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Co-curricular Affordances in the JTW Learning Niche

	 Jordan Pollack	 ＊

Comprehensive educational programs typically involve curricular, co-curricular, and extra-curricular 

learning phases.  The first two1 are more or less designed, controlled, articulated, and predictable; the 

latter,2 mostly unplanned and unintegrated, if anticipatable.  Co-curricular activities and experiences sup-

plement classroom and laboratory learning but are ungraded and do not award credit for benefits presum-

ably obtained through participation.  Field trips and workshops would be examples.  Especially with 

education abroad programs, the co-curricular moments allow opportunity for inter-cultural engagement 

not usually available to students pursuing their studies exclusively at home.  Therein lies an important and 

distinctive value of extended, immersive learning in culturally unfamiliar places.

Co-curricular events comprise a crucial part of the Kyushu University Japan in Today’s World (JTW) 

program, contributing indispensably to its mission.  Established in 1994, JTW is an integrated, one or two 

semester-long, campus-based living-learning experience for international students, mainly undergradu-

ates, offering a diverse and rigorous Japanese studies curriculum with language training at multiple levels.  

Core course instruction is in English.3 Individually assigned Japanese student supporters (“tutors”) and 

conversation partners as well as Japanese host families, in addition to welcoming student clubs, circles, 

and sports teams, ensure JTW students enjoy numerous interactions and cultivate meaningful relation-

ships within the campus and local communities.  JTW’s purpose, as discussed in Pollack (2007), is to 

foster the development of various competencies—generally the knowledge, attitudes, and skills needed 

for successful (effective and appropriate) dealings with cultural “others,” primarily (though not exclu-
＊  The author is a cultural anthropologist and professor of the Kyushu University International Student Center.
1	 	 Curricular “refers to the lessons and academic content taught in a school or in a specific course or program…typically…

the knowledge and skills students are expected to learn, which include the learning standards or learning objectives they 
are expected to meet; the units and lessons that teachers teach; the assignments and projects given to students; the books, 
materials, videos, presentations, and readings used in a course; and the tests, assessments, and other methods used to 
evaluate student learning (Great Schools Partnership, 2014).”  The co-curricular, in contrast, “refers to activities, pro-
grams, and learning experiences that complement, in some way, what students are learning in school—i.e., experiences 
that are connected to or mirror the academic curriculum (ibid.).” 

2	 	 If co-curricular activities are an extension of the formal learning experiences in a course or academic program…extra-

curricular activities may be offered or coordinated by a school, but may not be explicitly connected to academic learning 
(Great Schools, op. cit.).

3  This essay draws in part from the author’s twelve years of coordinating the JTW program.  For further details, visit 
http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/jtw/; see also Pollack (2007, 2009, 2011, and 2015).
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sively) Japanese.  Many of these competencies emerge or are enhanced, sometimes in subtle or unobvi-

ous ways, through the co-curricular aspect of participation.

Indeed, JTW might usefully be thought of as a learning niche constituted of various affordances, from 

formal to informal.  In the sense intended here, and in keeping with James J. Gibson’s seminal use of the 

term,4 affordances are the possibilities of action available to an agent within some situation or environment 

given its features, specifically their spatial, temporal, and material properties and relationships, but that 

contribute to the agent’s fitness and flourishing.  Tree branches, for example, serve as affordances for arbo-

real suspension or locomotion with, respectively, New World (spider, howler) monkeys possessing pre-

hensile tails and hylobates (gibbons, siamangs) who brachiate.  Affordances are objectively available to 

the agent, in accordance with the agent’s own capacities to exploit them, independently of whether they 

are recognized as such.  Opportunities as niche constituents thus make up a very large matrix of options 

for selective behavior that in practice mostly will go missed or ignored.  Moreover, mistaken beliefs in, or 

false claims of, affordance also may figure into action calculations and choices, interfering with intentions.  

Such contingencies, needless to say, should be well-considered in the organizing of learning activities.  

Whereas classroom instruction and laboratory work present affordances, so construed, in the JTW 

curricular context, the study trip reviewed below—a half-day visit to Nishi-Arita in Kyushu’s Saga 

Prefecture to experience first-hand traditional rice-harvesting, followed with a barbeque hosted by local 

farmers and later a 45-minute group hike down neighboring Mt. Kagami in Karatsu City—regularly 

included in JTW academic year agenda, does so as a co-curricular event.  Close examination of the activi-

ties will serve to demonstrate the depth and breadth of affordances that are richly available to complement 

curricular learning, thereby furthering students’ understanding of, appreciation for, and intercultural 

competence within Japan. 

Rice-Harvesting in Nishi-Arita

Participation on this and most other JTW study trips is optional for students, but most will attend for 

the promise and adventure of experiencing aspects of life in Japan not often open to tourists or other 

shorter-term visitors.  Introduction of, and brief justification for, upcoming semester outings is made first 

at JTW orientation when the Program begins, the tentative itineraries provided in fliers (see Appendix A 

for an example).  As the event dates approach, any required fees5 are collected from students.  These are 

4	 	 Gibson, 1977.

5	 	 Most costs (bus transportation, admission fees, etc.) associated with JTW field trips and workshops are borne by 
Kyushu University, partly in recognition of the contribution of such activities to Program success, which in turn is viewed 
as an essential component of maintaining the University’s profile as a globally leading institution.   
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kept to a minimum so as not to discourage participation by students with limited means or for other thrift-

concerned reasons.6  

The rice-harvesting trip asks ¥2,500, by far the largest amount assessed, to enjoy a barbeque hosted 

by local farmers.  Departure from campus is early—8:20—and travel to the harvesting site, taking roughly 

two hours, is by bus.  Students return to campus in the evening, around 7:00 p.m.  JTW faculty coordina-

tors are joined by two administrative support staff, responsible for managing the logistical arrangements, 

and four-to-six Japanese student escorts (“tutors”) who assist with shepherding the 50 or so attendees, in 

leading the excursion.  From time to time, a senior University administrator or guest faculty member will 

join to observe. 

Affordances on the occasion are numerous.  They start with a preparatory lecture given by a coordi-

nator that alerts students to what is in store, advises on how to dress, and more.  The “study” in study trip 

refers to the expectation of substantive academic content, and that is also delivered, initially, with the 

lecture, and then subsequently, if opportunistically, as the trip unfolds, by way of situational faculty and 

staff comments (explanations, allusions, illustrations) as well as intermittent, spontaneous, ideally enlight-

ening dialog among all participants, site hosts included.  The lecture, however, outlines the framework for 

proper understanding, sets forth the meanings—specifying signifiers with their interpretations—to be 

conveyed.  Entitled “Rice and Japan,” the goal is to convey the many social and material resonances, cul-

turally constructed, between the two categories.  Rice cultivation and Japanese identity are causally and 

conceptually fused or blended—internally related in the philosophical sense, mutually constituting in the 

anthropological sense.  Each in its being and defining characteristics is what it is, has the identifying prop-

erties it does, only in virtue of being historically produced and conditioned by the other.  Japanese 

produce rice, which depends for its very existence on their cultivation of it; but Japanese are then nour-

ished by it, and in a real, if more limited, sense depend for their own existence on its successful produc-

tion.  Students receive a copy of Emiko Ohnuki-Tierney’s 2005, which inspired and excellently elaborates 

the argument.  

Rice is discussed as both resource and signifier in the Japanese cultural context.  Exposition in the 

first case reviews the 5th century BCE, archeologically evidenced transmission of rice horticulture from 

the Eurasian continent together with mythic claims of an indigenous invention of the technology; the place 

of rice in the Japanese diet and lexicon; rice as a factor in the production of other goods (e.g., tatami mats); 

its slow displacement as a food staple (the only grain in which Japan is self-sufficient) by the consumption 

of bread and other baked grain products; rice plant anatomy; the emergence of rice domesticates, and 

6  Nearly all JTW students benefit from various scholarships, typically Japanese government “JASSO” awards, intended to 
address basic living expenses (food, dormitory room and utilities, local transportation, course books and supplies, and so 
on).
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comparison of wild and domesticated varieties; the rice-growing phases and production cycle; the purpose 

of the government-subsidized rice paddy area where the JTW harvesting takes place (offering students 

and others a hands-on moment to experience aspects of traditional farming practiced for many centuries); 

and the various ecological and aesthetic functions of paddies (water storage, flood prevention, soil conser-

vation, support of biodiversity, beautification of the landscape, etc.).

When treated as signifier, rice has served as a rich, condensing key symbol (Ortner 1973), standing 

at once for various constitutive elements of Japanese identity, hence ultimately for “the Japanese self.”  

Ohnuki-Tierney (op. cit.) explains how: To many Japanese, though at different times and to variable 

extents, rice has been a signifier of value, useful for measuring the worth of things, for exchanging for 

other valuables, as well as a storable value in itself; a signifier of divinity, with deities thought to inhabit 

each grain of rice, such that eating rice was a magical form of acquiring divine powers; a signifier of social 

solidarity, the sharing of rice at meals between family members and with deities, and the collective, village-

based production of rice, exhibiting and endorsing the indispensable ties of community; a signifier of 

cultural genesis, as the demands especially of wet rice farming selected, over historical time, for norms of 

cooperation in coordinated, often hierarchical, corporate or group activity; a signifier of synchronicities 

with nature, the stages of rice production paralleling the passage of the seasons, affirming a prosperity-

yielding rhythmic fit between humans and their ecology; and a signifier of national-historical identity, in 

terms of which Japanese proudly authored their cultural autonomy and originality in opposition to the 

threatening cultural hegemonies of China in an earlier age and “the West” in a more recent period.

Textual appreciation of the insights Ohnuki-Tierney has provided, needless to say, does not require a 

journey to Japan.  The affordances of a field trip, however, do, and many of these are nonverbal.  Physically 

moving through Japanese space and time, on this and other outings, affords opportunities not experience-

able at home to engage all the senses in a novel, alternative world, allowing students fuller contact with the 

local dimensionality of life.  They may take notice, for example, of the patterns of city architecture, urban 

design, and suburban sprawl on the rides to and from the destination, recognizing increasingly for them-

selves the well-discussed standardization of building styles (Waley, 2011), spreading concretization of the 

countryside (ibid.), convergent and complete occupation by people and their structures of the flat, alluvial 

plains, and inter-digitation (Karan, 2005) of functional zoning for residence, commercial, manufacturing, 

leisure, and other purposes—all of which coalesce into a kaleidoscopic, almost whimsically variegated 

landscape that contrasts with a presupposed orderliness, artifact of a stereotyped imagining of Japan.  The 

extensiveness and quality of upkeep of the efficient highway networks, Kyushu’s heavily trafficked con-

nective tissue, also commands the attention.  Passing through inaka (the countryside), the palette of 

seasonally changing, contrasting crop and foliage colors, too, yellowing with autumn’s arrival, and set 

against dark, evergreen-blanketed mountains, intensifies the visual composition.  With the co-curricular, 
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signifiers materialize into their conventional interpretants.

Once at the elevated harvesting site, high up on the side of a mountain, students find themselves in 

reach of the golden terraced paddies, their stepwise, cascading descent to the leveled-out fields below 

testifying dramatically to the immense, exhausting history of toil that created and continues to maintain 

them.  This is a humanly transformed space that for all of its seemingly natural beauty is far from pristine 

or primordial; it is instead what cultural evolutionists currently refer to, rather unpoetically, as an exem-

plar of niche construction—“nature” refined, constrained, disciplined, made tame and predictable, that 

acts reflexively upon its creators, imposing on them what its sustainability demands.  But it has become 

now space, previously inaccessible, intimidating, only viewable from a distance, even forbidden, that is to 

be entered, the soft, spongy mud to be reverently (or so students are instructed) trod upon.  It is now 

repurposed space, announced with a territorializing sign—“Kyushu University-JTW”—that students will 

shortly begin to reconfigure, wearing Program-supplied gloves and wielding host farmer-supplied, ser-

rated sickles (nokogirikama), in collective labor, cutting down stalks (inekari), in bunches, of mature, yet-

to-be-husked kome (bran-enwrapped endosperm).  They are struck and rendered silent, many of them, by 

the rarity of the moment.  The spectacular, panoramic views from such an altitude of surrounding, cloud-

laced mountains crowding in upon settled, interweaving river valleys completes an idyllic tableau that 

gratifies dreams of encounters with this romanticized Japan, even as inchoate doubts of its representative-

ness and durability, spawned by contrasts with campus and city settings temporarily left behind, intrude—

affordances for disillusionment, perhaps.   

Affordances for realization and for new comprehension, however, tend to predominate.  The paddies, 

epitomes of exquisite human design, have been for some 2500 years the productive engines that feed 

Japanese, the managerial prerequisites for which have led to the practical and moral codes enabling the 

operational systems and communities that reproduce the engineers.  Such co-evolved, emergent mutual-

ism astounds; it requires of those who sow and reap solemn respect and a profound humility.  Reverence 

is expressed in devotional recognition of the intervening role of the paddy gods (ta no kami), resident for 

the duration of the growing cycle, who are ascribed the powers to protect against disasters and ensure a 

successful harvest.   Students must be cautioned to lower enthusiastic voices.  They are warned against 

careless trampling of the ripened plants.  Shown how properly to cut down the rice stalks, using a single, 

sharp, retracting slice (the temptation is to saw back and forth), employing a thumbs-up grasp so as to 

minimize risk of dismemberment, they immediately feel the strain in their muscles and joints from the 

awkward, unfamiliar squatting and back-bending to reach the paddy bed.  Sweet, earthy smells and a faint, 

residual dampness from desiccating fields envelopes them.  Awareness dawns of the hoariness of their 

movements and joint effort, dozens of them slashing synchronously, shoulder-to-shoulder, through the 

remaining, ill-fated plants stoically awaiting their fate.  The visible, sheer multiplicity and size of the 
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paddies forces appreciation as well of the magnitude of the task of harvesting and of the need for reliable 

partners in cooperative undertakings.  In reproducing an historical practice, students are afforded the 

invaluable chance to vicariously live the past.   

Still other affordances apply.  Students learn not only from and through their interactions with 

paddies, but by way of the farmers who oversee those paddies, work the individual fields throughout the 

year, and organize instructional and fund-raising visits such as JTW’s.  Much of their knowledge, 

demeanor, conduct, and skill is available to students for observation and contemplation.  Their speech, 

accents, humor, attire, informalities and other aspects of manner or style display cultural varieties associ-

ated with the rural lifeways of southwestern Kyushu.  The paddy labor under their supervision and the 

congratulatory barbeque following generate the commensalism of shared effort and reward, building fel-

lowship from familiarity, connecting students with people they most likely would not otherwise ever meet.

Spending time in Japan’s mountains, ascending one earlier in the day for rice-harvesting at significant 

elevation and descending one—Mt. Kagami, (Saga Prefecture)—to conclude the day, in a group trek to 

advance the bonding of Program students (usually just three weeks into the semester) through a faux-

pilgrimage terminating at Kagami Shrine, dedicated to the tutelary deity responsible for jurisdictional 

prosperity, offers additional affordances.  Mountains are infused with ascribed meanings, populated with 

imputed supernatural beings and forces.  The study trip then is occasion to make these (better) known, 

aiding awareness of the imaginative immersion of Japanese, past and present, in nature  Comprising some 

65% of Japan’s total land area (Barnes 2012), when defined by a 30-45° slope, mountains are venerated, 

regarded as sacred.  Students receive a trip handout (Ambros 2006) on the varieties of belief, and read that 

mountains are places where kami (deities) touch down, portals through which humans enter heaven, sites 

for the manifestation of other-worldly agents including Buddhist deities and both benevolent and malevo-

lent spirits, and locations for burying and re-encountering the dead.  Mountains are further appreciated, 

actually venerated, for their destructive power (volcanoes) and nourishing waters, linking them to human 

well-being.  Such functions in consequence render them ideal for spiritual reflection and training.  

Students therefore are not simply left to pass through, over, and around these massive features without 

hearing of their significances—without seeing how the social, the material, and the cultural may be 

brought into mutual relevance.

Endless Affordances

The scope of co-curricular affordances in JTW is considerable.  The larger slate of study trips in most 

years includes, among other excursions, visits to scenic areas (such as Ryomon and Mikaeri water falls, 

where students are told of the cultural significances of water as cleansing, purifying, spiritually 
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disciplining, nourishing, and life-giving, and the massive Aso caldera, which dramatically exhibits effects 

of the volcanic and seismic processes that condition life in the region); to the National Museum in nearby 

historic Dazaifu for a superb encounter with archaic Japan through authentic artifacts dating, in some 

cases, back millennia to the early Jōmon Period; to Susenji Elementary School in west Fukuoka (Nishi-ku), 

for a close-up look at primary education in operation; to Beppu, for enjoying traditional onsen (hot springs 

and hot sand bathing) therapy, observing proto-cultural stone-handling behaviors of Japanese macaques 

at Takasakiyama, and discovering local marine fish and mammal species at the Umitamago Aquarium; to 

Bairin Zen Temple, Kurume City, for meditation practice (zazen) in the Rinzai style and witnessing of the 

ascetic devotions of resident monks; to Toyota Motors’ Kyushu Miyata assembly plant, among the world’s 

most efficient, to learn about the famous automaker’s “just-in-time” production system and emulatable 

quality assurance strategies; and to the Fukuoka Disaster Prevention Center, after students arrive, for 

simulations as well as guidance on proper earthquake, typhoon, and fire responses.  Still other outings 

introduce medieval Kumamoto Castle, Tokugawa era regional governing center Hita City, the Kyushu 

Sapporo Beer Brewery, twelve-hundred-year-old Usajingū (Shintō shrine), the sublime 700 year-old 

Buddhist garden at Komyozenji, and the prominent Isegahama sumō stable, also in Dazaifu, to observe 

wrestlers, several of them currently nationally ranked, train for an upcoming major tournament as well as 

absorb the finer points of this traditional combative sport.

This last excursion, to the sumō stable in particular, merits brief discussion as another example of 

underappreciated affordances.  Students set out early to watch the intense, preparatory morning exer-

cises and practice bouts (asageiko).  Sometimes invited into the stable, and sometimes, because of the pre-

tournament crowd that has gathered, allowed only to peer inside through windows, they see for themselves—

and feel viscerally by their proximity —the assaultive, oddly polite brutality of contests that reproduce 

with intended fidelity ancient, 1500-year-old precedents.  Trip handouts and the pre-trip lecture have 

already introduced the professional organization and history of sumō; the beya (stable) managerial struc-

ture and daily regimen of workouts, meals, rest, and sleep; the mutually indexed systems of ranking of 

wrestlers (rikishi), judges (gyoji), and even barbers (tokoyama) who attend to the status-marking hair 

styles (only superior rikishi may wear the prestigious gingko leaf topknot, known as oichomage); the cer-

emonial aspects of tournaments; and much more.  Causing certainly the deepest impact, however, is the 

discovery that sumō is not simply a matter of outsized men—most 150 to 175 kilo behemoths—strug-

gling wildly to shove each other out of a ring (dohyō), albeit sacred and barred to women with their “pol-

luting” constitutions, or to the ground.  Rather, the collisions, for all of the punishing pounding, for all of 

the grunting and groaning and gasping for oxygen needed to power this scale of biomass, are complexly 

strategic and tactical.  Many variables must be accounted for that jointly will decide the outcome.  Thus 

rikishi for each match must consider, develop, optimize, and/or ready not only their weight but their tech-

niques, strength, flexibility, quickness, endurance, balance, leverage, explosiveness, size difference, 
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tolerance for pain, knowledge of limitations, state of injury, control of emotions (especially anger, fear, 

pride, and shame), ring manners and demeanor, and determination.  They must be aware, too, of these 

variables as they may apply to each opponent, evaluated in the light of previous experience fighting them.  

Realizing this complexity in sumō leads to better understanding of its popular embrace and durability as a 

culturally celebrated institution.  As well, it opens up — affords — the possibilities for new or deeper 

insights, by way of metaphoric extension, into the subtleties of Japanese sociality more broadly.7 

JTW consistently rates highly among its attendees and with its institutional partners for different 

reasons, but the contributions to academic and experiential quality of co-curricular affordances surely 

count among them.      

 

7	 	 “To identify an affordance is to have achieved access to a panoply of expectations that can be exploited, reflected 
upon…, used as generators of further reflections, etc. (Dennett 2016).”
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Appendix A

JTW 2016-2017 Fall/Winter Semester                              
Sunday, Oct. 16, 2016

Study Trip:  Rice Harvesting in Nishi-Arita
Schedule

October 16, Sunday

8:10 a.m. Gather at Ito Dormitory 1
8:20 Depart from Ito Campus

10:20 Arrive at Nishi-Arita
10:30 Rice harvesting!
12:30 p.m. Clean-up, change clothes (if needed)

1:00- Barbeque hosted by local farmers
2:30  Leave for Kagami Yama
4:00 Arrive at Kagami Yama
5:30 Leave for Osakana-Mura
5:50 Arrive at Osakana-Mura
6:05          Leave for Ito Campus
7:05           Arrive at Ito Campus

Fee: 2,500 yen Sign-up and Payment Deadline: September 30, Fri.

A few things to note:

• Wear layered clothing to adjust to temperature changes (we’ll be working high up on 
the side of a mountain, in a terraced, fairly dry, but once very wet, rice paddy);
durable long-sleeved tops and pants, not shorts, as well as shoes you won’t mind 
getting a little muddy, are most appropriate for the paddy. You might also bring along 
a hat, sun block, and sun glasses, to protect against exposure. And a hand towel for 
wash-up after our hard labor is also advised. We’ll supply you with work gloves and 
sickles for cutting down grain stalks. And bring good walking shoes for our hike later 
in the day.

• The barbeque will offer fresh meats (beef, pork, chicken) and vegetables (and of 
course onigiri) produced by local farmers. They’ll insist you have a great time, and 
assist you accordingly. It’s an all-you-can-eat-and-drink meal, which concludes with 
noodles most of you won’t have enough room left to enjoy.
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I.	 	Introduction: Japan as a ‘Hyper-Aged 
Society’

In response to rapid population aging, most 

developed countries around the world are pres-

sured to find ways to delay the retirement of old-

er workers. Research suggests that delaying 

retirement would be beneficial at least at three 

levels. At the national level, if substantially more 

older workers were to remain in the labor force 

beyond conventional retirement ages, it would 

contribute to reducing the anticipated fiscal insol-

vencies of age-related social expenditures, in-

cluding public pension schemes and health care 

for the aged (Hardy, 2006, 2011; Organization for 

Economic Co-Operation and Development, 2007, 

OECD, hereafter; Williamson, 2004). At the 

workplace level, delaying retirement would help 

employers retain some valued skills, knowledge, 

and social capitals in today’s increasingly com-

petitive global economy (Burtless, 2013; Flynn et 

al., 2014; Higo, Schröder & Yamada, 2016; 

Munnell & Sass, 2008). At the individual level, it 

would help increase financial security of older 

workers and their dependents once withdrawing 

from the workforce (Burtless, 2013; Williamson 

& Higo, 2009).

In this global content, arguably, Japan 
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deserves international attention; today Japan 

leads the rest of the world in aging of the popula-

tion and of the workforce. According to the 

United Nations (2016), as of 2015, about 8.3 per-

cent of the world’s total population was aged 65 

and older. The corresponding figures for the 

whole of European countries (Europe, hereafter) 

and the United States (U.S., hereafter) were 17.6 

and 14.8 percent, respectively. The figure for 

Japan was 26.3 percent, which was not only sub-

stantially higher than that for Europe and the U.S. 

but also the world’s highest1 (Higo & Klassen, 

2016; United Nations, 2016). This figure for year 

2015, 26.3 percent, is projected to continue rising 

to about 28.5 percent by 2020, to 30.4 percent by 

2030, to 34.2 percent by 2040, and to 36.3 percent 

by 2050, levels that will be higher than in any oth-

er country (United Nations, 2016). Over the next 

decades, therefore, Japan will remain far ahead of 

the rest of the world on the aging curve of the 

population.

Since the mid-1970s, delaying retirement – 

that of corporate employees in particular – has 

increasingly risen as one of the country’s main 

policy agenda (Higo & Klassen, 2015; Moriguchi 

& Ono, 2004). Reflecting this growing public con-

cern, the Ministry of Health, Labor, and Welfare 

(MHLW, hereafter) has developed a conceptual 

scheme that classifies countries around the world 

into three stages of population aging. The first 

stage is ‘aging society,’ at which older people – 

defined as those aged 65 – account for at least 

seven percent of the total population, and the 

next, ‘aged society,’ for at least 14 percent. The 

last stage is ‘hyper-aged society’, at which older 

people account for at least 21 percent of the total 

population (MHLW, 2010).

According to this classification, Japan be-

came an ‘aging society’ in 1970. Having experi-

enced population aging much faster than most 

other developed countries, it grew to be an ‘aged 

society’ in 1994 and a ‘hyper-aged society’ in 2007 

(Columus 2007, Higo & Klassen, 2016; MHLW 

2014). Not only does Japan lead the world in pop-

ulation aging today; it also has experienced one of 

the world’s fastest rates of population aging over 

the past decades (Higo & Klassen, 2016, 2015). 

Therefore, Japan’s experience of contending with 

the challenges associated with delaying the re-

tirement of its older workers offers a precursory 

case of an aging country, in its advanced stage of 

the demographic shift, that may offer a source for 

policy lessons today and in the future for other 

countries around the world, at various stages of 

population aging. 

The remaining of this article outlines five 

main characteristics of the trends of older worker 

employment in a ‘hyper-aged’ Japan. Discussions 

delivered in this article are based mainly on two 

sets of sources: a review of relevant literature and 

findings from the latest, publicly available survey 

data drawn mainly from MHLW, OECD, and the 

United Nations. This article aims to contribute to 

the corpus of policy literature on retirement by 

introducing main uniqueness of the case of Japan 

from an international perspective. As its over-

arching goal, it also aims to offer a source for a 

cross-national comparative analysis of the trend 

1		 A quarter of Japan’s total population has been aged 65 and older since September, 2013, according to the Ministry of In-
ternal Affairs and Communications (2015).
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of older worker retirement in the case of a ‘hyper-

aged’ Japan with that of other countries for future 

policymaking.

II.	 	Five Characteristics of Older Worker 
Employment in Japan

In what follows this article outlines five ma-

jor characteristics of the trends of older worker 

employment in Japan with a specific focus on 

those aged 55 to 64, an age group that most coun-

tries around the world have targeted over the 

past decade for the purpose of delaying the tim-

ing of their retirement (Williamson & Higo, 

2009). A brief discussion relevant to each of these 

characteristic is also delivered.

( 1 )  Internationally high employment rates 
among older workers

The employment rate of older workers aged 

55 to 64 in Japan, including both men and women, 

is high by international standards (OECD, 2016, 

2004; Seike & Yamada, 2004; Williamson & Higo, 

2009). Figure 1 presents data of older worker 

employment rates for all 35 OECD member coun-

tries in 2015 (OECD, 2016). 

In this year the employment rate for the 

OECD total was 58.1 percent, and the figure for 

Japan was substantially higher: 70.0 percent. 

Japan ranked sixth among all 35 OECD member 

countries, behind Iceland (84.5%), New Zealand 

(75.2%), Sweden (74.6%), Switzerland (72.8%), 

and Norway (72.2%). The figure for Japan was, 

nonetheless, significantly higher than that for the 

United States (61.5%), the United Kingdom 

(61.8%), and Germany (66.2%). This trend 

suggests that workers in Japan remain employed 

longer particularly when compared with other 

populous, developed countries with large-sized 

economies.  

To date, research has suggested several fac-

tors that may contribute to the high employment 

rate of older workers in Japan. Seike and Yamada 

(2004) argue that in general workers in Japan 

have strong economic incentives to remain eco-

nomically active as long as possible due mainly to 

the modest provisions of the public pension 

scheme. In Japan, while public pension benefits 

are one of the main financial resources for many 

older adults in retirement, the replacement rates 

of the public pension are very low – in both gross 

and net replacement rates, the third lowest 

among OECD countries only after Chile and the 

United Kingdom (Higo, 2013; OECD, 2004; 

Williamson & Higo, 2009). Income from work is 

therefore an important part of the financial re-

sources for older people in Japan (Seike and 

Yamada (2004). This economic factor has gener-

ated a number of what is referred to as working 

pensioners, who remain employed out of eco-

nomic necessities while receiving at least part of 

the public pension benefits (Casey, 2004; 

Horioka, Suzuki & Hatta, 2007; Yamada & Higo, 

2011).

Higo and Klassen (2013) emphasize the role 

of the national government in response to the un-

precedented demographic pressure that the 

country has been facing over the past decades. 

Due partly to the rapid decline in the childbirth 

rate, Japan has been experiencing not only the 

rapid population aging but also a shrinking of the 

size of the population and of the workforce (Higo 



14 Masa Higo

& Klassen, 2016; Yamada & Higo, 2015). Under 

this demographic pressure, the government has 

rendered it a de facto top national priority to pro-

long the working lives of older adults as a way to 

help maintain the country’s economic vitality in 

the midst of the increasingly competitive global 

economy (Higo, 2013; Higo, Schröder & Yamada, 

2016; Williamson & Higo, 2009). 

Furthermore, Bass (1996) discusses the im-

portance of the role of the Japanese national 

cultural value placed on work, employment, and 

corporate memberships as a main source of posi-

tive self-esteem and purpose of life at large. In ad-

dition to economic reasons, older adults in Japan, 

current male older workers in particular, have 

strong intrinsic reasons to continue working as 

long as their health and other factors permit 

(Bass, 2014; England & Misumi, 1986; Karasawa 

et al., 2011; Shirai, et al. 2006).

Figure 1.  Employment rates, age group 55-64, total (men and women), by country, 2015 (%)
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( 2 )  High older worker employment rates as 
a historical trend

The tendency that the older worker employ-

ment rate in Japan is high relative to many other 

industrial countries is not only a contemporary 

trend; it is historical. Figure 2 presents data of 

trends of older worker employment rates, includ-

ing both men and women, for Japan, Europe, and 

the U.S. from 1972 through 2015. Roughly over 

the past four decades, as in Figure 2, the em-

ployment rate for Japan has been constantly over 

60 percent and has constantly been higher than 

for Europe and the U.S. It is also worth noting 

that, as in Figure 2, while the employment rates 

both for Europe and the U.S. had once started to 

gradually drop since the early 1970s, Japan does 

not seem to share a similar historical tendency.  

As Ebbinghaus (2001), Taylor and Earl 

(2016), and Walker (2000) argue, the modern his-

tory of retirement as a social institution in Western 

Europe and, to lesser extent, in the U.S. is charac-

terized by the government-condoned routes for 

early exit from the workforce that has increasingly 

been prevalent roughly from the early 1970s 

through the 1980s. During the periods of eco-

nomic downturn and mass unemployment, the 

governments in those countries took the lead for 

creating early retirement routes – various forms 

of early retirement incentives that aimed to en-

courage older workers to withdraw from the 

workforce earlier than the conventional pension-

able ages (Klassen, 2013; Schils, 2005).

These routes were promoted and created 

based on an assumption that encouraging early 

retirement of older workers would help reduce 

the rapidly rising number of unemployed youth. 

Figure 2.  Trend of employment rates, age group 55-64, total (men and women), by country, 1972-2015 (%)
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While effectively inducing a large number of old-

er workers to retirement, however, these govern-

ment-initiated early retirement incentives had 

largely failed to achieve their primary policy ob-

jective: reducing youth unemployment (Costa, 

1998; De Vroom, 2004; Klassen, 2013). Rather 

than following this path, policymakers in Japan 

have learned lessons from these unsuccessful at-

tempts overseas; having projected a rapid shrink-

ing of the country’s workforce, it has never been 

a sound policy option for the Japanese govern-

ment to encourage labor force exit of any age 

group (Higo, 2013; OECD, 2004; Ono, 2007; Seike 

& Yamada, 2004). Unlike the case of Europe and 

the U.S., therefore, in Japan a history of early re-

tirement incentives, at a government-level, is sub-

stantially absent (Flynn et al., 2014; Oshio, 

Shimizutani & Oishi, 2010; Yamada & Higo, 

2015).

( 3 )  Persistent gender gaps in employment 
rates

Across countries around the world, employ-

ment rates are higher for men than for women in-

cluding those of older workers. Over the past 

decades, most developed countries, including those 

in Europe, the U.S., and Japan, have been closing 

the gender gaps at different timings and speed and 

through varying measures (International Labor 

Organization, 2016; Banerjee, 2013; Hardy, 2006). 

As a third characteristic, however, relative to 

other developed countries, the gender gap in 

Japan has still remained significantly more per-

sistent event to date. Figure 3 presents data of 

employment rates of older workers by gender in 

Japan, the U.S., Europe, and a total of all 35 

OECD countries. In Japan the employment rate 

was 82.4 percent and 57.8 percent for men and 

Figure 3.  Employment rates, age group 55-64, by country and gender, 2015 (%)
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women, respectively – the gender gap was 24.9 

percent. This figure is substantially higher than 

that in the U.S., Europe, and the OECD total. As 

in Figure 3, in the U.S., the employment rate was 

67.1 percent and 56.4 percent for men and wom-

en, respectively; the gender gap was 10.7 percent. 

In Europe, as the employment rate was 59.7 per-

cent and 45.1 percent for men and women, re-

spectively; the gender gap was 14.6 percent. 

In all 35 OECD countries, the gender gap 

was 16.8 percent as the employment rate was 66.7 

percent for men and 49.9 percent for women 

(OECD, 2016).

One of the major contributors to the wide 

gender gap in Japan is the institution of lifetime 

employment, which has characterized Japan’s la-

bor market throughout the country’s post-war 

history (Gordon, 1998; Higo & Klassen, 2015; 

Higo, 2013; Ono, 2007). Under this institution, 

typically workers are hired immediately after 

completion of their schooling and stay with the 

same employers, or within the employers’ organi-

zational or business networks, until retirement. 

Employees of organizations under the lifetime 

employment institution are, in a general term, as-

sured of long-term, secure employment, and reg-

ular wage increases through seniority-based 

wage increase systems (Dore, 2004; Gordon, 

1998). Simultaneously, employers are assured of 

a stable labor supply and long hours of work due 

to the long-term corporate loyalty of their em-

ployees (Ono, 2007). In Japan, lifetime employ-

ment as such was solidly institutionalized across 

most industrial sectors, in both public and private 

employment, and for many occupations during 

the times of the postwar reconstruction (Mouer 

& Kawanishi, 2005).

Brinton (1994) and Ogoshi (2006) argues 

that lifetime employment as institutionalized in 

Japan’s labor market is characteristically male-

centered by nature. The core workforce of the 

lifetime employment institution consists mainly 

of regular employees – those employed on full-

time and presumably permanent contract bases, 

and most of those employees are male (Ogoshi 

2006). Historically, by contrast female workers 

have largely been excluded from this institution 

(Abe, 2011; Brinton, 1994). Over roughly the last 

two decades, the scale of the lifetime employment 

institution in Japan’s labor market has steadily 

been in decline. This is mainly because older 

workers have been rendered too costly for most 

employers to retain as they search for greater ef-

ficiency in management of human resources in 

the wake of recovery from the economic reces-

sion since the early 1990s (Higo & Klassen, 

2013). Residues of this highly gendered labor 

market institution have, nonetheless, still been 

visible in many industries and organizations in 

Japan’s workforce today, which have contributed 

to the persistent, wide gender gap in the country 

(Ono, 2007). 

In the global trend toward closing the gender 

gap in employment, Japan lags behind many other 

developed countries around the world. Japanese 

women have the world’s longest life expectancies 

at birth and the longest number of years free from 

disability (Williamson & Higo, 2009). Therefore, if 

the government aims to delay the retirement of 

older workers as a way to increase the aggregate 

hours of labor that they supply, it is imperative for 

the country to follow the successful approaches of 
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those countries in Western Europe and North 

America in particular. 

( 4 )  An increase in non-regular employment 
among older workers

Roughly over the past two decades, the 

share of older workers in Japan who are non-reg-

ular employees has steadily been increasing. As 

opposed to regular employees, non-regular em-

ployees in this context refers to those employed 

on a part-time, temporary, or a combination of 

both basis (OECD, 2007). These workers are typ-

ically outside the institutional framework of the 

aforementioned lifetime employment (Higo & 

Klassen, 2016; OECD, 2004; Yamada & Higo, 

2015). Figure 4 presents data of the trend of the 

share of older workers who are non-regular em-

ployees from 1988 to 2016.2 As in Figure 4, the 

shares have steadily increased, and this is the 

case for both men and women.

As mentioned earlier, the lifetime employ-

ment institution in Japan has steadily been down-

sizing over the past few decades (Yamada & 

Higo, 2011). This trend has emerged in parallel to 

a sharp rise in the number of non-regular employ-

ees in the workforce. In Japan, conventionally, 

married women have been overrepresented in 

the non-regular workforce (Japan Institute of 

Labor Policy and Training, 2008). The interplay 

between employers’ persistent use of corporate 

mandatory retirement policies on the one hand 

and the national government’s effort to prolong 

the working lives of older adults on the other has 

contributed to the steady increase of the share of 

older men as well as women who are non-regular 

employees (Higo & Klassen, 2013, 2015; Yamada 

& Higo, 2015). 

The most significant factors behind the raise 

of non-regular employees among older workers 

rest in the last two major amendments to the Law 

for the Stabilization of Employment of Older 

Persons (LSEOP, hereafter) made in 2004 and 

2012 (Higo & Klassen, 2015). Originally legislat-

ed in 1971, LSEOP has been the central legisla-

tive framework through which the national 

government has intervened into the labor market 

in order to increase the mandatory corporate re-

tirement ages set by employers. Behind the se-

ries of amendments of LSEOP is the urge to 

mitigate the anticipated financial strain on the 

public pension system. The primary goal of the 

2004 and 2012 amendments of LSEOP is specifi-

cally to promote the continued work beyond age 

60 (Yamada & Higo, 2011, 2015; Williamson & 

Higo, 2007, 2009). 

The 2004 amendment of LSEOP (enacted 

April 1, 2006) required that employers comply 

with one of the following three options at the lat-

est by April 2013: (1) fully abolish mandatory re-

tirement rules in the workplace; (2) set the 

minimum age for mandatory retirement at 65 or 

above; or (3) adopting employment policies aim-

ing to retain employees until at least age 65. To 

comply with this requirement, the majority of em-

ployers chose the third option instead of the first 

two – even by 2012, about 92.1 percent of employ-

ers elected the third option. In this option, em-

ployers were required to introduce prolonged 

2  Data from 1998 through 2001 were of every February. Those from 2002 on were an average of the months of January, 
February, and March (Statistic Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications, 2016).
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employment policies, rehiring policies, or both. 

The prolonged employment policy refers to al-

lowing workers to remain employed beyond the 

mandatory retirement age at least until age 65. 

Contrary to this, rehiring policies refer to the ter-

mination of the regular employment contract 

once employees reach their organization’s man-

datory retirement age. Upon the termination of 

the regular employment contract, employees are 

re-hired, though under different, often non-regu-

lar, employment conditions. The majority of em-

ployers who chose the third option – about 71.6 

percent in 2012 – only introduced rehiring poli-

cies (MHLW, 2014).

Overall the 2004 amendment of LSEOP was 

not effective in promoting continued employment 

of older workers beyond the mandatory retire-

ment age (typically age 60). This was largely the 

case because employers were not necessarily 

obliged to offer continued employment opportu-

nities to all who wished to continue to work; they 

were able to select employees if the criteria for 

selection were agreed by Employer-Employee 

Agreements (EEAs). As of 2012, about 75.4 percent 

of all workers who had reached their mandatory re-

tirement ages reported that they desired continued 

employment at their workplace. According to a re-

cent survey conducted by MHLW, only 47.9 percent 

of those workers were allowed to work until age 65. 

All these measures were intended to provide em-

ployment opportunities to those who were able and 

willing to work until they reach the pension eligibil-

ity age of 65, while providing flexibility for firms to 

make arrangements suited to individual business 

circumstances (Flynn, et al., 2014).

The 2004 amendment of LSEOP as such has 

Figure 4.  Trend of the share of employment status (regular vs. non-regular), age group 55-64, 1988-2016 (%)
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played a role in generating non-regular workers 

in the country’s workforce (Yamada & Higo, 

2015). While employers are by law required to at 

least re-hire their employees who have passed 

the organization’s mandatory retirement age, 

these employers have received a considerable de-

gree of discretion over employment terms for 

this group of re-hired employees. Under the cur-

rent law, the government af firms that, in ex-

change for  retaining employees beyond 

conventional mandatory retirement age, employ-

ers may change those employees’ wages, em-

ployment status, work schedule, job contents, 

and even workplace. Employees might therefore 

be transferred within employers’ business net-

works. In order to change terms of employment, 

typically employers once terminate employment 

and then re-hire them in temporary or part-time 

positions with significantly reduced wages and 

benefits (Ono, 2007), thereby shifting their status 

from ‘regular employees’ (the core workforce) to 

‘non-regular employees’ (the peripheral work-

force) (Higo 2006).

The latest partial amendment of LSEOP in 

2012 (enacted April 1, 2013) has mandated, in 

part to address this issue, that employers retain 

at least until age 65 all of their employees who 

have reached their mandatory retirement age 

and wish to be continually employed. In this ar-

rangement, importantly, all employees need to be 

retained if they wish to work until age 65. Employers 

are no longer allowed to select employees to whom 

they offer continued or re-employment. One idea 

behind the 2012 partial amendment of LSEOP is 

to require that all employers simply raise the 

mandatory retirement age at least up to age 65 if 

not abolishing the mandatory retirement policy 

altogether. 

To the government’s and workers’ concern, 

such employer reluctance has generated consid-

erable risks associated with financial security 

among older individuals, particularly among 

those aged 60 to 65. The government, however, 

still acknowledges the mounting pressure affect-

ing many employers to reduce human resource 

costs in order to maintain organizational competi-

tiveness in today’s national and global economic 

downturn (Yamada & Higo, 2011, 2015; Higo & 

Yamada, 2009). 

( 5 )  A surpass of effective retirement age 
over the pensionable age 

As a logical consequence of the high employ-

ment rate of older workers, both men and, to some 

extent, women, the effective retirement age of 

workers in Japan3 is high by international stan-

dards as well. According to OECD data averaging 

the effective retirement age over a five-year period 

between 2009 and 2014, Japanese men retired on 

average at age 69.3 and women at age 67.6, which 

means 4.3 and 2.6 years, respectively, after being 

able to first draw their public pension benefits 

(OECD, 2015). Figure 5 shows the effective ver-

sus the normal4 retirement age in Japan as well as 

3		 OECD (2015) defines the effective age of retirement as the average age of exit from the labor force during a 5-year period. 
Labor force exits are estimated by taking the difference in the participation rate for each 5-year age group (40 and over) at 
the beginning of the period and the rate for the corresponding age group aged 5-years older at the end of the period. 

4  The normal retirement age refers to the age at which an individual can retire in 2014 without any reduction to their pen-
sion having had a full career from age 20 (OECD, 2015).
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in all the other OECD member countries. By in-

ternational standards, as in Figure 5, Japan ranks 

very high with regard to male average retirement 

age, only after Mexico, Korea and Chile. The 

same holds true for women, where Japan ranks 

fifth after South Korea, Meio, Chile, and Iceland. 

It’s worth noting that the effective retirement age 

of Japan stands in contrast with other OECD coun-

tries, such as Norway, Luxemburg, Germany, and 

France, where the effective retirement is signifi-

cantly below the normal retirement age and where 

men transition into retirement on average prior to 

their 60s birthday. 

A possible explanation for the late work-re-

tirement transition among workers in Japan 

might rest in the aforementioned economic ne-

cessity to work while already drawing the public 

pension benefits. Personal wealth and pension 

income significantly influence retirement timing, 

and those that do not have sufficient funds to 

maintain their standard of living are likely to re-

main in the labor force (Munnell & Sass, 2008; 

Williamson & Higo, 2009). As mentioned earlier, 

this relatively large group is known as working 

pensioners, a concept that has been fostered by 

the Japanese government since 1965 to allow in-

dividuals to meet their financial needs (Yamada & 

Higo, 2011). It is likely that the group of working 

pensioners is composed mainly of low educated 

individuals and those with interrupted employment 

histories, including women, who have, due to low 

wages, a lack of contribution years, or a combina-

tion of both factors, accumulated insufficient pen-

sion entitlements (Flynn et al, 2014). Low educated 

individuals in low paying professions might likewise 

not have been able to acquire private pension funds 

to supplement their public pension. Based on this 

assessment, arguably, there is a large standard 

Figure 5.  Effective vs. normal retirement ages, men, 2009-2014 (average), by country (years old)
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deviation when investigating the retirement timing 

of high skilled and low skilled individuals, at least 

when only considering financial need to remain in 

work (Higo, Schröder & Yamada, 2016; Shimizutani, 

2011; Shimizutani & Oshio, 2012).

III.	 Conclusion

This article began by arguing that Japan’s 

experience deserves greater international atten-

tion when looking at the global trend of rapid 

population aging and of delaying the retirement 

of older workers. This is not only Japan became a 

‘hyper-aged’ society before all other countries, 

but also because Japan has kept workers, men in 

particular, in the labor force longer than most 

other major countries around the world. Does 

this mean that Japan may represent a successful 

model for other countries to follow in their cur-

rent and future efforts to delay retirement in their 

own rapidly aging workforces?

This article has outlined five main character-

istics of the trends of older worker employment 

in a ‘hyper-aged’ Japan, which aimed in part to 

help explain why workers in Japan remain in the 

labor force so long as they do. This article has 

clarified that employment rates among older 

workers (aged 55-64) are higher for Japan than 

for most other developed countries around the 

world today, and that this trend is historical. 

Another characteristic rests in its persistent gen-

der gap in employment including that of older 

workers. Due in part to the recent policy inter-

ventions that the national government has done, 

non-regular employment has increasingly been 

prevalent among older workers as well. Finally, 

as indicated by the substantial gap between the 

effective and normal retirement ages, a signifi-

cant number of working pensioners have contrib-

uted to the high employment rates among older 

workers in Japan. In the midst of the global trend 

of population aging, as this ar ticle suggests, 

Japan has contended with various challenges in 

further delaying the future retirement of its older 

workers – that of corporate employees in particu-

lar. Overall, this article concludes by arguing that 

the experience of Japan deserves close attention 

from other countries, not only to follow some as-

pects of the recent approaches to addressing this 

issue, but also to draw some negative lessons for 

their future policymaking.
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Performance Arts Workshops 

　Since 2009 I have been teaching a Performing Japan: Embodied Cultural Patterns course in Kyushu 

University’s Japan in Today’s World (JTW) international program. It is a short-term, 10-month, 2-semester 

program with a culturally diverse student body from Asia, Europe, North America.The curriculum 

approach is multidisciplinary: economics, city planning, law, traditional and contemporary performance 

art, literature, manga/anime, gender. For the Performing Japan courses, I organize one workshop per 

course with performance arts practitioners of various modalities from the Fukuoka City area. http://www.

isc.kyushu-u.ac.jp/jtw/

　 The general theme for all the workshops has been the power of communication through shintai 

(body), kotoba (words), chikara (energy). Some subthemes for individual workshops have been children’s 

games across cultures, and voicing in Japanese and  English with movement. The purpose is for students 

to encounter intercultural communication through body movement experiences. Underlying theory 

draws from Asian/eastern philosophy and practice of the body in disciplines such as butoh, Noguchi 

Method, taichi, kendo. The workshop is organized to integrate ideas on movement modalities toward the 

    ＊ Professor at Chikushi Jogakuen University
	 	 	 ＊＊ Dancer and teacher of Chinese martial arts “Baguazhang” Fukuoka
	 	＊＊＊ Acupuncturist, shiatsu physician and athlete trainer
	＊＊＊＊ Butoh dancer
＊＊＊＊＊ Percussionist
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experience of a unification of mind and body (Ichikawa and Yuasa), as opposed to the Descartes dichot-

omy which values mind over body learning.  

　 This papers shares strategies and reflections for the most recent workshop in May 2017: 

“Communication and Gravity”. The purpose was to sense both the grounding and lightness of  gravity in 

the body through performance arts practices such as guided meditation, arm-raising relaxation (modified 

Noguchi method), releasing tension of movement to gravity, taichi basic movements, and improvisation 

movement with guitar and percussion. This presentation will 1) introduce the performance arts practitio-

ners, 2) describe the workshop process, and 3) share both student participant and instructors reflections 

and learnings. 

Workshop Information:

Date: May 21, 2016, Saturday

Time: 1 – 4 p.m.

Place: Center  Zone 2 Bldg, Room 2107, Kyushu University, Ito Campus

Participants: Japan in Today’s World (JTW) international students

　Purpose and Process: To sense the lightness of the gravity in the body through performance arts prac-

tices such as guided meditation, arm-raising relaxation (modified Noguchi method), releasing tension 

of movement to gravity, Taichi basic movements, and improvisation movement with guitar and 

percussion.

Instructors: Profile and Performance Practice – movement descriptions and reflections.

TAMAH NAKAMURA （中村　テーマ）
*Profile: 

　 I am a professor at Chikushi Jogakuen University, Dazaifu, in communica-

tion skills and an instructor at JTW in contemporary Japan studies. A prac-

titioner in dance and somatic movement education, my Ph.D. dissertation 

is on Butoh as a form of social identity creation.

*Guided Meditation:
　Participants relax in face-up, prone position on mats on the floor. Suggestions 

to bring attention to each point of the body with focused breathing encour-

ages participants 1) to be to become aware of how that point feels, and 2) to 
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release tension at the point. Attention is brought to toes, feet, ankles, lower legs, knees, thighs, pelvis, 

body organs, lower back, upper back, chest, shoulders, arms, hands, fingers, neck, head, eyes. 

Awareness is then brought back to the whole body through movement starting with fingers and toes 

and radiating through the body. 

*Arm-raising Exercise:
Morita’s (Kasai, (2001) explains that:

People can enter butoh naturally through what 

Noguchi (1996) called “the god of gravity.” In 

Noguchi’s way, it is not you who moves your body, 

but the weight of your body that moves you. If you 

try to move the body intentionally, it ends up with 

over control, excessive power and muscle tension. 

In his butoh workshops, Morita’s instructs to:
reduce noises coming from inside and outside to enhance mind-body awareness to feel both 

inside and outside. You are affected by various impulses coming from your unconsciousness and 

outside stimuli such as sunshine, wind, fragrance of flowers, the feeling of the floor, and birds 

singing. You will find that you are amidst butoh when your body reaches this condition.

　Standing up with the least muscle tension is difficult for most people to realize. As a preparation, Arm 

Standing from a prone position is much easier because the number of related bones and joints are 

limited: wrists, elbows and shoulders. Kasai’s Arm Standing exercise can be accessed in full at http://

relak.net/toshi-kasai/butoh-4armstanding.pdf

The following excerpt of the exercise is summarized from Fraleigh and Nakamura (2006, p. 127):
　1.  In a face-up, prone position, stretch your arms long to either side of you on the floor and release 

tension from your entire body.

　2. Slowly lift your forearms to right angles keeping elbows on the floor. 

　3.  Slowly lift your entire arm sensing the weight of your arm, raising your shoulder blades off the 

floor.

　4.  Release tension from your shoulders and allow your shoulder blades to rest on the floor, sensing 

the gravity at that point, and the lightness of your arms floating above you.

　5.  Releasing the tension from your shoulders, gradually allow your arms to lower, first elbows to 

floor and then forearms to floor.

Note: Let your arms raise and lower with as little tension as possible in this exercise.



中村　テーマ・新部　健太郎・皆川　剛志・山口　千春・高祖　公三28

*Workshop Reflections

　Fear, anxiety, concern about being judged are the usual attitudes participants bring with them to a 

movement workshop in which they are participating for the first time. There may be a sense of question-

ing if they are ‘doing it right’ or comparison with other participants. The May 2017 workshop opened with 

a guided meditation allowing each participant time to sense their somatic body. The exercises which fol-

lowed  brought the participants’ awareness back to their externally moving body in careful increments. 

This progression of exercises, from the connection with the inner self through to the outer musculature 

helped create a sense of safety for each participant within their own space. When the group moved outside 

to begin individual, pair and group improvisational work, the flow was fluid and participants engaged will-

ingly, voluntarily, and enthusiastically. Instructors and participants interconnected seamlessly as human 

beings in motion without a sense of hierarchical status. The three hours of the workshop flew by quickly, 

and yet the group continued with improvisational songs, instruments and movement. It was a joy to expe-

rience young people from multiple cultures interacting through somatic connection.

　 The instructors’ approach to the workshop focuses on movement and embodiment of movements 

with a minimum of verbal explanation. General guidance through words is used to help the participants 

visualize the movement. Each individual may move freely in the way they interpret the words. Theoretical 

explanations are not offered during the workshop. Participants’ written reflections on their workshop 

experience are submitted to the main teacher  in class one week after the workshop.  Follow-up discussion 

during the  class session will include theoretical concepts, post-workshop experience, and post-reflective 

writing. The following two paragraphs outline a theoretical approach for movement workshops which 

focus on movement with verbal explanation.

CHIHARU YAMAGUCHI（山口　千春）
*Profile: 

　 I am a butoh dancer based in Fukuoka.I have also performed butoh in Tokyo, Taiwan and New York. I 

collaborate in live-action performances with musicians, painters, photographers, visual media, and 

other types of artists.

私は、この日のワークショップを「舞踏」というパフォーミングアーツの視点から振り返ってみる。
「舞踏」というのは、一般的に、定義が難しい舞台芸術とされているが、私がこれまで培ってきた「舞
踏」は、“個人の身体そのものが持つ記憶を丁寧に辿る踊り。また、その日、その時間、その空間に、
直接触れること”である。舞台で演じられるこの過程は、他の身体表現に共通する普遍的エッセンス
を含んでいる。今回、身体または表現に関わる５名のインストラクターにより、各々の分野に於ける
普遍的エッセンスを組み立て繋ぎ合わせることにより、参加者の身体性の変容を促した。
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ワークショップの概要
会場：九州大学伊都キャンパス　センター２号館2107教室、外庭
日時：2016年５月21日土曜日、13:00 ～ 16:00

１．空間設定
２．自己紹介
３．中村テーマによるメディテーション
４．皆川剛志によるストレッチ
５．新部健太郎による太極拳「推手」
６．山口千春、中村テーマによる舞踏と、高祖公三、Tash Eloise の演奏と歌。
　　全員参加のパフォーマンス

今回集まった JTW の学生達は、知的な眼差しを持つ11名の男女（数名は後半部分から参加）。彼ら
は、グラフィックデザイン専攻（CHL）、日本語を専攻し声優を目指す者（USA）、コミュニケーショ
ンデザイン専攻（AUS）、シンガーソングライター（AUS）、など多様な分野を歩みながらも、九州大
学に留学をし日本について学ぶ者達。

異文化の中で志高く学んでいる彼らに共通するのは、驚くほど柔軟に何かを得ようとする身体能力
を持つ事だ。新しい経験を前に、躊躇せず、各々の観点から瞬時に入り口を見出し、そして、すっと
中に入る事のできる身体。これは、経験を積んだ身体表現者が得ようとする、もっとも純粋で美しい
心身の状態かもしれない。まさに世阿弥の言う「初心の花」そのものなのだ。

このような彼らの身体能力に焦点を当て、肉体と精神を一度解体し再構築する事を、今回のワーク
ショップにおいて試みる。

1 ．空間設定
教室内の机と椅子を移動し、広場を設ける。そこへ長方形の和紙を広げる事で、日常から非日常空

間への場の転換を演出する。

2 ．自己紹介
日本語で自己紹介をし、インストラクターとの挨拶。　

3 ．中村テーマによるメディテーション
まずは身体をリラックスするところから始まる。中村は、大学教授で舞踏などの研究者であると共

に、自らも身体表現者である。そのため、リラクゼーションや呼吸法について詳しい。
休日の昼下がりのゆったりした時間帯特有の、やや重く硬い身体を、適度な緊張感をもって解放さ

せる。今回、中村は、メディテーションのメソッドを鐘の音と男性の声が導く音声を使用した。体を
床に横たえて、男性の声に沿って呼吸を整え、瞑想する。冷たい床の感触を、全身で感じる事で、手
足や背中に意識が行く、雑念を払い、自分の意識の在りよう自体に注意を向ける。
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一般的に瞑想は、盤座を組んだ姿勢や、椅子に座った状態で行う事が多いが、仰向けに床に寝た状
態でのメディテーションは、これから全身を使うワークを行う者にとって非常に有効的だと感じた。
「舞踏」はまず、目の前に広がる時空を日常から切り離すことから始まる、或いは切り離すプロセス

自体を観客に観せることからから始まるのだが、これも一種のメディテーションだと改めて気付かさ
れた。観客もまた舞踏家の心身の動きを観ることにより、意識の在りようが移ろい始め浮遊するのだ。
そして、舞踏家も観客も同時に自然体（フレキシブルな身体）を得ることにより、既成概念を取り払っ
た柔軟で純粋な視野が広がる。目の前の時空が別の様相で鮮やかに浮かび上がり、掘り出されていく。
舞台上では、ここから展開が始まるのだが、日常生活では、メディテーションで得たクリアな視野を、
あらゆる場面で活用できる。

4 ．皆川剛志によるストレッチ
皆川は、スポーツマッサージを専門としているが、ダンサーのボディメンテナンスを行う事もあり、

身体表現者の心身を熟知している。今回は野口体操を元に、身体の関節を緩めたり、脱力する方法を
学んだ。

始めに、背筋を伸ばしたまま、腰から前屈し、その後、両腕をぶら下げ、脱力する。また背筋を伸
ばしたまま頭頂部より起き上がる。起き上がった後、頭部からざざっと血液が降りて行く感じがあり、
ほんの一瞬目がくらむが、直後にすっきりとした視界と、バランスの良い全身の気の流れを得る事が
できた。これは、デスクに向かう学生やオフィスワーカーにも、最適な体操だと思う。

次に、固まった関節をほぐすワーク。二人一組となって、一人が相手の関節を優しく揺さぶる。手
の関節に始まり、腕、肩の関節を徐々に緩める。揺さぶられる方の身体は、相手の波動を借りる事に
よって「自分の意識の支配」から解放されるのか、予想以上に脱力する。私は、ストンと落ちる自分
の腕を見て、はっとした。今私が腕を意識しているにも関わらず、私の意志から切り離された状態で、
繋がっている事が奇妙に思え、同時になぜか愛おしくなったのだ。つまり、からだを客観視する事で、
その存在を改めて認識した。この肉、この骨、この血がここにある事を新たな感覚で受けとめること
ができた。

5 ．新部健太郎による太極拳「推手」
休憩を挟んだ後、野外に場所を移動した。新部は、太極拳、気功、中国武術を基に、東洋思想から

現代思想まで幅広く独自の世界観を繰り広げている。この人物の風貌は、場を一気に東洋世界へと転
換させる。　

前半部分のワークの効果もあり、自然体となった学生達の身体は、より素直で繊細になっていた。
新部の動きに合わせて、太極拳の手の動きを真似ると、自ずと皆重心が低くなり、東洋的な気の流れ
に沿う動きができるようになっていた。重心を低くしての動きは、生活空間の変化により現代の日本
人でさえなかなかできなくなっている。しかし学生達は、とても柔らかにこの動きに入っていったの
で、本当に驚いた。

次に「推手」。二人一組となって、お互いの掌を合わせた状態のまま、一定の力加減を保って押した
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り引いたりして動く。動きに展開が出てきたら、隣の組みと交わって、最後には巨大な生物の様に一
つの輪になっていた。先に重心移動を習得していた学生達の動きは、新たな境地を開いたかのように、
自由で面白い動きを次々と生み出した。

全員のエネルギーが同調したところで、新部は一枚の長い和紙を持ち出した。この一枚のシンプル
な和紙は、先ほどまで身体にクローズアップしていた意識を、空間へと広げる効果があった。群衆と
空間が、和紙によって分断されることにより、場の全体が見えてきたのだ。ここで混沌としていた場
は求心力を得て、東洋でも西洋でもない、この場にいる者によるオリジナルな世界観を展開し、いつ
の間にか「動き」が「踊り」へ変容していた。

その時、面白い事件が起きた。このワークショップの事を知らずに、たまたま通りすがった、一人
の JTW の男性が入ってきて、目を丸くして「What’s happening here?」と叫んだのだ。しかし学生達
は、下の写真のように、驚く彼を取り囲んで渦に飲み込み踊り続けた。このハプニングがもたらした
刺激によって、より一層「共振力」を増した群集は、空間を揺さぶりながら、見事にパフォーミング
アーツの舞台を成立させていた。

6 ．		山口千春、中村テーマによる舞踏と、高祖公三、Tash Eloiseの演奏と歌。全員参加のパフォー
マンス

パーカッショニストの高祖と、シンガーソング
ライターの Tash は、この日初めて会い、打ち合
わせも無く共演し、即興演奏を展開した。緊張と
融合を繰り返す即興演奏は「舞踏」の舞台を触発
する。山口と中村は、ワークショップを行ってい
る場所から、やや離れた歩道を舞台にして、パ
フォーマンスを始める。ここでは、学生は観客と
なる。糸島の空を借景に、歩道を上手下手に見立
て、両脇から山口と中村が静かにゆっくり歩み寄
る。二人が交わったところで、観客側へ方向を変
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えて歩き続け、今度は学生達を引き入れての全員参加のパフォーマンスに移行した。
二人の舞踏を観て客観的に再度体感することにより、先ほどまでのワークショップの行程を経て学

生達が得た身体性を、再構築する試みだった。また、日常空間であるキャンパスを、非日常の舞台に
仕立てる事で、世界の在りようを一面的にのみ捉えず、多面的に考察できる瞬発力を養ってもらう事
を狙った。

この日のキャンパスは、初夏の風と共にサークル活動の学生達の歌声や楽器の音色が響きわたって
いた。ワークショップ開始前は、集中力を中断させるノイズにも聞こえていたその環境音が、ワーク
ショップ終盤になると、すっかり舞台の一部となっていた事に、学生達は気付いていただろうか。糸
島の光と風、五月の匂いと温度、学生の声のトーンや笑い声、これら全てを、最後のパフォーマンス
では、パレットの絵の具さながらに活かしていたのだった。

今後彼らが活躍するであろう国際社会では、たとえ共通言語が流暢に話せたとしても、必ず文化の
壁を乗り越えなければならない場面が出てくるはずだ。その時に必要になるのは、幅広い知識に加え
て、場に共振できる柔軟な身体性だと考えられる。20歳前後の多感な時期に、彼らが生まれながらに
持つ「柔軟な身体性」を、具体的に引き出し、その可能性を伸ばしておくことが、後に必ず役立つこ
とは明らかであり、世界を面白くするエッセンスとなるのではないかと期待する。

TAKESHI MINAGAWA（皆川　剛志）
*Profile: 

　 I am based in Fukuoka. I am working as an acupuncturist, shiatsu physician and athlete trainer. I am 

also a Kendo practitioner for 20 years. My clients are mainly dancers and actors.

