TIJ 日本語教育研究会通信
No.68 2020.5.7 発行
発行：ＴＩＪ日本語教育研究会事務局
東京都葛飾区新小岩１－１７－１０
Tel:03(5607)4100 ／Fax:03(5607)4102
E-mail; tij@tij.ne.jp
TIJ ホームページ http://www.tij.ne.jp

新型コロナウィルスに罹患された皆様、関係者の皆様に謹んでお見舞いを申し上げま
すとともに、一日も早いご回復をお祈りいたします。また、世界中で検査、治療、看護
にあたっている医療関係者の皆様に心より感謝申しあげます。
TIJ では恒例の 2 月の文化発表会を学生と教師のみで、無観客で行うことになりまし
た。卒業式は 3 月に休校の中、マスク着用で時短で行いました。在校生は 4 月にオンラ
インで休校中の補講をし、続けて春学期の授業もオンラインで行っているところです。
4 月に入学予定の学生のほとんどが来日できず、入学を延期しました。いつまでこの
状況が続くか分かりませんが、前に進んでいかないわけにはいきません。
本号では主任研修からの取り組みの紹介、初任者研修の修了報告、初級修了から中級
レベルの会話の新テキストの完成報告、文化発表会の記録を掲載しました。
また日本語教育振興協会の第三者評価を受審し、日本語教育機関第三者評価基準項目
に適合するものとして、認定されましたので、そのご報告も掲載しました。
【本号の内容】
１．主任研修課題「アクションプラン」
２．
「日振協初任者研修」修了レポート
３．
「はじめよう日本語会話初中級から中級へ」テキスト完成
４．日本語教育振興協会「第三者評価」を受審して
５．文化発表会 上級 2 クラスの準備から発表まで
中級 2 クラスの準備から発表まで

主任研修課題「アクションプラン」
佐々木 真佐子
皆様にご協力いただいた「アクションプラン」も、だいぶ前のことになってしまいま
した。タイミングがずれてしまい、今更という感じも無きにしもあらずですが、今回載
せていただくことになりました。あの時は今のような状況になるとは想像だにしません
でしたが、この厳しい状況にあっても行動できる TIJ の先生方の底力に驚かされる日々
が続いています。
私が６月の主任研修で学んだ一番のことは、
「主体的に取り組む姿勢」でした。特に
インターカルトの加藤先生の「教育機関の質保証」
（第三者評価受審）についてのお話
が印象深く、いい学校にするという強い気持ちとエネルギーに圧倒され、
「評価」という
ものを見直すきっかけともなりました。
「教育内容の質の向上」が叫ばれている中、「評
価」というものは必須なものであり、それを教師一人ひとりが主体的に考えることで、
その意味が見出だされ、更なる教育内容の質向上へとつながると考えました。そして、
主任研修の課題であるアクションプランとして３つの取り組みを、皆様を巻き込み、行
うことにしました。
（奇しくもこの３月に我が校も第三者評価を受審いたしました。
）そ
の３つの取り組みは最終的には教員評価システム構築に向けての準備としてつながって
いくことを意図したものでした。
取り組み１．「自己評価リストの見直しと共有」
評価に関する課題としてまず考えたのは、既存の自己評価リスト（「教師に必要な能
力」
）の再検討です。教師全員が自身の授業の振り返りの参考としてうまく生かせるよう
にするため、教務の先生方と項目の内容の修正を行い、常にチェックできるようにグル
ープウエアでの共有を行うことにしました。
（大分わかりやすくなったつもりでしたが、
実はまだまだ不十分で、こちらの「評価」リストは後日所長が修正してくださり、より
具体的なものになりました。例えば「適切な」という表現が多用されており、その部分
の不明瞭さのご指摘もありました。
）
取り組み 2．
「同じクラス内での教師の授業参加」
他者評価をする場合、評価者が授業に入ることになりますが、そのような状況に慣れ
ないと、他の教師が授業に入ることは、抵抗感、不安感を抱きやすいものです。その感
覚を軽減するためにも気軽に参加できるムード作り、教師の結びつきの強化が必要だと
思っていました。また、そもそも新人の先生以外はなかなか他の先生の授業に入る機会
がないこともありましたので、その状況を変えられたらと考えました。同じクラス内で
の授業参加を行うことを計画し、参加後自身の授業の振り返りができるように授業アン
ケートを共有してもらうことにしました。
実は初め、私自身は「授業見学」を行うと考えていたのですが、
「授業参加」という形
にしたほうが担当教師の負担が軽減されるのではという意見があり、その方針で行くこ
とにしました。そして授業に入る際、初級では「口頭練習に一緒に参加すること」こと、

