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人文系大学院における留学生向け日英語カリキュラムの開発
佐久間淳一

留学生 30万人計画がいよいよ実施されることにな
り，今後，一層留学生の増加が見込まれるが，留学生

ては別途報告書を刊行するので，詳細は報告書を参照
されたい。

受け入れに伴って生じる問題は少なくない。特に，留
学生の教育言語の問題は，留学生に対する教育内容や

１．大阪大学の訪問調査

留学生の教育成果に直結するため，早急な検討が迫ら

訪問者：羽賀，佐久間，吉武

れている。すなわち，留学生30万人計画では，英語

訪問日：10 月 29 日㈭

のみで卒業，修了できるコースを設置することが強く

訪問先⑴：文学研究科

求められているが，人文系の学部・大学院には高度な

調査内容：エラスムス・ムンドゥス英語授業に

日本語能力が必要とされる分野があり，そうしたコー
スがなじむのかどうか，また，仮に英語による授業を
行うとしたら，留学生の能力やニーズとの関係でどの

ついて
面会者：和田章男教授（国際連携室長）
，
須藤訓任教授，金水 敏教授

ような課題があるのか，他方，従来どおり，日本語に

訪問先⑵：文学研究科国際連携室

よって授業を行う場合，日本語能力が足りない留学生

調査内容：留学生向け日本語教育について

に対してどのような指導を行なえばよいのか，特に，

面会者：鄭聖汝専任講師

学位論文執筆に向けた日本語能力の向上にどのように

２．東京大学の訪問調査

取り組めばよいのか，といった問題を早急に検討しな

訪問者：周藤，佐久間

ければならない。

訪問日：11 月４日㈬

そのため，教育研究推進室では，今年度，総長裁量
経費を得て，人文系大学院における留学生向け日英語

訪問先⑴：人文社会系研究科国際交流室日本語
教室

カリキュラムの開発というプロジェクトに取り組むこ

調査内容：留学生向け日本語教育について

とにした。本プロジェクトでは，英語による授業や留

面会者：寺田徳子専任講師

学生の日本語能力向上に関して，国内外の大学の状況

訪問先⑵：留学生センター

を調査すると共に，先進的な取組をしている大学から

調査内容：留学生向け日本語教育について

講師を招き，教員や TA 向けの研究会や講習会を開催
することによって，留学生の教育言語の問題の解決に

面会者：菊地康人教授（センター長）
３．ソウル大学校の訪問調査

向けた組織的な対応を具体化することを目指してい

訪問者：羽賀，池内，周藤，佐久間，吉武

る。本プロジェクトの担当者は，教育研究推進室員で

訪問日：12 月 10 日㈭，11 日㈮

ある羽賀，金山，周藤，佐久間，吉武に池内を加えた

訪問先⑴：人文大学

６名。なお，当プロジェクトは，国外の大学の取り組

調査内容：人文大学における英語教育について

み状況を調査するため，文学研究科マネジメント経費

面会者：Byun, Chang-Ku 教授（学長）
，

からも資金を得ている。
2009年末までにプロジェクトが行った活動は以下
の通り。今後行う活動も含め，本プロジェクトについ

Kim, Kihyeon 教授（教務副学長）
訪問先⑵：人文大学国史学科
調査内容：英語による韓国史の授業について
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面会者：Milan Hejtmanek 副教授
訪問先⑶：人文大学英文学科
調査内容：ソウル大学校における英語教育につ
いて