　Minagawa Sports Massage Clinic   https://minamassage.wordpress.com/

　Releasing Tension of Movement to Gravity
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始めに

「重力」、地球上では全てその影響を受けて生活をしている。それが当たり前すぎて、その事を忘れ
ているのではないだろうか。いま一度、自分自身で自分の重さを感じて「身体」を認識し、いかに普
段の生活で踏ん張り、力んで生活しているか今の「自分」を意識することで、まず「ここにいる」（be 

here now）事に気付いて欲しい。
野口体操をはじめ、身体論では言葉は実体験・身体感覚を元に意味を持つといわれている。複数名

で同じ空間（場所・時間）でおこなうボディワークは、互いに触れ・感じる事で、ボディランゲージ
を超えた理解・コミュニケーションが得られる一つの手法と考えられる。野口三千三の云うところ
の、思考や意識だけでなく、身体の実体・実感を手掛かりにすることで、五感を素直に働かせて、自
身の在り方、他者との関わり方を感じてもらいたい。著者はそうした背景も元に治療をおこなってい
るが、今回はそれに焦点を当てた身体へのアプローチを二人組でおこなってもらった。

方法

私の担当の前の講義で、メディテーションがおこなわれていたので、個々の緊張は取れていた。重
さを感じるには、静止していては感じにくい。動く事による変化（加速度）が必要となる。

相手の重さを感じる
１．		ペアになり、座したままで一人がペアの片腕を持つ。持た

れる側は仰臥位でもよい。持つ部分は手首で、握らずに下
から支える。握ってしまうと、それが持たれた相手に刺激
として伝わる事になり、緊張を生んでしまう原因となる。
持たれた側は、自分で持ち上げずに相手に腕を預けて脱力
する。

２．		支え持ったペアの腕をゆっくりと丁寧に上下左右に動か
す。時折、すっと自分も脱力をすることで、支えて持って
いる相手の腕が脱力しているか確認する。持たれた相手が
緊張をしていると、その腕が空中に浮いたままとなる。持
つ方は相手を緊張させないように。また持たれる側も相手
を信用し、脱力を心掛ける。

３．		このセッションでのポイントは「重さ」と「緊張」に気付
く（awareness）ことです。
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自分の重さを感じる 1
１．		それぞれ立位となり、いまの身体の状態を感じます。その際、極力筋力に頼る立ち方では無く、

骨を意識して立ちます。耳の穴（耳孔もしくは耳垂）、肩先（肩峰）、股関節（大転子）、外踝の
４点が垂直になって立てるかペアに確認してもらいます。

２．		再びペアの一人が仰臥位となり脱力します。もう一人が仰臥位になっているペアの足先に位置
して、両踵を下から支え持ち、床からほんの少し浮かして左右あるいは上下に小刻みに揺らし
ます。ただし支える事で持たれた側が緊張してしまう場合は足を床に着けたままで足先を持っ
て揺らします。

３．		持たれて脱力ができるペアは、仰臥位になっている一人は
脱力したままで、もう一人が仰臥位で脱力しているものの
両膝を曲げ、膝を抑えるようにして股関節も曲げて持ち上
げる。あえて不安定な状態を作り、股関節を小刻みに上下

（屈曲・伸展）に揺らす。

４．		それぞれ２～３分ほどおこなった後に、揺らされ方はゆっ
くり立ち上がり、最初の立位で感じた状態と比較する。何
が変わったか。最初と「変化」した事を感じられるかがポ
イントとなる。

５．		同様に、仰臥位時に腕でも座位でおこなったように脱力し
たペアの手首（手関節）を下から支え持ち、小刻みに揺ら
して、立位になってその後の変化を感じる。

自分の重さを感じる 2
１．		それぞれ立位となり、耳孔もしくは耳垂、肩峰、大転子、外踝の４点が垂直になって立ち、ま

ず腕はどこから始まっているか、右（左）手で左（右）の鎖骨を触れて左（右）腕を廻しても
らい、腕は肩関節からではなく、胸鎖関節から始まっている事を確認してもらう。

２．その姿勢を基準として腕だけを脱力する。

３．		腕を動かす筋力を使わずに身体を振って、最初は小さく、
徐々に大きく両腕を振り子のように前後に振る。

４．		次に身体を左右に回旋させ、でんでん太鼓のように両腕を
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振る。その際に回す方向に顔を向ける事で、より大きく回
すことが出来る。

５．		最後に股関節を軸に前屈をおこなう。その際、耳孔、肩峰、
大転子までは一本の棒のようにしてそれぞれ倒せるとこ
ろまで前屈する。腕の脱力はそのまま。

６．		これ以上倒せないところまできたら、中心軸に近い５個あ
る腰椎の一番下（腰椎５番目、仙骨）から椎骨の上に向
かって４、３、２、１と順番に関節を徐々に緩めて、また
12個ある胸椎（胸椎12番目、腰椎１番目）も順に緩め、最
後に７個ある頸椎も順に頭蓋骨に向かって緩めて、最終的
に股関節から上の上半身を脱力してぶら下げる。この時に
ペアが背中の脊椎の部分を下からタッピングしておこな
うと、より理解しやすい。

７．		そのままペアが、時折上下に揺すり、あるいは左右に重心移動する。この時に上半身の重さを
感じる事。上半身を垂らしているものは、倒れないようにバランスよく保つ事は意識すること。

８．		コツがわかったら、ペアの力を借りずにおこなってみる。その際、重心の移動は支えている足
で蹴らず、上半身の傾きで移動する。

９．		膝関節を曲げる（屈曲）事で、骨盤が起こされ、それにより股関節を軸にして、軸から腰椎、
胸椎、頸椎と、上半身を倒した時と同じ順番でゆっくりと起こして（伸展）してくる。この時
もペアが背中をタッピングすると理解しやすい。

10．		この前屈動作をゆっくりと２～３回目を閉じて繰り返す事で、徐々に前屈位が楽にできる事を
確認する。

11．		最後に立ちあがり、最初の立位と「変化」した事を感じられるか内観（目を閉じたまま）する。

最後に

現在の世の中は直接会話をせずに他人と連絡が取れてしまう。手紙や電話に留まらず、メールや
SNS という手段も増えた。しかしそこには行間というものが読み取れない、質感の無い言葉の記号情
報のみがある。文明の利器により情報はあふれているが、その中で我々はどれほど実際に体感や体験
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しているであろうか。ヘレン・ケラーの手にサリヴァン先生が水を注ぎながら何度も指文字で「w-a-t-
e-r」と綴ることで、ヘレンは水という言葉を認識したように、実体験の無い言葉や知識は当然ながら
現実感が無い。そうした世界だけでは身体感覚と同時に身体の存在実感の希薄さが存在する。身体の
希薄さは生きているという命の希薄さにも通じ、当然他者に対しての配慮は皆無となる。自分の身体
が実体化して外界と接する事で、自分以外のものに対しての距離感を持つことができる。自分という
存在があってこそ他者の存在もある。私達の身体の６割は水分でできている。皮膚を介して外界と接
しているが、あたかも水を入れた革袋である。力み・角があれば外界と接するにはすき間ができてし
まう。なるべく広い面積で外界と接するには、力みを抜いて角をとるしかない。相手に角があっても
自分の自由度があれば、すき間なく相手に委ねる事ができる。これは他者を理解する、「言葉以前のコ
ミュニケーション」といえる。

手を前後に振ったり廻したり、あるいは股関節を軸に前屈して上半身を垂らす手法は中国の気功動
作（スワイショウ）や野口体操にみられる動作の一つで、著者は正式に学んだものでなく似て非なる
ものであると思われるが、こうした方法を用いて理解の一助とした。

参考文献
野口三千三（2003）『原初生命体としての人間』岩波書店
羽鳥操（2003）『野口体操入門』岩波書店

KENTAROU NIIBE（新部　健太郎）
*Profile: 

  Born in Hokkaido, 1977. Dancer and teacher of Chinese martial arts “Baguazhang” Fukuoka. 

Collaborate in perform with live music.
http://kotyuten.jimdo.com/

◆はじめに。

重力とコミュニケーションというタイトルのワークショップにおいて、私（新部）は太極拳を担当
した。果たして一般認識として「重力」と「コミュニケーション」という単語の間に、通常の関連性
は見出しにくいと思う。けど太極拳という伝統武術の用語の中には、「聴勁」といって、相手の「力を
聴く」という語例がある。

たとえばボディーランゲージという言葉があるが、太極拳はその相手の力の強弱を読んで、その攻
撃がフェイントなのか真実なのかの見極めをつける。敷衍して相手の仕草の大小からも、相手の気持
ちを読み取る訓練をする。

重力。いわばその人が行なうあらゆる身体動作（パフォーマンス）に密接にかかわるこの力は、太
極拳においては重要なコミュニケーションツールの一部を為している。
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◆立つこと。体を動かすこと。

以上の意味において、太極拳はまず自分の身心を整えることから始める。言葉と身体。必ずその根
底には自身の心があるが、逆説的に自身の心を造形しているモノは、自らの言葉使いであり、または
所作であると考える。それゆえに太極拳など、東洋の伝統哲学の影響を受けた身心技法の多くは、ま
ず自分の外形（身体）を整え、結果自らの心を把握しようとする。天台智顗における「調身」「調息」

「調心」の例などがある。

昨今は欧米においても、ヨガを中心としたボディーワークが流行しているが、それらも遠からず、
自身の身心の安定を目指しているものと考えられる。

今期ワークショップは最初、こうしたボディーワークから始まった。

◆太極拳における「捨己従人」という発想。

太極拳において「聴勁」とほぼイコールであつかわれる単語に、「捨己従人」という言葉がある。そ
のまま字解すれば「自分を捨てて人に従う」という意味合いに受け取られてしまうが、しかしながら
その主語をどこに設定するかによって、この言葉の意味合いは変わる。

太極拳は元来、中国河南省で発展した武術であって、その目的も人を制するところにある。してみ
ると、「自分を捨てて人に従う」ことの目的は、ひるがえって人を制することにあるはずであり、事実
これはそのための口伝でもある。

いわば太極拳におけるこの発想は、「人に従う」かつ「人を制する」という、言語的には一つの論理
矛盾を有している。

◆自分と私の間。または自己という位置。

今回のワークショップでは、太極拳のなかでも高度な技法にあたる「推手」をおこなった。高度と
言っても、この数年同様のワークを留学生に体験してもらいながら、私は彼、彼女らにいくつかのポ
イントを押さえてもらうことで、初体験の人にも一定のレベルで、所謂「推手」を体験してもらえる
ことを知った。

ちなみに推手とは、手と手を触れあったまま維持するという条件のもと行う自由組手のようなモノ
であるが、ワークショップ上では勝ち負けの判定はせず、よりクオリティーの高い動作を表現するこ
とを目的とする（例えばつまずいたり、硬直したりしないくらいの意味で）。
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そして押さえてもらうポイントとは以下である。

１．掌（てのひら）と掌は付けたままにする。
２．お互い押し合う掌の圧力は一定に保つよう努める。
３．手や腕はできるだけ動かさず、体幹部を主に動かしてゆく。
４．後は自由にパフォーマンスを行う。

１と２の趣旨は、甲乙お互いの力を均一にする目的がある。果たして体の大小で個性は決まるモノ
ではないし、まずお互いの身体的条件を均一に保つのが目的。

※	均一に保つためにはまず相手の力の強弱を聴く必要があるし、聴くという行為は相手に倣うこと
でもあり「捨己従人」の由縁。

表面的筋力の大小、ないし身体の大きさの大小は、たとえば A さんの体重が65㎏として、また B さ
んの体重が55㎏だとすれば、重さ（重力）という観点において（押合う力の度合いの）均一さを保つ
ことで、お互いの負担比は（65+55）÷2＝60㎏になる。

一つのメタファーとして、大小異なる体格も、「捨己従人」という相手と均一になろうとする精神に
おいて、力の強弱を超克する可能性が見えてくる（実際太極拳においては繊細にその可能性を追求す
る）。

３の体幹部を中心として動くというのは、所謂「丹田」を仮定してのルール。末端からではなく、
身体の中心から全身くまなく動く工夫。ともすると、手足末端を中心とした動きは、手足の饒舌さと
は裏腹に身体は居着いて表情が乏しい。日舞や能楽が極限まで動作をそぎ落してみせるのは、体幹部
の優雅な所作があってこそである。

世阿弥の風姿花伝のなかに「いかに手足利きたれども、身利かねば、品・かかり相応せず、身使ひ
達者なれば、手足おのづから働く」とある。

推手もこのような制約のなかでおこない、留学生たちに「捨己従人」を体感してもらった。

  ◆太極拳における間主体性の可能性。

以上のような条件のもと、留学生たちに、その制約のなかで出来るだけ自由に動いてもらう。条件
をごく単純化すれば、末端の掌だけが制約を受けているのみで、体幹部や足などは自由に動けるはず
である。しかしながら「（65+55）÷2＝60㎏」というような具合に、お互いの体重比を均一にするよ
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う各々が努めることで、留学生の間では思いもかけない身体的動作を体感したという感想を聴く。あ
る生徒の感想としては、自分の意志に反して、身体が勝手に動くような感じがしたという。

このワーク自体は、まだこれから回を重ねて深めていきたいと考えるが、そうした留学生たちの感
想を聴くにつれ、メルロポンティの言う「間主体性」という言葉が想起される。果たして「人に従う」
かつ「人を制する」という言語的、論理的矛盾は、こうした自己と他者のあいだに位置する身体性に
おいて超克されうる、と思う。

またこうした言語的、論理的矛盾は、人の心をして悩みというモノを生むが、しかして身体の位相
においては、その悩みをも昇華しうる可能性を、「推手」というワークが持っているように感じた。
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KOUSO KOUZO（高祖　公三）
*Profile: 

　Born in 1970 in Fukuoka. I am a percussionist widely experienced 

in percussion instruments involving drums, bells, cymbals, rattles, 

and tambourines.

　 I have done improvisation with percussion and butoh dance. I am 

currently a member of the Pokamus Rock Band.

*Workshop Reflections

2016年５月21日の昼過ぎ、九州大学伊都キャンパスに行ってき
た。留学生を対象にしたパフォーマンスアートのワークショップ
で即興演奏を行うためである。

今回のワークショップの参加メンバーは、大学教授の中村テーマ、舞踏家の山口千春、中国武術家
の新部健太郎、剣道家及びスポーツマッサージ師の皆川剛志、留学生でシンガーソングライターの
Tash Eloise、パーカッショニストである私、高祖公三、そして九州大学の留学生達である。

先ずは、中村テーマによるメディテーション。
教室の床に仰向けになる。鐘の音が鳴り録音された声に誘導されて体をリラックスさせる。ただ説
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明が英語だったため私には理解できなかったので、自己流で背中に重力を感じ重さに任せながら意識
を上方に持って言った。下方に沈む感覚と上方に伸ばす感覚を同時に感じるように意識した。

次に皆川剛志による身体論と脱力法。立つという行為における身体の反応。
立つ事で筋力が必ず使われるが、筋肉の力だけで立つのではなく骨を使って立つ。その時は耳・

肩・腰・踝が直線になる事でうまく骨を使ってリラックスして立つ事ができる。
そして、次に二人一組になって一人は仰向けになる。もう一人は相手の腕を持ったり踵を持って

振ったりする。仰向けに横たわっている相手の体から力が抜けてるか確認する。余分な力が入ってい
ると持ち上げた腕が途中で止まったり、踵から揺らした振動が全身にいかず首まで揺れが伝わらない。

これは、横たわっている人がアクションをしてる相手を信頼してないと難しいと思う。
外からの刺激に対して体は無意識に緊張という反応をしてしまう。自分以外の意思を受け入れ、そ

れを自分と一体化というコミュニケーションのスキルだと思った。

次は、新部健太郎による「推手」。二人一組になり手のひらを合わせる。相手が押せば自分が引き、
自分が押せば相手はひく。手のひらの間の力は常に均等に保つ。受けた力を体幹の動きで手のひらの
力を均等にする。すると自分の動きが思いもよらない様な動きになってくる。しかし整合性は感じる。

さらに一対一から一対二・四人・五人・六人と増えてくる。二つ隣・三つ隣さらには全員の動きも
影響されてくる。

まるで、星々の重力によって関係した動きを思い浮かべた。

遠くで中村テーマと山口千春が歩いている。舞踏のパ
フォーマンスは始まっていたようだ。

今回のワークショップは、「メディテーシヨン」で個々の
余分な力を抜いてリラックスして「脱力と身体論」で他者
の力を受け入れることを体験してもらい「推手」で自分か
ら他者へ・他者から自分への力のコミュニケーションを体
験してもらうという高度なプログラムであったと思う。

このプログラムを体験した学生達に今度は舞踏と音そし
て Tash による歌とそれぞれ違った表現方法を融合してパ
フォーマンスを体験してもらった。

ワークショップのプログラムの終了後、Tash と学生達が歌を歌いだした。実に楽しそうに。
異文化の土地である日本でさらに肌の色も文化も違う若者がお互いを受け入れて純粋に楽しむパ

フォーマンス。
これも最高のパフォーマンス・アートだと思う。
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TASH ELOISE, Australia
*Profile:

　 I am a singer songwriter and multi-instru-

mentalist. Musically and artistically inclined 

from an early age.  I  graduated from 

Newtown School of the Performing Arts in 

2012 with first place in Music and Italian and 

received an ATAR (Acamdemic Score) 

allowing me to enroll as a full time language 

and music student at Sydney University.

*Workshop Reflections: 
　The ‘Gravity and Community Workshop’ was truly a unique and refreshing experience. During this 

workshop, I felt as if the labels ‘students’ and ‘teachers’ was stripped away, as we shared the space of the 

room and became focused on nothing else but our own bodies. After introducing ourselves, we started off 

by lying down in our space and gradually started to let our bodies relax into the floor as we concentrated 

on our breathing. At first, it was difficult to let go of all the insecurities and busy thoughts which filled my 

mind, however, the more I focused on my breathing and self-awareness, the more those thoughts eventu-

ally melted away into nothing. That feeling of ‘nothingness’ was a rare moment, which I thoroughly 

enjoyed. After the meditation segment, Takeshi Minagawa took over the workshop and guided us through 

further exercises, which allowed us to work in pairs. Exercises were orientated around posture, and parts 

of the body such as our shoulders and hips, in which we can use as check points for correct stance and 

alignment. I found this a bit of a challenge because my posture is not the best, but it also reinforced just 

how important good posture is because it allows us to breathe deeper and feel more grounded.  I will 

definitely use these exercises and stretches in the future before going on stage for a performance. 

　 Another aspect of the workshop, which I really appreciated, was improvising with everyone. 

Although it has been a long time since I have improvised as 

an individual musician, let alone with others, I found it really 

liberating and exciting.

　 Improvising with percussionist Kouso Kouzo was an 

interesting process, simply because I had never listened to 

him play before and our styles were quite distinct. However, 

eventually we grew used to each other’s rhythm and musical 

intention. As a result, the music developed into something a 

lot more fluent and natural. It was also rewarding to work off 
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the energy of the other participants as they danced with their colored cloths because it was as if we were 

having a conversation exclusively through movement. Seeing everyone within their element and so care-

free, was one of the best moments of the workshop. 

　 In addition, another important highlight for me personally, was having everyone sit in a circle whilst 

I performed a new original song. The atmosphere was light spirited and encouraging which is so differ-

ence from what I normally experience on stage. The advantage of being in a circle was that I could see 

everyone’s facial expressions. If one person smiled, then I smiled and everyone else ended up smiling and 

clapping along, it was as if the energy was contagious. Toward the end, even though it was a song no one 

had heard before, most of us were singing the chorus in unison. I felt so welcomed by everyone that I 

decided to play a few more songs that were covers. More and more students started singing, harmonies 

were formed, hands continued to clap and the workshop started to feel like a summer campfire. Working 

with wonderfully talented tutors such as Kentarou Niibe, Takeshi Minagawa, Chiharu Yamaguchi, Kouso 

Kouzo and Tamah Nakamura, made the gravity and communication workshop an experience I will never 

forget. 

MARIA VILLOUTA, Chile, JTW student in Performing Japan: Embodied Cultural Patterns
*Course and Workshop Reflections

　 A few years ago I discovered I was quite interested in 

studying the body as a topic. First, from an illustrator’s per-

spective, I really liked drawing bodies studying artist’s 

anatomy books, taking human figure drawing lessons,  

During my 4th year as a design student, in 2014, through this 

interest of mine, I stumbled upon an ideal course that was 

taught in my university in Chile, called ‘The Body in the 

History of Art’. I came to understand the body as a dynamic 

vehicle that is in constant movement and evolution. Through the lens of art we can meet several represen-

tations that communicate different aspects of this notion:  the body is both a medium and a limit that 

reflects inescapable truths about our own nature. 

　 I never imagined that coming to Japan would present me an opportunity to continue this type of 

studies. ‘Performing Japan: Embodied Cultural Patterns’ is a mid-term course offered by the JTW program 

that just sounded too good to be true for me. And it actually was, specifically when I met the dance and 

performance of Butoh. Born during the early 1960’s, Butoh worked as a critical response against political 

dominance and western culture during times of violent social protests in Japan. However,  that is only 

regarding it’s context and origins.  The essence of Butoh is more than just fierce rebellion through body 
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deconstruction.

　Portraying some aesthetic characteristics from earlier Japanese styles of theatre such as Kabuki and 

Noh, Butoh is quite unique in comparison to other dance forms, especially western ones. In Butoh, the 

body is in a constant stage of change. It may move gracefully, or  it may look ugly or even awkward. This 

type of dance helps us escapes from the socially constructed body we all know and accept. Imagine our 

self being a tiger, and our body a forest. Butoh allows the tiger to explore the forest, releasing the body 

from imprisonment by doing so. 

　Having finished this course, I would have to admit that I still can’t understand Butoh completely, but 

as Ohno Kazuo, one of the major influences in this art form, after it’s founder Hijikata Tatsumi, said “It is 

better not to understand”. In this case, I believe it’s better to experience.

　The workshop,  Gravity and Communication,  was the 

per fect way of ending this learning experience. With 

amazing instructors (a Butoh dancer, a martial arts teacher, 

a percussionist and even a kendo practitioner), as well as the 

participation of classmate friends and, of course, the guid-

ance of my teacher Tamah Nakamura, the evening just went 

by smoothly, free of any prejudice. Talking was not even 

necessary; movement was enough for us to understand and 

connect with each other. I felt free as if  there was no right 

or wrong in our performance.

　 I am grateful for having encountered this course during my stay in Japan. After this experience, I feel 

the desire to continue studying this topic, but not only from books and papers. Now I want to listen to my 

body.  I want my body to be able to express myself as well. Sometimes words are no longer needed when 

you have the body as an explorative canvas. Mine is just full of ideas waiting to be expressed.

ANITA GALLAGHER, Australia, JTW student participant
*Workshop Reflections

　 Suffice it to say, ‘dance’ and ‘performance’ are well outside my comfort zone, unless you count 

bobbing around the house with my headphones in as I do housework. I’m more of the type to to observe 

and appreciate from afar. As such, the workshop was quite an eye-opening experience for me, being a 

fascinating inspection of the way movement manifests in our bodies. 

　While the attending artists had diverse backgrounds not always necessarily associated with popular 
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perceptions of performance, or even each other, as each 

artist shared their practice with us it became apparent that 

there were many crossovers in their approaches. It was very 

much a lesson in listening and learning to trust our bodies 

in its unconscious and conscious moments; how we could 

seek peace of mind through rehearsed movement, instinc-

tive movement, and even sometimes through not moving at 

all. But even within our moments of silence (during medita-

tion for example) did I notice that our bodies never truly 

‘stop’. Introspection in effect makes you more aware of the 

way you relate to your surroundings.

　By the end, as everything began to weave together into 

an impromptu performance, I was reminded of the art jams 

that I often participated in as a member of my university’s 

drawing society. Just as my friend and I would play off each 

other’s unique mark-making to create a larger, intricate 

illustration, I got the sense that people were able to feed off 

each other’s energy to create a rich, welcoming atmo-

sphere, guided not by expectations but by innate rhythms.

　While I cannot profess to being able to let go of my self-consciousness the entire time, I’d like to think 

I left the workshop with a greater appreciation for the work of these artists, as well as a reminder to take 

a break every now and then to listen and reflect.

ATTIYA SKEETE, USA, JTW student participant
*Workshop Reflections:
　The Gravity and Communication Workshop was an enlightening 

course in which I got experience the movement of my body through 

sounds and different exercises.  First we began with some stretching, 

which prepared us for the more rhythmic movements we would 

doing later on in the process.   The calming sounds of the instructions 

of the beginning stretches, helped our bodies to feel more fluid and 

light. Congruent stretches we did with a partner help to build trust 

within the people who were attending the workshop.  By the time the 

stretching period was over we felt more in tune with each other, our 

instructors, and the outside surroundings.  One of the teachers, 

Kentarou Nibe, led us in fluid movements that we performed with each other with a light veiled colorful 
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material.  The material aided to accentuate each move-

ment we made with our limbs together.  To onlookers it 

probably appeared as a swirl of color as we moved with 

our bodies. The Butoh dancer, Chiharu Yamaguchi, live 

performs of butoh, which she later incorporated all of us 

into.  She started slowly moving with Nakamura-sensei 

mirroring her movements.   However, touched each of us 

and we all began to move with a similar movement to 

hers.  Finally we ended a very peaceful and enlightening day with a guitar performance by Natasha Eloise.  

Her soulful guitar strumming and impromptu singing from other members in the workshop really helped 

to set the tone for a peaceful end.   The Gravity and Communication Workshop was a new and insightful 

experience.  I hope that sometime in everyone’s life they can experience movement like we did that day.

Final Remarks

Student reflections summarized:
-	 That feeling of ‘nothingness’ was a rare moment.

-	 Good posture allows us to breathe deeper and feel more grounded.

-	 	As a singer, it was rewarding to work off the energy of the other participants as they danced with 

their colored cloths because it was as if we were having a conversation exclusively through 

movement.

-	 The body is both a medium and a limit that reflects inescapable truths about our own nature.

-	 	This type of dance helps us escape from the socially constructed body we all know and accept. 

Imagine our self being a tiger, and our body a forest. Somatic movement allows the tiger to explore 

the forest, thus releasing the body from imprisonment.

-	 	Talking was not necessary; movement was enough for us to understand and connect with each 

other. I felt free as if there was no right or wrong in our performance. 

-	 	Words are no longer needed when you have the body as an explorative canvas. Mine is just full of 

ideas waiting to be expressed. 

-	 	Introspection makes you more aware of the way you relate to your surroundings. I left the work-

shop with the appreciation that is necessary to take a break and listen and reflect.

-	 	The calming sounds of the instructions of the beginning stretches helped our bodies feel more fluid 

and light. Stretches with partners helped to build trust among the participants.

-	 	Chiharu-sensei’s butoh movements were mirrored by Tamah-sensei in their duo performance. 

Chiharu-sensei then touched each one of us and we all began to move with a similar movement to 

hers without verbal instruction as to how to move.
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Somatic Dialogue 
　Exploration of the somatic self through self-discovery and internal transformation of one’s images is 

one activity in movement workshops.  The soma is the body as perceived from within by first-person per-

ception (Hanna, 1988, 2003, 2003-4, 2004-5). Our own experience of our own body, that is, first-person 

observation  provides us with factual information that the third-person observer does not have access to.  

Our bodies communicate information to us about our intersubjective relationships with the world around 

us and with others. Therefore, instead of considering the body as simply “an object of study, or a text on 

which social reality is inscribed” (Csordas, 2002, p. 241), it also becomes a process of “somatic modes of 

attention” particular to certain cultural practices (Csordas, 1993, p. 138). Participants in movement work-

hops for example, do not practice choreographed steps. Instead they focus on their first-person experi-

ence of how they see themselves and engage with others, and not on how others see them. In this way 

they create further relationship through somatic dialog.

　Bourdieu (1997) says that “conscious raising” alone will not lead to change, or new relationship. The 

inertia from the social inscription of bodies must be overcome through a process of counter-training, 

involving repeated exercises, to transform habitus. Butler asks what kind of performance will reveal the 

performativity of gender that destabilizes the categories. She answers, “The possibilities of gender trans-

formation are to be found in the arbitrary relations between such acts, a failure to repeat, a de-formity” (p. 

179). This concept of the agent as capable of interpreting and acting a different meaning than the received 

one is further supported by Bourdieu when he says that habitus change constantly in response to new 

experiences, and that there is no (social) rule that can provide all the conditions, and therefore leaves 

some degree of interpretation by the habitus. Butoh is characterized by the dissolution of the self in the 

body, a process of self-deconstruction of the social body. Participants as actors intervening in their own life 

drama purge the fear of taking action instead of purging pity and fear through watching a performance.
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Invitation for all JTW STUDENTS 

Performing Arts Workshop 

Gravity and Communication 
This workshop offers a creative performance experience through language, sound, and 
movement for the Performing Japan half-term course. All JTW students are welcome to 

participate. A few Japanese participants will be invited by the instructors. 

■ Date: May  21, Saturday ■ Time:1-4 p.m. 

■ Place: Ito Campus, Center Zone 2 Bldg, Room 2107, 
Center Zone l parking is free. 

■九州大学伊都キャンパス

センター2号館 2107教室

■参加自由、会場の詳細は要お問い合わせ

■問合せ/chiharu@officeon.jp 

Directions on Campus: 
http:/ /www.kyushu-u.ac.j p/f/27238/ito_en.pdf 

Directio~s.to.!=ampus: 
http://su1s1n.J1mu.kyushu-u.ac.jp/en/info/ 

Takeshi Minagawa (皆川剛志）
I am based in Fukuoka. I am working as an 
acupuncturist, shiatsu physician and athlete 
trainer. I am also a Kendo practitioner for 
20 years. My clients are mainly dancers 
and actors. 
*MINAGAWA SPORTS MASSAGE CLINIC 
http://members2.jcom.home.ne.jp/mina.massage/ 

Tamah Nakamura (中村テーマ）
I am a professor at Chikushi Jogakuen 
University, Dazaifu, in communication skills 
and an instructor at JTW in contemporary 
Japan studies. 
A practitioner in dance and somatic 
movement education, my Ph.D. dissertation 
1s on Butoh as a form of social identity 

creation 

Kouso Kouzo (高祖公三）

Born in 1970 in Fukuoka. I am a percussionist widely 
experienced in percussion instruments involving 
drums, bells, cymbals, rattles, and tambourines. I have 
done improvisation with percussion and butoh dance. 
I am currently a member of the Pokamus Rock Band 

instructors 
Performance arts practices which will be integrated 
are guided meditation, Noguchi relaxation method, 
somatic movement,Taichi(Baguazhang),Butoh, 
percussion and guitar. 

Kentarou Niibe (新部健太郎）

Born in Hokkaido, 1977. Dancer 
and teacher of Chinese martial 
arts "Baguazhang" Fukuoka. 
Collaborate in perform with live 
music. 
http://kotyuten.jimdo.com/ 

I am a butoh dancer based in Fukuoka 
I have also performed butoh in Tokyo, 
Taiwan and New York. 
I collaborate in live-action performances 
with musicians, painters, photographers, 
visual media, and other types of artists 

Tash Eloise 

I am a singer songwriter and 
multiーinstrumentalist.Musically and 
artistically inclined from an early age 
I graduated from New1own School of 
the Pertorming 
Arts in 2012 with first place in Music and Italian and 
received an ATAR (Acamdemic Score) allowing me to 
enroll as a full time language and music student at 
Sydney University 
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＊ 九州大学留学生センター講師
1  中国吉林省朝鮮族自治州延吉市に所在する省立総合大学である。中国少数民族である朝鮮族の高等教育のため、朝鮮
（韓国）語と中国語とともに教授言語にする国家重点大学と指定されている。中国の政治家で現在党内序列第三位にあ
る張徳江も本校の朝鮮語学部出身で、本学の党委常委、副学長も務めた人物である。

2  九州大学韓国研究センター『朝鮮半島から九州大学に学ぶ－留学生調査（第１次）報告書　1911 ～ 1965』九州大学
韓国研究センター、2002.3；折田悦郎『九州帝国大学における留学生に関する基礎的研究』科学研究費補助金基盤研究

（C）（２）研究成果報告書、2004；高仁淑「日本の大学に入学したアジア人留学生の追跡調査研究－九州帝国大学へ
の朝鮮人留学生を中心に－」『九州大学大学院教育学研究紀要』５号、2002

1 ．はじめに

筆者は近年九州大学の歴史及び留学生史につ
いて調査研究を行っている。度々間島の史料調
査で中国の延辺大学１を訪れていたある日、退
官された歴史研究の先生と一緒にキャンパスを
見学した時にある人物の胸像を指して、「盧基
舜を知っていますか」と尋ねてきたのである。
盧基舜は同大学の創設に関わった人物で、九州
帝国大学で勉強し、延辺の医療発展に大きく貢
献したとして、また「神の手」として、延辺で
はたいていの人がその名を知っているというこ
とであった。九州大学出身である筆者が知って
いると思って聞いてきたのである。延辺では著
名で、しかも筆者の母校の出身者であるのに、
その業績を全く知らなかった。そこで、大学に
戻り、盧基舜博士について調査したのが、本研
究のキッカケであった。また、医学部の歩み、
九州大学新聞、新聞記事及び収集した史料を解
読する中で、様々な人物像が明らかになってき

た。金台鎮は帝国大学の医学部卒業生として第
１号であり、韓国政府派遣留学生として留学後
に日韓不平等条約の締結に反対して同盟休学を
行ったメンバーの一人でもある。鄭民澤も独立
運動家、文学者とのつながりをもっていること
からもこれらの基礎的研究を通して、今後日本
に於ける他地域の留学生との比較研究によっ
て、その特質が浮き彫りにできる一歩になるの
ではないかと思われる。

九州帝国大学留学生に関する研究としては、
主に、①九州大学韓国研究センター『朝鮮半島
から九州大学に学ぶ　留学生調査（第１次）報
告書　1911 ～ 1965』（2002）、②研究代表者　折
田悦郎『九州帝国大学における留学生に関する
基礎的研究』平成14・15年度科学研究費補助金
基盤研究（C）（２）研究成果報告書　（2004.3）、
③高仁淑「日本の大学に入学したアジア人留学
生の追跡調査研究－九州帝国大学への朝鮮人
留学生を中心に－」『九州大学大学院教育学研
究紀要』５号 2002 ２がある。
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本研究は、以上の先行研究を踏まえて植民地
時代に日本への留学の道を選んだ医学者の足
跡、殊に九州帝国大学の留学生に焦点を当てて
帝国大学初期からの留学生像を明らかにするこ
とを目的としている。詳細は、大学資料、新聞
記事、同窓会資料などを使い、九州帝国大学へ
の留学のキッカケ、何を学び、どこでどのよう
に活躍したか、植民地時代植民地人としての朝
鮮人が、どのような世界認識で将来を描き出
し、帝国を舞台に夢を勝ち取っていき、戦後の
彼等の人生の中でどのように影響していたかも
探っていきたい。

2 ．九州大学医学部の歴史

九州帝国大学医学部の歴史について触れてお
こう。「九州帝国大学医科大学の前身は福岡医
学校にして明治36年同大学創立以来満25年の星
霜をへたり、其の間多数の医学士を養成し幾多
医学上の発明研究を成就発表し、以て帝国の教
育及び医術衛生に貢献すること少なからず惟
ふ」と『九州帝国大学医学部25年史』で初代総
長である山川健次郎が祝辞で述べている３。

九州帝国大学は1903年４月に設置された京都
帝国大学福岡医科大学を前身としている。更に
遡っていくと、1867年、当時福岡を統治していた
福岡藩は賛生館という医学教育を行う藩校を天
神に設立した。1872年に学制が施行されると
いったん廃校となったものの、附属病院はその
間も継続した。同病院は1874年に修猷館の附属
診療所となり、1879年には福岡県立福岡医学校
の附属病院へ改組された。福岡県立福岡医学校
が廃校となった後は福岡県立福岡病院として存
続することになった。1896年６月22日、現在の病
院地区である福岡県筑紫郡千代村に移転した。

1886年に帝国大学令が公布されると九州に帝
国大学を設置する機運が高まり、1900年１月29
日の第14帝国議会において「九州東北帝国大学
設置建議案」が可決された。建議案の可決後も
古くから医学の盛んだった長崎県や第五高等学
校が設置されていた熊本県との間で誘致の綱引
きが行われたが、結局は賛生館の流れを汲む福
岡県立福岡病院を母体に1903年京都帝国大学の
分科大学として福岡医科大学が設置され、福岡
県技師から転じた大森治豊が学長兼附属医院長
に任じた。

また、日露戦争後の産業の発展により、工業
の発達が要望され、それを担う高等教育機関拡
充の要望が高まったところ、福岡にも工科大学
設置の声が高くなった。文部省は時の文部次官
真野文二を創立準備委員長に命じ、東大の新進
学徒の中から選んで教授候補として欧米に留学
させる一方、建築工事が1910年６月より工を起
こして創立の業着々と進捗し、かくて同年12月
勅令第四百四十八号をもって九州帝国大学の設
置 が 公 布 さ れ た。 そ れ と 同 時 に 勅 令 第
四百四十九号をもって九州帝国大学工科大学官
制が公布され、翌1911年１月から施行された。
初代学長は文部省専門学務局長福原鐐二郎で
あったが、同年４月１日理学博士山川健次郎が
九州帝国大学総長に任ぜられた。九州帝国大学
は、東京、京都、東北に次ぐ日本の四番目の帝
国大学として発足したのである。

その後は、福岡県の寄付（135万円）と1919年
２月の官制によって農学部が設置された。この
時、既に東大と北大にはそれぞれ駒場農学校と
札幌農学校の後身である農学部が存在してお
り、九大農学部は三番目の農学部の創設であ
り、当初から総合大学の一部として発足した最
初の農学部であった。本田幸介が教授に任命さ

3  九州帝国大学医学部編『二十五年史』九州帝国大学医学部事務所　1928.10　p.1
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れ、初代学部長に就任し、1921年４月から授業
が開始された。また、日本政府の高等教育機関
拡張計画の一部として、1924年９月26日に九州
帝国大学法文学部が創設され、美濃部達吉が学
部長になり、1925年４月20日に第一回入学式が
挙行された。理学部は1939年の物理学科、化学
科、地質学科、1942年の数学科の開設に始まる。

留学生受け入れは、1910年京都帝国大学福岡
医科大学に入学した朝鮮人学生金台鎮が嚆矢
で４、上記の５学部は1945年までに中華民国、

「満洲国」、タイなど、また当時植民地たる台湾、
朝鮮の出身を含んで、約733名の留学生を受け
入れた５。

当時九州帝国大学には、学生、大学院、専攻
生、生徒、聴講生、選科生、大学院特別研究生
などの呼び名に分けられる。1918年に『九州帝
国大学研究科規定』が設けられ、「九州帝国大学
分科大学に医学及工学に関係ある事項を研究せ
んとする者の」ために研究科を設置することに
した。一年後の1919年４月に同規定は『九州帝
国大学専攻科規定』に改定され、それ以降も修
正を加えられ、1923年８月には、専攻生規定が
廃除され、通則の一章になった。その中には、

「本学学部に於て特殊事項に就き攻究せんとす
る者あるときは設備に差支なき限り専攻生とし
て之を許可することあるべし」「医学部に於て
攻究をなさんとする者は左の資格の一を有する
者に限る　一、医師、歯科医師及び其の資格あ
る者　二、大学令に依る大学、文部省直轄諸学
校及専門学校令に依る学校を卒業したるもの」
と15条にわたって定められている。医学部にお
ける専攻生は1920年度から受け入れている

が６、留学生専攻生としては1925年に入学した
朝鮮の崔六洲甲である。また、1929年に戦時体
制を反映して、帝大並びに官立医大に臨時附属
医学専門部が設けられることになり九州帝国大
学にも設置され、1952年３月まで続いた。医学
部の学科・講座の変遷７は次のようになる。

明治36. 4. 1	 	解剖学第一（形態解析学）、内
科学第一（病態修復内科学）、
外科学第一（臨床・腫瘍外科
学）、眼科学

明治36. 9.11	 	生理学第一（総合生理学）、生
化学第一（医化学）

明治37. 5.20	 	解剖学第二（形態機能形成
学）、病理学第一（病理病態
学）、衛生学、小児科学（成長
発達医学）、外科学第二（消化
器・総合外科学）

明治38. 3.22	 	薬理学（生態情報薬理学）、内
科学第二（病態機能内科学）、
婦人科学産科学（生殖病態生
理学）

明治39. 4.23	 	法医学、皮膚科学、神経精神
医学（精神病態医学）、耳鼻咽
喉科学

明治40. 5. 9	 	病理学第二（形態機能病理学）
明治41. 4. 1	 	生化学第二（分子細胞生化学）
明治41. 5. 1	 	解剖学第三（神経形態学）
明治42. 5.24	 	内科学第三（病態制御内科

学）、整形外科学
大正 7. 6.18	 	生理学第二（細胞・システム

生理学）
大正11. 5.29	 歯科学口腔外科学

4  「朝鮮人金台鎮を準学生として入学を許可せり、之を外国人入学の嚆矢とす」（九州帝国大学医学部編1928.10）p.56
5  折田悦郎『九州帝国大学における留学生に関する基礎的研究』科学研究費補助金基盤研究（C）（２）研究成果報告
書、2004

6  九州帝国大学医学部編『二十五年史』九州帝国大学医学部事務所　1928.10　p.371
7  『九州大学医学部百年史』九州大学医学部創立百周年記念事業後援会2004.3　pp.834-840
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大正12. 1.19	 細菌学
大正13. 7. 7	 泌尿器科学
昭和 4.12.17	 放射線科学（臨床放射線科学）
昭和15.12.10	 公衆衛生学（予防医学）

ここでは1945年までを取り上げるが、その後
も増え続けて75周年では34講座になっていた８。

8  九州大学医学部『七十五年史』九州大学医学部創立七十五周年記念事業後援会　1979.6　p.539
9  折田悦郎『九州帝国大学における留学生に関する基礎的研究』科学研究費補助金基盤研究（C）（２）研究成果報告書 
2004; 九州医報編集部編『九州大学医学部学友名簿』九州大学医学部同窓会　1963.9；『九州帝国大学時報』による。「生
徒？」専攻生の可能性からの表記である。

3 ．		学生名簿関連からみた朝鮮人留学生
データ ９

入学年 学生等 学科 氏名 卒業年 出身校 備考（博士学位）
1910 学生 医学科 金台鎮 1914 六高
1915 盧基舜 1917
1917 学生 医学科

（三内）
鄭民澤 1921 三高 中華人民共和国三江省樺川県石頭村

博士
1920 学生 尹治衡 1924 1924.7.15
1922 学生 載夏民 1926 八高 中華人民共和国
1925 学生 医学科

（二外）
車南守 1930 山口高 済州島道立病院車南吉病院長

1925 専攻生 崔六洲甲 薬物学一般
1928 学生 医学科 朴泳敦 1932 松山高 1938.6.13
1929 専攻生 盧基舜 1931 1932.1.19
1933 学生 医学科

（二内）
李昌根 1937 高知高 朝鮮平安北道、写真

1933 専攻生 李重徹 1935 1935.12.24
1936 学生 医学科 李有浩 1943 佐賀高 1939-1940.3.31　休学

李宮有浩（改姓、時報1943.9.25）
1937 専攻生 曺泰煥 1937
1939 専攻生 医学専門部 金弼水 1942 崇実中
1939 生徒 医学専門部 金奎東 1942 新義州東中
1940 専攻生 金山振東 1941 1944.10.3
1940 生徒 医学専門部 玄釋麟 1943
1941 専攻生 柳駿 1943 1952.3.17
1941 生徒？ 医学専門部 金太陽 弁護士
1941 生徒？ 医学専門部 高島鐘聲
1941 生徒？ 医学専門部 岩本延雨
1941 生徒？ 医学専門部 桂景三
1942 生徒 医学専門部 松本光永
1942 生徒 医学専門部 金光正剛 1945 江景商 金光医院
1943 専攻生 南命錫 1944 改名：みなみめいしゃく　1947.5.28



55九州帝國大學に學んだ留學生

上記のデータから28名が九州帝国大学で学ん
でいたことが確認できる。他に学生ではないも
のの、４名が九州帝国大学で学位のみを取得し
たことも補足説明する。以下ではデータ上の人
物像を詳細に探っていきたい。

4 ．学生・専攻生・生徒の人物像

1）金台鎮（1885-1919）
前述したように、金台鎮は京都帝国大学福岡

医科大学の時代に入学した学生で、九州帝国大
学では第一号の留学生で、また帝国大学の医学
部卒業生としても第１号である。まず『福岡日
日新聞』の記事をみよう。

『福岡日日新聞』1910年９月24日
本月19日付で福岡医科大学準学生として

入学を許可された朝鮮京城出身金台鎮氏は
原籍平安南道祥原郡黒隅里、15歳頃まで田
舎の先生の下で読み書きを学んで、16歳で
父兄とともに京城に出、兄圭鎮氏は京城南
部石井洞で写真師を仕事とし父兄ともに70
歳で健在、兄の他姉２人が朝鮮にいる。

台鎮氏は京城で約３年英語を学び、19歳
（1903年）日本留学生を命ぜられて同年東
京府立第一中学校入学、24歳（1907年）４
月卒業、同年10月岡山第六高等学校３部生

として入学、1910年７月26歳で卒業、９月
併合以来最初の朝鮮人学生として福岡大
学10に入学。

記者は昨日（９月23日）この新同胞を大
学前にある宿舎を訪問した。

紺絣の単衣に兵児帯を軽く締め、悠然と
客（記者）を迎える様子はただの短髪で賢
そうな好青年で、一見何も変わるところが
ないようだけど、国を喪つた思いがさぞか
しいと思うと何となく同情せざるを得な
い。

記者の質問に氏が応えるところによれ
ば、氏が高等学校卒業後約２ヶ月間（７月
から９月）京城に省して９月15日に出発し
た。併合の大事件は氏が帰省中の出来事で
あったが、「亡国は政治の罪である。私の祖
国の政治家が早く目を覚ましたならばまだ
なんとかすることもできた、しかし今と
なっては議論しても愚かなことである、た
だ各々がその仕事を頑張って国家や人々の
ために尽くすだけである」とつらい心境を
語った。

なお氏が語るところによると、氏が留学
生として東京府立中学に入った当時の朝鮮
人学生は全員で50名で、特に朝鮮人学生だ
けで１学期を過ごし、約３年半の短期で中

10 京都帝国大学福岡医科大学を指す。

1943 専攻生 重村昌宏 鄭昌杰1945.8.24
1943 専攻生 天野万達 金萬達1953.10.24
？ 金容周 1945
？ 李槿 1945

他に学位のみを取得した人物
姜日永 1935.4.2
金龍業 1943.2.19

松島信雄 1943.4.17
光本重信 1943.7.27
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学の課程を終えたのであるが、卒業の時期
にはすでに35名に減少し、そのうち、熊本
第五高等学校に文科１、法科２（うち法科
２名は中途退学）、岡山第六高等学校に理
科１、医科１、そしてその医科は金氏で、
他の熊本と岡山の各１名はまだ高等学校３
年生として在学し、その他の同期留学生の
多くは東京の各種の専門学校に入学してい
るようである。（一記者）（下線は筆者、以
下同様）

彼の足跡を上記の「福岡日日新聞」（現在の西
日本新聞）を沿って確認していこう。まず、金
台鎮は日本留学生として外49名と名前が挙がっ
ているのが確認11できるが、それは、韓国皇室
特派留学生として1904年に東京府立第一中学

（現在の日比谷高等学校）に入学して特設課程
で学んでいたが、「府立一中に入学したのはそ
のうち四六名で、彼らは翌三十八年十二月後述
するような事情から同盟休学を行い全員退学処
分を受けた12」という。この時期といえば、乙
巳条約を締結された時期で、それにに反対して
同盟休学を行ったため、退学させられたのであ
る。しかし、「其後同国政府の懇願もあり、又、
統監附よりの申出もありたる為め、改悛の実顕
著なるもの十四名に対し今度復学校を許し」13

たが、その中に主人公がいる。その後、岡山第
六高等学校に入学し、卒業して京都帝国大学福
岡医科大学の留学生として入学することにな
る。

勉強傍ら月刊学会誌『太陽学報』、留学生機関
誌『大韓留学生学報』に投稿したり、賛助金を
出したりしている。例えば、『太極学報』の第２
号に義捐金を五円寄付（1906年９月）、同第３号
に「月及銀河」を倉岡生金台鎮の名前で発表し、
同一号に義捐金を五円寄付（1906年10月24日）、

『太極学報』第４号に主人公を含めて会員57名
（太極学会会員名簿録）、同第５号に義捐金を弐
円寄付（1906年12月24日）、「わが国官費生中、
二十五人が今回東京府立中学校を卒業した」金
台鎮を含む（第９号　1907年４月24日）と発表
している。『大韓留学生会学報』の第１号（1907
年３月３日）から1906年９月２日の第一回総会
で主人公が翻訳者として選ばれたことが確認で
き、同第２号に「競争論」（1907年４月７日）を
発表された。
「賢そうな好青年」である彼は韓国の政治に

失望しただろう。韓国皇室特派留学生という
チャンスを掴み、勉強傍ら留学生活動に積極的
に参加し、1905年の乙巳条約締結の時は同盟休
学にも参加したが、それでは国を取り戻すこと
ができないと理解しただろう。帰省中に日韓併
合を目の当たりにして「ただ各々がその仕事を
頑張って国家や人々のために尽くすだけであ
る」と強い決心を知らせている。

九大卒業後は帰国して、朝鮮総督府直属機関
である中央医院に勤務し、尹致昊14と関わりを
もっていたことが確認できる15。その傍ら、「 共
進会と一般衛生の注意」（『新文界』第30号1915
年９月）と「衛生講話」（『曙光』第１号1919年

11 「照会　第十七号　日本留学生リストを日本公史館へ伝送することを要請する」学部大臣李載克より外務大臣李夏榮
閣下へ　1904年10月7日

12 阿部洋「旧韓末の留学（１）」『韓』第29号　東京韓国研究院　1974年　p.68
13 「韓国留学生の近状」明治39年７月３日『近代日本のアジア教育認識・資料編　第２巻』p.155
14 朝鮮は1876年２月の日朝修好条規によって開国し、新文物を吸収すべく81年５月には日本に紳士遊覧団62名を派遣
した。遊覧団の随員兪吉濬、柳定秀は慶応義塾に、尹致昊は同人社に残留し、最初の海外留学生となった。

15 與文姬母徃見中央医院金台鎮、 Grandson 龍求 sick―had to bring him home from Mr. 南宮 ’s house. Dr. 金台鎮 called 
in. 尹致昊日記 七（韓国史料叢書　第19輯）
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11月30日）を発表した。しかし、1919年にスペ
イン風邪の流行により、34歳で他界した。

結果的に金台鎮は国を失ったのは政治家の愚
かさによるものとし、医学の道を選んで、国家、
人々のために頑張ろうとしていた16。中国の魯
迅も、国の人々を救うためには最も良いのは日
本に留学生して医学を専攻することだと考えて
いたが、それに近いものであったに違いない。
九州帝国大学は金台鎮という第一号の留学生に
おのずとその決心の実現に道を開いてあげたに
違いない。

2 ）鄭民澤
1917年に三高から九州帝国大学に入学して勉

強する傍ら、東亜日報に「地方靑年會　勃興과 

其事業（全２回）」（福岡　鄭民澤、1920.6.16と
1920.6.18）「 輿 論과　 衛 生 思 想（ 全 ２ 回 ）」

（1920.6.30と1920.7.1）を投稿しており、1921年
に卒業して医学士となる。朝鮮総督府直属機関
の医員として働き、1927年から京城医学専門学
校第一内科講師を務め、その後京城帝国大学で
教鞭をとりながら同大学付属病院でも勤めてい
た。同時に総督府衛生室主任でもあり、現職の
まま、来る15日より三乎医院を開業し、三週間
無料で診察するという17。詳しくは、高城郡長
箭港にある鄭民澤医院では新年から極貧者に毎
月第一・第三日曜は無料で診察を行うとい
う18。彼は多くの独立運動家、文学者とつなが

りがある。劉相奎（号：太虚）19は次のように
述べている。

鄭民澤君、…君は雄弁家である。君の熱
弁を吐き出したら場所を問わない。それで
偶に『ドンキホーテ』にように見えるが、
その話には多く傾聴すべき句があり、そし
て無心じゃない人なら君の胸中には言えな
い鬱憤がいっぱいであることが想像でき
る。…君は文化的空気だけを呼吸する新時
代の寵児のように見える。君は『医師では
お金稼げない』という。この言葉は正しい。
しかし、君は他の方法でお金を稼げようと
する様子だ。これは自家撞着である。君は
筆者が知っている人の中、医師非医師は無
論、一番聡明な人であることが分かる。禁
酒の決心を遅らせないでこつこつと医道だ
け進めば必ず成功する日が来ることを信ず
る20。（…は筆者、以下同様）

ここで、「雄弁家、ドンキホーテ、鬱憤、文化
的空気、新時代の寵児、禁酒」などのキーワー
ドを並べてみるが、当時の政治情勢に対して鬱
憤はあったものの、表向きに表現できなかった
のではないかと思われる。実際、併合直後の
1911年６月に「朝鮮総督府留学生規定」が定め
られ、1913年、1915年、1918年と改正が重ねら
れた。これによって、官費・私費留学生と留学
生監督に関する規則を定めたのである。留学生

16 早稲田大学出身の金性洙も同じケースである。1908 年渡日、早稲田大学政経学部に留学した1910年に亡国の悲しみ
を味わい、14年卒業と同時に帰国するが、「『新文化による民力培養とした民族独立』、これが、学業を終えて帰国する
時までに彼の胸中に形成された抱負であり、日帝時代を一貫した彼の生活信条であった。」という。（『新東亜』1970年
１月号付録　p.261）

17 『東亜日報』1929.6.16
18 『東亜日報』1933.1.5
19 1897-1936 独立運動家として上海に於いて大韓民国臨時政府で安昌浩の秘書を務め、京城医学専門学校で外科医、ま
た講師として勤め、大衆医療保健啓蒙活動に力を捧げた。患者を治療中、丹毒に感染し、1936年７月18日に死去した。
葬式は出獄したばかりの安昌浩の主催で京城医学専門学校の校庭で行われた。

20 「医師評判記其１」『東光』第29号、1931.12.27
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規定だけではなく、留学生内地に於いても総督
府の東京出張員事務所、留学生監督機関、そし
て日本の警察という三重の監督体制下に置かれ
ており、官費留学生に対しては帰国後も監視が
及んでいた。

また、玄相允21の入院歴より書いた文章を見
よう。

…５月上旬頃に総督府病院に入院した。
入院してから担当医師は伊藤博士と鄭民澤
君で診察の結果は明らかに肺尖加答児だと
言明した。７月初めに医者達の了解を得て
退院して家に戻った。戻ってからも一日六
回ずつ検温して絶対安静を病院規模で厳守
した。そして、主治医である鄭民澤君があ
と二日（生きる）などの時に私の生命のた
めに重要な助言をしてくれた。鄭民澤は漢
方医が一日何回も体を起こして動くことを
勧める時に責任を持って絶対不可であると
強硬に反対した。それだけではなく、鄭君
はあらゆる口弁を尽くして私に安心でき、
楽観できる言葉を言ってくれた。それで今
も私は「医者になろうとしたらまず口弁と
熱情があるべきである」主張する。診てく
れており、薬も新薬だった22。

ここでは、ただ単にお医者として彼の顔が窺
える。

もう一つ、鄭民澤医院に入院していた崔曙海
のことについて書いた文章をみよう。

鳴呼－曙海の死、曙海回想記
「鳴呼、曙海兄よ！」

洪暁民23

曙海兄！
兄がいく何でどういうことか。先月申敬

淳氏から兄が胃病で鄭民澤医院に入院して
いるとのことを聞いて行ってみると思いな
がら行けなかった今朝（７月９日）の悲報
はもしかして兄を他界で会わせようとして
いるかも24。

間島での経歴を基に書いた『脱出記』という
作品で、文壇で評価された崔曙海であったが、
胃病に蝕まれて鄭民澤経営の三乎医院に入院さ
れ、最終的には亡くなってしまうが、鄭民澤と
文学者との繋がりは深いことが確認できよう。

1963度の『九州大学医学部学友名簿』25によ
ると、現住所が「中華人民共和国三江省樺川県
石頭村」になっている。満洲国時代の三江省は
現在の黒龍江省斉斉哈爾市に当るが、詳細につ
いてはこれからの課題になるが、おそらく後に
言及する盧基舜と同じように、満洲国における
医者確保の必要性により当時の三江省に渡った
のではないかと思われる。

