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　学部に在籍する留学生が大学で所定の単位を取得していくためには，講義を聴く，ノートをとる，ゼミで発表する， 

レポート・答案を書く，ディスカッションをするなど，高度な日本語運用能力が要求される。授業ではその養成を

行うとともに，日本人学生や教官とのコミュニケーション能力の育成や，日本社会・文化に対する理解を深めるこ

とを目的としている。

　2007年度言語文化［日本語］の科目および受講者数は以下の通りであった。

期 対象 内容 時間 担当者 受講者数 コード

１期（１年前期）

文系 文章表現 月３限 秋山 12 0011324
口頭表現 木３限 西田 12 0014324

理系 文章表現 火２限 村上 ２ 0012242
口頭表現 木２限 魚住 ２ 0014241

工学（国） 口頭表現 月２限 秋山 ８ 0011257
文章表現 水２限 魚住 ８ 0013251

工学（私） 文章表現 月２限 村上 11 0011258
口頭表現 水２限 鷲見 11 0013252

２期（１年後期）

文系 口頭表現 木３限 村上 12 0024332
文章表現 金２限 秋山 12 0025224

理系 文章表現 火２限 村上 ２ 0022241
口頭表現 木２限 魚住 ２ 0024241

工学（国） 口頭表現 月２限 西田 ８ 0021260
文章表現 水１限 魚住 ８ 0023136

工学（私） 文章表現 月２限 秋山 11 0021259
口頭表現 水１限 鷲見 11 0023137

３期（２年前期） 文系 文章表現 火１限 浮葉 1２ 0032112
４期（２年後期） 文系 文章表現 木１限 浮葉 1２ 0044112

クラス

　文系：文学部・教育学部・法学部・経済学部・情報文化学部社会システム情報学科

　理系：医学部・理学部・農学部・情報文化学部自然情報学科

　工学（国）：工学部（国費留学生・政府派遣留学生）

　工学（私）：工学部（私費留学生・日韓理工系留学生）

授業内容および反省

１年前期
文系・文章表現（秋山）

　脱国家的な地球的問題群のひとつを共通テーマとし

て取り上げた。テーマについての理解を深める過程で

読む練習，書く練習をした。最終目標は，共通テーマ

に基づくレポート作成にある。共通テーマは「グロー

バリゼーション」であった。「市場原理主義」「グロー

バル・キャピタル」「グローバリゼーションへの懸念」

の各小テーマに関する資料を読むなかで読む力の養成

を，そしてレポート作成作業のなかで書く力を養成し

た。

教材：作成教材（新聞，雑誌，VTR）

文系・口頭表現（西田）

　大学という環境における日本語の使用能力（教室内

外の）を高めることを目標として授業を行った。特に，

分かりやすく話すためのポイント（グルーピング，ラ
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工学系（国）・文章表現（魚住）

