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　　要旨：清華大学北京サマーセミナーの実施、授業内容精査に伴い、新潟大学と大学問交流協定校清華大

学との間で、中国に関して実践力のある学生の育成に関して教育研究交流が行なわれている。以下は、授業

報告を兼ねてサマーセミナーを通して浮き彫りになった問題を考察したものである。今後、海外の大学問交

流協定校と共に優秀な学生を育てていくためには、両校の教員による共同教材開発の必要性や、日本での教

育とダイレクトメソッドによる海外での授業方式の間を埋めるような二国間の教育連繋方法の開発、さらに

清華大学と新潟大学の教員、学生との三者間で、教育意識や学習意欲の認識など相互理解と調整を繰り返し、

目標とする方向性を統一していくことが重要である。

キーワード：大学間交流協定校　　清華大学北京サマーセミナー　　授業報告

　　　　　　講義内容への介入　　双方向サポート

1．はじめに　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．応募のコース概要と目的

　現在、本学の学生に対して、実践的な外国語力の習　　　清華大学人文社会科学学院が、長年にわたる新潟大

得、及び海外留学を促進するため、全学教育科目とし　　学の受入実績にもとついて、新潟大学の学生のために

て前期に「中国留学準備講座1・H」、後期には　　開いている。講義はクラス担当の中国人スタッフに

「HSK（漢語水平考試）受験対策講座」1）等を開講し　　よって、ダイレクト・メソッド（＝日本語を一切使わ

ている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない）で行われるなど、これら基本的な内容は従来ど

　こうした授業での中国語の学習効果を上げるだけで　　おりである。毎週30時間、4週間で合計120時間の中国

なく、実際に現地で生活、文化体験をすることで、中　　語の授業、口語（会話、文法を中心とした）授業と聴

国に対するより総合的で深い理解をさせることを目標　　力（ヒアリングを中心とした）授業が、毎日1時限か

とし、大学の夏期休業等の期間を利用した中国でのサ　　ら6時限まで実施される2〕。また、土曜日は文化理解

マーセミナーを行なっている。　　　　　　　　　　　　のための社会見学が行われ、個人では入り難い施設な

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どへの参観などが組み込まれている。日曜日は自由行

2．大学間交流協定校との教育のあゆみ　　　　　　　動となっている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さらに、コース終了後は、研修旅行として、杭州へ

　清華（せいか）大学での北京サマーセミナーは、本　　の卒業旅行が実施された。

来、清華大学人文社会科学学院と、新潟大学法学部の

間の学術交流協定によって行われた「新潟大学サマー　　5．宿泊施設と生活環境

スクール」に由来し、現在に至るものである。既に

13年の歴史を持ち、270名以上の参加者を数えるが、　　　清華大学の留学生寮に宿泊した。2人で1部屋が原

2006年からの国際センターの協賛に伴い、現地での　　則であるが、今年も清華大学の計らいで、本学の学生

本学学生に対する授業に関して、国際センターで授業　　　にのみ特別に個室が割り当てられた。各部屋には、バ

内容の精査を行ない、教育面での全面的な関与を行な　　ス・トイレ、テレビ、電話、エアコンなどが付いてい

うこととなった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　る。新しい教室のある建物の地下には、大型スーパー

　サマーセミナーを主催する清華大学は、北京大学と　　や書店もあり、生活上の支障は全く見られなかった。

双壁をなす中国の最重点大学であり、中国では最も古　　　費用などはほぼ例年と同様であったが、原油の値上

い歴史を持つ大学の一つである。新潟大学とは、2000　　がりで航空運賃が上昇した。

年3月、大学間交流協定を締結している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6．クラスとテキスト

3．実施期間

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　能力別のクラス編成を行い、各クラス10名を越えな

　2007年8月3日～9月3日で、ほぼ例年通りに行われた。　　いように配慮してある。今年度は、初級と中級のニク
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ラスが設置された。使用しているテキストは、中国で　　た、円卓形の机の配置について、私が「この並び方だ