初中級以上では「短文チェックなどを手伝う」という条件を付け加えて参加していただ
くことになりました。ここで問題となったのが、毎日授業に入っている教師、他の仕事
がある教師は同じクラスの授業に入れないことでした。せっかくの機会であるし、いず
れは同じクラスと限定せずに行えることが理想であったので、その先生方には同じクラ
スではなく、入れる時間、希望するクラスに参加してもらうことにしました。それでも
うまく予定が合わず参加できない先生もいて、とても残念でした。
この取り組みの目的の一つに授業参加及び自身の授業の振り返りから気付いた点を
共有すること、参考にしたいことを自身の授業に取り入れ、より良い授業及びクラス作
りを目指すということがありましたので、授業参加者にアンケートを提出してもらい、
授業担当者と共有しました。アンケートの質問は、
「1．授業に参加し、特にいいと思っ
た点を５つ書く（授業の内容ややり方、学生への対応等）」、
「2．授業参加及び自身の授
業の振り返りから気づいた点（自身の授業で改善したいと思ったこと、自身の授業にぜ
ひ取り入れてみたいと思ったこと等）があるか」、
「3．クラスや授業のことで相談したい
こと等があるか」
）です。この３の相談については実施期間の途中でスプレッドシートに
まとめアイデアを募りました。また 9 月末の勉強会（参加講師 17 名）でもこの問題を
取り上げグループでの話し合いを行い、１と２の回答についても授業参加が終了した時
点で講師全員で共有しました。
取り組み 3.「メインテキスト（初中級・中級）の授業評価項目リストの作成」
これは評価者が評価に入る際に使用するリストですが、
「自己評価リスト」を参考にし、
ボトムアップという形で担当講師自らが作成することで、振り返りもでき意識が高まる
と考えました。9 月末の勉強会で「初中級・中級の文型の指導」と「初級・初中級の本
文の指導」についての評価項目を各グループで挙げていただきました。文型指導の項目
では、例えば、以下のようなものが挙げられました。
文型の意味・形・機能などをきちんと分析している。
分析

似ている表現（既習の表現）との違いを理解し、学生に提示できる準備が
できている。
文型に合った話題（学生にとって身近な話題、社会的な話題、公的な表現等）
例文提示
で提示できる。
学生がいろいろな答えを言えるような練習場面やパターンを用意できてい
練習
る。
学生が作った例文に対して正誤判定し、必要があれば適切に修正できてい
誤用訂正
る。
アンケート結果
すべての授業参加が終わった時点で、アンケートを行い、それをまとめたものを 9
月末の勉強会で報告しました。アンケートの内容と結果は以下の通りです。
(1)今学期の授業や授業参加／振り返りの際、自己評価リストを参考にされましたか。
参考にした 80％
参考にしなかった 20％（理由：気をつけていなかった。参考に

しなかったというより自分なりに反省していた。
(2)自己評価リストは分かりやすくなりましたか。
そう思う 85.7％
どちらとも言えない 14.3％
(3)授業参加でご自身の授業に役立つヒントが得られましたか。 そう思う 100％
(4)クラスや授業について他の先生と話し合うきっかけになったと思いますか。
そう思う 84.6％
どちらとも言えない 15.4％
(5)授業参加に慣れることで他の先生が授業に入ることへの心理的負担は軽減される
と思いますか。そう思う 33.3％
どちらとも言えない 60％
そう思わない 6.7％
(6)授業参加をしてよかった点はありますか。
例）他の方のやり方を体感でき、学生の立場に近づくことができた。
自分の固定されたやり方を変えてみようという刺激になった。
(7)参加に関して改善したほうがいい点など、ご意見はありますか。
例）
「授業見学」か「授業参加」なのか自分でも判然としないところがあった。
もっと気軽にいつでも誰でもご自由にとなるといいかなと思った。
(8)授業参加・振り返りから、特に注力したいと思ったことはありますか。
例）学生とともに授業を作っていくという基本の大切さを再認識した。中級以上で
も教師が話す時間をもっと減らすことに注力したいと思う。
緩急をつけること。学生の集中力を持続させたり、大事なポイントを強調する
ために必要なことだと改めて実感した。
実施後の課題
取り組み２に関しては、
「授業参加」という形が徹底できていなかったので、どのよ
うな形がいいのか考え、しっかりと定義し共通認識のもとで行われるようにする必要が
あると思いました。また、もっと柔軟に、そして気軽に授業参加ができるよう、先生同
士で授業参加の日を決めて申告してもらうというやり方ができれば尚いいと思いました。
改善点の意見にも出てきましたが、
「この気軽な雰囲気作り」は我が校のフィロソフィー
の目的の一つであり、まさにこれが TIJ の文化であると言えるようにしていければと思
います。
今思うこと
以上は主任研修で提出したレポートの大まかな内容です。今、オンライン授業がスタ
ートし、形に違いはありますが、思いがけず「授業参加」というものが進行しています。
頼もしい先生方がパソコン教室ならぬ ZOOM のご指導をしてくださり、また、いろいろ
な情報をグループウエアに載せてくださっています。この厳しい状況下においてのこの
取り組みは、協働を重視するまさに TIJ の理念の実践と言えるのではないでしょうか。
この新たなステップを大切にしなければならないと思います。

