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第１部 主専攻プログラムのなかでの初修外国語教育の位置づけ
１．問題提起

番場俊（人文社会・教育科学系・人文学部（ロシア語）／初修外国語企画部）
２．経済学部主専攻プログラムと初修外国語

佐野誠（人文社会・教育科学系・経済学部（スペイン語））
３．教育学部主専攻プログラムと初修外国語

角谷聰（人文社会・教育科学系・教育学部（中国語））
４．法学部主専攻プログラムと初修外国語

真水康樹（人文社会・教育科学系・法学部）
５．ディスカッション 司会：番場俊

第２部 初修外国語チューターを活用した授業の試み
１．導入（本年度の初修外国語チューター活用状況）

干野真一（教育・学生支援機構（中国語）／初修外国語企画部）
２．事例報告１

土屋太祐（人文社会・教育科学系・経済学部（中国語）／初修外国語企画部）
３．事例報告２

アンニャ・ホップ（教育・学生支援機構（ドイツ語）／初修外国語企画部）
４．ディスカッション 司会：干野真一

初修外国語企画部 第2回FD 2010/02/09

初修外国語教育のオリエンテーション

「新潟大学方式」：コース選択制

「スタンダードⅠ、Ⅱ」（独仏露中朝西伊）

週３コマ通年6単位、クラス定員25名

「インテンシブⅠ、Ⅱ」 （独仏露中朝）

週4コマ通年8単位、クラス定員25名

「外国語ベーシックⅠ」（独仏チェコ、独西伊、

独仏エスペラント、中朝露、文字論など）

週1コマ第1学期、講義、クラス定員100名

→希望する学生は、第2学期開講の「～語
ベーシックII」（週3コマ半期）を継続受講

各学部の卒業要件単位設定の多様化

→主専攻プログラムとの実質的な整合性は？



教育・学生支援機構 初修外国語企画部 第 2 回 FD 

「初修外国語教育のオリエンテーション」 

2011 年 2 月 9 日 

主専攻プログラム「経済学」と初修外国語 

文責：佐野 誠 

 

 簡単な自己紹介（学部教育の主な担当科目）：スペイン語スタンダードⅣ（読解の授業；

スペイン語の開講を企画），開発経済学，世界経済史Ⅱ，現代政治経済学，外書講読Ⅰ

（スペイン語；英語），演習Ⅰ（2 年生・選択）・Ⅱ（3 年生・選択），卒業論文（4 年生・

選択）など 

 主専攻プログラム「経済学」の概要（別添配布資料）：現状ではコース制をとらず，2

つの専門領域を提示→教員の合意は「学生の自主性を重んじるべき」 

 卒業要件として初修外国語 6 単位→人文学部を除けば比較的多いが… 

 初修外国語と直接関連する科目（主に「グローバル経済」の専門領域） 

科目群 概要または内訳 備考 

異文化論 今年度は中国のみ 以前はドイツ，フランスも開講 

外書講読 今年度は中国語のみ 以前はドイツ語，フランス語，スペイ

ン語も開講 

 

比較経済 

世界経済史Ⅰ（近代）・Ⅱ（現代），ア

ジア経済論，EU 経済論，ロシア経済

論，比較経済体制論，開発経済学，ア

フリカ経済論，環日本海経済論など 

開発経済学の半分以上はラテン・アメ

リカが対象；アフリカ経済論は今年度

の非常勤・集中講義；環日本海経済論

は来年度の非常勤・集中講義 

 