編集されたものであり、日本語による解説はない。　　　と口の形が見難いので、後で配置換え出来ないか聞い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　てみる。」と言うと、学生達が自主的に机の配置を換

7．2007年清華大学サマーセミナー概況　　　　　　　え始めてしまい、突然、教室に入ると普段と机の配置

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が違うので驚く清華大学の先生に、私が慌てて事情を

（1）クラス構成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　説明するという一幕もあった。

　新潟大学からの学生の参加者は14名で、中には、　　　クラス分けは、少々背伸びをして中級に入っている

韓国からの留学生や夜間主の学生も含まれている。こ　　学生が数名いるので、授業の様子を見た後、個人的に

れまでにも、夜間主から参加はあったが、留学生は初　　面談をしたりした。結果、本人が強く上のクラスを希

めてである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　望しているので、初日の段階では、本人のやる気と希

　最初のクラス分けは、日本で割り振ってあったもの　　望を尊重してそのまま残した。

と本人の希望により決定した。現地での試験による割

り振りは行なっていない。　　　　　　　　　　　　〈5）授業について

　①初級クラス（8人）　　　　　　　　　　　　　　　　学生に対して、初日が終わっての授業に対する意見

　②中級クラス（6人）　　　　　　　　　　　　　　を調査した。その結果を以下四種類にまとめた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A．は調査による結果である。

（2）担当教員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B．はそれを改善するための新潟大学側からの要望で

　担当教員のうち2名（初級担当者）は、昨年も本学　　　　ある。

の授業を担当していた教員である。特に、馬先生は、　　C．は私からの学生に対する指摘である。

清華大学の対外漢語文化教学センターのトップであり、　D．はこれに対する清華大学側の対応である。

教員としてもベテランで、今回の新潟大学の担当チー

ムの総轄者である。中級クラスは、いずれも本学に　　　実際に、相当細かい点まで、うるさく改善を要求し

とっては、初めての教員であった。一人は、対外漢語　　たが、馬先生を始めどの先生も、「学生の要望を聞き

文化教学センターの教員で日頃から、漢語教育に経験　　たいので、何でも言って欲しい」と快く耳を傾けて下

があり、特に問題はない。もう一人は、若手で経験が　　さった。なんと言っても、学生がまだ慣れておらず、

浅く、多少教え方に未熟な感があった。　　　　　　　　レヴェルにばらつきがあることも大いに問題はあるの

　昨年の教員に比べると、優秀な教員2名が残り、新　　ではあるが、限られた日時の中で、授業を無駄なくべ

たに、漢語センターの中堅クラスの教員と新人という　　ストコンディションに引き上げることが、国際セン

構成である。今年度から、教室のある建物が整備され　　ターとしての使命と考え、煩わしいほど事細かに要求

たことで、同じ棟内で、大量のアメリカや韓国などの　　を出した。本当に中国の先生方の謙虚さと心の大きさ、

研修グループを含む数十クラスの漢語の授業が、同時　　そして熱意には頭が下がる思いであった。

進行している。その中で、このレヴェルの教員を新潟

大学に確保してくれた配慮は、感謝すべきこと言えよ　　8．2007年清華大学サマーセミナー授業報告
う。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）第1回初日授業（8月6日）報告

③学習環境　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　朝8時から午後4時まで、初級、中級の授業をすべ

　今年から、授業は、対外漢語文化教学センターの独　　　て参観した。

立した建物で行われている（写真1）。半円形の5階建　　①クラス構成

てで、地下にはスーパーと本屋、1階には郵便局や理　　　　初級クラス（8人）

容室、銀行があり、2階から5階が教室である（写真2）。　　担当者：馬先生（会話）、鄭先生（ヒァリング）

ワンフロアには34室もの教室があり、本学の学生は2　　　中級クラス：（6人）

階の8号、9号教室で勉強している（写真3）。隣接する　　　担当者：趙先生（会話）、劉先生（ヒァリング）

周りの教室では、欧米の学生が勉強している（写真4）。

他のクラスは午前9時から12時までのスケジュールの　　②意見、要望、指示報告

ようで、本学のように、午前8時から午後4時（昼2時　　　A．授業を受けての学生からの意見

間休み）とハードなところは、他に無かった。　　　　　〈中級班〉

（4）本学学生の様子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・教科書は、予習してあるので理解できたが、教科書

