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はじめに「海外日本語教育実習の意義と成果」
森

山 新

日本語教育コースの海外日本語教育実習は、かつては、オーストラリア、台湾、韓国な
どで実施されていたが、諸般の事情で中断していた。この実習を再開すべく 2011 年度に
ニューサウスウェールズ大学（以下「UNSW」
）と本学との間に大学間学術交流協定が締結、
日本語教育実習実施のために５名の実習生枠も設けられた。翌 2012 年度、本プログラム
は日本学術支援機構（JASSO）のショートビジットプログラムに採択され、その支援のもと、
４名の実習生が派遣され、９年ぶりに海外日本語教育実習が再開された。続く 2013 年は
大学院生５名、学部生１名の合計６名が参加した。2014 年度は受け入れ側の UNSW でお世
話になっていたトムソン木下千尋先生がサバティカル研究休暇に入られることから２名の
みの参加となったが、その一方で派遣大学は UNSW に、アメリカ・ヴァッサー大学、ドイ
ツ・ケルン日本文化会館が加わり、参加者数は合計で４名、実習内容も多彩なものになっ
た。
2013 年以降は、本学がグローバル人材育成推進事業に採択され、海外にて活躍するグロ
ーバル人材としての日本語教師養成としての位置づけもなされて開催されている。今年度
も日本学生支援機構の支援のもとで、UNSW は８月から９月まで、ヴァッサーは９月から
10 月、ケルン日本文化会館は 11 月から 12 月まで実施された。また事前研修は、日本語教
育コースの加納なおみ先生が「日本語教育実習」の授業を通し実際のシラバス作成や教壇
実習などについての事前研修が実施された。
受け入れ機関の先生方からは、実習生たちは実に優秀で、可能であれば再度来ていただ
ければ非常勤講師をお願いしたい、学生たちからの人気も高く、今後もぜひお茶大から学
生を派遣してほしい、など、実習生の実習を高く評価する声が多数寄せられた。
日本語教育を専攻とする学生たちは、単に研究者としてだけではなく、教育者としての
顔も有している。さらにグローバル時代において、海外に積極的に出て行き、活動する社
会性も必要としている。その意味でこの海外日本語教育実習の定着・発展は非常に意義深
いものと言わざるをえない。また日本語教育研究は日本語教育の発展に資することが要求
され、その意味でも研究と並行して日本語教育実践を伴うことは非常に好ましい形である
ということができよう。そう考えると、今回、海外日本語教育実習が３地域に拡大され、
参加した学生が大きく成長してくれたことは、非常に喜ばしいことである。
本報告書は、参加者が実習を通じどのような学びが与えられ、どのような成長を遂げた
かということを示すとともに、これから海外実習を行おうとしている学生たちに、実習の
意義を伝えてくれることが期待される。この報告書を読んだ多くの学生が彼らに続き、海
外に赴き、教育者としてグローバル人材として大きく成長する機会を得ていただければと
思う。
最後になったが、本プログラムの成功のためにご尽力くださった、UNSW、ヴァッサー
大学、ケルン日本文化会館の先生方、本学学生の送り出しにご尽力くださった加納なおみ
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先生をはじめとした日本語教育コースの先生方、グローバル教育センターの戸谷陽子セン
ター長をはじめとした先生方・スタッフの皆様、日本学術支援機構のショートビジットプ
ログラムを担当される国際課の皆様に心から感謝の意を表したい。
2015 年３月 （海外日本語教育実習担当）
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Chapter 1. ニューサウスウェールズ大学
山田琴菜・美濃川恵理

1. 実習の概要
今回の実習は、日本学生支援機構のショートビジットプログラムの支援を受け、
「第二言
語習得演習」の授業として、2014 年 8 月 1 日～9 月 19 日の 7 週間にわたってニューサウス
ウェールズ大学（The University of New South Wales、以下 UNSW）にて行われた。担当
教員は森山新先生、参加者は日本語教育コースの学生：美濃川恵理、山田琴菜（博士前期
課程 1 年）であった。また、本学から UNSW に交換留学生として就学していた学部生 2 名も
実習に参加した。ここでは、主に大学院生対象の「第二言語習得演習」として行われた実
習について述べる。細かい内容については、次章以降で説明する。

 実習の流れ
日付

内容

4 月 11 日

説明会

(金)
5 月 1 日(木)

申し込み締め切り

6 月 3 日(火)

ゼミ発表（UNSW における学習環境デザインについて）

17 日(火)

UNSW の先生からのご説明および面談（skype 利用）

7 月 30 日(水)

出国

8 月 1 日(金)

UNSW の寮へ移動、先生方へのご挨拶

4 日(月)

諸手続き

5 日(火)

諸手続き、実習開始

23 日(土)
9 月 16 日(火)

シドニー日本語土曜学校（Cammeray Public School） 訪問
Murray Farm Public School

19 日(金)

実習終了

20 日(土)

全豪日本語弁論大会見学

23 日(火)

帰国
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訪問

2. UNSW の日本語教育
 Community of Practice（CoP）
UNSW 日本語コースでは、Introductory(初級前半)のコースに Professional(中級後半)
の学生がジュニア先生として参加しサポートしたり、Intermediate(初級後半)のクラスに
Professional のクラスの学生が訪問し、日本語でインタビューをしたりするなど、レベル
間の交流が活発に行われている。また、Capstone のクラスでは、シドニーの日本人居住者
の前で日本に関するリサーチの発表が行われる。さらに、9 月に行わるスピーチコンテス
トには、UNSW からも毎年学生が参加しているが（今年は 2 名）、そこでは、高校生や他大
学の日本語学習者とも交流がある。

図1

UNSW Japanese Community of Practice

図 1 のように、UNSW の日本語コースでは、Community of Practice (CoP)という考え方
に基づき、各クラス、各レベルなどをそれぞれ 1 つの『コミュニティ』と考え、同じレベ
ルのクラス間、異なるレベルの授業間、そしてクラスと学校外の日本語話者コミュニティ
の間の関係が、さらに大きなコミュニティを形成していると考えている。それぞれの小コ
ミュニティは個々に独立して存在するのではなく、相互に交流が行われることで共存して
いる。
JFL 環境では、学生が生の日本語に触れたり、日本語を話したりする機会が少ないため、
そのような機会を増やすには、既存の伝統的な教室や教師、コースの枠を超え、クラスコ
ミュニティ内外での日本語コミュニティとの接触を促進させるような状況を作り出してい
く必要がある。
このように、レベル間や学内外の壁を超えた様々な日本語コミュニティを築くことで、
UNSW の日本語学習者はより多様な日本語に接することになり、また、日本語の実際使用場
面を作り出すことができる。さらに、その実際使用や上級の日本語学習者をロールモデル
とすることで学習の動機が高まり、自身の考えを明確に表現できるようになり、他者との
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相互作用の中でどのように自身の能力を高めていけばいいのか、自らの力で理解していく。