3 ）尹治衡
京城医学専門学校出身で、1924年に日本九州

帝国大学で学位論文を提出し、韓国で初めて医
学博士になった人物である。当時の様子につい
て東亜日報を始め、日本の福岡日日新聞、大阪
新聞でも取り上げられている。

東亜日報1924年６月11日
「杏林界喜消息　二十九歳の医学博士、

21 （1893.6.14-1950.9.15）教育人、文学者、哲学者で高麗大学校の初代総長を歴任した。朝鮮戦争の時に北朝鮮に拉致さ
れ、亡くなったとされる。

22 玄相允「絶望に陥った肺病から新生を得るまで」『別乾坤』第20号　1929年４月１日
23 （1904.1.21-1975.9.21）韓国の文学評論家で小説家である。
24 『三千里』第四冊八号1932年８月１日
25 九州医報編集部編『九州大学医学部学友名簿』九州大学医学部同窓会　1963.9
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日本博士号を取得するのは朝鮮人として始
めてのこと」

二十九歳青年が博士号を取得した。咸南
長津出生の尹治衡氏、硏究性が多い。友人
の成功を聞いて喜ぶ朴昌薰26氏

「九大医学部教授に／鮮人博士論文を出
す／独逸に留学後後藤外科で研究／通過後
は朝鮮最初の博士」 『福岡日日新聞』 1924年
５月９日
「鮮人で最初の博士／二十九歳の秀才尹

治衡君（九大）」『大阪朝日 1924年６月10日

また、彼の初めての医学博士ということで、
『別乾坤』に論説「博士号公開」というタイトル
で尹治衡のことを公開している。

医学博士　尹治衡
一、咸南　長津郡
二、32歳
三、		私立明明中学、京城医専、九州帝国大

学医科大学官費留学、独逸 Breslau 大
学、九州大学医学部

四、	 	大正13年６月論文が九州帝国大学医学
部審査会に通過、７月20日に証書授与式

五、論文７編
六、論文の内容概要
七、		学位があるまでの苦心は別として苦学

での飢寒の苦痛を受けたにも関わらず
同僚と先輩の陰湿な攻撃と中傷がある
にも関わらず正義と勤勉は最後の勝利
だと頑固な信念の元で学業のために献

身した結果の副産物、所謂学位である。
八、		現在職務は京城回生病院長、三山研究

所長27

その一方、同じく医学界のメンバーである劉
相奎（号：太虚）28は次のように評価している。

朝鮮医学界のエ・メイコよ　朝鮮天地に
旋風を惹起した君、勿論君が初めてである
事も関係があるが、今日の博士報道の貧弱
なのは君が博士になった当時の新聞紙のそ
れが破天荒的だったのと比較して今日の君
の寛勳洞一隅に蟄居して殆ど社会と没交渉
になったのを考えるとこれを単なる『花無
十日紅』を貼り、世道人心の日々強迫する
のを嘆くのか。君の独歩独立の意気には敬
服しているが、あまりにも相依相存の情緒
に欠乏していないか疑われる時には医師界
の寂寞を感じないわけがなく、君に対する
絶望に近いことを感じざるを得ない29。

つまり、医学博士として社会的責任を果たし
ていない尹治衡に対する怒りを露わにしてい
る。しかし、その一方で解放後「朝鮮健民会創
設」運動に参加していることも確認できる。

朝鮮健民会創設
民族意識が高揚し、完全自主独立国家建

設を期して民族文化の向上を図り世界文化
前進に貢献しようと朝鮮健民会が創設され
た。同会では市内に臨時事務所を置いて次
のように役員を任命した。

顧問　権東鍞　尹世復

26 （1897-1951.4.5）1918年京城医学専門学校を卒業し、京都帝国大学に留学して1925年に医学博士学位を取得、1924年
から京城医学専門学校で助教授として勤務し、1933年に漢城医師界会長になる。

27 論説「博士号公開」『別乾坤』第11号　1928年２月１日
28 1897-1936 独立運動家として上海に於いて大韓民国臨時政府で安昌浩の秘書を務め、京城医学専門学校で外科医、ま
た講師として勤め、大衆医療保健啓蒙活動に力を捧げた。患者を治療中、丹毒に感染し、1936年７月18日に死去した。
葬式は出獄したばかりの安昌浩の主催で京城医学専門学校の校庭で行われた。

29 「医師評判記其１」『東光』第29号、1931.12.27
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委員長　李克魯
副委員長　李景錫　尹治衡30

韓国で初めての医学博士として、社会的責任
を問われる中、植民地社会環境に於いて政治不
問の「蟄居」生活をしていたが、独立国家に
なってからは社会活動を再開したことに深い意
味合いがあると思われる。

4 ）朴泳敦
1905年８月18日生まれ、1928年３月松山高等

学校卒業して、九州帝国大学に入学し、1932年
学士試験合格して、同年４月から医学部附属医
院医員を嘱託され、また、副手を嘱託され、耳
鼻咽喉科学教室勤務を命ぜられた。また、同年
６月には耳鼻咽喉科レントゲン主任補助を嘱託
せられ、1937年１月には助手として命ぜられ、
副手嘱託を解かれた。そして、1938年６月13日
に『術後性頬部嚢腫 （久保）形成の実験的研究』
という論文で九州帝国大学医学博士になった。
その後、同論文を『福岡医誌』31に発表したが、
その後の消息は見当たらない。

5 ）李重徹（1904. 1 .26-1945. 4 .14）
1924年３月にセブランス医学専門学校に入学

し、1927年３月に卒業した。同年４月に朝鮮総
督府から医者免許を取得し、産婦人科で勤務し
た。1928年４月に全羅南道靈光邑で開業し、後
に京畿道江華郡吉祥面に移るが、一方、京城帝
国大学小川外科で研究し、1929年11月に母校に
戻り、助手を務めた。1931年10月に中国北京の
協和医科大学の脳系科教室の研究生として６ヵ

月在籍し、母校に復帰して講師となる。1933年
４月15日に国費留学生に選抜されて、九州帝国
大学医学部に留学し、医学部精神病学内にある
病理組織学研究室で研究し、1934年12月に帰国
するが、翌年の１月にオーストラリアのメルボ
ルン大学に行って研究した。下田光造教授と大
野章三教授の下で、1935年７月17日に提出した
学位論文「麻痺性癡呆ニ於ケル小脳ノ病理組織
学的研究」が1935年12月24日に通過され、医学
博士学位を授与された。その後も母校に戻り、
精神科学教室の助教授に任命され、1937年に主
任教授を担当し、教室の発展に寄与した。しか
し、1939年に学校の事情により教職を離れ、医
院を開業したが、その後亡くなった。李重徹の
後輩である南命錫と金麟洙も九州帝国大学に留
学した。九州大学医学部神経精神医学教室で出
版した同文会名簿によると南命錫は1941年４月
から1943年まで留学し、金麟洙は1940年４月か
ら1942年まで留学した。解放後、南命錫はソウ
ル医科大学精神科の教授として、金麟洙は咸興
医科大学精神科の教授をしていた。二人とも九
州帝国大学で博士号を取得したとされている
が、金麟洙については論文32の情報はあるもの
の、外については不明のままで、南命錫につい
ては後に言及する。

6 ）盧基舜33（1893-1957）
黄海道甕津郡出身の盧基舜は、1915年３月に

京城医学専門学校卒業して４月に九州帝国大学
医学部入学し、1917年４月に九州帝国大学医学
部卒業して５月に京城に戻り、京城セブランス
医学専門学校の小児科講師になった。二回目

30 『東亜日報』1946年６月18日
31 「術後性頬部嚢腫 （久保） 形成の実験的研究」『福岡医誌』33巻　1940
32 金麟洙「老人腦ノ硏究」『福岡醫學雜誌』35（12）pp.1167-1196　1942
33 詳細は筆者の「福岡にゆかりのある間島朝鮮人－盧基舜を中心に－」『日本言語文化研究』第３輯 2014.6を参照さ
れたい。
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は、1927 年12月から1929年４月まで朝鮮総督
府公医、1929年８月から1931年４月まで九州帝
国大学医学部医化学専攻科で学び、二人の恩師
である金子兼次郎と児玉桂三の指導の下で、参
考論文「妊婦尿及初生児尿並に羊水中の「アラ
ントイン」含量に就て」、主論文「尿酸及「アラ
ントイン」分解酵素に就て　附「アラントイン」
比色定量法」（独文）を提出し、1932年１月19日
に医学博士（学位番号第503号）を取得した。

博士号を取得する前の1931年４月17日に退学
して５月から1932年１月まで同大学病院金子内
科に勤務しており、その際に、肺結核を患って
九大病院に治療にきた患者である岡島十四子と
逢い、結婚した34。

その後、祖国に戻って木浦、後に釜山で開業
し、朝鮮医学会でも注目する人物となってい
た。しかし、1936年７月に満洲国牡丹江市に移
住し、牡丹江国際医院の臨床医師として勤務
し、1942年図們に移り、図們共立病院の院長を
していた。また、1942年から1944年まで間島省
医学会の副院長、東満医学会の顧問を担当し
た。日本敗戦後は日本に避難する際にはソ連軍
に見つかり、ソ連軍に占領されている日本陸軍
病院で通訳と医療業務を担当した。その後、図
們に戻り、個人病院を経営している中、龍井医
科大学が設立され、その関係者の要請により、
龍井に移住した。1946年10月に吉林省立龍井医
科大学の学長に就任してから本格的医学教育者
としての道を歩むようになった。最終的に延辺
大学医学部教授になって、延辺地域の唯一の博
士として教育と研究に力を注ぎながら、附属病

院で独特の病状を持った患者の臨床活動を行っ
た。また、延辺朝鮮族自治州の代表としての社
会活動も行った。

しかし、1956年頃から「反右派闘争」が起き、
日本での博士学位取得、研究経歴、日本人夫人、
満洲国での医療活動などの理由で批判の対象に
なった。そのため、1965年６月に夫人と子供達
が日本に移住せざるを得なかった。盧基舜の死
去から30年経ち、1987年にようやく再評価さ
れ、1988年８月27日には医学院で盧基舜胸像の
開幕式が行われた。

7 ）李有浩
1915年２月６日咸鏡南道咸興府出身、普成高

普を卒業して佐賀高に入学し、1936年３月に卒
業して、同年４月から九州帝国大学医学部に入
学した。佐賀時代に論説「批評」を『学友会誌』
に掲載し、九大卒業後は一年間助手として働
き、日本敗戦後は北朝鮮の咸興医科大学小児科
講座長として働いた。『小児科学』『子ども養育
法』など多くの図書を執筆し、後輩の育成に貢
献していた。金日成勲章なども取得し、1996年
11月７日死去され、愛国烈士陵に埋葬されてい
ると言う35。

8 ）金弼水
九州帝国大学を卒業して東山病院で勤務し、

その後は大邱解剖学教室で教授として在職して
おり、1954年に亡くなった。

鄭壹千36教授に送った葉書を見よう37。
国立ソウル大学校医科大学解剖学教室　鄭

34 신영정・박세홍「盧基舜の生涯」大韓医師学会『医史学』18巻１号　2009.6　p.74
35 http://cybernk.net/infoText/InfoHumanDetail.aspx?mc=EJ0401&hid=EH020300011535&rightType
36 （1906.6.20-1993.1.21）現代医学者、1924年に京城医学専門学校に入学し、６年をかけて解剖学教室で学び、1934年に
京城帝大で韓国人発の博士学位を取得した。セブランス医学専門学校講師を経て馬山洞医院を開業、後にソウル大学、
釜山大学、カトリック医科大学を歴任。

37 http://www.kpmedal.co.kr/dong_zine/data/zine2010_01.pdf
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壱千教授貴下
この炎天にその間皆様お元気でしたか。私
達もご配慮のお陰で無事でした。貴教室の
活動は大変活発であると察しており、祝賀
致します。前日は李永春君を送ってくださ
い、ご感謝申し上げます。お目にかかり感
謝しないといけないですが、とても忙しく
後回しし遅れてしまい、申し訳ありませ
ん。李君は先生がおっしゃったように、大
変沈着で誠実であり、向学を楽しめる学生
です。将来の大成を期し、これから引き続
き指導をよろしくお願い致します。組織学
の分野をすることにしました。以上で遅れ
た感謝の言葉を申し上げ、今後ともご指導
と加護をよろしくお願い致します。大邱医
大解剖学教室金弼水より

学生を研究室に紹介したとの感謝の言葉にす
ぎないが、この手紙から彼の教育者・研究者と
しての真摯な態度が伺える。

9 ）金山振東　
1915年12月10日慶尚北道奉化郡生まれ、1933

年４月に大邱医学専門学校に入学し、1937年３
月卒業した。同年４月から大邱医専内科学教室
に入室し、６月に医師免許証取得した。同年の
８月に大邱医専助手になり、内科教室勤務し
た。1940年４月に助手を辞職して５月に九州帝
国大学医学部専攻科に入学、医化学教室で学
ぶ。1941年６月11日に専攻科を退学し、次の日
の12日により医学部研究補助員になり、医化学
教室に勤務した。1942年３月に研究補助員を辞
職し、同年11月24日より、慶北安東に診療所を

開設し、医務を従事していた。そして、「フグ毒
ノ精製並ニ二三ノ性状ニ就テ」38を発表し、廣
畑龍造、福田徳志教授の下で、同論文で1945年
２月27に医学博士学位を取得したが、その後に
ついては今の所、不明のままである。

10）柳駿
1916年忠淸南道天安出身、培材中学校、京城

医学専門学校を卒業して1941年に九州帝国大学
に留学して細菌学教室で癩菌について研究し
た。1945年、帰国後ソウル大学医科大学の内科
及び細菌学教室に勤め、1947年延世大学医科大
学の微生物教室を創設し、33年間教育と研究に
勤しんだ。また、1952年に再び母校に戻り、癩
菌研究によって九州大学で博士学位を取得し、
1955年にカリフォルニア州立大学医学部大学院
伝染病学 Ph.D. 取得、56年大韓癩学会を設立
し、59年に世界基督教宣明会（World Vision）特
殊皮膚診療所及びハンセン病研究所を設立し
た。76年に延世大学医学部長から83年に嶺南大
学総長に就任した。94年には国際ガンジー賞な
ど多くの賞を受賞し、2015年３月26日に99歳で
亡くなった。論文は、恩師である戸田忠雄とと
もに発表した「癩菌の集菌法並にメタノール抗
原の皮下反応」39があり、著作に『木を植える
心－韓国ハンセン病治癒のために捧げた生涯』
がある。柳駿氏に対する貴重なインタビューが
ある。（2002年３月２日）

私はですね、皆さんと違って、九州大学
の学部を出ていません。今はソウル大学に
統一された京城医専学生時代から韓国の癩
患者を治すことをしたいというロマンチズ
ムと言いましようか、若い者の野心と言い

38 『福岡医報』36巻第４号 1943.4
39 戸田忠雄・柳駿「癩菌の集菌法並にメタノール抗原の皮下反応」『総合医学』９号、pp331-333、1952; 柳駿著・牧野
正直監修・菊池義弘翻訳『木を植える心－韓国ハンセン病治癒のために捧げた生涯』東海大学出版会　2010.5
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ましょうかそういう希望があったんです。
それで京城医専を卒業して、当時日本で戸
田忠雄という九州大学の先生、当時日本の
医学を背負う四人の１人と言われた有名な
方です。尊敬していました。もちろん九大
は医学の面では、ずいぶん世界的に貢献し
た大学なんです。レプトピラー等の発見を
はじめ、いろんな貢献したところなんです。

その方がそのいわゆる抗酸菌といって結
核と癩の世界的な大家だったんです。日本
の BCG というのはあの方が作ったんです。
現在でも戸田細菌学というには日本の医学
界でも最もいい細菌学の教科書です。

で、その先生のところに私の教授を通じ
て先生のところに行って癩の勉強をしたい
と言って、申し込んだら拒絶されたんで
す。それで私がその時、卒業間際になって
その先生の自宅を訪問して、私は癩の研究
をして全人類に貢献したいから弟子になり
たい。とにかく彼の教室に入れられて、小
鹿島（ショロクト）という有名な日本の長
島愛生園のようなところですが、そこに
行ってから好きな時に来ていいと言われ、
そこに約10ヶ月、1941年３月卒業して九大
にちょっと行って、44年４月頃に帰ったと
思います。その間癩の勉強を一生懸命やら
されました。研究してそういう私は九州大
学の学生の雰囲気といいましょうか、学風
というものはあまりわかりません。ただ、
研究して熱心に勉強して、日曜日もない土
曜日もない。その時の日本の研究生たちは
研究室にもう泊まって夜中研究していた。
今私に何か思い出がないかと言われたら、
一生懸命勉強熱心にやったということと、
志があったということとね。私ねその時に
ね今でも記憶していますが、当時新聞を読

んだらある検事がヤミをしなくて餓死した
という記事を読んだことがあります。今も
記憶しています。日本人たちがいかに一生
懸命働いていたかということをよく知って
いますよ。餓死しても法を守る日本人、一
生懸命働く日本人を尊敬します。

それで、帰っていわゆる終戦後韓国は大
変な動乱期で勉強できなかったんですけれ
ども、ソウル大学に講師で入って、しばら
くして延世大学細菌学教室主任、助教授を
やり（1947）、そこで癩の勉強をして私の独
自のいろんな研究をやりました。

その研究のレベルではですね、日本でも
よく知られています。その間、実験的ない
ろんな学問的な貢献もあります。たとえば
癩の予防法を研究したとか、新化学療法に
よる化学的療法、あるいは動物実験で癩の
動物実験に成功したとか、あるいは癩の早
期診断法を発見したとかいうにがあります
けれども、私が世界的に貢献したと思うの
は、いわゆる韓国式癩退治法（Elimination）
を世界的に提示して、受け入れられたとい
うことです。これ本がありますが、国際癩
学 会（14th International Leprosy Congress 

Orland.Floida.Us）で1994年度に講演した
時の著書です。

いわゆる、A Koream Model for the Healing 

of Leprosy、癩治癒の韓国的モデルとしては
よく知られています。それは、一言で言いま
すと癩を日本のように強制収容・隔離法に
よって退治するんじゃなくて、精神的・肉
体的・社会・経済的リハビリテーションそ
ういう方法によって癩を退治するのです。

1945年終戦後、韓国は大混乱をきたし、
癩患者達は小鹿島（ショロクト）等の強制
収容所から脱出し、全国至る所に癩流浪者
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が充ち全国的に約5000人あまり居りまし
た。彼らは今までの強制収容を非常に恐
れ、再度収容されることを反対していまし
た。これら流浪者達はその95％が、自在に
必要な労働力を保持していました。私はこ
の問題を解決するために、ごく少数の同志
と私の弟子と、患者自身の良心と能力にそ
の基本を置くことにしました。

当時、我等が掲げたスローガンを思い出
します。

スローガン；		「我らもこの国の国民の一
人だ。

	 	祖国再建のためには我等
にも義務がある。

	 	我等が死ぬ時、癩も共に死
のう」

そこで希望村（Hope Village movement）
なるものを造り、山間の遊休地を開拓し、

「新しい生の基地」と致しました。
同志と弟子と共に女学校の生徒達に協力

を求め、街頭募金運動をやり、相当の資金
を得て経費に使いました。

絶対に乞食はしない。人間らしく生き
る。自分ができることは何でも自分でやる
という考えでした。そしてお互いに助け合
う。

最初約150名程度で始めたこの村が、約
１ケ月後には約500名程度の村になり、こ
の運動と同時に当時民間団体として大韓癩
協会が組織され、この運動が全国的に広が
り、1950年６月25日に韓国戦争が起こるま
で、全国約5000名の流浪者が16 ヶ所に安住
することができました。

戦争はこの状況を、みな以前の状態に戻
りました。

それから５年後、1955年７月に癩協会が

再建され「癩は治る」という新しいスロー
ガンのもとに、５年前の希望部落運動は定
着部落運動と改名され、組織的なハンセン
病治癒運動になり、今に至っております。

この運動には三つの基本理念がありま
す。 そ の １ は 精 神 的 再 活（Spiritual 

Rehabilitation）、 そ の ２ は 肉 体 的 再 活
（Physical Rehabilitation）、その３社会的・
経済的再活（Socio-Economic Rehabilitation）
です。

この方法のもとに政府はその間「治癩政
策」を続け、現在年間新患者発生数20名

（総人口約45,000,000）で、定着部落で自立
した人々の GDP は約20,000ドル（一般人
10,000ドル）です。

1963年に癩収容法は廃止され、結核と同じ
くなりました。今はその名前も癩からハン
セン病（HANSEN’S Disease）となりました。

我等は1991年11月４日から International 

Leprosy Congress Seminar.Seoulで、韓国の
HANSEN病はWHOの基準で解決されたと
宣言したことがあります。

その間韓国の救ハンセン病運動を助けら
れた多数の人々、また機関が多くありまし
た。特に故朴大統領令夫人陸女史、アメリ
カのバブピアース牧師等に助けられまし
た。

しかし、それ以前に私に癩を教え、問題
解決の基本能力を教えてくださった九州大
学の戸田忠雄教授、占部薫教授、並びに九
州大学に感謝します。

延世大学の教授、学長（医学部長）等か
ら退職して、朴大統領が造られた嶺南大学
校の理事長、総長を務めたことなども、私
が最も感受性が高かった時代、九州大学の
学風と教えてもらった先生、親友達に負っ
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たところが多いと思います。一生忘れられ
ません。

柳駿は「韓国の癩患者を治す」「癩を研究して
全人類に貢献したい」という強い信念の下で、
当時日本の医学を背負う有名な学者である九州
帝国大学の戸田忠雄教授に自らアプローチし、
受け入れてもらってからは一生懸命に研究して
遂に韓国式の癩対治法を世界に提示できたこと
をとても誇りに思っている。それにはまず、研
究環境を提供してくれた九州大学、恩師である
戸田忠雄教授等に感謝している言葉に九大卒業
生の気持ちを表している。政治に惑わされず、
研究にだけ集中した植民地末期のエリートの様
子が伺われる。

11）南命錫
1916年12月20日忠清北道槐山郡出身で、1934

年に京城旭医学専門学校に入学し、1938年に卒
業した。同年４月から副手になり、５月に医師
免許取得した。その後の39年に副手を辞し、４
月より李重徹医院に勤務するが、1941年３月に
辞職し、すぐに九州帝国大学医学部附属医院医
員を嘱託され、精神科に勤務する。1943年６月
に医員を辞し、同年９月１日より専攻生として
入学して精神科医の下田光造教授の指導を受け
る。1944年５月に専攻生を退学して李重徹医院
に勤務し、45年４月に辞職してから５月に忠清
北道槐山郡に開業した。1947年５月28日に「電
気衝撃ニ因ル脳ノ病理組織学的研究」（中脩三、
小野興作教授調査）で博士学位を取得した。前
述したように、彼は李重徹の後輩であるため、
強く影響を受けているのが確認できる。光復後
はソウル医科大学精神科の教授として活躍しな

がら、論文も発表された40。

12）重村昌宏（鄭昌杰）
1909年８月29日平安南道平壌府生まれ、1930

年４月に平壌医学専門学校に入学し、1934年３
月卒業して同年８月医籍を登録した。また、同
年９月から奉天市鄭医院勤務し、1935年３月に
辞職し、４月から平壌医学専門学校小児科教室
副手になる。翌年の４月辞職してし、同年５月
平壌府に医院開業するが、1942年７月に廃業
し、同年８月に九州帝国大学医学部付属医院医
員を嘱託され、小児科に勤務する。1943年４月
学部専攻生入学して遠城寺教授に指導される。
1945年２月に付属医院医員を解職され、同年朝
鮮平安南道立鎮南浦医院医務嘱託、小児科医長
になる。同年３月に九州帝国大学医学部専攻生
退学が許可される。遠城寺宗徳と平光吾一教授
の下で1945年８月24日に論文「小児ノ体型及ヒ
外貌ニ関スル研究」で博士学位を取得した。

13）金萬達（天野達人）
1916年３月19日韓国慶尚北道大邱市生まれ、

1939年に大邱医学専門学校を卒業して、同年４
月に外科学教室に入局する。同年６月から1941
年６月まで助手になり、７月から京城女子医学
専門学校の助教授になり、1942年12月に依願退
職する。1943年１月31日に九州帝国大学医学部
専攻生入学法医学教室在籍（指導教官北條教
授）し、1944年12月30日に同専攻生退学する。
同日九州帝国大学助手に任ぜられ、医学部勤務
を命ぜらる（法医学教室）。1945年６月に退職
して、1946年４月から大邱医学専門学校の副教
授に任命され、法医学を担当する。1947年７月
より同校大学昇格により大学助教授にある。九

40 南命錫「患者の心理」『最新医学』Vol.5　No.7　p.141　1962；金光日・南命錫等「骨仁に依る麻薬中毒者の治療成
績」『現代医学』第５巻４号 1966
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州大学医学部薬学科裁判化学講座教授の塚元久
雄と九州大学医学部医学科法医学講座教授の北
條春光の調査の下で、『諸金属中毒の可視並び
に紫外線分光学的研究』で1953年10月24日に学
位を取得した。

5 ．	九州帝国大学で医学博士学位のみを取
得した者

当時、留学生ではないものの九州帝国大学で
博士号を取得した者として四名を取り上げる。
1 ）姜日永
1900年３月19日京城府生まれ、1921年４月京

城医学専門学校に入学、1925年３月に卒業、同
年６月に朝鮮道立医院医院被命、慶尚北道道立
大邱医院に勤務、1927年４月慶尚北道大邱医学
講習所講師、1928年６月京城医学専門学校助
手、1929年９月京城医学専門学校看護婦養成所
講師、1932年６月朝鮮総督府京城医学専門学校
講師、1934年５月九州帝国大学医学部耳鼻咽喉
科を見学、見学期間四ヶ月であった。その後博
士号を取得することになるが、これについて、

『東亜日報』1935年３月30日では、「医専講師姜
日永氏　博士論文通過　廿五日九大医学部に
て」と大きく取り上げている。

京城医学専門学校の講師である姜日永氏は
去る十一月に主論文「慢性鼻炎及鼻腔炎

（蓄膿症）に関する臨床的及び実践的研究」
他参考論文を九州帝大医学部教授会に提出
し、その論文は去る二十五日に通過され、
博士学位を取得した。氏は京城出身で大正
十四年に京城医専を卒業し、同付属病院耳
鼻咽喉科で続けて研究し、昭和弐年に同校
講師に拝命された学者であるとしている。

既に、『京城医専紀要』に「慢性鼻炎および副
鼻腔炎に関する研究」41を発表しており、また、
京城医学専門学校講演部では毎年通俗医学講演
を行い、衛生思想の普及に貢献している中で、
姜日永も「鼻性低能」というテーマで活動して
いた42。

その後の1939年にソウル市鐘路区仁寺洞137
に姜耳鼻咽喉科を開業する。朴泰遠の小説『小
説家仇甫氏の一日』にソウル市の様子を描写し
ている中、「病院」の所が、姜耳鼻咽喉科ではな
いかとの推測している人もいるが、1934年発表
の小説と1939年開業の姜耳鼻咽喉科と時期的に
ずれがあるので、ここに記しておきたい。

2 ）金龍業　
1903年３月21日　京畿道富川郡生まれ、1926

年４月京城帝国大学医学部入学、1930年卒業し
て同校産婦人科副手になり、1938年７月より蒙
彊張家口市日本居留民団嘱託医を命ぜられ、博
士号申請した時点での住所が蒙彊張家口市皇

（朝上に広の外）街一号になっている。調査委員
は、衛生学講座水島治夫教授、生理学第一講座
緒方大象教授で、1943年２月19日に「人体皮膚
温度に関する研究」で学位を取得した。

3 ）松島信雄（裴英基　1908. 5 .18-1996. 4 . 3 ）
朝鮮平安南道江西郡生まれ、1930年４月に平

壌医学専門学校に入学して1934年３月卒業す
る。同年４月より同校衛生細菌学教室副手を嘱
託され、同年11月１日より同校助手に嘱託さ
れ、1938年５月には医師免許を取得する。同年
６月からは京城帝国大学医学部衛生学教室専攻
生に入学、1940年６月に専攻生退学し、同年８
月に平壌道立医院眼科室副手になる。1941年12

41 『京城医専紀要』４巻 p.430、1934
42 『東亜日報』1935年10月19日
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月に医務嘱託され、1942年４月30日嘱託解し
て、同年６月に九州大学医学部付属医院眼科学
教室医員を嘱託され、仕事しながら1943年２月
１日に博士学位取得の申請を行い、同年４月に
学位を取得した。論文テーマは「学齢期ニ於ケ
ル朝鮮児童ノ体位ニ関スル研究」であり、調査
委員は民族衛生学・植民衛生学講座担任水島治
夫教授、眼科学講座担任田村茂美教授である。

1945年９月から平壌医学専門学校教員、1946
年から伝染病研究所所長を務め、1946年金日成
主席の委嘱状により、金日成総合大学医学部教
員、平壌医学大学初代衛生学部長、1952年８月
より平壌医学大学教務部学長、衛生予防所所
長、研究者として活躍した。また、『衛生学論
学』『公衆衛生学』『栄養衛生学』など出版を重
ね、予防医学分野の後輩の育成に貢献した43。

4 ）		光本重信　（朴己出　1909-1977、医者・政
治家）

1909年４月釜山府生まれ、1934年東京医学専
門学校卒業し、同年５月より釜山府立病院医員
を拝命されるが、1939年９月同院を辞し、同年
10月より九州帝国大学医学部附属医院医員を拝
命される。1943年７月27日に「ヒスタミンに関
する研究」で、薬理学講座福田得志教授、皮膚
科学講座皆見省吾教授の下で博士学位を取得す
る。その後、釜山で開業していたが、終戦後、
政治活動をし始め、1956年に曺奉岩と進歩党を
結成して副委員長になる。1971年の国民党の大
統領候補として出るが、落選され、1973年に日
本に戻り、僻村の保健所で医者活動をし、後に
帰国する。大韓医学協会会長、慶尚南道医社会
会長、民族統一問題研究院理事長などの要務を
歴任する。

6 ．終わりに

以上、九州帝国大学学部以降の卒業生13名と
博士学位のみを取得した者４名を取り上げ、次
のように結論付けた。

朝鮮人学生は官費留学生が多数で、最初の留
学生である金台鎮は政治家の愚かさから国家、
人々のために医学留学していた。彼のように併
合当初の留学生は政治に敏感であったが、後に
は学問のみを追及したケースが多かった。医学
部における専攻生制度は、学外に職を持つ医師
に、特に基礎医学系教室での研究の道を開くこ
とになり、博士号の学位取得へと繋がった。卒
業生はエリートコースとして、九州帝国大学で
学んだ知識を有効に活用し、戦後も政治情勢に
左右されず、学問の発達、医療人の育成に貢献
できた。また、盧基舜が日本・朝鮮半島・「満洲
国」・中国で活躍できたのは、彼が医者という身
分であったからこその結果であると推察できよ
う。つまり、日本植民地統治下で官費生として
日本に留学し、朝鮮総督府公医として、満洲国
国際病院に勤務できたのも日本の統治手段とし
て医療人を育成・活躍させた事例であり、光復
したばかりの空間に於いて、医療教育システム
が体系化していく中で、医療人が一定の役割を
果たした事例でもある。最後に九州帝国大学で
学んだ卒業生は常に母校に対する愛着と恩師に
対する尊敬を表している。

今後、引き続き朝鮮人留学生に関する新しい
史料の発掘と中国人留学生についての研究を取
り組んでいきたい。

【参考論文】
九州帝国大学医学部編『二十五年史』九州帝国大学医学

部事務所　1928.10
九州大学医学部『五十年史』九州大学医学部創立百周年

43 http://cybernk.net/infoText/InfoHumanDetail.aspx?mc=EJ0401&hid=EH020300011535&rightType=3&direct=1
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はじめに

1981年１月に創立された異文化間教育学会において、「異文化間教育研究」という段階から自立的な
「学」としての「異文化間教育学」の構築に向けた議論が、90年代半ばより学会設立に関わった人々や
学会で中心的な役割を担ってきた人々の間でなされてきた。それは「学」の構築に向けていろいろな
観点から、現に行われている異文化間教育研究を捉えなおす試みであったと言えよう。最終的に異文
化間教育学を確立できるか否かに拘らず、異文化間教育研究の発展にとって貴重な議論の積み重ねで
あることは間違いない。

ここでは「ひとつの総合的な学問分野としての異文化間教育学の確立」（江淵、1999）に向けて、ど
のような議論がなされてきたのか、その展開過程を概観することにしたい。

1 ．異文化間教育学の確立論議の文献について

これまで異文化間教育研究の在り方や異文化間教育学の確立に向けた議論の中で参照すべき文献は
多々あるが、それら全ての文献を考察することはできない。ここでは、異文化間教育学の確立を中心
テーマにしているか、そのテーマに密接に関係した文献を取り上げることにしたい。

さて、議論の展開を年代順に辿っていくと、次の９つの文献を必読のものとして挙げることができる。
①江淵一公「異文化間教育学の可能性」（『異文化間教育』10号、1996年、４－26頁）である。この

論文（以下、「96年江淵論文」）は学会15周年記念シンポジウムの特定課題研究論文である。異文化間
教育学の確立という課題提起を行っている。江淵氏にはこれ以前にも異文化間教育研究の在り方につ
いての論文があるので、適宜参照することにする。

②佐藤郡衛「海外・帰国子女教育研究と異文化間教育」（前掲書、27－43頁）がある。この論文（以
下、「96年佐藤論文」）は海外・帰国子女教育研究を通して異文化間教育学の確立にとって有効な研究
視点を明確にしたものである。学会15周年記念シンポジウムの特定課題研究論文である。

③小林哲也「異文化間教育学の可能性―学会十五年の回顧と展望」（前掲書、89－98頁）である。
この論文（以下、「96年小林論文」）は、同シンポジウムにおいて指定討論者として主に上記２つの論
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文に対してコメントしたものである。
④江淵一公「異文化間教育（研究）の体系化のための覚え書き《総論編》」（平成８～ 10年度科学研

究費補助金基盤研究 A（１）研究成果報告書『異文化間教育の体系化に関する基礎的研究：最終報告
書』、1999年、１-17頁）である。この論文（以下、「99年江淵論文」）は異文化間教育学の確立を目標
として、学会において異なる対象（海外帰国子女、留学生、少数民族、外国人子女など）を研究して
いる様々な学問領域（教育学、文化人類学、言語学、心理学など）の研究者たちを集めて、異文化間
教育研究の体系化を模索した科研研究の結論的な覚書である。

⑤佐藤郡衛「異文化間教育学の確立をめざして」（江淵一公編『異文化間教育研究入門』玉川大学出
版、1997年、269-283頁）である。この論文（以下、「97年佐藤論文」）は、「96年佐藤論文」にコメン
トした「96年小林論文」を受けて議論を発展させ、異文化間教育学確立のための方法を論じている。

⑥小島勝「異文化間教育学の研究枠組みとキーワード―体系化への試論」（『龍谷大学論集』第464
号、2004年、25－49頁）である。この論文（以下、「04年小島論文」）は、上記の科研報告書『異文化
間教育の体系化に関する基礎的研究：最終報告書』において各学問分野から提出された報告を手がか
りにして、異文化間教育学の「研究枠組みと研究の観点」を検討している。

⑦小島勝「異文化間教育に関する横断的研究―共通のパラダイムを求めて」（『異文化間教育』23
号、2006年、３-19頁）である。この論文（以下、「06年小島論文」」はこれまでの「学」確立に関する
議論を整理し、体系化に向けて「研究主題と研究の観点」を交差させて、異文化間教育学におけるキー
ワードを全体的・網羅的に列記することを試みている。

⑧佐藤郡衛・横田雅弘・吉谷武志「異文化間教育学における実践性―『現場生成型研究』の可能
性」（『異文化間教育』23号、2006年、20－36頁）である。この論文（以下、「06年佐藤・横田・吉谷
論文」）は、異文化間教育学の方法論のひとつとして、現場生成型というスタイルが有効であることを
論じたものである。

⑨佐藤郡衛「異文化間教育学の固有性をめぐる試論」（平成16 ～ 18年度科学研究費補助金基盤研究
B（１）研究成果報告書『異文化間教育に関する横断的研究―共通のパラダイムを求めて』、2007年、
43－54頁）である。この論文（以下、「07年佐藤論文」）は同氏の著書『改訂新版　国際化と教育―
異文化間教育学の視点から』（財団法人放送大学教育振興会、2003年）を発展させたものであり、異文
化間的視点について考察を深めている。

各論文は異文化間教育学の確立に向けて、どのような立場で何をどこまで論じてきたのか、何がま
だ論じられずに残されているのか、まず諸々の論点を整理したい。その際、「96年江淵論文」・「96年
佐藤論文」・「96年小林論文」は同じシンポジウムの議論として、ひとまとまりに整理できるだろう。
次いで「97年佐藤論文」、「99年江淵論文」、続く「04年小島論文」と「06年小島論文」はひとつにま
とめて考察することができる。さらに、「06年佐藤・横田・吉谷論文」と「07年佐藤論文」は研究の
視点と方法論を論じている点でひとまとめにできるだろう。こういう見通しの下にこれら諸論文を発
表順に考察しようと思う。

ところで、各論文はどれも、それ以前の議論の流れをレビューしている。だが、以前の議論の論点
を網羅的にではなく、一部を抜き出してコメントしている。それゆえにコメントに対するコメントが
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ないままで放置された論点もある。ここでは議論が尽くされていない論点も拾い上げて今後の検討課
題として提示したいと思う。

また、一般に「○○学」と言われるために学問研究が有すべき基本条件は何かと言えば、次の５点
であると思われる。すなわち、①研究対象、②研究主題、③研究視点、④研究方法、⑤理論モデルで
ある。以下では、このことを念頭において、各論文がどのような問題をどこまで論じているのかを明
らかにする。

2 ．「異文化間教育」の定義をめぐって

小林哲也氏は学会初代会長として、1987年『異文化間教育』創刊号で、異文化間教育の定義を示し
た。「異文化間教育という言葉は・・・異なった文化の交流・接触によって生じる教育実践や諸問題を
包括的に表現するものとして、本学会が発足した当時に創られたものである。従って、それは国際化
によって生じた特定の教育領域と言うよりも、そうした教育問題に対するひとつの観点、問題接近の
方法を意味する」（「『異文化間教育』の創刊にあたって」１号、1987年、３頁）と述べている。つま
り、異文化間教育は異文化交流・接触によって生じた「教育実践や諸問題を包括的に表現する」言葉
であるが、煎じ詰めれば様々な学問分野がこの教育実践や諸問題を研究するために共有する「観点・
問題接近の方法」を意味する言葉であるという。

それから15年を経て、江淵一公氏は異文化間教育学会における研究発表の蓄積を踏まえて、小林氏
の「観点・問題接近の方法」を意味するとした定義は「今日の研究についても妥当する面をもつ」が、

「いささか狭隘にすぎるように感じられた」（「99年江淵論文」７頁）という。そして、次のような定義
を示した。「異文化間教育とは、異文化との接触や異文化との交流を契機として、あるいは異文化との
接触と相互作用が恒常的に存在する構造的条件のもとで展開する、人間形成に関わる文化的過程ない
し教育的活動である」（江淵「異文化間教育と多文化教育」『異文化間教育』７号、1993年、14頁）と。

ここにいう「教育的活動」とは、「帰国子女教育や国際理解教育・異文化理解教育や外国語（異文化
間コミュニケーション）教育」などの「意図的、計画的教育活動」（「96年江淵論文」14頁）を指して
いる。但し、江淵氏はこの定義をあくまで「暫定的定義」（「99年江淵論文」８頁）と断っていること
も付言しておかなければならない。

以上、「異文化間教育」という言葉の意味において、小林氏は異文化間教育研究が共有すべき「観
点・問題接近の方法」という意味合いを強調したのであるが、江淵氏は異文化間教育研究が取り組む
べきテーマとして「人間形成に関わる文化的過程ないし教育的活動」という意味合いを正面に据えた。
両氏の定義はもとより次元（あるいは強調点）の違う定義であるが、ここで確認しておきたいのは、
以後の異文化間教育学の確立論議は、江淵氏の定義に依拠して進んできたことである。



白　𡈽　　　悟72

3 ．異文化間教育研究の学際性の意義をめぐる論議

（ 1）ネットワーク説とフィードバック説
	　「96年小林論文」は異文化間教育研究の有様を明確に述べている。すなわち、既存の学問分野の
側から見れば、異文化接触・交流から生じた教育問題を取り扱う領域は、既存の学問分野の一部分
であり「異文化間教育研究部門」（同書、91頁）と呼ばれるべきものであるという。とすれば、異文
化間教育学会は既存の各学問分野の「異文化間教育研究部門」が集まって「集合体」をなし、学際
的に研究を展開させる場ということになる。学会設立趣意書には「異文化間の接触・交流から生じ
たさまざまな教育問題についての研究者のネットワークを設定する」とあるが、そのネットワーク
を成立させるものが「異文化間教育」問題に対する共通の関心、あるいは小林氏が「異文化間教育」
の定義で強調した ｢観点・問題接近の方法｣ である。
	　小林氏は比較教育学の例を挙げて、このことを説明する。「比較教育学は異文化間教育領域の研究
に参与することによって、教育における各民族・国民間の動態的な相互関係を、これまでの巨視的
な歴史的、社会的文化・文明論の段階から、文化学習やコミュニケーションの理論を視野に入れた
少数集団や個人の学習・教育といった微視的な段階に研究を広げることができるようになった。」

（同書、93頁）他方、比較教育学も異文化間教育研究に貢献してきた。「こうした関係において、比
較教育学から見た場合、異文化間教育が自立的な学問分野であるか、種々の学問分野の集合体であ
るかは、少なくとも今日までの段階において余り問題ではない。」という（同書、94頁）。
	　すなわち、比較教育学は異文化間教育に関する様々な学問分野のネットワークに参加すること
で、研究枠組みを巨視的段階から微視的段階に広げてきたのであり、それで十分であるとする。敷
衍すれば、比較教育学のみならず他の学問分野においても異文化間教育研究に参加することで、異
なる学問分野の諸理論や概念や方法などを学び、出身母体である学問分野にフィードバックしてき
た。それで十分ではないかというのである。
　以上の小林氏の論点をまとめると、
　①	異文化接触・交流に関する教育問題を取り扱う異文化間教育の領域は、様々な既存の学問分野

によってアプローチされている。つまり、異文化間教育研究は様々な学問分野の観点やアプ
ローチの集合体である。異文化間教育の領域は諸学の情報交換や共同研究を進めるネットワー
クとなっているという。これを私は仮にネットワーク説と呼ぶことにしたい。

　②	このネットワークに参加することで、既存の学問分野は従来の研究視点とは違う研究視点を学
んだり、従来の対象領域の枠を超えて新しい対象領域へと枠を拡げたりすることができる。つ
まり、好ましいフィードバックを受けることができるという。これを仮にフィードバック説と
呼ぶことにしよう。

	　ネットワーク説とフィードバック説は、異文化間教育研究が既存の学問分野の発展・拡大に如何
に貢献できるかを第一に考える立場である。だが、それは自立的な学問分野としての異文化間教育
学の確立を志向する立場とは異なる立場である。
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（ 2）対話説
	　「96年江淵論文」は次のように述べる。「（学際性の）ポジティブな面とは、多様な学問が交差す
る境界領域には、しばしば新しい学問が発展する可能性が潜んでいる」が、そのためには「各学問
分野の間に真の意味での対話と相互交流」（同書、８頁）が必要であると。これを仮に、対話説と呼
ぶことにしよう。対話説は異文化間教育学会において既存の学問分野の対話と相互交流が新しい学
問を生み出す可能性を志向する立場である。
	　思うに、諸学問が集合する異文化間教育学会は発足時点において、学会の果たすべき役割として、
ネットワーク説やフィードバック説や対話説などの様々な期待が混在していたのではないだろう
か。だが、発足の初期には学会の第一の役割はネットワーク説やフィードバック説にあると考えら
れていたのであり、実際にそれが最も重要な役割であったであろう。
	　ネットワーク説やフィードバック説が既存の学問分野の発展を第一目標とするのに対して、対話
説は明らかに異なる立場に立っている。諸学問を統合化する新しい学問として「自立的な異文化間
教育学」を構想する立場である。だが、対話説の理想は諸学問が意識して努力しなければ実現しな
い。なぜなら、既存の諸学問にアイデンティティを置いている研究者たちの間では対話が成り立ち
にくいからである。その意味で対話説は異文化間教育学会の努力目標なのである。

（ 3）異文化間教育研究の「普及・拡散」問題
	　佐藤郡衛氏は異文化間教育研究の「普及・拡散｣ の問題（報告レジメ、2004年８月）を指摘した。
すなわち、「①既存のアカデミズム（社会学、教育学、心理学、文化人類学、言語学等）でも、異文
化間教育への関心が高まり、異文化間教育を１つの領域として位置づけるようになっていく。②着
実に異文化間教育に関わる対象を扱う研究が拡大してきた。例えば、教育社会学の文献目録に『異
文化間教育』という項目がある。異文化間教育はいわば「普及・拡散」という状況に置かれている。
1990年代の後半以降、異文化間教育学は、独自の研究対象をいわば喪失した状況に陥ることにな
る。」と述べる。　　
	　換言すれば、既存の学問分野では従来まで周辺に置かれていた異文化間教育の領域が、今日、既
存の学問分野の中で重要な領域として位置づけられるようになった。これは異文化間教育研究の

「普及」である。フィードバック説から言えば、異文化間教育学会の当初の目標なのだから、それが
徐々に果たされているとすれば、好ましい情況である。しかし、「普及」の裏面に「拡散」があると
いう。既存の学問分野の中で異文化間教育研究の成果が発表され、大きな関心を持たれるとすれば、
異文化間教育学会に参加する必要が薄れてしまう。この「拡散」によって、「異文化間教育学は一時
の流行に過ぎず、やがては既成の学問に吸収される運命にあると言っても過言ではない。」（「04年小
島論文」、25頁）とも言われる状況にある。
	　このような「普及・拡散」が生じた結果、異文化間教育学会は「固有の対象領域」（独自の研究対
象）を独占できなくなってきたと佐藤氏は述べる。異文化間教育学会は異文化間教育事象の研究と
それに関する教育活動という「固有の対象領域」（他の学会では取り扱わない）を持っていることに
安住してきたのではないかと思われる。対象領域が学会固有のものである以上、学会は存在意義を
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失わない。しかし、「固有の対象領域」を失ったとき、学際的な異文化間教育研究を推し進めてきた
異文化間教育学会は存在意義をやがて失うかもしれない。
	　だが、よく考えてみると、「普及」と「拡散」はこの問題の真の原因ではない。対話説から見れ
ば、諸学問が異文化間教育学会の名の下に集合したにもかかわらず、対話と相互作用が不十分だっ
たために何も生み出せないでいることが問題なのである。

（ 4）異文化間教育学会の第二世代の課題
	　「普及・拡散」から生じたやや奇妙な問題がある。江淵氏は、大学において異文化間教育論や異文
化間関係論などの科目が開設されるようになり、それを自己の専攻分野と考える人が増えていると
いう情況を踏まえ、「いわば一つの学問分野としての異文化間教育研究へのアイデンティティを若
くして取得した新しい世代の誕生である。」（「96年江淵論文」11頁）と指摘する。これに対して、「96
年小林論文」は「確立された学問分野として異文化間教育学に自分の学問的アイデンティティをも
つ新しい世代の人々」が誕生しているとすれば、この新しい世代はどのように「異文化間教育学」
を構想しているのか、という問いを投げかけた。これはかなり重い問いかけではないだろうか。
	　すなわち、異文化間教育学会に参加して異文化間教育に関するテーマを追求しているのだから、
自分の専攻は当然「異文化間教育学」と考えている人々が誕生している。この新しい世代がもしも
｢異文化間教育学｣ は当然のごとく既存の学問から自立していると考えて疑わないとすれば、問題で
はないだろうか。「自立的な異文化間教育学を確立する」という姿勢はそこからは生じない。思う
に、この課題を意識することが必要ではないだろうか。

4 ．異文化間教育研究の理論的体系化への道程 	―	ボトムアップ方式

「96年江淵論文」は、異文化間教育研究を「自律的な学問分野として確立」（同書、11頁）する努力
がなされなければならないと主張する。その理由は、異文化間教育学会には多彩な学問分野から研究
者が集まっているが、「各学問分野の間に真の意味での対話と相互交流がなかなか生まれにくい・・・
そうした相互作用は本学会の会員が『異文化間教育学』の創出という目標を意識的に共有して初めて
実質的な意味を持つ。・・・異文化間教育学会という一つの学問研究の団体を名乗る以上、いつまでも
単なる諸学の寄り合い所帯のままにとどまってよいはずはない。学際性の強みを保持しつつ、しかも

『異文化間教育学』という独自の対象・理論・方法をもつ一つの自律的学問分野の確立をめざして、何
らかの形で学際的研究の理論的統合をはかる試みが必要である。」というものである。（同書、８頁）

なお、〈ジリツ〉には ｢自立｣ と「自律」があるが、小林論文では前者を、江淵論文では後者を使用
している。この使用法には違いがあるが、今は論じないことにする。　

さて、話を戻すと、「96年江淵論文」は「学際的研究の理論的統合」あるいは「理論的体系化」（い
ずれも同論文で江淵氏が使用している表現）の方法は、ボトムアップ方式とトップダウン方式の２つ
が考えられるとして、以下のように解説している。

①	ボトムアップ方式（帰納的アプローチ）：学会を構成する諸学の「独自の視覚・方法から考えられ
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る異文化間教育学を個別的に構想する。例えば、社会学的異文化間教育学、心理学的異文化間教
育学、言語学的異文化間教育学、人類学的異文化間教育学等々がそれである。」（同書、11頁）と
いう。この方式が現実的で、理論的体系化の可能性が高いとするが、「個別分野における研究の蓄
積を整理すれば自動的に高次の理論としての異文化間教育学が、ひいては異文化間関係学の全体
像が明らかになるというわけでもないであろう。」と述べ、個別分野のばらばらな研究蓄積が高次
の異文化間教育学を確立させるのではなく、個別分野が独自の理論化を進めるとともに、その過
程で「絶えず各分野相互間における目的意識を共有するための対話が行われることが前提条件と
なる。」（同書、12頁）と述べている。

②	トップダウン方式（演繹的アプローチ）：「例えば、『異文化間関係学』（星野、1991）のような、
より包括的で一般的な研究領域の体系を構想して、その中の一つの下位学問として異文化間教育
学を位置づけることを検討する」（同書、12頁）方式である。

まとめれば、①ボトムアップ方式がトップダウン方式より現実的である、②ボトムアップ方式では、
一方で異文化間教育という対象領域における個別分野の独自の理論化を進める、③他方で、その理論
化の過程で各分野の相互間の対話を行い、④その積み重ねにより異文化間教育学の理論的体系化に至
る、というのである。このボトムアップ方式は以後の確立論議の基本的路線となってきた。

ところで、「96年小林論文」は「自立的な異文化間教育学」を確立する方途について、次のように
述べる。異文化間教育学は、比較教育学の巨視的な枠組みと、「心理学、社会学、人類学その他から与
えられる微視的な研究の枠組みと構造的に関連付けることによって、比較教育学に対しての自立性を
もつことができよう。それは例えば、比較教育学において扱われてきた巨視的な民族間の文化接触・
交流から生じた問題を、微視的な個人・集団間の問題と関わらせることによってより深い次元で明ら
かにすることである。」と。つまり、異文化間教育学が比較教育学から自立していると言われるために
は、比較教育学から巨視的枠組みを得ただけでは不十分であり、他の諸学の微視的枠組みも取り入れ
て、その両枠組みが深いレベルで構造的に関連付けられなければならないという。敷衍すれば、異文
化間教育学は既存の学問分野の理論・方法を吸収する形で創られていくことになると想定する。これ
はボトムアップ方式と同じ方式であると言えるだろう。

5 ．異文化間教育学の構想論（ 1）―	教育学と異文化間教育学の関係	―

「96年江淵論文」は、ボトムアップ方式とトップダウン方式で異文化間教育学の理論的体系化を図
れるのではないかという意見が述べたが、その同じ箇所で「個別分野における研究の蓄積を整理すれ
ば自動的に高次の理論としての異文化間教育学が、ひいては異文化間関係学の全体像が明らかになる
というわけでもない」とも述べ、またトップダウン方式を説明して、「例えば、『異文化間関係学』（星
野、1991）のような、より包括的で一般的な研究領域の体系を構想して、その中の一つの下位体系と
して異文化間教育学を位置づけることを検討する」という表現もあった。

この箇所の解釈に少し迷うのである。つまり、江淵氏において異文化間教育学は異文化間関係学の
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下位学問と考えられているのだろうか。そこまで明確には読み取ることはできないと思われるが、両
者の関係について「96年小林論文」は言及している。
「96年小林論文」の末尾に、異文化間教育学はその上位学問との関係をどう考えるのかという問い

かけがなされている。論点は２つある。①上位学問として教育学があるが、異文化間教育学は教育学
にどのような貢献をするかを考える必要がある。②上位学問として異文化間関係学（Intercultural 

Studies）があるが、異文化間教育学と「それとの関わりがその学問的性格を考える上に重要であろ
う。」と述べる。だが、その検討は別の機会に譲るとして、それ以上論じていない。

この②の課題はここでは考察できないので、小林氏の考察をぜひ待ちたいと思うが、①の問題につ
いては、後述するように、江淵氏、佐藤郡衛氏、小島勝氏の異文化間教育学の確立論議の中で重要な
論点となっているので看過できない。

まず小林氏は異文化間教育学の上位学問は教育学であると考えている。だが、その教育学はどのよ
うに体系化されているのだろうか。そもそも教育学の体系化は十分になされているかと言えば、不十
分だと言わなければならない。教育学は従来から「独立科学的な性格の脆弱な学問」（『教育学小事典』
法律文化社、1976、86頁）と言われてきた。教育事象について諸学問分野の理論・概念・方法などを
援用してアプローチされてきたのである。

同事典「教育学」項目には次のように書かれている。「教育学とは、教育の本質・法則・目的・組
織・方法および諸条件などに関する学問である。」として、およそ３つの教育学上の立場があると述べ
ている。

①	「	価値実現的行為としての教育活動を、規範的な諸科学を基盤として解明しようとする、規範的・
応用科学的教育学であり、哲学的教育学はその代表的な例である。」

②「教育的事実および教育現象を客観的に究明し記述しようとする立場」。
③「教育学を単なる教育技術の学問と限定しようとする立場」である。

すなわち、教育学には規範的、記述的経験的、技術的の三側面があるが、それらを「統合した独自
の体系」を作り上げておらず、それが現代教育学の課題だというのである。

これから言えば、教育学の学的構成は表１のようになるであろう。小林氏の述べるように異文化間
教育学が教育学の下位学問として位置づくとすれば、記述的経験的な側面の研究を行っている既存の
教育諸学の中のひとつに数えられることになる。すなわち、比較教育学や教育人類学などと同列の位
置を占めることになるだろうと仮定される。

表１．教育学の学的構成の中での異文化間教育学の位置づけ

教育学

規範的側面 教育哲学、教育人間学など。

記述的経験的側面
教育行財政学、教育社会学、教育心理学、　
教育人類学、教育史、教育法学、比較教育学、
異文化間教育学など。

技術的側面 教育方法学、教育工学など。
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他方、江淵氏の意見は異なる。異文化間教育学はまずは異文化間的状況における人間形成過程の
「学」として確立されるので、当然に②の記述的経験的側面を取り扱う実証科学である。その理論は調
査、統計、小集団研究、歴史資料などによって裏付けられるだろう。加えて、江淵氏は「意図的・計
画的異文化間教育活動は『規範』にかかわる次元の異文化間教育と呼ぶことができよう。こうした哲
学的次元を含む異文化間教育研究から、われわれは実践科学としての異文化間教育学を構想すること
が可能である。」（「96年江淵論文」14－15頁）と述べ、「実践科学としての異文化間教育学」も構想に
入れている。異文化間教育学の哲学を論じ、それを背景とした教育活動、カリキュラムや指導法も視
野に入れる。つまり、①と③の側面も含み込んでいる。

江淵氏自身は文化人類学から異文化間教育学を構想し、実証科学としての異文化間教育学をすでに
提示しており（『異文化間教育学序説』九州大学出版会、1994）、それを踏まえてなお「ひとつの総合
的な学問分野としての異文化間教育学の確立」（「99年江淵論文」９頁）を構想しているのである。単
に実証科学としての「異文化間教育学」と言うのと、「ひとつの総合的な学問分野としての異文化間教
育学」と言うのとは、明らかにスケールが違う。

6 ．異文化間教育学の構想論（ 2）―	総合的な学問体系をめざして	―

江淵氏は、「総合的な学問分野としての異文化間教育学」を構想している。その構想に沿って、どの
ような論議を行ったのであろうか。少し整理しよう。

（ 1）異文化間教育学の哲学という残された課題
�　「96年小林論文」では、異文化間教育学を構想する際、「異文化間教育の実践的な研究領域からの
貢献では、先ず、それぞれの領域の構造化や体系化を行う必要があろう。その研究領域の種々の局
面やレベルが構造化され、世界観、人間観、学問観によって基礎づけて行く作業を通じて、異文化
間教育学が構想されていくであろう。」と述べる。つまり、異文化間教育の実践から既存の学問分野
にはない世界観、人間観、学問観を見出すという基礎的な作業がなされるべきであり、それがなさ
れない段階では、異文化間教育学は構想できないと言うのであろう。ここで小林氏が述べる「異文
化間教育学」とは、他の箇所では「自立的な異文化間教育学」と表現されているので、そう考えて
よい。つまり、「自立的な異文化間教育学」を構想するならば、その世界観、人間観、学問観とは何
かという哲学的、歴史的課題を明確にしておくべきであるとコメントするのである。
	　では、「総合的な異文化間教育学」を構想するうえで必要な世界観、人間観、学問観について、今
までどのような議論があったのだろうか。「96年小林論文」以前に江淵氏が言及している部分があ
る。江淵氏は「異文化間教育学の哲学」として次のように述べる。　　
	　「（異文化間教育研究）その基本哲学ないし理念は、ヒューマニズムと文化相対主義の思想に基礎
付けられた『異文化の尊重』を基本としつつ、人間形成の普遍的メカニズムを追及し、国家を超え
る存在としての人間が“国益”にのみ固執するのではなしに、人類全体の福祉の増進を志向する“人
類益”優先の共同社会（グローバル・コミュニティ）の秩序を構築するという究極の狙いをもって、
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問題の把握と解決の道を探求することにある。」（江淵一公「在日留学生と異文化間教育」、『異文化
間教育』５号、1991、９頁）。
	　この基本哲学（理念）について、その後の議論は残念ながら見当たらない。ここには、世界観と
して「ヒューマニズムと文化相対主義の思想」、「人類益優先の共同社会の秩序構築」、また人間観と
して「国家を超える存在としての人間」、学問観として「人間形成の普遍的メカニズムの追及」が述
べられている。それぞれについての議論を一層深める必要があり、残された課題だと思われる。

（ 2）異文化間教育学の研究対象
	　異文化間教育学の対象領域について、江淵氏は次のように述べている。
	　「第一次的にはいわゆる移住民ないし移民（難民を含む）や在留民（留学生やいわゆる外国人労働
者を含む）及びその子供たちであるが、それに尽きるものではなく、何らかの意味で異文化との関
わりが問題になる日本の一般の子どもたちも当然対象になる。すなわち、彼らのための国際理解・
異文化理解教育や外国語（異文化コミュニケーション）教育、さらには海外派遣職員などのための
異文化適応訓練なども研究課題に含めることができる。これらは、ある種の意図的、計画的教育活
動であるから、その意味では、異文化間教育は人間形成に関わる文化的過程という事実や事象の側
面だけではなく、一つの実践的な教育活動範疇ないし形態という側面も備えているということにな
る。」と。（江淵一公「異文化間教育と多文化教育」『異文化間教育』７号、1993、14－15頁）
	　すなわち、異文化間教育学は異文化間的状況に置かれた人々の人間形成過程の究明の学であり、
その人々の国籍、年齢、性別は問わないものであり、また彼らのための教育実践（通常、異文化間
教育実践と総称する）も含むとしている点は重要である。この江淵氏の示した対象領域は異文化間
教育学の確立論議の中でそのまま引き継がれている。
	　だが、この議論に疑問を持つ人々がいるかもしれない。異文化間教育学は実証科学であると限定
する立場から考えれば、異文化間教育実践は「異文化間教育学の理論に基づく実践である」と言う
べきではないかと。従って、異文化間教育実践それ自体を異文化間教育学の一領域とするのは無理
があると思われるのである。異文化間教育実践を異文化間教育学の一領域に含める理由を考えてみ
なければならない。