面会者：Kim, Myung-Hwan 教授（教務処長）
４．国際基督教大学の訪問調査
訪問者：吉武

面会者：Lee, Yong-Won 助教授

訪問日：12 月 15 日㈫

訪問先⑷：言語教育センター

調査内容：英語による授業について

調査内容：ソウル大学校における英語教育，お

面会者：大西直樹教授（広報センター長）

よび留学生向け韓国語教育について

佐野好則上級准教授，

面会者：Sohn, Chang Yong 教授（センター長）

大森佐和准教授，

訪問先⑸：人文大学東洋史学科

Christopher Simons 准教授

調査内容：人文大学における英語授業について
面会者：Kim, Hyong-Chong 教授（学科長）
，

５．京都大学文学研究科の訪問調査
訪問者：周藤

Park, Su-Cheol 副教授，

訪問日：12 月 15 日㈫

Park, Hun 助教授

調査内容：留学生の受入れ方針および教育体制

訪問先⑹：ソウル大学校本部
調査内容：ソウル大学校の国際化に対する取組

Ⅱ

について

について
面会者：苧阪直行教授（研究科長）

ソウル大学校人文大学で行われている英語による授業
吉武純夫

韓国の大学において，国際化の一端として英語によ

ついて，６つのインタビューを行った。一泊二日とい

る授業が近年活発に行われているということを聞くこ

う急ぎ足であったが，政府からの具体的な財政支援も

とが多い。総長裁量経費を受けたプロジェクトの一環

受けて進められている授業の英語化について，かの先

として，教育研究推進室のメンバーから４人（羽賀，

達から，参考にすべき多くの貴重な情報を得ることが

周藤，佐久間，吉武）が，日朝関係史を専門としてい

できた。得られた情報の詳細やそれに対する考察は総

る池内敏教授にも加わってもらい，2009年 12月 10 日

長裁量経費の報告書に譲るが，その予告編して，私の

から 11 日にかけてソウル大学校を訪問して聞き取り

とったメモの中からいくつかの点を紹介したい。

調査を行った。私たちは，特に文学部・文学研究科に
おいて専門授業が英語で行われる際に生じやすい問題
点や特殊事情を探るべく，ソウル大学校全体とその文

〈国際化の３つの柱〉
ソウルの人文大学では国際化を次の３つの形で目指

学部に相当する人文大学で行われている国際化戦略，

している。その１つめは，⑴留学生を増やしていくと

英語による授業，そして留学生のための教育の実情に

いうことである。留学生の数は，この３年間で 5.3％
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（2006年）から13.9％（2009年）と増えていて，今後
20％を目標としているという。当然，留学生のための