ジュニア先生
ジュニア先生とは、Professional 以上の学生が Introductory のコースにジュニア先生
として参加する Professional コースのプロジェクトの一つである。ジュニア先生は事前に
担当教師とミーティングを行い、授業中には、学生の質問に答えたりモデル会話を見せた
りする。
Introductory と Professional の担当教師がそれぞれジュニア先生の評価を行う。
このプロジェクトの利点は、第一に、Introductory の学生がジュニア先生に出会い、ロ
ールモデルとして目標を明確にすることができるということである。それだけではなく、
自身が Professional になったときに自分もジュニア先生として Introductory クラスに出
向き、初級の学生のロールモデルにもなるという循環が生まれる。第二に、初級の学習者
には、クラスに先生以外の支援者がいることになる。それにより、質問があれば気軽に尋
ねることができ、また、先生とジュニア先生の自然な対話を見ることができる。第三に、
ジュニア先生は先生とのミーティングや授業中の指示などで、日本語で対話するため、実
際使用の場面を作ることができる。実際使用場面の少ない JFL 環境では、このような機会
は重要となる。第四に、ジュニア先生自身が自分の伸びを確認できる。日本語学習者は中
級以上になると、初級の時よりも自分の伸びを実感できず、学習を続けていく動機が高ま
らないことがある。しかし、初級の学生を見ることで、自分が成長してきたことを実感で
きる。第五に、「教えることは学ぶこと」(Thomson 1998)1と言われるように、初級の学生
に教えるために自身も勉強をし直さなければならないなど、自律的・持続的な学習のため
にも有効であると考えられる。

メンター
メンターは 2013 年から始まったプロジェクトである。メンターは、普段「先輩」と呼ば
れ、中・上級の学習者(Advanced-Professional, Professional, Advanced)が原則二つ下の
レベルの講義に参加するプロジェクトで、参加者は自身が所属するクラスの成績に加算ポ
イントをもらうことができる。ジュニア先生とは異なり事前のミーティングなどは特に行
われない。主に、Lecture の練習の支援などを行うのが仕事である。ジュニア先生は成績
の良い学生が主な対象となるが、メンターは特に制限がなく、改めて下のコースの学習項
目を学び直したい学生が誰でも参加できるため、ジュニア先生プロジェクトの利点をより
多くの学生が受けることができる。

1

Thomson, C.K. (1998) “Junior Teacher Internship: Promoting Cooperative Interaction and Learner
Autonomy in Foreign Language Classrooms”, Foreign Language Annals, 31:4: 569 – 583.
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図 2 メンターのしくみ

 Moodle
学習用に作られた UNSW の SNS である。授業ごとに Moodle ページが用意されており、課題
提出、授業に関する情報掲示、Lecture に出られなかった学生のための Lecture の内容紹
介、Lecture で紹介される歌のリクエスト、Capstone のグループの打ち合わせ、次回の授
業のための Reading や課題などの提示、先生への質問等に使用されている。UNSW の公式ホ
ームページ内にある”my UNSW”からログインして入ることができる。Moodle はオンライ
ン上、授業時間外におけるコミュニティの結びつきにも役立っていると考えられる。

 クラス編成

クラス

専任講師

非常勤講師

日

Introductory（A, B）

福井先生

中村先生、瓦井先生

本

Intermediate（A, B）

飯田先生

中村先生

語

Advanced（A, B）

岡本先生

大浜先生

Professional（A, B）

橋本先生

そ

Capstone

福井先生、岡本先生

の

Culture

飯田先生

Literature

橋本先生

他

3. 実習の内容
3.1. 教壇実習
ここでは教壇実習が行われた Introductory と Capstone について、その概要と実習内容を
報告する。
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★実習の時間割
月

火

水

木

Introductory

Introductory

Introductory

Lecture

Tutorial

Seminar

金

9:00
10:00
11:00
12:00

Introductory
Tutorial

13:00

Introductory
Tutorial

14:00

Introductory

Introductory

Tutorial

Seminar

Capstone

15:00
16:00
17:00

Introductory Japanese B
 担当教官：福井先生、中村先生、瓦井先生
 使用教材：
『Nakama Book1 b』(教科書、ワークブック、コースノート)
 担当コースについて
・1 年生を中心とした日本語初級前半コース
・前学期に開講されていた Introductory Japanese A の続きとなる。
・学生は 1 週間の間に、Lecture2 時間、Tutorial1 時間、Seminar2 時間の計 5 時間の授業
を受ける。
【Lecture】
 大講義室で文法事項の説明やドリル練習などを行う
 学生は 100 名以上
・Lecture の資料は毎週 Moodle にアップされ、学生が予習できるようになっており、講義
の際にプリントアウト又は PC などを持込み手元に置いて講義を受ける。
・Introductory に携わる先生方は月曜日の Lecture に必ず参加する。
【Tutorial, Seminar】
 Lecture で説明を受けた項目を文脈の中で使えるようにする、運用練習中心のクラス
 学生は各クラス 25 名程度
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 実習について
・教壇実習：水曜日の Tutorial と木曜日の Seminar
・授業参加：月曜日の Lecture には必ず参加した。水曜日の tutorial に備え、火曜日の
Tutorial にも 1 人 1 クラスずつ参加し、
授業後に情報交換を行った。
水曜日には tutorial
を 1 人 1 クラスずつ、木曜日には他の実習生と共に seminar の 2 クラスで教壇実習を行
った。
・その他：月曜日の Lecture では毎回学生が指定の文法項目を使って短文を書く。それを
回収して出席人数の集計、面白い解答、誤用などを Excel の表にまとめる。

Tutorial
 教壇実習の内容
主なテーマ

実習生が行った内容

Week2

自己紹介

0分

参加のみ

Week3

助詞・一番～

15 分

「助詞は・が・も」、
「一番好き」
大きい数字、値段（コースノート掲載のスーパーの

Week4

大きい数字、値段

40 分

広告でどちらの店が安いか比べる）
※冒頭 20 分はディクテーションクイズ①（福井先
生）

Week5

Week6

数詞・洋服とアクセ
サリー

食べ物

Week7

宿題確認、数詞、洋服とアクセサリー（きれいな○
60 分

字とディクテーション
60 分

60 分

宿題確認、単語の練習（食べ物を説明することば）、
ゲーム、漢字とディクテーション
宿題確認、宿題テスト、家族のよび方、家族につい
てインタビュー（何人家族ですか）
宿題確認、家族についてのリスニング、リーディン

家族
Week8

○です、赤い○○です、新しい○○です etc.）
、漢

60 分

グ(読んで、家系図を書く)、スピーキング(リーディ
ングで読んだ家族について他の人に紹介する)、漢字
先生（第 10 課）

・今回の実習生が担当させていただいたチュートリアルのクラスには、学習者が 15～20
人程と福井先生と私たち実習生の他に、UNSW の実習生、Jr 先生、メンターさんがいた。
・チュートリアルのクラスでは漢字先生という制度があり、漢字学習の際に漢字圏の学生
が漢字先生となり、非漢字圏の学生に漢字の書き方や意味について教えるというもので
ある。クラスによるが大抵 1 人の漢字先生が 2～3 人の学生を見る。
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Seminar
 教壇実習の内容
主なテーマ

ロールプレイ

実習生が行った内容（時間は一人当たり）

冬休みに
Week2

自己紹介

何をしました

0分

参加のみ

15 分

動詞の復習

か
Week3

Week4

Week5

好きなことと

動詞・比較

好きなもの

誕生日・お金

ほしいもの、

持ちだったら

したいこと

40～60 分

レイ
宿題確認、
買い物場面におけ

デパートで買

買い物

お金持ちだったら、ロールプ

40～60 分

い物

る店員とお客の簡単な会話、
ロールプレイ
宿題確認、
レストランの予備

Week6

誘う・レスト

レストランで

ラン

注文

40～60 分

知識、食べ物や飲み物を決め
る会話、
レストランで注文す
る、ロールプレイ
宿題確認、人の描写（着てい

Week7

人の描写

～さんはどん

40～60 分

人ですか

るもの／背、髪形など）
、ゲ
ーム[～さんはどんな人です
か]、ロールプレイ

Week8

インターアクションテスト

タイムキーパー、録画、評価

・今回の実習生が担当させていただいたセミナーのクラスには、学習者が 15～20 人程と福
井先生と私たち実習生の他に、UNSW の実習生、Jr 先生がいた。
・120 分×2 クラスを他の実習生と分担し、1 クラスあたり 2～3 人で実習を行った。
・セミナーのクラスでは授業内でモデル会話の練習とロールプレイのための準備の時間が
あり、2 ペアずつでお互いのロールプレイを評価する方法がとられている。学生はもら
った評価をもとに自分のパフォーマンスを上げるためのフィードバックを行う。
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Capstone
［位置づけ］日本語コースを修了する学生の「集大成」
［参加学生］日本語コースを専攻する 3～5 年生
［担当］
：岡本先生、福井先生
 実習の内容
主な活動