 異文化論と比較経済関連科目は比較的多くの学生が履修するが外書講読履修者は若干

名（☞スペイン語外書講読は履修者を継続的には確保できないため今年度は閉講☂）

→☝諸外国に関心はあるが，
．．．．．．．．．．．

みずから
．．．．

初修外国語文献にあたって学識を
．．．．．．．．．．．．．．．

得たい
．．．

という
．．．

意欲は
．．．

弱い
．．

（英語でも同様か？） 

 ✈留学：初修外国語関連の諸外国（中国，韓国，フランスなど）に留学する学生も少

数ながら存在（＋自主的な遊学や放浪？）…しかし授業料不徴収協定つきの学部間国

際交流協定はようやく最近 2 つ締結されたばかり…また昨今の厳しい経済状況や就職

活動との兼ね合いも 

 課題：初修外国語 6 単位分の知識が専門科目の能動的な学修に直接生かされている度

合いは低く，せっかく修得した教養を錆びつかせながら卒業していく学生が大半⇔一

方で企業・官庁において 2 ヶ国語を操れる人材を求めるうごきも近年強まっている 

 思いつきの私案①：教育的・実際的な見地から関連科目の履修「需要」をつくりだす？

→初修外国語の履修と関連科目のそれをカリキュラム上で公式に一体化する等⇔「学

生の自主性」を重んじる主専攻教員（報告者自身を含む）の文化との調整 

 思いつきの私案②：関連科目の「供給」を増やす？→現有専任教員に依頼する場合は

負担の軽減策＋専任教員の人事と非常勤科目の開設計画を戦略的に考える 

 思いつきの私案③：留学へのてこ入れ→協定大学との授業料不徴収協定を増やす？…

全学的な留学支援体制や国際センターとの連携強化              ✂ 
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教育学部主専攻プログラムと初修外国語報告者：角谷 聰（教育学部）１．中国語スタンダードⅠ６の学部別履修状況H19 H20 H21 H22人文学部 0 0 0 1教育学部（括弧内は学校教員養成課程） 29(22) 23(19) 12(4) 0(0)経済学部 0 0 7 16理 学 部 0 0 2 1工 学 部 0 2 5 7農 学 部 0 1 0 6計 29 26 26 31２．志望動機と要望志望動機（H19年度） 志望動機（H20年度）⑴基礎から学べる・・・・・３ ⑴基礎から学べる・・・・・４⑵英語が苦手・・・・・・・１ ⑵英語が苦手・・・・・・・１⑶就職に有利・・・・・・・２ ⑶就職に有利・・・・・・・４⑷単位が取りやすそう・・・０ ⑷単位が取りやすそう・・・０⑸中国が好き・・・・・・・３ ⑸中国が好き・・・・・・・３⑹なんとなく・・・・・・・２ ⑹なんとなく・・・・・・・２⑺その他・・・・・・・・・19 ⑺その他・・・・・・・・・12※「その他」の具体例 ※「その他」の具体例・教育学部の国語専修で今後漢文を学んで ・国語科専修なので、国語と結びつけていくので、漢文が元である中国語を学び 勉強できると思ったから。たかったから。 ・漢文の時に知識が使えそうだから。・小学校の先生になりたいので、小学校の ・中国の資料を読んでみたい。頃を思い浮かべた時、中国人が多かった ・小学校の時に中国から来た子と友達にので将来役に立つと思ったからです。 なって中国語を教えてもらって楽しか・予備校の漢文の先生の話を聞いて、中国 ったから興味を持った。語を習ってみたいと思っていたから。 ・北京オリンピックが近いから。・中国人と交流したいから。・中国に旅行に行きたいから（パンダに会いに）。授業への要望（H19年度） 授業への要望（H20年度）・ピンインがすごく難しいと思ったので、 ・発音が苦手なので、授業中にたくさん簡単なところから教えて欲しいと思いま 練習できると嬉しいです。す。 ・聞き取れる、書き取れるレベルになれ・中国の流行を知りたい。日本との相違点 ばいいと思っている。を知りたい。 ・日常で使いそうな語、文章を習えたら・中国の文化についても勉強したいと思い なと思う。ます。 ・言葉だけでなく、社会情勢も教えて欲・もし先生が中国に行った時の写真などが しいです。あれば、見たいです。 ・先生の中国での実体験をいっぱい聞い・中国語を使った遊びをできたらいいなと てみたいです。思います。

