター

４月５日(土)
天神ツアー (会館から天神までバスで行き､ 国際交流関係
施設の訪問等)

そら

４月９日(水)
学部１年生対象､ 履修説明会クラス担任との懇談会 (工学
部)

高松

４月９日(水) 全学新入留学生オリエンテーション (於：国際ホール) 留学生課､ 白�
４月23日(水)

新入学部留学生・チューターのオリエンテーション (於：
六本松)

高松



�. 社会貢献
１. 市民セミナー

2007年４月：国際教育クリエーションズ主催 ｢春期市民セミナー｣ (後援：福岡県､ 福岡市､ 福岡

市教育委員会) にて市民ボランティアのための留学生政策・制度・カウンセリング等について講義を

行った｡ (白�､ 高松)
２. 講演

2007年４月14日(土)～15日(日)：佼正カウンセリング研究所講演 (高松)

５月19日(土)～20日(日)：佼成カウンセリング研究所講演 (高松)

５月26日(土)：九州キャリアコンサルタント協会講演 (高松)

６月21日(木)：���法人 ｢地球共育の会｣ 学習会にて講演 (高松)
７月１日(日)：九州キャリアコンサルタント協会講演�高松)
７月25日(水)：宮崎女子短期大学 (��講師､ 高松)
８月10日(金)：青年海外協力隊経験者の学習会にて講演 (福岡市､ 高松)

10月24日(水)：九産大にて講演 (｢臨床コミュニティ心理学｣) �高松)
2008年２月８日(金)：海外青年協力隊福岡��会にて講演 (高松)

２月20日(水)：佐賀県精神保健福祉センター ｢セルフヘルプ・グループとサポート・グループ｣

講演 (高松)

２月27日(水)～29日(金)：香川大学グループセミナーにファシリテーター参加 (高松)
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表４ 九州大学留学生会の主要な年間行事

日 時 交流活動行事 備 考

2007年５月 スポンサーミーティング 約20の地域団体との年間交流行事の日程打ち合わせ会議

６月
サッカートーナメント 留学生チームを編成している｡

九大会との懇談会 九大会は､ 九州大学��の集まり｡
７月 九州バス旅行 (日帰り) (財)西日本国際財団の助成による

10月 文化交流会 (於：香椎浜会館)

10月 国際親善料理交歓会 留学生約120人､ 日本人約50人参加

12月 国際親善Ｘマスパーティー 留学生約100人､ 日本人約50人参加

１月 ボーリング・トーナメント

２月 カラオケ・コンテスト 各国留学生による日本歌謡披露

３月 太宰府天満宮観桜会 留学生約80人､ 日本人約100人参加

表５ 留学生センターにおける交流・支援活動

毎週水曜日
12：45～14：00 留学生家族のための日本語教室 福岡フレンドリークラブ

14：30～16：00 �����������������の集い 福岡フレンドリークラブ

毎週木曜日 17：30～19：00 ����������������������� 九州大学国際親善会



３月21日(金)～22日(土)：茨城キリスト教大学カウンセリング研究所 ｢多文化間カウンセリン

グ｣ 講演 (高松)

３. 地域の委員

・福岡県東警察署協議会委員 (白�)
・福岡県国際ビジネス人材支援会議幹事 (白�)：留学生の福岡県内の就職支援
・九州留学生問題フォーラム理事・事務局長 (白�)
・(財)福岡国際育英会理事 (白�)：民間の国際交流会館の建設と運営
・国土交通省海ノ中道海浜公園ユニバーサルデザイン検討委員会委員 (白�)
・九州留学生問題フォーラム理事 (高松)

以上
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執 筆 者

(執筆順)

郭 俊 海 九州大学留学生センター准教授
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