（ 3）異文化間教育学の性格規定 	―	実証科学、実践科学、政策科学 
　江淵氏の定義によって考えると、異文化間教育学のテーマは２つある。
	　第一に、異文化接触・交流の渦中にいる人々の人間形成の文化的過程を解明することである。こ
れを異文化間教育学の実証科学な性格と呼ぶ。なお、科学の実証主義についても伝統的な経験論か
ら論理実証主義のように経験的事実や事象は人の主観的感覚が構成したものであるから、それらを
描写し記述するだけでは実在を把握できないとする立場などもある。
	　第二に、「何らかの意味で異文化と関わりを持つ意図的、計画的教育活動に関する『計画』と『実
践』に生かす研究」（「96年江淵論文」17頁）であるとする。ここにいう「計画」には「異文化に関
わる諸問題への政策的、制度的、組織的対応」が含まれるし、「実践」には「カリキュラム編成、教
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育方法、教育効果など」（同書、16－17頁）が含まれる。江淵氏はこれら計画と実践に役立つ研究を
行うことを異文化間教育学の実践科学的な性格と呼ぶ。
	　思うに、教育計画立案や教育実践の現場には複雑でしばしば矛盾する政策的・人間的要因などが
顕在的・潜在的に多数存在し、それらを瞬時にあるいは経験的に把握し判断を下している情況があ
る。実証科学の方法では現場の複雑な要因はある程度までしか把握できず、捨象する要因も多い。
こうした教育現場に生かすための研究は、実証科学の方法論とは異なる方法論を持っていなければ
ならないだろう。常に変化している現場では、計画・実践・評価（Plan―Do―See）の繰り返しが
必要である。このような過程を経て、より深く現場の要因を分析できる。そういう研究を「実践科
学」と呼んでいるのではないかと思われる。
	　そして、次のように述べる。「実証科学としての異文化間教育学の成果が実践科学としての異文化
間教育学の研究を促進し、他方では、後者の実践的要請が前者の研究課題を創り出すというような、
研究における循環的相互作用過程が展開することになるであろう。」と。（同書、17頁）すなわち、
研究者の行う実証科学的研究と教育実践者の行う実践科学的研究が相互に刺激となって研究課題が
広がったり、実践方法が工夫されたりしていく。異文化間教育学はこの二つの性格を持つとする。
	　「99年江淵論文」では、さらに政策科学的性格を加えるべきとして次のように述べている。「これ
までの研究を総合すると、異文化間教育学は実証科学的性格と実践科学的性格の両面を併せ持つ学
問と捉えることができるようにおもわれる・・・この考え方は基本的に変わっていないが、その後
多少修正した点もある。それは異文化間教育研究の性格分類について、現在では、これまでの実証
科学的性格と実践科学的性格に加えて、政策科学的性格を認め追求する必要があると考えているこ
とである。」（同書、10頁）
	　そして、異文化間教育政策論という範疇にはいると考えられる研究課題の覚書を掲げている。表
２のとおりである。

表２．異文化間教育政策論の研究課題

海外子女教育政策 歴史的変遷、行政的措置の実状
外国人留学生交流・教育政策 歴史的変遷、行政的措置の実状

外国人教育政策
外国人出入国管理、外国人労働者管理政策の歴史的変遷
外国人子女教育政策と行政的措置

言語政策
中教審答申・教育課程審議会答申・学習指導要領に見る日本の言語政策
日本語教育・英語教育その他外国語教育に対する国家・政府の姿勢と体制

国際教育政策 海外子女教育・国際理解教育に関わる教育に対する国家・政府の姿勢と体制
（出所）「99年江淵論文」より筆者作成

	　これらのテーマをみると、従来、異文化間教育研究は、社会学、人類学、心理学などによる個人
研究や小集団研究が主流であったが、加えて国家・政府レベルの政策研究も充実させねばならない
とする課題意識が窺える。かくして異文化間教育学に政策科学的性格を取り入れる構想を提示した
のである。ここまで構想が膨らむと、政策科学的性格が比較的濃い比較教育学との境界が曖昧にな
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る感じがするが、異文化間教育学も政策研究に踏み込むべきという構想は注目すべき論点である。
	　因みに、横田雅弘・白土悟・有川友子「異文化間教育学における留学生教育研究」（平成８～ 10
年度科学研究費補助金基盤研究 A（１）研究成果報告書『異文化間教育の体系化に関する基礎的研
究：最終報告書』、1999、83－122頁）において、政策科学的研究という範疇を設定して、留学生教
育研究の成果を分類している。先駆的例である。

（ 4）「総合的な異文化間教育学」の学的構成
	　江淵氏の構想について諸論点を確認してきたが、その言うところの「総合的な異文化間教育学」
はどのように位置づくのだろうか。小林氏が考えていたように、教育学を上位学問とするのであろ
うか。異文化間教育事象を研究し、異文化間教育実践に生かしていく学問であるならば、教育学の
下位学問と言ってもよいのである。
	　江淵氏はどのように考えたのか。推測であるが、教育学を上位学問とする異文化間教育学は、教
育学の既成の理論、概念、方法などに固執するようになるかもしれないと危惧したのではないだろ
うか。異文化間教育に関する社会学、人類学、心理学、言語学など諸学の研究を統合するとすれば、
新しい総合的な学問が生み出せるのではないかと考えていたように思われる。
	　江淵氏は著書『異文化間教育学序説』（九州大学出版会、1994）について、本書の研究を「文化人
類学的異文化間教育学」であると述べ、「社会学、心理学、言語学といった諸学の研究者も同様に、
それぞれの立場と方法を駆使して、それぞれに『○○学的異文化間教育学』のようなものを提示す
れば、それらの蓄積の中から総合的な『異文化間教育学』の実現が可能かもしれないとの期待を抱
いたのである。」（「99年江淵論文」９頁）という。
	　江淵氏が抱いたというこの期待が、氏の「異文化間教育学の構想」を表現しているとすれば、表
３のような構想が見えてくる。しかし、これはあくまでも私の推測である。

表３．総合的な異文化間教育学の構想

異文化間教育学

文化人類学的異文化間教育学
実証科学的性格 社会学的異文化間教育学

言語学的異文化間教育学
実践科学的性格 心理学的異文化間教育学

比較教育学的異文化間教育学
政策科学的性格 政治学的異文化間教育学

行政学的異文化間教育学など。

7 ．異文化間教育学の構想論（ 3）―	異文化間教育に焦点化した体系化論	―

（ 1）「異文化間教育・学」の構想
	　「96年佐藤論文」には、「異文化間教育学」という言葉は一切出てこない。だが、この論文が提出
されたシンポジウムは「異文化間教育学の可能性」を探るという主題のもとに行われたのであるか
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ら、当然それを意識して書かれたことは間違いないだろう。但し、「異文化間教育研究の学問的自
立」という言葉が１箇所で使われている。それは今後の課題の一つであるという。すなわち、「異文
化間教育研究の学問的自立には、いままでのように、個別研究の蓄積だけでは不十分であり、それ
らをどのように統合するかを検討していかなければならない。・・・いままでの学際的研究は、相互
の関連を抜きにしそれぞれ独自に研究を進めてきたが、今後は共通の研究課題に対して、相互の連
携をはかりながら、学際的に研究していく必要があり、海外・帰国子女教育はその重要な対象領域
であることに変わりはない。」（同書、41頁）と述べる。
	　ここにいう「異文化間教育研究の学問的自立」が「異文化間教育学」の確立ということを意味し
ているとすれば、佐藤氏は海外・帰国子女教育をはじめ留学生教育や外国人子女教育等々のそれぞ
れの研究領域において学際的研究を進めることがまずは先決問題であり、それぞれが海外・帰国子
女教育研究、留学生教育研究、外国人子女教育研究などとして深められたときに、それらの研究を

「統合」する上位学問として異文化間教育学が成立すると考えていたと思われる。
	　「97年佐藤論文」はその構想をさらに明確にしている。異文化間教育学の「焦点化」という構築
方法を提起したのである。すなわち、第一に、「異文化間・教育学」は〈異文化間〉に焦点化した性
格をもつ学問体系として構築される。これは教育学の一つの領域であり、従来の単一文化内での人
間成長モデルの研究（教育学）に対して、「異文化間・教育学」は複数文化にまたがる教育分析を提
供するものになるという。これに対して、「異文化間教育・学」は〈異文化間教育〉に焦点化した性
格を持つ学問体系として構築される。これは「独自の学問として位置づけられる」（同書、273頁）
という。つまり、教育学を上位学問としないのであるから、小林氏の論のように比較教育学と同列
に並ぶような下位学問ではない。この点は江淵氏の構想と同じである。
	　さて、「97年佐藤論文」は「異文化間教育・学」のテーマについて、江淵一公『異文化間教育学
序説』（九州大学出版会、1994）および「96年江淵論文」に示唆を受けて、研究レベルを個人・集
団・構造の３レベルに分類し、表４のように各々のレベルの研究テーマを列挙している。

表４．「異文化間教育・学」の主要な研究テーマ

個人レベル

個人の異文化接触・異文化適応のメカニズム
バイカルチュラリズム
言語習得のメカニズム
アイデンティティの形成

集団レベル

相互交渉過程の分析
集団内の相互作用の分析
異文化間コミュニケーションの視点から授業分析
学級文化・学校文化の変容

構造レベル
異文化接触・異文化適応を規定する構造的要因・
自文化復帰を規定する構造的要因の解明

（出所）「97年佐藤論文」278頁
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既存の学問が「こうしたテーマのもとにそれぞれの研究をすすめ、その成果を統合し、異文化間教
育学（筆者注：「異文化間教育・学」を意味する）の理論構成を図っていく必要がある。」（同書、278
頁）と述べる。「異文化間教育・学」を構築するにあたって、その固有の研究テーマを列挙したこと
は、確立論議を一歩進めたと言えるだろう。

（ 2）異文化間教育研究の研究レベルと研究視点
	　「96年佐藤論文」は海外・帰国子女教育研究を概観して、３つの研究レベル（個人レベル、集団
レベル、構造レベル）が３つの研究視点（単一文化的視点、比較文化的視点、異文化間的視点）に
よって如何に研究され、そこにどのような停滞や限界が生じているかを分析している。その中から
異文化間教育学に関連する論点を整理してみよう。

A.　構造レベルの研究
　	　	海外・帰国子女教育研究は３つのレベルに分類できるとした。注目すべきは、構造レベルとい

う分類枠である。構造レベルの研究とは「教育制度や政策、教育システムなどを対象」にする研
究を意味するという。思うに、これは江淵氏の定義の中で「異文化との接触と相互作用が恒常的
に存在する構造的条件」と言われているものの研究に相当するだろう。

　	　	前述した政策科学的研究という範疇を設定する考えとも同じであると言えよう。
　	　	「96年佐藤論文」は「構造レベルについては・・・同化を強いる日本の教育や社会の構造的特

質の指摘や日本の教育制度、教育システムがもつ閉鎖性という問題点を指摘した単一文化的視点
に立った研究が大半であり、異文化間的視点からの研究はほとんどない。」（同書、35頁）と述べ
ているが、視点という問題はあっても、兎にも角にも構造レベルの研究、すなわち政策科学的研
究が異文化間教育学の構想において重要な位置をしめていることは、江淵・佐藤両氏の一致する
ところである。

B.　実証科学としての異文化間教育研究の 3つの研究視点
　	　�「96年佐藤論文」は海外・帰国子女教育を捉える視点として、３つの研究視点を提起した。す

なわち、単一文化的視点は、「一つの文化的基準を基にした適応モデル」で、「一方の文化への適
応を強調する」ことによって同化と適応問題に焦点を当てた研究を生んでいる。比較文化的視点
は、「複数の文化を比較し、それぞれの特徴を解明する」ものである。異文化間的視点は、複数の
文化の接触、相互作用に焦点を合わせ、その結果生ずる葛藤や統合などを対象にする」ものであ
る。この異文化間的視点に立てば、「異質な文化をもつ個人」（帰国子女など）が日本で引き起こ
す「受け入れ側の環境」や「一般の子供たちとの相互交渉過程のなかでの葛藤・対立・統合」さ
らにアイデンティティ問題などが研究テーマとして見えてくるというのである。

　	　	個人・集団・構造の３つのレベルの研究対象に対して、それぞれに単一文化的視点、比較文化
的視点、異文化間的視点からアプローチされた研究がありえるが、単一文化的視点、比較文化的
視点からの研究がほとんどで、異文化間的視点からの研究が少なく、構造レベルに至っては皆無
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だという。
　	　	また、単一文化的視点、比較文化的視点では、「文化を静態的、固定的にとらえる」が、異文化

間的視点では「文化を動態的に、しかも相互作用の中で、文化は変化するものとしてとらえられ
る」（同書、34頁）と述べる。

　	　	これに対して、「96年小林論文」は、比較文化的視点が文化を静態的に捉えているとは言えな
いと反論している。「比較教育学、とくに動態的な比較研究の立場からいえば、接触・交流のある
文化間の関係に関わる異文化間的視点は、広く複数の文化間の関係に関わる比較文化的視点の一
つと位置づけられる。・・・比較諸学の発展のために、『比較の域をでない比較』が比較研究であ
るような語法は避けて欲しい。」（同書、96頁）と述べる。これは語法の問題であるとして、単一
文化的視点、比較文化的視点、異文化間的視点を、それぞれ同化的視点、併存文化的視点、共生
的視点と言い換えてはどうかという提案を行っている。この提案はその後何も答えられていない
が、「比較文化」を課題とする諸学問が異文化間的視点を持たないように誤解されたり、何か否定
的な印象を持たれたりすることがあるかもしれない。この語法問題はやはり論点として残してお
きたいと思う。

C.　異文化間教育研究における基礎的なタームの収集作業
　	　	「97年佐藤論文」は、異文化間教育学の構築のための課題を６つ挙げている。
　	　	①	研究対象の明確化
　	　	②	理論的枠組みの設定：江淵「多次元マトリックスモデル」、箕浦「象徴的相互作用論：意味空

間に関する理論仮説」などが有効とする。
　	　	③	文化概念の再考：文化の動態的概念を導入して、自文化中心の研究に陥らないようにするな

どの諸点を指摘する。
　	　	④	方法論の確立：現実をトータルに把握するための事例・統計調査的発想から脱皮しなければ

ならない。
　	　	⑤	異文化間教育学の理念とアイデンティティの確立：異文化共生社会のための新しい価値創造

と教育実践のためには哲学的な研究が必要である。
　	　	⑥	研究上必要とされる基礎的なタームの概念を整理する。

　	　	ここで注目したいのは、⑥である。佐藤氏は次のように述べる。「異文化間教育の学問的自立を
図るには、研究上必要とされる基礎的なタームの概念を整理しなければならない。異文化間教育
学には、多様な学問体系のもとで構成された概念が持ち込まれるため、その概念の整理が不可欠
になる。異文化間教育学の構築のためにも、こうした基礎的な作業は欠かせない。」（同書、282
頁）

　	　	この基礎作業は江淵・吉谷両氏がリードして進められた科研研究「異文化間教育の体系化に関
する基礎的研究」（平成８～ 10年度基盤研究 A）において実際に試みられた。すなわち、海外・帰
国子女教育研究、留学生教育研究、言語教育研究、異文化理解教育研究、エスニシティ研究、海
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外の異文化間教育研究、幼児教育研究、日本語教育研究という８分野における研究文献を網羅的
に把握し、主要な研究の解題を作成して、各研究論文にキーワードを付ける作業を行ったのであ
る。各キーワードは、各分野の研究テーマを表現しているのである。だが、そのすべてが異文化
間教育研究の範疇に入るものではなかった。

　	　	しかし、それらのキーワードを性格規定（実証科学、実践科学、政策科学）と問題分野のレベ
ル（個人、集団、国家、あるいはミクロ、マクロなど）を交差させた表に配置することを試みる
と、研究が進んでいる分野とそうでない分野が明確になった。この試みは、いわばそれぞれの個
別の学問分野における異文化間教育の研究動向を確認する作業であった。『異文化間教育の体系
化に関する基礎的研究：最終報告書』（1999）に詳しい。

D.　異文化間的視点は研究視点であると同時に実践的視点である
　	　	海外・帰国子女教育研究では、カリキュラム論や教材開発など実践レベルの研究が多く見られ

るが、３つの研究視点から分析すれば、単一文化的視点から「適応教育」「補償教育」「同化教育」、
比較文化的視点から「特性伸長教育」「外国語保持教育」、異文化間的視点から「相互交流教育」

「国際理解教育」「二言語教育」が実践されるものと想定することができるという。だが、実際の
教育実践では適応モデルに基づく単一文化的視点が主流を占め、80年代後半からやっと比較文化
的視点からの教育実践が行われ始めたのが実情であると指摘する。異文化間的視点からの教育実
践は「これからの課題である」（「96年佐藤論文」36頁）が、それは畢竟「異文化共生社会におけ
る教育をどのように構想するか」（「97年佐藤論文」282頁）という課題であるという。

　	　	前述したように佐藤氏は、単一文化的視点、比較文化的視点では、「文化を静態的、固定的にと
らえる」が、異文化間的視点では「文化を動態的に、しかも相互作用の中で、文化は変化するも
のとしてとらえられる」と述べた。佐藤氏は、異文化間教育研究が「普及・拡散」によって固有
の対象領域を喪失した今日、自立した異文化間教育学は「理論的視角を明確にすること」によっ
て固有性を主張する必要があるとして、異文化間教育学を特徴づける研究視点として、異文化間
的視点を一層深く探求していこうとしている。

　	　	また、「06年佐藤・横田・吉谷論文」において、異文化間教育学の独自の方法論に繋がる「現
場生成型研究」というスタイルを創見している。現場生成とは、まさに文化の動態的把握のうえ
に成り立つ。研究者が一人の参加者として現場の課題解決に深くかかわり、現場を変えていく主
体となりながら、新しい現場を生成しつつ、その過程やメカニズムを記述する研究方法である。
思うに、教育現場においては主体と客体は常に相互作用的であり、その関係性や周囲の状況はダ
イナミックに変化している。そのダイナミックな変化をとらえるには、またその変化を起こすに
は異文化間的視点が有効であるだろう。異文化間的視点は研究視点というだけではなく、教育実
践においても有効性をもつ「実践的視点」と言えるだろう。

E.　異文化間教育研究における「臨床の知」と「アート」の視点
　	　�「07年佐藤論文」はこの実践的視点を更に深めたものである。ここでは、異文化間教育研究は
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これまで前提としてきた理論的視野や方法論を問い直し、かつ「臨床の知」と「アート」の視点
を取り入れる必要があると論じている。

　	　	第一に、「臨床の知」は、「科学の知」と区別される。中村雄二郎『臨床の知とは何か』（岩波新
書、1992）を引用し、「科学の知」は「抽象的な普遍性によって、分析的に因果律に従う現実にか
かわり、それを操作的に対象化する」ことであるのに対して、「臨床の知」は「個々の場合や場所
を重視して深層の現実にかかわり、世界や他者がわれわれに示す隠された意味を相互行為のうち
に読み取り、捉える働きをする」ものであるという。

　	　	例えば、既存の「仮説検証型」や「仮説生成型」に基づく異文化間教育研究は、研究者の視点
で切り取った「客観的な事実」の中に規則性や因果関係を見出し、理論的モデルを作り上げるこ
とに主眼を置いてきた。しかし、「客観的な事実」とは何だったのか。それは研究者によって「造
り出された事実」（村上陽一郎『新しい科学論』講談社、1979）であるとすれば、「その事実を描
き出した分析枠組みの妥当性を問う必要がある」という。同時に、既成の「科学の知」では捉え
きれない「例外」や「異端」を含めて「総体としての現実」を把握することを課題とすべきだと
いう。異文化間教育研究は「異文化」「異質」「外国人」などをあらかじめ「異」というカテゴリー
に設定したために、「障害」「病」「老い」などの「内なる異文化」を見てこなかったのである。

　	　	第二に、異文化間教育研究は「サイエンス」たらんとして、「アート」の視点、即ち現場や教育
実践の中で感得される対象者の生活感情や痛みを受け止める「ケア」の側面を置き去りにしてき
た。異文化間教育研究の理論は、「はたして異文化間教育が対象とする事象を説明できているか、

『例外』や『異端』を除外してはいないか、あるいは『異文化』を持ったヒトの『痛み』に触れて
きたのか」を常に考えながら構築されなければならないという。

　	　	結論として、佐藤氏は次のように述べる。「多文化共生といういわば正解のない社会をどうつく
るかは、『アート・プロジェクト』そのものでもある。異文化間教育の多様な領域において『アー
ト・プロジェクト』に取り組んでいく中で、異文化間教育研究の体系化が進み、その結果として
制度化が進んで行くことになるように思える。」と。すなわち、現場との関わりの中で理論を構成
し、その理論を現場の実践を通して検証していくという循環をたどる研究方法の必要性を説いて
いる。

8 ．異文化間教育学の構想論（ 4）―	鳥瞰図の作成	―

（ 1）広義と狭義の異文化間教育学の構想
	　「異文化間・教育学」と「異文化間教育・学」という区別に対して、「04年小島論文」では、広義
と狭義の異文化間教育学という区別を提起した。その区別の基準は固有の方法を持つか否かである
とする。そして、学的自立を志向している移民学との対比で、異文化間教育学の全体的な見取図を
作成した。表５はそれを若干書き換えて、分かり易くしたものである。
	　かくして「06年小島論文」は、この区別を次のように説明している。「異文化間・教育学」との
区分を明確にした佐藤氏の論議に対して、「（佐藤氏は）教育学についてのみ言及されているが、筆
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者は異文化間教育事象を心理学や社会学などの従来の方法を用いて研究しても異文化間教育学であ
るという“広義”の立場と、異文化間教育事象を固有の方法を用いて研究するのが独自の学問とし
ての異文化間教育学であるとの“狭義”の立場を区別している。」（同書、11頁）と述べる。
	　さらに、「教育学は固有の方法をもたないが、通念としての方法とも呼ぶべき、学界で合意されて
いる方法がある。この最広義の立場に立てば、異文化間教育を研究領域ないし研究対象にしていれ
ば、特定の方法は問わないという異文化間教育学があることになる。また、教育学から分化したと
も見られる、教育社会学や教育心理学は社会学や心理学の方法・アプローチを援用している。した
がって、このことから異文化間教育を研究対象とする異文化間教育社会学や異文化間教育心理学と
いう学問分野が成立するということになる。」（同書、14頁）と述べている。
	　小島氏は、異文化間教育という研究領域を取り扱っておれば、すべて「異文化間教育学」（広義）で
あるという立場も肯定し、また既成の学問分野の方法を援用して異文化間教育を取り扱う異文化間教
育社会学や異文化間教育心理学が成り立つとすれば、そのような異文化間教育社会学や異文化間教育
心理学の上位学問として「異文化間教育学」（広義）があると考えることもできるという。これとは
対照的に、既成の学問分野にはない固有の方法を開発すべきだとする立場を「異文化間教育・学」（狭
義）としている。この広義・狭義の区別については、まだ議論が尽くされていない論点である。

表５．広義と狭義の異文化間教育学についての小島説

広義の移民学
（固有の方法を問わない）

移民社会学
移民心理学
移民人類学
移民史など
狭義の移民学＝「移民・学」

（固有の方法を開発する）

広義の異文化間教育学
（固有の方法を問わない）

異文化間教育社会学
異文化間教育心理学
異文化間教育人類学
異文化間教育史など
狭義の異文化間教育学＝「異文化間教育・学」

（固有の方法を開発する）
（出所）「04年小島論文」（48頁）より筆者作成。

（ 2）異文化間教育学の構築のための基礎作業論
	　すでに述べたように、佐藤氏は「異文化間教育の学問的自立を図るには、研究上必要とされる基
礎的なタームの概念を整理しなければならない。」と主張した。その基礎的作業は『異文化間教育の
体系化に関する基礎的研究：最終報告書』（1999）において、異文化間教育に関連する各個別分野に
おいてある程度行われた。
	　「04年小島論文」は、「異文化間教育学の研究枠組みとキーワード：体系化への試論」と題して、
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この科研『最終報告書』における各個別分野の「研究枠組み」（小島氏によれば ｢研究の全体的見取
り図｣ を意味する）と「キーワード」を吟味して、異文化間教育学の主要な研究テーマの特徴と新
動向の分析を試みたものである。キーワードを「付加の用語」、「精緻化の用語」、「豊饒化の用語」、

「新用語」の４つに分類して、各個別分野において、新しい研究対象が見出されたり、分析が精緻化
されたり、その内実が最初の概念と比べて豊かになっていたり、新しく造語されたりしている情況
を把握しようとした。
	　さらに、「06年小島論文」では、小林・江淵・星野・佐藤氏の論文を検討して、異文化間教育の
定義、研究領域、研究主題、実証科学と実践科学などに関する見解の異同を明らかにし、それに基
づいて小島氏自身の見解を述べている。ここで詳しく紹介することはしないが、この論文は「04年
小島論文」で得られた知見を展開させ、異文化間教育研究が今まで取り組んできた「研究主題」を
10領域取り出し、異文化間教育研究に特有の５つの「研究の観点」と交差させ、50の異文化間教育
学の研究を特徴付けるキーワードを提起したのである。その交差枠の中には、まだあまり着手され
ていない研究テーマもあるが、それらはテーマとして今後「ありうる」と推定される。
	　換言すれば、「研究主題と研究の観点」を交差させて、その交差枠に異文化間教育学の研究課題と
して、どのような「特徴的なキーワード」が入るかを検討したのである。異文化間教育学の鳥瞰図
を示す試みと言えよう。これを「異文化間教育学のパラダイム構築につなげたい」（同書、16頁）と
結んでいる。その鳥瞰図の縦軸（研究の観点）と横軸（研究主題）は表６のとおりである。
	　ところで、異文化間教育学の構想の中で、この鳥瞰図はどのように位置づけられるのかを考えて
みなければならない。ここに示された50の異文化間教育学の研究を特徴付けるキーワードは、これ
まで及びこれからの異文化間教育学が理論構築すべきテーマ（固有の理論構築が期待されるテー
マ）を掲げているように思われる。このすべてのテーマにおいて理論構築が進んだときに「自立的
な異文化間教育学の確立」と言える。小島氏はそのように考えているのではないだろうか。ともか
く、この鳥瞰図をさらに検討・修正するとともに、この鳥瞰図から示唆を受けて新しい研究を進め
るという課題が残されている。

表６．異文化間教育学の研究主題と研究の観点

10の研究主題
５つの研究の観点

望ましい状態 望ましくない状態
適応 不適応 二元性
アイデンティティ アイデンティティ拡散、根無し草 異質の共生
言語 言語障害 異文化間性・双方向性・
リテラシー イリテラシー 相互作用
コミュニケーション ディス・コミュニケーション 相対性・第３の見地・
発達・成長 未発達、未成長 普遍性
カウンセリング 孤立無援 関係性・対等性・
文化 文化本質主義 権力性
資質・能力（理解など） 偏見 相互寛容性
人間観 境界人 構築性・創造性

（出所）「06年小島論文」より筆者作成
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結語

「自立的な異文化間教育学」の確立論議を整理してきた。まだ細かな部分では十分に整理できていな
い箇所もあるが、確立論議の大まかな流れは掴むことができたと思う。異文化間教育学の様々な観点
からの構想とそれに基づく基礎的作業はまだ進行中である。その過程で異文化間教育という言葉の定
義、そして異文化間教育学の対象領域、性格規定、研究レベルと研究視点と実践的視点、固有の理論
構築が期待されるテーマの明確化などが行われてきた。しかし、本考察を通して感じるのは、異文化
間教育学はまだ見取図作成の段階にあるということである。例えば、佐藤氏の主張する「異文化間教
育・学」は小島氏によれば「狭義の異文化間教育学」とされているが、果たしてそうであろうか。ま
た、小島氏のいう「広義の異文化間教育学」は江淵氏のいう「総合的な異文化間教育学」の構想と微
妙に異なるように思われる。また、異文化間教育学の上位学問は何であるのかなど、論議は続きそう
である。

異文化間教育学の構想については、これからの個別分野の研究の深化によってはその見取図も変化
してくるであろうし、それが期待されてもいる。異文化間教育学会という諸学問の集合体が、新しい
学問を生み出すために対話を促進する努力がいま最も求められていると思われる。

異文化間教育学会は1981年に設立され、2015年で35年が経過した。学会誌『異文化間教育』も43巻
を数えた。これを機に、これまでの主な研究をレビューするために、異文化間教育学会企画による『異
文化間教育学大系』全４巻（明石書店、2016）が発行された。これもまた異文化間教育学の学的自立
を模索する試みであると言えるかも知れない。
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1 　本実践の背景

日本語を大学の「教科」１として教える場合、
まず考えなければならないのは、その授業が大
学教育の目標に適っているかどうかであろう。
例えば2008年に中央教育審議会が出した答申

『学士課程教育の構築に向けて』では、分野横断
的に共通して目指すべき学習成果（学士力）と
して①知識・理解、②汎用的技能、③態度・志
向性、④統合的な学習経験と創造的思考力の４

つを挙げており、各大学が作成するシラバスも
近年これに沿った内容となっている。本稿の
テーマである「批判的思考」はここで言う汎用
的技能の１つで、「教科としての日本語」に必要
不可欠な要件であるが、学習言語として母語を
用いない語学の授業でそれを促すにはどうすれ
ばよいのでろうか。

批判的思考力の育成を視野に入れた教授法
として近年注目されているのは、言語習得と教
科 学 習 を 融 合 さ せ た 新 た な 教 授 法「CBI

＊ 九州大学留学生センター准教授

批判的思考を促す日本語の授業

	 小　山　　　悟	＊

〈要旨〉
本稿は、中上級者対象の CBI（Content-Based Instruction）の実践報告である。CBI とは言語習

得と教科学習の融合を目指した教授法で、第二言語の習得を促すと同時に、批判的思考力の育成
にも貢献できるとされている。しかし、日本語教育では批判的思考力の育成法について具体的に
論じた先行研究はなく、実践の成果を客観的なデータによって検証したものもほとんどない。本
稿では、批判的思考力の育成法として「質問作成」を提案し、その効果を母語話者対象の集中講
義の結果と比較・分析した。その結果、ブルームのタキソノミーに基づいた段階的な知識学習を
行い、モデリングの機会を設け、フィードバックを着実に実行すれば、留学生対象の授業でも深
く思考された「よい質問」が作れるようになることが示された。その反面、批判的思考態度につ
いては、学生たちがこれまで受けてきた本国の大学の講義ほど深い思考を促せず、質問の文字数
にも大きな変化は見られなかった。

キーワード：批判的思考、質問作成、CBI、ブルームのタキソノミー、モデリング

― 母語話者対象の集中講義との比較 ―

Japanese language class to encourage critical thinking
― Compared to An Intensive Course for Native Students ―



92 小　山　　　悟

（Content-Based Instruction）」である。教科の内
容を理解させようと教師が様々な言語的調整を
行うことで第二言語の習得に必要不可欠な理解
可能なインプットを大量に与えることができ

（Grabe and Stoller 1997, Dupuy 2000など）、ま
た学習者が教科の内容を理解しようと考えを巡
らすことで批判的思考力の育成にもつなげられ
る（近松 2009, 2011）などの利点が指摘されて
いる。しかし、これらはいずれも可能性の話で
あって、日本語以外の何かをただ日本語で教え
さえすれば自然に身に付くというものではな
い。批判的思考を促すには思考の対象となる具
体的な何か（すなわち内容）が必要なことに異
論はないが、それは必要条件ではあって十分条
件ではない。しかし、これまでに発表された日
本語教育の先行研究には批判的思考を促す具体
的な方法論について論じたものはなく、実践の
成果を客観的なデータによって検証した例もほ
とんどない２。

本稿は、中上級者対象の日本語の授業で批判
的思考を促す方法として「質問作成」を提案し、
母語話者対象の実践との比較を通してその効果
を検証するものである。

2 　批判的思考

2− 1　 3つのアプローチ
批判的思考力の育成法には、①普遍アプロー

チ、②インフュージョンアプローチ、③イマー
ジョンアプローチの３つがある（道田 2011a ほ
か）。普遍アプローチとは、例えば「クリティカ
ルシンキング入門」のような専用の科目を設
け、批判的思考の一般原則を教える方法で、イ
ンフュージョンアプローチとは、既存の科目の
中で批判的思考の一般原則を示していく方法で
ある。それに対し、イマージョンアプローチと

は、批判的思考の一般原則は明示せず、既存の
科目の中で批判的思考を誘発していく方法で、
もっとも一般的なのは教師が学生に「なぜ？」
と質問を投げかけるものである。しかし、これ
には「他者からの問いが先にあること」の問題
点が指摘されている３（道田 2007）。そこで、も
う１つの方法として、授業の最後に学生に質問
を書かせ、翌週教師がそれに答えるという方法
があるが、これについても「質問の質が問われ
ない」という問題点が指摘されている（道田 

2011b）。
批判的思考のベースにあるのは「それは果た

して本当か」「自分の理解は正しいのか」と自ら
に問う心であるから４、質問を考えさせるとい
うのは理に適った方法だと言えよう。しかし、
講義の内容について深く考えず（精緻化せず）、
その場でふいに思いついた質問をただ書いたの
では意味がない。重要なのは、批判的に思考さ
れた「よい質問」が作れるかどうかである。

2 − 2 　「よい質問」とは何か
では、「よい質問」とは具体的にどのようなも

のであろうか。King（1992a, 1992b, 1995）は質
問の質を高めるための具体的な方法として「質
問語幹リスト法」を提案している。これは、リ
ストに記載された「～と～の違いは何か」や

「それがもし本当なら、～はどうなるのか」など
の文型を使って質問を作らせるというもので、
大学生を対象とした調査でその効果が示されて
いる（King, 1992a）。しかし、これに関しても

「実は深く考えず、ただ形式だけを真似したの
ではないか」との疑念は拭いきれない。

生田・丸野（2005）は King の質問語幹リス
トに記された19の文型をブルームのタキソノ
ミーに沿って表１のように分類している。ブ
ルームのタキソノミーとは、1956年に発表され
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た教育目標の分類体系で、「頭・心・体」の
「頭」に相当する認知領域については「知識」
「理解」「応用」「分析」「統合」「評価」の６段階
に分類されている。各カテゴリーは複雑性の原
理に沿って単純なものから複雑なものへと並べ
られており、「知識」の習得が「理解」の前提と
なり、「理解」が「応用」の前提となるというよ
うな累積的・階層的構造を持っている（石井， 

2003）。したがって、「一般的・包括的質問」よ
り「具体的・分析的質問」の方がより深い思考
を必要とし、「具体的・分析的質問」より「応用
的質問」の方がより深い思考を必要とする質問

（すなわち、本稿で言う「よい質問」）というこ
とになる。

本実践では、このリストを学習者に配布せ
ず、学習者の書いた質問の質の評価に用いるこ

ととし、学習者がより深い思考を必要とする
「よい質問」を作れるようになるには、どのよう
な教育的介入が必要かを研究課題とする。

3 　これまでの実践

3− 1　中上級学習者対象の実践
まず、これまでの実践の結果について簡単に

まとめておきたい。小山（2014）では、2012年
度秋学期にＫ大学の日本語・日本文化研修コー
ス生５を対象に行った「幕末史」の授業の結果
について報告した。16名の受講者を４人ずつ４
つのグループに分け、各グループ交代で学期中
２回ずつ（合計８回）グループ発表を行うこと
とし、発表を聞いた学習者に毎回３つずつ質問
を考えさせた。つまり、各自発表者として２回

表１　生田・丸野（2005）による質問の分類

一
般
的
・
包
括
的

概念の説明

7 Explain why ～
8 Explain how ～

10 What is the meaning of ～ ?
11 Why is ～ important?

既有知識や経験の
活性化と利用

5 What do we already know about ～ ?
6 How does tie in with what we learned before ～ ?

具
体
的
・
分
析
的

比較と対照

4 What are the strength and weakness of ～ ?
12 What is the difference between ～ and ～ ?
13 How are ～ and ～ similar?
16 Compare ～ and ～ with regard to ～ .

予想を立てる
3 What would happened if ～ ?

18 What do you think causes ～ ?

関係性の分析
9 How does ～ affect ～ ?

17 How does ～ effect ～ ?

応
用
的

例を作り出す 1 What is new example of ～ ?
アイデアの統合 15 What are some possible solutions for the problem of ～ ?
適応例を作り出す 2 How would you use ～ to ～ ?

評価・判断を
作り出す

14 What is the best ～ , and why?
19 Do you agree or disagree with this statement ～ ? Support your answer.
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質問に答え、聞き手として６回質問を考えたわ
けである。しかし、学期終了後にその質問の質
とその変化を分析したところ、学習者が批判的
に思考したことを裏付けるような質問は少な
く、目立った変化も見られなかった（結果の詳
細は小山2014を参照）。

これには２つの原因が考えられた。１つは
「基礎知識の欠如」である。道田（2011a）は批
判的思考を促す要因として、①他者との対話、
②経験できる場作り、③アウトプット、④知識、
⑤教師自身の思考の５つを挙げているが、批判
的思考の前提となるのはやはり「知識」であろ
う。なぜならば、思考とは常に何かについての
思考であり、ゆえに高度な知識なしに思考を行
うことは不可能だからである（道田2011a）。

もう一つは言うまでもなく「学習言語の問
題」である。対象が日本人であれ、留学生であ
れ、同じ大学生である以上、批判的思考力の育
成法は基本的に変わらないと思われるが、母語
以外の言語で学ぶことの影響はやはり否定でき
ない。そこで、この点について検証するために、
翌年度、留学生ではなく日本人学生を対象に調
査を行うことにした。

3 − 2 　母語話者対象の実践
小山（2015）では、2013年度後期（2014年２

月）にＹ大学で行った集中講義「第二言語習得

論」（受講者13名）の結果について報告した。
まず初回の授業で、King（1992b）と生田・丸

野（2005）の質問語幹リストをもとに作成した
質問表（４－２で詳述）を配布し、「学生たちが
普段どの程度能動的・批判的に講義を受けてい
るか」を６段階で自己評価してもらった。その
後、90分授業２回で１つのテーマについて講義
し、講義が終わる度に10分程度時間を与え、質
問を２つ書いてもらった。そして、４日間の講
義を終えたところで再度、初回の講義で配布し
たのと同じ内容の質問表を配布し、「今回の講
義をどの程度能動的・批判的に受けていたか」
を回答してもらったところ、学生たちの講義を
聞く態度（批判的思考態度）には明らかな変化
が見られたものの、質問の質（批判的思考力６）
には大きな変化は見られなかった。

3 − 3 　これまでの実践から見えてきた課題
この２つの実践から明らかになったことは、

学習言語の影響も否定できないが、それ以前に
質問の書かせ方や授業設計の点で改善すべき点
があったということであった。１つは先に述べ
た「基礎知識の欠如」で、「幕末史」の授業を受
けた学習者の多くは日本史に関する知識が浅
く、「第二言語習得論」の集中講義を受けた日本
人学生も４日間で15回の講義を受けなければな
らないため、消化不良を起こしていた可能性が

表２　集中講義のシラバス

午前 午後
１時間目 ２時間目 ３時間目 ４時間目

１日目 序論 前 テーマⅠ ①
２日目 テーマⅡ ② テーマⅢ ③
３日目 テーマⅣ ④ テーマⅤ ⑤
４日目 テーマⅥ ⑥ 結論 後

前＝事前調査　　後＝事後調査　　①～⑥は質問作成
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考えられた７。
もう１つは「モデリングの欠如」である。「リ

ストを配布すると、形式だけ真似てしまうかも
しれない」という懸念は確かにあるが、質問を
書くことに慣れていない学習者に具体例を示さ
ず、ただ「よい質問を書け」とだけ指示するの
は酷であったろう。この点を補うための方法と
して考えられるのは、道田（2011b）が用いた

「質問経験を積ませる」という方法である。他者
に質問するだけでなく、他者から質問される経
験や他者の質問を聞く経験、質問を通して理解
が深まる経験など、１つの授業の中で異なる形
で質問に触れる授業設計を行い、その効果を検
証したところ、高次の認知活動を促す質問の量
が増加したと報告している。本研究でも、グ
ループ発表で聞き手が発表者に質問をすること
で他者に質問する経験と他者の質問を聞く経験
を積み、発表者がそれに答えることで他者に質
問される経験を積んだと考えられるが、結果は
先に述べたとおり、学習者が批判的に思考した
ことを裏付けるような質問は少なく、質問の質
にも目立った変化は見られなかった。

その原因として、もう１点「フィードバック
の不足」が考えられた。２つの実践ともに学習
者の書いた質問に対する筆者のフィードバック
は不十分であった。幕末史の授業では各質問に
対する発表者の回答を学習者にも配布したもの
の、学習者がそれを読んだかどうかは確認して
おらず、母語話者対象の実践では、授業の冒頭
に口頭で回答するという方法をとったが、時間
の関係で回答できないこともあった。

以上の点を踏まえ、本稿では以下の改善を施
した調査を再度行うことにした。

１．		知識学習においては学習者が段階的に
理解できるよう、また消化不良を起こさ

ないよう配慮したシラバスの見直しを
行う。

２．		学習者の書いた質問には翌週（集中講義
では翌日）の授業の冒頭で欠かさず
フィードバックを返すようにする。

３．		前年度の学習者が書いた質問を題材に
「よい質問とは何か」を考えるモデリン
グの機会を設ける。

4 　調査Ⅰ：母語話者対象の実践

4− 1　概要
母語話者対象の調査は2014年12月に行った。

分析の対象者は８名で８、調査の手順や講義で
扱うテーマは前回（小山，2015）と同じだが、
①学生が消化不良を起こさないよう講義の内容
を少し削減し、②学生の書いた質問には翌日の
講義の冒頭で欠かさず、できるだけ多くに答え
るようにした。また、③２回目の質問作成の前

（質問作成を一度経験した後）に、前回の学生が
書いた質問をスクリーンに提示し、「よい質問
とは何か」を考えるモデリングの時間を設け
た。以下はその際に提示した質問の一部で、１
と２が「よくない質問」、３は「悪くはないがも
う一工夫という質問」、４と５が「よい質問」の
例である。

１．		パタン・ドリルは、ある程度日本語が分
かる人には効果的だと思うけど、日本語
が全然わからない場合はどうやって教
え始めるのか気になりました。

２．		標準語とは、どんな人たちが話している
言葉か？

３．		幼児のする間違いの例はどれも文法に
ついてだったが、発音などの間違いにも
共通点が見られるかどうか
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４．		母語を習得した人とはどのような基準が
ありますか？ 知らない語があっても日常
会話ができればいいのですか？ 異なる言
語習慣を身に付けるというのは身に付い
ている習慣から上書きする形になると思
うのですが、２つの言語習慣を身に付け
ることになるのかどちらでしょうか？

５．		子どもは親のマネをしているわけではな
いということですが、方言においては親
がなまっているほど子供もなまります。
これは親のマネをしているということに
ならないでしょうか？ もしくはそもそも
母語と方言では別問題なのでしょうか？

ここでは、筆者がなぜこれらを「よい質問」
または「よくない質問」と判定したのか理由は
明示せず、まず学生たちに考えさせた。結果、
１が質問ではなく感想になっている点や、２が

講義とは無関係な質問である点には学生たちも
すぐに気づいたようである。また、３について
も４や５との比較から自分自身の解釈や疑問

（反論）が含まれていないことが指摘された。こ
れを受けて筆者から「（質問の質が成績に反映
されるので）その質問が単なる思い付きではな
く、講義の内容を自分なりに咀嚼・理解した結
果浮かんだものであることが教師（筆者）に伝
わるような書き方、例えば自分なりの解釈や根
拠を示すように」と助言した９。

4 − 2 　結果
①批判的思考態度の変化

まずは、４日間で講義を受ける態度（批判的
思考態度）がどう変わったのかを見てみる。調
査表（表３）は前回の調査（小山， 2015）と同
じもので、以下の15の質問に「６（全くそうで
ある）」から「１（全くそうでない）」の６段階

表３　批判的思考態度の調査票

1.	 私はいつも「それはなぜか」と考えながら講義を聞いている。
2.	 私はいつも「それはどういう意味か」と考えながら講義を聞いている。
3.	 私はいつも「それは果たして本当か」と考えながら講義を聞いている。
4.	 私はいつも「そう言い切れる根拠は何か」と考えながら講義を聞いている。
5.	 私はいつも「なぜそれが重要なのか」と考えながら講義を聞いている。
6.	 私はいつも「他の見方、考え方もあるのではないか」と考えながら講義を聞いている。
7.	 私はいつも「（今日の講義で）一番重要な点は何か」と考えながら講義を聞いている。
8.	 私はいつも「それは以前習ったこととどう関連しているか」と考えながら講義を聞いている。
9.	 私はいつも「○○と△△の違いは何か／共通点は何か」と考えながら講義を聞いている。

10.	 私はいつも「それがもし本当なら、○○はどうなるのか」と考えながら講義を聞いている。
11.	 私はいつも「○○の原因は何か」と考えながら講義を聞いている。
12.	 私はいつも「それは○○にどのような影響を与えるのか」と考えながら講義を聞いている。
13.	 私はいつも「他にどんな例があるか」と考えながら講義を聞いている。
14.	 私はいつも「その問題はどうすれば解決できるか」と考えながら講義を聞いている。
15.	 私はいつも「それは何にどう応用できるか」と考えながら講義を聞いている。

一般的・包括的＝1,2,4,5,8　　　具体的・分析的＝6,9,10,11,12　　　応用的＝13,14,15
（※3と7は筆者が独自に追加）
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で回答してもらった。初日の調査ではすべての
質問が「私はいつも～聞いている」という表現
になっていたが、最終日の調査ではこれを「こ
の講義ではいつも～聞いていた」に変えたもの
を使用した。

学生の回答を「肯定的回答（4.0以上）」、「否
定的回答（3.0未満）」、「グレーゾーン（3.0以上
4.0未満）」の３つに分けて分析してみると、初
日に行った事前調査の全体平均はグレーゾーン
の3.84でであったが、事後調査では肯定的回答
の4.52まで高まっていることがわかる。また、
質問別に見てみると、否定的回答から肯定的回
答に大きく変化したのは質問10の「それがもし
本当なら、○○はどうなるのか」（2.75→4.63）
だけであったが、事前と事後の平均値に対し t

検定を行った結果、質問５の「なぜそれが重要
なのか」、質問９の「○○と△△の違いは何か／
共通点は何か」、質問12の「それは○○にどのよ
うな影響を与えるのか」の３項目が５％水準で
有意、質問１の「それはなぜか」と質問10が
１％水準で有意という結果となった。この結果
から、前回同様、本調査が学生たちの講義を聞
く「態度」に影響を与えたことは確かなようで
ある。
②質問の質の分析

次に、質問の質を分析してみる。分類の手順
は図１に示したとおりで、まず質問になってい
ないものや、質問は質問だが「先生はどう思い
ますか」のように教師の個人的見解を尋ねてい
るものを「単なる感想・コメント」に分類した。
次に、講義の内容とは関係のない質問を「無関
係な質問」、無関係とまでは言えないものの本
筋から外れている質問や、自分で考えず教師に
解答を求めている質問を「思考を深めない質
問」に分類した。残りの「批判的思考を促した」
と見なされた質問については、前述の「一般
的・包括的質問」「具体的・かに「批判的に思考
している」と思われる質問については「漠然と
した質問」に分類した。集計の結果は表５のと
おりである。
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グラフ１　批判的思考態度の変化（調査Ⅰ）

表４　事前調査と事後調査の比較（調査Ⅰ）
事前 事後 事前 事後

1 3.88 5.13 9 3.50 4.13
2 4.88 5.38 10 2.75 4.63
3 3.13 4.13 11 3.63 3.75
4 4.00 4.75 12 3.38 4.25
5 3.88 4.88 13 4.38 4.50
6 3.75 4.75 14 4.13 4.00
7 4.38 4.50 15 3.88 4.13
8 4.13 4.88 全体 3.84 4.52
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前回の調査結果と比較すると、批判的思考を
促さなかった質問（網掛け部分）は48.5％から
39.0％に減り、漠然とした疑問、一般的・包括
的質問、具体的・分析的質問の割合がいずれも
前回より増えていることがわかる。
③質問の質の変化と個人差

では、質問の質は授業の進展とともに変化し
ていったのであろうか。表６は全学生の全質問
の分類結果を記号で示したものである。前回の
調査では「▲」や「◯」でマークされた「批判
的思考を促す質問」が少なく、その割合も授業
の進展とともに減少していた（Ⅰ 40.7％ ; Ⅱ 

57.7％ : Ⅲ 46.4％ ; Ⅳ 30.8％ ; Ⅴ 22.2％ ; Ⅵ 

33.3％）10。また、学生別で見ても、学生ＢやＩ
は常時よい質問を作れているが、学生Ｃ・Ｆ・
Ｊは最後までよい質問が作れていなかった。一
方、本調査では３日目の午前（第４回）までは

「▲」や「◯」が多く（Ⅰ 50.0％ ; Ⅱ 70.6％ ; Ⅲ 

88.2％ ; Ⅳ 75.0％）、学生Ｄ以外の全員が常時良
い質問を作れていることがわかる。しかし、最
後の２回では減少に転じており（Ⅴ 37.5％ ; Ⅵ 

50.0％）、これが講義で扱うテーマの影響なの
か、それとも集中講義の疲れが出たことによる
ものなのか、あるいはそれ以外の要因によるも
のなのかは不明である。

 

 

 

 

分類

単なる感想・コメント

質問

無関係な質問

思考を深めない質問

批判的思考を促した質問

漠然とした質問

一般的・包括的質問

具体的・分析的質問

応用的質問

図1　質問の質の分析結果

表５　質問の分類と質の変化（本調査Ⅰ）

前回の調査 本調査
感想・コメント 8 3.7% 6 6.0%
無関係な質問 11 6.9% 4 4.0%
思考を深めない質問 61 37.9％ 29 29.0%
漠然とした質問 5 3.1% 21 21.0%
一般的・包括的質問 36 22.4% 26 26.0％
具体的・分析的質問 20 12.4％ 14 14.0%
応用的質問 0 0％ 0 0％
注．前回の調査のデータは小山（2015）より転載
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④文字数の比較
本調査における３つの改善が効果を発揮した

ことは質問の文字数（表７）からも読み取れる。
句読点の打ち方などの個人差があるため単純比
較はできないが、前回の平均105.7字から152.1
字へとおよそ1.5倍に増えている。その理由とし
て、以下の例１のような、講義の内容の一部を
引用したり、自分の解釈を盛り込んだ質問が増
えた一方で、例２のような脈絡のない質問が

減ったことが挙げられる。これは学生たちがモ
デリング時の筆者の助言に沿って質問を作成し
た結果と推察される。

１．		インプットの重要性で、ジムは両親以外
の成人と接触したことがなく、テレビで
音声言語と接触はしていたものの、あま
り言語能力は発達していませんでした。
この事例から、ただ聞き流すだけでは習

表６　学生の書いた全質問の分類（前回・本調査）

前回（小山2015より転載） 本調査
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｍ Ｎ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ

初
日 Ⅰ

▲ ▲ ▲ ○ ▲ ▲

初
日 Ⅰ

◯ ▲ ◯
▲ ▲ ○ ▲ ▲ ◯ ？

▲ ？

２
日

Ⅱ
▲ ○ ○ ？ ？ ▲ ▲
○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ？

▲

Ⅲ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ▲

２
日

Ⅱ
？ ◯ ？ ▲ ▲

▲ ▲ ▲ ○ ？ ？ ？ ？ ◯ ▲ ▲

３
日

Ⅳ
○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Ⅲ
？ ◯ ▲ ▲ ？ ◯ ？ ◯

▲ ▲ ？ ▲ ▲ ？ ？ ▲
▲

Ⅴ
▲ ？ ？

３
日

Ⅳ
▲ ▲ ▲ ？ ▲ ▲

？ ▲ ▲ ▲ ◯ ▲ ？ ？ ◯

Ⅴ
？ ◯

４
日 Ⅵ

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ◯ ？ ▲ ◯
○ ▲ ▲ ▲ ４

日 Ⅵ
◯ ▲ ▲ ？ ▲

▲ ▲

◯＝具体的・分析的質問　　▲＝一般的・包括的質問　　？＝漠然とした質問

表７　質問の数と平均文字数

前回の調査 本調査
質問数 総文字数 平均 質問数 総文字数 平均
161 17,021字 105.7字 100 15,208字 152.1字
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得できないということが分かりました。
弟のグレンに言語発達の遅れが見られ
なかったのは、ジムとは違い、ジムとい
う音声言語を話す人がいたため、ジムの
ように一方通行でただ聞くだけではな
く、理解して、取り入れて、それを外に
出すということができていたからでは
ないでしょうか。【具体的・分析的質問】

２．		日本語教育は日本語でするべきという
のは、本当にまったく日本語を知らない
人にとって良い教え方なのか疑問です。

【単なる感想コメント】

⑤振り返りコメントから
最後に、振り返りの分析である。本調査では、

全ての講義が終了した段階で本講義に対する感
想・コメントを書いてもらった。以下は、質問作
成の活動について触れられた部分を抜き出した
ものである。これを見ると、翌日の授業で質問に
答えたことで、他の学生の書いた質問から自分
とは異なる視点に気づいたり、４日間の講義を
通して疑いを持って聞くことや以前習ったこと
と関連付けながら聞く態度が促されたことが読
み取れる。また、授業の直後に質問を書かせたこ
とで講義への集中度が増したこともわかる。

１．		朝一番に復習を兼ねて質問に答えて頂
いたことで他の人の疑問点から学ぶこ
とが多くありましたし、自分が気づかな
かった視点からの捉え方を知ることが
できました。【学生Ａ：４年生】

２．		質問を考えることに関しては、自分がし
た質問以外にも、他の人の質問を聞いて
新しく発見することがあったので、良

かったと思います。しかし、その日質問
したことが、その次の授業で説明されて
いるものもあり、少しくやしい気分にな
りました。【学生Ｈ：２年生】

３．		最初にアンケートをしたとき、物事を考
えるとき、「なぜ」や「それは本当か」と
いう疑問を持つことはほとんどなかっ
たのですが、この授業では質問を考える
うえで、それは考えざるを得ないという
ことで何に対しても信じこまず、考える
ようになりました。最初は質問を作るた
めということという思いが正直大き
かったですが、だんだんと前回学んだこ
とと今回学んだことを比較するように
なり、小さなことでも疑問を持つように
なりました。【学生Ｃ：２年生】

４．		良い質問を考えるのは難しかったです
が、普段の授業の何倍も内容に集中して
聞いたり、批判的な見方で考えたり、と
常に何か考えながら授業を受けること
ができたので良かったです。【学生Ｆ：
２年生】

以上の分析から本調査で行った３つの改善が
母語話者対象の授業では質問の質を高めること
に成功したと言えそうである。では、中上級学
習者対象の授業ではどうであろうか。

5 　調査Ⅱ：中上級学習者対象の実践

5− 1　概要
調査は2014年度後期に行った。受講者は11名

で、内訳は表８のとおりである。今回の調査で
は、まず「シラバスの見直し」という観点から、
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全15回の授業をブルームのタキソノミーを参考
に①おおまかな流れの理解が目標の「知識編

（１～５週）」、②出来事の背景の理解が目標の
「理解編（６～ 10週）」、③当事者の立場からの
理解が目標の「分析・応用編（11 ～ 15週）」の
３つのステージに分けた。ペリー来航から戊辰
戦争終結までの歴史を徐々に内容を掘り下げな
がら３度学習することで、基礎知識のない学習
者でも授業についていけるよう考慮したためで
ある。また、グループ発表に関しても、前回は
１回目の発表を第２週～第５週に、２回目の発
表を第９週～第12週に行ったが、本調査では基
礎編で大まかな流れを理解した後の理解編で１
回目の発表を行い、分析・応用編で２回目の発
表を行った。発表のテーマについては１回目は
前回と同様教師が与えたが、２回目は学習者に
考えさせた。また、前回は１週間しかなかった
準備期間を本調査では２週間に伸ばし、発表の
１週間前に各自が調べた情報を持ち寄って筆者
とともに発表の内容と構成を考えるチュートリ
アルを設けた。一方、「フィードバックの徹底」
という観点からは、質問への回答は前回と異な
り文書化せず、翌週の授業の冒頭で発表者自身

に１人２題ずつ口頭で行わせた。それ以外の質
問については時間の許す範囲内で筆者が答え
た。また、「モデリング」については全４グルー
プが発表を終えたところで、前回の学習者が書
いた質問と１回目の発表で自分が書いた質問を
比較し、「よい質問」とは何かを考えさせた。

5 − 2 　結果
①批判的思考態度の変化

まずは、15週間の授業で批判的思考態度にど
のような変化が生じたのかを見てみる。事前調
査における全質問の平均値は高く4.24であった
が、事後調査では3.68と大きく下落し（表９）、
母語話者対象の調査Ⅰとは対象的な結果となっ
た。事前と事後の平均値に対し t 検定を行った
ところ、質問７「（今日の講義で）一番重要な点
は何か」、質問９「○○と△△の違いは何か／共
通点は何か」、質問10「それがもし本当なら、○
○はどうなるのか」、質問11「○○の原因は何
か」、質問14「その問題はどうすれば解決できる
か」、質問15「それは何にどう応用できるか」、
の６項目が５％水準で有意、質問13の「他にど
んな例があるか」が１％水準で有意であった。
本実践は、学習者がこれまで受けてきた本国の
大学の講義ほどには深い思考を促せなかったよ
うである。

表８　受講者のデータ
出身 学年 日本語力

Ａ 非漢字圏 ヨーロッパ ２年 中級後半
Ｂ 非漢字圏 アジア ２年 中級後半
Ｃ 漢字圏 中国語圏 ３年 上級
Ｄ 非漢字圏 ヨーロッパ ３年 中級前半
Ｅ 非漢字圏 ヨーロッパ ３年 中級前半
Ｆ 非漢字圏 ヨーロッパ ４年 上級
Ｇ 非漢字圏 アジア ５年 中級後半
Ｈ 非漢字圏 ヨーロッパ ２年 中級後半
Ｉ 漢字圏 中国語圏 ２年 上級
Ｊ 漢字圏 中国語圏 ３年 中級前半
Ｋ 漢字圏 中国語圏 ３年 上級

表９　事前調査と事後調査の比較（調査Ⅱ）
事前 事後 事前 事後

1 4.55 4.27 9 4.36 3.45
2 4.73 4.64 10 4.09 3.36
3 3.64 3.55 11 4.91 4.18
4 3.91 3.45 12 4.20 4.09
5 4.18 3.64 13 4.36 3.18
6 4.45 4.18 14 4.45 3.45
7 4.00 2.55 15 4.18 2.91
8 4.00 4.36 全体 4.24 3.68
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②質問の質の分析
次に、質問の質の分析である。前回の調査

（小山，2014）では、４－２－４で述べた質問の
分類法は用いなかったため、分析に際し、前回
の質問も改めて分類し直した。結果は表10のと
おりである。

質問の総数は１回目の発表が60、２回目の発
表が61であった。このうち１回目の発表では全
質問の80.0％が、２回目の発表でも42.6％が「批
判的思考を促さなかった質問（網掛け部分）」に
分類され、１度目より２度目の方が減っている
ことがわかる。一方、「批判的思考を促した」質
問に関しては、１回目の発表で「一般的・包括
的質問」が12あったが、「具体的・分析的質問」