初修外国語企画部 第２回ＦＤ （'11/02/09）
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３．授業内での取り組み①写真を用いた文化紹介 ➭ 補助資料１②中国映画鑑賞 ➭ 補助資料２③日本語との比較・２種類の美味しい‐新潟的海鲜很好吃。（新潟の海の幸は美味しい。）‐新潟的日本酒很好喝。（新潟の日本酒は美味しい。）・「ある」と「いる」‐新潟大学有很多留学生。（新潟大学にはたくさんの留学生がいる。）‐新潟大学有很多食堂。（新潟大学にはたくさんの食堂がある。）・順 序 型 と 説 明 型‐我去妙高滑雪。（私はスキーをしに妙高に行く。）授業評価アンケート（H19年度） 授業評価アンケート（H20年度）・中国語だけでなく中国の文化や映画を見 ・中国での体験談なども話してくれ、中せてくれたことがとてもおもしろくてよ 国に興味を持てるようになる。（前期）かった。（前期） ・中国でのエピソードが楽しかったです。・中国に関する豆知識も豊富で余談が楽し （前期）かった。（前期） ・文法だけとかではなく、中国の文化な・中国語に興味をもつことができ、中国語 どについても授業で話してくれたこと。のおもしろさを知れたこと。（前期） （後期）・配付資料や映画で中国のことが知れて楽 ・中国での色々な情報を教えてくれて、しかった。中国に興味を持つようになる とても新鮮でした。（後期）ような内容だった。（後期） ・プリントが分かりやすくまとめられて・語学だけでなく様々な文化などの話をし あり、予習、復習しやすくとても良かてくれたり、映画を見せてくれたりした った。中国語のビデオを見たり、中国ので、とてもおもしろかった。（後期） の雰囲気とかも分かって楽しかった。（後期）４．期待される学習効果①専門教育への橋渡し・「漢文学講義」における漢詩の平仄と現代中国語の発音・「漢文学演習」における白文読解時の語法的知識・ゼミ発表や卒業論文作成における中国語文献の利用②文化交流と留学・中国人留学生との相互学習・「はばたけ21 未来の子どもたちへ」への参加・学部間交流提携大学への留学③教員となってからの糧・漢詩や漢文の現代中国語による読み聞かせ・言葉に対する感受性と日本語への理解に基づく教育・国際的視点に立った日本文化への理解に基づく教育

初修外国語企画部 第２回ＦＤ （'11/02/09）
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第三课 “等出租汽车” ‐生词・重点‐chﾏzﾏqﾊchﾃ出租汽车［名］ タクシー。shﾏ书 ［名］ 本。cﾈdiﾁn词典 ［名］ 辞書。辞典。shﾏbｿo书包 ［名］ かばん。yuﾀnzhﾏbﾉ圆珠笔 ［名］ ボールペン。shﾍujﾇ手机 ［名］ 携帯電話。diﾂnnﾁo电脑 ［名］ パソコン。xﾈngli行李 ［名］ 荷物chﾇ de吃的 ［名］ 食べ物。⇒“ ”は「飲み物」。jﾉ几 ［数］ いくつ。⇒数量を尋ねる時に使い、（ ）は不要。ge个 ［量］ ～個。⇒専用の量詞を持たない名詞や、抽象的な名詞に対して使う。yﾈgﾎng一共 ［副］ 全部で。合わせて。dﾋu都 ［副］ すべて。みんな。⇒動詞や形容詞の（ ）に置く。Tｿmen dﾋu shﾊ Zhﾋngguﾌrﾄn.“他们都是中国人。”は、「 。」“ 。”は、「私たちはみんな北京へ行きます。」dﾅng等 ［動］ 待つ。⇒“ 。”は、「少々お待ち下さい。」“ 。”は、「お待たせしました。」dﾁdﾇ打的 ［動］ タクシーに乗る。タクシーをつかまえる。ba１ “吧”の使い方ba吧 ［助］ ～しましょう。～でしょう。⇒（ ）に置いて（ ）や（ ）の気持ちを表す。Wﾍmen yﾊqﾉ hﾃ kｿfﾃi ba.“我们一起喝咖啡吧。”は、「 。」Lﾁoshﾇ shﾊ Zhﾋngguﾌrﾄn ba.“老师是中国人吧。”は、「 。」“ 。”は、「私たちフランスへ行きましょう。」“ 。”は、「あなたは彼女を知っているでしょう。」