リカ）の部門で外国人の教員を受け入れる予定があ
る。

語学教育や韓国文化教育の授業にも力は入れているよ

韓国史学科では，去年よりアメリカ人教師が英語で

うであるが，これに関しては，名古屋大学の留学生セ

授業を行って成功しているとの評価がある。東洋史学

ンター等で行われていることとさほど変わりはないよ

科では，東南アジア史を講じる外国人教師を３年間ほ

うに思えた。２つめは，⑵韓国人学生を海外に送り出

ど探したが，大学側の提示する条件で来てもらえる人

すということである。
「シルクロードプラン」という

材を見出すことができず，あきらめて，非常勤講師を

企画があり，学生が外国の希望の大学に６ヶ月行って

任用したという。どういう科目を英語で行うかという

単位をとってくるというもので，毎年 20‒50名が参加

ことは，大きな問題である。朱子学は難しすぎて，東

している。院生には，国際発表をすることを薦めてい

南アジア史や韓国史よりも英語で講じるには不向きだ

る。読めるだけでなく，使えるようになることを目指

ということも経験から学んだという。

しているという。３つめは，⑶外国人の教員を増員す

外国人教員だけでなく，韓国人の教員（外国で学位

るということである。これは主として英語による専門

を取った人）も，英語で授業することが期待されてい

授業を増やすということである。それは，留学生のた

る。国民大学という所では，昨年より，新任の先生に

めでもあり，韓国人学生の国際化のためでもあるとい

は韓国人学生に対して英語での授業を持つことが条件

う。

とされた。高麗大学では，同じことを数年前からはじ
めていたという。しかしソウルの人文大学ではそこま

〈政府からの要請と予算措置〉
ソウル大学校では全学的に，英語で授業する教員に
対して，特別報酬と授業負担の軽減という２つのイン

ではしていない。また，学部学生にも，卒業のために
は英語による授業を２つ以上履修しなくてはならない
という規則を設けている。

センティブを与えている。具体的には，英語で授業を
する先生には，最初に200万ウォン（約16万円）支給
し，３期分行うと１期分のノルマを免除するという。

〈英語自体および韓国語の教育〉
また，他部局が英語一辺倒なのに対抗して，人文大

このような施策をはじめた理由は，政府の教育部の方

学では，卒業生が外国語を２つ使いこなせるようにす

針である。外国人教師を雇うことに特化された財源も

るという方針を掲げている。

与えられている。それはソウル大学校が政府に要望し
てかなえられたという側面もあるという。

学生自身が英語力を強化するためには，ソウル大学
校の言語教育院というところで，早朝や夕方など授業
と重なりにくい時間帯あるいは休み期間に，有料だが

〈人文大学における英語による授業〉
工科系学部への留学生には韓国語を学ぼうとしない
傾向があるのに対し，人文科学を学びに来る留学生は

より実践的な力を身に付けられる英語講座を用意して
いる。そこでは，会話ではなく，学習発表，論文書
き，討論などを教える。

韓国語や韓国文化を学ぶ意欲が強いということもあ

留学生への韓国語教育は，言語教育院に1‒6 級とそ

り，英語の授業に対する需要は部局によりかなり異な

の上の研究クラスが用意されている。留学生となる条

るという。また，人文大学では，授業を英語で行うと

件として，４級以上を求めているが，実際は６級程度

き，経営大学や工科大学等の他部局でよりも問題が生

が必要であるという。人文大学の例えば国語国文学の

じやすいという認識を持っていた。つまり，文学や歴

学生に求められる韓国語は，さらに高度であるため，

史は，「情」を表現する必要があり，それは外国語で

言語教育院としては苦心しているという。

は簡単ではないという。しかし，英語で教えることも
社会から求められており，いくつかの専門教育は英語

〈問題点〉

で行っている。人文大学では英語で教えることを前提

韓国人教員が英語による授業をする場合の問題点と

に複数の外国人教師を採用している。人文大学の正規

しては，インセンティブを与えるために，金銭的な負

の教員 170人のうち，外国人は５人である（中国語，

担が増加しているということ。教える先生も native で

韓国史，宗教，哲学，イスパニア学）
。終身雇用でな

ないだけ，単語がすぐに出てこずスムーズに話せない

い外国人教師は25 人いる。今後の予定としては，地

など，効率的にできないと口にされていた先生もい

域文化（インド，東南アジア，イスラム，日本，アフ

た。ソウル大学本部の見解としても，人文系の場合
95
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は，英語で授業することが他所より難しいという事情

リカ人教授の言葉である。

は分るという。本部としては，各部局に英語で教えよ
と強制するのではなく，インセンティブを与えるとい
う形を取っている。

以上のように，国際化という要請の下で，人文学の
授業をいかに英語で行うかという，日本の私たちとほ

優秀なネイティブ・イングリッシュ・スピーカーを

ぼ同じ課題を抱えたソウルの人文大学は，一足早くそ

スタッフとして適当な学科に着任させることができれ

れに取り組んでいくつかの解決策のモデルを見出して

ばよいが，待遇の面で難しいことも多い。しかし，韓

いる。また，いかなる政治的支援がありうるのかとい

国やアジア自体を研究している学者であれば，来てく

うこともここに垣間見ることができた。名古屋大学の

れる人も比較的見つけやすいという。また，スタッフ

文学部・文学研究科において今後どのような形で外国

として雇うのでなくとも，教授交換プログラムを行

語による授業を開講していくのが賢明であるかについ

い，優秀な研究者を短期間招いて講義してもらうのも

て，多くの示唆がここから得られるように思う。

いい刺激となるだろう，とは韓国史を教えているアメ

Ⅲ

英語で実施された授業についてソウル大生と面談
池内 敏

2009年 12 月 11日㈮午後４時から約１時間にわたっ

だ具体的ではないものの研究職に就くか，政府機関で

て，ソウル大学校人文大学（日本でいう人文学部ない

働きたいと話してくれました。彼は高校時代の第二外

しは文学部）東洋史学科セミナー室で，標記のことに

国語に日本語を選択していたとかで，少々ならば日本

かかわって２人の男子学生に話を聞きました。

語の聞き取りができるものの，十分にはわからないと

まず，２人の学生について簡単に紹介しておきま

言っていました。

す。
１人は法科大学（日本でいう法学部）４年生男子
で，いまは司法試験の準備が忙しいので英語の勉強が

①１，
２年生のときに受けた「大学英語」について
（＊「大学英語」については，ほかの先生が書いて

疎かになっているが，将来は UN で働きたいとの希望

くださると思います）

をもっている学生です。彼は高校生のときにフランス

英語での討論や論文作成は，とても勉強になった。

語を第二外国語として選択しており，UN で働くため

授業は週２回で，毎回たくさんの宿題が出たので，毎

には英語とフランス語の両方をマスターしておきたい

日その宿題をするのに時間を使った。先生は，カナダ

とも話していました。また，彼は中学生のときに２年

人と元在米韓国人だったが，カナダ人による自由討論

間大阪で暮らした経験があるとのことで，日本語が上

はとても良かったといいます。

手でした。
もう１人は法科大学２年生男子で，将来の希望はま
96
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②専門科目の授業が外国語で行われることについて