「日振協初任者研修」修了レポート
増田寿枝
2019 年 7 月～2020 年 1 月まで、文化庁委託「日振協留学生対象の日本語教師初任者
研修」に参加させていただきました。本研修の流れ、内容、学んだことについてご報告
いたします。
《オンライン映像講義の内容》

１、研修の流れ

１．日本語教育・日本語教育機関の変遷
２．日本の留学生政策と現状

〈7 月～8 月〉
・オリエンテーション
・オンライン映像講義(専門性)
・最終レポート

３．日本語教育機関の歴史と現状
４． 日本語留学生の背景
５．日本語の試験
６．進路選択関連情報
７．留学生の異文化受容・適応とその支援

〈9 月～11 月〉
・オンライン集合研修
・オンライン映像講義(実践力)
・対面集合研修

８．留学生のための教材・教具のリソース
９．著作権
10. 統計処理（テスト・評価・成績管理）
11．著作権（ワークショップ）
12．統計処理（ワークショップ）

〈12 月～1 月〉
・自己点検用事前講座
・自己点検実習
・相互評価

13-1 目的別指導法
13-2 話す・議論の指導法
13-3 作文・論文の指導法
13-4 教案作成
13-5 教材作成
13-6 評価法
14．演習（実践力ワークショップ）
15．演習（自己点検）
16．演習（自己点検実習）

２、研修の内容
・オンライン映像講義
専門性(表 1～10)、実践力(表 11～14)、自己点検(表 15,16)と、3 部構成になっており、
それぞれ映像を視聴した後に簡単なクイズに答えるという流れ。
日本語教育の歴史から留学生の受け入れ、教材づくりまで、幅広く学ぶことができた。
・オンライン集合研修
全 2 回。1 回目は著作権について、2 回目は統計処理についてのワークショップ。
統計処理では、実際に統計の知識を使って学生の評価も行った。
・対面集合研修
全 2 回。1 回目は初任者に求められる資質・能力について、
「知識」「技能」
「態度」
の面から考え、グループごとにまとめ、そこから今後の目標、アクションプランを作成。

2 回目は、ARCS モデルの観点からグループごとに教案作成を行い発表。
・自己点検
事前講座を視聴し、点検方法を学んだあと、実際に自身の授業を録画し、授業の分析・
振り返りを行った。
３、研修で学んだこと
今回の研修では、大変多くのことを学ばせていただいたが、特に対面集合研修での教
案作成と自己点検ではいろいろな気付きが得られた。
対面集合研修の教案作成は 4～5 人のグループに分かれて、
「ARCS モデル」の観点（以
下のような考え方）から教案を作成した。
A…「Attention（注意喚起）
」学生の興味をひく。面白そうと思わせる。
R…「Relevance（関連性）
」実生活で使えそう、やりがいがありそうと思わせる。
C…「Confidence（自信）
」やればできそうと思わせる。たくさん褒める。
S…「Satisfaction（満足）
」やってよかったと思わせる。活動の後に感動を共有する。
研修の中で、
「A の注意喚起だけで終わっている教師が多い」という指摘もあり、自分
自身もそうだったと反省した。ARCS を取り入れながらの教案作成は難しかったが、一
つ一つの練習や活動にどのような目的・効果があるのかをきちんと考えながら授業を組
み立てるということを学ぶことができた。教科書の文型をただ教えるのではなく、文型
を使って何ができるか、生活がどう変わるかまで学生に伝えられるような教師が求めら
れていると感じた。
自己点検では、授業の振り返り方法について学ぶことができた。
授業分析は以下の手順で行った。
①授業(中上級クラス)を録画し、15 分程度切り取り、文字化する。
②そのうち教師と学生のターンがいくつあったか数え、誰から誰への発話なのかを分け
る。
（教師→学生、学生→教師、学生→学生）
③さらにそれぞれの発話目的が何か「質問」
「返答」「枠づくり」
「反応」の 4 つに分け
る。
今回の分析の結果から、教師（質問）→学生（返答）という流れが非常に多く、学生（質
問）→教師（返答・反応）や、学生（質問）⇒学生（返答・反応）がほとんどないこと
が分かった。つまり、学生は質問されたことに答える練習はたくさん行えているが、自
分から話したり質問したりすることはほとんどできていないということである。アクテ
ィブラーニングの考え方からも、もっと学生が中心となる授業づくりをしていかなけれ
ばならないと感じた。また、細かく分析を行うことで、どんなタイミングで学生の自発
的な発話が起こりやすいかも、ヒントが得られた。
本研修では、日本語教師に必要な基礎知識から実践で使える知識まで幅広く学ぶこと
ができた。またワークショップや自己点検などを通じて自身の反省点や改善点にも気づ
くことができ、大変意義のある研修となった。今回の研修で学んだことを一つでも多く、
今後の授業や業務に活かしていきたいと思う。