　読解能力や論理的な文章を書くための基礎力を養成

することを目的に，日本の大学生・文化・社会，科学

技術を扱った資料の読解，および，要約，意見，ポイ

ントを整理して書く練習を行った。その他，文体，原

稿用紙の書き方，句読点の打ち方，板書文字の読み方，

レジュメの書き方，簡単な発表等も行った。インター

ネットの読解支援システムの利用も奨励した。教材に

は新聞および『論理的な文章の書き方』（抜粋）を使

用した。読解のワークシートは構成に意識がいくもの

とし，作文発表での相互批評等も通じ，ポイントを整

理して書くことに除々に慣れるようにした。定着もよ

かったが，学生のレベルにあわせた読解教材の量の調

整が課題である。

工学系（私）・文章表現（村上）

　メール文・マニュアル文など実際的な文章作成の演

習とともに，レポート作成にあたって資料を多角的・

批判的に読み，要点や問題点をまとめる練習を協働的

な活動を通じておこなった。具体的には問題意識に応

じて各自集めた資料をペアでお互いに質問しながらま

とめ，資料に書かれた事実と意見，さらにそれに対す

る自分の意見や疑問などのまとめ方を中心に活動を

行った。クラスメイトと情報交換をする中で，論点に

適合した重要な部分を自分のことばで伝える練習を行

う経験が，文章を書く際にも多角的な視点を取り入れ

ることができるようになったと考えられる。

工学系（私）・口頭表現（鷲見）

　発表の技能を身に付けることを第一の目的とし，イ

ンタビュー活動とブックレビューを中心的な活動とし

た。インタビュー活動は，「多くの人に意見を聞いて

みたいこと」を選び出し，できるだけ多くの人にイン

タビューをし，その結果をグループでまとめ，考察を

加えて発表することを課した。段階毎に，グループで

目標を決めさせたことにより，グループ間の競い合

い，グループ内の相互の働きかけを促すこととなっ

た。ブック・レビューは，『人は見た目が９割』（竹内

一郎・新潮新書）を，章分担し，レジュメに基づく報

告と語彙テストを課した。レジュメ・語彙テストを相

互評価としたことは，各自の意識を高める上で効果的

であったようだ。

ベリング，オーダリング，ナンバリング，曖昧な表現

の回避等）について学び，日本語ネイティブと同じク

ラスでよりわかりやすい発表をするための基礎的な練

習を行った。その際，魅力的に話せるようにはどうし

たらよいかを考えさせた。また，編集能力を高めるた

めに，同じ素材を使って話す順序を変えるだけで全く

異なった結果が生じることを見た。

理系・文章表現（村上）

　レポートや答案で用いる表現・語彙を広げることと

幅広い内容の文章を速読できる力をつけることを一つ

の目標とし，メール文，説明文，意見文などできるだけ

実際に近い多岐にわたるタスクを用いて演習した。コ

ンピュータを使って情報収集を行い，その情報を使っ

た引用の書き方や要約など，多くの文章を書く練習を

行った。クラス人数が少なかったため，きめの細かい

指導ができた。

理系・口頭表現（魚住）

　聴解能力，論理的に話す能力を高めるため，日本文

化・社会，科学に関するニュース・ドキュメンタリー

等のビデオを用いて情報を取り，内容をまとめて伝達

する練習とディスカッション，ポイントを整理して話

す練習，口頭発表を行った。その他，ノートテ―キン

グ，レジュメの書き方も練習した。教材としては，自

主作成教材，および『留学生のための大学の授業への

パスポート』（抜粋）を使用した。学生の聴解能力は高

かったが，ポイントを整理した論理的な話し方の定着

はよくなかった。学生の課題への取り組み方に省力化

志向が強かったためではないかと思われるが，これへ

の対応が課題である。

工学系（国）・口頭表現（秋山）

　話す力，聞く力の練習。脱国家的な地球的問題群の

ひとつを共通テーマとして取り上げた。テーマについ

ての理解を深める過程で話す練習，聞く練習をする。

最終目標は，共通テーマに基づく口頭発表にある。共

通テーマは「格差と成果主義」である。「戦後日本社会

の富裕層」「現代日本社会の格差」「成果主義」の各小

テーマに関する資料を利用し，情報伝達，大意伝達，

質疑応答などの活動を通じて話す力の養成を行った。

教材：作成教材（新聞，雑誌，VTR）
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１年後期
文系・口頭表現（村上）