実習生が行った内容

Week2

グループ発表／テーマ決め

テーマ決めのサポート

Week3

テーマについて発表／係決めの希

発表内容への質問、コメント

望調査
Week4

係発表、話し合い／発表

係の話し合いのサポート／発表内容への
質問、コメント

Week5

グループ話し合い

話し合いのサポート（サポーターの所属
グループ発表）

Week6

中間報告（ゲスト：トムソン先生、 発表内容への質問、コメント／お茶の準
森山先生）

備

Week7

グループ話し合い／係から連絡等

話し合いのサポート

Week8

グループ話し合い／係から連絡等

話し合いのサポート

・この授業では、40 名程度の日本語コースを専攻する学生が受講しており、これまでの日
本語コースの集大成として、研究発表会を開催するというプロジェクトに取り組む。こ
の研究発表会は学校外から日本人のお客様を招待することになっている。発表会の運営
は学生が中心となって行う。
・学生は教員が決めたグループごとに研究テーマを決定し、授業内外の時間を使って話し
合いやリサーチ、発表準備を行う。
・Capstone には、学習者 40 名と先生方、私たち実習生の他に、UNSW の実習生、お茶の水
女子大学の実習生、先輩である大学院生（計 7 名）がサポーターとして参加した。

3.2. 他クラスへの見学について
実習期間の最初の約一週間は、Introductory 以外のクラスの見学も行った。見学に際し
ては担当の先生への事前連絡が必須である。遅くとも前日までに参加を希望する授業のコ
マ、見学者名をメールで連絡し、承諾を得る。また多くの授業では、学生の様子を見て回
ったり、練習相手になったりなど積極的な参加を求められる。ただ見学するのではなく、
意見を求められた際にも答えられるよう、コミュニティの一員であることを常に意識する
ことが大切である。その他、他クラスからの依頼を受けてテストの採点やグループワーク
への参加、インターアクションテストの運営（ビデオ撮影、タイムキーパー等）を行った。
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4. その他の活動
4.1. Meeting および反省会
各実習の前後に、福井先生とジュニア先生、実習生でミーティングおよび反省会が開か
れた。ミーティングでは、実習を行う授業での活動内容の相談や、重要ポイントの確認を
行った。反省会では、実習を行った授業を振り返って自分の気付き、反省点、今後に生か
すポイントなどを確認した。また、それについて先生からアドバイスやご意見をいただい
た。先生や他の実習生と意見を共有することで、教師になるとはどういうことなのか、こ
れからどうしていきたいのかなど、多くの学びを得た。その他に実習生用のジャーナルと
して Wikispace が活用されており、毎週金曜日にその週のジャーナルを載せ、先生からコ
メントをいただいたり、他の実習生と相互にコメントし合えるシステムもあった。

4.2. 訪問先
実習期間中、UNSW 以外の機関へも訪問した。訪問を通して、大学の授業としての日本語
教育とは違う、年少者に対する継承語教育やバイリンガル教育の現場を見学するという貴
重な機会であった。今年度訪問したのは①シドニー日本語土曜学校②マレーファーム小学
校の２か所である。
①シドニー日本語土曜学校（於 Cammeray Public School）
 幼稚園(年長組)から中学 3 年生までを対象に日本語の補習授業を行う土曜学校。家族に
日本人がいるなど日本にルーツを持つ生徒が多い。授業は文部科学省指定の国語の教科
書やその他の教材を用いて行われる。以上のような事情があるため、「日本語」の授業
というよりは「国語」の授業に近く、自らのルーツである日本の言葉を学ぶという点で
継承語の学校であるといえる。
 訪問日…8 月 23 日(土)
 時間割…
1 時間目：1 年生（ひらがな、初めての漢字）
2 時間目：2 年生（3 年生による漢字先生）
3 時間目：4 年生（新聞づくり）
 コンタクト：中村先生(UNSW 日本語コースの非常勤講師)とコンタクト
 http://www.sssjapanese.webs.com/
① マレーファーム小学校 (Murray Farm Public School)
 2010 年度から日本語バイリンガル教育プログラムを実施している公立小学校。週 1 コマ
「日本語（外国語）
」の授業を受けるクラスと、
『日本語で行う授業（「日本語（外国語）」
「算数」
「理科」
「社会」
「美術」など）』を週 7.5 コマ受けるバイリンガルクラスがある。
現地教員によると日本にルーツをもつ生徒はほとんど在籍せず、半数がアジア系、他に
インド系や欧州系が在籍しているという。
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 訪問日…9 月 16 日(火)
 時間割…
1 時間目：幼稚部（日本語のクラス）
2 時間目：2 年生（理科のクラス）
3 時間目：5 年生（算数のクラス）
＜Morning Tea：日本語の先生方の控室で休憩＞
4 時間目：2 年生（日本語ドラマの練習）
5 時間目：1 年生のクラス（理科のクラス）
＜Lunch:教職員全体の控室で日本語の先生方とランチ、6 年生のインタビュー＆談話＞
6 時間目：1 年生のクラス（理科のクラス）
7 時間目：幼稚部（日本語のクラス）
 コンタクト：福井先生の紹介で、マレーファーム小学校の竹井真弓先生とコンタクト
 http://www.murrayfarm-p.schools.nsw.edu.au/
訪問の際の留意点
・できるだけ早い段階で訪問したい機関、皆が共通して空いている時間(もしくは空けられ
る時間)を決めておくこと。
・訪問につき学内の活動に参加できない場合は事前連絡を怠らずに行うこと。
・お土産を準備しておくといい。
・訪問の際は事前のリサーチや、質問事項を準備しておくと、訪問した際に色々なお話を
聞き出せる。

5. 事前実習
5.1. 日本語教育学実習（2014 年度／前期木曜日 7,8 限、担当加納先生）
本授業は、海外教育実習に向けて事前の課題発見や授業の組み立ての基礎を学ぶ機会と
して位置付けられる。実習に参加する大学院生は、実習経験の有無等に関係なく「日本語
教育実習」の履修が必須である。この情報は、科目名を含め今年度のものであり、来年度
以降変更される可能性もある。

本授業の概要と主な目的
本授業では、日本語教育の指導の基本的なポイントを押さえることを主な目的としてい
る。よって、授業参加者は指導経験が無い学生がほとんどであった。また、受講生には海
外教育実習に参加しない学生も含まれており、10名程度が本授業を履修していた。
以上を踏まえ、本授業の主な目的を2014年度のシラバスより引用する。
・学習者のニーズを考えながら、授業を組み立てる。教材分析、シラバス作成、教案
作成、模擬授業、リフレクションなどを行い、日本語教師としての基本を身につけ
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る。また、これらを通し、2014年度の海外実習に向けて国内での準備を始める。
・様々な活動を通じて、協働学習について理解を深め、効果的な実践方法を探る。
・目に見えない作業、学習者のあり方をできる限り想像し、実践の全体像をつかむ。
そのうえで、個別の作業を具体化する。
・準備からリフレクションまでを通し、教師として「考える」姿勢を深める。