「はじめよう日本語会話初中級から中級へ」テキスト完成
広瀬 万里子
２００６年に出版された「はじめよう日本語初級１、２」の続編として、１０年ぐら
い前からＴＩＪ内部で作成、改訂、試用してきたテキストを、このほど「はじめよう日
本語会話初中級から中級へ」というタイトルで冊子化しました。内部教材ではあります
が、ＴＩＪ日本語教育研究会の方々にも、使ってみたいという方がいらっしゃいました
ら、実費でお分けして、使用したご感想、ご意見をお寄せいただきたいと考えています。
Ⅰ．はじめに
初級の勉強は終えたけれど、まだまだ使えない。もう長く日本にいるけれど、なかな
か上手に話せない。Ｎ３またはＮ２に合格したけれど、話すこと聞くことは弱い。など
いう外国人がたくさんいます。いわゆる「初中級」というレベルは、多くの外国人がな
かなか上達しないで留まっているレベルだと思います。
話せない原因は
１．語彙が足りない
２．話すときに文法が正しく使えない
３．自分の発想を日本語の構造にうまくのせて表現できない。
４．発音が悪くて相手に理解してもらえない。
などなどが考えられます。
そこを何とかできないかと思って、このテキストの作成を始め、１０年にわたって、幾
度か改訂を重ねてきました。
Ⅱ．
「はじめよう日本語会話初中級から中級へ」の目指すこと
１． 文を構築する力をつけ、より複雑な内容、より長い文が言えるようになる。
２． 様々な話題や場面で自分の意志や考えや経験を伝えるため、また相手の話してい
る内容を理解するための語彙、表現、文型を身につける。
３． 初級文法、文型が使えるようになる。
（特に、授受表現、てある、ている、使役、
受身）
Ⅲ．各課の内容
1 課 住まい
4 課 共同生活の失敗
7 課 社会の問題