ような授業で，多様な国からの留学生とともに共通言

学生の１人は 1940年代以後の日本現代史に関心が

語（英語）で学ぶという利点もあるかもしれない。し

あり，日本史の授業をいくつか受講したそうです。受

かしながら，同じ英単語に込められた意味内容が出身

講して感じたのは，例えば「安堵」という日本史固有

地によって異なっている場合もあるから，留学生との

の歴史用語にぴったり収まる韓国語の用語がなく，そ

あいだで理解の衝突を来すこともあるように思う。そ

のため「安堵」と関わる日本史の理解が十分には深め

うした概念の差異をもたらした歴史的背景を考慮に入

られなかった，ということだといいます。これは日本

れなければならないとも思う。たとえば，英語による

史学固有の用語が韓国語でいかに良く翻訳されるかど

韓国史概論の際に，朝鮮と中国との関係を tribute /

うかが，韓国人が日本史を深く理解する上で重要だと

tribution という単語で説明したときに，英語圏の学生

いうことでもあるようです。こうした良い訳語の不在

は朝鮮が中国の属国であるという印象を受けていたよ

が学問の理解にも影響を与えていることについては，

うだが，韓国人からすれば，それは誤った捉え方だと

担当教員も同じように感じていたようだとのことで

感じる。tribute / tribution（朝貢する／朝貢）というの

す。

は，朝鮮側の主体的な選択による外交政策の一種に過

ところで，こうした問題の解決方法の１つとして，
韓国人受講生を対象に，日本語で日本史を教授すると

ぎないから，それを属国と呼ぶのはふさわしくないと
思うからである。

いう方法もあると思われます。この点について学生

学生によれば，結局のところ英語による講義は，ひ

は，日本史を日本語で行うことよりも，良い韓国語訳

とつの物事について理解を深めるというよりは，広く

がなされることの方が重要だと思うと話してくれまし

浅く理解するものだと思うといいます。そしてこの学

た。その理由については，大学の中で日本史が理解さ

生が英語による授業を受講した動機としては，英語の

れることを前提にすればそうした方法でも良かろうと

実力を向上させたい気持ちがあり，また，英語で自分

思うが，日本史についての理解が広く大衆的に共有さ

たちの文化・歴史をどのように表現するか知りたかっ

れる必要性があろうことを考えると，韓国語で良い翻

たからだといいます。そして自分たちの文化・歴史を

訳がなされる方がずっと良いといいます。彼は，日本

英語圏の人たちに広く紹介したいとも言いました。

に勝つためには，日本のことを良く学ぶ必要があると
思うとも付け加えました。

④その他
学生は，外国語は，あくまで道具であり，お互いの

③英語で行われた専門科目について
学生の１人は，アメリカ留学を経た韓国人教授によ
って韓国史を英語で受講した経験があるといいます。
韓国現代史と韓国史概論の２科目だそうです。受講し
ての感想は以下の通りです。
教授の英語にも不十分さがあり，受講生の側にも英
語能力の不十分さがあり，いずれの側にとっても不満

文化・歴史をより良く理解し，共存するために使うも
のと考え，当面は英語が共通語であるのは仕方ないと
もいいます。
そして，国際化については，どのような観点に立っ
て考えるかが必要であり，現時点では，世界に向けて
韓国のことを PR する必要があり，そうした観点から
国際化を考える必要があるといいます。

が残ったそうです。そして担当教授は，説明しきれな

彼はこんな風に言いました。日本は世界へ向けての

い部分については韓国語で補ってくれたから，英語で

PR に成功し，世界の国々から良く知られているが，

講義が行われたという印象はあまり強くないともいい

韓国はそうではない。たとえば，日本は「サムライの

ます。

国」というイメージで世界的にも知られていると思

受講生は，インドネシアや香港からの留学生と韓国

う。それは「武力」を連想させるけれど，それだけで

人学生が半々くらいで，合わせて10名程度だったと

はないし，決して悪いイメージではない。そうしたイ

いいます。留学生は言語教育院で韓国語を学んでいる

メージ形成には黒澤映画の役割もあったろうが，宮崎

最中でしたが，韓国語の実力は初級程度で，教授によ

駿をはじめとするアニメの影響も無視できないと思

る韓国語での補足説明は恐らく分からなかったと思う

う。韓国も世界に知られるイメージ作りが必要だと思

といいます。

う，と。

彼は以下のような意見も述べてくれました。如上の
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