内容
半期15回で、講義は以下の二つから構成されていた。
①座学
…学習者や教材について、それぞれの特徴について考える。教案は何に留意して書けばい
いかを考える。
②模擬実習(日本文化紹介(と授業案)1回、実習2回)
…日本文化紹介の授業案
1人1つずつ紹介する日本文化を選び、文化紹介を含む1回分の授業計画を立てる。実演は
日本文化紹介にあたる部分のみ。
模擬実習2回
2,3人のグループで40～50分程度の模擬実習を行う。発表担当グループは、担当教員から
事前に教案について指導を受ける。学習者役は、残りの受講生が担い、模擬実習評価表
を記入し、良い点や改善を要する点、質問や疑問点についてコメントする。 模擬実習の
様子はTAが録画し、受講生にメールで配信する。データを受け取った発表者は、課題点
となる部分の文字起こしを行い、改善案をレポートとして記述、提出した。
（詳細は下記授業計画参照（シラバスより引用、
［］は報告書執筆者加筆）
）
１

月／日

主な内容

４／１０

・オリエンテーション
・過去の「授業」を振り返る

２

４／１７

・「学習者」を知る

３

４／２４

・「日本語教科書」を知る［教材研究］

４

５／１

課題

５

５／１５

・初級クラスに登場する文型［教材研究］

６

５／２２

・日本文化紹介レッスン［ミニ実習］

７

５／２９

・ティーチングプラン、教案作成①

８

６／５

・ティーチングプラン、教案作成②

９／１０

６／１２、１９

・模擬受容（１）

１１

６／２６

・模擬授業（１）
・協働学習とは
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１２～１４

７／３、１０、１７

・模擬授業（２）

１５

７／２４

・模擬授業（２）
・まとめ

模擬授業と海外教育実習の相違点
「日本語教育実習」で経験する模擬授業と海外教育実習で行う実習とは、以下の表のよう
な点で違いが見られる。全て的確に想定することはできないが、海外教育実習に参加する
履修者は以下の相違点を考慮し、できる限りUNSWの学生を意識しながら模擬授業に臨む必
要がある。
模擬授業
母語あるいは第二言語としての日本

海外教育実習（UNSW）
環境

外国語としての日本語

語
日本語母語話者／日本語超級レベル

受講生

日本語初級～中級レベル

10人程度

クラス

30～35人程度

50分程度（1人25分程度）

授業時間

50分程度（1人で全部担当）

発表担当者（2～3名）のみ

授業担当

授業を担当する実習生、実習生担当
の教員、他の実習生、メンターさん
／JR.先生 等

自分で言葉使いや教案を出すタイミ

教案

ング等まで細かく記載

福井先生から送られてくる大まかな
教案をもとに、シミュレーション

ここで特筆すべき点は、
「授業担当」についてと「教案」についてである。模擬授業にお
ける「授業担当」は主に発表担当者となり、1 人 1 人が順番に授業を行う形式を取るグル
ープが多かった。しかし、UNSW での授業はその授業に参加する全ての人が常に授業に参加
している状態であり、授業を進行する人の他に、実習生らがグループワークを支えたり、
進行のサポートをしたりする光景が多く見られた。そのため、
「日本語教育実習」の授業内
でも、学習者主体の授業運営において、教師や実習生がどのように学生の日本語学習をサ
ポートすることができるかを考えながら、模擬授業を行うと良いだろう。
また、
「教案」は UNSW の実習中ほとんど書くことが無かった。なぜなら、教案作成のた
めにパソコンに向かっている時間を、担当授業のシミュレーションと練習に当てる方が、
不規則な学習者の反応に対応するために必要であるからである。また、2014 年度は 1 人の
担当する授業時間が多かったことから、教案を 1 つ 1 つ書いている時間的余裕が無かった
ことも事実として挙げられる。しかし、教案の作成経験も無く、初めからシミュレーショ
ンができたわけではない。こうした展開を想定し、また今後も日本語教師として活動する
ために、
「日本語教育実習」の授業内で教案作成のポイントを押さえ、教案を作成するため
の技術を身に着けておくことが必要であると言える。
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5.2. 事前指導
ここでは UNSW の日本語教育の理念を理解することを目的に行われた事前学習について
報告する。

森山ゼミでの発表
6 月 3 日(火)の森山ゼミにて、UNSW の修士コースワーク実践を報告したトムソン木下
(2007)を発表した。ここでは、UNSW の日本語コースで採用されている概念の整理と当該コ
ースの分析を行い、社会文化理論、学習者オートノミー、学習者コミュニティ、教師養成、
学習環境のデザインというキーワードを中心に理解を深めた。扱った文献は以下のもので
ある。
トムソン木下千尋（2007）
「学習環境をデザインする―学習者コミュニティーとしての日本
語教師養成コース―」
『世界の日本語教育』17 169‐185

福井先生の講演・オリエンテーション
6 月 17 日(火)に実習を担当してくださる UNSW の福井先生と Skype でご講演・オリエ
ンテーションをしていただいた。コースの概要や基本理念等の説明があった後、質疑応
答が行われた。実習の具体的内容については渡航後に詰めていく部分が多いものの、渡
航前に現地の先生と話しておくことで、実習先の雰囲気を感じられるほか、不安な点、
心配な点についても確認することができた。

Skypeを使って福井先生の講演・オリエンテーションを受ける（6月17日）
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6.実習を通して学んだこと

＜美濃川恵理＞
1. 実習の成果
「学習者主体の授業の中でどのような活動が行われているかをよく観察し、ひとつでも
多く自分の中に吸収する」という目標を立てていたが、この目標自体がとても受動的だっ
た。実際に、今回の実習ではそれ以上の経験をすることができたと考えている。
「自分の中
に吸収する」ことは十分に経験することができたが、まだ授業の流れやタスクひとつひと
つの目的を考えると、自分一人で日本語の授業を組み立てるまでには相当な修業を積まな
ければならないと実感した。技術不足はこれからも補っていかなければならないが、
「この
タスクで学生たちは何をできるようにならなければならないのか」
「学生たちは自分の言っ
ていることを理解しているか」ということを（不十分ではあるものの）考えられる道筋が
頭にできた。この点は、この実習に参加しなければ身につかなかったことだと言える。こ
れまでの「教師主導型」のスタイルに慣れた自分、学習者主体がほとんど実感できていな
かった自分に比べたら、大きな成長だと思った。
また、今回の実習では一緒に実習に参加した山田さんをはじめ、素晴らしい仲間たちと
「一緒に」実習を行い、UNSW の日本語コースでの授業について刺激を受け合いながら実践
ができて、本当に幸運だったと思っている。Community of practice の話を実習前から聞
いており、その時はぼんやりとした抽象的なイメージしかなかったが、一緒に実習をする
メンバーや学生たち、先生方、サポーターの先輩方、メンターさんたちとの関わりを通し
て、最後には日本語コースに関わるコミュニティの一員に自分もなれた（これからもそう
でありたい）と感じることができたのが一番の達成点だと思う。私は常にあらゆる方向か
ら刺激を受けているし、私自身も誰かに刺激を与えているし、それが学生さんたちにも当
てはまっていると考えると、
「ダイナミックな」という形容詞がこのコースのコミュニケー
ションで用いられる意味を感じて鳥肌が立つような思いがした。
2．今後の課題
今回の実習で感じることのできた「ダイナミックさ」を、自分がこれから関わる多様な
現場の良さとマッチングさせながら生かすことが、今後の課題である。今回の実習はあく
まで「オーストラリア・シドニーの UNSW の日本語コース」での活動であった。ここで学ん
だことのすべてが、日本やオーストラリアの他の日本語教育機関に当てはまると言うこと
はできない。しかし、日本語を学習する学生は自分の関わる教室を始め、それぞれの日本
語コミュニティに属し、活動の幅を広げていることが考えられる。技術的な面の向上はも
ちろん大切なことだが、実習の経験を風化させず、こうした学生とそれを取り巻く環境を
常に意識できるようにすることが、私自身の成長にもつながるだろうと考える。