2 課 乗り物、交通
5 課 買い物
8 課 災害

3 課 病院で
6 課 仕事

Ⅳ．各セクションの構成（例：３課２）
会話

転んで足をひねったんです

２

CD1－32

けがや病気の状態や原因を説明しましょう。

い

し

医師 ： こんにちは。どうしました。
おう

あし

王
い

みぎ

あし くび

： ころんで足をひねったんです。右の足首です。
し

医師 ： いつですか。
おう

きのう

王

ゆう がた

さい しょ

だい じょう ぶ

いた

： 昨日の夕方です。最初は大 丈 夫だったんですが、だんだんはれて痛みがひ
どくなってきたんです。

い

し

医師 ： どんなふうにけがをしましたか？
おう

えき

王

いそ

はん たい

き

ひと

とき

： 駅で急いでいて、反対から来た人とぶつかって、ころんだ時にひねっちゃっ
たんです。

い

し

お

いた

医師 ： ここですね。押すと痛いですか。
おう

いた

王
い

： 痛くないです。
し

医師 ： こっちはどうですか。
おう

いた

王
い

： あ、痛いです。
し

ねん

けん さ

医師 ： 念のため、検査をしましょう。
・・・・・・・・・・
い

し

ほね

い じょう

しっ ぷ

うご

医師 ： 骨に異 常 はありません。ねんざですね。湿布をして、できるだけ動かさな
きょう

ふ

ろ

はい

いようにしてください。今日はお風呂に入らないでください。
おう

王

： はい。ありがとうございました。

質問
a. 王さんはどうしてけがをしましたか。
b. 王さんのけがは最初はどうでしたか。あとでどうなりましたか。

・けがをした時、診察室で自分の状況をどう説明すればいいでしょうか。
・お医者さんや看護師さんはどんな指示を出しますか。

練習１
例

あし

ころぶ

ほね

足首

いた

お

はれる 痛みがひどくなる ぶつかる

い じょう

たおれる

押す

ねん

念のため

しっ ぷ

検査をする 骨 異 常 がない ねんざ 湿布する

練習２

けがや病気の状態がどう変わったか説明しましょう。

ひねった時は大丈夫だったんですが、だんだんはれて痛みがひどくなってきまし

どんな状況でそうなりましたか。

駅で急いでいて、反対から来た人とぶつかって、たおれて足首をひねってしまい

例

ました。

た。

聞きましょう
質問

あしくび

足をひねる

けん さ

聞きましょう

CD1－33

質問

けがや病気はどう変わりましたか。

CD1－34

どんな状況でそうなりましたか。

１

ですが、

てきました。

１

て、

てしまいました。

２

ですが、

てきました。

２

て、

てしまいました。

３

て、

てしまいました。

３

ですが、

話しましょう

てきました。

けがや病気の状態がどう変わったか説明しましょう。

話しましょう
けがをした経験があったら、どんなふうにそうなったか話してみましょう。

とき

いた

ひねった時はなんともなかった・はれる・痛みがひどい
き も

わる

は

け

きのうはなんともなかった・気持ちが悪くなる・吐き気がする
すこ

いた

ねつ

さいしょ

えき

か

おも

ま

か

かいだん

き

ひと

ころ

ころ

つよ

う

駅の階段で転ぶ・ひざを強く打つ

いた

最初はなんともなかった・だんだんはれる・痛くなる
さいしょ

はんたい

あしくび

反対から来た人とぶつかる・転ぶ・足首をひねる

で

少しのどが痛かった・せきがひどくなる・熱が出る

ゆきみち

最初は蚊にさされたと思った・あとで真っ赤になる・痛くなる

自転車でころぶ・ひざをぶつける

うし

たお

う

雪道ですべる・後ろに倒れる・おしりを打つ

じ てんしゃ

いた

すりむく

Ⅴ．授業の流れ
１． イメージ作り
話題・場面の提示、語彙の提示と学習者からの語彙収集（できる範囲で）を行う
２．冒頭の会話を聞く
① Ｑ＆Ａでおおまかな理解を確かめる
② 1 行目から練習１の文型までリピート
３．練習 1 の文型提示へ
文型の持っている機能や文法を学習者に伝える
４．言いましょう１
指導者自身のことを例に出したり、写真やイラストを示したり、学習者自身のこと
を問いかけたりしながら、文型にのせて言う練習
５． 言いましょう２
欄外の語彙リストを見ながら言う練習
６． 聞きましょう
ＣＤの会話を聞き取る
７． 話しましょう
実際のことを、または実際のこととして話す
８． 冒頭の会話を聞きながら、練習２の文型までリピート
９． 練習 2 の文型提示へ
１０．
以下練習 1 と同様に進める
・・・・・・・・・・
１１．冒頭の会話をリピート、暗記して、活動へ

Ⅵ．期待される効果
このテキストの中には、ある話題での会話と、ある場面での会話があります。
話題の会話では、自分の経験や考えを日本で表現する力をつけたいので、会話例と指導
者の例を参考にして、学習者の内から起こってくるアイデアを日本語にしていくという
プロセスを踏みたいと考えています。そのプロセスの中で、指導者は学習者が出してく
る文を、より日本語として適切な文になるようアドバイスしたり、よりレベルの高い表
現になるようにアドバイスしたりすることによって、学習者の表現力をアップさせるよ
うにします。その際、語彙リストにあるものと同じようなアイデアを学習者が持った場
合は、語彙リストが助けとなります。学習者が一人の場合や、学生の経験が少なくてな
かなかアイデアを持てない場合は、語彙リストや「聞きましょう」をヒントにして、イ
マジネーションを膨らますことができます。また自分のことでなくても。イラストに描
かれていることを日本語で表現する練習も、表現力をつける練習になります。

場面の会話（例：病院の受付）では、通常よく行われる会話例を覚えることによって、実際
に起こる場面に対応する語彙、表現をつけることができます。
皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。

日本語教育振興協会「第三者評価」を受審して
篠原典久
2019 年度、日本語教育振興協会（日振協）の提供する第三者評価を受審した。今回、
第三者評価を受審した理由は、ＴＩＪとして今まで行ってきたものを、第三者の目で見
て、評価してもらうことで、大きく以下①～③を行うことができると判断し、この度第
3 者評価を受審することとした。
①良いサービスという証明(裏付け)
②学校全体としてのサービスの向上
③個人または社会的な責任
第三者評価を受審するにあたり、日振協の「教育活動評価及び第三者評価説明会」に
も参加させていただき、
「日本語教育機関の質の保証」という観点から、告示基準で求
められている水準を維持し、適正な運営がなされているかどうかを確認する方法として、
第三者評価は大変有意義なものであると感じた。現状、告示基準上では、
「活動の状況
について自ら自己点検及び評価を行うこと」を義務付けらており、弊所においても、毎
年自己点検・自己評価を行っていた。しかし、自己評価だけでは、主観的に評価してし
まうこともあり、評価の適切性・客観性という観点からすると、十分だとは言い難いと
ころがある。従って、第三者に対し、自己点検・自己評価が適正であると証明するため、
そして納得してもらうためには、
「やっている」という記憶に基づくものではなく、客
観的な記録に基づく根拠がなければならない。
1991 年の開校以来、約 30 年にわたって日本語教育を提供してきた弊所には、長年に
わたり受け継がれてきた歴史と伝統がある。特に、教育内容に関しては、自社教材開発
をすると同時に、常に学生の視点に立ち、良いと思うものを追求してきた。自分が良い
と思っているものを、他者に認めてもらい、そしてさらに良いものにしていくためにも、
第三者評価にて、経営面から教育内容まで、専門家の方々に評価していただくことは、
TIJ 全体にとって大変有益であると考えたことが、今回第三者評価の受審を決意するに
至った理由である。
第三者評価は、教務、募集、運営など多岐にわたる観点から評価を受けなければなら
ず、提出書類は膨大になった。最初からすべての項目が完璧というわけではなく、「情
報が整理されていない」
、
「行っているが記録がない」など、受審するにあたり、整理し
なければならない部分もあった。第三者評価の受審に際しては、すべて完璧なものを提
出し、評価してもらうというだけではなく、①現状できている部分、②不足点、③改善
点を整理し、②と③に関しては、今後どのように改善していけばよいか、改善計画を立
て、それを実行に移していくことも、第三者評価の大きな目的の一つである。
例えば、議事録に関しては、経営会議、職員会議、全体会議などは議事録を作成し、
どこで、どのような意思決定を行ったのかは記録で確認することができる。しかし、ク

