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１．はじめに 
	 大学の学部において日本語教育学を学ぶ学生が、教育実習を行うプログラムが

各大学に整備されてきているが、その内容はさまざまである。各大学が出してい

る報告書や、ウェブ上で公開している内容等を見ると、学内で行うものから、学

外、海外で行うもの、また、期間も 3日間と短いものから、1年間というほぼ留
学のようなものまで、その状況は、カリキュラムの内容と費用の都合によりたい

へんバラエティに富んでいる。筆者も日本語教育学の単位を設置している大学の

教員として、教育実習の実施が簡単ではないことを実感しているので、この制度

を実施している機関の一つとして、問題点、機関としての準備、参加した学生の

進路等を報告し、さらに良いプログラムを目指す折り返し地点として本稿をまと

めたい。 
 
２．研究・実践報告の意義 
	 まず、報告をどの側面から行うかということで、内容と見方が変わってくる。

プログラム実施側からみるのか、あるいは、受け入れ側の機関からみるのかとい

う、送り出し側、受け入れ側という側面がある一方、研修に参加した学生側から

の報告というものもあるが、これは、その報告の方法と機会という点から考える

と、学部学生による感想等を記述した報告書もあるが、その多くは院生による報

告書である。院生によるものは、研修そのものの内容を報告したものと、その研

修の中でデータを取り、それらを分析した研究論文とに分けられる。後者は、デ

ータを取る、あるいは観察をおこなう場として教育実習を活用したということで、

当該教育実習の内容を公開する報告書としての役割は低いと思われる。 
	 このように、どのような側面から、何のために実践報告を行うのかということ

を、まず明確にしなければならない。また、それを研究材料とするためには、あ

る程度の時間と回数を経て、縦断的な面を持たせなければならないであろう。そ

うした点から、本発表では、どの立場から報告を行うかを述べ、その内容の詳細、
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問題点、成果を公開することを目的とし、さらに、参加した学生にどのように還

元されたか、または還元されつつあるかということを述べ、今後も行う意義があ

るということをまとめた。 
 
３．先行研究 
	 教育実習とは言え、公教育に資するものではないので文部科学省の指導要領も

ないことから、その実態はさまざまである。大学側が学内に日本語教育機関を併

設している場合、そこで行われることもあるようだが、そうした例は多くはなく、

大抵は日本語教育関係科目のカリキュラムを立てる学部、学科等が独自に用意す

ることが多いようである。日本語学校と委託契約をおこなう例も見られる。本稿

で対象とするのは、日本語教育の教育実習のうち、海外で行うものである。その

ようなキーワードで、すでに論文として出されている先行研究を見ると、片岡

（2001）のように、アメリカで実施している日本語教育実習をあげ、学内でのカ
リキュラムから提携に関することなどを紹介している報告や、お茶の水女子大学

（2014）のように、プログラムそのものの詳細な報告と、院生による研究的側面
を持つ論文を一つにまとめて出しているものなどがある。とくに上記 2点は海外
での教育実習の報告、観察としては本学のプログラムと共通する点も多く、参考

にしたい資料である。片岡（2001）では、学科で履修する科目や単位数、さらに
提携先であるアメリカの大学との覚え書きも明らかにし、その時点での費用につ

いても詳らかにしている。この実習に関しては、日本語教員養成コースがどのよ

うに実施に関わったか等が森（2004）にさらに詳しく述べられている。 
また、前述したように、教育実習の現場で観察した言語学的内容を研究論文と

してまとめたものとしては、速水（2011）や陳（2012）などがあり、院生の成果
にもなっている。 
	 そうした先行研究なども踏まえ、さらに、本稿では教育的目的や学術的成果の

ほか、当然ではあるが問題となる費用の面にどのように対処しているかというこ

とや、修了後、日本語教育という進路に対する参加者の動機付けの変化などを記

述する。 
 
４．オレゴン大学日本語教育実習プログラムの概要 
４－１．文学部日本語学科正規科目としての実施 
 専修大学文学部日本語学科の教員構成は日本語学を担当する専任教員 7 名、客
員教授 1名で、それぞれ、古典/現代文法、社会言語学、語彙、文字、日本語教育
/習得、日本語教育/文法、日本語教育/音声、日本語教育実践/文法を専門分野とし
ている。よって、学生の専攻する内容は必ずしも日本語教育とは限らず、国語教