　ロールプレイ・ディベートを中心に授業を進めた。

毎回ビデオ録画し，フィードバックに用いた。ディ

ベートでは，学習者はテーマについて事前に調べ意見

をまとめて授業に出席することが求められた。９の

テーマについて活発なディベートが行われ，回を追う

ごとに学習者の表現や意見の述べ方が上達していっ

た。特に順番に担当した審判の経験が次の討論者に

なった際の意見の述べ方に非常に参考になったと述べ

ている。授業前にポートフォリオ評価について十分に

説明を行ったため，授業終了後に提出された各自の授

業ファイルは大変充実したものとなった。

文系・文章表現（秋山）

　脱国家的な地球的問題群のひとつを共通テーマとし

て取り上げた。テーマについての理解を深める過程で

読む練習，書く練習をする。最終目標は，共通テーマ

に基づくレポート作成にある。共通テーマは「格差と

成果主義」である。「戦後日本社会の富裕層」「現代日

本社会の格差」「成果主義」の各小テーマに関する資料

を読むなかで読む力の養成を，そしてレポート作成作

業のなかで書く力を養成した。

教材：作成教材（新聞，雑誌，VTR）

理系・文章表現（村上）

　レポートの書き方に関するタスク練習を行った後，

学習者の関心の高いトピックに関して専門雑誌などを

用いて内容をまとめ，意見を書く練習を行った。具体

的には，生物学に関する最近の傾向を表したいくつか

文章を読み，レポートのテーマを決めた。問題意識を

明確にし，アウトラインを作成した後，インターネッ

トを使って資料を収集し，資料の質や関連性などの検

討を行った。レポート全体の構成や文章の推敲など繰

り返す中で，自分の力で次第に論旨の明確な筋の通っ

たレポートに仕上げることができた。

理系・口頭表現（魚住）

　前期に引き続き，前期よりは長めの日本社会・文化，

科学に関するドキュメンタリー番組等のビデオの視聴

とディスカッション，ポイントを整理した話し方，討

論，ディベート，口頭発表を行った。映画の視聴も行っ

た。教材としては，自主作成教材および『日本語口頭

発表と討論の技術』（抜粋）を使用した。少人数の上

に，討論やディベートで欠席者がありやりにくかった

が，参加した日本人学生が論理的で明確な話し方をし

てくれたので，学生にとってはよいモデルになった。

前期よりは学生に論理的な話し方への受容態度が見ら

れたが，能力の割にはあまり向上したとは言えない。

前期同様，学生の省力化志向への対応が課題である。

工学系（国）・口頭表現（西田）

　大学という環境における日本語の使用能力（教室内

外の）を高めることを目標として授業を行った。特に，

分かりやすく話すためのポイントについて学び，日本

語ネイティブと同じクラスでよりわかりやすい発表を

するための基礎的な練習を行った。その際，魅力的に

話せるようにはどうしたらよいかを考えさせた。ま

た，曖昧な表現を回避しながら話せるように，ビデオ

資料などを用いて曖昧な表現について学び，その回避

の仕方を考えた。話し言葉と書き言葉の違いを学ぶた

めに，同じ目的（先生に頼む）を達成するためにどの

ような言葉を使えばよいかなどを学んだ。

工学系（国）・文章表現（魚住）

　各自がインターネットで選んだ新聞記事の読解と小

発表（読解支援システムを利用）を行った。また，レ

ポートの書き方，図表の説明の仕方，引用の仕方，参

考文献の書き方などについて学び，各自自由なテーマ

でレポートの作成と発表を行い，最後に小冊子にまと

めた。教材は，自主作成教材を使用した（参考教材：

『研究発表の方法』『論理的な文章の書き方』）。前期よ

り意欲的な姿勢が増し，発表や相互批評を通じて学び

合えたのではないかと思う。また，人数の関係で小発

表を１回しか行えなかったが，資料の丸写しを避ける

ため，発表内容の構成・ポイントを，発表準備段階で

TA の助けを借りて考えさせるようにしてみたが，さ

らに工夫が必要である。

工学系（私）・文章表現（秋山）

　脱国家的な地球的問題群のひとつを共通テーマとし

て取り上げた。テーマについての理解を深める過程で

読む練習，書く練習をする。最終目標は，共通テーマ

に基づくレポート作成にある。共通テーマは「グロー

バリゼーション」であった。「市場原理主義」「グロー

バル・キャピタル」「グローバリゼーションへの懸念」
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の各小テーマに関する資料を読むなかで読む力の養成

を，そしてレポート作成作業のなかで書く力を養成し

た。

教材：作成教材（新聞，雑誌，VTR）

工学系（私）・口頭表現（鷲見）

　ディベートと新聞記事活動を中心的な活動とした。

ディベートは，情報収集・分析力及び論理的に話す力

を高めることを主な目的とした。実施前の準備，実施

後の録画を用いた振返りに時間をかけたこと，ゲスト

審判を招いたことにより，活動の意義を高めることが

できた。新聞記活動は，毎回各自関心を持って読んだ

新聞記事を持ち寄り，その内容をパートナーに紹介す

る活動を行なった。話題を拡げること，語彙を増やす

こと，わかりやすく簡潔に話す力をつけること，及び，

積極的な聞き手役割を果たせるようになること，自律

的な学習能力を高めることを目的とし，それぞれの目

的に応じた課題・教室活動を課した。適切な評価が今

後の課題である。

２年前期
文系・文章表現（浮葉）

　日本社会・日本文化に関する文献等を読み理解を深

めるととともに，レポートや卒業論文に必要な論理的

な文章の書き方を学んだ。オタク文化，韓流，ニート

問題の中からテーマを選び，資料を読みながら，アウ

トラインと序文を作成した。

教 材：戸田山和久『論文の教室―レポートから卒論ま

で』日本放送出版会

工 夫・反省：読解教材を補完するビデオ教材を作成

し，興味を引きつけようとした。TA の協力を得て，

E-mail で作文や発表のレジュメを添削した。遅刻・

欠席の多い学生への対応に苦慮した。

２年後期
文系・文章表現（浮葉）

　前期で学んだ内容をふまえ，より高度な読解力，文

章表現力の向上を目指した。要約と引用の方法を中心

に学び，興味のある本の内容を紹介するレポートを作

成した。

教 材：平野啓一郎『本の読み方―スローリーディング

の実践』PHP

工 夫・反省：社会，経済，教育，心理など幅広い分野か

らここ数年話題となった新書を十数冊準備し，選ん

でもらった。レジュメ作成の段階で内容を把握して

いるどうか，もう少しチェックする必要があった。

前期同様，遅刻・欠席の多い学生への対応に苦慮し

た。