ラスごとになるとそれぞれが必要に応じて、ミーティングや話し合いをするため、第三
者に対して立証するためには、不十分なものとなってしまう場合もある。このような点
も含めて、多岐にわたる評価項目をすべて客観的に見直し、できている点、不足点、改
善点などを洗い出し、ＴＩＪ全体がさらにレベルアップするために何が必要か、何が不
足しているかを再確認することができた。
日本語教師として、現場に立っていると、どうしても日々の業務に追われてしまうこ
とが多く、なかなか日本語教育全体、学校全体など、俯瞰して物事をみつめる機会がな
いというのが現状なのかもしれない。しかし、今回の第三者評価を通じて、学校全体の
組織体制、業務内容や進路指導や生活指導などの学生支援も含めて、様々な規則、ルー
ル、運用を見直し、改善することで、業務内容の整理、教育内容も含めた学校全体の質
の向上につながるものとなった。
日振協からいただいた評価報告書においても、評価いただいた部分もあれば、今後の
課題として指摘されている部分もある。不足点・改善点として指摘していただいた部分
については、できるだけ速やかに改善できるように TIJ 全体で計画性を持って取り組ん
で行きたい。また、評価していただいた点についても、さらによいものにしていけるよ
うにしていきたい。
今回は第三者評価の受審にあたって、いろいろなことを見直し、整理したが、今後も
継続的な社内の業務改善、効率化、そしてサービスの質の向上をするため、新規サービ
スなどの開発も含めて、さまざまな可能性を検討していきたいと考えている。
※第三者評価の詳細については、ホームページをご確認ください。
https://www.nisshinkyo.org/search/pdf/n005.pdf

文化発表会記録―創作劇「忠犬ハチ公 2020」中級 2 クラス
中本澄代
中級２クラスは１６名、国籍
はウズベキスタン、ベトナム、
フィリピン、バングラデシュ、
中国。秋学期は N3 合格を目標
にがんばってきたクラス。文化
発表会では、彼らがもっている
「いいところ」を存分に発表で
きるようにすることを目標と
し、自分たちで調べて作ること
を必要項目と考えた。さらに秋
学期、冬学期と取り組んできた

漢字学習を何らかの形で発表できないかと考えながら準備を進めていった。
発表会に向けての準備や本番について以下１～５の順に書いていくことにする。
１ 文化発表会の経験共有と自分たちがやりたいことの話し合い
２ やりたいことについて調べて、その内容を共有する
３ 脚本・台本を作る
４ 練習と背景作成（PPT）
５ 本番と反省
１

文化発表会の経験共有と自分たちがやりたことの話し合い
学生は昨年、午前あるいは午後の発表しか見ていないので、昨年の発表全体のビデオ
を見てどんな発表があるのかを共有した。昨年の上級クラスの発表が一番すばらしいと
思うが、自分たちにはアンケートをとって劇を作るということはできないという意見が
出た。プレゼンテーションも伝えたいテーマが探せそうもないという消極的な意見。そ
して、劇（彼らはドラマと言っていましたが）をすることに決まった。日本に関係の深
いもので、クラス全体でできるものを探す中で、「忠犬ハチ公」が出てきた。これは映
画にもなっていて、私より学生のほうがなじみがあったようだ。学生たちは「ハチ公」
と盛り上がり、
「じゃあ、そうしましょう」となった。しかし、私には具体的な方法は
何も思い浮かんでいなかった。
２