や「応用的質問」は１つもなかった。それに対
し、２回目の発表では「応用的質問」はやはり
なかったものの、「一般的・包括的質問」が20、

「具体的・分析的質問」が５と増加しており、こ
の結果からも１回目より２回目のほうが「よい
質問」が書けるようになったことが窺える。
③文字数の比較

その反面、質問の文字数には母語話者ほどの
変化は見られなかった。前回の調査と比較して
みると、最初の発表では前回の平均が32.2字で
あったのに対し、本調査は38.5字（増加率1.2倍）
であった。また、２回目の発表でも前回の35.5
字に対し、本調査は46.2字（増加率1.3倍）とい
う結果であり、ほとんど変化していないことが

1.0  

2.0  

3.0  

4.0  

5.0  

6.0  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

グラフ２　批判的思考態度の変化（調査Ⅱ） 

表10　質問の分類と質の変化（調査Ⅱ）

前回の調査 本調査
１回目 ２回目 １回目 ２回目

感想・コメント 3 2.7％ 2 2.0% 0 0％ 6 9.8%
無関係な質問 1 0.9％ 2 2.0% 0 0％ 4 6.6%
思考を促さない質問 100 87.6％ 78 77.6% 48 80.0％ 16 26.2%
漠然とした質問 0 0％ 0 0％ 0 0％ 10 16.4%
一般的・包括的質問 10 8.8% 19 18.4％ 12 20.0% 20 32.8％
具体的・分析的質問 0 0％ 0 0％ 0 0％ 5 8.2%
応用的質問 0 0％ 0 0％ 0 0％ 0 0％
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わかる。
④質問の質の変化と個人差

では、これらの結果に個人差の影響は見られ
るのであろうか。表12は本調査で学習者が書い
た全質問を記号化したものである。これを見る
と、学習者ＡとＩは常時よい質問が作れている
のに対し、学習者Ｊは最後までよい質問を作れ
ていないことがわかる。また、Ｂ・Ｃ・Ｆ・Ｈ
の４人は１回目の発表では１つもよい質問が作
れていなかったが、２回目の発表になるとよい
質問が作れるようになっている。個々の学習者
のデータは表８のとおりであるが、この結果に

「アジア人より欧米人の方が」あるいは「２年生
より４年生の方が」といった学習者の出身地や
学年、日本語力の差による違いは特に見られな
い。
⑤振り返りのコメントから

最後に、学期末に書いてもらった振り返りか
ら「質問作成」に関する記述を抜き出してみた

（原文のまま、［　］内は筆者）。一読してわかる
ことは、母語話者とは違い「質問を書かされて
いる感」が強いことである。質問作成に慣れて
おらず苦労した点は母語話者と同じだが、母語
話者のように授業の最後に質問を書くと意識し
たことで講義への集中度が増したり、疑いを
持って聞く態度が身についたなどのコメントは
見られなかった。質問作成という活動の意義に
関する説明が不十分だったことに加え、母語以
外の言語で発表を聞きながら質問を考えること
の困難さは筆者の想定以上だったようである。

そして、そのことが母国の大学での講義に比べ
ると批判的思考態度の数値が低かった（５－２
－１）原因とも考えられる。

１．		頭の回転を動かせる方法でいいと思う。
ちゃんと話を聞くかどうか簡単に見ら
れるし、いい質問作りの練習にもなれ
る。【学習者Ｇ】

２．		いいと思います。毎回質問を考えるため

表11　質問の数と平均文字数

前回の調査 本調査
質問数 総文字数 平均 質問数 総文字数 平均

１回目 114 3,673字 32.2字 60 2,312字 38.5字
２回目 99 3,516字 35.5字 61 2,817字 46.2字

表12　学習者の書いた全質問の分類（調査Ⅱ）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ

１
回
目

Ⅰ
▲ ▲

▲ ▲ ▲

Ⅱ
▲

Ⅲ
▲ ▲
▲ ▲

Ⅳ
▲

▲

２
回
目

Ⅴ
▲ ◯ ▲ ？

？ ？

Ⅵ
▲ ◯ ◯ ▲ ▲
？ ？ ◯ ◯ ▲

Ⅶ
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
▲ ？ ？ ▲

Ⅷ
▲ ▲ ？ ？ ▲
▲ ▲ ？

 ◯＝具体的・分析的質問
 ▲＝一般的・包括的質問
 ？＝漠然とした質問
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に、細かく発表を聞かなければならな
い。でもやはりどの発表でも質問が考え
られるというわけでもないと思う、どう
しても発表に関係がある質問が出ると
は限らない。【学習者Ｉ】

３．		質問を考えることによって、学んだ知識
を再思考できます。でも、勉強する過程
で自然にいろいろ質問が頭に浮かぶは
ずだから、このとき出された質問とわざ
と考えた質問とは同じ効果ではないか
と思います。【学習者Ｋ】

４．		質問は過ぎ［＝次］の日に書いたらよ
かったと思います。発表を聞いてすぐに
質問を考えるのは辛かったのです。発表
を聞くのかそれともその発表の中にど
うやって質問をするかということ考え
ながら、発表は一生懸命にされているの
に注意できませんでした。発表のときた
だ発表をよく聞き、後で、帰ってその発
表のいい点とか自分で何を知りたいが
を考えて書いたほうがもっと楽しかっ
たかもしれません。【学習者Ｂ】

6 　まとめと今後の課題

本稿は、中上級者対象の CBI の実践報告であ
る。CBI は第二言語の習得を促すと同時に、批
判的思考力の育成にも役立つとされているが、
日本語教育ではこれまで批判的思考力の育成法
について具体的に論じた先行研究はなく、実践
の成果を客観的なデータによって検証したもの
もほとんどなかった。そこで小山（2014）では、
批判的思考力の育成法として「質問作成」を提
案し中上級者対象の授業でその効果を検証した

が、学習者の書いた質問に批判的に思考したこ
とを裏付けるものは少なく、学期を通して質問
の質にも大きな変化は見られなかった。その原
因として学習言語の問題が考えられたため、小
山（2015）では母語話者対象の集中講義で再度
検証を行った。その結果、学生たちの批判的思
考態度には明らかな変化が見られたものの、質
問の質には大きな変化は見られず、学習言語の
問題以前に質問の書かせ方や授業設計の点で改
善すべき点があることが明らかになった。

この２つの結果を踏まえて行った今回の調査
では、①学習者が消化不良を起こさないようブ
ルームのタキソノミーに基づいた段階的な知識
学習を行う、②「よい質問」とは何かを考える
モデリングの機会を設ける、③学習者の書いた
質問へのフィードバックを授業内で確実に行う
という３つの改善を加えれば、母語話者はもち
ろん、中上級学習者対象の授業でも批判的に思
考された「よい質問」が作れるようになること
が示された。しかしその反面、批判的思考態度
については、学生たちがこれまで受けてきた本
国の大学の講義ほど深い思考を促すことができ
ず、質問の文字数にも大きな変化は見られな
かった。

また、本調査の限界点として調査方法の問題
も挙げられる。教育効果の検証では通常比較実
験法が用いられるが、留学生対象の日本語クラ
スは少人数であることが多く、しかもそれが通
常授業の場合にはクラス内に実験群と統制群を
設けることは困難である。そこで、「複数の要因
を組み合わせてカクカクシカジカの教え方をす
れば、より高い結果がもたらされるだろう」（伏
見・麻柄1993）という仮説を立て、その仮説を
前年度との比較によって検証する「構成法11」
を用いた。この方法は日々の授業をそのまま実
験・研究の場にすることができるという点や、
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特定の要因が結果に与える寄与率を測定する比
較法と異なり、より望ましい結果を得るために
はどのような教え方をすればよいかに焦点を当
てているという点が利点であるが、どの要因が
より強く結果に影響を与えたのかを明らかにす
ることはできない。よって、本調査で明らかに
できたことは、先に述べた３つの要件を盛り込
めば、（本稿の留学生対象の授業と日本人学生
対象の集中講義のように）対象者や学習内容、
開講期間や授業方法が大きく異なっていても

（留学生の場合には本国での講義ほどではない
が）「具体的・分析的質問」のレベルまでは質問
の質を高められるという点のみであり、質問の
質は高まったにもかかわらず、批判的思考態度
には変化が見られなかった理由を説明すること
はできない。

学習方略の研究では質問作成は精緻化方略の
１つと考えられており、個々の学習者の持つ動
機づけや学習観の違いが精緻化方略の使用に影
響を与えることが指摘されている（篠ヶ谷， 

2012）。また、学習フェイズ関連付けモデルに基
づいた研究では、事前学習や事後学習に教育的
介入を行うことで授業内での方略使用に影響を
与えられることも示されており（篠ヶ谷，2018; 
村山，2003など）、「授業の最後に質問を書くこ
とで講義への集中度が増し、聞き方も変わっ
た」という母語話者のコメントはそれを裏付け
ている。しかし、中上級学習者対象の授業では、
そのようなコメントは見られなかった。これら
の結果から考えられることは、母語以外の言語
で発表を聞きながら質問を考えるという学習活
動は、中上級学習者にとって筆者の想定以上に
困難であり、本調査で行った改善（特に、学習
者に消化不良を起こさせないシラバスの改善）
ではまだ不十分だったということである。２章
でも述べたように、講義の内容について深く考

えず（あるいは深く理解できないまま）、質問の
書き方のスキルだけを身につけて「よい質問」
が作れるようになっても意味はない。よって今
後は、学習方略研究の知見を盛り込み、中上級
学習者にとってより負担の少ない授業デザイン
を行い、質問の質とともに批判的思考態度を高
めることが新たな課題である。

注
1	ここで言う「教科」とは、教養教育や短期留学コース

のカリキュラムに組み込まれた正規の授業を指し、留
学生へのサポートとして開講されている課外授業は
含まない。

2	この点については近松（2011: 2）も「その成果を実験
検証や統計分析した研究報告もほとんど見当たらず、
日本語コンテントベースはまだ試行錯誤の段階なの
である」と述べている。

3	それはすなわち、問いがあってはじめて考えるという
ことであり、そこで育成された思考は問いがなければ
発揮されない可能性があるからである。

4	道田（2013）は批判的思考を「合理性（論理性）」「反
省性（省察性）」「批判性（懐疑性）」の３つのキーワー
ドで定義しており、前者は「批判性（懐疑性）」、後者
は「反省性（省察性）」に相当すると考えられる。

5	日本語・日本文化研修コースとは、母国の大学で日本
語または日本文化を専攻する学部生（主に２～３年
生）を対象とした１年間の短期留学コースである。

6	ここで言う批判的思考力とは、大掛かりな批判的思考
力テストで測定するような総合的な能力ではなく、特
定の講義の内容をどこまで深く理解し精緻化できた
かという意味である。

7	それを裏付けるかのように、質問の質は回を追うごと
に低下していった（４－２－３を参照）。

8	実際の受講者は10名であったが、その中に留学生が１
名、大学院生が１名いたため、残りの学部生８名が書
いた質問を分析の対象とした。

9	３のような質問は、表面的には自分で考えず教師に
「丸投げ」しているように見えるが、実際は深く思考
されていた可能性があり、学生たちにとっては成績に
も影響するため、質問の背景を明示するよう促した。

10	例えばテーマⅠの場合、学生の書いた質問の総数は27
で、一般的・包括的質問と具体的・分析質問の数は合
わせて11であったため、「11÷27＝0.407」（40.7％）と
なった。

11	構成法については伏見陽児・麻柄啓一（1993）を参
照。



106 小　山　　　悟

参考文献
生田淳一・丸野俊一（2005）「教室での学習者の質問生

成に関する研究の展望」『九州大学心理学研究』第
６巻，37-48.

石井英真（2003）「メタ認知を教育目標としてどう設定
するか―「改訂版タキソノミー」の検討を中心に
―」『京都大学大学院教育学研究科紀要』第49号， 
207-219.

小山悟（2014）「中上級学習者を対象とした CBI の実践
報告―「歴史」の授業における学習者の質問の変
化―」『日本学刊』第17号， 69-85.

小山悟（2015）「質問作成の活動は学部生の講義の聞き
方に影響を与えたか？―批判的思考力の育成を目
指した日本語教授法の開発に向けて―」『日本学
刊』第18号．

篠ヶ谷圭太（2008）「予習が授業の理解に与える影響と
そのプロセスの検討―学習観の個人差に注目して
―」『教育心理学研究』56, 256-267.

篠ヶ谷圭太（2012）「学習方略研究の展開と展望―学習
フェイズの関連づけの視点から―」『教育心理学
研究』60, 92-105.

近松暢子（2009）「米国におけるコンテント・コミュニ
ティーベース授業の試み― 米国シカゴ日系人史
―」『世界の日本語教育』19, 141-156.

近松暢子（2011）「ツールを超えた思考プロセスとして
の日本語へ：コンテントベースにおける批判的・
創造的思考活動の可能性」Journal CAJLE, Vol.12, 
1-22.

中央教育審議会（2008）『学士課程教育の構築に向けて』
伏見陽児・麻柄啓一（1993）『授業づくりの心理学』国

土社．
道田泰司（2007）「問いのある教育」『琉球大学教育学部

紀要』第71集，105-117.
道田泰司（2011a）「批判的思考の教育―何のための、ど

のような？」楠見 孝・子安増生・道田泰司［編］
『批判的思考を育む―学士力と社会人基礎力の基
礎形成』三省堂，140-148.

道田泰司（2011b）「授業においてさまざまな質問経験を
することが質問態度と質問力に及ぼす効果」『教育
心理学研究』59, 193-205.

道田泰司（2013）「三つの問いから批判的思考力育成に
ついて考える」『心理学ワールド』61, 9-12.

村山　航（2003）「テスト形式が学習方略に与える影響」
『教育心理学研究』51, 1-12.

Dupuy, B. C. 2000). Content-based instruction: Can it help 
ease the transition from beginning to adavnced 
foreign language classes?, Foregin Language Annals, 
22 (2), 205-223.

Grabe, W. & F. L. Stoller (1997). Content-based instruction: 
research foundations. In S. B. Stryker & B. L. Leaver 
(ed). Content-based instruction in foreign language edu-
cation: Models and methods. 5-21, Washington D. C.: 
Georgetown University Press.

King, A. 1992a. Comparison self-questioning, summarizing, 
and notetaking-review as strategies for learning from 
lecture, American Educational Research Journal, 29, 
303-323.

King, A. 1992b. Facilitating elaborative learning through 
guided student-generated questioning, Educational 
Psychologist, 27, 111-126.

King, A. 1995. Inquiring minds really do want to know: 
Using questioning to teach critical thinking, Teaching 
of Psychology, 22, 13-17. 



107
九州大学留学生センター紀要，2017，第25号，107－115
Res. Bull. International Student Center, Kyushu U.,
2017, No.25, 107-115

1 ．はじめに 

国内で日本語を学ぶ日本語学習者の数は年々
増加している。それにともない、非漢字圏出身
の日本語学習者数も近年増加の一途をたどって
いる。日本語教育振興協会（以下、日振協とす
る）が平成26年に公開した「日本語教育機関の
概況」によると、平成15年度にはそれぞれ298人

（全留学生の0.7%）、164人（同0.4%）であった
ベトナム人、ネパール人の学習者数が、平成26
年度になると13,758人（同31.5％）、4,778人（同
10.9%）と増加しており、日振協に加盟する日
本語教育機関における両者の割合は、ここ10数
年の間にほかの国・地域の出身者にはない大き
な変化を見せている。

日本での進学を目指す学習者にとって、漢字
の学習は必要不可欠である。漢字の知識がある
か否かは、日本留学試験や日本語能力試験の読
解の得点に特に大きな影響を与えると考えられ
るからである。しかし、漢字になじみのない非
漢字圏の日本語学習者にとって漢字の学習は困
難となることが指摘されている（カイザー，

1994）。また、海保・ハットトワ（2001）では漢
字学習の困難な点として、形が複雑であること
や、音が多様であることなどが述べられている。
漢字の授業における活動としては、既存の漢字
教材を概観した小林（1998）は、漢字知識を定
着させる練習のほとんどが「読み練習」、「書き
練習」であることを指摘している。このように、
漢字教育場面では、漢字を正しく書き、読むこ
とに重きを置く活動が多く行なわれているた
め、漢字の学習に困難を感じ、日本語の学習そ
のものが滞ったり、やる気を失ってしまったり
する非漢字圏日本語学習者もいる。文字を学習
する以上、その目的は当然のものではあるが、
先述の試験の読解の最中には書く必要も、正し
く音韻化する必要もなく、極論を言えば、見て
意味が理解できればよい。それを目標とする場
合、非漢字圏日本語学習者の漢字学習の負担を
減らすために、教師には何ができるだろうか。

既存の漢字教材では、学習を少しでも容易に
するために、形態が類似した漢字や同じ意味カ
テゴリーに属する漢字をまとめて呈示する方法
が取られている。具体的には、同じ部首を含む

＊ 九州大学留学生センター非常勤講師
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漢字を同時に取り上げたり、「植物」や「町」な
どのカテゴリーでまとめられる漢字を同時に呈
示したりすることで、学習者の負担を減らし
て、学習を促進することが目指されている。し
かし、その学習の目的は、正しく読めること、
正しく書けることである。では、漢字を見て意
味がわかることを学習の目標とする場合、これ
らの中で、非漢字圏日本語学習者に最も適した
呈示方法とは、どのような方法であろうか。本
来、漢字の構成要素として音韻は不可欠ではあ
るが、本研究では、読解の際に必要となる「漢
字を見て意味がわかる」ことを目標とした場合
の、漢字の属性の違いによる記憶成績への影響
を明らかにすることを目的とするため、形態と
意味に重点を置き、音韻の呈示は行わないこと
とする。

以上を踏まえ、本研究では、非漢字圏日本語
学習者が、読解の際に必要な「漢字を見て意味
が分かる」ようになるために、教師にはどのよ
うな手助けができるかを探ることを目的とし
て、漢字学習時に呈示する漢字の属性の違いに
よって、漢字の形態と意味の記憶成績に違いが
出るか否かを検討する。

2 ．方法

2．1．実験参加者
表１に実験参加者の国籍および人数を示す。

実験参加者は日本語学校に通う漢字の授業を受
けたことがない初級の非漢字圏日本語学習者19
名であり、日本語の平均学習歴は5.4か月（SD: 
4.9）、平均滞日歴は25.6日（SD: 9.6）であった。　

2 ．2 ．実験計画
漢字の属性（２水準：意味共通・形態共通）

を実験参加者内要因とする１要因配置であっ
た。

2 ．3 ．材料
実験に用いた漢字のリスト及び、画数、平均

評定値を表２に示す。漢字リストを作成するた
めに、『どんどんつながる漢字練習帳』（鈴木・
佐藤・秀・佐藤 , 2015）から、にんべん、目、
口、うかんむり、なべぶた、日、木、くさかん
むり、貝、月を含む漢字を抽出し、『日本語能力
試験出題基準　改訂版』（日本国際教育協会・
国際交流基金，2002）を参考に、旧日本語能力
試験３級、４級（現日本語能力試験の N4、N5
に相当）の出題範囲に含まれる単漢字を加え、
合計88字を選定した。形態共通リストを作成す
るために、選定された漢字の共通形態につい
て、どの程度それが含まれていると言えるかに
ついて日本語母語話者10名に７段階のリッカー
ト法で評定を求めた。評定結果を元に、10名中
９名以上が「完全に含まれている」と回答した、

「にんべん」を含む漢字５つ（住、休、作、使、
体）を形態共通リストとした。また、意味共通
リストとして、『語彙マップで覚える漢字と語
彙　初級1400』（徳弘 , 2015）の「色」から５つ
の漢字（色、金、赤、青、白）を選んだ。両リ
ストの画数について t 検定を行なった結果、有
意ではなかった（t(8)=0.30, p=0.77, n.s.）。よっ
て、２つのリスト間で画数の違いはないことが
保証された。

漢字リストは、いずれも漢字とその漢字の意
味を表す英単語が同時に呈示された。また、漢

表１．実験参加者の国籍と人数

ミャンマー ベトナム ネパール シンガポール ギリシャ ドイツ ブータン 合計
1名 7名 7名 1名 1名 1名 1名 19名
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字に呈示された意味以外の特性を持たせないよ
うに、順番に並べるのではなく、紙面にランダ
ムに配置されるようにした（資料１参照）。

2 ．4 ．手続き
集団実験であった。実験は学習とテストから

なり、各実験参加者が２つの漢字リストを学習
した。漢字リストの呈示順序は実験参加者間で
カウンターバランスがとられた。学習セッショ
ンでは、実験参加者は５つの漢字と対応する英
単語が印刷された用紙を１分半見て、漢字と意
味を覚えるよう教示された。その際、実験参加
者間で記憶ストラテジーに差異が生じることを
防ぐため、紙に漢字を書いたり、指で空書をし
たりしないよう指示された。１つ目のリストが
呈示されたあと、２つ目のリストが続けて呈示
され、最初のリストと同様に覚えるよう教示さ
れた。２つのリスト全ての学習が終わったとこ
ろで、新近性効果を減衰させるために100から
３ずつ減算していく、口頭での母語による減算
課題を１分程度行った。その後、テストセッ
ションとして、漢字の意味の記憶を測定するた
め、漢字を見て、正しい意味を選択する意味の
マッチング課題（資料２参照）を行った。テス
トは最大で10分間実施された。テスト終了後、

日本語の学習歴、日本での滞在歴、母語、実験
に使用した漢字、英単語の既知、未知などに関
するアンケート調査（資料３）を行った。

3 ．結果

テストの平均正答率と標準偏差を図１に示
す。実験後に行なったアンケートの結果から、
既知と回答された漢字を除外した（除外率は
0.15% であった）。また、使用した漢字10字中４
字以上が既知であった実験参加者４名は分析対
象から除外した。正答率を算出し、角変換した
ものについて対応のある t 検定を行なった結
果、意味共通リストのほうがテスト成績が高い
こ と が 明 ら か に な っ た（t(14)=2.22, p<.05, 

d=0.60）。

4 ．考察と今後の課題

実験の結果、非漢字圏の日本語学習者にとっ
て、形態が共通する漢字群より、意味的な共通
点をもつ漢字群のほうが、形態と意味の連合が
強くなり、記憶に残りやすいことが示唆され
た。Craik & Lockhart（1972）、Craik & Tulving

（1975）によると、記憶痕跡の持続性は、情報を

表２　実験に使用した漢字

形態共通リスト 意味共通リスト
単漢字 画数 平均評定値 単漢字 画数

住 7 6.7 色 6
休 6 7.0 金 8
作 7 6.8 赤 7
使 8 7.0 青 8
体 7 7.0 白 5
M 7.0 M 6.8
SD 0.5 SD 1.7
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分析する際の深さに依存し、より深いレベルの
分析が行われると、より精密で長く維持される
強い記憶痕跡が残るという。ここで言う情報分
析とは、記憶する対象の形態、音韻、意味の３
つの情報の分析であり、この順に分析が深くな
る。この処理水準説と本研究の結果は一致す
る。つまり、意味共通リストの漢字を覚える際
は、それぞれの漢字に共通した「色」という意
味情報を利用して５つの漢字を記憶したため、
形態情報のみを利用して記憶する形態共通リス
トより深い処理が行なわれ、意味と漢字の記憶
痕跡が強く残り、マッチング課題の成績も高く
なったと考えられる。

また、記憶の際の認知資源という観点から考
察すると、意味的な共通点を持つ漢字群は、意
味の処理に対する負荷が軽くなり、学習者は形
態の処理に多くの認知資源を配分することがで
きたのに対し、形態が共通する漢字群は形態情
報の処理に要する負担が軽減されるため、意味
により多くの注意を向けることができたと推測

される。そして、意味処理のほうが形態処理よ
りも認知的負荷が大きいため、学習時に意味処
理をより必要とする形態共通リストの成績が、
意味共通リストより低くなったと考えられる。

本研究では、漢字を書くことを求めず、「見て
意味が理解できること」のみに着目して実験を
行った。自由放出法を用いて既知の漢字を書く
ことを求めた伊藤・和田（1999）では、初級の
非漢字圏学習者は形態を手がかりとして既習漢
字を思い出す割合が高く、中級になるにつれ意
味に依存するようになるという結果となった。
また小林（1998）では初級の段階では日本語の
知識も少ないため、すべてに意識的に注意を向
けなければならず、漢字に配分される注意容量
が小さくなるので、漢字力の発達段階に合わせ
て、形態認識から始め、日本語知識が増えるに
したがって、より多くの知識を必要とする意味
を用いた練習へと進むのが妥当と述べられてい
る。これらの先行研究では漢字を正しく書くこ
とが目標であったが、本研究の「見て意味が理

図１　漢字形態と意味のマッチング課題における平均正答率と標準偏差
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解できること」を目的とする場合でも、形態に
多くの処理資源を配分することが強い記憶痕跡
を残すためには重要であることが明らかとなっ
た。

以上を踏まえると、いずれの場合も、形態に
より多くの処理資源を配分することが必要であ
るという点では共通であるが、教師の呈示の仕
方は異なる。つまり、書くことを目的とする場
合は、学習者が形態に注目できるような呈示の
仕方が有効なのに対し、見て意味が分かること
を目的とする場合は、形態に処理資源を配分す
るために、意味が共通している漢字群を呈示す
ることが初級の非漢字圏日本語学習者には有効
であると考えられる。 

実験後に実施されたアンケートにおいて、実
験参加者は「漢字学習に役立つと考える要素」
について「音韻」、「漢字の形を表す絵」、「漢字
の意味を表す絵」の３つを役立つと考える順に
番号をつけること、「最も有益だと考える学習
方法」に関して、「何回も書く」、「意味が似てい
るものを一緒に覚える」、「形が似ているものを
一緒に覚える」の３つで有効だと思う順に番号
をつけることを求められた。それぞれの結果を
表３、表４にまとめる。

アンケート結果から、学習者が最も有益だと
感じる学習方法として一番多かったのが「形が
似ているものを一緒に覚える」であった。しか
し、形態共通リストの「にんべん」の部分がリ

スト内で共通していることに気付いていなかっ
た実験参加者もいたことが明らかとなってお
り、形態の共通性は、意味の共通性と異なり、
漢字そのものを知らないと、漢字の学習に利用
できないことが示唆された。このことから、授
業で形態が共通する漢字群を呈示する場合、学
習者が漢字の学習を始めて間もない頃は、教師
が明示的に形態の共通性を示さなければ、形態
情報をうまく利用できず、学習を促進する効果
も期待できないことが推測される。これは、学
生自身が思っている有効な学習方法と本研究で
より効果が示された学習方法が相反するもので
あったことからも示唆される。

同様に、アンケートの結果から、学習者は漢
字の学習において、音韻の必要性を感じている
ことが明らかになった。Koda（1989）は英語学
習者を対象に、音韻干渉が単語の理解に与える
影響を検証し、英語学習者にとって音韻を知ら
ないことは読解の妨げになると結論付けてお
り、表音文字である英語のみならず、表意文字
である漢字においても同様のことが当てはまる
のであろうか。本研究では、漢字圏学習者のよ
うに音韻を介さずとも、読解ができるようにな
ることを目標としたため、あえて音韻を与えな
かったが、文章の読解を想定した場合、今後は、
同様の実験を音韻も呈示した場合の漢字と意味
の記憶成績を比較し、その上で、音韻の必要性
も検討する必要があろう。

表３　学習者が漢字学習に最も役立つと考える要素とそれを一番目に選択した人数

音韻 漢字の形を表す絵 漢字の意味を表す絵
8 2 6

表４　学習者が最も有益だと考える漢字学習方法とそれを一番目に選択した人数

何回も書く 意味が似ているものを一緒に覚える 形が似ているものを一緒に覚える
0 5 11
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資料 1 学習用漠字リスト

意味共通リスト

形態共通リスト
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資料 2 漢字と意味のマッチングテスト
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資料 3 アンケート
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に消費税を転嫁できるかどうか。消費税分 5%分の転嫁を認める代わりに消費税加

算前の納入価格を引き下げるように、下請け企業が求められるというような状況を

どう防止するか、という課題が、消費税率引き上げの度に必ず議論されてきた。消

費税は建前としては消費者が負担するが、最終財の需要はおおむね価格弾力的、す

なわち値上げすると需要が人きく減ると考えられるので、基本的に牛産の各段階で

分担すると予想される。ただし外食産業など、協調的に価格を上げることができれ

ば自分の店が価格を引き上げても需要はそれほど下がらないと予想されるので、消

費税は全般的に消費者に転嫁されるだろう。

2. 社会保険料：公的年金や健康保険など社会保険料を、実際に負担しているのは企業

か労働者か。社会保険料を企業が負担しているならば、賃金は変わらないはずであ

る。他方、労働者が負担しているなら賃金はその分下がるはずである。これまた、

財・サービスの市場が競争的で企業の価格支配力がなく、需要が価格弾力的であ

るならば、社会保険料はもっぱら労働者に帰着しているはずである〔岩本・濱秋

(2006)〕。

3. 法人税：企業は法人税を株主、労働者いずれに転嫁しているか。日本で法人税を実

際に支払っているのはほとんど大企業である。大企業はおおむね株式を上場してお

り、株主からの強い利益拡大要求にさらされている。したがって、法人税負担の大

半は、従業員の賃金に転嫁されると考えられている〔上居 (2010)〕。

4. 裔等学校実質無償化：民主党政権によって導人され、今でも形を変えて継続されて

いる高等学校実質無償化は、元々、公立高校の授業料を中央政府が肩代わりするも

のだったが、私立高校にも同額の補助金が与えられた。中等教育は厳しい規制産業

であり、授業料負担を政府が補助しても、私立高校の供給がにわかに増えるもので

はないだろう。したがって、本来、生徒の家庭が受益者であるべき補助金が、教材

費などの名目で学校に吸い上げられている可能性がある。私立高校は、表向き、授

業料を変更しなくても、様々な名Hで家計の学費負担を引き上げた可能性がある。

これについては、授菓料外の名目で新たな家計負担を設けた私立高校は少なく、補

助金の大半は授莱料引き下げに帰着したと言われる。さらに一部の地方自治体で

は、財政負担で追加的補助が行われたため、私立高校も公立高校と同様の無倍に

なった。その結果、公立高校から私立高校への進学者シフトが起こったという指摘

もある。これが本当なら、補助金の一部は間接的に私立高校に帰着した、と言えそ

うである。

5. 保育料： 2016年の流行語大賞ではベスト 10に「保育園落ちた、日本死ね」がノミ
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ネートされたそうである *l。公立保育園・認可保育薗には多額の公的袖助が与えら

れる代わりに、低廉な保育料が設定され、その結果として需要超過になっている。

この場合は、｛呆育料金が割安だから保育所に行列ができるわけで、補助金は保育

サービスの利用者に帰着していると言えよう。

本稿では、上記の例のように、政策によって消費者価格と供給価格が乖離している市場

の中でも、もっとも規模が大きく、国民経済上重要と思われる医療について分析を試み

る。主な結果は次のようである。

1. 医療保険は補助金同様の効果を持ち、医療需要を底上げしているが、医療の特殊性

として供給者が特許で守られているため、供給価格が限界費川から乖離し割高と

なって需要を抑制するので、結果的に医療の数量はあまり変わらず、消費者と医療

産業の間の所得配分に影曹を与えているだけの可能性がある。

2. 医療の自己負担率（窓11負担率）を引きあげると、供給価格と消費者価格の乖離は

縮小し、価格機能が働いて、供給価格は下がる。これによって保険金支払い負担が

下がり、保険市場が競争的であれば保険料が下がる。消費者は、医療の消費者価格

が上がって損するが、逆に保険料は下がるので得をする。最終的な効果はパラメー

ターに依存するが、自己負担率引き上げによって消費者の生涯効用が上がる場合が

ある。

この論文は次のような構成となっている。次節では、医療の過剰需要問題とは何かを検

討し、簡単な部分均衡モデルおよび一般均衡モデルで得られた結果を説明する。第 3節

は、数式を用いてモデルを展開する。結語は第4節で与えられる。

2 医療に過大需要は起こるか

一般に保険は、起こる確率は低いがいったん起こったら特定の個人や集団に多大の負担

となるリスクについて、保険料徴収によって負担を分散させようとする仕組みである。し

たがって本来は、過大な需要が起こらないはずである。例えば、自動車担害保険によって

損失袖償に対する過大な需要が発生しているとは間かない。事故が起こる確率は低く、担

失の発生は一部の個人や集団に限定される。

ところが医療については、広範に過大需要が発生している可能性がある。例えば、保険

で安価に医療が受けられると、健康管理がおろそかになり、結呆的に病気やケガが大量に

*1 「ユーキャン 新語・流行語大貫」 http://singo.jiyu.eo.jp/
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発生してしまう。これはいわゆるモラルハザード（道徳的陥痒）と呼ばれる現象で、伝統

的に経済学が研究してきた間題である。しかし、今日の医療費高騰は、需要側ではなく

もっぱら供給側のモラルハザードと言える側面があり、これまであまり研究されて来な

かった。

情報の経済学あるいは保険の経済モデルを提示した代表的な論文、例えば Rothchild

and Stiglitz (1973)において、損失補償は定額である。一定の要件を備えた損失が発生す

ると、その要件に応じて契約で定められた金額が、被保険者に支払われる。決まっている

のは補償金額であって、補償の物的内容ではない。交通事故のように、保証内容に現物給

付が合まれる場合でも、そのサービス自体、保険会社の裁景で決まるならば、被保険者側

に選択余地はほとんどない。このような場合でも、モラルハザードは発牛する。被保険者

には、事故を超こしても保険で補償してもらえると思い、快適だが危険な運転をする誘因

がある。しかしこれは伝統的に研究され尽くされて、新しい論点はない。

医療の場合、あらかじめ給付内容が明確に定まっている場合は少ない。もちろん、保険

給付の対象となる治療法はあらかじめ決まっているが、その価格は、アメリカのように医

療関係者や製薬会社の裁量に委ねられる場合から、日欧のように、公的保険を運営する政

府と医療関係者の交渉で決まる場合まで、バラエティが大きい。政府は効果あると思われ

る治療法や医薬品を保険対象とするが、価格決定にあたっては供給者の戦略的行動が重要

となる。例えば、医薬品の自己負担額が小さければ、保険システムの価格決定交渉におい

て製薬会社は強気になれる。自己負担割合が例えば 3割であれば、医者や患者が意識する

価格はその 3割価格だが、残りの 7割を保険が負担してくれるという、医療産業にとって

はありがたいシステムである。このように、財やサービスの生産者価格と消費者価格が大

きく乖離すると、様々な間題が発生する。以下の議論では、生産者価格と供給価格を同じ

意味で用いる。

さて、医療供給者が競争的であれば、医療機関や製薬会社が受け取る価格は限界費用に

等しくなる。これに対して、医療供給者が（例えばアメリカのように）独占的に価格を決

定できるならば、価格はマークアップ率の分だけ限界費川より卜に乖離する。医薬品は特

許によって強く保護されており、供給者が自由に価格設定できる制度の場合、独占価格を

付ける可能性が高い*20

医療の価格決定においては、競争価格や企業と政府の交渉など、いろいろな定式が考え

*2アメリカでは 2003年の保険改革で、 FDA認口Jの医薬品をすべてメデイケア保険対象とすると同時に、

製薬会社の医薬品価格決定を原則自由化した。

詳しくは、次を参照。大西睦子「米国で深刻化する「薬価」問題（日ジェネリックが暴騰する仕組み」

http://blogos.com/article/156745/ 
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られるが、以下では、医療価格は保険などの制度を所与として独占企染が決めるとする。

ここで、医療需要の供給価格弾力性と消費者価格弾力性を区別することが重要である。例

えば自己負担率が 3割の場合、消費者が支払う消費者価格は供給価格の 3割である。供給

価格がかなり高くても、多くの消費者が治療を選択するだろう。したがって、自己負担額

で評価された医療需要の価格弾力性はかなり低いと思われる。実際、多くの研究で、医療

需要の自己負肌額弾力件は 1以下であると推定されている〔湯田 (2007)、大日 (2002)

他〕。言い換えれば、価格が I% l: がっても医療需要は I%以下しか低下しないというこ

とである。保険が存在する場合には、企莱が直面する需要曲線は保険によって嵩上げさ

れ、自己負担額に基づく需要曲線から乖離してしまう。保険がない場合に比べて、医療の

供給者価格は高くなるが、消費者価格はむしろ低くなるのである。競争価格は、保険がな

い場合の独占価格より低くなる。

まずこの状況を簡単な部分均衡分析で確認しよう。医療 l単位の供給価格が qで自己負

担率が zであれば、消費者価格は qzである。歴療 .'.Cに対する逆需要関数は、

qz = b-ax 

で与えられるが、ここで a、bは正の定数である。完全競争または独占にかかわらず、医

療供給者の利益可x)は次のように書ける。

叫） = x (b -/x) -ex 
ただしここで、 cは医療の限界費用である。独占企薬の最適化条件は限界収入＝限界費用

だが、ここで限界収入は次のように書ける。

MR(x) = 
b-2ax 

この状況は図 l、図 2で表される。

医療供給者が直面する需要曲線は、御覧の通り、消費者の需要曲線から乖離している。

乖離幅は自己負担分 zが0に近づくと無限大に発散し、 lに近づくと消える。医療の供給

量は、限界費用 (MC) 山線が限界収人 (MR) 曲線に接する点で決まり、この数量が供

給価格と消費者価格を決める（図 1)。ここで医療の自己負担率 zを引き上げると、消費

者需要曲線は変わらないが、生産者需要曲線および限界収人曲線はドにシフトし医療の供

給量は下がる（図 2)。この時、生産者価格も下がるが、消費者価格は上昇する。ここで、

縦軸、生産者価格と消費者価格および供給量に間まれた長方形の部分は保険負担分を表し

ているが、自己負担率の上昇によって、保険負担分は低下している。
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以上のような部分均衡分析では、例えば、医療の供給価格が下がったことで、保険財政

の負担が減少し、保険料が下がり、その結果として医療需要が増えるというメカニズムは

考慮されていない。保険料が下がったことで生活が楽になり、医療を受診する気になる最

低所得水準 (thresholdincome)が下がり、これまで医者に行っていなかった低所得者も

行くようになるという理屈である。実際、次節で詳細に説明される一般均衡分析では、自

己負担の増加はむしろ医療需要を増やす。

自己負担率が引き l:げられたにもかかわらず医療需要が増加するのは奇妙に聞こえるか

もしれないが、次のように説明できる。第一に、自己負担が増えると、生産者が直面する

需要曲線は下にシフトする。そこで生産者は、戦略的に供給価格を下げて需要を拡大しよ

うとする。第二に、供給価格が下がると、保険会社や公的保険が負担する医療費支払いが

低下し、保険会社や公的保険が銃争的であれば、保険料を引き下げるはずである。これに

よって、消費者の保険料負担が減り、医療を受容する最低所得水準が上がることによっ

て、医療需要が増加するのである。

医療の供給価格が下がることによって保険負担が下がり、それが保険料の値下げを通じ

て医療需要を引き上げる可能性については、次節の一般均衡モデルで示される。その内容

をここで説明しておこう。医療の消費単位は 1とし、医療需要の大きさは、医療を受ける

消費者の人数で表される。保険については公的保険のような強制加入の仕組みを想定し、

全員が保険料を払うが、医療の自己負担率 zが大きすぎる場合、消費が抑制されるため、

閾値 R以下という低い所得の消費者は医療を受けないことを内生的に選択する。消費者

は、所得が高くて医療を受ける人と、所得が低くて医療を受けない人に分かれる。病気に

なると人々の所得は下がる。医療を受けることによって、病気で死ぬ確率は下がり、回復

して所得が元に戻る確率も上がる。モデルには非線形の要素が含まれ誘導形解を求めるの

が難しいので、数値例によるシミュレーションを示す。結果は次の表 1のようになる。こ

こで人IIはパーセント表示であり、人II合計は 100である。計算の都合上、所得は 0から

10まで一様分布しているという仮定を置いているので、医療を受けない人の割合が実際

より大きくなっていることに注意されたい。

自己負担率を 20%から 40%に引き上げると、次のような効果がある。

1. 医療を受ける予定の健康人および実際に受けている人は増える。

2. 医療を受けない人は減る。

3. 医療供給価格およびマークアップ率は下がる。

4. 医療の消費者価格は Kがる。

5. 医療供給者の利益は下がる。
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z 自己負担率 .2 .3 .4 

Hr 医療を受ける予定の健康人 60.69 62.61 63.72 

Hs 医療を受けない予定の健康人 29.27 27.23 26.13 

T 医療を受ける病人 7.58 7.83 7.96 

s 底療を受けない病人 2.43 2.27 2.17 

m 医療のマークアップ率 9.15 6.89 5.52 

q 医療の供給価格 41.95 33.12 27.04 

qz 医療の消費者価格 8.39 9.93 11.05 

冗― 医療供給者の利益 2.97 2.37 1.97 

p 保険料 2.45 1.81 1.32 

V(R) 医療を受ける最低所得の人の牛涯効用 38.11 43.90 48.10 

V(O) 所得水準ゼロの人の牛涯効用 -29.71 -21.18 -15.40 

R 医療を受ける人の最低所得（閾値） 6.16 5.91 5.77 

表1 自己負担率引き上げの効果

6. 医療保険料は下がる。

7. 医療を受けるかどうかにかかわらず、人々の生涯効用は上がる。

8. 医療を受ける人の最低所得は下がり、より多くの人が医療を受けるようになる。

このモデルでは、自」負担率上昇に伴って、実際に医療を受ける人の数は漸増するが、

それほど大きくは増えていない。その他の状態の人口もそれほど大きく動いていない。こ

れは、自己負担が増えることによって医療需要が下がる効果と、保険料引き下げによって

医療需要が上がる効果が相殺するためである。最終的に何が違うかというと、消費者と医

療供給者の間の所得分配である。すなわち、自己負担率の引き上げは、医療供給企業の利

益を下げ、消費者の牛涯効用を引き上げる傾向が見られる。このモデルでは、自己負担の

引き上げが保険料引き下げに働く効果が大きい。逆に言えば、保険会社に独占力があっ

て、自己負担率引き上げが保険料引き下げにそれほどつながらない場合は、消費者が損す

る可能性が高い。

自己負担率が上がると牛涯効用が上がるというのは奇異に聞こえるかもしれない。しか

し、ここでは保険によって消費者需要が価格に対して非弾力的になっているので、自己負

担率が上がれば供給者が直面する需要曲線はより弾力的（価格に対して感応的）になる。

そのため企業には価格を少し下げて需要を増やそうというインセンティブが働く。そのた
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め、自己負担率が上がると給付が下がり、保険料が安くなることを通じて経済厚生を改善

するメカニズムが大きく働くのである。次節では、それについて説明する。

3 モデル

ここで説明するモデルは、現在準俯中の拙稿 Cimai(2016)〕で展開されているモデルを

簡略化したものである。時間は連続的であり、消費者の人口は 1である。消費者は健康ま

たは病気である。医療は不可分の l単位で供給される。

金利を rで表すと、健康な消費者の定常状態価値関数 Vは次のように書ける．

rV = u(x) +入[max(W,U) -VJ 

ここで、 W は病気だが治療を受けている消費者の価値であり、 Uは治療を受けていない

病人の価値である。健康な消費者は消費 xから紅葉 u(x)を得るが、ポアソン到来率入で

病気になる。治療を受けていない病人の価値 Uは次のように書ける。

rU = 11,(叫十 CT(V-u) -ou 

治療を受けていない病人でも、到来率ぴで健康回復するが、到来率§で死ぬ。他方、治療

を受ける病人の価値 W は次のように書ける。

rW = u(x) +μ(V -W) -<pW 

治療を受ける病人は、到来率μで健康回復するが、到来率¢で死ぬ。ここで、治療すれ

ば回復到来率は上がり、死亡到来率は下がるとする。すなわち、

μ>び， 0> <p 

である。

消費者の予算制約は健康状態、および治療の打無に依存する。健康な消費者の予算制約

式は次のようになる。

x+p=y 

健康かどうかにかかわらず消費者は保険料pを常に支払う。所得 yから保険料pを差し

引いたものが消費となる。次に治療を受けない病人の予算制約式は次のように書ける。所

得のうち割合 tが病気によって失われる。

X + p = (1 -t)y. 



今　井　亮　一126

晟後に、治療を受ける病人の予算制約式は次のように書ける。治療を受けない病人との違

いは医療費 zqを払うかだけである。

x+p+zq=(l-t)y 

予算制約式を考慮すると、 3つの価値関数は次のように書き換えられる。

V = u(y-p) +入[max(W,U) -V) 

rU -u[(l -t)y -p] + cr(V -U) -<SU 

rW = u[(l -t)y -p -zq] +μ(V -W) -cpW 

計算を簡単にするため、消費の効用は消費水準そのもの、すなわち u(x)= xとしよう。

rV = y-p十入[max(W,U) -V) 

rU -(1 -t)y -p十CJ(V-U) -<5U 

rW = (1 -t)y -p -zq十μ(V-W)-cpW 

(1) 

(2) 

(3) 

さて所得 yは、さしあたって任意の追続分布関数 F(y)にしたがって分布するとしよ

う。均衡において人々は留保戦略を取り、所得が閾値 R以 Kの消費者は医療を受け、所

得が R未満の消費者は医療を受けないとしよう。 Rは内生的に決定される。

Tおよび Sをそれぞれ、治療を受ける病人、受けない病人の人口とする。また治療を受

けるかどうかは所得で決まるから、健康な消費者のうち、治療を受けると決めている人口

をHt、受けないと決めている人口を Hsと表そう。定常状態の人口分布は、次の連立方

程式で決まる。

位T十心S)[l-F(R)] +μT =入Hr

位T+ <5S)F(R) + aS = ,¥Hs 

Hs+Hr+S+T= 1 

入Hs=(a+ <5)5 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

医療は、単一の供給者（病院）によって供給される。医療供給者の利益 T は次のように

書ける。

1r = qT -c(T) 

ただしここで c(T)は治療を受ける病人の人口 Tの単調増加・逓増関数である。治療を受

ける病人の人口 Tは、閾値所得 Rに依存し、閾値所得 Rは医療供給価格 qに依存するこ

とに注意されたし。
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さて、価格決定を考えよう。まず、阪療が競争的に供給される場合は、供給価格は限界

費用に等しくなる。すなわち、

q = c'(T). 

である。次に、医療技術が特許によって守られることなどを通じて、独占的に供給される

倍は、底療価格は、限界費用よりマークアップ率 m だけ高くなる。

q = (1 + m)c'(T) (8) 

ここで m は内生的に決まる。

医療費のうち、割合 (1-z)は保険によって支払われる。したがって単位期間あたりの

保険医療費は (1-z)qTである。これに対し単位期間の保険料収人は pである。保険制度

（民間保険または公的保険）は単年度で採算を確保していると仮定すれば、その予算制約

式は次のように書ける。

(1-z)qT = p 

これは、保険料pを決める式でもある。

医療を受ける最低水準所得 (thresholdincome) は次のように定まる。

W(R) -U(R) 

(9) 

(10) 

以下では独占的な株療供給者の利益最大化間題を解く。まず l階条件は次のように

なる。 T(q) 

q [qT'(q) + 1] = c'(T) 

ここで需要の価格弾力性を T/で表せば

と書ける。したがって、

qT'(q) 
り＝

T(q) 

q (1 十~) =り(T)

独占企柴のマークアップ率は次のように決まる。

q = (1 + m)C'(T) 

片々比較するとマークアップ率は次のように得られる。

-1 
m=  >0 

1 + 77 

ただしここで 77< -1である。

(11) 
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定義 1定義：均衡は、式(1)"-'(11)を満たす 11変数{V,U, W, Hr, Hs, T, S, q, p, m, R} 

である。

モデルは非線形の部分を含み、解の誘導形を得ることは困難である。そこで、数値計算

（シミュレーション）をしてみよう。結果は表 1で示した通りである。ここでは、自己負

担率 zを変えて各内生変数がどのように変化するかを試している。

このシミュレーションの設定を説明しよう。まず所得リは一様分布 [a,b]にしたがう。

つまり所得の分布関数は次のようになる。

x-a 
F(y) = 

b-a 

これは計算上の簡素化であるが、その結果、医療を受けない人口が過大に計算されること

に注怠されたい。次に医療の供給コストは、医療水準 xの単調逓増関数である。

心） =g: 砂

ここで gは水準を調整する定数であり、また h>lである。ベースラインとなるパラメー

ター値は次のように設定した。

a= 0, b = 10 

g = 10, h = 1.5 

r = .05, 入=.05, t = .8 

c5 = .5, rp = .1 

び=.1, μ= .3 

所得の低下率 80%、治療しない病人の死亡到来率 0.5は、ともに大きすぎるように見え

るかもしれないが、医療を受けない人口をできるだけ減らすためのエ夫である。

所得が一様分布するという仮定のため、多くの人々が医療を受けない選択をしている。

90 %以上の人々は健康であるが、 25%以上の人々は病気になっても治療を受けないと決

めている。医療を供給する独占企業のマークアップ率は 500%以上と極めて高い。すな

わち、限界費用の 6倍以上の価格で医療を売るということであるが、こういう非常に高い

マークアップ率は、特に医薬品産業で広く見られる。巨額の研究開発費を回収するためで

あるが、このモデルでは医薬品開発は内生化していない。ただし、前述のように、アメリ

カでは特許権が切れた医薬品でも、製薬会社の買収を通じて独占を維持することが可能ら

しい*3。自己負担率 zを引き上げる時の比較静学は、前節で説明したとおりである。

*3 「1錠 9 万円」に釣り卜＾げられた HIV薬オーストラリアの高校生が約 230 円で作

り出すことに成功」 http://www.huffingtonpost.jp/engadget-japan/hiv-medicine-australia-hs-

student_b_l34214 l 6. html 
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4 おわりに

本稿では、簡単なモデルによって、医療のように供給価格と消費者価格が乖離する財・

サービスの市場において、消費者負担率引き上げの効果を検討した。医療では、保険に

よって過大な需要が発生しているが、同時に、特許権などによって供給者の独占的価格決

定が可能で、割高な医療価格が需要を抑制する•面もある。結果的に、医療供給が過大か

どうかを判断するのは難しい。保険灰療の自己負担率が上がると、供給者が直面する需要

曲線はドがるから、独占力は弱まり、供給価格は低ドし戻療の供給水準もドがる。しかし

同時に保険負担も下がるので、保険が競争的に供給されている場合は保険料が下がり、消

費者の購買力を引き上げ、医療需要を押し上げる効果も働く。結果的に医療供給が増える

かどうかは明らかでないが、自己負担率引き上げによってかえって消費者の経済厚生が上

がる場合もあり得る。

以上の分析では様々な単純化が行われているので、結論の妥当性を調べるには、分析の

一般化およびデータとの照合が不可欠である。

1. 本稿では価格決定は独占企業によって行われたが、銃争的な医療市場を考えること

ができるし、また多くの国で医療価格は政府と医療供給者の団体交渉で行われてい

る。これらを具体的にモデル化する必要があろう。

2. 本稿では保険は欧州や日本のように強制加入とし、医療を受けないと決めた人も保

険料を負担していたが、アメリカのように、民間の保険に加入して保険料を払い保

険適用治療を受けるか、保険に人らず全額自己負担で医療を受けるかを選択できる

場合を考えることができる。この場合、保険料引きドげが医療需要を促進する効果

は強制加入保険より人きくなると予想される。これは部分的に Imai(2016)で検討

されている。保険加入が内生的に決まるモデルでは、保険会社の参入や価格決定を

戦略的に考察する必要があるだろう。

3. 本稿では、効用は吊純に所得に対して線型であり、保険料や医療費の自己負担分が

上がることによって起こる消費低ドをできるだけ防ぐために、治療を受けなかった

り保険に加人しなかったりというメカニズム（恒常所得仮説）が働いていない。し

たがって、自己負担率引き上げによって、保険料が下がる効果が過小評価されてい

る可能性がある。他方、消費が恒常所得に依存するモデルでは、消費の変動を抑制

する効果が働き、保険加入のインセンティブが高まることもあり得る。限界効用が

逓減する効用閲数を使って、いずれの効呆が大きいか、評価する必要がある。
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4. 本稿では、自己負担率の引き上げは供給価格および保険料の引き下げを通じて灰療

需要を増やすという結果が得られたが、パラメーター値を変えれば異なる結果を得

る可能性は高い。結果の妥当性を高めるには、データとのマッチングを試みる必要

がある。アメリカの医療市場を見れば、自己負担率の上昇と保険料の上昇が同時進

行しているように見受けられ、本稿で考慮していないメカニズムが働いている可能

性もある。

5. 本稿では、医療技術や医薬品の開発を内生的に取り扱わなかったので、実際に観測

される医療サービスの供給価格と限界費用の乖離が、主として特許によって保護さ

れた技術の開発費用の回収に基づくものか、単なる独占によるものか、識別するこ

とが難しい。最近ではダラプリムの件のように、特許の切れた薬でも製薬会社を買

収し独占に持ち込むことで高価格を維持する企業の例も報告されている。特許期間

が終了しているのに高価格が維持されている医薬品は大鼠にあると思われる。この

問題を構造的に推定するために、あらかじめ医薬品聞発投資が内生的であるモデル

を構築する必要がある。
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九州大学留学生センター生のための日本語コース（JACs）

	 脇　坂　真彩子	＊

Japanese Academic Courses for International Students （JACs）

1 ．コース概要

留学生センター生のための日本語コース JACs（Japanese Academic Courses：以下 JACs）は九州大
学留学生センターに所属する各プログラム（日本語研修コース、日本語・日本文化研修コース、日韓
理工系プログラム、広州市研究生プログラム、Japan in Today’s World Program）の留学生に対して提
供する日本語のコースであり、総合（J コース）、漢字（K コース）、会話（S コース）、作文（W コー
ス）の４コースで構成されている。2015年後期より留学生センター生の伊都キャンパスへの移転に伴
い、それ以前に留学生センターで開講されていた JLCs（Japanese Language Courses：以下 JLCs）が
JACs と課外補講・日本語 JTCs（Japanese Training Courses：以下 JTCs）に分かれることとなった。
JACs は留学生センター生約80名を対象とした、伊都キャンパスで開講されるコースである。

1 ． 1 　コースの編成
JACs で開講される日本語コース（J、K、S、W）の編成は表１のようになっている。1コマ90分の構

成であり、週に1 ～３回授業が行われる。括弧内の数字は週あたりの授業回数を示している。

表１　JACs のコース編成（2016年度春学期・秋学期）

日本語コース
レベル 総合（J コース） 漢字（K コース） 会話（S コース） 作文（W コース）
入門 J-1（3）

K-1+2（1）
初級１ J-2（3）
初級２ J-3（3） K-3（2） S-3（2）

中級入門 J-4（3） K-4（2） S-4（2）
中級１ J-5（2） K-5（2） S-5（2） W-5（2）
中級２ J-6（2） K-6（2） S-6（2） W-6（2）

上級入門 J-7（2） K-7（2） S-7（2） W-7（2）

＊	九州大学留学生センター講師
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1 ． 2 　使用教材
各クラスでの使用教材は表２の通りである。

表２　各クラスでの使用教材

総合 使用教材 漢字 使用教材
J-1 『初級日本語げんきⅠ（第２版）』 K-1+2 『げんきⅠ（第２版）』
J-2 『初級日本語げんきⅠ、Ⅱ（第２版）』 K-3 『Basic Kanji Book Vol.1』
J-3 『初級日本語げんきⅡ（第２版）』 K-4 『Basic Kanji Book vol.1、vol. ２』
J-4 『中級へ行こう（第２版）』 K-5 『Basic Kanji Book vol. ２』

J-5 『中級を学ぼう（中級前期）』 K-6
『上級へのとびら きたえよう漢字力』
『Intermediate Kanji Book vol.1』

J-6 『中級を学ぼう（中級中期）』 K-7 『Intermediate Kanji Book vol.1』
J-7 『日本語５つのとびら TOBIRA －中上級編』
会話 使用教材 作文 使用教材

S-3 『聞く・考える・話す　留学生のための
初級日本語会話』 W-5 『表現テーマ別にほんご作文の方法』

S-4 『会話に挑戦！中級前期からの日本語
ロールプレイ』 W-6 『小論文の12のステップ』

S-5 『日本語上級話者への道』 W-7 自主作成教材を使用
S-6 自主作成教材を使用
S-7 自主作成教材を使用

1 ． 3 　開講日程
2016年度（平成28年度）の春学期と秋学期の開講日程は表３の通りである。各学期は２つのラウン

ドに分けられている。

表３　JACs の開講スケジュール

学期 ラウンド 開講期間

春学期
Round 1 2016年（平成28年）４月12日～ 2016年（平成28年）５月27日
Round 2 2016年（平成28年）６月７日～ 2016年（平成28年）７月15日

秋学期
Round 3 2016年（平成28年）10月18日～ 2016年（平成28年）11月25日
Round 4 2016年（平成28年）12月６日～ 2017年（平成29年）１月29日

1 ． 4 　プレースメントテスト
JACs の受講申し込みおよび文法・聴解・読解のプレースメントテストは、オンラインシステムを

使用して行われる。その後、K コース受講希望者のための筆記による漢字テストと、S コース受講希
望者のためのインタビューテストを実施している。また、システムエラーや様々な事情でオンライン
テストが受けられなかった学生のために紙ベースによるバックアップテストも設けている。各学期の
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はじめ（Round 1と Round 3）に受講者全員が受講登録とプレースメントテストを受験する。Round 2
と Round 4のプレースメントテストは、前の Round の各コースの状況を考慮し、レベル変更希望者の
みを対象に行っている。2016年度 Round 2、Round 4では、J コースと K コースのみでプレースメント
テストを実施した。テスト受験の条件は前のラウンドでクイズおよび期末テストの点数が90% 以上取
れていることとした。Round 2の受験希望者は５名で、そのうち４名がプレースメントテストを受験
し、３名が上のレベルへ移った。Round 4の受験希望者は14名で、そのうち７名がプレースメントテ
ストを受験し、６名が上のレベルへ移動した。

表４　プレースメントテストの日程

学期 ラウンド オンラインプレースメントテスト 紙ベースのプレースメントテスト

春学期
Round 1 2016年（平成28年）４月１日

～ 2016年（平成28年）４月４日 2016年（平成28年）４月６日、７日

Round 2 2016年（平成28年）５月28日
～ 2016年（平成28年）５月31日 2016年（平成28年）６月２日

秋学期
Round 3 2016年（平成28年）９月27日

～ 2016年（平成28年）10月３日 2016年（平成28年）10月５日、６日

Round 4 2016年（平成28年）11月26日
～ 2016年（平成28年）11月29日 2016年（平成28年）12月１日

2 ．受講者および受講者の内訳

2． 1　受講者数
2016年度（平成28年度）の JACs のクラス別受講者数は表５（春学期）、表６（秋学期）のように

なっている。

表５　2016年度春学期　クラス別受講者数（延べ受講者数）

総合コース 会話コース 漢字コース 作文コース
入門 J-1 5

K-1+2 3
初級１ J-2 6
初級２ J-3 7 S-3 4 K-3 7

中級入門 J-4 9 S-4 11 K-4 8
中級１ J-5 15 S-5 10 K-5 10 W-5 5
中級２ J-6 10 S-6 5 K-6 11 W-6 5

上級入門 J-7 6 S-7 5 K-7 7 W-7 4
総計　153名
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表６　2016年度秋学期　クラス別受講者数（延べ受講者数）

総合コース 会話コース 漢字コース 作文コース
入門 J-1 5

K-1+2 7
初級１ J-2 10
初級２ J-3 12 S-3 14 K-3 9

中級入門 J-4 13 S-4 14 K-4 14
中級１ J-5 9 S-5 15 K-5 11 W-5 4
中級２ J-6 10 S-6 14 K-6 11 W-6 5

上級入門 J-7 6 S-7 13 K-7 6 W-7 11
総計　212名

 

2 ． 2 　受講者の内訳（出身地域別）
表７は受講登録者を出身地域で大別し、主だった国籍別でまとめたものである。JACsの受講者の出

身地域ではヨーロッパが約30名、北アメリカが約10名となっている。アジアからの留学生数は春学期
と秋学期で大きく異なっている。これには日韓理工系プログラムの学生が秋学期にのみ JACs を受講
することや、秋学期には日本語・日本文化研修コースの受講者が多いことが影響している。

表７　出身地域別の受講登録者の内訳

国籍（ヨーロッパ） 春学期 秋学期 フィリピン共和国 1 2
フランス共和国 11 11 タイ王国 1 1

英国 6 8 香港 0 2
ドイツ連邦共和国 4 6 ベトナム社会主義共和国 0 1

アイスランド共和国 3 2 国籍（北アメリカ） 春学期 秋学期
オランダ王国 2 2 アメリカ合衆国 6 7

フィンランド共和国 1 0 コスタリカ共和国 2 0
ベルギー王国 1 1 カナダ 1 0
トルコ共和国 1 0 国籍（南アメリカ） 春学期 秋学期
ルーマニア 1 0 チリ共和国 1 1

イタリア共和国 0 1 ブラジル連邦共和国 1 0
国籍（アジア） 春学期 秋学期 国籍（オセアニア） 春学期 秋学期
中華人民共和国 6 19 オーストラリア連邦 4 3

台湾 5 3 国籍（アフリカ） 春学期 秋学期
マレーシア 4 0 エジプト 0 1

シンガポール共和国 2 1 計 69 83
インドネシア共和国 2 1

大韓民国 1 10
インド 1 0
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2 ． 3 　受講者数の内訳（身分別）
表８は留学生センターのプログラムごとの受講者数を学期別にまとめたものである。JACs を受講

できるのは基本的に留学生センター生のみである。ただし、春学期は受講者が３名以下になったクラ
スを対象に追加募集を行ったため、その他の身分の学生（部局に所属する交換留学生３名と部局の正
規留学生２名）が含まれている。

表８　身分別の受講登録者の内訳

身分 春学期 秋学期
Japan in Today’s World Program 54 46
日本語・日本文化研修コース（JLCC） 5 24
日本語研修コース 5 7
日韓理工系プログラム - 6
福岡市・広州市交流プログラム 1 0
その他の身分の学生 5 0

総計 69 83

3 ．JLCsから JACsに移行する際の変更点

JACs は2015年後期に、留学生センター生の伊都キャンパスへの移転に伴い、誕生した日本語コース
であるが、基本的には2015年前期まで留学生センターで運営されてきた JLCs の内容を継承している。
ただし、JACs は留学生センター生のみが受講するコースであり、受講者が平均80名程度となったた
め、箱崎と伊都の２つのキャンパスで計400名以上（斉藤　2015）を受け入れていた JLCs とは異なる
点がある。以下に、JLCs から JACs への移行時の変更点を列挙する。

3 ． 1 　コースの改編
・ すべてのコースの開講クラス数が１クラスになった。
・		会話コースは、６レベル編成（S-3、S-4、S-5、S-6、S-7、S-8）から５レベル編成（S-3、S-4、S-5、

S-6、S-7）になった。
・		読解コースが廃止され、代わりに２レベル編成（W-6、W-7）だった作文コースが３レベル編成
（W-5、W-6、W-7）になった。
・		漢字コースに「K-1＋2」というコースが設けられ、６レベル編成になった。これにより、入門レ
ベルの学習者が受講できるコースが増えた。

3 ． 2 　運営上の変更点
・		ひらがなプレースメントテストを廃止し、代わりに J-1対象者には初回の授業の事前課題としてひ
らがな練習を課すこととした。
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・		J-4の授業時間を５限から１限に移動した。これにより、１週間に３回開講される総合コースはす
べて１限で開講されることとなった。

4 ．今後の課題

今後の課題として、以下の２点を挙げる。

4 ． 1 　会話コースの改編
現在、会話コースは S-3、S-4、S-5、S-6、S-7の５レベルで展開している。ところが、2016年度秋学

期は会話コースの１クラスあたりの定員が14名であるにもかかわらず、満員の70名が会話コースの受
講を希望した。そのため、本来であれば学生の言語レベルによってクラス分けをするところを、定員
を考慮して14名ずつに振り分けることになり、結果的にクラス内の学生のレベル差が大きくなってし
まった。会話コースは受講希望者が多い人気のコースであるため、今後、新たなレベルを増設すべき
か検討していく必要がある。

4 ． 2 　部局所属の大学間交換留学生の JACsへの受け入れ
九州大学留学生センターが受け入れを行っている大学間交換留学生には、JTW 生や JLCC 生のよう

な留学生センターに所属する学生と、各部局に所属する学生がいる。現在、JACs を受講できるのは、
留学生センターに所属する学生のみであり、部局に所属する交換留学生は補講生のための日本語コー
ス（JTCs）を履修している。しかし、これらの学生は九州大学の交換留学生という同等の身分である
ため、本来であれば、所属の違いに関わらず、等しく日本語を学べる権利があるのが望ましいと思わ
れる。今後、部局に所属する大学間交換留学生も留学生センター生と同様に JACs を履修することが
できるよう、検討していきたい。

5 ．まとめ

2015年秋学期の伊都キャンパスへの移転に伴い、留学生センター生を対象とした JACs が誕生した。
第３節で述べたように、JACs は留学生センターの長い歴史の中で形成されてきた JLCs を引き継ぎ、
運営してきた。JACs が始まってから約１年が経ち、少しずつ運営上の問題が見え始めている。今後
は、JLCs の良い部分を継承しつつ、JACs の特徴を生かして発展していけるよう取り組んでいくつも
りである。

参考文献
斉藤信浩（2013）「九州大学留学生のための日本語コース（JLC）」『九州大学留学生センター紀要』22, 223-233.