　セミナー期間中、学生たちは大変元気に過ごしてお　　　に書いていないことを聞かれると分からないことが

り、授業の15分前には学生全員が教室に揃い、先生　　　多い。

が早めに教室に入ることもあり、始業時間10分前か　　・授業のスピードはちょうどよい。

ら授業が始まってしまうということも間々あった。ま　　　・発音をもっと直してほしい。
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・教科書の内容は予習すれば分かるので、練習問題に　　　・授業中、とにかく口を開くこと。何も言わなければ

　重点をおいて欲しい。　　　　　　　　　　　　　　先生も直しようがない。

・先生の話すスピードが速くて聞き取れない時がある。　　・うなずくことで、返答の代わりにしないこと。

・先生の話すスピードが速いが、何度も繰り返し言わ　　・分からないときは、すぐに黒板に書いてもらうよう、

　れると分かることもあるので、簡単な単語で繰り返　　　その場で先生に頼むこと。

　してもらいたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　D．これに対する清華大学側の対応

く初級班〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　これらの要望などは、すでに初日の授業が終わった

・発音がおかしいときは、遠慮なくどんどん直しても　　時点で、責任者の馬先生とのミーティングにおいて、

　らいたい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　先方に伝えた。清華大学側では、同日のうちに、さら

・発音をもっと見て欲しい。（2名）　　　　　　　　　　に担当教員で話し合いを持つということであった。

・練習をたくさんして欲しい。

・黒板に書いた文字をすぐに消さないで欲しい。（2　　（2）第2回授業（8月10日）報告

　名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①クラスのレヴェル変更に関して

・次の日に行うページを教えて欲しい。　　　　　　　　次のi～liiは初期の段階で、当初希望していたクラ

・予習の範囲を知りたい。　　　　　　　　　　　　　　スのレヴェルと実力とが合致しなかった学生の状況と

・もっと中国語で話して欲しい。　　　　　　　　　　　指示、並びに移動の結果報告である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i．8月7日、初級から中級へ、1名移動。

B．新潟大学から清華大学への要求　　　　　　　　　　　　この学生の場合は、中級への移動は、少し無理があ

・話した文章は、極力、黒板に書いて欲しい。　　　　　るが、本人の強い意思により、移動することとなった。

・その際、まず漢字、それでも分からない場合は、ピ　　　そこで、

　ンインを書いて欲しい。　　　　　　　　　　　　　・不足する文法は、日本から持参した文法の解説書で

・学生は予習をしてあるので、簡単な単語の解説は不　　　補足すること、

　要である。また分からない単語が出てきた場合は、　　　・単語は簡単なレヴェルのものから、集中的に暗記す

　ピンインを出して、辞書を引かせて欲しい。　　　　　　るよう指導した。

・書くことが多いので、黒板の使い方を工夫して欲し

　い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ii．8月8日、中級から初級へ、1名移動。

・語法、抽象的な概念の解説には、例文を多くあげて　　　本人は、少し中級では苦しそうだったため、初日の

　欲しい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　授業終了後、本人に直接、意志を確認していたが、そ

・授業終了時に予習すべき範囲を指示して欲しい。　　　の時点では、移動せず頑張ってみるということであっ

・練習問題を増やして欲しい。　　　　　　　　　　　　た。しかし、テキストの単語が分からないという理由

・速度はちょうど良いという回答が多かった。　　　　　で、移動を希望してきた。私見では、実力はあるもの

・宿題は、毎日出してもらって構わない。　　　　　　　と見られたが、留学生であることも考慮し、（第二外

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国語で、第三外国語を理解するという負担の大きさが

　また、今回は、特に新人の一教員に対してのみ、個　　ある）移動を許可した。

別に注意をお願いした。

・解説の重点を明確にして欲しい。　　　　　　　　　　iii．8月11日に初級から中級へ、1名移動。

・日本人の学生には、通常ロールプレイで語学を学習　　　10日の授業参観の結果、中級クラスの講義方法が

　する習慣がないので、行う場合は事前に説明をして　　大幅改善され、ほぼ問題が解決したこと、更に、他の

　欲しい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　初級の学生との学力差があることを案じ、私のほうか