やりたいことについて調べて、その内容を共有する
何かについて調べるというのは、このクラスの学生にとってほとんど初めてのこと。
ハチの生い立ち、東京での生活、かかわった人々、銅像ができたいきさつなどの項目に
ついてグループごとに手分けして調べることとした。どのグループもスマホ片手に一生
懸命調べていた。読解は苦手な学生もクラスメートの手助けを借りながら内容を把握し
ていく様子が見て取れた。調べたことをグループごとに発表し、内容を共有した。
３

脚本・台本を作る
調べたことをもとに、どんなシーンが考えられるか、そしてそのシーンの登場人物は
だれでどんな会話があるかについて話し合いをした。学生たちは自分たちで調べている
ので、ハチが生まれたとき、渋谷駅、駅員、教授の家、教授の奥さん、新聞記者など意
見がどんどん出てきた。本当は焼き鳥屋だけど、私たちのクラスはケバブ屋にしようと
いう意見もある。みんなでシーンと登場人物を絞り込み、次は配役の決定となる。「自
薦、他薦どちらでも OK、ただし、その理由を言うこと」という話し合いはとてもおも
しろいものだった。学生たちがお互いをよく見ている、知っていると感心した。ふだん
は口数の少ない学生も自分の意見を言わなければ不本意な決定になってしまうかもし
れないとあって、必死に発言する姿も印象的だった。
クラスで決まったシーン、配役に基づいて台本を作った。それぞれの学生のことを考
えながらセリフを作っていたら、私の中で人物名は学生の名前になっていた。その台本
を学生達はとても喜んでくれた。ただ、初めての読み合わせの後、
「ハチ」役の学生が、

真っ青な顔で「先生、私の出るところが多い。おぼえられない。できない。」と言い出
した。ある学生が、
「大丈夫、ひとりでやるんじゃないから。だれかが話したことに答
えればいいから」とはげましてくれて、ハチはがんばることになった。
４

練習と背景作成（PPT）
練習は決して順調とはいかなかった。漢字が読めない、セリフが覚えられない、イン
トネーションが直らない、自分の出番がつかめないなどなど。やり直しをすればするほ
ど、おかしくなる学生もいる。会話が上手な学生が多いので、スムーズにいくだろうと
思っていたが、それは違っていた。セリフをその通りに言いたいと真面目に考えるため、
覚えられなくて言えなくなっている。ただ、不思議とあせりはなかった。このクラスの
学生たちは自分たちは練習すること以外にできるようになる方法がないことを知って
いるし、学生たちが思い描いているところがこのクラスのゴールだと思うからだ。
背景の写真、動画、挿入効果音、音楽は 1 人の学生がすべてやってくれた。みごとに
全体を把握していて、それに合わせて作ってくれた。練習の早い段階から背景と合わせ
て練習できたのは、この学生のおかげだ。
劇の最後に流す出演者紹介に漢字学習の発表を結び付けようと、毛筆で役を書くこと
にした。ここまで何度か毛筆に取り組んでいて、学生たちは真剣に楽しそうに自分の役
を書いていた。学生たちは何度も書き直したりして、とても満足そうだった。
また、衣装や小道具も、それぞれが必要な物、欲しい物を自分で探してきたり、手作
りしたり、誰かから借りたり、貸したりしてそろえていった。
５

本番
衣装をつけて今までの練習よりずっと上手になっていた。しかし、物語の最後のほう、
ほとんどの役が舞台の上にいて、順番に話していく場面で、ある学生が 3 人分のセリフ
を飛ばして、自分のセリフを言ってしまった。話が急に先に進んでしまったのだ。みん
ながフリーズした。照明係の私には何もできない。その時、ある学生が機転をきかせて
話をつなぐ言葉を発してくれた。それで、周りの学生もそれに合わせて物語を進めるこ
とができた。クラスみんなが物語を理解して役を演じているんだと思い、学生の持つ力
を再認識した場面だった。
この発表会を通して学生たちは自信をつけた。練習して発表できた、観客が笑ってく
れた、楽しんでくれたと自画自賛して喜んでいた。そして担任の私は学生の持つ力につ
いてあらためて考えさせられた発表会だった。