員を目指す者も少なくないが、もちろん、卒業後の進路は一般企業への就職も多
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い。ただ、近年、日本語教育に興味を持って入学してくる学生、入学後に興味を

持つ学生なども増えている。日本語教育と言語学関連の科目も充実しており、海

外での日本語教育実習もその一環として行っている。現在の海外での日本語教育

実習先は、大学間協定校のオレゴン大学（アメリカ）と、学部間協定校の湖南大

学（韓国）の 2か所である。単位としては、現行のカリキュラムでは、オレゴン
大学のプログラムが日本語教育実習Ｃ，湖南大学のプログラムが日本語教育実習

Ｂとして、それぞれ 4単位を設定している。オレゴン大学と本学は、1990年に協
定を結び、国際交流協定校になって以来、英語教育を目的とした留学プログラム

で本学学生を送り、逆に、本学国際交流センターにおける日本語教育プログラム

にはオレゴン大学の学生を受け入れてきた。湖南大学は国際交流組織間協定校と

して文学部が協定を結んでいる。本稿では、オレゴン大学における教育実習プロ

グラムについて述べる。 
 
４－２．プログラムの実施状況 
	 本プログラムは協定校であるオレゴン大学の、Department of East Asian 
Languages and Literatures（EALL）と本学文学部日本語学科との間で契約し、覚え
書きを取り交わして実施しているものである。日本語教育実習プログラムについ

ては開始以来すでに 8年ほどたっているが、現在では毎年 1月末から 3月中旬に
かけて約 7週間おこなっている。オレゴン大学の日本語教育現場では、オレゴン
大学の日本語科目担当教員 1名が、実習生１～２名を受け持ち、教壇実習に至る
までの全過程を細かく指導してくださる。大まかに述べると、以下のようなカリ

キュラムになっている。 
	 第 1、2週目	 クラス観察	 	 30時間 
	 第 3週目	 	  担当するクラス運営、コースフローの確認 
	 第 4週目	 	  教案作成準備、模擬授業準備 
	 第 5 週目	 	  実習教案検討、教案作成、合同模擬授業、アセスメントツール

作成 
	 第 6週目	 	  教壇実習における教案実行、クイズの試用、採点指導等 
	 第 7週目	 	  実際のテスト、オーラルパフォーマンス参加 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 実習生の滞在は、到着直後から出発まで、全期間ホームステイであり、これに

ついては、オレゴン大学のホームステイセクションに委託している。ホームステ

イの条件としてはオレゴン大学側が、個室の確保と Wi-fi 通信ができることの 2
点を設定しており、学生のオリエンテーションでもホームステイ担当スタッフが

説明をおこなう。 
	 研修中は、適宜、担当教員が実習生である学生とミーティングを持ち、例えば、
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クラス観察にしても、専用のノートにレポートしたものをチェックしてくれてお

り、クラス観察とはどのような点を見ていく必要があるかということから指導を

してくれる。したがって、実習期間中はかなり忙しく、クラス観察だけでも 30
時間課せられているので、到着直後から実習プログラムそのものが始まる。その

ため、実習生はオレゴン大学のＩＤも取得し、大学のシステムが十分に利用でき

るよう配慮されている。このプログラムを図 1のように可視的にまとめてみた。 
 

 
図 1．オレゴン大学実習プログラム 

 
４－３．その他の活動 
	 日本語教育実習が主たる目的ではあるのだが、毎日 1時間の英語研修も含まれ
ている。これはオレゴン大学のキャンパス内に併設されているAmerican English 
Institute(AEI)で、プレイスメントテストを受験して受講するものである。もち
ろん、アメリカで英語研修も受けることができるのはありがたいことなのだが、

実習生はアメリカの大学で学ぶためのＦ１ビザを取得しなければならず、その申

請に必要な I-20をもらうために、この研修に学費を払い受講することになってい
る。日本語教育実習自体はオレゴン大学の単位にはならないので、Ｆ１の対象に

はならないということである。 
	 経緯は以上のようなことだが、この英語研修は、既存のクラスに振り分けられ

るので、そこで他の国から来た留学生たちと一緒に授業を受け、新しい刺激も受

けるようである。 
	 そのほかの活動として、昨年度はオレゴン大学のあるユージーン市内のイマー
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ジョンスクールへの訪問もおこなった。これは、事前にオレゴン大学の日本語教