・中級の学生も発音の矯正を希望している。　　　　　　ら、この学生へ中級への移動の意思がないか打診した。

・ひとことひとこと、分からせるように、意識して話　　現地での授業の様子と新潟大学での授業（留学準備講

　してもらいたい。（通常の会話ではない）　　　　　　　座1を受講）で私が把握している実力とを鑑みての判

・単語の難易度を考えて易しい単語から出すよう配慮　　断である。長時間のカウンセリングを行い、試しに中

　して欲しい。　　　　　　　　　　　　　　　　　級クラスに出てみるよう促した。本人も移動を希望し、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　翌日11日、まずは聴講という形で中級に参加。その後、

C．学生への指示　　　　　　　　　　　　　　　　　完全に移動したい意思表示があったため、そのまま中

・先生が口にした言葉をすぐに復唱（真似を〉するこ　　級へ参加することとなった。中級では、唯一の一年生

　と。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なので、次のような指示を出しておいた。

・会話の際に、YES、　NOだけで答えないで、きち　　　・分からないときは、すぐに聞き返す。

　んと文章にして答えること。　　　　　　　　　　　・自分の理解が正しいか不明なときは、すぐ例文を
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　作って先生に言ってみる。（例文が通じなければ、　　　る。また分からない単語が出てきた場合は、ピンイ

　理解に誤りがあるということである。）　　　　　　　　　ンを出して、辞書を引かせて欲しい。

・予習は単語だけでなく指示しておいた日本語の文法　　→単語の意味ではなく、用例などの提示に変わってい

　書で概念を事前に理解し、授業ではその用法の使い　　　　た。

　方の理解に努める。

・先生の指示がわからないときは、周囲にすぐ確認で　　・書くことが多いので、黒板の使い方を工夫して欲し

　きるよう、よく聞き取りが出来ている上級生の傍に　　　い。

　席を取る。　　　　　　　　　　　　　　　　　→黒板を消す際、毎回、既に写したか、消してもよい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かを聞いていた。

　その結果、8月11日より、各クラス7名ずつで行わ

れることとなった。　　　　　　　　　　　　　　　　　・語法、抽象的な概念の解説には、例文を多くあげて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欲しい。