17

3．今後に向けて
自分が何らかの形で「教える」という立場に立った時、学びに来た人の立場に立って、
相互にやりとりをしながら学ぶことができる環境を作れるよう、意識していきたい。現在、
私は在日韓国人の小学生～高校生が対象の学習塾で、日本語や教科を指導している。また、
今後も日本語教育や、アカデミック・アシスタントとしてもたくさんの人と関わることが
決まっている。こうした機会は、様々な人との関わりをもたらしてくれるだろう。その時々
で関わる学生／学習者は異なるけれど、それぞれの環境においてどのようなサポートが必
要なのかを考えながら、様々な気づきを得ていきたい。

＜山田琴菜＞
1．実習の成果
UNSW での実習に向け、日本にいる時から模擬実習を重ねた。私は学部でも日本語教育を
先行していたため模擬実習は初めてのことではなかったし、学習者の一挙一動を想定しな
がら教案を書き、常に「学習者のため」という思いを忘れずにいたいという気持ちがあっ
た。しかし、UNSW で本物の学生を前に教壇実習を行い、福井先生をはじめとした先生方や
ほかの実習生と話し合っていく中で、これまで私が考えていた「学習者のため」がいかに
独りよがりなものだったかということに気付き、衝撃を受けた。想像力を膨らませ語彙コ
ントロールをし聞かれるであろうことの答えを準備し綿密な教案を書くことは「学習者の
ため」のすべてではなく、最も重要なことではなかった。大切なのは、「学生をよく見て」
「楽しむこと」
。思い返せばこれまでの模擬実習では、学習者やほかの実習生、先生に評価
されるのは恐い、教案を何度練り直しても学習者の前でうまくできるか不安、などの気持
ちがあった。でもそれらはすべて「私のこと」であり、学習者のことを考えた気持ちでは
ない。
本当に学習者のためを思ったとき、緊張する間もないくらい目の前の学習者を見て、
学習者とともに楽しみたいと思う私がいた。その感覚を味わえたことが、UNSW 実習での一
番の成果だと思う。それでもまだ緊張することはある。しかし、辛い、不安、怖いとはも
う思わない。そう思える実習にできたのも、ひとえに福井先生や日本語の先生方、実習の
仲間、そして学習者のおかげである。実習に参加したことで、ともに成長する楽しさを知
ることができた。実習期間はもう過ぎたが、一生涯のつながりを得られた実習だった。
2．今後の課題
文法知識はもちろんのこと、授業に関わるテクニックを身につけることが今後の課題で
ある。知識は勉強することで蓄えていくことができるので、継続して学んでいきたい。学
習者一人一人の様子に気を配り細かな発言を拾って授業に還元することや、学習者の興味
をひくような立ち居振る舞い、クラスの雰囲気を変えられる一言など、場数を踏むことが
重要なポイントとなることも多いと感じた。これらは向き合う学習者によっても変化して
いくことなので、今後現場を得たときにも臨機応変に対応し、レパートリーを増やしてい
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きたいと考える。
3．今後に向けて
実際に 60 分単位のクラスを担当したり、UNSW の日本語の先生と話したりする中で、日
本語教師としての在り方が何通りも存在することを再確認し、私らしい先生像をイメージ
することができた。UNSW で得た「学習者をよく見て、成長をともに楽しむ」という感覚を
忘れることなく、どこで教えることになっても、また研究を進めることになっても、誰の
ために何をするのかという基本を貫いていきたい。そして自分の伸びしろがまだまだある
ことにも自覚を持ち、学習者に負けないくらい成長を続けていきたい。

教壇実習と福井先生とのミーティング
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総評：UNSW と今、そしてこれから
グローバル教育センター
加納なおみ
美濃川恵理さん、山田琴菜さん、UNSW での実習修了、おめでとうございます。 今年も
「日本語教育実習」クラスを経て、お茶大日本語教育コースから UNSW に、二人の修士の学
生を送り出すことができ、大変嬉しく思います。本クラスは、夏の海外実習参加者の必修
科目であると同時に、コース在籍者全員に開かれているため、UNSW 実習に準備を特化する
というわけにはいきませんでしたが、今年は実習の履修者一人一人が「特定の学習者」を
想定して実習を進める方法を取りました。昨年同様、多様なバックグラウンドを持った履
修者が集まるクラスでは、それぞれが対象者として想定する学習者のタイプも当然異なっ
ていました。美濃川さん、山田さん達は、UNSW での実習につなげようと、学習者のイメー
ジやニーズを具体的に想像し、積極的に、そして粘り強く授業を組み立て、実習課題に取
り組んでいましたね。出発が近づくにつれ、
「もっと準備を」という二人の熱意の高まりを
こちらも感じるほどでしたが、そんな熱い思いを抱えて臨んだ実習本番では、現実の壁に
ぶつかって、悩んだことも、そして時に涙したこともあったのではと思います。
でも、その悩みや苦しみが、二人を成長させたのは明らかでした。帰国後の変化から、
夏の間、二人が、未知の環境での実習という真新しい体験の日々を、どれほど真摯に過ご
してきたか、よくわかりました。それはとりもなおさず、自分自身への挑戦であり、自ら
と真剣に向き合った時間であったとも思います。夢中で過ごした実習期間だったかもしれ
ませんが、その間、いくつかのフェーズを乗り越え、着実に自分の幅を広げ、学びを深め
ていったに違いありません。そして、帰国後はそこから得た多くのものを、自分自身の研
究だけでなく、お茶大での様々な活動にすでに積極的に生かしている二人の姿をとても頼
もしく感じます。
多言語多文化環境に尽きせぬ興味を抱く美濃川さん、山田さんの二人が、これからそれ
ぞれさらにどのような成長を遂げていくのか、非常に楽しみです。一つの方法にとらわれ
たり、自分に枠をはめたりせず、柔軟な思考と行動力を発揮して、自己の可能性を広げつ
つ、社会に貢献する道を模索していってください。
最後になりましたが、今年度も、７週間もの長きに渡り、本学の実習生を受け入れ、大
変ご丁寧にご指導くださいました UNSW の福井先生はじめ諸先生方、またプログラムの成功
のためにご尽力いただいた現地の関係者の皆様へ、衷心より感謝申し上げます。どうもあ
りがとうございました。
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Chapter 2. Vassar College
山崎香緒里

1. 実習の概要
期間：2014 年 9 月～10 月（2 か月）
主な内容：中級・上級以上の学習者の個人指導（3 人の学生に対し、週 2 回ずつの指導）
初級・中級・上級クラスへの参加（数回の教壇実習も行った）
Japanese Table（日本語活動の機会）の企画・運営の補助や参加（週に一度）
日本語会話希望の学習者との会話（週に一度、1 時間程度）
質問に来る学生への対応・指導
実習まで：5 月初旬 Vassar College に受け入れていただくため、Vassar College の
先生へご連絡した
5 月中旬 研究のためのデータ収集もあったため、倫理審査のために英語の
研究計画書をお送りした
5 月下旬 Visiting Scholar として受け入れていただくことになった
8 月上旬 Vassar College の先生が来日された際にお会いした
8 月中旬 宿泊先を探し始めて決定した
9 月初旬 Vassar College へ出発