員から訪問するとのみ連絡しておいていただき、具体的な依頼や連絡を学生自身

がおこない、自分たちで訪問して授業観察をし、そのレポートを実習指導担当の

先生方に提出するというものである。 
	 また、ホームステイファミリーとのつながりや、そのコミュニティでの活動、

または一緒にホームステイしている他の国からの留学生とのコミュニケーション

等を通じ、海外に滞在しているという学生としての状況もよい体験になっている

ようである。 
 
５．研修実施前の選考と事前研修 
５－１．応募資格 
	 この研修は現在に至るまで、人数のばらつきや引き受け側の状況等で少しずつ

変わってきたが、現在では以下のような条件で学内募集をしている。 
	 （１）日本語学科の２年生あるいは３年生であること 
（２）将来、日本語教育に従事することを志望していること 
（３）下記科目を修得済み、または履修中であること 
	 	 	 	 	 「日本語教授法Ａ－１」、「日本語教授法Ａ－２」 
	 	 	 	 	 「日本語教材研究１」、「日本語教材研究２」 
（４）参加者募集説明会に参加していること 
（５）事前講習（５回程度）に、全て参加できること 
 
５－２．選考方法 
応募のあった学生については、以下のような選考を行い、実習生を決定する。 
	 （１）前年度までの成績 
（２）日本語教育に関する科目の履修状況及び出席状況 
（３）面接（簡単な英会話を含む）の結果 
 
５－３．事前研修 
	 選考の結果、参加が決定した学生には、以下のような事前研修をおこなう。 
（１）課題図書による、教授法等の復習 
（２）英語による文法用語等の学習 
（３）大学の施設等の制約の異なり 
（４）アメリカの大学における学習者の多様性（個人的背景、嗜好等） 
（５）オレゴン大学におけるコンピュータの使用情報 
（６）ホームステイ先での適応準備 
	 どれも日本の状況と異なるものを取り上げているが、とくに（３）施設につい
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ては、クラス観察のときにさっそく問題になるが、クラスルームコードにより収

容人数が決まっている小さな教室では、その数以上の学生が着席できない、とい

うようなことが日本ではないことなので、知っておかないと状況が理解できない

ので、予め知識として与えている。 
	 また、（４）アメリカにおける個人的な背景、ということでは、アメリカで教え

ている先生方から必ず聞く話だが、学生の性別を問うような練習問題は、返答が

困難であったり、個人的な問題に踏み込むことであったりするということも、日

本などアジアの多くの国ではほとんど経験したことがないような状況なので、説

明が必要となる。（５）コンピュータについて、というのは、アメリカ仕様のMac
を使って日本語を入力するということを事前に教えておくためである。 
	 これらは、長い期間留学する学生であれば、経験の中で理解していくことであ

るが、7 週間という限られた時間で、さらに英語という環境の中では、なかなか
知る機会ができないのが実情である。短期間で実習のトレーニングを受け、成果

を上げるためには、事前に知識があるのとないのとではかなり違うということが、

プログラム実施の経験からわかってきたので、現在では事前研修の中で指導して

いる。 
 
６．研修の費用と助成金等 
６－１．研修費用 
	 費用に含まれるものはオレゴン大学での実習そのものにかかる費用、英語研修

の授業料、ホームステイ費用（朝食、夕食を含む）、オレゴン大学ＩＤ取得費用、

オレゴン大学ヘルスケア、往復航空運賃、海外旅行傷害保険、ビザ取得費用等で

ある。 
 
６－２．助成金等 
	 第 1~4 回目の研修では参加学生が全額を負担したが、第 5、6 回目は JASSO
（独立行政法人日本学生支援機構）の奨学金を、第 7、8 回目は、国際交流基金
のさくらネットワークチームによる「海外日本語教育インターン派遣プログラム」

の助成金を得ることができた。ここ数年、学内の応募条件として、将来日本語教

育に進む意志のある者という条件を付けていることと、先方の大学で学生を担当

していただく人数制限があることで、参加者数は４～５名となっているが、この

人数に対して助成金を受けている。国際交流基金の助成金は金額も大きく、プロ

グラム実施には大きな支援となっている。（平成 25年度：4人分、約 170万円） 
	 また、この助成金には、実習実施大学に対しても一定の恩典があり、日本から

の実習生を受け入れてくれた大学で日本語を学ぶ学生を、6 週間の国際交流基金
訪日研修に招待するというプログラムが付随している。もちろん、渡航費、研修
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費等は国際交流基金が負担するものである。本学の場合、平成 26 年度は、前年
度の実績に対して、オレゴン大学からは 2名、湖南大学からは 1名の招待学生が、
国際交流基金関西センターでの訪日研修に参加している。この招待学生の決定は、