②新潟大学の要求に対する清華大学の対処の状況　　　　→黒板を使って、概念の整理などをし、例文を挙げて

　下記の学生からの意見を見ても分かるように、前回　　　いた。

の中級クラスでの諸問題が、ほとんどなくなっている。

実際に授業を見ても、前回のこちらの問題提起に対し　　　・授業終了時に予習すべき範囲を指示して欲しい。

て、完全に対処がなされていることが分かる。また、　　→次回の内容と予習すべき範囲、宿題などの指示が、

日本語と中国語の漢字で、違いの分かりにくいものに　　　教科書のページを示しながら行われた。

ついて、初級、中級ともにそのつど細かい教示が行わ

れていたのは、評価に値する。なぜなら、こうした点　　・練習問題を増やして欲しい。

は、検定試験や、HSKなどでもしばしば問われる問題　　→宿題が出ていた。

だからである。

　例えば、「改と改」、「沖と沖」、「痩と痩」　などが指　　　（新人の一教員に対してのみ出した要求）

摘されていた。　　　　　　　　　　　　　　　　　・解説の重点を明確にして欲しい。

　あまりにも短期間で飛躍的に改善されたことに驚き　　→黒板に箇条書きにされていた。

を隠せない。前回クレームを出した点について、担当

教員の間で、新人にベテラン教員の授業を聴講させた　　　・ひとことひとこと、分からせるように、意識して話

り、その後、模擬授業を行わせて、さらに問題点を指　　　してもらいたい。（普通の会話ではない）

摘したりと、さまざまな努力と改善を行ったらしい。　　→意識をもって話されていた。

昨年も、こうした対処はなされていたが、今年ほど顕

著な効果ではなかった。その原因は、一つには、先方　　④意見、要望、指示報告

がこちらの要求と問題の所在をよく理解し、正確な対　　A．8月10日授業を受けての学生からの意見

処がなされたこと、新人の担当教員にそれを消化し対　　く中級班〉（計6名）

処するだけの能力があったこと。もう一つには、こち　　　特に問題なし。（5名〉

ら側の指示も、昨年より、授業内容を改善するための　　　発音をもっと個人的に見てもらいたい。

急所を突いた問題点を具体的に指摘出来た点にあるか

もしれない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈初級班〉（計8名複数回答）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問題なし。4名

③要求と、対処の結果の具体例　　　　　　　　　　　　　先生と授業が大好き。

　以下、新潟大学から清華大学への8月6日（初回〉　　　発音を教えてくれるのは大変良い。

の教育上の要求と、それに対する対処の結果を記して　　　日本語を使わないで欲しい。

おく。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本語での説明が多いので、漢語で行なってほしい。

　（→は、今回の授業で改善が見られた点）　　　　　　　意味の説明は辞書を引けばよいので発音を見て欲し

・話した文章は、極力、黒板に書いて欲しい。　　　　　　い。

→意識的に板書されていた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B．新潟大学から清華大学への要求

・その際、まず漢字、それでも分からない場合は、ピ　　〈初級班〉

　ンインを書いて欲しい。　　　　　　　　　　　　　日本語を使用せず、漢語のみで行ってもらいたい。

→漢字と同時にすべてにピンインがふられていた。　　　　意味の説明は辞書を引かせて欲しい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発音の矯正を複数の学生が強く望んでいる。

・予習はしてあるので、簡単な単語の解説は不要であ
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〈中級班〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②意見、要望、指示報告

　単語の発音練習に関して、全体の発音練習ではなく　　A．授業を受けての学生からの意見

個人的に当てるようにして欲しい。　　　　　　　　　　〈中級班〉（計6名）

　（この要求に対して担当講師からは、本文の音読を　　　特に問題なし。

個人的に当てているので、その際に必要があれば修正

をしているとの回答があった。ただし、私見ではある　　〈初級班〉（計8名複数回答〉

が、あまり発音に対しては細かくチェックしていない　　　日本語を使わないで欲しい。

ようである。長文の音読の場合、前後関係から意味が　　　　日本語での説明が多いので、漢語で行なってほしい

通じてしまうので、ネイティブにとっては、多少の発

音のズレはあまり気にならないためではないかと思わ　　B．新潟大学から清華大学への要求

れる。また、中級クラスなので、細かい発音の矯正に　　・話した文章は、極力、黒板に書いて欲しい。

は、初級ほど時間を取れないのも事実である。）　　　　　・予習はしてあるので、簡単な単語の解説は不要であ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る。

（3）第3回授業（8月20日）報告　　　　　　　　　　　　　・語法、抽象的な概念の解説には、例文を多くあげて

①クラス構成　　　　　　　　　　　　　　　　　　欲しい。
　11日より変更はなく、各クラス7名ずつで行われ　　　・ひとことひとこと、分からせるように、意識して話

ている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　してもらいたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・1年生などは、上級生に比べて、学習時間が少ない

②意見、要望、指示報告　　　　　　　　　　　　　　　ので、個人的な質問に丁寧に応じて行なってもらい

A．授業を受けての学生からの意見　　　　　　　　　　　たい。

　中級クラスのヒアリングの担当教員の授業に対して、　　・学生は、教科書の予習をきっちりしてあるので、本

8月20日午後、私に学生から相談があった。　　　　　　　に沿った講義を進めてもらいたい。

　問題は、授業で日常的な会話が多い傾向があるとい　　C．学生への指示

うものであった。学生からは、完全に教科書に沿った　　　授業も最終段階で時間的な余裕も少なくなり、また

内容で、練習問題などをきっちりこなしてもらいたい。　徐々に現地での授業に慣れてきていることもあるので、

また日本語との対比などは不要であるとの意見が寄せ　　もし、担当の先生に対して、要望があれば、その場で

られた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　先生に要求を伝え、意思表示をはっきりする努力をす