2. Vassar College での実習の特徴
Vassar College では、Chinese and Japanese Department の一員として、日本語を教え
る機会をいただいた。ここには、Vassar College の先生方、一年間のプログラムで教壇に
立っている Language Fellow の先生がいらっしゃる。学習者は、非漢字圏出身者の割合が
高かった。漢字圏の学習者も多いシドニーとは異なる環境であった。
実習生はこの中で、スケジュールの都合で正規のクラスが取れなかった学生や、上級以
上でもっと学習してみたいという学生、留学を控えた学生などの個人指導を行った。スケ
ジュールは学生と相談して決定した。
主な実習内容は個人指導であるため、それぞれの学生のレベルや要望に合わせて指導を
行うことになる。指導の進め方などは、基本的に自身で考えて決定していくことになる。
また、Japanese Table などの活動も含め、アイディア次第で学習者のための様々な活動が
実現可能になる。そのため、実習者は実習前に日本語を教えた経験がある、または日本語
の教育実習を受けているほうが望ましいのではないかと感じた。その経験を持った上で、
Vassar College で受け入れていただけたら、それまで学んだことを自分で実践していくこ
とにもつながるのではないかと思う。先生方も、大変暖かく迎えてくださり、見守ってく
ださるので、積極的に活動できる。
また、今回は自身の研究のデータ収集にもご協力いただけた。もし英語圏でのデータが
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必要な場合には、内容やデータの数などによってはできないこともあるかもしれないが、
お伺いしてみるとよいかもしれない。

3. Vassar College での生活
実習生は基本的に宿や食事は自分で準備しなければならない。今回の場合は、先生のご
協力をいただき、一軒家の 2 階をお借りし、宿泊していた。大学が持っているホテルや、
大学付近のホテルに宿泊も可能であるが、費用は高くなる可能性がある。食事は、大学の
学食や、フードコートを利用したり、自分で作ったりしていた。
滞在中はほとんど大学の中かその付近で過ごした。ニューヨークの街までは、タクシー
で駅まで行って、そこから電車で 2 時間ほどかかる。食料品の調達なども、近くの小さな
マーケットか、少し歩いたスーパーで行った。
また、今回は様々な言語の Language Fellow の皆さんとも過ごす機会が多く、英語を使
う機会はもちろん、それぞれの国の文化やことばを知る貴重な機会を得た。Fellow の皆さ
んとそれぞれの国の料理を作ったり、大学外に出かけたりすることもあり、多文化の中で
そのような活動ができたことは、大変興味深かった。

4. 実習を終えて
今回は、前年度のシドニーの実習に続き、2 度目の日本語教育実習であった。前年度は 6
人で行ったが、今回は 1 人で行うということになり、初めはかなり心細かったが、実習先
の先生方や学習者の皆さんに助けられ、前年度とはまた違うよい経験ができた。
今回の実習では、学習者の個人指導がメインであった。そのため、一人ひとりの学習者
の目標や希望に沿った授業にできるように、内容や方法を工夫することが可能であった。
前年度の実習で、一回一回の授業は学習者の目標を目指してなされるべきであるというこ
とを学ぶことができた。そのこともあり、今回はそのような授業を実現し、学習者が目標
に近づけるようにという思いで実習に臨んだ。実習先の先生方も優しく受け入れてくださ
り、授業に対するアドバイスやコメントをいただいたり、アイディアがあればやってみな
さいと背中を押していただいたりした。１人で心細くはあったが、１人だったために自分
で考え、実行するという積極性、自立性がより身に付いたのではないかと感じた。実際に
日本語教師になったときには、周りの先生たちと協力することはもちろんだが、みんなで
協力するためには、まず自分が積極的に考え、行動する必要があると思う。前回の UNSW、
今回の Vassar College の両方の経験を通して、学生のために、みんなの中で自分がどう働
くかということを考えることができるようになってきたのではないかと感じた。
また、今回は Language Fellow の皆さんにも大変お世話になり、一緒に生活することが
できた。様々な国から、それぞれの言語を教えに来ている同世代のみんなと過ごすという
機会は、私にとってとても大きな経験になった。それぞれの文化背景を持ったみんなが集
まると、1 つのことに関しても感じることが様々で、表し方も様々であった。その中で、
母語ではない英語で自分を表現し、仲間の一員になる難しさと楽しさを感じた。これが、
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外国語を学び、習得していくことの楽しさの一部なのかな、と感じることができた。言語
の教師になるなら、外国語を学ぶこと、習得することの楽しさを知っておくことも大事な
のではないかと思った。それが今回実感できたことは、教師として学習者の学習を考える
ことにも、また一人の外国語学習者としてこれから学び続けることにも、意味のあること
であった。
今回の実習でも、先生方、Language Fellow の皆さん、学習者の皆さんから多くのこと
を学んだ。このような機会をいただいたことに、本当に感謝している。

Vassar大学
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Chapter 3. ケルン日本文化会館
ガルマーエヴァ・オリガ

1. はじめに
今回のインターンシップは、2014 年 11 月 6 日〜12 月 20 日の 6 週間にわたってケルン日
本文化会館で行われた。参加者（以下、実習生）は、修士課程後期の学生 1 名であった。
インターンシップ中、実習生が初中級のクラスを担当し、それ以外に文化会館の一般業務
に携わった。

2. 日本文化会館の日本語教育の概要
ケルン日本文化会館は独立行政法人国際交流基金のドイツ支部であり、日本文化の紹介、
日本理解の促進、日本とドイツの交流、日本語学習・日本研究の奨励等を目的に多様な活
動を行っている。その活動の中には日本語講座が含まれ、今回のインターンシップは主に
会館で行われる日本語講座に関わるものであった。
日本語講座は、ドイツの一般成人のために初級から日本語学習を提供する場となってい
る。本コースは年に２回、春と秋に始まり、１５回の授業からなるコースである。クラス
は初級から上級までで、初級は Grundstufe 1 から Grundstufe 5 までの５つのクラス、初
中級は Aufbaustufe 、中級は Mittelstufe 1 から Mittelstufe 3 まで、上級は Oberstufe
である。それぞれの授業の時間割が以下の表１のようになっている。
表１ ケルン日本文化会館の日本語講座の時間割（2014 年冬）
月曜日
16:30

火曜日

水曜日

木曜日

Grundstufe 1N

Grundstufe 2N

Grundstufe 1N

Grundstufe 2N

Grundstufe 2A

Grundstufe 1A

Grundstufe 2A

Grundstufe 1A

Grundstufe 4

Grundstufe 3

Grundstufe 4

Grundstufe 3

18:30

18:45
20:45

Aufbaustufe

Aufbaustufe

Grundstufe 5

Mittelstufe 1

Grundstufe 5

Mittelstufe 1

Mittelstufe 2

Oberstufe

Mittelstufe 2

Mittelstufe 3

✳本コース以外に言語知識整理コース、入門体験コース、テーマ別コース、土曜日コース
も開講されているが、今回のインターンシップは本コースのみに関わるものであった。
ご覧のように、授業は夜間に行われ、通う学習者の中に社会人、大学生、高校生などが
おり、一つのクラスに異なる背景を持つ学生がいることがこのコースの特徴であるといえ
る。
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もう一つの特徴は、文化会館で行われる日本語教育の目的にある。それは、学習者が日
本語学習を通じて日本文化を理解することであり、授業における活動がその目的を目指す
ものであるということである。
「日本語を実際に使ってみる」
「日本文化を理解する」はキ
ーワードであり、授業はそれらをめぐり行われる。
それから、授業で使われる教材は上記の目的に従い、実際の日本語の使用を目指すもの
として考えられる。初級〜初中級のクラスで使用される教材は国際交流基金による「まる
ごと 日本のことばと文化」であり、コミュニケーションのための日本語、または日本文
化の理解を促す教材である。中級以上のクラスでは、生教材の使用が豊富に使われ、学習
者にできるだけ実際に使用できるような教材が提供されている。