教育学部主専攻プログラムと初修外国語 補助資料１ 中国語スタンダードⅠ６ａ（ '08/06/09）
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第九课 “打电话” ‐生词・重点‐wﾆi位 ［量］ ～人。～名様。⇒敬意を込めて人を数える量詞。diﾂnhuﾂ电话 ［名］ 電話。bﾂo报 ［名］ 新聞。⇒“ ”と呼ぶ方が一般的。“ ？”は、「今日の新聞はどこにありますか。」shﾊ事 ［名］ 事柄。用事。⇒“ ”は、「何でもない。大丈夫だ。」shﾈjiｿn时间 ［名］ 時間。wﾁnshang晚上 ［名］ 晩。夜。⇒“ ”は「朝」、“ ”は「昼」。wﾁnfﾂn晚饭 ［名］ 晩ご飯。⇒“ ”は「朝ご飯」、“ ”は「昼ご飯」chﾀ茶 ［名］ お茶。kﾁlｿ ok卡拉OK ［名］ カラオケ。zuﾎyﾆ作业 ［名］ 宿題。huﾈ回 ［動］ 帰る。戻る。chﾂng唱 ［動］ 歌う。xiﾅ写 ［動］ （文字や文章を）書く。gﾂn干 ［動］ （仕事や活動を）する。やる。zuﾎ做 ［動］ ①作る。②従事する。する。“ 。”は、「私は料理を作るのがとても好きです。」“ 。”は、「今日、私は宿題をしなければならない。」dﾁ打 ［動］ 打つ。殴る。⇒その他、様々な動作を表す。“ ”は「電話をかける」、“ ”は「パソコンを使う」。☞第５課dﾁgﾋng打工 ［動］ アルバイトをする。shuﾊjiﾂo睡觉 ［動］ 寝る。眠る。⇒“ ？”は、「今私は寝てもいいですか。」duﾊ对 ［形］ 正しい。当たっている。そうです。☞第１課wﾆi喂 ［感］ もしもし。⇒電話の応答や、人に呼びかける際の言葉。

教育学部主専攻プログラムと初修外国語 補助資料１ 中国語スタンダードⅡ６ａ（ '08/11/05）



Yﾈ ge dﾋu bﾒ nﾄng shﾁo
一个都 不能 少（邦題：あの子を探して）nﾆirﾌng jiﾁnjiﾆ【内容 简介】（あらすじ）Shuǐ quá n xiǎ oxué de Gā o lǎ oshī yà o huí水泉 小学 的 高 老师 要 回jiā kànwàng bìngzhò ng de mǔ qīn，cūnzhǎng家 看望 病重 的 母亲， 村长có ng lí ncū n zhǎ odà o Wè i Mǐ nzhī gě i Gā o从 邻村 找到 魏 敏芝 给 高lǎ oshī dà i yí gè yuè kè。 Gā o lǎ oshī老师 代 一 个 月 课。高 老师lí nzǒ u shí zà isā n dī ngzhǔ Wè i Mǐ nzhī，临走 时 再三 叮嘱 魏 敏芝，yí dì ng yà o bǎ xué sheng kà nzhù， yí gè一定 要 把 学生 看住， 一 个dō u bù né ng shǎ o。 Wè i Mǐ nzhī zhě ngtiā n都 不 能 少。 魏 敏芝 整天rà ng xué sheng chā o kè wé n， mě itiā n让 学生 抄 课文， 每天qī ngdiǎ n ré nshù， shé i yà o bǎ xué sheng清点 人数， 谁 要 把 学生nò ngzǒu，jiù gēn shé i jí，liá n cū nzhǎ ng弄走， 就 跟 谁 急，连 村长de huà yě bù tī ng。Shí suì de Zhā ng Huìkē yīn jiā qià nzhà i wúlì chánghuá n，的 话 也 不 听。十 岁 的 张 慧科 因 家 欠债 无力 偿还 ，bù débù shī xué dà o ché nglǐ dǎgō ng。Wè i Mǐ nzhī jì zhù Gāo lǎ oshī línxí ng qiá n不得不 失学 到 城里 打工。魏 敏芝 记住 高 老师 临行 前de dī ngzhǔ， jué xī n bǎ Huì kē zhǎ ohuí lá i。 Tā dǎ tī ngdà o Huì kē zà i ché nglǐ的 叮嘱， 决心 把 慧科 找回来。 她 打听到 慧科 在 城里de zhùchù，shísān suì de Wèi Mǐnzhī kāishǐ le mángmáng rénhǎili de xúnzhǎo……。的 住处，十三 岁 的 魏 敏芝 开始 了 茫茫 人海里 的 寻找……。dﾁoyﾁn【导演】（監督）Zhｿng Yﾊmﾍu张 艺谋 （「初恋の来た道」、「HERO」、「 LOVERS」など多数）yﾁnyuﾀn【演员】（キャスト）Wﾆi Mﾉnzhﾇ虜 樗 屮 魏敏芝先生役Zhｿng Huﾊkﾃ嫖 斯親 張慧科生徒役Tiﾀn Zhﾆngdﾀ弥 屎 器田 村長Gｿo ｪnmﾁn互 寓諾 高 先生