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るよう促した。また、これまで同様、問題を感じた場

④第4回授業（8月21日）報告　　　　　　　　　　　　　合は、即日、私の方へも報告をするよう指示をした。

①学生からの相談への対処　　　　　　　　　　　　　　個別に中国語の発音や、講義内容にたいする理解の

　翌日、すぐに授業のチェックに入った。学生からの　　浅さや、学習方法に問題を感じる部分を書き出し、各

報告を聞いて、問題が重篤であると考えていたが、実　　自に渡しておいた。

際の授業を見た限り、特段、大きな問題は見受けられ

なかった。授業終了後、再び学生にアンケートと聞き　　D．これに対する清華大学側の対応

取り調査を行ったが、本日の授業には、前回のような　　　学生からのクレームがあった翌日、すぐに、清華大

不満や問題点は無かったということである。先方の教　　学側の担当者に連絡を入れてあったので、私の授業参

員の授業準備の不十分さや、やる気のなさから生じた　　観後、実態と感想について問い合わせがあった。実際

ことならば、相応の対処が必要であると考え、即座に　　　に見た印象は、特段問題が無い旨を伝えたが、更に

授業を見に行ったが、実際のところは、双方に慣れが　　ミーティングと、若手教員の養成に努めるとの回答が

生じ、会話の練習のつもりで一般的な会話が多くなっ　　あった。

たという程度のことであったようである。

　今年度の中級班の学生は、このまま長期の留学に残　　10．授業介入によるメリット

留する学生も含まれており、非常にモチベーションが

高く、神経質な感さえあったが、やる気の高さは評価　　　このような講義への関与に際し、得られたメリット

できる。これまでは、多少、教科書から離れた会話の　　には次のようなものが挙げられる。

時間などがあっても、通常クレームとして改善要求が　　　（1）昨年同様、協定校の教育組織に緊張感を与える結

出ることの方が稀である。　　　　　　　　　　　　　　果となった。これにより、新潟大学と清華大学双方の

　念のため、再度新潟大学から清華大学への教育上の　　教員間での、日々の緊密な連携と情報交換が行われた

要求を出しておいた。（右段B参照）　　　　　　　　　　だけで無く、清華大学の担当教員同士で、教育指導や

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　模擬授業が行われることになった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　また、授業への介入が2年目ということもあり、双
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方の教員に信頼関係が生じ、私の側からも昨年よりは　　しているようなところがあった。今後はさらに清華大

更にストレートな要求に対しても、先方からの理解が　　学と新潟大学の教員、学生との三者間で、教育意識や

得られ、連帯感を持って学生を指導することが出来た。　学習意欲の認識など相互理解と調整を繰り返し、目標

これにより、講義内容の改善がスムーズに行われ、学　　とする方向性を統一していくことが重要である。

生を双方向からサポートすることが出来た。

　（2）従来の学生のレヴェルを把握している本学の教員　　　13．まとめ

が授業に介入することで、特に初期の重要な段階でカ

ウンセリングを行い、トラブル無くクラスの割り振り　　　サマーセミナー参加前の新潟大学における教育の重

を行うことが出来た。　　　　　　　　　　　　　　　　要性を実感した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特に今年度は、「留学準備講座」を受講した学生が