文化発表会

上級２クラスの準備から発表まで
金子 結衣

1．発表のテーマと内容
テーマ：TIJ 留学生就職意識調査
内容：TIJ の 2 年目クラスの留学生に就職意識についてのアンケート調査を行う。ま
た、就職または内定した TIJ の卒業生にも、就活時の取り組みや経験についてアンケー
ト調査を行う。以上の調査の結果を考察して、留学生の就職の現状と実態を探る。
2．発表のテーマ・内容決め
上級クラスのシラバスには、
「社会問題について考え、自分の意見を述べたりプレゼ
ンテーションしたりする」という内容の文言があるため、それに基づき秋学期から授業
内で社会問題を取り上げ、ディスカッションや発表を行ってきた。その集大成として、
文化発表会でも社会問題を取り上げ、自分たちで調査や分析をするような内容を考える
ことになった。
テーマ決めでは、まず学生たちが思いつく社会問題を出してもらい、ブレインストー
ミングを行った。その中で、発表する自分たちも、発表を聞く他の留学生も興味が持て
るような内容がいいという意見が出て、留学生の就職にテーマが決まった。内容につい
ても、
「アンケートやインタビューがしたい」
「在校生がどう考えているか聞いてみたい」
「在校生からの質問を募って、就職した卒業生に聞くのはどうか」など、学生主体でい
ろいろな意見が出て、担任はそれを取りまとめていく時間だった。
3. スライド・アンケート調査の作成
大まかな内容が決まると、在校生へのアンケート調査を作成するグループ、卒業生へ
のアンケート調査を作成するグループ、発表の初めになる部分（留学生の就職の背景な

ど）を考えるグループの 3 つに分かれた。在校生へのアンケートを Google フォームで、
スライドを Google スライドで作成することを担任から提案し、全員で Gmail を共有し
て、共同編集することになった。Google フォームでのアンケート作りは、はじめは使
い方の説明を行ったが、学生たちはすぐに使い慣れて、相談しながらいろいろと工夫し
て作り始めた。卒業生へのアンケートは、google ドキュメントを使用して word 形式で
記述式のものを作成した。内容も、学生同士で話し合ったり、助言しあったりしながら
進め、教師からはアドバイスをするに留めた。ある程度できあがった後は、グループ間
で作成したものを発表して意見を出し合ったり、自分たちで実際にアンケートに答えた
りして、内容とフォーマットを整えていった。
4. アンケート調査の実施
在校生へのアンケートは、各クラスに調査に行く担当の学生を決めた。調査の目的や
アンケートの答え方についてどう説明するのかなど、事前に何度か練習を行ったが、後
で他の先生方に聞くと、説明がよくわからなかったという声をいくつかいただいた。調
査について分かりやすく説明することや、答えやすい質問を作ることの難しさを、調査
から帰ってきた学生たちも感じた様子だった。
卒業生へのアンケートは、在校生へのアンケートの結果を踏まえて手直ししたものを、
他の先生方にもご協力いただいて、卒業生にメール等で送り、答えてもらった。どの卒
業生も、自分の就活時の経験や在校生へのアドバイスを丁寧に回答してくれた。
5. 調査結果のまとめとスライド・発表原稿作り
調査後、3 人ずつぐらいのグループにわかれ、アンケート調査の結果をスライドにま
とめたり、発表のまとめになる考察の部分を考えたりする作業が始まった。ここでも
Google スライドでの編集が非常に役に立ち、お互いに編集している内容がのぞき込ま
なくてもわかるため、別で作業をしていても統一したフォーマットで作成していくこと
ができた。クラス内で、日本語力や積極性、得意なことが皆それぞれ違い、はじめは積
極的に取り組む学生と見ているだけの学生の差が目立ったが、徐々に学生同士で役割分
担ができていき、クラス全体をまとめながら指示する学生、パソコンが得意でグラフ作
成やスライドデザインに集中する学生、自分の担当になった部分の発表原稿を考える学
生、他の学生の原稿の日本語を直す学生など、それぞれ自分の能力や特技に応じて取り
組むようになっていった。
発表原稿も、Google ドキュメントを使用して、同時編集で作成していった。自分の
担当になった部分の原稿を書きこんでいき、教師からのフィードバックもドキュメント
上で行った。全員が発表の全体像と、誰がどこを担当するのかを把握でき、お互いの内
容にアドバイスし合うこともできて、非常にスムーズに原稿作成が進んだ。
6. 文化発表会の準備を通して
今回、Google のツールをいろいろと使用してみてよかった点は、教師‐学生間のや
りとりではなく、学生同士のやりとりが多くなったことだ。自分の担当の部分だけでな

く、全体でどこまで進んでいるのか、だれが何をしているのかが見えることで、学生は
「クラスで発表全体を担当している」という意識ができていたようだった。教室内では
グループをまたがっていろいろな意見交換がされていた。動き出しが遅い学生や、何を
すればいいかわからない学生も、周りの様子を見ながらやることを見つけたり、他の学
生に助けを求めたりしていた。本番数日前から体調を崩して欠席した学生がいたが、大
きな混乱なく、学生同士でカバーし合っていた。担任はほとんど指示をすることはなく、
学生からの質問に応じたり、アドバイスをしたりしただけだったように思う。
準備と本番を通し、今までは特定の学生としかあまり話さなかった学生が、他の学生
とうまくコミュニケーションを取りながらスライドを直していたり、普段は声が小さく
消極的な学生が原稿を完璧に覚えてはきはきと発表していたり、担任としても学生の新
たな一面が見え、気づきの多い時間だった。この経験が学生たちにとっても、役に立つ
ものであったことを願っている。