例えばオレゴン大学の場合は、国際交流基金ロサンゼルス事務所から、直接、オ

レゴン大学に打診があり、日本語科目担当教員が学生を推薦し決定する。決定後、

国際交流基金より本学にもその旨連絡が来る。 
 
７．問題点 
	 問題点についてはいくつかあげられるが、まず、実施の側面から見ると費用の

問題があげられる。前述のように英語研修を受けるためにオレゴン大学へ授業料

の納入が発生するが、ここ数年、オレゴン州の授業料が高騰しており、今後もし

ばらくはその状態が続くであろうと言われている。さらに、原油の値上がりによ

り航空券に上乗せされる原油サーチャージも上がっており、なによりも円安の影

響で全体的に日本円に換算すると以前よりもかなり高い金額となっている。現在

は国際交流基金の助成金を得ているので、なんとか継続できているが、もし、助

成金が得られなくなると参加する学生にとっても厳しい状況となると思われる。 
	 次にあげられるのは、ビザの問題である。アメリカのビザの手続きが以前より

面倒になってきており、さらに、書類が整うのが年末近くなるので、１月末に出

発するため、クリスマス以降に大使館での面接予定が入ってしまうこともある。

新年で地方に帰っていた学生も、１月２日や３日に面接のために東京に来なけれ

ばならなくなり、これも不便である。 
	 また、参加する学生自信に関わる問題点としては、まず、英語の能力があげら

れる。英語のための留学ではないのだが、英語の運用能力がないと、初日からホ

ームステイでお世話になるため、意思の疎通がうまくできないと、学生自身の精

神的負担にもなってしまう。これは、学生自身が準備しなければならないことで

もあるが、やはり英語を使用する国に行くのだということを自覚してほしい。 
 
８．実習修了生の進路 
	 修了生のほとんどが日本語教育の道に進むわけではないのだが、振り返ってみ

ると、大学院に進学した者、日本語教師になった者も少なくない。これまで、初

回から現在まで、最初の頃は年毎に参加人数が異なっていて、８名の時や４名の

時などまちまちであった。すでに述べたように、ここ数年は４、５名ほどに落ち

着いてきている。が、いずれも約半数が日本語教育の道に進んでいる。最初の頃

に参加した学生は、すでに大学院に進み、昨年、博士号を取得した。そのほか、

修士課程に進学した学生も１０名近くおり、大学院研究生になった学生、日本語

学校で日本語教師になった学生、さらには今年から始まった国際交流基金の日本
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語パートナーズに採用され、派遣が決まった学生もいる。 
	 最初から大学院に行こうと計画していた者もいるが、多くの学生は、この実習

を通して日本語教育の道に進む決心を固めたようであり、学生の進路を決定づけ

ることに大きく影響を及ぼしていることは事実である。確かに、実習そのものの

テクニカルな面でも多くのものを学んできているが、やはり、海外で実際に教え

るということに関わる体験をしたことによって得られる、今後を決定する動機付

けが最大の結果だと思われる。 
 
９．今後の展望 
	 今後も、できれば日本語教育の道に進みたいという学生を優先的に採用し、こ

の実習に参加させたいと希望している。また、今後は可能な限り国際交流基金の

海外派遣インターンシッププログラムの助成金を申請していきたい。また、問題

点にもあげたビザに関することで言えば、できることならビザが発生しないカナ

ダなどの国際協定校で実施できればありがたいと願っている。現在、すでに協定

を結んでいるマウント・アリソン大学や、カルガリー大学の先生方と実施の可能

性を相談している最中である。 
	 これからも、若い学生の動機付けとなる実習を行いたいと願っており、また、

日本語教育を確実に視野に入れている院生にも、このプログラムを適用したいと

思っている。ただ、国際交流基金の助成金は、在学中一度しか得ることができな

いため、学部ですでにこの助成の対象となった者が大学院にも進学してきている

ので、そうした場合の費用の工面については今後の課題でもある。 
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