斉藤信浩（2014）「九州大学留学生のための日本語コース（JLC）」『九州大学留学生センター紀要』23, 223-232.

斉藤信浩（2015）「九州大学留学生のための日本語コース（JLC）」『九州大学留学生センター紀要』24, 127-134.
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マヒドン大学での日本語・日本文化集中講義

	 脇　坂　真彩子	＊

Intensive Japanese Course for Communication Skills in Mahidol University

0 ．はじめに

本稿では2016年（平成28年度）８月にマヒドン大学で実施した日本語・日本文化集中講義
「Intensive Japanese Course for Communication Skills」 の授業内容について報告する。このコースは、
教員と学生の相互交流を行うことを目的に2007年（平成19年度）に始まったマヒドン大学との教育連
携プログラムの一部として行われるものである。

1 ．コース概要

日本語・日本文化集中講義「Intensive Japanese Course for Communication Skills」の授業は、マヒ
ドン大学サラヤキャンパスで実施され、2016年８月１日～８月５日の５日間で30時間（２単位相当
分）行われた。受講者（13名）は Faculty of Liberal Arts に所属する２年次または３年次の学生である。
彼らの専攻は英語が９名、タイ語が４名で、全員が副専攻として日本語を学んでいる。２年次の学生

（10名）はコース参加前に『みんなの日本語』の19課までを、３年次の学生（３名）は50課までを学習
している。参加者の中には高校時代に交換留学生として１年間日本の高校に通っていた者や、夏休み
を利用して日本に短期留学した学生も含まれていた。なお、13名のうち、選抜された７名は、この
コース終了後の2016年８月７日～８月21日に九州大学で行われる日本現地研修に参加した。

2 ．授業内容

本コースの授業内容は日本語、日本文化紹介、日本文化体験の３つから構成される。表１が授業の
スケジュールである。表内の【日本語】は日本語を学ぶ授業、【文化】は日本文化の紹介、【体験】は
日本文化体験であることを示している。

＊	九州大学留学生センター講師
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表１　授業スケジュール

Date 9:00 - 10:30 10:30 - 12:00 13:00 - 14:30

Aug.1 【日本語】
Introducing oneself

【日本語】
Asking where places and 

things are

【文化】
Introduction to Japan and 

Fukuoka

Aug. 2 【日本語】
Inviting people to do things and turning down invitations

【日本語】
Continuing a conversation

Aug.3 【文化】
Introduction to Japanese Food

【体験】
Japanese Cooking: 

Demonstration and Tasting

【日本語】
Ordering food

Aug.4 【日本語】
Explaining things and asking favors

【体験】
Introduction to Japanese 

Culture: Origami

Aug. 5 【日本語】
Making inquiries about a lost article

【日本語】
Final presentations

日本語の授業は、文法を中心に学んできた受講者らが、これまでに学んできた知識を整理しつつ、
実際のコミュニケーション場面で適切にやり取りできるようになることを目標とした。授業では、表
１の【日本語】に記されている７つの場面1でコミュニケーションの練習を行った。各場面でのおおま
かな流れは以下のようである。まず、それぞれの場面での適切なコミュニケーションについて考え、
それに必要な語彙・表現、文法を整理し、発話練習する。その後、聴解活動や様々な対話練習を行い、
最後に、レアリアを使用して、各々の学生が日本で遭遇する場面を想定しながら、ロールプレイをす
る。コースの最終日にはこの集中講義の総まとめとして、１グループ（２～３名）で５分のスキット
を作成し、演じてもらった。2016年度は受講生の日本語レベルに大きな差があったため、各課の冒頭
で、重要語彙・表現と文法を一通り整理するようにし、授業の最後にポイントを復習するための宿題
を課した。また、各課のまとめとなるロールプレイでは、一律のレベルに達することよりも、個々の
学生の知識量や運用能力に合わせた指導を心がけた。

日本文化紹介は２コマ（３時間）行った。「Introduction to Japan and Fukuoka」では日本の地理的特
徴や年中行事、福岡市の見どころについて活動を交えながら紹介した。「Introduction to Japanese 

Food」では、日本料理や日本人の食生活、食事のマナーについて紹介した後、次に予定されている
Japanese Cooking の実習前活動として、料理の作り方を関連する語彙・表現とともに学んだ。

日本文化体験は２コマ（３時間）行った。「Japanese Cooking」では、カレーとお好み焼き、きなこ
団子を作り、試食した。「Introduction to Japanese Culture: Origami」では折り紙の歴史を紹介した後、
教員と一緒に折り鶴、手裏剣、菖蒲を折り、その後、それぞれが自由に作りたいものを作った。

1  『聞く・考える・話す留学生のための初級日本語』（スリーエーネットワーク）と『NIHONGO FUN & EASY —
Survival Japanese conversation for beginners』（アスク）を参考にした。
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3 ．コース評価

コース終了後に、受講者による評価をアンケート形式で実施した。回収したアンケートは回答をエ
クセルに入力し、質問ごとにまとめた。以下に、その結果を示す。なお、アンケートには自由記述形
式の質問項目も含まれている。そのような項目については一つの回答から複数の項目を抽出したケー
スもあるため、回答者数13より合計が多いことがある。また、選択式の項目に「その他」として記さ
れていたコメントについては、代表的なコメントおよび今後の参考になる意見を抜粋して紹介する。

a. コースの内容はどうでしたか。
very good good average not good not good at all

How was the content of this 
intensive course? 12 1 0 0 0

b. 授業のレベルはどうでしたか。
very high high just right low very low

How was the level of the class 
for you? 1 5 7 0 0

「very high」「high」と回答した学生の意見
・	I cannot understand some sentences because I do not know the vocabs.

・	I had not studied some topics yet. 

「just right」と回答した学生の意見
・		The lessons were not too hard, but this class helped me practice all grammars and words in everyday 

life. 

・		I think this class was okay for me. Sometimes I didn’t understand but teacher could teach me and I 

got it after that.

・	よくわかりました。そしてとてもたのしかったです。

c. 先生はどうでしたか。
very good good average not good not good at all

Preparation for the class 13 0 0 0 0
Teaching method 13 0 0 0 0
Conduct of the class 11 2 0 0 0

・	Teacher prepares papers and sheets very well.

・	せんせいはとてもしんせつです。
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d. このコースは役に立ちましたか。

very useful useful average not useful not useful at 
all

Was this intensive course 
useful for you? 11 2 0 0 0

理由
・	I have learned Japanese sentences and grammars which I need to use when I visit Japan.

・	I got many knowledge about Japanese and culture from this class.

・	The contents can be applied in many real situations. 

e. このプログラムを通して、日本語が進歩したと思いますか。
Yes 13
No 0

「Yes」の場合、どのような点で進歩したと思いますか。
口頭コミュニケーション能力が伸びた 11
聴解能力が伸びた 6
新しい文法が学べた 2
日本語学習に対する動機が高まった 2
語彙が増えた 1
作文能力がついた 1

f. このプログラムに満足していますか。　
100 % 7

平均 94%90％～ 99% 2
80% ～ 89% 4

理由
・	The contents of this program were just right for me and I love the method of teaching. 

・	Teacher is so kind and understanding. That makes me want to try harder everyday.

・	I got more knowledge and it’s very fun. 

・	The program practices in many skills especially listening. 

・	Some articles are too difficult for me.

・	クラスはおもしろかったです。そして、先生はとてもやさしかったです。
・	クラスはとてもたのしかったです。
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g. コースを通して、あなたにとって一番よかった活動はなんですか。
活動 人数 理由

最終発表 6

-Because I can apply all of things I have learnt in it.

-Because I can review whole lessons and practice to work with friends.

-I can use Japanese language in common situation in the final role play.

-It was fun to work with friends.

会話練習 5

-Role-playing helps me practice speaking a lot.

-It can teach me about a communicate with Japanese person in real life. A role-
play can give me a brave to use Japanese language.

-I like when we were practicing to speak. We had a lot of chances to speak. I 
love it.

-These activities make students understand Japanese more.

聴解練習 2 -I love listening to the native speaker.

日本料理 2
-It’s a good memory of cooking with friends and teachers.

-I feel good when I cooked foods with everyone.

日本語・日本文化の説明 1 -Knowledge hasn’t a book. Sensei gave me a real Japanese knowledge.

折り紙 1 -Origami lesson was fantastically fun.

宿題 1 -Homework got me reviewed what I had learned.

文法 1

h. コースに対する助言、提案、その他のコメント
・		I think this program is good, but if you want to improve it, I recommend you to add cultural class to 

know more about Japanese cultures.

・		I want more ingredients and tools to joy cooking.日本りょうりはおいしかったですよ。もういちど
つくりたいです！

・		It would be lovely if sensei could take us to a field trip in Thailand together. Moreover, if there had 

more cultural classes, it would have been a lot better. 

・		もっと時間があったら、私はこの教室をべんきょうしたいます。クラスの時間はちょっと短かっ
たです。

・	This program is very good for me. If I have a chance again, I will study this program again.

・	This course give me a practice time so I have a brave for use Japanese language in daily life. 

・	Awesome program, Hope this program happens every year. 

4 ．まとめ

アンケート結果を見ると、授業のレベルが「高かった」と回答した人が６名、「ちょうどよかった」
と回答した人が７名いた。2016年度の受講者は初級前半レベルの２年生（10名）と初級後半修了レベ
ルの３年生（３名）の構成であり、中には日本の高校に１年通った経験がある人や夏休みに日本に短
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期留学した経験がある人も含まれていた。このように、2016年度は受講者の日本語の知識や運用能力
に大きな差があった。未習の文法項目や未習語彙が多かった受講者にとって、本コースは難しいと感
じられていたようである。

しかし、本コースは受講者に概ね好評だったと言えるだろう。そう考える根拠は以下の通りである。
・		受講者の満足度の平均が94% である。
・	全員がプログラムの内容を「very good」あるいは「good」と評価している。
・		全員が、教師（クラス準備／教え方／振る舞い）について「very good」または「good」と評価
している。

・	全員が、本コースが役に立ったと回答している。
・	全員が、本コースを通して日本語の進歩を実感しており、その内容は様々なスキルに及んでいる。

2016年度は受講者数が前年より５名増加し、昨年にも増してクラスの雰囲気は非常に賑やかで、活
気があった。本コースは５日間という短いものであるが、普段日本語を使用する機会がほとんどない
受講者らにとって、日本語を実践的に学べる貴重な機会となったようである。実際に日本語を使用す
る経験を通して、日本語を使用することに対する自信がついたという声も聞かれた。また、アンケー
ト結果によると日本文化の紹介や日本文化体験の評価も非常に高く、文化の授業を増やしてほしいと
いう要望が複数あった。日本渡航経験がほとんどない彼らにとって、本コースは日本文化に触れられ
るよい機会となっていたようである。

謝辞　
マヒドン 大 学 に 滞 在 中は Faculty of Liberal Arts の Jularat Taechachokevivat 先生、Uraiporn 

Wetsoranasutee 先生、Wipa Ngamchantakorn 先生に大変お世話になりました。また、マヒドン大学との
教育連携プログラムのコーディネーターの岡崎智己教授には多くのご助言をいただきました。改めて感謝申
し上げます。

参考文献
岡崎智己・脇坂真彩子（2016）「マヒドン大学との教育連携プログラム：2015年実践の概要」『九州大学留学生センター

紀要』24, 169-179.
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補講コース・日本語（JTCs）

	 斉　藤　信　浩	＊

Japanese Training Courses （JTCs）

1 ．はじめに

1．1．コース誕生の背景
九州大学留学生センターでは、2015年前期まで、長きに渡って JLCs（Japanese Language Courses；

以下 JLCs）という日本語コースを、九州大学留学生センターに所属する各プログラム（研修コース、
日本語日本文化研修コース、日韓理工系プログラム、福岡市広州市交流プログラム、Japan in Today’s 

World Program）の約80名の留学生（以下、便宜的にこれらの留学生を留セ生と呼ぶことにする）、お
よび、九州大学の各部局に在籍する、修士、博士、交換留学生、研究生の身分の約300名の留学生（以
下、便宜的にこれらの留学生を補講生と呼ぶことにする）に対して提供されてきた（斉藤2014、
2015）。それが、2015年後期から JLCsが解体され、Japanese Academic Courses（以下 JACs）と Japanese 

Training Courses（以下 JTCs）の２コースに分離することとなった。以下、その背景を説明していく。

1 ．2 ．移転事業による影響
九州大学の移転事業では2019年を目標に箱崎地区が閉鎖され、伊都地区へ統合される予定である。

しかしながら、留学生センターの建物の移転よりも先に、留学生寮が2015年９月に伊都地区へ移転す
るという事態となり、留セ生の全員が伊都地区の留学生寮に住むこととなった。その結果、当然、留
セ生を対象とした日本語コースは伊都地区で開講せざるをえないこととなった。一方で、箱崎地区に
は、文系学部、農学部、医系学部の補講生が日本語コースを受講しており、その数は200 ～ 250名に上
る。これらの補講生への日本語の授業の提供も必要である。

JLCs の基本方針は「留セ生を対象とした日本語コースであり、空いた席に補講として、部局の補講
生を受け入れる」というものである。基本方針に従えば、JLCs が伊都地区へ移転する場合、伊都地区
での日本語コースに補講生を受け入れるという理屈にはなるが、現実的には、箱崎地区の200 ～ 250名
の補講生を伊都地区へ通学させるのは不可能であり、大学として、これらの留学生への日本語の補助
を無視することはできない。留学生センターの移転に先立って留学生寮を移転するというのは明らか
な計画上の誤りだったということを指摘しつつ、現実的な方策として、箱崎地区にも日本語コースを
残す必要性が生じた。

＊	九州大学留学生センター准教授
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1 ．3 ．JLCsの基本方針と現実との乖離
前節で一部を言及したが、JLCs の基本方針は、以下のようなものである。
①留学生センターに所属する交換留学生（留セ生）のために日本語コース（JLCs）を提供する。
②交換留学の単位互換のため、出席・テスト・宿題など単位認定を前提としたコース設計とする。
③週３回（上級や技能コースでは週２回）、12週間のコース設計とする。
④クラスに空きがある限りにおいて、補講生を受け入れる。
JLCs の開設当初から2000年代の初頭までは、留セ生と補講生が半々くらいで推移しており、④の前

提は保たれていた。しかし、次第に補講生の数が増大し、留セ生80名に対し、補講生300名のように完
全な逆転が長く続き、④の規定は15年以上前には有名無実化していた。そして、少数派の留セ生を考
慮した設計である②や③の方針は、多数派の補講生にとって関係の無い規定であり、不利益が多く
なっていた。具体的に述べると、補講生は本来の部局での授業や研究の負担があるため、日本語を中
心に学習しに来日した留セ生とは異なり、大量の宿題や毎回のクイズやテストなどをこなす時間を日
常の中で割けず、②の方針は補講生にとってはかなり厳しかった。また、③の週３回で12週間という
のは出席を維持するには大きな負担となっていた。

一方で、留セ生は日本語学習に対する要求が高く、その目的で来日しており、多数派の補講生に合
わせることはできない。このように、ニーズの異なった留セ生と補講生の同居は、双方にとって不利
益な状況になっていた。

1 ．4 ．JACsと JTCsの誕生
1．3．の現実的に起こっていた諸問題を解決するために様々な案を練っていたところへ、1．2．の

ように急転直下、移転の話が起こった。これを契機に、学生のニーズに合わせたコースを作るという
目的で、伊都地区では留セ生を対象にした、JLCs の後進に当たる Japanese Academic Courses を作り、
補講生のための日本語コースとして Japanese Training Courses を分離独立させることとした。

“Academic”の名称は単位認定がされることが前提とされる大学の日本語コースであり、“Training”
の名称は単位互換とは関係なく、大学内で日本語の訓練を受けるためのコースであることを示してい
る。JACs は基本的に JLCs のコース方針とコース構成を引き継いでいる一方、JTCs は補講生のニーズ
に合わせ大きく改変された。以下、次章で JTCs について紹介していく。

2 ．JTCsのコース構成

2．1．コースの期間について
JLCs のコース開講期間は12週であった。JACs もこれを引き継ぎ開講期間は12週であるが、JTCs は

週２回、10週間のコースとし、全20回で終了するコースとした。コースの開始時期は、２週間短くな
るぶん、２週間、後ろ倒しにし、前期はゴールデンウェーク明けの５月、後期は11月からの開講とし
た。理由は以下の２つがある。

①来日遅れの学生に対応するため。
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②部局の授業が決まったあとに補講の日本語クラスを選択できるようにするため。
この２つのうち、重要度の高いのは②であり、補講生は部局の授業の選択が優先され、これらのク

ラスが決定した後でなければ、補講コースは選択しにくい。そのため、履修登録機関である４月と10
月が終了した後での補講コースの選択は利点が多い。①の来日遅れの学生は少数であるが、来日が遅
れなかった学生にとっても、来日直後に様々な学内の情報を得るのは難しい場合がある。そのため、
３月末、ないし、９月末に来日したあと、コース開始まで１ヶ月を間におくことは有益である。以下
は、平成28年度（2016年度）の JTCs の年間スケジュールである。

表１　平成28年度（2016年度）開講スケジュール

前期 後期
受講申し込み 4月13日～ 4月17日 10月14日～ 10月17日

オンラインテスト 4月13日～ 4月17日 10月14日～ 10月17日
レベル結果通知 4月18日 10月18日

クラス選択 4月19日～ 4月21日 10月19日～ 10月21日
授業開始～授業終了 5月10日～ 7月15日 11月1日～ 1月20日

2 ．2 ．受講までの手続きについて
受講までの手続きは全てオンライン上で行われる。受講申し込みの２週間前までに各部局には部局

宛通知を送り、コースの案内をする。その後、受講を希望する学生は、受講申し込みの期間内に留学
生センターのホームページの中にある「日本語教育」の中の「see more」で情報をとり、「online place-

ment test」で申し込みとオンラインテスト（以下 OT）を行う。

図１　留学生センターのホームページ
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オンラインテストが終了した後、「レベル結果通知」が学生へメール配信される。これにより学生は
自分のレベルが「日本語３」であることを知り、クラス選択期間に、日本語３の中で、どのクラスが
良いかを自分で選択する。選択は早いもの順としている。オンラインテストは、日本語１の希望者は
登録のみとし、日本語２以上の希望者には、文法・読解・聴解の３つのテストを課している。

以下、図２は図１の「Online Placement Tests」をクリックすると、このページが開かれる。ここで
「新規登録」「オンラインテスト」「クラス登録」が行える。「学生情報の変更」もあり、ここでパスワー
ドやメールアドレスなどを変更できる。但し、JTCs は毎学期、新規登録することとしており、前学期
のデータは残らない。この点については、学生サイドに混乱があるかと予測されたが、学期ごとに受
講科目を申請するのはどの部局でも行っていることであり、寧ろ、嘗ての JLCs のシステムのように、
過去の成績管理を行って、新規登録に反映させる方式のほうが珍しかったと言え、この方式にしてか
ら、特に学生から、混乱したというような苦情は出ていない。

2 ．3 ．コースの構成について
コースは、日本語１から日本語８までの８レベルを用意している。補講コースの基本は「日本での

生活上で必要な最低限度の日本語の補助を行う」ということであるため、その基本に合致するのは日
本語１から日本語４までであるが、JLCs からの流れで、中級から上級のレベルも残してある。やは
り、生活上で必要な日本語とは言え、日本語４まででは初級レベルであり、初級項目のブラッシュ
アップのために日本語５までは今後も確保していきたい。

2016年度の前期はこれに加えて、漢字コースを３レベル用意したが、JTCs のコース改編に当たっ
て、日本語コースに相当の労力が割かれていること、300名を処理しなければならない日本語コース
と同時に漢字コースの募集とクラス配置を行うのは非常に労力が大きかったこと、漢字コースを担当

図2　受講申し込みのトップ画面
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していた教員達が後期に退職したことなどの理由もあいまって、日本語コースの構築に労力を集中さ
せるために、漢字コースはひとまず不開講とした。今後、日本語コースが安定的に運営可能になった
際には、復活させる可能性がある。以下の表２と３はコース一覧である。開講地区の数字は開講され
ているクラス数を表している。

表２　平成28年度（2016年度）前期の授業構成

レベル基準 レベル名称 教科書
開講地区

箱崎 伊都
上級	 （pre-advanced） 日本語８（Japanese8） 上級へのとびら 1
中級後半	 （inter-mediate2） 日本語７（Japanese7） 中級を学ぼう　中級中期 1
中級	 （inter-mediate1） 日本語６（Japanese6） 中級を学ぼう　中級前期 1
中級入門	 （pre-intermediate） 日本語５（Japanese5） 中級へ行こう 2 1
初級後半	 （elementary3） 日本語４（Japanese4） GENKI Ⅱ 2 1
初級２	 （elementary2） 日本語３（Japanese3） GENKI Ⅱ 2 1
初級１	 （elementary1） 日本語２（Japanese2） GENKI Ⅰ 2 1
入門	 （beginners） 日本語１（Japanese1） GENKI Ⅰ 4 2

漢字中級 漢字３　  （Kanji3） 1
漢字初級 漢字２　  （Kanji2） GENKI Ⅱ 1 1
漢字入門 漢字１　  （Kanji1） GENKI Ⅰ 1 1

表３　平成28年度（2016年度）後期の授業構成

レベル基準 レベル名称 教科書
開講地区

箱崎 伊都
上級	 （pre-advanced） 日本語８（Japanese8） 上級へのとびら 1
中級後半	 （inter-mediate2） 日本語７（Japanese7） 中級を学ぼう　中級中期 1
中級	 （inter-mediate1） 日本語６（Japanese6） 中級を学ぼう　中級前期 1
中級入門	 （pre-intermediate） 日本語５（Japanese5） 中級へ行こう 2 1
初級後半	 （elementary3） 日本語４（Japanese4） GENKI Ⅱ 2 1
初級２	 （elementary2） 日本語３（Japanese3） GENKI Ⅱ 2 1
初級１	 （elementary1） 日本語２（Japanese2） GENKI Ⅰ 1 1
入門	 （beginners） 日本語１（Japanese1） GENKI Ⅰ 4 3

2 ．4 ．オンラインテスト
OT は、2010年に開発された OT にアクセスして使用している。受講希望者は、文法60問、聴解18

問、読解35問の３つのセクションのテストをオンラインで受講する。レベル範囲は、JLCs（JACs）で
は７レベルに分けていたが、JTCs では文法テストを機軸に８レベルに分けるため、その得点範囲が狭
く、誤差が生じやすい。この改善のためには、文法テストの精度をさらに上げること、そして、読解
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テストと聴解テストを下のレベルの測定に使用することが挙げられる。ただし、この作業にはかなり
の労力がかかるため、時間をかけてプロジェクトチームを作り、当たっていきたい。

3 .　受講者数、及び、受講者の内訳

3．1．受講者数
図３に、2016年度の前期と後期の、各レベル別の受講者数を示した。

表４　各レベル別の受講者数

前期 後期
箱崎 伊都 箱崎 伊都

受講者 クラス 受講者 クラス 受講者 クラス 受講者 クラス
日本語１ 16 4 23 2 62 4 54 3
日本語２ 11 2 8 1 12 1 11 1
日本語３ 16 2 17 1 22 2 21 1
日本語４ 16 2 14 1 27 2 23 1
日本語５ 20 2 18 1 36 2 23 1
日本語６ 20 2 24 2
日本語７ 9 1 8 1
日本語８ 10 1 7 1

漢字１ 9 1 5 1
漢字２ 10 1 5 1
漢字３ 3 1

前期は申請者225名、プレース者198名であり、後期は申請者353名、プレース者330名となった。プ
レース者とは、クラスにプレースされた学生数であり、受講者数は実際にクラス開始時点で受講した
学生数を示している。実際のニーズは申請者数が示しており、前期で225名、後期で353名であり、こ
の数がこのコースのニーズの高さを表している。

表５　各地区別の受講者数

前期 後期
申請者 プレース 受講者 申請者 プレース 受講者

箱崎 128 118 105 208 198 198
伊都 97 80 73 145 140 132
計 225 198 178 353 330 320
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3 ．2 ．受講者の内訳（所属・身分別）
表６と表７は受講者の所属部局と身分（修士・博士・研究生・交換留学生）別に集計したものであ

る。紙面の都合上、後期のみ記載する。

表６　伊都地区　所属・身分別の受講者数内訳（2016年度後期）

修士 博士 研究生 交換留学生 計
地球社会統合科学府 5 4 2 1 12

農学部 1 1 2
理学部・理学府 4 2 1 7
統合新領域学府 2 2 4

数理学府 2 2 2 6
システム情報化学府 1 1 29 1 32
システム生命科学府 2 2 4

工学部 18 29 19 12 78
計 31 43 57 14 145

表７　箱崎地区　所属・身分別の受講者数内訳（2016年度後期）

修士 博士 研究生 交換留学生 計
生物資源環境科学府 33 20 2 1 56
医学部・医学系学府 1 4 5

歯学部・歯学府 6 2 8
芸術工学部・芸術工学府 3 2 5

経済学部・経済学府 13 2 10 8 33
人間環境学府 4 13 2 19

法学部・法学府 43 1 2 2 48
文学部・人文科学府 1 6 5 12
地球社会統合科学府 1 1 2 4

農学部 2 4 6
統合新領域学府 3 1 1 5

数理学府 1 1
システム情報化学府 1 2 3
システム生命科学府 1 1

工学部 1 1 2
計 102 35 48 23 208
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4 ．今後の改善事項

4．1．受講者のニーズへの対応
JLCs が、JACs と JTCs に分離したことを報告者は非常に高く評価している。立脚している学習状況

が異なる留セ生と補講生が同じコースで学習するには様々な問題があったことは1．3．節で述べたと
ころであるが、これが留セ生を JACs へ、補講生を JTCs へ分けたことにより、JTCs には修士・博士・
研究生を中心とした、大学院に関連する留学生に属性が純化されることとなった。これは今後のコー
スの運営の中で常に念頭においておくべき属性である。大学院生のための日本語教育とは何かという
大きなテーマである。

もちろん、初級レベルの文法項目においては、どの属性の学習者であっても等しく教育が必要であ
り、それは JACs でも JTCs でも同様で、活用や助詞などのコアになる項目は積み上げ方式によって、
骨子を作り上げていかなければならない。しかし、語彙や場面となると若干話は異なってくる。大学
院で必要な語彙や場面を考慮した日本語教育は初級段階でも可能であり、例えば、語彙で言えば、ゼ
ミ、実験、修論、学会、院試など、彼らにとって使用頻度の高い語彙は早くから必要な語彙である。
また、場面も「実験中に休憩を提案する」とか「研究室でランチに誘う」など、様々なかたちでニー
ズに即した慣用句や文型を入れることも考えられる。300名の大学院に紐づいた留学生が学習してい
るコースには、新しい日本語教育の可能性があるのを感じる。

このような前提の中で、補講生の受講期間について、コースの負担についてなど、今後、様々なニー
ズ分析が必要である。現行では、2．1．節で述べたように、かなり大学院生のニーズに添った形にし
ているが、まだ改善の余地がありそうである。

4 ．2 ．プレースメントの精度の向上
2．4．節で述べたが、OT のテスト項目を分析していく必要がある。現在、プレースメントにかか

る労力が大きく、レベルに合わないプレースが少数ではあるが発生している。この OT が開発されて
以来、テスト項目の詳細な分析はされてこなかったため、この分析を進める必要がある。プレースメ
ントはコース運営で最も大切なものであるので、この改善は急がなければならない。

5 ．さいごに

箱崎地区と伊都地区で JTCsが展開されているが、この股割きの状態もあと１年半で解消される。そ
れまで、過渡期ではあるが JTCs の運営と内容を充実させ、統合後の姿を模索していきたい。

参考文献
斉藤信浩（2014）「九州大学留学生のための日本語コース（JLC）」『九州大学留学生センター紀要』第22号、pp.223-233.

斉藤信浩（2015）「九州大学留学生のための日本語コース（JLC）」『九州大学留学生センター紀要』第23号、pp.223-231.
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基幹教育の日本語
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	 郭　　　俊　海	＊＊

1 ．はじめに

基幹教育では、「学び方、考え方を学ぶ」姿勢の涵養こそが学問追求の基本であるという観点に立
ち、自ら問いを立て主体的な学びのできるアクティブ・ラーナーを育成することを目標として掲げて
いる。基幹教育院のマネジメントのもと、全学出動態勢で教育が行われている。学部留学生が対象の

「日本語」は、基幹教育院教員を班長とする日本語班において、留学生センターの日本語教育部門の教
員と連携して、授業運営を行っている。

基幹教育の「日本語」は言語文化科目・言語文化基礎科目に分類されている。

2 ．平成27年度の学習内容及び履修方法

今年度は、一年生は「基幹教育科目（日本語Ⅰ～Ⅳ）」、二年生以上は「基幹教育科目（日本語Ⅴ～
Ⅵ）」となっている。「日本語」を細分類すると表１のようになる。

表１　日本語科目一覧

科目名 単位数 授業概要
日本語Ⅰ 1 日本語の総合基礎を学ぶ
日本語Ⅱ 1 日本語の聴解・読解
日本語Ⅲ 1 日本語の作文
日本語Ⅳ 1 日本語の会話・発表
日本語Ⅴ 1 長文などを読んで、要約する技法を学ぶ
日本語Ⅵ 1 専門分野のレポート作成などの技法を学ぶ
日本語Ⅶ 1 学術的な口頭発表などの技法を学ぶ

＊	九州大学留学生センター講師
＊＊	九州大学留学生センター教授
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基幹教育科目では、基本的に第１・第２外国語の選択は、H25年以前と大きく異なり、大半の学部
では「日本語」は第２外国語（文科系５単位、理科系４単位）に変わったのである。留学生について
は、概ね表２のようである。なお、学部・学科別の第１・第２外国語の指定及び修得単位数は以下の
ようになっている。

表２　単位の取り方と卒業必要単位数１

卒業必要単位数
基本的な単位の取り方

１年前期 １年後期 ２年前期
２単位

必要な場合
日本語Ⅰ・Ⅱから

２単位分履修
４単位

必要な場合
日本語Ⅰ・Ⅱから

２単位分履修
日本語Ⅲ・Ⅳから

２単位分履修
５単位

必要な場合
日本語Ⅰ・Ⅱから

２単位分履修
日本語Ⅲ・Ⅳから

２単位分履修
日本語Ⅴ・Ⅵ・Ⅶから

１単位分履修
６単位

必要な場合
日本語Ⅰ・Ⅱから

２単位分履修
日本語Ⅲ・Ⅳから

２単位分履修
日本語Ⅴ・Ⅵ・Ⅶから

２単位分履修
７単位

必要な場合
日本語Ⅰ・Ⅱから

２単位分履修
日本語Ⅲ・Ⅳから

２単位分履修
日本語Ⅴ・Ⅵ・Ⅶから

３単位分履修

表３　学部・学科別の第１・第２外国語の指定及び修得単位数２

学部 区分 履修言語 １年次 ２年次以降 修得単位数

文学部
右の２パターンから選択

第１外国語 英語 4 3 7
第２外国語 初修外国語 4 1 5
第１外国語 初修外国語 5 2 7
第２外国語 英語 4 1 5

教育・法・経済学部
第１外国語 英語 4 3 7
第２外国語 初修外国語 4 1 5

理・医・工（建築学科以外）・
芸術工・農学部

第１外国語 英語 4 4 8
第２外国語 初修外国語 4 0 4

歯・薬・工学部（建築学科）
第１外国語 英語 4 6 10
第２外国語 初修外国語 2 0 2

21世紀プログラム
第１外国語 英語 4 2 6
第２外国語 初修外国語 5 1 6

留学生の第１・第２外国語の選択では、英語・ドイツ語・フランス語・中国語・ロシア語・韓国
語・スペイン語の七つの言語と日本語の中から選択できる。なお、日本語を第１・第２外国語に選択
した場合は所属学部・学科の卒業単位数を満たすように履修しなければならないとしているが、特

1  『平成27年度 基幹教育履修要項』104頁より抜粋
2  『平成27年度 基幹教育履修要項』95頁より抜粋
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例として、所属学部が認める場合は、英語を第１外国語に指定する学部・学科においても英語を第２
外国語とし、英語以外の言語を第１外国語にすることができる。また、その場合は、第１外国語と第
２外国語のそれぞれの修得単位数を定めず、両者を合わせて12単位を修得することができるとして
いる（表３）。

第１・第２外国語の履修の特例を認める学部は、教育、法、理、医、薬、工、農、21世紀プログラ
ムである。文、経済、芸術工については、特例のケースは認めていない。

このような複雑な履修方法のため、学務部基幹教育課と留学生センターの日本語教育部門・留学生
指導部門は共同で従来、新入生オリエンテーションで、留学生のみを集めて履修解説を行っている。

本年度の「日本語」の担当教員は、留学生センターの教員２名と芸術工学部の教員１名、非常勤講
師１名（基幹教育院枠）である。表４は時間割表と受講者（学部別）である。

表４　時間割表と受講者（学部別）

前期
１年生対象 ２年生対象

月
２限 日Ⅱ 教・工・農 月 １限 日Ⅴ 工
３限 日Ⅱ 文・理・工 水 ５限 日Ⅵ 文・農・経・理

火
２限 日Ⅱ 経・工・芸工 金 ５限 日Ⅶ 工
３限 日Ⅱ 歯・工　

木
２限 日Ⅰ 教・法・工・農
３限 日Ⅰ 文・経・理・医

金
２限 日Ⅰ 経・医・工
３限 日Ⅰ 歯・工　

後期
１年生対象 

月
２限 日Ⅲ 教・法・工・農
３限 日Ⅲ 文・経・理・医

火
２限 日Ⅲ 芸工・経・工・理
３限 日Ⅲ 工　

木 ５限 日Ⅳ 文・理・工・芸工・農
金 ５限 日Ⅳ 経・工・芸工・農・医・理

本年度の講義は、伊都キャンパスと箱崎キャンパスで行い、「日本語」は延べ129名が受講している。
１年生においては、前期に総合と聴解、後期に作文と会話・発表が、２年生以上においては、要約、
レポート作成、口頭発表が履修できるように、カリキュラムを組んでいる。
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3 ．おわりに

留学生の中には、様々な理由で日本語の聴く力、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。特にレポートや論文などの文章作成や、日本語による口頭発表において問題がある
学生が散見される。また、「日本語」を第２外国語とした場合、大半は２単位或いは４単位しか必要が
なくなる。卒業に向けての専門科目の学習は、日本語の力、特に聴く力と書く力がないとかなり難し
いため、現段階のカリキュラムでどのように学生のモチベーションを高め、実践的な日本語力を強化
していくべきかが、大きな課題である。
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―留学生と日本人学生の協働型言語学習活動の設計に向けて―

九州大学基幹教育における日本語科目・
英語科目合同授業の試み

	 山　田　明　子	＊

	 横　森　大　輔	＊＊

0 ．はじめに

本稿の第一著者は、現在、九州大学にて学部留学生の日本語教育を担当しているが、部活やサーク
ル、学生寮での交流会等で日本人学生との交流はあるものの、同じ九州大学で学ぶ日本人学部生と交
流を深めたいという声を聞く。一方、第二著者は同じく九州大学にて学部１、２年生向けの英語教育
に従事する中で、日本人学生から「留学生と英語を使って交流してみたい」という要望を少なからず
受け取っている。

そこで、平成28年度春学期に、九州大学における基幹教育言語文化科目（必修科目）である、学部
留学生向けの日本語クラスと、学部１、２年生（大半が日本語を母語とする学生）向けの英語クラス
の合同授業を実施し、学生同士の相互交流の場を作るとともに、学生自身が各自のコミュニケーショ
ン力を意識化する機会を設けた。合同授業では、90分の授業を前半と後半に分け、それぞれ英語・日
本語を使用言語としたコミュニケーション活動を行った。山田・横森（2016）では、コミュニケーショ
ン活動中の学生たちの様子を録音・録画し、相互行為の解明を試みた。本稿は、この日本語・英語の
合同授業について、学生の振り返りコメントをもとに、授業実践の面に焦点を当てて、報告するもの
である。

1 ．合同授業概要

今回の合同授業は、偶然同じ授業時間帯に執筆者が担当する日本語・英語クラスが開講されていた
ことから実現した。実施日は、2016年６月14日であり、学期が始まって２ヵ月ほど経った時期であっ
た。以下、合同授業の参加者および授業活動について報告する。

1 − 1 ．合同授業参加者
合同授業の参加者は、主に学部１年生であり、留学生26名・日本人学生23名の合計49名である。留

＊	九州大学留学生センター講師
＊＊	九州大学言語文化研究院助教



山田　明子・横森　大輔156

学生同士・日本人学生同士はすでに知り合いであるが、留学生・日本人学生同士はお互いに初対面で
ある。参加者の概要を表１にまとめる。

表１　合同授業参加者

留学生 日本人学生

学生 学士課程国際コース【工学部・農学部】１・２年生
（１年生21名・２年生５名、計26名）

工学部地球環境工学科１年生
（23名）

科目名 Japanese Ⅱ（低年次・必修科目） 学術英語１・ライティング・スピーキング

補足
情報

○国籍：
　	ベトナム・インド・中国・インドネシア・韓国・

タイ・スリランカ・台湾
○日本語レベル：
　初級前半終了レベル（14名）
　初中級レベル（８名）
　中上級レベル（４名）

〇英語コミュニケーションに関する経歴：
　英語圏からの帰国生　１名
　英語圏留学経験者　１名
　英語圏ホームステイ経験者　３名
　英語圏での滞在経験なし　18名

　
留学生は、全員英語で学士の学位を取得できる「学士課程国際コース（International Undergraduate 

Program in English、以下 IUPE）」に在籍している。今回の参加者は、平成28年度春学期に日本語を必
修科目として履修していた工学部・農学部の１年生が主であるが、選択科目として日本語を履修して
いた工学部の２年生にも声を掛け、希望者に参加してもらった。国籍は、アジア圏が主であり、ベト
ナム９名・インド４名・中国４名・インドネシア３名・韓国３名・タイ１名・スリランカ１名・台湾
１名である。英語力に関しては、全員英語によるアカデミックな活動ができるレベルを有している。
日本語力に関しては、初級前半終了レベルの学生が14名とほとんどであり、初中級レベルが８名、中
上級レベルが４名となっている。留学生の日本語レベルは、入学後に実施する日本語レベルチェック
テストの結果にもとづく。

日本人学生は、工学部地球環境工学科に所属する１年生23名で、基幹教育・言語文化基礎科目の
「学術英語１・ライティング・スピーキング」をともに受講しているメンバーである。学生の英語力に
関しては大学入試センター試験の英語科目での得点が目安になるが、初回授業時に実施した回答任意
のアンケートの結果によると、筆記（200点満点）とリスニング（50点満点）の得点の平均はそれぞれ
163.5点と38.5点だった（ただし、回答任意だったため23名中６名が未回答である点と、点数はあくま
で自己申告である点に注意が必要である）。また、大学入学までに英語圏に滞在した経験としては、数
年間にわたって生活経験のあるいわゆる帰国生が１名、１年間の留学経験者が１名、１～２週間の
ホームステイ経験者が３名おり、残りの18名は英語圏に滞在した経験はなかった。

1 − 2 ．授業活動概要
合同授業では、90分間の授業のうち、前半45分で英語を使用言語とするコミュニケーション活動、

後半45分で日本語を使用言語とするコミュニケーション活動を実施した。そして、合同授業活動後に、
各クラスの授業担当教員の指示のもと、学生に振り返りコメントを記入してもらった。授業活動は、
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基本的に留学生・日本人学生３名から成る小グループで取り組むように設計した。グループは全部で
16組である。グループ分けは、学生の言語レベルや個性などを考慮し、教員側で事前に決めた。グルー
プの内訳を表２に示す。

表２　合同授業・学生グループ内訳

グループ１ 留学生２名（初級前半終了レベル）
日本人学生１名 グループ９ 留学生１名（初中級レベル）

日本人学生２名

グループ２ 留学生２名（初級前半終了レベル）
日本人学生１名 グループ10 留学生１名（中上級レベル）

日本人学生２名

グループ３ 留学生２名（初級前半終了レベル）
日本人学生１名 グループ11 留学生１名（中上級レベル）

日本人学生２名

グループ４ 留学生２名（初級前半終了レベル）
日本人学生１名 グループ12 留学生１名（中上級レベル）

日本人学生２名

グループ５ 留学生２名（初級前半終了レベル）
日本人学生１名 グループ13 留学生１名（初中級レベル）

日本人学生２名

グループ６ 留学生２名（初級前半終了レベル）
日本人学生１名 グループ14 留学生１名（初中級レベル）

日本人学生２名

グループ７ 留学生２名（初級前半終了レベル）
日本人学生１名 グループ15 留学生２名（初中級・中上級レベル）

日本人学生１名

グループ８ 留学生２名（初中級レベル）
日本人学生１名 グループ16 留学生２名（初中級レベル）

日本人学生２名

基本的に、日本語力が初級前半終了レベルの留学生がいるグループは、留学生２名・日本人学生１
名という構成にし、初中級・中上級レベルの留学生がいるグループは、留学生１名・日本人学生２名
という構成にした。グループ16だけは、人数の関係上、留学生２名・日本人学生２名の計４名の構成
になっている。また、合同授業当日に数人欠席者がいたことから、事前に考えていたグループ構成に
一部変更が生じた。その結果、グループ15の留学生の言語レベルは、初中級１名・中上級１名の２名
構成になっている。

次に、合同授業の授業活動概要を表３に示す。

表３　合同授業・授業活動概要

授業活動概要

前半
45分

【英語を使用言語とした活動】
①自己紹介：
　質問項目をあらかじめ記載したワークシート（執筆者作成）を配布。
　まず個人で各質問項目の答えを考えさせてから、グループ内で情報をシェアさせた。
②活動：
　グループの１名がカードに印刷された英文への質問を読み上げ、別の１名がそれに回答する。
　〈カードの質問内容〉
　	「勉強は独りで行うのとグループで行うのはどちらが好きか」「大学生が英語を学習する上で宿題

は必要か」「子供と大人の境界はどこにあるか」など。どの質問においても、具体的な理由や事例
を添えることが求められている。
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後半
45分

【日本語を使用言語とした活動】
①自己紹介（15分）：
　	一部英語と同じ質問項目が記載されたワークシートをベースに、日本語でお互いにインタビュー

しながら自己紹介を行わせた。
②タスク活動（30分）：
　留学生の日本語レベルにより、タスク活動の内容は異なる。
　〈初級前半終了レベル〉
　　◇課題内容：学食の新メニューを２つ考案し、そのメニューの絵を紙に描く
　〈初中級レベル・中上級レベル〉
　　◇課題内容：九州大学への進学希望者（留学生・日本人学生）を増やすための提案を１つ考える

授業
後

【振り返りシートの記入】
○日本語クラス：
　合同授業終了直後の２限目の授業で、振り返りシートに各自手書きで記入させた。
　（振り返りシートの記入は、英語でも日本語でも可とした）
○英語クラス：
　合同授業の後、日本語クラス向けと同じ質問項目に対して moodle にて任意の時間に回答させた。

英語を使用言語とした活動では、まず、自己紹介を行った。質問項目をあらかじめ記載したワーク
シートを配布し、まず個人で各質問項目の答えを考えさせてから、グループ内で情報をシェアさせた。

次に、日本人学生の受講している「学術英語１・ライティング・スピーキング」にて毎週実施して
いるスピーキング活動を行った。このスピーキング活動は、早稲田大学の原田康也氏により2002年頃
から開発・実践されているものであり（原田， 2003; 原田 et al., 2006）、３人１組で20分ほどを要するも
のとして設計されている。当該の授業では毎週実施しており、日本人学生達はこの活動の進め方に関
して十分慣れている。この活動のグループは３人１組で構成され、各グループのメンバーは「質問者」

「回答者」「タイムキーパー」の役割に分かれる。各グループには、質問カード（10枚）、相互評価用
紙、ストップウォッチが配布される。10枚の質問カードには、緩やかに関連しあっている英文の質問
が印字されている。

具体的な手順は次の通り。質問者がカードの質問を読み上げ、タイムキーパーがインターバルの10
秒間を計測してから回答開始の合図をする。回答者はそこから回答を行い、45秒間でタイムキーパー
が回答停止の合図をする。その後、質問者とタイムキーパーが相互評価用紙に、その回答者の回答に
ついて評価を記入する 。１つの質問回答が終わると、役割を入れ替えて、次の質問カードへ進む。こ
のように、本活動は、英文産出やその評価プロセスなどの点において、グループ内の学生同士が関わ
り合い、インタラクティブに進行するものとして設計されている。ただし、本活動の目的はあくまで
一定の分量の英文を組み立てる訓練であって、英語によるインタラクションの練習（英会話の練習）
ではないという点には注意が必要である。なお、日本人学生が本活動に従事している場面を収録した
データの分析事例としては、遠藤ほか（2015）および横森（印刷中）などがある。

日本語を使用言語とした活動では、アイスブレーキングも兼ねて、再度自己紹介の時間を設けた。
タスク活動の前の自己紹介の時間は、日本人学生が留学生の日本語力を確認・把握するよい機会にも
なっていたようである。日本語使用場面で実施したタスク活動は、留学生の日本語レベルに対応する
形で、「初級前半終了レベル」と「初中級・中上級レベル」の２種類を設計した。タスクは、ウィリス
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（2003）・松村（2012）を参考にし、学生の日本語レベルを考慮して設計した。初級前半終了レベルで
は、言語によるコミュニケーションに制限があるため、タスク達成に向けて非言語的なコミュニケー
ションも含まれるように、「絵を描く」ことをゴールとしたタスクを与えた。初中級・中上級レベルで
は、お互いの見解・意見をブレインストーミング的に出し合い、最終的に１つの結論を導くというタ
イプのタスクを与えた。タスク活動の時間は30分弱であったが、初級前半終了レベルのグループは時
間内にほとんど終了できていた。しかし、各自が絵を描く作業に集中し、コミュニケーション自体が
あまり生じていなグループもあった。一方、初中級・中上級レベルのグループは、話し合いに時間が
かかっており、時間内に無理やり課題を終わらせたというグループも見られた。

2 ．合同授業後の振り返りコメントの分析

表３で示した通り、合同授業終了後、留学生・日本人学生ともに、振り返りシートの記入を実施し
た。質問項目は、留学生も日本人学生も同じである。

【振り返りシートの質問項目】
□質問１：英語でのコミュニケーションを通して、どんなことに気がつきましたか。
	 	What did you find when you interacted with Japanese/international students in English?    

e.g., Good point, Difficulty etc.

□質問２：日本語でのコミュニケーションを通して、どんなことに気がつきましたか。
	 	What did you find when you interacted with Japanese/international students in Japanese?  

図１　当日の様子



山田　明子・横森　大輔160

e.g., Good point, Difficulty etc.

□質問３：留学生／日本人学生と授業をやる前とやった後で、変化した意識はありますか。
 Did you change your image for Japanese/international students after activities?
□質問４：		もしまた同じような授業活動をする場合、どんなことをしてみたいですか。何かアドバ

イス・コメントがあれば、お願いします。
 Please give us some advice for next activities between IUPE and Japanese students.