3. インターンシップの内容とそれに関する感想
表２ インターンシップの内容
活動

クラス

具体的に行ったこと

1

日本語の授業で教壇実習

初中級クラス

2

日本語の授業の見学

他のクラス

前半は授業見学、後半は教
壇実習（３回）
授業参加・見学
教材作り
「まるごとロシア語」研修

3

会館の一般業務

会への参加

-

イ ベ ン ト の 準 備 （ Museum
Nacht, しゃべりーれん、日
本文化体験レッスン）

4

学外の見学

ケルン大学１学期生のク
ラス

ケルン大学の授業見学

２学期生のクラス
今回のインターンシップでは実習生は主に上記のような活動をした。以下ではそれぞれの
活動について報告をし、感想を書いていきたい。

3.1. 日本語の授業で教壇実習
今回、実習生は初中級クラス Aufbaustufe を担当することになった。インターンシップ
の前半は授業を見学し、後半は教壇実習を行った。このクラスは「まるごと

日本のこと

ばと文化 初中級 A2-B1」の教科書を元に学習を進めており、ここで「まるごと」の理念
について紹介する。この教材は JF 日本語教育スタンダード準拠日本語教材であり、日本語
を使ってコミュニケーションをすることと、異文化を理解し、尊重することを重視してデ
ザ
インしたものである。
「まるごと」の対象は海外の日本語学習者であり、日本語の実用だ
けではなく、気軽に勉強したい、日本に関する興味を持って日本語を学びたい、外国語の
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学習を楽しみたいなどの目的を持つ学習者も含む。この教材は、日本語能力の捉え方、レ
ベル設定、目標設定と評価などを JF 日本語教育スタンダードに準拠し、いくつかの特徴が
ある。すべての特徴については国際交流基金 JF 日本語教育スタンダードのホームページ
（http://jfstandard.jp/language/ja/render.do#section01）で紹介されているため、こ
こでは述べない。ただし、教壇実習の際、
「まるごと」と授業で使った実習生として考えた
ことをここで報告したい。
教壇実習の前に、第 6 課「結婚」
・第 7 課「なやみ相談」 の授業を見学した。授業の進
め方や教科書の使い方、授業に対する学習者の関わり方を習い、第８課「旅行中のトラブ
ル」を教壇実習として実際に授業を行った。
この教壇実習で、今まで自分で受けた日本語の授業、または見てきた日本語の授業と似
ている点と異なる点に気づいた。まずは、JF 日本語教育スタンダードで示されている
Can-do について初めて学び、その概念に戸惑い、Can-do とは何か、どのような役割を持つ
か、またどのように Can-do を授業のシラバスに置くべきかに関して大きな疑問を抱えた。
Can-do は何かの言語行動を示す記述分であり、例えば、担当した第８課のトピック「旅行
中のトラブル」の中で、
「空港でアナウンスがわからないときに、ほかの人に聞く・答える 」
という Can-do が設定されている。この Can-do は授業の目標の一つとして考えられ、学習
者がする活動はこの目標を目指して、必要な文法や語彙の導入、準備として設けられてい
る課題遂行などを重ねてデザインされている。しかし、教案を作ることになった瞬間、 ど
のようにこの Can-do を達成させるかが課題となった。教科書にある活動をすべて実施した
ら Can-do になるか、不安になってきた。そもそも Can-do とは何かがわからないまま一回
目の授業を終わらせた後、このクラスを担当している教員の指導のもとで自分が抱えた疑
問を解きながら反省会を行った。３回目の実習になった時点では、ようやく Can-do の意味
を把握し、何のためにこのような活動をしているかが分かるようになった。
ここで、自分が今まで経験した外国語教育と大きく異なることがあり、日本語学習・日
本語教育に対する新しい視点を学ぶことができたのではないかと思う。ケルン日本文化会
館に来る学習者は、
日本語を学ぶ時間は週に数時間しかなく、
宿題をすることも不可能で、
仕事が終わってから授業に来てくれる人たちである。日本語専攻でもなく、日本に就職す
ることも考えていないため、日本語の難しい文法をきちんと習う必要性がないと言える。
このような学習者には、日本に旅行した時に何かトラブルがあった場合、日本語を使って
解決するのではないかという考えから、この第８課の Can-do が提供されていると、実習を
行った教師として思った。それは、聞くテキストにある未知の文法や語彙があっても、だ
いたいの意味がわかれば十分であること；学生が言いたいことであれば、教案にない言葉
や文法をその場で教えてあげてもいいこと；漢字を見てわかるだけの漢字学習を行うこと
など、自分が受けた教育で考えられなかったことが可能であるということを発見した。世
界で日本語を学ぶ人たちがどれほど多いかを改めて感じ、彼らが持つ背景、興味、性格、
日本語を学ぶ目的などが異なり、それぞれに合う日本語教育が違うことは当たり前である
が、我々日本語教師はそのことを忘れてはならないと実感した。
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もう一つ気づいたことは、各学習者の勉強方法やストラテジーに関わる指導である。各
トピックには、自己評価リストが付いており、学習者が自分の学習過程をモニターするこ
とができるようになっている。Can-do をどの程度できたか、授業の時に何か気づいたこと
あるか、毎日の生活の中で日本語を使ってみたか、などのことが学生の個人のポートフォ
リオになる。このポートフォリオを振り返ることにより、自分の学習に対して意識を向け
ることができる。それは、とても有意義なことだと思う。

3.2. 日本語の授業の見学
初中級のクラス以外に、ほかのクラスの見学もした。それぞれについてここで簡単に報
告する。
表３ 見学クラス・授業内容
初級

クラス名

使用教材

見学した内容・気づいたこと・考えたこと

Grundstufe

まるごと

それぞれのクラスは理解編と活動編に分けられてい

1-5

る。理解編は主に can-do に必要な文法や語彙の学習
を重視するのに対し、活動編はコミュニケーション
言語活動を中心に場面や目的に合った日本語の使い
方と日本の社会文化を学ぶような学習を促す。担当
教師は日本語母語話者だが、ドイツ語の使用が多い
ことに気づいた。特に理解編ではドイツ語に・から
訳す練習が多かった。

中級

Mittelstufe

新日本語の

学習者４名、かなり人数の少ないクラス。学習者が

1

中級・生教

読解・聴解などの活動をし、文法の説明がほとんど

材

なく、語彙や表現に中心が置かれている。実際の薬
の処方などの生教材が使われる。学習者は日本文化
に強い関心を持つ人で、一生懸命に話せるようにし
ている。

Mittelstufe

生教材

3

ニュースや新聞記事の内容をめぐるディスカッショ
ン型の授業。かなりレベルの高い学習者、日本滞在
ありの方も。この授業は文法や語彙の練習がなく、
自由に発言するような授業である。自分の意見を他
人に伝え、課題について述べる能力を求める活動。

上級

Oberstufe

生教材

普段、このクラスの活動は学習者による発表を聞い
て、討論する授業だったようだが、見学時の授業は
復習の会であったため、それまで習ったトピックを
思い出しながら話を進める授業であった。学習者の
中には日系企業で働く人、日本のルーツを持つ人な
どがおり、活発な議論が見られた。実際の日本語に
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触れる機会が少ない海外の日本語教室にとってはと
ても貴重な場面だと思う。