11．授業介入によるデメリット　　　　　　　　　多くいたので、事前に私の方で学生のレヴェルを把握

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　している場合が多く、初期段階でのクラスの移動に関

　昨年のデメリットとしては、協定校の教育組織や担　　　して、カウンセリングをする際にも大いに役に立った。

当教員に対して、大きなプレッシャーを与える結果と　　　また、学生は、慣れない外国での環境におかれ、

なったことが挙げられたが、今年は2年目ということ　　ハードな授業を受けるため、精神的なケアも考慮する

もあり、責任者との間では信頼関係を築くことが出来　　必要があるが、新潟での講義を通じ、個人の性格や考

たと思う。しかし、やはり若手の教員にとっては、一　　え方を双方理解していることも、落ち着いて的確な個

挙手一投足、授業にチェックが入り、学生からも即座　　別指導に当たることが出来た大きな要因となった。

に本学教員に連絡が入る体制に、神経が磨り減るよう　　　教育面でも渡航前に日本で指示を出しておいたこと

な緊張の連続だったようである。　　　　　　　　　　　が、現地での講義を受ける際の大きな助けとなってい

　責任者も、若手教員の教授方法レヴェルの向上に、　　た。

夜間になってからでも連絡を取り召集をかけるなど、　　　例えば、昨年の経験から、文法事項などで、初めて

全授業に気を配って、心血を注いでいただいた。担当　　触れる抽象的な概念を理解する場合や、日本語で考え

者全員が、毎日連続して講義を持っているので、本当　　ても難解な文法事項、または母国語にそのような概念

に大変なことであったと思う。　　　　　　　　　　　　が存在しない場合、これを不慣れな第二の言語で理解

　また、初級クラスでは、慣れない学生の授業での苦　　するのは、至難の業である。そこで、今回は、こうし

痛を軽減するためと思われるが、クラスに日本語の出　　た問題を解決するため、日本語で解説された補助教材

来る若手教員を配置し、解説時にしばしば日本語を交　　　を持参するよう指示を出しておいた。これは、予習、

えたことが、却って新潟大学側で問題となり、清華大　　復習の際、学生の理解に大いに役立っていたようであ

学側の配慮が裏目に出る形となった。　　　　　　　　　る。中には、休み時間に、日本語で該当する部分の内

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容を読み返し、講義では中国語だけで、理論的な内容

12．今後の課題　　　　　　　　　　　　　　　　について例文を交えて理解することに努めている学生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もおり、多少の無理を承知で、上のクラスへの参加を
　（1）協定校と本学問で、共に優秀な学生を育てていく　　　目指した学生達にとっては、大きな助けになっていた。

という意識を高める必要がある。そのためには、両校

の教員による共同教材開発などを目指す必要がある。　　　現在、初めにも述べたように、「留学準備講座」や

　（2）昨年同様、日本での中国語教育とダイレクトメ　　「HSK受験対策講座」などを開講し、留学前の準備教

ソッドによる中国の授業方式の間を埋めるような二国　　育を実施しているが、今後、更なる効果の向上を目指

問の教育連繋方法の開発が必要である。　　　　　　　　し、事前の学習準備にかかわる教育改善や、相互理解

　③今回は、サマーセミナー終了後、そのまま清華大　　　に基づく二国間の教育連繋方法の研究に取り組んでい

学や北京大学に半年から1年の留学をする学生が4名　　きたいと思う。

含まれていた。そのため、例年以上に学生のモチベー

ションが高く、更に、私の方で、日本で習得するべき

問題と、北京に行って習得するべき問題をある程度分　　　1）詳細は、『国際センター紀要』第3号新潟大学国

けて指導しておいたので、北京でのサマーセミナーに　　　　際センター，2006年3月，藤田益子「漢語水平考試

おける学習に対して、一定の目標が明確に出来上がっ　　　　（HSK）の現状と展望」（99　p－113　p）参照

ていた様子であった。そのため、清華大学の担当教員　　　2）『新潟大学大学教育開発研究センター研究年報』第

がちょっと雑談を交えるだけで、授業のクレームが届　　　　12号，2006年3月，藤田益子「日中間の漢語教育

くなど、日頃、一般的な外国人に対応している中国側　　　　の連繋にむけて」（49p－52p）参照

の担当教員サイドが、当初、本学学生達の気合に当惑
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（写真1）清華大学の講義室棟　　　　　　　　　　　　　（写真2）5階までの案内図

（写真3）中級クラスの教室（10分間の休み時間、各　　　（写真4）様々な国の混合クラスの教室（黒板に各国
自予習や先生への個別の質問を行っている。）　　　　　　の言葉で数字が書かれていた）

一73一