2 − 1 ．振り返りコメントの概要
次に、表４に振り返りコメントの概要をまとめる。今回は授業後にその場で振り返りシートの記入

をする時間がなかったが、留学生側からは25名、日本人学生側からは18名の回答が得られた。なお、
留学生側のコメントは、英語と日本語表記が混在していたため、日本人学生のコメントと比較しやす
いよう、英語の記述を日本語に翻訳したものを掲載している。また、Q ３に関しては、質問文の日本
語と英語の表現がうまく対応していなかったことから、留学生側からは「日本人学生に対する意識の
変化」、日本人学生からは「自分自身の意識の変化」に関するコメントが書かれていた。

表４　合同授業の振り返りコメント

留学生 日本人学生
Q1. 英語でのコミュニケーションを通して気づいたこと
・		日本人学生は時々私が話したことを時々理解して

いなかった。
・日本人学生の英語がぎこちなかった。
・日本人学生の英語を時々理解できなかった。
・		英語の文法運用力を高めれば、日本人学生はもっと

うまく会話を続けられると思う。
・日本人学生は英語を話そうとがんばっていた。
・		日本人学生とのコミュニケーションはそれほど難

しくなかった。

・留学生の英語のレベルが高いと思った。
・		留学生の英語と日本人との英語には格の差がある

と思い知らされた。
・		自分が全く、海外の人々とコミュニケーションをと

ることができないとわかった。
・		例え日本人同士で英語で話せていても、外国の方々

とだったら通じないこともあることに気づいた。
・思っていたより自分の英語が通じて嬉しかった。
・英語で伝わるという新鮮な感覚だった。
・		国籍は全く違えど、英語がコミュニケーションの橋

渡しになってくれる
Q2. 日本語でのコミュニケーションを通して気づいたこと
・		日本語力不足のため、日本人学生が話す日本語が理

解できなかった。
・		使える日本語が限られているので、インタラクショ

ンが難しかった。
・		議論するのに、適切な日本語を使うのが難しかっ

た。
・日本人の話は速くて、はっきり聞き取れなかった。
・うまく話せない時、日本人学生が助けてくれた。
・		日本人学生が日本語の時の方が自分の考えをうま

く表現できていたので、日本人学生について学ぶこ
とができて良かった。

・		自分たちが英語で話す以上に、留学生が日本語を話
すのが上手く、普通に日本語で会話ができるほど
だった。

・		母国語、英語、それに加えての日本語なのに質が高
いのに驚いた。

・留学生の方は助詞に苦労しているようだった。
・漢字や同じ発音の言葉が難しいということを知れた。
・		留学生の人たちは英語を平易に話すことに慣れて

いたけど、自分は「優しい日本語」に全く慣れてい
なかった。

・		留学生の人にもちゃんと伝わる簡単な日本語で話
すのがとても難しいと思ったし、この言葉をもっと
わかりやすく伝えるためにはなんて言えばいいの
だろうととても頭を使った。
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Q3. 合同授業前後の意識の変化、気づき
・特に変わらない。
・日本人学生は、思っていたよりも積極的だった。
・日本人学生は、思っていたよりも英語が話せる。
・		日本人学生は限定された状況についての考えだっ

たが、自分の考えはより広く自由であったと思う。

・		授業が終わった後、もっと英語で話せるようになり
たい、相手にわかってもらえる英語を話したいと思
いました。

・		英語の通じる喜びを知ったことによって、もっと留
学生とコミュニケーションをとろうと思った。

・日本は他の国と比べて英語教育が遅れている。
Q4. 次回へのアドバイス・コメント
・もっと頻繁にこのような機会を作ってほしい。
・もっと多くの人とインタラクションしたい。
・		もっとアクティビティの時間を長くする必要があ

る。
・		ゲームをした方が、もっとコミュニケーションでき

るし、関係が作れると思う。

・		今回は座ってのコミュニケーションや話し合い
だったので、歩いたりするちょっとしたゲームなど
をすればさらに仲良くなれたと思います。

・		始めは少し気が重かったのですが、今日はとても楽
しかったです。こんな機会があればぜひまたやりた
いです。

・		もう少し英語で自由に話せる時間があるといいか
なと思いました。

2 − 2 ．留学生側・日本人学生側の振り返りコメントの分析
表４について、留学生側・日本人学生側のコメントを、以下質問項目ごとに分析した結果を示す。

分析では、アンケートの回答文を記述された表現をもとにコーディングし、類似したコードをまとめ
ていった。

●留学生側のコメント分析
まず、留学生の質問項目ごとのコメントを見ていく。Q1では、「日本人学生の英語コミュニケー

ション力」を評価したコメントが多かった。特に、日本人学生の英語コミュニケーション力の問題点
や課題を指摘するものが多く見られた。一方で、日本人学生とのコミュニケーションに問題を感じな
かったというコメントもあった。日本人学生にも英語コミュニケーション力に個人差があり、それが
コメントにも表れていたことが窺える。

Q2では、「自分自身の日本語力不足」に言及したコメントが多かった。学生のレベル別にコメント
を見ると、初級前半終了レベル・初中級レベルの留学生のコメントから、日本人学生の日本語が聞き
取れず話の内容が理解できなかったというインプット面での難しさを感じていたことが分かった。一
方で、中上級レベルの留学生のコメントでは、日本人学生とのコミュニケーションが英語の時よりも
日本語の時のほうがやりやすく、日本人学生の意見をしっかり聞けてよかったという言及が見られ
た。中上級レベルでは日本語の授業でディスカッションを行っているため議論に慣れていたことも影
響している可能性があるが、やはり相手の発話内容をしっかり理解しながら議論ができる日本語コ
ミュニケーション力があったと言える。しかし、初級・初中級レベルの留学生が目標指向型のタスク
活動に取り組む場合、やはり語彙力や表現力に制限を感じ、インタラクションにも難しさを感じるこ
とが分かる。初級・初中級レベルの学生に対してタスク活動を実施し、そこから学びを得てもらうた
めには、留学生だけでなく日本人学生側にも、「通じ合える日本語」の指導を含めたプレタスク・ポス
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トタスクを組み込む必要性があるだろう。
Q3では、日本に半年以上滞在していることを理由に、「特に合同授業前後で日本人学生に対する変

化はない」というコメントが多かった。しかし、次に多かったのは、「日本人学生が思っていたよりも
積極的だった」というコメントであった。これは、Q1の「日本人学生ががんばって英語を話そうとし
ていた」という留学生側の評価とも関連している。そして、Q3における「思っていたよりも積極的
だった」、「思っていたよりも英語が話せる」という２つのコメントから、留学生は日本人学生に対し、

「内向的で英語があまり話せない」というイメージを持っていたことが窺える。このような合同授業
は、認知的に自分の日本語コミュニケーション力を見直すだけでなく、情意面における変化も生じさ
せる機会となると言える。

最後に、Q4のコメントから、留学生側が日本人学生と共にコミュニケーション活動を行う機会を肯
定的に捉えていることが分かる。また、「ゲームをしたい」というリクエストが多く寄せられていた
が、その理由として、ゲームをすることにより「もっと話せる」「人間関係も作れる」という意見が書
かれていた。これらのコメントから、留学生が積極的に日本人学生と関わりたいという意識を持って
いることが窺える。

●日本人学生側のコメント分析
日本人学生によるコメントについて、各質問において目立った回答は次のようなものである。
Q1で多かった回答は、順に「留学生は英語がうまく話せる」「自分の英語力は不足している」「思っ

たよりも英語が通じた」「英語が話せれば国際的なコミュニケーションができることがわかった」とい
うものだった。普段の英語授業において日本人学生同士で英語を話す活動を経験しているが、留学生
と英語で接することで改めて求められる英語力に気付いたという学生が多い。また、自分の英語力に
不足を感じつつも、英語でコミュニケーションが取ることができることを実感し、その重要性を改め
て認識できた学生も多かった。

Q2では、順に「留学生の日本語がうまかった」「外国語としての日本語の難しさを知った」「自分の
母語である日本語を見つめ直すことができた」という趣旨の回答が多く集まった。留学生の日本語の
パフォーマンスの良い点は積極的に認め、留学生の日本語に問題がある場合は日本語の難しさという
言語の問題に帰属させるという日本人学生の姿勢がうかがえる。

Q3では、順に「英語学習への意欲が高まった」「外国人との交流に前向きになった」「日本の英語教
育は遅れている」という回答が多かった。留学生との合同授業が、外国語学習と国際交流の両面に関
して意欲を高める機会になったと言える。

Q4では、「ゲームなどの活動がしたい」「もっとこのような機会を作って欲しい」「自由におしゃべ
りする時間がもっと欲しい」という意見がそれぞれ一定数あった。外国語学習活動としてだけではな
く、留学生との間の人間交流を積極的に望む態度が見て取れる。

2 − 3 ．振り返りコメント全体から見えるもの
今回実施した日本語と英語のコミュニケーション活動は、それぞれ活動の型と内容が異なるため単
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純な比較はできず、アンケートの自由記述回答も書いた本人の意図を的確に捉えられるものではない
ため、分析結果から一定の結論を導き出すのには限界がある。しかし、振り返りコメント全体を見る
と、今回の合同授業の効果・可能性について、「言語学習」と「相互交流」という観点から、以下のこ
とが言えるだろう。
【言語学習面】

・ 留学生、日本人学生ともに、自身の学習言語に対する気づきが得られる
・ 留学生、日本人学生ともに、相手の学習言語に対する気づきが得られる
・ 日本人学生の英語学習に対するモチベーションを高める　

【相互交流面】
・ 参加者同士もっと仲良くなりたいという意識を持てる

まず、「言語学習面」について説明する。今回の合同授業を通して、留学生・日本人学生ともに、そ
れぞれの学習言語である日本語と英語について、課題を感じたり、通じる喜びを感じたりしていた。
実際に学習言語を使用して母語話者・英語運用力の高い留学生とコミュニケーション活動をすること
は、学生自身の言語運用力を試すのによい機会を提供することができると言える。また、留学生・日
本人学生ともに、相手の学習言語に対する気づきが得られたことも興味深い点である。特に、留学生
からは、日本人学生の文法に問題があるという指摘が見られた。今回のコメントから得られた指摘は

「文法に問題がある」という大まかなものではあったが、このような言語運用に関する留学生からの
フィードバックは、学習者である日本人学生および授業担当者である教員にとって、今後の学習・指
導を見直す上で、意義のある指摘となる可能性がある。そして、今回のコメントからは抽出されな
かったが、日本人学生から留学生への日本語学習に関するフィードバックも出てくれば、それは留学
生側・日本語教員側にも役立つものになっていくだろう。また、留学生参加者のほとんどは外国語と
して英語を学んできた経験があることから、同じ「英語学習者」という立場からのアドバイス・指摘
は、日本人学生にとっても今後の英語学習に役立つものになると言える。一方、日本人学生は、留学
生が日本語を学習する上で助詞や漢字、発音に苦労しているということを観察し、また、母語である
日本語についても相手に伝わる・伝えるための工夫をしていたことが分かった。このように、「外国語
としての日本語」や、「やさしい日本語」への気づきは、日本社会の多文化共生にもつながる重要な視
点である。外国語科目における日本語・英語を使用言語とした合同授業は、学習対象言語の実践場面
を提供するだけでなく、母語を含めた「言語学習」の場として広く位置づけることも可能であること
が示唆されたと言える。

そして、日本人学生のコメントを全体的に見ると、合同授業を通して「英語学習へのモチベーショ
ンが高まった」ことが分かる。実際に英語でコミュニケーションをして自分自身の英語力に課題を感
じたことだけではなく、留学生の英語・日本語の運用力の高さやコミュニケーションを楽しむ姿勢、
国籍を問わず英語で通じ合えた経験も、モチベーションの向上につながっていた。合同学習により対
面で留学生と交流した経験は、言語面だけでなく情意面にも影響を与えると言えよう。

次に、「相互交流面」について説明する。今回の合同授業を通して、留学生・日本人学生ともに、
「もっと多くの日本人学生・留学生とインタラクションをしたい」「一緒にゲームやスポーツ、料理な
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どの活動をしたい」など、もっとお互いに仲良くなりたいという意識を持ったことが分かる。これは
推測でしかないが、少人数グループによる活動をベースにしたこと、コミュニケーションが生じるタ
スク活動を取り入れたこと、そして、自己紹介によって「相手を知る」時間を設けたことが、交流を
深めたいと思うきっかけになった可能性がある。

以上より、今回実施した合同授業は、言語学習だけでなく、同じ大学で学ぶ者同士の異文化間相互
交流にも貢献できる可能性が示唆された。これは、今回の合同授業で目指した、留学生・日本人学生
の相互交流を深め、自身のコミュニケーション力を見直すきっかけにしたいという教員側の意図に
沿った結果であったと言える。しかし、今回の合同授業の振り返りコメントの集計結果は、参加者で
ある留学生・日本人学生に還元することはできなかった。合同授業を単発的なイベントで終わらせ
ず、学習へとつなげていくためには、学生たちにお互いのコメントをフィードバックして省察的観察
を深め、次の行動につなげてもらえるような場を作る必要があったと思う。今後は、Kolb（1984）の
経験学習論にもとづく学習サイクルなどを参考にし、合同授業でのインタラクション経験を中心に据
え、その経験を学びへとつなげていけるような授業活動のデザインを目指したい。

3 ．おわりに

本稿では、留学生の日本語科目と日本人学生の英語科目の合同授業を実践し、その実践参加者であ
る学生たちの振り返りコメントをもとに、言語教育における合同授業の可能性について考えた。その
結果、この合同授業が、留学生・日本人学生にとって日本語・英語学習に対する動機付けを高める
きっかけになる可能性があること、そして、多言語多文化共生社会の実現に向けた言語学習の場にな
る可能性があることが示唆された。また、留学生と日本人学生がお互いを知り、関係を築いていくた
めの異文化間相互交流の場としても機能できる可能性があることが分かった。

今回の合同授業は、偶然同じ授業時間帯に、基幹教育の日本語科目と英語科目の授業が実施されて
いたという好条件に恵まれて実現したものであるが、前章でもまとめた通り、合同授業を学習へとつ
なげていくためには、インタラクション経験を中心に据えた学習活動という視点を持ち、合同授業前
後のコマとも連続性を持たせて授業活動を組み立てていく必要がある。また、留学生・日本人学生の
協働を活かしたコミュニケーション活動を設計する場合、接触場面のインタラクションの実態を捉え
た基礎データが必要となる。これまで大学をフィールドとした、留学生と日本人学生の協働学習活動
に関する先行研究では、授業実践者や参加者の内省をもとにした分析が多く（中島2013，坪田・野沢
2004など）、言語文化背景の異なる留学生・日本人学生は実際にどのようなインタラクションを作り
上げているのかを実証的に分析した研究は、まだ多くはない（杉原2010，田崎2009，岩田2007など）。
今後は、山田・横森（2016）でも用いた会話分析の手法を使い、本稿の授業実践で得られたデータも
含め、引き続き留学生と日本人学生によるグループ活動の実践とそのインタラクション構造の解明を
行いたい。そして、「共生日本語（岡崎2007）」の創出や“Intercultural Communicative Competence

（Byram 1997）”の育成を視野に入れた、留学生と日本人学生の協働学習型活動の開発を目指していき
たい。
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日本語研修コース

	 大　神　智　春	＊

1 ．はじめに

日本語研修コースは、大学院に進学する予定の国費研究留学生を主な対象として、来日後の半年間
日本語予備教育を行うコースである。日本語研修コース（以下研修コース）では、初級からの日本語
教育、日本事情教育、専門教育の場への適応を促進するための活動、の３点を予備教育として行って
いる。目標は「会話を中心とした初級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。以下に平成27年度（2015年度）の実施状況を
報告する。

2 ．実施概要

平成27年度研修コースの実施時期、主な日程は下記のとおりである。
１）実施期間	 前期　４月10日－９月４日（第60期）
　	 	 後期　10月13日－３月４日（第61期）

２）主な日程
　　①前期
　　　開講式	 ４月６日
　　　授業開始	 ４月10日
　　　見学旅行（熊本城・阿蘇山）	 ４月25日
　　　健康管理についての講義（健康科学センター：丸山徹）	 ５月19日
　　　見学旅行（太宰府）	 ５月30日
　　　小学校訪問（福岡市立香陵小学校）	 ６月29日
　　　書道の授業（学外講師）	 ７月10日
　　　発表会	 ８月６日、７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７日
　　　閉講式	 ９月４日

＊ 九州大学留学生センター准教授
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　　②後期
　　　開講式	 10月５日
　　　授業開始	 10月13日
　　　見学旅行（太宰府）	 11月８日
　　　健康管理についての講義（健康科学センター：丸山徹）	 11月10日
　　　見学旅行（熊本城・阿蘇山）	 11月21日
　　　小学校訪問（福岡市立香陵小学校）	 ２月１日
　　　発表会	 ２月18日、19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）	 ２月19日
　　　閉講式	 ３月７日

３）受講者
　	　	受講者は、文科省の国費外国人留学生のうち九州大学および北部九州地区の大学へ配属された

研究留学生、福岡教育大学で研修予定の教員研修留学生（後期のみ）、学内募集に応募した九州大
学の留学生である。

　　①前期　15名
　　　	　	全員国費外国人留学生である。前期は初級が10名、中級５名であった。既習者は「九州大

学留学生のための日本語コース（JLC）」で３種類のクラスを受講した。
　　　出身：	カンボジア、タイ、ミャンマー、インドネシア、フィリピン、イラン、エチオピア、

ニュージーランド、キリバス、アルゼンチン、コスタリカ（２名）、スイス、ポーラン
ド、ロシア

　　　進学先：九州大学13名、九州工業大学２名
　　②後期　16名
　　　	　	１名が国費外国人留学生、１名が福岡教育大学で研修予定の教員研修留学生、14名が学内

募集に応募した九州大学の留学生である。10名がゼロ初級者、６名が既修者であった。
　　　出身：	中国（５名）、タイ、バングラディシュ、イラン、バーレーン、イエメン、コスタリカ

（２名）、ブラジル、ルーマニア、スウェーデン（２名）
　　　進学先：九州大学15名、福岡教育大学１名

４）時間割
　①４月10日～７月17日（第１ラウンド・第２ラウンド）
　　10月13日～１月29日（第３ラウンド・第４ラウンド）

限 時間 月 火 水 木 金
2 10:30-12:00 J1 　 J1 J1
3 13:00-14:30 J1 文化 文化 文化 文化
4 14:50-16:00 J1 S1 K1 S1 K1
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　②７月22日～８月７日（夏季ラウンド）
　　２月１日～２月19日（冬季ラウンド）

限 時間 月 火 水 木 金
2 10:30-12:00 J2 J2 J2 J2 J2
3 13:00-14:30 発表準備 発表準備 発表準備 発表準備 発表準備
4 14:50-16:00 発表準備 発表準備 発表準備 発表準備 発表準備

3 ．授業内容

１）授業時間数
　前期・後期：全17週間　合計299時間

２）使用教材
　 J1　：	『初級日本語げんきⅠ』	 坂野永理他	 The Japan Times

　　　　	『初級日本語教材げんき　ワークブックⅠ』	 坂野永理他	 The Japan Times

　 J2　：	『初級日本語げんきⅠ』『初級日本語げんきⅡ』	 坂野永理他	 The Japan Times

	 『初級日本語教材げんき　ワークブックⅠ』	 坂野永理他	 The Japan Times

　	 『初級日本語教材げんき　ワークブックⅡ』	 坂野永理他	 The Japan Times

　K1　：	『初級日本語げんきⅠ　読み書き編』	 坂野永理他	 The Japan Times

	 プリント教材
　S1　：	『初級日本語げんきⅠ』	 坂野永理他	 The Japan Times

	 プリント教材
　文化：	自習作成教材

３）授業内容
　初心者レベルのクラスの授業内容は下記のとおりである。
　 J1　：		日本語学習経験のない学習者を対象に、基礎的な文法や語彙を勉強し、簡単な日常会話が

できるようになることを目指す。教科書の第１課から第８課が J1に該当する。
　 J2　：		J1で動詞、形容詞の過去形、非過去の活用を学習した後に J2に入る。日常会話に必要な基

本的文法や語彙を学び、身近な話題で会話ができる日本語能力を養成する。教科書の第９
課から第15課が学習範囲である。

　S1　：		J1のクラスと連動させながら、テキストの会話部分を補足発展させ、十分に会話の練習を
行う。また、日常会話に必要な基礎的な表現を学ぶ。

　K1　：		ひらがな・カタカナの定着をはかった後に漢字学習を開始する。文法学習（J1クラス）の
進度の後を追う形ですすめる。
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　文化：		①日本の大学や日本社会での生活に適応できる力をつけること、②日本文化と研修生それ
ぞれの国の文化の違いに気づき、異なる価値観を理解すること、③アカデミックな発表の
方法を学ぶこと、の３点を目標としている。このクラスでは教室活動の他にフィールドト
リップなどの見学や訪問も取り入れている。当コース終了前の最終発表会の準備も含む。

4 ．研修生からの評価

毎学期、コース終了前に研修生による評価をアンケート形式で実施している。結果は今後の本コー
ス改善の資料として活用している。以下に評価の結果をまとめる。尚、アンケートでは自由記述形式
で研修生にコメントを書いてもらっている項目がある。本稿では代表的なコメントおよび今後の課題
として考えさせる意見を抜粋し紹介する。

１）研修生による評価
　　①前期　８月７日実施　　回答者：15名（初心者10名・既習者５名）
　a．日本語のクラスに関して（初心者10名が回答）
　　　　＊数字は人数

クラス名 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

J1 8 1 1 0 0 0
S1 7 2 1 0 0 0
K1 7 2 1 0 0 0
文化 6 3 1 0 0 0

・ テストと宿題がとても高度なので自分の能力を高めるのに非常に役立ったと思う。
・ もっとゆっくりペースで学んだことをもっと掘り下げる時間が欲しかった。
・ 日本語コースはとてもタフなコースだけど非常に役に立つ。ひとつは勉強や理解の仕方を学
べること、二つ目は時間を守って生活できること。

・ 日本の人たちとコミュニケーションするのにとても役立つ。

　b．もっと勉強したいこと（初心者10名が回答、複数回答可）
文法 会話 漢字 リスニング 発音 単語 読解 筆記 文化 スピーチ その他
7 8 3 8 2 3 2 3 2 5 0

　c．授業以外の活動について（全員回答）

　 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

1）日田旅行 8 3 4 0 0 0
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2）大宰府見学 10 3 1 1 0 0
4）小学校訪問 8 5 1 1 0 0

・ 日本文化を知るきっかけとなった。
・ あともう一つくらいアクティビティがあれば良かった。
・ フィールドワークはとても楽しかった。日本の自然や文化を知ることができた。
・ 時々日本語の勉強とゼミと活動の時間が重なってしまった。いつも参加したかったが、時々
それができなかった。

　d．「最終発表会」について（全員回答）

大変有意義 有意義 どちらとも
言えない

それほど
よくない 全然よくない 無回答

4 4 5 2 0 0

・ 専門の言葉を覚えて研究について話せることはいいと思う。しかし、発表の準備時間が長い
と思う。

・ 自分の専門語彙を学ぶのに役立った。
・ 人前に立って日本語でプレゼンしたことは自信になった。
・ 違う分野の教授の前で自分たちの日本での専門内容を発表するのに役立った。
・ 研究は英語で行うので日本語の専門語彙は自分の研究室では重要ではない。

　e．コースに対する満足度（全員回答）
90%-100% 7
80％ -89% 8
70％ -79% 0
50％ -69％ 0
49% 以下 0

　 f．コースへの提案（全員回答）
・ 授業にとても満足している。しかし授業の後、日本語で話すチャンスは少なかった。矛盾し
ているが、日本では日本語で話すのは難しい。留学生と日本人の大学生はほとんどみんな英
語で話しかけてくる。「日本語だけで話す活動」という機会があればとてもいいと思う。それ
以外は日本語コースはすばらしかった。

・ 学生が自宅で学べるようなオンラインの教材があれば良かった。
・ 試験が多すぎた。主要な試験一つだけにした方が学生は頑張ると思う。しかしながら自分は
小試験をたくさん行うことの役割も理解できる。
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②後期　２月19日実施　　回答者：14名（初心者10名・既習者４名が回答）
　質問１：日本語のクラスに関して
　a．日本語のクラスに関して（初心者10名の回答）
　　　　＊数字は人数

クラス名 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

J1 8 2 0 0 0 0
S1 7 2 1 0 0 0
K1 6 4 0 0 0 0
文化 7 2 1 0 0 0

・ 素晴らしかった。将来の勉強の良い基礎となった。
・ 内容にいくつか理解するのに難しい面があった。使うのにふさわしい場面はいつなのかな
ど。本の内容はあらかじめ組立られたものなので、それぞれの言葉の意味がわからない。

・ 漢字クラスでの面白いアプローチで勉強と漢字を好きになることができた。

　b．もっと勉強したいこと（複数回答可　初心者10名の回答）
文法 会話 漢字 リスニング 発音 単語 読解 筆記 文化 スピーチ その他
6 7 6 4 3 3 1 3 3 3 1

　c．授業以外の活動について（全員回答）

　 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

1）熊本・阿蘇旅行 8 4 0 0 0 2
2）大宰府見学 8 5 0 0 0 1
4）小学校訪問 11 3 0 0 0 0

・ 実際、伝統的な場所を訪問するのはとても良かったが、日本は技術革新でも有名なのでハイ
テクな会社や場所を訪ねてみるのも良いと思った。

・ 小学校訪問はとても重要だった。癒しになった。地域活動を助けるようなアクティビティが
ほかにもあればよかった。

　d．「最終発表会」について（全員回答）

大変有意義 有意義 どちらとも
言えない

それほど
よくない 全然よくない 無回答

6 7 1 0 0 0

・ ことばを使うとてもよい練習になった。またプレゼンスキルの練習にもなった。
・ プレゼンのスキルの練習と、より効率的な勉強の練習になった。さらに、自分の国の紹介と
他の人の事をするのに良い機会だった。

・ 他のクラスメートの国の事を学べた。日本語だけでプレゼンテーションができたことがとて
もよかった。
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・ 他の国の事を知るのに役立ち、日本語スピーチのスキルの向上にもなった。しかし皆、新し
い語彙をつかっていたのでプレゼンは８割くらいしか理解できなかった。

　e．コースに対する満足度（全員回答）
90%-100% 10
80％ -89% 4
70％ -79% 0
50％ -69％ 0
49% 以下 0

　 f．コースへの提案
・ 文法は日常で使用するのにとても有益だった。会話と漢字も日本で生活する上でとても役立
つ。

・ 文法を勉強する時、もっと日常生活の例があった方が良い。
・ 冬期ラウンドは短く、もう少し長ければよかった。それぞれのレッスンの時間は短かった。
・ 冬期ラウンドは速すぎた。文法と語彙がハードだったのでもっと時間が必要だった。
・ 授業ごとに教室を移動しないですむようにしたい。

２）評価のまとめ
　	　	日本語クラス・授業以外の活動・最終発表会ともに研修生の評価は高かった。コースに対する

満足度も前期・後期ともにすべての学生が80％以上であったことから、充実した内容でコースを
展開することができたと言える。

　	　	自由記述のコメントについては、大多数がコースや教師への感謝や肯定的なものであったが、
評価の高低だけでは判断することができないコメントもあった。

　	　	最終発表会であるが、2015年度の春学期までは、自分の専門内容について日本語で発表させて
いた。研修生からの感想は、「自分の専門内容を日本語で言えることができるようになってよかっ
た」というコメントと、「発表原稿を暗記するか読むだけでは今後の役に立たないのではないか」

「暗記する時間を他の活動に使ったほうが有意義だ」というコメントに二分されていた。自分の専
門内容を日本語で発表するというのは初級レベルの研修生にとっては難易度が高く、発表準備に
多くの時間を費やさなければならなかった。また、内容が初級レベルの語彙で表現することがで
きないことも多く、そのような場合には研修生は教師の力を借りて準備を行い、発表内容は暗記
するに留まる者もいた。

　	　	そこで、2015年度の秋学期からは発表テーマを「私の国・文化」に変更した。「文化」クラスで
あらかじめ準備を進め、冬期ラウンド期間の発表準備時間は短縮し文法・会話クラスの時間を増
やした。また、ほぼ学生自身の力だけで準備を進めさせるようにした。その結果、秋学期の最終
発表に対する感想は、「他のクラスメートの国のことがよく分かった」「日本語で発表できるよう
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になったよかった」などの肯定的なものが大多数を占めた。今後は発表準備にかける時間を更に
調整しつつ引き続き同テーマで実施していきたい。

5 ．今後の課題

今後の課題として、2015年度は以下の２点をあげる。
１．		2015年度秋学期に留学生の寮および授業開講キャンパスが新キャンパス（伊都キャンパス）に

移転した。旧キャンパス（箱崎キャンパス）でのコース運営と新キャンパスでのコース運営は
様々な点で段取りが異なった。大きく異なったのは、第一に教室の場所である。旧キャンパス
では研修コース専用の教室を手配することができたため、研修生はすべての授業を同一教室で
受講することができた。しかし新キャンパスでは留学生センター用の建物がまだ完成していな
いため、他学部（基幹教育院）の建物を使用することになり、研修コース専用の教室を確保す
ることができなかった。そのため研修生はパソコンなど重い荷物を持って毎時間教室を移動し
なければならず、負担が大きかったようである。

	 	　また、教員控室を授業用の教室とは別の学部の建物内に間借りしているため、教室のある建
物から教員控室まで約10分かかることも問題であった。休み時間などの授業時間外に学生が気
軽に問い合わせや質問に来ることができなくなった。また研修生たちと接する機会が新キャン
パスでは減少しこまめに様子をみることができなくなった。この問題は教員・学生間だけでは
なく事務・学生間でもみられた。

	 	　しかし留学生センター移転の年までこの状況が続くことから、重要な通知は何度かメールで
知らせる、授業担当教員全員が学生の様子をみるようにする、などの工夫が必要であろう。

２．		秋学期に伊都キャンパスに移転したことが一要因となっているのかは不明であるが、秋学期に
精神的に不安定な状態になった学生がおり、学内でカウンセリングを受けることになった。今
回は早い段階で学生から相談を受けたためメンタルヘルス担当教員とうまく連携することが
できたが、当センター内にはそのような学生がいた場合にどのような機関とどのように連絡を
取り合い学生にどのように対応するかについてのマニュアルがない。今後、そのような学生は
増加することはあっても減少することはないと予想されることから、マニュアルを作成し、他
の留学プログラムとも連携していく必要があるのではないか。
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ソウル大学校生のための日本語上級集中プログラム

	 斉　藤　信　浩	＊

	 西　原　暁　子	＊＊

Kyushu University Intensive Japanese Courses for advanced level students 
from Seoul National University

1 ．概要

九州大学で行われているソウル大学校生のための日本語上級集中プログラム（Intensive Japanese 

Courses for advanced level students from Seoul National University）は通称ソウル大プログラムと呼ば
れ、ソウル大学校の要請により2007年度後期の第５週目の１月より始まったプログラムであり、留学
生センターの受託事業として同大の日本語上級レベルの学生に対して日本語の集中トレーニングを行
う。授業運営は留学生センターの日本語教育部門が担当し、運営事務は国際交流推進室が行っている。
2015年度は2016年１月６日から１月30日までの約４週間で実施された。このプログラムは日本語上級
者を対象とし、日本滞在による短期集中トレーニングによって日本語力のブラッシュアップと日本文
化への理解の深化を目的とした日本語上級集中プログラムである。2015年度の受入学生数は８名（男
４名、女４名）であり、ソウル大学アジア言語文明学科が選抜した学生である。

2 ．簡易オンライン受験システムの実施

2012年度よりプレースメントは九州大学留学生センターが保有する簡易オンラインプレースメント
システムにより行われている。2011年度以前は、来日後のオリエンテーション時に文法・読解・聴
解・漢字のプレースメントテストを行っていたが、日程が逼迫する短期プログラムにおいては来日後
のプレースメントは時間的な問題点が大きかった。また、来日直後にレベルが判明し、次の日から開
始する日本語のクラスへ配置を決めるという手順だと、受入クラスの担当教員が何名増員になるのか
を直前で知らされることとなり、授業準備という面からもマイナスが大きい。そのため、来日前にレ
ベルを把握し、各クラスへの配置人数を事前に担当教員へ知らせることができるオンライン簡易プ
レースメントシステムは有効性が高いのである。

＊	九州大学留学生センター准教授
＊＊	九州大学国際交流推進室准助教
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3 ．コース内容

3− 1　2015年度のクラス開講にあたって
九州大学の交換留学生を受け入れるコースとして、2014年度前期までは Japanese Language 

Courses（JLCs）が用意されていたが、伊都キャンパスへの移転と補講コース（Japanese Training 

Courses；JTCs）との分離から、Japanese Academic Courses（JACs）と改変され、ソウル大の学生は
JACs に参加した。2014年度までは、JLCs で開講されている日本語技能コース、作文（W）、読解（R）、
漢字（K）の３コースに編入させていたが、JACs のコース改編により、R（読解）のコースが廃止さ
れた。そのため、2015年度からは、漢字（K）、会話（S）、作文（W）の３コースの上級レベルの K5、
K6、K7、S5、S6、S7、W5、W6、W7の９クラスに途中参加として接続させ、これら９科目を選択科
目とした。加えて、上級日本語の２クラスを選択無しの必修科目として開講している。

2014年度より、本プログラムの修了要件を「必修科目を含む４科目以上を合格すること」とした（た
だし、本プログラム学生は短期訪問学生として受け入れていることから、特別聴講学生のような修了
認定は行わないため、修了証書のかわりに留学生センター長名による受講証明書を発行している）。そ
して、受講規則として、「原則として、履修登録した科目の授業の全日程を通して出席すること」「各
科目において２回以上欠席した場合は、当該科目の最終成績を不合格とすること」を示している。

3 − 2 　クラスの概要
各クラスの概要は以下の通りである。全受講者数はソウル大生を含めた当該クラスの受講者数である。

必修科目
科目名 受講者数

上級日本語
日本語で日本の文化や事情を学ぶ（１） 8名
日本語で日本の文化や事情を学ぶ（２） 8名

選択日本語（日本語技能コース）
科目名 ソウル大生数 全受講者数

漢字
K5 2名 13名
K6 2名 15名
K7 4名 18名

会話
S5 3名 15名
S6 2名 13名
S7 3名 15名

作文
W5 1名 6名
W6 3名 9名
W7 4名 17名
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3 − 3 　成績評価
2011度まではソウル大において単位認定がなされていたが、2012年度より単位認定がなくなった。

単位認定がなくなった2012年度は授業担当教員から、2011年度の学生と比べて一部の学生の意欲の減
退が明らかに感じられたという報告があった。しかし2014年度以降は引率教員からの指導もあり学習
意欲に改善が見られ、その傾向は2015年度も続いており、2015年度も８名全員が B ～ A の成績評価を
得ることができた。出席率は１名の病欠を除いて、すべての学生が100% であった。

3 − 4 　コース評価
コース終了後に取ったコース評価は以下の通りである。１～５の５段階評価で調査をし、その人数

を記載してある。

コース評価
上級日本語１

難しい / 多い やや難しい/多い ちょうど良い やや易しい/少ない 易しい / 少ない
講義難易度 1 4 1
宿題の量 6
授業の進行速度 4 1
クラスサイズ 4 1 1

上級日本語２
難しい / 多い やや難しい/多い ちょうど良い やや易しい/少ない 易しい / 少ない

講義難易度 5 1
宿題の量 6
授業の進行速度 1 4 1
クラスサイズ 1 3 1 1

4 ．学生チューター

本学は韓国への交換留学を目指す九大生の現地体験と韓国語力向上を企図する短期派遣プログラム
The 21st Century Challenges in Living Abroad Program, Korean（CLP-K）を実施しており、原則とし
て同プログラムで韓国派遣した学生をソウル大生のチューターとして配置している。チューターはソ
ウル大生の滞在中、キャンパスおよび福岡での生活・諸活動のアドバイザー、案内役的存在となり、
日本語会話のパートナーとしても機能する。チューター学生にとっては韓国人学生、とくに韓国での
交換留学先の一つであるソウル大学校の学生と交流することは将来の留学に備えて有用な体験とな
る。この CLP-K の派遣留学生は箱崎地区の文系学生が中心であるが、本コースの実施キャンパスが伊
都地区に変わったことから、一部のチューターは箱崎から出向いてチューター活動を行うこととなっ
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た。福岡中心部から伊都地区へチューターに案内を依頼すると交通費だけでも累積すると高額な負担
になることから2015年度は受託事業費にチューター謝金を計上した。

チューターへの評価　
評価項目 評価平均

チューター 4.8 

5 ．伊都キャンパスと宿舎

2015年度から留学生センターの日本語コースは伊都地区へ移転し、ソウル大プログラムも箱崎から
伊都へ移って展開されることとなった。当初、懸念された交通の便などの問題はやはりあり、評価平
均の中でも3.0とやや低く出ている。４週間の短期のプログラムであったことと、宿舎自体が九大学研
都市の前であったことからなんとか中央値の3.0に留まったのだと思われる。宿舎は民間企業が経営す
るバス / トイレ付き個室、朝夕２食付き（日・祝除く）の施設を利用している。本来、長期滞在者用
の施設であるため室数確保が難しいが、毎年かろうじて必要数を確保できている。立地、部屋の状態、
管理、食事いずれもソウル大側の満足度は高いため、次年度以降も同じ企業の物件確保を目指したい。

伊都キャンパスの評価 宿舎の評価
評価項目 評価平均 評価項目 評価平均

教室設備 4.5 位置 4.0
食堂等福利厚生施設 4.0 食事 4.5
交通の便 3.0 設備 4.7

6 ．その他

コース途中に、女子学生１名が日中、伊都地区センターゾーンのローソン横で不審者に肩を強く殴
打されるという事件が起こった。怪我は打ち身程度の軽傷であったが、精神的な衝撃が大きいよう
だった。伊都キャンパスで近くにいたソウル大引率者および学務部学生支援課事務室が初期対応し、
その後連絡を受けたコーディネーターとオフィス担当者が、被害学生への対応および警察による現場
検証と被害届提出関係手続きへの対応を行った。幸い、事件後学生は週末の休みに入り、偶然韓国か
ら母親が観光に来ることになっていたことから、学生の精神的な立ち直りは早かった。また、被害届
を提出することで、その後もたびたび警察への協力を求められることから、被害学生本人の意向によ
り最終的に被害届は取り下げとなった。今回、学生が携帯電話を持っていないことで、状況確認をす
すめるにあたり大きな不便を感じることとなった。危機管理上、大学側（コーディネーターおよび受
け入れオフィス）と学生、引率者とが必要に応じて随時連絡がとれるよう、今後は（海外からの旅行
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者用）携帯電話を全員に持たせることも検討したい。
2011年度から2012年度にかけては、ソウル大学の側で主管する部局の変更があり、引率者が不在に

なるという変化があった。今回のこのような事態の際にも、引率者の役割は大きく、本プログラムで
は今後も引率者の維持を要望していく。

伊都地区へ移転後、初めての本コースの実施であったが、上述のような外発的、偶発的な事件を除
けば、概ね成功裏に終了することができた。伊都地区は留学生センターの建物自体が移転されていな
いことや、推進室が仮の事務所になっていることなど、運営上、不利な点が多く、今後、数年間はこ
のような困難な状況下での実施となる。本コースの改善のために、慎重な計画の下、運営をしていき
たい。
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平成28年度ロンドン大学大学院生のための集中日本語コース

 岡　崎　智　己 ＊

 カルディナル・マリア・グラシタ ＊＊

2016 Kyushu University Intensive Japanese Course for
Graduate Students from SOAS, University of London

0 ．はじめに

昨年度に引き続きロンドン大学アジア・アフリカ学院（University of London, School of Oriental and 

African Studies、以後 SOAS）からの要請を受け、委託事業1として SOAS の修士課程に学ぶ学生を対
象とした短期集中日本語コース（全５週間・100時間）を夏休み期間を利用して留学生センターで開講
した。

1 ．受入・運営体制

SOAS との連携・連絡役とコース全体のモニタリングを専任教員が行い、受入れに関わる事務的手
続き、及びチューターや宿泊先の手配等については国際交流推進室の室員が当たった。

チューターについては本学学生から希望者を募り、SOAS からの学生２人に各１対１で配置した。
チューターは到着時の空港出迎えに始まって、福岡市内の案内や滞在中の生活面でのサポートや学内
施設の利用案内に加え、日本語の勉強や練習に関わる手助け等も積極的に行ってくれた。SOAS 生と
は大変に良好な関係を築き、週末には SOAS 生の各種「日本体験」に付き添ったりもしたようである。

宿舎についても昨年同様、福岡の中心街にほど近いところにある民間会社の経営になる家具付きの
長期滞在型ホテル、所謂ウィークリーマンションを利用した。ミニキッチン設備のある１人部屋（バ
ス・トイレ付き）で、机、椅子、電気スタンド、エアコンの他、テレビ、冷蔵庫、炊飯器、トースター
等が備わっており、タオル石鹸、シャンプーなどのアメニティグッズも揃っている上、定期的に部屋
の清掃、寝具の交換も行われる。共用のランドリー設備、パソコンや自転車や漫画本の無料貸し出し
サービスもあって、利用者には好評の施設である。

 ＊九州大学留学生センター教授
＊＊九州大学国際交流推進室室員
1		 本コースの開講・運営に関わる経費の支払いが発生することから既存の大学間交流協定とは別に本学との委託事業
契約に関わる覚書を取り交わしている。
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2 ．コース内容とスケジュール

今年度は専門分野を異にする２名の修士課程に学ぶ学生が来学した。2 日本語のレベルは中級修了程
度で、SOAS から指定されたテキスト（語文研究社刊「ニューアプローチ中上級日本語」）を用い、指
示された学習範囲（８課～ 12課）の授業を行った。授業担当者は留学生センター非常勤講師の中から
出講希望者を募り、２名で補完し合いながら授業を行う体制を組んだ。７月19日にオリエンテーショ
ンと歓迎会を開いた後、７月20日～８月18日の期間、お盆休みを取ることなく、１日５時間＝午前中
２時間半（９:00 ～ 12:00）＋午後２時間半（13:00 ～ 15:30）で計100時間の授業を実施した。3

なお、今年は授業担当者の発案で、日本語の実践的なトレーニングを兼ねて、コース終了前（８月
15日）に外部からの参観者も招いて SOAS 生２名による日本語での研究経過報告会が開かれた。これ
は作成中の修士論文（英文）の内容を要約して日本語で発表し、参観者との質疑応答を日本語で行う
といったもので、SOAS 生はその準備にだいぶ苦労、苦心したようであるが、結果として得難い経験・
訓練になったようで、こうした機会の持てたことをとても喜んでくれた。

3 ．終わりに

今年は来日した学生２名が明確な学習目的を持ち、自己の生活管理もしっかりできる大人であった
ためか、途中で体調を崩したり事故に遭ったりといった不測の事態も発生せず、順調に学習を進める
ことができた。その結果、それぞれが当初の期待以上の学習成果と達成感を得てコースを終了したよ
うである。SOAS の日本語教育担当者からも「学生たちは九州大学で大変に稔り多い時間を過ごすこ
とができ、福岡がとても好きになって帰ってきた」という連絡が届き、担当者としては嬉しい限りで
あった。

2		 学生の専攻は以下の通り
	 	 MA History of Arts and Archaeology and Intensive Language (Japanese) １名
	 	 MA Linguistics and Language and Intensive Language (Japanese) １名
3	  この間、８月５日（金）と山の日（木・祝日）は授業を行わなかった。また学習範囲に関しては、SOAS と協議した
結果、昨年より分量がやや減っている。



183
九州大学留学生センター紀要，2017，第25号，183－190
Res. Bull. International Student Center, Kyushu U.,
2017, No.25, 183-190

平成28年度アジア人財プログラム
（産業工学コース）におけるビジネス日本語教育

	 山　田　明　子	＊

1 ．日本語科目の授業概要

平成28年４月に９期生として13名の学生が新たに産業工学コースに加わった。本年度のビジネス日
本語教育の主な受講者は９期生である。９期生のうち３名（国籍：韓国・インドネシア・中国）は、
本学の工学部を卒業し、修士課程に進学した学生である。このうち、１名（国籍：中国）は、英語で
学士号を取得する学士課程国際コースの修了者である。９期生13名の日本語力としては、全員 JLPT

の N2以上を取得している。表１に９期生の概要を示す。

表１　９期生 学生概要

学位区分
出身国 所属学府

修士 博士 計

９期生 13名 0名 13名
・中国（11名）
・韓国（１名）
・インドネシア（１名）

・工学府（６名）
・システム情報科学府（６名）
・統合新領域学府（１名）

次に、本年度の当コースにおけるビジネス日本語教育の授業概要を表２に示す。基本的に昨年度ま
でと同じ体制で運営を行った1。

表２　平成28年度 産業工学コース・日本語科目　※（　）内は受講者数

開講
時期 曜日

開講時限
１限目 ２限目

前期

火
ビジネス日本語 B （７） ビジネス日本語 B （６）
【読み書き : 作文基礎、

パラグラフ・ライティング】
【読み書き : 作文基礎、

パラグラフ・ライティング】

木

日本ビジネス研修 A （５） 日本ビジネス研修 A （９）

【口頭表現 : スピーチ、
ディスカッション、敬意表現】

【口頭表現 : スピーチ、
ディスカッション、敬意表現】

※受講者のうち１名は IUPE の学生

＊ 九州大学留学生センター講師
1  各科目の授業内容に関しては、「平成26年度アジア人財プログラム（産業工学コース）におけるビジネス日本語教育」
（『九州大学留学生センター紀要　第23号』pp.261-266）を参照のこと。

―ビジネス日本語教育における就職支援―
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前期 金

ビジネス日本語 A （９） ビジネス日本語 A （９）
【基礎日本語：語彙・

文型ブラッシュアップ、短作文作成】
※受講者のうち１名は IUPE の学生

【日本事情・時事問題：グループワーク、
グループプレゼン】

※受講者のうち１名は８期生の学生

夏季集中
８月８日（月）～ 10日（水）& ８月12日（金）：日本ビジネス研修 B （14）

                                   【ビジネスマナー】         ※受講者のうち１名は８期生の学生

後期

火 －

日本ビジネス研修 A（９）
【口頭表現：ディスカッション、

個人面接の準備】
※受講者のうち２名は IUPE の学生

金

ビジネス日本語 B（５） ビジネス日本語 B（８）
【読み書き：「伝わる」表現方法、

ES・報告書の書き方】
【読み書き：「伝わる」表現方法、

ES・報告書の書き方】
※受講者のうち２名は IUPE の学生

受講者に関して、今年度も産業工学コースの日本語の授業に、学士課程国際コースの学部生４名を
受け入れた。４名の内訳は、４年生が２名（国籍：インドネシア）、３年生が２名（国籍：中国、スリ
ランカ）である。

また、昨年度の実践と担当教員の振り返りを踏まえ、今年度は日本語の基礎固めや発信力2を高める
練習を増やした。日本語の基礎固めとしては、「読み書き」「基礎日本語」の授業において、活用や授
受・使役受身などの基礎文法の復習および実践場面に即した運用練習、話し言葉と書き言葉・連用中
止形・助詞相当句・接続詞などのフォーマルな文章を書く上で必要となる表現項目の確認と練習を
行った。また、読み手や聞き手といった「相手」を意識した発信力を鍛える練習として、「ビジネス日
本語 A」では、指示のポイントを把握して簡潔に文章をまとめる短作文の練習（基礎日本語クラス）
や、相手の知識やニーズを踏まえて提案を行うグループプレゼンテーションの練習（日本事情・時事
問題クラス）を積極的に取り入れた。これらの発信力を鍛える練習では、「話し手・書き手」と「聞き
手・読み手」の両方の立場を経験させるため、学生同士で成果物・発表を評価し合う時間をしっかり
取った。

2 ．就職活動と日本語科目における就職活動支援

2．1． 8期生の就職活動
日本企業での新卒採用を目指す留学生の就職活動スケジュールおよび選考審査は、日本人学生と同

じである。したがって、平成29年３月に卒業を迎える８期生の就職活動のスケジュールは、平成28年
３月に採用情報が一斉公開された後、会社説明会やエントリーシートの提出が開始し、６月から試験

2  「社会人基礎力」では、「発信力」を「自分の意見を分かりやすく伝える力」と定義し、行動例として、「自分の意見
を具体的に分かりやすく伝えることができる、聞き手がどのような情報を求めているかを理解して伝えることができ
る」等が挙げられている。（経済産業省 ; 2010）
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や面接などの選考が開始されるというものであった（『日本経済新聞』2016.4.14）。８期生の就職活動
中に学生のサポートを行ったが、３月から４月にかけてエントリーシートのチェックの依頼が多かっ
た。今年度は面接の練習依頼はほとんどなかったが、４月にすでに面接を受けている学生もいた。ま
た、産業工学コースでは、企業でのインターンシップが単位として認定されることもあり、毎年夏季
休暇期間中にほとんどの学生がインターンシップに参加する。今年度も、主に６月に９期生からのイ
ンターシップ申込書チェックの依頼が来ていた。この夏季インターンシップに加え、近年では12月や
２月にも冬季インターンシップが実施されるようになってきており、８期生の中にも２月のインター
ンシップに参加した学生がいた。

ここ数年、採用情報公開や選考審査の開始時期に変動はあるが、実際の学生指導の経験を踏まえる
と、８期生の就職活動スケジュールは、以下のようにまとめられる。

・ ６月　夏季インターンシップの申込
・  12月　冬季インターンシップの申込
・ ３月～会社説明会参加・エントリーシート作成及び提出
・ ４月～選考審査開始
・ ５月以降　内定獲得

ただし、今回依頼が来た学生の多くは情報学系であったが、工学系の学生の就職活動の時期は、情
報学系の学生の時期と少し違っていたようである。情報学系の学生は、主に IT・通信関連業界の企業
を志望しており、工学系の学生は、建設関連業界や機械製造関連業界など様々であったが、業界に
よって、就職活動スケジュールに違いがあった。

2 ．2 ．日本語科目と就職活動
産業工学コースにおけるビジネス日本語の授業では、日本語を使った総合的なコミュニケーション

能力の向上や、思考力・多角的視点を養うことも目標としている。したがって、実質的な「就職活動」
のサポートを目指すだけではなく、社会人・職業人として日本を含む様々な国・社会で生きていくた
めのキャリア教育という意識を持ち、カリキュラムやシラバス、授業活動を設計している。

しかし、学生からのニーズもあり、後期の授業では、例年就職活動を意識したトピックやテーマ、
実際に就職活動で求められる活動をベースにした授業を行っている。例えば、個人面接・集団面接の
練習、グループディスカッションの練習、エントリーシートの書き方等である。ただし、ただやり方
を教えることだけを目標とするのではなく、これらの練習を通して、発信力を高めること、日本社会
や自分の人生・キャリアについて考えること、そして、他者と学び合う力を身に付けることを意識さ
せられるよう、授業活動を組み立てている。

最近では留学生の就職活動について、人材サービスを提供する企業による合同会社説明会やセミ
ナーの開催、行政による地元の企業と留学生のマッチングや就活専門員による指導・相談、大学で実
施される就職サポートのための講座など、様々な取り組みが行われるようになってきた。

日本語教育に携わる私たち日本語教員は、キャリアコンサルタントでもなく、就活専門員でもない
が、学生のニーズとして就職活動に直結する授業活動をぜひ取り入れてほしいという要望が上がって
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いる。平成27年度後期の授業アンケートの学生コメントのうち、就職活動に関わるものを表３にまと
める。

表３　平成27年度後期 産業工学コース授業アンケート結果
（※記載内容は学生の原文通り）

質問項目 回答

Q5. 
授業内容で最も興味を感じ
た事は何ですか ?

・		エントリーの書く方と面接の答え方に非常に役に立つと思います。そんな授
業がないと、自分で就職の準備ができないと思います。

・		ビジネス日本語の授業は、ES の書き方など、日本企業に就職するために必要
な事、日本ビジネス研修の授業は、面接や就職後に必要なことについて、ちゃ
んと準備できるようになったと思います。

・		ビジネス日本語で学んだ同じ学生に対しても、自己 PR の表現の修正によっ
て、もっと個人の魅力と意欲を表せる自己 PR 技には非常に興味を感じまし
た。この表し技も自分は最も足りない所だと感じました。

・		日本ビジネス研修 A とビジネス日本語 B でのディスカッションはとっても面
白くて、日本文化の理解にも、これからの就活にも役に立つと思います。

・		夏休みの集中講義は楽しかったです。模擬のグループ面接をする機会はめっ
たにないので、就活に役に立ちそうな経験になりました。

Q6. 
その他（意見・提案、先生
へのお願い等）

・		就活直前の指導（エントリーの仕方、面接対策など）をやってもらいたいです。
・		もっと実践レベルの面接練習をしたいです。
・		ビジネス日本語の講義はグループワークを重視している感じがします。日本

で就職するにはグループワークの能力はもちろん重要ですが、実際就活の時
のグループワークがある会社への応募（留学生）はほとんど落ちるのも自分
の情報からの結論です。提案として、１. 面接の内容を増える（模擬面接と
か）、2. 学生が授業中のダメな行動を指摘する（自己中すぎるとかをお互い指
摘＋先生まとめ？）

後期の授業は、就職活動に照準を合わせてシラバスを作成しているということもあるが、表３から、
やはり学生たちは就職活動の準備・選考審査に直結するような授業を求めているということが分か
る。

実質的な就職活動支援は、先にも述べたように、行政や、大学の学生支援の一環として実施されて
きている。では、ビジネス日本語教育における「就職活動」支援は、どのように位置付けていけばよ
いのだろうか。以下、後期の「ビジネス日本語」科目におけるエントリーシート作成の授業活動を例
にして、考えてみたい。

3 ．後期「ビジネス日本語 B」におけるエントリーシート作成指導

3．1．授業活動の基盤
エントリーシート作成の授業の基盤には、「協働学習」を据えている。「協働学習」とは、複数の人

間が相互作用を通して学び合うことであり、異質な他者との相互作用によって成立する活動のありよ
うを指すとされている（秋田・藤江 ; 2010）。日本語教育の分野においても、教室の学習場面における
学習仲間同士の協働学習である「ピア・ラーニング」が作文活動において実践されている（池田・舘
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岡 ; 2007）。本コースの受講者は、日本語運用力の面でも差がある以外に、経験・知識の面でも差があ
る。つまり、自国での就業経験がある者や留学生・日本人の先輩からすでに就職活動に関する情報を
得ている学生もいる一方で、ほとんど就職活動に関する情報を持っていない学生もいる。また、就職
活動に関して、学生たちがすでに持っている情報も業界や専攻によって異なることがあり、すでにイ
ンターンシップ参加を通して特定の企業で見聞きしたことを情報として持っている学生もいる。これ
らの状況を踏まえ、異なる背景・情報を持つ学生個々人の多様な視点を活かした授業活動ができない
かと考え、協働学習を基盤にした授業活動デザインを行うことにした3。

また、協働学習を基盤とすることから、エントリーシートの作成過程で学生同士の対話が生じるよ
うに授業活動を組み立てた。対話は、グループ内コミュニケーションだけでなく、グループ間コミュ
ニケーションも生じるように、最後に必ず全体シェアの時間を設けるようにした。

3 ．2 ．授業活動の流れ
次に、授業活動の流れについて説明する。エントリーシートの指導については、試行錯誤を繰り返

してきたが、最終的に以下のようなスケジュール・内容で授業活動を実施している。

表４　「ビジネス日本語 B」エントリーシートの指導

テーマ 授業活動の内容

１ 自分の長所・
短所

●１回目（90分）：
　・		性格を表す語彙・表現を確認する
　・		企業が求める人材像についてアイディアを出し合う
　・個人で「長所」を書いて、グループで内容についてコメントし合う
　・「長所」のモデルを提示・分析し、ポイントを全員で考える
　・グループで１名の「長所」を選び、グループで書き直す
●２回目（90分）：
　・１つのグループの「長所」を選び、クラス全員でコメントし合う
　・「短所」を書く（※以下、「長所」と同じプロセスで進める）
　・		最後に宿題として、授業での議論を踏まえ、再度個人で「長所・短所」を提出

する

２ 学生生活で一番
がんばったこと

●１回目（90分）：
　・がんばったことのエピソードについてアイディアを出し合う
　・個人で書いて、グループで内容についてコメントし合う
　・モデル文を提示・分析し、ポイントを全員で考える
　・グループで１名の作成物を選び、グループで書き直す
●２回目（90分）：
　・１つのグループの作成物を選び、クラス全員でコメントし合う
　・		最後に宿題として、授業での議論を踏まえ、再度個人で書き直したものを提出

する

3  エントリーシート作成をテーマにした授業活動を行うための基礎として、前期に表現・文型の基礎固め、論理的な文
章の書き方やパラグラフ・ライティングの指導を行っている。また、グループワークやグループプレゼンテーション、
学生同士の相互評価等を通して、共に学び合う環境作りも前期から行っている。
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３ 自分の研究内容

●１回目（90分）：
　・		ワークシートをもとに、自分の研究の概要を書く
　・ワークシートをベースにして、グループでお互いの研究概要について説明し合う
　　（きちんと理解できるまで質疑応答をくりかえす）
　　　→ できる限り専門分野が異なる学生をグループにする
　・授業での議論を踏まえ、個人で研究概要を文章で書く
●２回目（90分）：
　・グループで１名の作成物を選び、グループでコメントし合う
　・１つのグループの作成物を選び、クラス全員でコメントし合う
　・		最後に宿題として、授業での議論を踏まえ、再度個人で書き直したものを提出

する

４ 志望動機

●１回目（90分）：
　・実際にエントリーする企業を選び、ワークシートをもとに、企業分析をする
　・ワークシートで企業と自分の接点を見つける
　・個人で志望動機を３つ考える
　・書いた志望動機について、グループでコメントし合う
●２回目（90分）：
　・モデル文を提示・分析し、ポイントを全員で考える
　・再度グループで、メンバーの志望動機について検討を行う
　・		最後に宿題として、授業での議論を踏まえ、再度個人で書き直したものを提出

する

表４から分かる通り、基本的な授業活動の流れは、「個人で書く→グループ内でコメントし合う→モ
デル文を分析する→グループ内で修正を行う→グループ間・クラス全体でコメントし合う→宿題とし
て個人で再度書き直したものを提出する」である。当初はモデル文を提示する形で授業を行っていた
が、やはりまず学生に書かせる・考えさせるというステップを入れることにより、協働による修正作
業への参加度や動機付けが高まっているように思う。また、まずグループ内で話し合うプロセスを入
れることにより、最後のグループ間・クラス全体でコメントし合う活動でも、学生間・学生－教師間
の質疑応答が活発になってきたように感じる。

また、表４の４つのテーマは、これまで実際に学生のエントリーシートの添削指導や面接指導をす
る中で、ほとんどの企業の質問項目に入っていたものである。この４つの項目に絞った指導を始めた
のは５年ほど前ぐらいからであるが、この４つのテーマをやってもらえてよかったというコメント
を、毎年学生から聞いている。

3 ．3 ．授業を通しての気づき
前節にも記したように、エントリーシートの授業活動では、学生間の協働を重視している。この授

業活動は実質的な就職活動に結びついていることから、ほとんどの学生がかなり高い動機付けを持っ
て授業に臨んでおり、毎年積極的な意見交換が行われる。しかし一方で、グループで検討することの
意義や意味を見出せずに、個人作業に走ってしまう学生もいる。協働学習の成立に参加者同士の互恵
性や積極的相互作用が必要とされるように、他者と共に学ぶという意識付けと意義をきちんと提示
し、共有しておくことが、協働を進める上での鍵であると言える。また、他者との協働作業は、社会
人として企業で仕事をしていく上で欠かせないものであり、協働作業で日本語を使用し、他者と対話
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していく力も、この活動で育成できるのではないかと考えている。したがって、エントリーシート作
成の授業活動における協働学習が、学生の社会人人生にまでつながっていくように、今後は協働作業
の意味づけを授業の中でしっかりと行えるよう、授業活動をデザインしていきたいと思う。

また、エントリーシートの授業活動を行う中で、日本語の表現力だけではなく、どのような内容を
書くべきかというアイディアの部分における指導の重要性を感じる。特に、企業に対して何をアピー
ルすべきか、自分の視点・オリジナリティーをどのように組み込むか、という点で毎年指摘・修正を
行うことがある。また、実際にグループでエントリーシートの分析を行っている活動を観察している
と、学生同士、日本語の表現よりも内容面について議論している印象がある。日本語教育という枠組
みの中で、どこまでエントリーシートの内容の指導ができるのかという限界も感じるが、表現したい
内容と表現形式（日本語）は関連し合うものであり、エントリーシート作成を日本語の授業活動で取
り扱う場合には、内容面での指導もある程度は取り入れる必要があると考える。

4 ．教育的観点を取り入れた就活支援

前章では、ビジネス日本語教育における就職支援に直結する授業活動として、エントリーシート作
成指導を取り上げ、その実践について述べた。しかし、前章の最後にも述べた通り、エントリーシー
ト作成を目標とした授業活動を行う場合、言語面だけに焦点を当てた指導は難しく、内容面での指導
も含まれる。内容面での指導の必要性から、これまでに合同企業説明会に参加して情報を得たり、日
本人学生向けのエントリーシートの書き方に関する書籍を読んだりしてきたが、やはり就職支援のプ
ロではない自分自身の指導の限界も感じている。さらに、エントリーシートを書く上では、企業分析
や就職後のキャリアに向き合うことが求められるが、この点においてもやはり日本語教員として、指
導には限界がある。したがって、就職支援の一環としてエントリーシート作成指導を日本語の授業で
取り扱う場合、最終的には日本語の授業だけで完結させず、就職相談員のようなプロのキャリアカウ
ンセリングの方たちとの連携が求められる。

そうなると、最初から就職相談員の方にエントリーシート作成指導を任せたほうがよいのではない
かという結論になるかもしれないが、エントリーシート作成指導を日本語教育という「教育」の枠組
みの中で行うことにはやはり意義があると思う。それは、前章でも述べたように、協働学習を基盤と
した授業活動として、エントリーシート作成指導をデザインすることにより、他者と協働する力・意
識、そして、自分の思考をメタ的に言語化する力や他者と対話する力を涵養することが目指されるか
らである。これらの力・意識は、日本語で就職相談員の方から指導を受ける際に、また、就職活動に
おける ES 作成や面接・グループディスカッションの際に、そして、就職後に社会人として仕事をし
ていく際に、基盤となるものではないかと思う。

以上より、ビジネス日本語教育において、実質的な就職活動に結び付く指導を授業で取り扱う場合、
日本語教員として貢献できる支援としては、学びを生涯にわたるものと捉え、「教育」的な観点から授
業活動をデザインすることだと考える。そして、もし可能であれば、今後は就職相談員の方と協力し
て指導内容や指導の方向性を検討することにより、教育的観点と実質的な就職支援を組み合わせた、
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出口支援体制を整えていけたらと思う。
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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

 金　　　珽　実 ＊

	 東　川　甲　平＊＊

 白　圡　　　悟 ＊＊＊

 高　松　　　里 ＊＊＊

1 ．はじめに

本事業は2000年に第一次期がスタートし、2010年から第二次期に入った。昨年2015年に第二次６期
生を迎えた。本学留学生センターは本事業のスタートから予備教育を担っており、第一次期59名に加
えて、第二次６期生までで計99名を受け入れた。詳細な変遷については参考文献に取り上げている本
紀要の前号を参照されたい。本稿では、筆者の一人である日本語教育担当コーディネータが担当し始
めた第二次５期生と６期生を合わせて報告するが、６期生に重点を置くことにする。

2 ．受け入れ学生

下表のように、第二次５期生７名、６期生６名であり、第二次期は現段階で計40名を受け入れた。
先述したように第一次期からこれまで99名を受け入れているが、受け入れ数は筑波大学と並んで、受
け入れ機関の中で最多である。

表１．第二次期の受け入れ状況

期 1 2 3 4 5 6
計

年度 22 23 24 25 26 27

工学部

建築学科
電気情報学科 1 1 1 2 2 7
物質科学工学科 3 3 2 2 2 12
エネルギー科学科 1 1 2
地球環境工学科
機械航空工学科 2 4 2 3 2 1 14

  ＊九州大学留学生センター講師
 ＊＊九州大学情報科学研究院准教授／留学生センター兼任
＊＊＊九州大学留学生センター准教授
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理学部
地球惑星学科 1 1
数学科 1 1 2
化学科 1 1

芸術工学部 1 1
計 7 6 6 8 7 6 40

3 ．実施概要

2015年の主な日程は下記の通りである。
開校式　　　　　　　　平成27年10月５日
オリエンテーション　　同上
授業開始　　　　　　　平成27年10月６日
座禅体験　　　　　　　平成28年１月15日
授業終了　　　　　　　平成28年２月８日
閉校式　　　　　　　　平成28年３月７日

4 ．実施授業科目

留学生センターにおける予備教育の内容は大きく三つに分けられる。専門教育科目、言語科目、文
化科目である。2014年度に関しては、専門科目は前年度と変更はないが、キャンパスの伊都地区への
移転に伴い、日本語科目が大きく変更された。

５期生には、留学生センターで実施している全学留学生向け日本語コースの中からレベル別、技能
別に一人３コース、週６コマの日本語クラス（箱崎キャンパス）を提供し、また漢字補講と作文補講

（伊都キャンパス）も行った。だが、６期生には留学生センターの日本語クラス（伊都キャンパス）の
みを提供することになった。また、2014年度から週一度、本学での生活に慣れるための導入として

「九大での生活」を設け、日本語教育担当コーディネータが担当した。
「日本文化・日本事情」では生活指導等担当コーディネータのが福岡の歴史遺跡や神社・仏閣を訪

ねるツアーを実施してきた。例えば、福岡市美術館、福岡城跡、護国神社・警固神社、若者のファッ
ション街や日本食レストラン、商店街など伝統文化や都市文化を探訪した。留学生が留学している都
市を知ることは心理的適応の上で重要であるが、文字の解説だけでは不十分である。実際に訪れるこ
とが必要である。日本への興味関心も、これによって促すことができると思われる。また、１年生の
日本人学生に講義に来てもらい、ディスカッションを行った。授業の取り方、サークルの選び方、友
達の作り方、などについて、直接先輩から教えてもらう形で、４月からの大学生活に備えた。

以下は一週間の時間割を示す。
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表２．予備教育コースの一週間の時間割
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

２時限目
10:30-12:00 化学 英語 数学

（微分積分）
３時限目
13:00-14:30

数学
（線形代数） 物理 日本文化・

日本事情
４時限目
14:50-16:20

九大での
生活 日本語 S 日本語 K 日本語 S 日本語 K

５時限目
16:40-18:10 日本語 J 日本語 J

各科目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（線形代数）	 数理学研究院
　数学（微分積分）	 数理学研究院
　化学	 	 工学研究院
　物理	 	 システム情報科学研究院
言語科目
　英語	 	 留学生センター
　日本語	 	 留学生センター
文化科目
　日本文化・日本事情	 留学生センター
　九大での生活	 留学生センター

5 ．学生チューターとの交流

2006年度に、受け入れから半年間、本学学生の中から希望者を募って、予備教育学生と一対一で活
動するチューターを配置している。2015年度６期生に関しては、本プログラムの先輩と韓国留学生が
チューターを担当し、福岡での生活や本学での勉学をサポートした。

6 ．問題点

予備教育学生の生活・勉学態度には当然のことながら個人差があり、毎年違う様相を呈している。
５期生に関しては、リーダー的な学生がおり、週３回伊都キャンパスから箱崎キャンパスへの移動を
通じて、学生同士で協力しあう関係が生じたので、特段に解決を援助しなければならないような問題
は現われなかった。しかし、６期生に関しては、学生同士の協力関係が築けず、また生活適応から勉
強態度に至るまで多くの問題を抱えた学生がおり、コーディネータと事務職員とが連携して問題解決
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を図らなければならない局面があった。

7 ．むすび

予備教育を一括して担当している留学生センターに於いては、筆者を含めて関係者間の情報共有と
援助のための連携した活動を心がけ、韓国教育院の関係者の援助を最小限に留めることができた。最
も大切なのは学生同士がよりよい協力関係を築くことができるような環境を創り、できる限り学生同
士で問題を解決できるようにして、必要事項だけは随時関係者に連絡をさせるべきであると今更なが
ら感じているが、今後の解決策として考慮に入れていきたい。

何よりも予備教育を自己目標実現の階段として意識させると同時に、予備教育の魅力を高め、継続
的に溶け込める学習環境を提供していくよう改善を重ねていきたい。

参考文献
岡崎智己「日韓共同理工系学部留学生予備教育プログラム」『九州大学留学生センター紀要』第14号　2005　pp.55-60
岡崎智己、太田和秀、スカリー悦子、柳原正治「日韓共同理工系学部留学生予備教育プログラム：2005年度（７期生）実

施報告」『九州大学留学生センター紀要』16号　2007　pp.103-107
中西恒夫、鹿島英一、高松里「日韓共同理工系学部留学生予備教育プログラム学生の出席不良問題に対する施策と経緯」

『九州大学留学生センター紀要』第21号　2013　pp.91-100
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0 ．はじめに

ASEAN in Today’s World（AsTW）は2009年（平成20年度）から開催・実施され、2016年開催（平成
27年度）で８回目となるプログラムである。ベトナム国家大学ハノイ校との共催で行われるのは、
2015年３月（平成26年度）に続き２回目となる。ASEAN 諸国から20名、日本から13名の合計33名が参
加し、27年度で本プログラム開始以来の通算受講者受入れ実績は17カ国（地域）62大学306人となっ
た。アジア重視およびアジアから発信する世界的知の拠点形成を掲げている本学にとって非常に重要
な国際教育・文化交流プログラムの一つであり、参加する学生にとっては ASEAN の学生と国際的な
学びや交流の場として貴重なプログラムである。さらに、オープニングセレモニーにおいてはASEAN

事務総長やベトナム外務大臣がスピーチを行い、ASEAN 事務局・人間開発部長から特別講演を受け
るなど、ASEAN 諸国から極めて注目されているプログラムである。また、参加学生がプログラムの授
業を通して４単位を取得した後、九州大学をはじめ、ASEAN 学生の出身大学において単位認定され、
教育の国際的な共有としても意味深い。

1 ．概要

1． 1　共同実施大学・協力大学
本プログラムは、26年度～ 27年度よりベトナム国家大学ハノイ校と共同実施している。協力大学

は、マヒドン大学（第１回～第３回共同実施）、アテネオ・デ・マニラ大学（第４回～第６回共同実
施）、福岡女子大学の３大学である。

1 ． 2 　プログラム実施期間
2016年３月４日（金）から３月18日（金）

 姜　　　益　俊 ＊

 カルディナル・マリア・グラシタ ＊＊

 ＊ 九州大学留学生センター准教授
＊＊	九州大学国際交流推進室学術研究員

アセアン・プログラムの実践
― 2016年 AsTW プログラムの概要と実施報告―

Report on the ASEAN in Today’s World （AsTW） 2016
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３月４日：オリエンテーション､ ASEAN 事務局特別講演、開講式
３月５日～６日：エクスカーション
３月７日：授業開始

（３月７日～３月18日：授業期間）
３月18日：閉講式

1 ． 3 　対象と募集方法
日本からは本学と福岡女子大学、海外からは ASEAN 域内の大学の学部生と大学院生が原則参加対

象となるが、その他の国・地域の大学の学生にも広く門戸を開いている。募集は、共同実施先である
ベトナム国家大学ハノイ校と本学が其々のルートを通じて行い、参加者の選考は両校合同で行った。

1 ． 4 　参加者
今年のプログラム参加者の出身国と大学の内訳は表１の通りである。なお、プログラム参加者に

よって形成されるグループダイナミズムを考慮し、ASEAN 域内から参加する学生と人数的にある程
度均衡の取れるよう日本（＝九州大学と福岡女子大学）からの参加者の数を調整し、選抜している。

表１
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1		 参加学生一人は、オーストラリア・ビクトリア州の Deakin University に在学中であるが、国籍がフィリピンである
ため、ASEAN からの参加者に含まれた。
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1 ． 5 　宿舎
宿舎は、本プログラムが実施されるベトナム国家大学ハノイ校の学生寮（KÝ TÚC XÁ MỸ ĐÌNH）を

利用した。2 

1 ． 6 　参加費用と奨学金
本学以外の参加者からは九州大学への授業料として59,200円、及び宿舎費とフィールドスタディに

要する実費の約 114,000円を徴収したが、共同実施校のベトナム国家大学ハノイ校と大学間包括連携協
定締結校の福岡女子大学の学生は授業料不徴収としている。本学の学生からは宿舎費とスタディト
リップ費のみを徴収した。また、九州大学奨学金として、本学独自の資金から一人173,200円の奨学金
を ASEAN 加盟国から参加した学生17名に支給した。日本国内から参加した学生に関しては、九州大
学の学生10名と福岡女子大学の学生３名に、日本学生支援機構海外留学支援制度による奨学金（一人
７万円）が支給された。

2 ．開講コースの概要

本プログラムは、① ASEAN 研究コース（ASC: ASEAN Studies Courses）、②アジア言語・文化コー
ス（ALC: Asian Languages & Cultures Courses）、及び③スタディトリップで構成する。27年度は ASC

の３科目と ALC の３科目を開講した。① ASC と② ALC はそれぞれ１科目２単位とし、参加者は４単
位相当（＝ ASC から１科目＋ ALC から１科目＝計２科目）を履修することがプログラムの修了要件
となっている。

①　ASEAN 研究コース／ ASEAN Studies Courses （ASC）
♢　ASEAN・東アジア事情／ Current Affairs of ASEAN and East Asia

♢　アジアの食と環境問題／ Food and Environmental Issues in Asia

♢　アジアの異文化コミュニケーション ／ Cross-Cultural Communication in Asia

②　アジア言語・文化コース /Asian Languages & Cultures Courses （ALC）
♢　初級日本語／ Basic Japanese Language and Culture

♢　初級ベトナム語／ Basic Vietnamese Language and Culture

♢	 	アセアン理解のためのコミュニケーションツールとしての英語／ English as a Communication 

Tool in the ASEAN Context

③　スタディトリップ
♢　ハノイ市内観光
♢　ハロン湾
♢　マイ・チャウ・タイ族の村（Mai Chau Thai ethnic village）

2		 部屋のタイプにより１室３名で入室。日本人学生と ASEAN 各国から参加した学生が部屋を共にし、交流が進むよう
配慮した。
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④　特別講演会
　　ASEAN 事務局・人間開発部長
　　（Director, Human Development Directorate）Ms. Rodora Babaran

表2　科目担当教員・受講者数	
ASEAN 研究コース科目名・ 担当講師

（　）内は担当コマ数（１コマ＝180分）
受講
者数

ASEAN・東アジア事情
♢ Assoc. Prof. Masateru Higo, International Student Center, Kyushu University
♢ Assoc. Prof. Mark Fenwick, Faculty of Law, Kyushu University

10

ASEAN アジアの食と環境問題
♢ Assoc. Prof. Ik Joon Kang, International Student Center, Kyushu University 
♢ Assoc. Prof. Shoji Shinkai, Fukuoka Women’s University

11

異文化コミュニケーション
♢ Prof. Jordan Pollack, International Student Center, Kyushu University
♢ Ms. Ngo Thi Bich Thao, Vietnam National University, Hanoi

12

アジア言語・文化コース科目名・ 講師 受講
者数

初級日本語・文化
♢		Ms. Nguyen Huyen Trang, VNU University of Languages & International Studies 13

初級ベトナム語・文化
♢ Ms. Pham Thi Mai Thanh, National Economics University 8

アセアン理解のためのコミュニケーションツールとしての英語
♢		Ms. Nguyen Thi Hang, National Economics University 12

3 ．参加者によるプログラム評価

3． 1　ASEANからの参加者による評価（有効回答数：33）
　（ １ ）プログラム全般

Excellent Good Fair Poor Very Poor

19
（58%）

13
（39％）

1
（3％）

　（ ２ ）ASEAN から参加した学生の感想・意見（アンケートより抜粋して原文のまま掲載）
What have you enjoyed most?