3.3. 会館の一般業務
今回のインターンシップは、教壇実習のみの実習と異なり、日本語の授業を担当する以
外に、文化会館の一般業務に携わることもあった。授業用教材作り、内部研修会への資料
作り、会館主催のイベントの準備などの活動に参加した。
授業用教材作りは初級で使われる「まるごと」の教科書に基づいたスライド作りの作業
である。教師が授業ですぐ提示できるように、教科書の内容をスキャンし、それぞれの資
料に当てはまる録音を貼り付けて、スライドにする作業がほぼ毎日のように行われた。
内部研修会への資料に関しては、今回は文化会館の教師を対象にした内部研修会に参加
させていただき、そのために「まるごとロシア語バージョン」の資料を作った。内部研修
会は非常勤を含む教師が集まり、それぞれの授業に関する意見や反省、コメント、相談で
きる場である。今回の「まるごとロシア語バージョン」も初級の教師に向けて、
「まるごと」
で外国語を習う学習者になってもらう目的をもって作られたものである。実習生は、教科
書の第５課の内容をロシア語に訳し、録音し、授業用の資料を作り、研修会の際、ロシア
語の授業を行った。ここで、まったくロシア語がわからない学習者がいきなり録音したロ
シア語を聞き、どれくらい分かるか、
「まるごと」で毎日日本語の授業で学習者に与える活
動はどれくらい難しいのか、どこに注目をするべきかなどについて教師に学習者の役割に
なってもらった。実習生自身も、最初は「まるごと」の構成や特徴がわからなかったが、
この研修会でのロシア語授業を行ったおかげで、この教科書について学ぶことができた。
日本語の授業以外にも文化会館では日本文化を紹介する様々なイベントが行われる。今
回、実習生が参加したのは次のイベントである。
Museums Nacht

「博物館の夜」ともいい、ケルン市内の博物館の全てが夜

11 月 8 日

間に開館し、様々なイベントを行う。日本文化会館も映画
を上映したり、展示会を開いたりしたほか、日本語の入門
授業を行った。

しゃべりーれん

「しゃべりーれん」は月一回行われる、学習者と日本語母

11 月 8 日、12 月 13 日

語話者が自由にお話しできる場を提供するイベントであ
る。事前申し込みした学生とドイツ在住の日本人がグルー
プに分かれ、話したいテーマについて話す。

日本文化体験レッスン

日本の文化の紹介のために設けられた体験レッスンに参

11 月 5 日 手巻き寿司・おに

加した。手巻き寿司・おにぎり体験は、ドイツの人が集ま

ぎり

り、実際に作ってみるというイベント。土曜日に行われる

12 月 20 日 年越し

ため、学生や家族連れの方が来て、とても楽しい時間だっ
た。日本語能力と関係なく、日本に興味がある人たちが手
巻き寿司を作る姿が忘れられない。年越しイベントは、年
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賀状作りや日本のお正月についてのクイズ、最後に年越し
そばの試食会が行われ、フレンドリーな雰囲気であった。

3.4. 学外の見学
本文化会館の職員のご紹介で、ケルン大学日本語学科１年生と２年生の授業を見学でき
た。見学できたのは 1 回のみのため、細かく分析できないが、やはり大学と文化会館の学
習者の違いとそれに合わせた教育を見比べることができた。

4. まとめと感謝のことば
このインターンシップに参加した目的は、教師としての経験を増やすことのほかに、海
外で行われる日本語教育を体験することであった。一つ目の目的に関しては、授業見学と
３回の教壇実習に通じてある程度できたのではないかと思う。時間的にはもっと教えたい
気持ちが残ったが、教師とは教壇に立つものだけではないことがわかった。資料作りやイ
ベントの準備など、すべて日本語教師がすることで、教師の仕事は大変だと、はじめて思
ったかもしれない。
二つ目の目的は、自分の将来のキャリアに関わるものである。自分が受けてきたロシア
の大学の日本語教育の様子はだいたいわかるが、他の国、他の教育機関ではどのように日
本語教育が行われているかは、今回のインターンシップで理解することができた。これか
ら自分がどこで仕事をするかは未定だが、日本語教育という分野になる可能性が高いため、
大学だけではなく、
ケルン日本文化会館のような成人教育機関も考えられる。
その意味で、
今回のインターンシップは本当に有意義なものとなった。
それから、この報告書の最後に、インターンシップが成功したことに貢献してくださっ
た方へ感謝の気持ちを伝えたい。まずは、ケルン日本文化会館を紹介してくださった奥村
三菜子先生と、様々なサポートをくださった指導教官の森山新先生に心から感謝いたしま
す。また、ドイツのケルン日本文化会館の日本語科の職員の方にも大変お世話になりまし
た。インターンシップの前後と滞在中に色々アドバイスや指導を与えてくださったドゥツ
スカタリナ先生にお礼を申し上げます。そして、滞在中、日本語科の羽太先生、式部先生、
茶谷さんに毎日支えてくださり誠にありがとうございます。また、ケルン日本文化会館の
職員、非常勤教師の方々、学生たち、ケルン大学の白石先生、ルーメートのベレさん、フ
ラヤーさんにお力添えをいただいて感謝しております。本当にありがとうございました。
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おわりに
山田 琴菜
今年度はニューサウスウェールズ大学に 2 名、Vassar College、ケルン日本文化会館
各 1 名の海外 3 カ所での実習が行われた。実習生一人一人の考え方や立場はもちろん異な
り、それぞれが実習の成果として挙げていることにも差異はあるだろう。しかし、実習の
みならず、海外、または第三国へ飛び出していくことで得られたものは多いのではないか
と思う。
私自身は UNSW で 2 か月間の実習の機会を得た。経験のない人間を UNSW の日本語教育に
携わるプロの先生方はあたたかく迎え入れてくださった。未経験の者にとって、海外で教
育の場に携わり、
プロの先生方から直接フィードバックをいただけることはほとんどない。
しかし、今回幸いにも機会をいただいたことで、
「日本語教師」とは何か考えることができ
た。学習者同様、教師にも多様性があり、異なる人間同士が集まることでコミュニティが
形成される。そこには教授法を披露するだけではない、生身の人と人との交流があった。
量産化されていない「私の教師像」を実習生それぞれが探究し、学習者や他の先生方、ほ
かの実習生との関わりの中で模索し、実習を終える時には各々の「日本語教師としての私」
を思い描いて帰国の途についたことだと思う。
もちろん、国や教育機関など環境が変われば、機関ごとの方針やその他の要因によりで
きることも変わってくるであろう。しかし、私たちが海外実習で得たものは表面的な技術
ばかりではない。それよりももっと根底にある、日本語や教育との向き合い方を学んだ。
そしてこれが固定的なものではなく、人や環境と関わっていくなかで変化し続けるものだ
ということも学んだ。これは世界中どこへ行っても必要な、私たちを支えるスキルの一つ
であろう。
実習期間、
そして事前事後も含め、
今回の実習では非常に多くの方にお力添えいただき、
日本語教師の魅力や現実を知り、またこれからどのように進んでいくかという決断にも示
唆を得る経験ができた。一昨年から再開された UNSW 実習をはじめ、初の派遣となった
Vassar College、ケルン日本文化会館での実習の実現に尽力してくださった森山先生、日々
の教育で忙しい中、実習生の受け入れを快諾いただき指導してくださった受け入れ先の先
生方、そして私たちの授業を受け、多くの気づきをくださった学習者の皆さん、実習前の
実践的な授業を用意してくださった加納先生、それぞれの国で外国人である私たちをサポ
ートしてくださった方々、そして助け合いながら共に成長を続けてくれた実生の仲間に心
から感謝申し上げる。
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＜実習参加者＞
UNSW
博士前期課程 1 年 美濃川恵理
博士前期課程 1 年 山田琴菜
Vassar
博士前期課程 2 年 山崎香緒里
Cologne

博士後期課程 2 年 ガルマーエヴァ・オリガ
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