・ The study trip to Mai Chau & Ha Long Bay, classes and cooking challenge

・	ASEAN studies course

・	The learning experience, the cultural exchange, detours, and the friendship I’ve made

・	Having classes with experienced, talented and smart teachers, all field trips
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・	Classes are nice. Time spent with friends is the best though.

・	English Class and Cross-cultural Communication (1st week)

・	My classes, both Vietnamese class and afternoon class were very interesting for me.

What have you enjoyed least?

・	Silk village, cultural night at dorm (The Story of March)
・	Sports exchange day

・	Food. It’s not my problem, but some of my Japanese and ASEAN friends have difficulty with that. 

・	Too much homework

3 ． 2 　日本人学生に見られるプログラム参加の意義・成果（有効回答数：13）
　（ １ ）プログラム全般評価

　　（とてもよかった）　→     →     → （つまらなかった）
５ ４ ３ ２ １ 加量平均
10 3 0 0 0 4.77/5.0

　　
　（ ２ ）海外留学に対する関心の変化
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　（ ３ ）日本から参加した学生の感想・意見（アンケート回答より抜粋して原文のまま掲載）
AsTW に参加してよかったと思う点はどこですか？

・		周りの優秀な学生（特にフィリピンの方々）の刺激を受け、話を聞くことができたこと。そして、
そのような知見から日本の良いところと悪いところを体で理解することができたこと。さらに、彼
らと良い関係を築くことができたこと。主にこの３つですが、ハノイの名所にたくさん回れたこと
もこのプログラムに参加してよかったと思う点です。今後の英語学習に対する意識が高まった。

・		アジア各国からたくさんの大学生が一度に集まり、そこでたくさんの友人とベトナムでの時間
を共有し、これからも続く関係を築けたこと。

・		いろんな友達ができたベトナムという国が好きになれた。アジアのほかの国々を身近に感じら
れるようになった。

・		東南アジア各国に大事な友達ができ、それぞれの国が非常に身近になったこと。日本人の友人へ
の接し方や付き合い方とは全く同じではないかもしれないが、色んなことを話せる友達ができ
たし、多くの日本人の友人とよりも親密になれた気がする。これまで知り合う外国人は大学の研
究者や学会で会う若手の研究者が多く、もっと気兼ねなく英語で会話ができる友達が欲しかっ
たので AsTW はぴったりだった。

・		２つあります。一つは知識や教養を得たこと、もう一つは友人ができたことです。講義や学生た
ちとのディスカッション、スタディツアーを通し、アセアン地域、世界における食と環境問題に
ついて知ることができ、学生たちそれぞれの考え方や捉え方、意見、ベトナムの文化を知ること
ができた。それによって自分や日本をふりかるきっかけにならました。二つ目の友人というのは
ただ楽しかっただけの友人ではなく、自分の国の政治について、他の国の政治について意見を伝
えてあったり、貿易協定についてどう考えるか話したり、宗教についての考え方を共有したりし
たからこそ、共に高め合っていきたいと思える友人となりました。

・		ASEAN 各国各地域からのメンバーが集まり共に過ごす中で、異文化や異なるものの受け入れ方
を学んだことです。人それぞれ「違って当たりまえ」なはずなのに、日本にいるとなににおいて
もほとんど均一化されているために「（他と）同じが普通」になっている、そんな状態から、互
いの差異を柔軟に受け入れる姿勢を学んだことです。 また、一生付き合いたい友達を得たこと
も大きな収穫です。そしてASEAN各国の優秀な学生たちを目の当たりにし、自分たちのレベル、
足りないものを見つけられたことも収穫でした。何より、「ミャンマーの人はこうだろうか」「ベ
トナムの人はこうだろうか」と漠然と自分が抱いていた（無知による）偏った見方に気がつけま
した。国籍が違っても、現代の同世代の人同士で感性は同じ、共感できることも同じだと知りま
した。

・		まず、東南アジアの友人がたくさんできたこと。彼らは非常に優秀かつ親切で、見習うべき点が
多々あり、刺激的であった。あとは自分がいかに何も考えずに生きてきたかということが痛感さ
れた。もっと様々なことに興味をもち、自分が直面する様々な出来事に対して頭をもっと使って
いこうとおもった。もっと様々な経験を積みたいとも思った。グローバルな世界で生きていきた
いならそろそろ本気で英語に取り組まないといけないということをリアルに感じた。このよう
なことを感じられたことが良かったと思う。
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・		今回 AsTW が開催されたベトナムでベトナム人はもちろん、ASEAN 諸国の学生と交流ができた
こと。

・		様々な国からきた学生と友達になれたこと。帰国後の英語学習のモチベーションにつながった
こと。

・	自分のこれからすることを確認できたこと。友達ができたこと
・		普段の生活をしていたら絶対できない経験を数多くすることができた。また、おなじアジアであ
りながら今まで全く知らなかった国の友達ができ、文化を知り、歴史を知ることができた。そし
て何より、ハイレベルな同世代の他国の学生と交流し、とても良い刺激になった。これから語学
面、専門面、様々な面で自分も努力していかなければ、と思えた良い機会であったと思う。

・		個人的な話をすると、これが大学最後の海外研修だったのでこれまで培ってきたものを試すこ
との出来る良い機会だった。フィールドワークだけでなく、しっかりとした内容の授業を英語で
受け、英語でエッセイを書き、英語でテストを受けることは自分の実力を総合的に知るには非常
に良い経験であった。またベトナム語という新 しい言語に挑戦できたのも、とても良い経験と
なった。日本にいればベトナム語を習得する機会はほとんどないと言っても過言ではない。大学
の第二外国語としても選択することは出来ない。覚えたてのベトナム語を使ったときの現地の
方々の喜んだ顔を見てこちらも嬉しくなった。 最後に、やはり ASEAN 各国からやって来た優秀
な学生たちと一緒に学び、充実した時間を過ごせたことがこのプログラムでの一番の収穫で
あった。授業では毎回刺激を受け、自由時間には色んな話をし、様々な価値観を共有したことは
今後の自分を大きく成長させると思っている。そしてまた会いたいと思えるかけがえのない友
達と出会えたことは生涯の財産となった。

・	友だちができたこと。他の国についてより深く知ることができた。

4 ．今後の課題と改善策

まず、昨年度のベトナム国家大学ハノイ校での実施で問題点として挙げられた講義室や宿舎の問題
は大幅に改善された。2015年３月（平成26年度）度実施で使用されたメトリキャンパス内の学生寮か
ら学生寮（KÝ TÚC XÁ MỸ ĐÌNH）に変更し、より快適な住環境での滞在ができるよう改善できた。ま
た、講義室は学生寮の建物の会議室を使用することで、移動の時間がなく、学習時間を効率よく使え
るよう工夫された。さらに、１室に３名の学生が滞在し、日本人学生と ASEAN 学生との交流がより
深まり、高評価を得た。一方、講義室における問題も指摘され、講義の際、講師や学生の声が非常に
響きやすく、聞き取れないとの問題点があった。2017年３月実施（平成28年度）において、ベトナム
国家大学ハノイ校と協議し、より良い講義室環境を確保できるよう努めたい。なお、施設および設備
に関することでは、学生寮でのインターネット接続の状態が不安定であったことやお部屋のベッドが
硬くて睡眠がうまく取れなかったとの意見も寄せられていた。これらも共同主催校と交渉を行い、改
善策を見つけたい。
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スタディトリップや文化体験における指摘もあり、移動時間の長さや学外活動の内容に関して、講
義以外のアクティビティの回数が多く、時間を多く取られ、レポート提出など勉強に支障があったと
の意見もあった。そこで、今年までのベトナム国家大学ハノイ校での２回の実施の結果を踏まえ、ス
タディトリップや文化体験の実施場所や日程を再度調整し、参加学生にとってより充実な学習時間が
確保できるよう努めたい。しかし、スタディトリップに共通して食事への不満が挙げられていたが、
ベトナム郷土料理をレストランのシェフから学びながら、食材の買い物からはじめ、日本人学生と
ASEAN 学生が一緒に作って食事を楽しむ会が設けられ、学生から大変満足した体験ができたとの感想
であった。2017年実施においてもこの地元の料理を楽しむ体験を通じて学生同士でさらなる交流がで
きることを期待したい。

最後に、今年も日本人学生からは英語能力に関する自信のなさや講義に付いていくことが難しかっ
たとの声が寄せられていた。ASTW 実施は毎年３月初旬であり、学期が終わってから１か月間の準備
期間がある。この１か月間を有効に使い、集中的に語学能力を向上させる準備を指導していくと共に、
ベトナム現地で予想される勉強や生活に役立つ語学能力を手に入れるための学習方法の意見交換会な
どを事前学習として提供していきたい。
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 平　川　春　美	＊＊＊＊＊

0 ．はじめに

Asia in Today’s World (ATW) は、今年16回目のプログラムを開講・実施し、東アジア［2］、東南ア
ジア［10］、北米［13］、ヨーロッパ［5］から、合計30名の参加者を受入れた。（［ ］内は地域別受入
れ数。）

本年で本プログラム開始以来の通算受講者受入れ実績は23カ国102大学574人となった。

1 ．2016年 ATWプログラムの概要

九州大学におけるサマーコースの実践
― 2016年 ATW プログラムの概要と実施報告―

Report on the 2016 Asia in Today’s World (ATW) Program

    ＊九州大学留学生センター教授
			 ＊＊九州大学国際交流推進室助教
		＊＊＊ 九州大学国際交流推進室准助教
	＊＊＊＊ 九州大学国際交流推進室学術研究員
＊＊＊＊＊九州大学国際交流推進室室員

実施期間 2016年６月21日（火）～８月５日（金）

対象者

外国の大学に在籍する学部生及び大学院生で、以下の条件を満たす者。
（1）	 	人格と学業または研究業績が優れており、原則として在籍する大学の推薦を受

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、研究を継続する者
（4）英語を母国語としない者については、TOEFL550点以上の英語能力を有する者
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受講者数
2016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

人数は以下のとおりである。

応募者総数 受入許可者総数 受講者総数
39人 39人 30人

開講科目
人文・社会科学系「アジア研究コース」４科目と「日本語コースを」開講した。

①「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、２単位相当の授業（計30時間）を行った。ATW の規定に従い、「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２コースを選択し受講した。

計

30

ベ
ト
ナ
ム
1

フ
ィ
リ
ピ
ン
3

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
6

中
国
︵
香
港
︶
1

中

国
1

ウ
ク
ラ
イ
ナ
1

イ
ギ
リ
ス
4

ア
メ
リ
カ
13

（単位：人）

定　員 30名

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） 日本語（初級前半～中級後半・全５レベル５クラス） 

奨学金 九州大学全学協力事業基金による奨学金16万円／人を12人に支給

見学旅行
（登録制）

1） 赤米田植体験（糸島市日帰り）　　 	 参加料  1,000円
2） 厳島神社と広島平和記念公園（１泊）　	 参加料25,000円
3） 日本文化体験（茶会・座禅）（半日）     	 参加料 各500円

宿　　舎
以下の組み合わせから希望をとり、調整して割り当てた。
1）４週間ホテル＋３週間ホームステイ ; 2）全期間ホテル ; 3）４週間民間学生寮＋３
週間ホームステイ ; 4）全期間民間学生寮

参 加 費 授業料88,800円（６単位相当）、宿舎費 117,500円～ 244,800円 （宿舎タイプにより異なる）
見学旅行費（見学旅行欄参照）
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  開講科目・授業担当 受講生数

1. Politics and Society in Modern and Contemporary Japan: 

 The continuing struggle for citizen participation and democracy

	 Dimitri Vanoverbeke （レウヴェン・カトリック大学教授）	
15人

2. Death in Traditional Japanese Literature in the Asian Context

	 Noel J. Pinnington （アリゾナ大学准教授）	
15人

3. Mind and Behaviour Across Asia

	 Chun-Hong Gan （マレーシア国立大学講師）	
21人

4. Economic Integration in Asia

	 Pham Vu Thang （ベトナム国立大学 Center for Economic Development Studies 所長）	   
9人

②日本語コースの受講状況
初級と中級で５クラスを開講し、２単位相当（計60時間）の授業を行った。

ゼロ初級 初級１ 初級２ 中級１ 中級２ 計
9人 3人 6人 9人 3人 30人

実施キャンパス
本年度は箱崎地区留学生センターで実施する最後の年となった。アジア研究コース、日本語コース

の多くを留学生センター棟内の教室で実施することができた。（前半の日本語２クラスのみを文系地
区の留学生センター管轄の教室で実施した。）

従来、教室確保には困難が多く、特に留学生センターの通常授業と重なるコース前半には他部局の
教室を借用することもあったが、キャンパス移転が進展し、同センターの日本語授業のうち伊都地区
において開講されているものが多くなったことから、今年は逆に箱崎地区での教室確保が比較的容易
となった。

2 ． 受講者の評価

本年の参加者による本プログラムの評価は例年どおり極めて良好であった。
• プログラムの総合的な評価（有効回答者数： 26人）

大変よい よい ふつう 少し劣る 劣る 評価平均
回答者数 24人 2人 0人 0人 0人 4.92 ／ 5.0

•「アジア研究コース」について（有効回答者数： 27人）

大変よい よい ふつう 少し劣る 劣る 評価平均
回答者数 4人 15人 7人 1人 0人 3.81 ／ 5.0
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•「日本語クラス」と「アジア研究」とのバランスについて（有効回答者数： 27人）

大変よい よい ふつう 少し劣る 劣る 評価平均
回答者数 8人 18人 1人 0人 0人 4.26 ／ 5.0

•「日本語コース」（有効回答者数 ：22人）

満足度平均数 （%） 89.4

• ホームステイについて（有効回答者数： 15人）

満足度平均数 （%） 94.0

全般 大変よい よい ふつう 少し劣る 劣る 評価平均
回答者数 12人 3人 0人 0人 0人 4.8 ／ 5.0

• チューターについて（有効回答者数： 22人）
全般 大変よい よい ふつう 少し劣る 劣る 評価平均

回答者数 11人 7人 4人 0人 0人 4.32 ／ 5.0

担当チューター 大変よい よい ふつう 少し劣る 劣る 評価平均
回答者数 11人 6人 4人 1人 0人 4.23 ／ 5.0

以下、プログラム全体に関してのコメントを一部誤記等を改めていくつか示す。
「Amazing course with very friendly and helpful staff. Well thought out allowing all students to integrate 

together and feel welcome. The structure was good allowing both time to study and explore Fukuoka out  

of free time.」「Apart from making friends from around the globe, I have been culturally and academically 

more educated than before the program.」「This program has allowed me to come into contact with people 

from all over the world, and as a result broadened my perspective significantly. I have also learnt a lot from 

this course, both from my instructors and my friends.」「I love the cultural diversity!!! I learnt so many 

things from many participants who had interesting information and opinions to share.」

3 ．チューター活動を通じた日本人学生の意識変化

本学の学生で本プログラムでチューター活動を行い、その経験を踏まえて、今後海外留学をしたい
と考えるようになったとの回答は毎年多い。１ヶ月以内の短期留学と交換留学を希望するようになっ
たという回答は、今回チューターを務めた学生全体の半数を超えている。この割合は例年に比べると
少ないが、今年度はすでに留学経験を有する学生とすでに留学が決定している学生を多くチューター
として採用したことから、このような数値になった。ATW チューター活動の経験後に「留学は考えて
いない」と回答した学生は１割以下である。また、ATW のチューター活動が、就職を含む将来の活動
に役に立つと思うという回答は７割に上る。
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日本語・日本文化研修コース（16期生）報告

	 郭　　　俊　海	＊

Report on Japanese Language and Culture Course
（JLCC 2015-2016）

1 ．はじめに

九州大学留学生センターの日本語・日本文化研修コース（JLCC: Japanese Language and Culture 

Course）は、海外の大学で日本語や日本文化を専攻した学部生を対象とし、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ことを目的とした１
年間の短期留学コースである。

2 ．概要

2 . 1 　受け入れ人数
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主体となってお

り、最近までの受け入れ人数の推移は次のとおりである。
平成16-17（2004-2005）年度５期生　15名	 平成17-18（2005-2006）年度６期生　10名
平成18-19（2006-2007）年度７期生　21名	 平成19-20（2007-2008）年度８期生　20名
平成20-21（2008-2009）年度９期生　26名	 平成21-22（2009-2010）年度10期生　29名
平成22-23（2010-2011）年度11期生　29名	 平成23-24（2011-2012）年度12期生　44名
平成24-25（2012-2013）年度13期生　34名	 平成25-26（2013-2014）年度14期生　26名
平成26-27（2014-2015）年度15期生　21名	 平成27-28（2015-2016）年度16期生　27名

2 . 2 　受け入れ期間　その年の10月 1 日から翌年の ９ 月30日まで

2 . 3 　16期生の国籍と出身大学
16期生は、12カ国・地域の24大学から計27名が参加している。うち、奨学金受給者は、国費が12名（大

使館推薦10名、大学推薦２名）、JASSO が15名である。表１は16期生の出身国（地域）と出身大学を示す。

＊	九州大学留学生センター教授
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2 . 4 　コースの修了要件　
JLCC のコースは、必修科目、選択必修科目そして選択科目から構成される。コースを修了するに

は、年間30単位（450時間）の履修が必要である。
　 1）必修科目（ 2単位　30時間）と選択必修科目（24単位　360時間）　

　	　	留学生センター開講の「自主研究」、「日本語論（JL: Japanese Language and Linguistics）」、「日本
社会文化論（JC: Japanese Culture and Society）」のうち、「自主研究」が２単位、「日本語論」と「日
本社会文化論」がそれぞれ年間12単位以上の履修が必要である。詳しくは表２のとおりである。

　 2）選択科目　 4単位（60時間）　 
　	　	基幹教育院や各学部等が開講する日本の社会や文化に関する学部学生向けの授業科目を年間２

科目（４単位）以上の履修が必要である。

表１　16期生の出身国（地域）と出身大学

国・地域	 大学名	 人数
韓国	 漢陽大学校	 １
	 江陵原州大学校	 １
	 世明大学校	 １
	 仁荷大学校	 １
	 慶北大学校	 １
	 （中国）清華大学	 １
タイ	 タマサート大学	 １
台湾	 台湾大学	 １
中国	 華中科技大学	 ３
	 広東外語外貿大学	 １
	 中国人民大学	 １
	 同済大学	 １
	 復旦大学	 １
	 武漢大学	 １
トルコ	 チャナッカレオンセキズマルト大学	 １
フィリピン	 ミンダナオ国際大学	 １
ホンコン	 香港中文大学	 １

アメリカ	 ワシントン大学	 １
ドイツ	 ミュンヘン大学	 １
フランス	 国立東洋言語文化大学（INALCO）	 ２
ベルギー	 ルーバン・カトリック大学　	 １
	 ライデン大学	 １
ポーランド	 アダム・ミツキエヴィチ大学	 １
	 ニコラウス・コペルニクス大学	 １

合計　（12カ国・地域）	 （24大学）	 （27名）
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2 . 5   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もできる。

表２　JLCC16期生のカリキュラム
（修了所要単位数：30単位 /450時間）

選択
必修科目

秋学期（10月−３月） 曜日＆
担当者 春学期（４月−９月） 曜日＆

担当者
日本語論（Japanese Language and Linguistics）　　 通年12単位（180時間）

JL 101　日本語の語彙と語法
JL 102　日本語演習 A
JL 103　日本語・日本文化概論 A
JL 104　日本映像文化論 A 
JL 105　日本語総合力をつけよう

金３岡崎
火３斎藤
水１郭
木５川邊
金１疋田

JL 201　日本語のスタイルと表現
JL 202　日本語演習 B
JL 203　日本語・日本文化概論 B
JL 204　日本映像文化論 B 
JL 205　日本語教育学

金３岡崎
金３斎藤
水１郭
木５川邊
水３小山

日本社会文化論（Japanese Culture and Society）  　　通年12単位（180時間）
JC 101　現代日本における若者論
JC 103　現代日本の姿
JC 104　ドラマで学ぶ日本の歴史
JC 105　４コマ漫画にみる日本①＊

JC 106　人と社会を考える＊

火２大神
木２西頭
水３小山
火木３和田
水２金１西頭

JC 201　日本人論と日本社会の変化
JC 203　私のための社会学
JC 204　現代の小説を読む
JC 205　４コマ漫画にみる日本②

火３大神
火２西頭
金２疋田
火５和田

必修科目 自主研究   ２単位（30時間）
ISP （Independent Study Project） 水３金２郭

選択科目 基幹教育院や各学部等が開講する日本の社会や文化に関する学部学生向けの授業科目     
		 通年４単位（60時間）以上

	 ＊１月開講

表３　秋学期の時間割

時限 時間 火 水 木 金
1 08：40 −10：10 JL103 郭 JC106 西頭
2 10：30 −12：00 JC101 大神 JC106 西頭 JC103 西頭 JL105 疋田

3 13：00 −14：30 JC105 和田
JL102 斉藤 JC104 小山 JC105 和田 JL101 岡崎

4 14：50 −16：30
5 16：40 −18：10 JL104 川邊

表４　春学期の時間割

時限 時間 火 水 木 金
1 08：40 −10：10 JL203 郭 JC204 疋田
2 10：30 −12：00 JC203 西頭 ISP 郭　

3 13：00 −14：30 JC201 大神　 JL205 小山
ISP 郭

JL201 岡崎
JL202 斉藤

4 14：50 −16：30
5 16：40 −18：10 JC205 和田 JL204 川邊
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2 . 6 　第16期生の主な年間行事
日にち	 行事内容
2015年
　９月24日（木）～ 25日（金）	 JLCC 生来日
　　　26日（土）	 オリエンテーション＠国際ホール
　　　27日（日）～ 28日（月）	 九重オリエンテーション旅行（JTW との合同）
　　　30日（水）	 留学生オリエンテーション、図書館ツアー
　９月30日（火）～ 10月５日（月）	 JACs オンライン・プレースメントテスト（OT）申込み＆テスト
　10月１日（木）	 基幹教育授業開始
　　　１日（木）　	 平成27年度秋季入学式・外国人短期留学プログラム開講式、	

	 ＆合同懇親会
　　　２日（金）	 福岡市早良区防災センター体験見学
　　　６日（月）～７日（火）	 三者面談
　　　13日（火）	 JLCC 授業開始
　11月１日（日）	 糸島市東風公民館国際交流会
　11月30日（月）	 太宰府戒壇院座禅体験
　12月６日（日）～７日（月）	 長崎見学旅行（JTW との合同）

2016年
　１月６日（水）、12日（火）	 三者面談（２回目）
　　　18日（月）	 JLCC・JTW・研修コース「長崎県被爆体験講話」
　４月８日（金）	 大分（日田市）日帰り見学旅行
　５月９日（月）	 吉野ケ里遺跡見学旅行
　６月６日（月）	 歌舞伎観劇
　　　13日（月）	 ゲストレクチャー
　８月４日（木）	 閉講式・パーティ－
　８月５日～９月７日	 自主研修期間
　９月８日（木）	 JLCC 成果発表会

2 . 7 　自主研究
春学期の必修科目の「自主研究」は、各自が興味のある本（日本に関する内容）を一冊選び読み通

し、２週間に一回読書レポートを書く。提出したレポートをもとに口頭報告を行い、そして学期末に
最終的なレポートを提出する。以下は、学生たちのレポートのテーマである。
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【文献講読】
１．日本の神「須佐之男命」と古代朝鮮半島の渡来人	 シオン
２．日本のＬＧＢＴ　	 アネッテ
３．曽根崎心中からみる日本人の死の美学	 ソー
４．寺院から見る日本人の建築観	 スイン
５．日本語における「アジア」という言葉の意義とニュアンス	 ヒロシ
６．大麻取締り法の真実	 レミ
７．真言密教における修行	 マダ
８．宮崎駿の女性人物	 ノエミ
９．オタクについて	 スルギ
10．引きこもり	 ゼイネップ
11．塾の役割	 ウイム

【社会調査】
12．伊都国には文字文化が存在したのか	 ボジェ
13．日本語と日本における食文化との関連性	 カイ
14．日本の留学生政策の評判	 スンフ　
15．同じ事件をめぐる中日両国の報道及その背景の分析	 シンエイ
16．大学の応援団の文化	 クモ
17．国立大学文系学科のあり様	 ウェイウェイ
18．国産品の購買決定に対する価値観	 ボイ
19．介護現場における人材不足と外国人の受け入れ	 パーラ
20．ひきこもりに近づく	 オウ
21．日本語における曖昧表現	 ラク
22．日本の若者の貧困	 コー
23．日本の失われた10年	 マ
24．日本の祭りの変化	 バク
25．地下鉄の魅力	 ユキ
26．第二言語としての日本語習得における歌の役割	 レイチェル
27．現代における日本庭園の意義	 ルイゼ

3 ．第16期で行った改良

3 . 1 　授業の取り方
授業の取りかたについては、従来通り、秋学期に留学生センターが開講する JACs の各種のスキル

別コース（会話、漢字、読解、作文など）を受講させるとともに、選択必修の「日本社会文化論（JC）」
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の一部の開講時期を遅らせ（１月開講、週２回行う方法）、10月来日からの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。これによって、非漢字圏学習者はもちろん、漢字圏学習者にも留学
生センターが開講する多くの読み書きの授業に慣れさせ、日本語力を伸ばせるのに効果的であった｡ 　　

3 . 2 　必修科目「自主研究」
研修生の日本語の応用力を高めることと、身を持って日本人や日本社会に接する機会を与えること

を目的とし、15期生から必修科目の「自主研究」を従来の「文献講読」と「社会調査」に二分した。
文献講読は従来のやり方を踏襲した（2．7節を参照）。

一方、社会調査では、各自が興味のある（日本に関する）分野からテーマを決め、それについて問
題設定やフィールド・スタディを行う。その進捗状況について２週間に一回口頭発表による報告を
し、学期末にレポートを作成する。研修生たちはインタビュー調査などフィールド・スタディを通じ
て、日本人や日本社会に接する機会や日本人とのインターアクションの機会が増え、興味のある分野
の学習を深めることができただけでなく、日本留学の達成感も味わうことができた。

3 . 3 　エクストラ・カリキュラムの開発
近年、JLCC 生の関心や興味は、日本語よりも日本文化や日本社会一般に移りつつある傾向である。

修了生からは「日本文化を体験できる機会を増やしてほしい」「見学旅行や日本人との交流活動をもっ
と多く行ってほしい」等の声が上がってきている。こういった修了生のフィードバックを踏まえ、体
で日本文化を体験できる活動を増やすことを目的とし、ゲストレク
チャーや課外活動を含むエクストラ・カリキュラムの開発に取り込んで
いる。右図は九州大学比較社会文化研究院・小川玲子准教授によるゲス
トレクチャーの「国際移動とジェンダー」の様子である。

3 . 4 　その他
閉講式の翌日から、９月の成果発表会までの間を「自主研修」期間とし、事前に自主研修計画書、

研修後に研修報告書の提出を義務化した。
学生の指導においては、授業が始まる前（10月１週目）と秋学期の終わる前（１月３週目）に、２

回にわたって JLCC 生全員を対象に一人ずつ三者面談（郭と事務担当の太田里恵子さん）を行った。
面談を通じて、学生の来日後の適応状況や生活上・勉強上の問題点などを迅速に把握し、スムーズな
問題解決につながった。

4 ．コースに対する評価

春学期の「自主研究」の最後の授業時に、JLCC 生によるプログラム評価の報告会を行い、カリキュ
ラムの構成、授業内容、見学旅行及び今後の改善点などの面から、「非常に満足」「満足」「どちらとも
言えない」「あまり満足しない」「満足しない」というように、５段階評価で評価してもらった。　
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１）	カリキュラム（回答者21人）
　	　	カリキュラムの構成・授業内容について、「非常に満足」「満足」と回答した人が17人（85％）

だった。カリキュラムの構成や授業内容に満足しているものの、「政治や経済の授業も開講してほ
しい」といった声があり、授業内容をさらに充実させ学生のニーズに対応したカリキュラムの改
善が必要である。

２）	見学旅行（回答者20人）
　	　	「旅行の場所（内容）」に対しては、「非常に満足」「満足」が17人（85％）だったが、旅行の回

数に対して「非常に満足」「満足」と回答した人が13人（65％）に留まっており、以前と同様に旅
行回数の増加への期待が示されている。

３）	ゲストレクチャー（回答者15人）
　	　	ゲストレクチャーについては、授業の難易度とテーマの適切さを聞いた。授業レベルの難易度

を聞いたところ、「ちょうど良い」と回答した人が12人（80%）、「やさしい」が３人（20％）だっ
た。テーマの適切さについては、「適切だった」が13人（87％）、「あまり適切ではなかった」が２
人（13％）だった。今後、学生のレベルを把握したレベル設定が課題である。

４）	「自主研究」（回答者22人）
　	　	自主研究は、全体として良かった点と問題点について聞いた。その結果、良かった点としては
「より知識を深められた」「自分でテーマを決め、自分で研究を行う方法がいい」「個人指導があっ
ていつも相談できるので良かった」との声があった。一方、問題点として「テーマの選択が難し
かった」「負担が大きかった」との指摘があった。

5 ．今後の課題

前述のとおり、近年日本語・日本文化研修コース生は、ニーズが多様化し、その関心や興味は日本
文化や日本社会一般に移りつつあるようである。彼らのニーズに満たした多様性のあるカリキュラム
をより充実させていくことが必要である。

また、15期生と同様に、プログラム期間中に、日本での就職や、日本の大学院への進学に関する相
談が多々あった。今後、こういった日本語・日本文化研究生を対象とした、就職、大学院進学に関す
るアドバイスや支援をどう提供すべきかが新たな課題となる。





217
九州大学留学生センター紀要，2017，第25号，217－223
Res. Bull. International Student Center, Kyushu U.,
2017, No.25, 217-223

1 ．はじめに

スーパーグローバル大学創成支援事業とは、国の政策として高等教育の国際競争力を向上させ、グ
ローバル人材の育成を図るため、世界トップレベルの大学との交流・連携を実現、加速することを目
標として、大学内の体制強化や国際化を進める大学を重点的に支援する制度である。トップ型大学13
校（世界大学ランキングトップ100を目指す力のある、世界レベルの教育研究を行うトップ大学を対
象）とグローバル化牽引型大学24校（これまでの実績を基に更に先導的試行に挑戦し、我が国の社会
のグローバル化を牽引する大学を対象）が選抜され、本学はトップ型に選ばれた。本章では本学にお
けるスーパーグローバル大学創成支援事業の一環として平成28年年度留学生センターで取り組んでい
る「短期留学受け入れプログラム・グローバルリーダーの九州体験育成プログラム」および「大学院
共通期間教育科目・世界が仕事場」について報告する。

2 ．短期留学受け入れプログラム「グローバルリーダーの九州体験育成プログラム」

2．1　マラヤ大学受け入れプログラムの目的
九州という地理的条件から九州大学とアセアン諸国の大学との関係は深まっており、経済、学術や

観光など様々な面において、九州とアセアン諸国との連携がますます強くなっている。近年、アセア
ン諸国出身の留学生の人数も増加傾向である中、日本との関係性が重要視されているマレーシアの名
門大学・マラヤ大学との交流をより活発にする必要性はある。本学学生をグローバル人材として育成
する観点から、今後の九州大学の学生のアセアン諸国への進出やマレーシアの大学生と九州とのネッ
トワーク強化のきっかけとして短期留学プログラムを企画、実施した。

本短期留学受け入れプログラムは、日本文化理解や日本語能力をもち、将来、国際的な高度人材で
ありながら、グローバルリーダーとして活躍する人材を育てる国際人材教育プログラムである。九州
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 生　田　博　子 ＊

 ＊ 九州大学留学生センター准教授
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後期大学院共通基幹教育科目「世界が仕事場」
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大学では、社会が必要とする問題解決型の教育を行ってきており、それをベースとして海外の人材に
対して九州に短期間滞在してもらい、さまざまな社会の実問題を日本人学生と一緒に考える教育プロ
グラムを構築してきた。特に日本での滞在を通じて、日本文化を理解し、日本語習得の第一ステップ
とし、いろいろな国をつなげられる人材として教育していくことも大きな目的である。本プログラム
により、短期留学の参加学生が日本と母国をベースにして、国際的な舞台で活躍することを目的とす
る。

2 ．2 　マラヤ大学受け入れプログラムの実施内容
短期留学受け入れプログラムの実施は、平成28年10月24日（月）～平成28年11月４日（金）の２週

間で行った。マラヤ大学の学生22名は平成10月23日（日）に福岡に到着し、11月６日（日）に帰国し
た。受け入れプログラムの参加学生は、マラヤ大学の学部生12名であった。プログラムの２週間は、本
学での多様な専門講義（地球科学、環境科学、バイオエンジニアリング、宇宙科学、人類学、IT、国
際関係学、日本語、日本文化等）、日本文化体験（寿司握り、陶芸、茶道など）を行った。また、製造
業の現場、社会インフラ整備、防災センターへのスタディトリップで日本の最先端技術や取り組みを
学習した。プログラムの様々な活動の中でも、特徴的な活動は、九州地域の経済団体との交流であっ
た。滞在期間中、全ての学生はホームステイに参加し、社会人との交流にも参加し、九州の地元の方
とのネットワーク強化を図った。これらの活動により、日本と母国、そして世界を繋ぐ架け橋として
グローバルに貢献できるものと期待される。

2 ．3 　シンガポールからの留学生受け入れプログラムの計画
スーパーグローバル大学創成支援事業の一環として大きな意味をもつ短期留学受け入れプログラム

を様々な国との連携で行うことも非常に重要である。先述したが、九州の地理的要因、そして九州大
学の国際交流における役割を考慮すると、アセアン諸国との交流、連携は本学や本学学生のグローバ
ル化に欠かせない目標である。特にシンガポールはアセアン諸国でも、経済・学術・サイエンスの面
においてその世界的なプレゼンスが高く、本学のグローバル化のために必要なパートナーである。現
在、シンガポールの大学との間において短期留学プログラムを行っていないが、シンガポールの大学
生を九州大学に受け入れ、本学の学生をシンガポールの大学に派遣し、教育を受け、文化を理解し、国
際交流を図る相互間のプログラムが必要であることは言うまでもない。その最初のステップとして、
平成29年度実施を目標にアジアや世界のトップレベルであるシンガポールの大学から本学の短期留学
プログラムへの受け入れを企画している。

2 ．4 　まとめ
平成28年度短期留学受け入れプログラムとして２週間実施し、マラヤ大学の学部生を受け入れた

が、プログラム後のアンケート調査の結果、プログラム全体的に対して90％以上の満足度が得られた。
スタディトリップや文化体験においては平成29年度にむけていくつか課題があり、改善点が考えられ
た。さらに、今年度は実現できなかったが、本学とマラヤ大学との間で相互間短期交換プログラムを
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計画し実施することを目標としている。マラヤ大学においてはマレーシア経済、自然環境、文化など
社会性の高い課題の講義、国際交流活動のプログラムを実施し、受け入れプログラムとして今年度の
ような短期留学プログラムをカスタマイズし、日本の高い技術、文化体験を提供すると共に、本学の
教員チームからシリーズ講義などをマラヤ大学の学生に提供する。なお、シンガポールからの短期留
学受け入れプログラムを計画、実施できるよう取り組む。

3 ．後期大学院共通基幹教育科目「世界が仕事場」

3．1　目的
「世界が仕事場」は、九州大学留学生センターにおけるスーパーグローバル大学創生支援事業の一環

として、グローバル人材とは何かを探求する日本人学生を対象に開講された授業である。一般に大学
が提供する留学支援は、語学の授業、留学プログラムや奨学金制度の充実、留学カウンセリングなど
が挙げられるが、学生の海外留学や海外でのキャリアへの興味を引き出し、涵養することを目的にし
たカリキュラムの例は少ない。近年、日本人学生の海外留学の減少が懸念されており、留学目的や意
識・意欲の変化などの理由が挙げられている。九州大学も例外でなく、スーパーグローバル大学調書
では日本人留学生派遣促進に関する取り組みを提唱するも、平成28年４月25日に開催された学内の国
際交流専門委員会では、留学希望者が増えないことへの懸念から、学生の自主性、広報活動だけに頼
らず新たな取り組みが求められていた。本コースは、そのような状況を打開すべく、大学院共通基幹
科目として全学の学部生、大学院生、留学生を対象に企画したものである。

本コースでは、単に短期留学や海外での研究経験があるというだけでなく、海外の大学や大学院で
学位を取得し、世界の第一線で活躍している日本人（国連職員、研究者、NPO 代表、起業家、ジャー
ナリストなど）を講師として招き、それぞれの仕事や生き様を語って頂き、学生たちが異文化や海外
体験を含む、幅広い体験の意義や意味を考え、グローバル社会での生き方のヒントを得ることを目的
としている。海外で活躍する人々も、色々な事に悩み、失敗を重ね、試行錯誤しながら、国際社会の
中でキャリアを築き人生を歩んできたということを知り、生き方の多様性を学ぶことを期待してい
る。

到達目標
・	学生一人一人がグローバル人材とは何かを探求する。
・	様々な生き方、多様な仕事に触れ、想像力を高め、思考を表現する力を身につける。
・	問いを生み出す訓練から、積極的、批判的に話しを聞く技術を身につける。
・		グループディスカッションを通して、相手の意見を尊重しながらも自分の思考を他人に伝える力
をつける。

3 ．2 　実践
平成28年度後期授業として、毎週水曜日４限 , 15回の講義が行われ、オリエンテーション１回、招聘
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講師７名と本学教員３名による講義10回、グループディスカッション４回から構成される。受講生は、
毎回の授業で、講義に関する質問と感想を含む短いレポートの提出、ディスカッションへの積極的な
参加、学期末のレポートの提出が求められている。全部局より学部生が55名、大学院生が６名、非正
課生（留学生）が９名の70名が単位取得目的に履修しているが、聴講生も多く、毎回100名前後の学生
が受講している。また毎回、本学教職員も積極的に聴講している。

平成28年度後期　「世界が仕事場」カリキュラム

講義日 講師名 所属　・　職位 学　位 専　門 タイトル 要　旨

10/5 生田　博子 九州大学留学生セ
ンター　准教授

オリエン
テーション

10/12 長野　　剛        
朝日新聞社東京本
社科学医療部　記
者

京都大学　
B.S. & M.S.

科学・
医療                     

「ドメス
ティックに
地球市民！」

20年前、旅行大好きな学生でした。
世界を飛び回る記者を夢見て就職
しましたが、いまだ本州しか住ん
だことのないドメスティック人間
です。それでも海外紙に後追いさ
れた「特ダネ」など私がいなければ
世に出なかった記事を、環境や災
害、医療のテーマで多少なりとも
書いてきました。原動力は、世界の
一員として日本の片隅からでも役
立ちたい、という思いです。そう思
わせてくれた様々な国の素敵な
方々との対話について、お話しし
ます。

10/19 石川　智久

NPO 地域再興・
個別化医療支援　
理事長
大阪医科大学大学
院医学研究科　客
員教授（元理化学
研究所上級研究
員、元東京工業大
学教授、ファイ
ザー社主任研究
員、他）

北海道大学　
B.A.- Ph.D.

生体物
理、化学

「国際的『人
財』になるた
めの勇気と
実行」

グローバル化時代における国際的
「人財」になるためには、「自分が国
際人になるのだ！」という強い意
志を持ち、明確な人生目標を定め
て、自己研鑽を続けることが必要
不可欠です。私のモットーは「日本
の石川智久となるのではなく、世
界の石川智久になるのだ！」とい
うことでした。その背景には、論理
的思考能力、異文化に対する興味、
マルチ語学能力（ドイツ語、英語、
スペイン語等）を獲得する努力が
裏付けとなります。

10/26 生田　博子

九州大学留学生セ
ンター　准教授

（元アラスカ州政
府研究機関主任研
究員、元ダートマ
ス大学極地研究所
研究員）

アラスカ州立
大学 B.A. & 
M.A. 

アバーディー
ン大学 Ph.D.  

人類学
「グローバル
社会におけ
る北極圏へ
の夢と挑戦」

20代半ば、短大を卒業し東京の金融
機関で働いていた私は、エスキ
モー・イヌイットを専門にする人
類学者になることを志し、今年３月
末に帰国するまで約20年間アラス
カで生活しました。北極圏は地球上
で最も温暖化の影響を受けている
地域で、近年は野生動物や行類の著
しい現象が問題になっています。ま
た石油、天然ガス、金など豊富な天
然資源の開発が国や地域の経済を
支え、人々は伝統文化と開発のその
狭間で揺れています。グローバル化
の進む現代社会の持続可能な社会
とは何か、グローバル人材とは何
か、共に考えましょう。
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11/2 岩本　　渉

千葉大学　エグゼ
クティブ・ディレ
クター　　　　　
アジア太平洋無形
文化遺産研究セン
ター所長（元ユネ
スコ中等職業技術
教育部長）

東京大学 B.A.             

パリ大学 M.A.

ESD、国
際関係論

「グローバル
化時代に求
められる人
材」

グローバル化に対応できる人材と
いうことが最近よく言われる。語
学が出来、コミュニケーション能
力があればよいのだろうか。文化
的背景についてはどうなのか。ま
た地域社会を担う人材とは全く違
う人材なのだろうか。私自身、通算
13年間海外で学び働いてきたが、
まだ結論は出ていない。皆さんと
一緒に、これらの問題について、多
文化共生や持続可能性といった事
柄とも併せ考えていきたい。

11/9 生田　博子 九州大学留学生セ
ンター　准教授

ディスカッ
ション

11/16 辰野まどか

GiFTグローバル教
育推進プロジェク
ト事務局長（元内
閣府所管団体（財）
青少年国際交流推
進センター職員）

聖心女子大学 
B.A.

SIT Graduate 
Institute M.A.

グローバ
ル教育

「Global 
Citizenship

（地球志民）
で繋がる未
来」

現在、Global Citizenship の育成が
国連を中心に推進されています。
世界をつなぐ Global Citizenship と
は何なのか？一緒に考えていきた
いと思います。そして、学生時代に
繋がった世界が、今もなお、地球志
民を育成する GiFT の活動に繋がっ
ています。Comfort Zone（いつもの
居心地のいい場所）から Learning 
Zone（成長する場所）へ。その一歩
から生まれた未来について、実体
験をお話しします。

11/30 姜　　益俊
九州大学留学生セ
ンター　准教授

（元（株）正興電機
製作所主任研究員）

Chungnam 
National Univ. 
B.S.

九州大学　
M.S., Ph.D.

環境毒性
学、行動
毒性学、
生態毒性

学

「個人の多様
性を磨き、研
究や仕事に
生かせる」

生物は同種や異種間での多様性を
持ちながら、環境の変化、ニーズに
対応し進化しています。社会学的
な観点からは、人種、文化、考え方
や価値観などが混在する場合、そ
の社会がより発展しやすいと言わ
れています。一人ひとりにとって
多様性とは何でしょうか。今後、
様々な選択に迫られる中、個人の
中で多様性を持つか否か、大きな
分かれ道になるかもしれません。
今までの研究や仕事からの経験、
選択の話を伝え、グローバルな視
点や考え方の重要性など話したい
と思います。

12/7 山下　邦明

JSPS バンコク研究
連絡センター長　

（元九州大学言語
文化研究院教授、
元ユネスコ本部事
務局プログラムス
ペシャリスト）

上智大学 B.A. 
政治学、
国際関係

論

「心の中に平
和の砦を築
くとは？」

「戦争は人の心の中で生まれるもの
だから、人の心の中に平和の砦を
築かなければならない」というユ
ネスコ憲章の言葉と出あったのは
大学２年生のとき。それ以来、半世
紀近く NGO、国連機関、大学、政
府間連機関等で働き、多くの国の
様々な人々と出会い、協働してき
ました。その経験を聴講生の皆さ
んとシェアする時間にしたいと思
います。
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12/14 高野　孝子

早稲田大学留学セ
ンター　教授　　
冒険家、NPO 
ECOPLUS 代表　

（元 Japan Times）

早稲田大学
B.A. & M.A.
　     
ケンブリッジ
大学 M.Phil.

エジンバラ大
学 Ph.D.

環境
教育学

「壁を越え
て：リジリ
エントな自
分へ」	

何かをする理由よりもしないこと
の言い訳を見つけるほうが簡単だ。
言い訳ばかりで何もしない人生を
過ごすのと、ほんのちょっぴりの
勇気を出して自分のコンフォート
ゾーンを越えてみるのと、人生は
どう変わってくるだろう。もちろ
ん比較はできないが、真に豊かな
時間は何か、不透明な未来にどう
向き合うかを考えたい。講義では
私自身の経験を振り返りつつ、一
人一人が自分のこれまでとこれか
らを見つめるきっかけとしたい。

12/21 生田　博子 九州大学留学生セ
ンター　准教授

ディスカッ
ション

１/11 小松　太郎

上智大学総合人間
科学部教育学科　
教授 （元政府系援
助機関（JICA）ユ
ネスコ、国連ミッ
ション職員）

上智大学 B.A.     
                               
ロンドン大学 
M.A.

ミネソタ大学
Ph.D.

途上国の
教育開

発、国際
教育

「途上国・紛
争地の子ど
もに教育を：
現場の実践
と研究を架
橋する」

世界で教育を受けていない子ども
たちは6000万人、その半数は紛争
に影響を受けた社会に住んでいま
す。彼らの教育機会を保障するた
めに、これまで私は、政府系援助機
関（JICA）、 国 連 専 門 機 関

（UNESCO）、紛争地での国連ミッ
ション（UNMIK）などに勤務しま
した。現在、取り組んでいる研究
も、現場の経験で生まれた問題意
識に基づいています。多様な世界
を「肌で」知ることは大切であり、
それは自身の生き方を見つめる貴
重な機会ともなり得ます。

１/18 加藤　保之

国連コンサルタン
ト （元国際労働機
関（ILO）アジア太
平洋地域総局コン
サルタント）

ニューヨーク
州立大学 B.A.
                      
神戸大学　
LL.M.

マヒドン大学
M.A.

人権、
法律

「ASEAN で
の国際協力
活動を志し
て：大学院
留学から国
際機関勤務
まで」

私はマヒドン大学（タイ）人権研究
専攻修士課程を卒業し、タイ国家
人権委員会・人権侵害調査小委員
会オブザーバー、国際アムネス
ティ・タイ委員会リエゾン、国際
赤十字赤新月社連盟（IFRC）プロ
ボノ研究員、国際労働機関（ILO）
アジア太平洋地域総局インターン、
同コンサルタントなどを務めまし
た。講義では「ASEAN 留学にどの
ような意義があるのか」「国際NGO
や国際機関で仕事をするためにど
のような準備をすれば良いのか」
などについてお話します

１/25 稲葉美由紀

九州大学言語文化
研究院　准教授　

（元国連職員、元
（株）リクルート社
職員）

コロラドカ
レッジ B.A. 

ミネソタ大学
M.A.

デンバー大学
Ph.D.

社会福
祉、公共

政策

「開発途上国
とアメリカ
から見る日
本：社会福
祉は社会と
心の豊かさ
のものさし」	

「誰も置き去りにしない」世界を目
指して－国連の「持続可能な開発目
標（SDGs）」の基本理念で社会福祉
とも深くつながっています。福祉課
題は身近な生活問題であり他人事
ではありません。誰もが安心して普
通に暮らせるインクルーシブな社
会へ向けて、これまで国際機関

（UNESCAP 等）で途上国の貧困・
社会開発と研修、その後アメリカで
社会政策、貧困格差、エイジングに
関する研究、現在は日本におけるケ
アと地域づくり、障害、社会企業等
に関する研究実践に取り組んでい
ます。私のジグザクなキャリアパス
から学んだことや失敗談も含めて
お話ししたいと思います。
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2/1 生田　博子 九州大学留学生セ
ンター　准教授

ディスカッ
ション

3 ． 3 　まとめ
この章を執筆現在（平成28年12月２日）、本コースは15回の講義中８回目を終えたばかりであり、そ

の成果の評価はできないが、学生や教職員からは、国際的人財や地球市民、グローバル人材を考える
上で、大変有意義な講義であるとのフィードバックを頂いている。また、学内の教職員の来学期以降
の開講依頼や、他大学からの参加や見学などの依頼等も多い。もともとこのコースは、海外在住で国
際的に活躍している日本人を招聘講師として迎えることが目的だったが、予算の大幅な削減のため、
やむを得ず平成28年度は日本在住の方を招聘することになったが、将来的には海外在住で国際的に活
躍する日本人を招き、幅広くグローバル人材とは何かを探求する授業に発展させたい。

4 ．総括

本学における平成28年度スーパーグローバル大学創成支援事業として、留学生センターが取り組ん
だ事業を紹介した。「短期留学受け入れプログラム・グローバルリーダーの九州体験育成プログラム」
のマラヤ大学受け入れプログラムは、九州大学のグローバル化、九州大学学生のグローバル人材とし
ての体験、優秀な海外の大学生の本学への短期留学実現や九州大学の国際交流・連携の強化といった
目的で行った。そして、「大学院共通期間教育科目・世界が仕事場」は九州大学に在籍している日本人
学生や留学生にグローバルに働く意味の再確認、心得といったグローバル人材として備えるべき意識
の学習、議論のチャンスを与えている。グローバル人材の育成や大学のグローバル化の達成にはさま
ざまなアプローチや方法があると考えられるが、本学の留学生センターでは今後もこれらの活動を深
め、全学に伝授できる方法論としても確実していきたいと考える。
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執　　筆　　者

（執筆順）

Jordan Pollack	 九州大学留学生センター教授

Masa Higo	 九州大学留学生センター教授

中　村　テーマ	 筑紫女学園大学教授

新　部　健太郎	 ダンサー、中国武術教室講師

皆　川　剛　志	 スポーツマッサージ師

山　口　千　春	 舞踏家

高　祖　公　三	 音楽家

金　　　珽　実	 九州大学留学生センター講師

白　圡　　　悟	 九州大学留学生センター准教授

小　山　　　悟	 九州大学留学生センター准教授

中　原　郷　子	 九州大学留学生センター非常勤講師

藤　田　恵里子	 九州大学留学生センター非常勤講師

今　井　亮　一	 九州大学留学生センター准教授

脇　坂　真彩子	 九州大学留学生センター講師

斉　藤　信　浩	 九州大学留学生センター准教授

郭　　　俊　海	 九州大学留学生センター教授

山　田　明　子	 九州大学留学生センター講師

横　森　大　輔	 九州大学言語文化研究院助教

大　神　智　春	 九州大学留学生センター准教授

西　原　暁　子	 九州大学国際交流推進室准助教

岡　崎　智　己	 九州大学留学生センター教授

カルディナル・マリア・グラシタ	 九州大学国際交流推進室室員

東　川　甲　平	 九州大学情報科学研究院准教授／留学生センター兼任

高　松　　　里	 九州大学留学生センター准教授

姜　　　益　俊	 九州大学留学生センター准教授

岩　崎　真　紀	 九州大学国際交流推進室助教

平　川　春　美	 九州大学国際交流推進室室員

生　田　博　子	 九州大学留学生センター准教授
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