教育学部主専攻プログラムと初修外国語 補助資料２ 映画 予告編（ '07/06/11） Hﾄ nﾉ zﾂi yﾊqﾉ
和 你 在 一起（邦題：北京ヴァイオリン）

nﾆirﾌng jiﾁnjiﾆ【内容 简介】（あらすじ）刘小春年幼时就拉小提琴， 13岁即拥有不少令人称羡的琴赛奖状。对于这位敏 感又沉默的少年，小提琴一直是他 最喜爱的表达方式。他的父亲刘春 带着儿子离开家乡，前往北京追寻 提琴与成功的梦想。刘春先是让小 春跟桀骜不驯的江老师学琴，继而 又让儿子拜在余教授的门下。终于 ，小春获得了参加国际比赛的机会 ，但也面临着人生残酷的选择…… 。dﾁoyﾁn【导演】（監督）Chﾄn Kﾁigﾃ陈 凯歌 （「始皇帝暗殺」、「さらば、我が愛覇王別姫」、「 PROMISE」など多数）yﾁnyuﾀn【演员】（キャスト）Tﾀng Yﾒn Liﾐ Xiﾁochﾏn唐 韵 刘小春ヴァイオリン少年Liﾐ Pﾆiqﾈ Liﾐ Chﾏn刘 佩琦 刘春少年の父Chﾄn Hﾌng Lﾊlﾊ陈 红 莉莉リリWﾀng Zhﾊwﾄn Jiｿng lﾁoshﾇ王 志文 江老师ヴァイオリンの先生Chﾄn Kﾁigﾃ Yﾐ jiﾂoshﾎu陈 凯歌 余教授ヴァイオリンの先生

教育学部主専攻プログラムと初修外国語 補助資料２ 映画 予告編（ '07/12/03）



                                                      初修外国語企画部第２回 FD 

                                                                    2011.2.9 

                                法学部・真水康樹 

 

 

法学部主専攻プログラムと初修外国語 

(３つのコア・カリキュラム：企業法務、行政法務、国際法政) 

 

 

テクニカルな部分での動機付け 

１．東郭先生と狼：リップ・ヴァン・ウィンクル物語 

２．素材としての時事問題：「ニュースで英会話」「トラッド・ジャパン」 

３．中国語やドイツ語が身に付いてから、英語がスキになる、克服できる 

４．目標としての専門の明示：Ex.ドイツ語；環境法・EU 法 

５．中国語の場合：道程の厳しさと、目標の近さ(発音の難しさ、単語暗記不要) 

        ：漢字語の共通性：例えば、韓国語も視野に入れながら 

              ：公園、地図、図書館 

                           ：仁川 Ren Chuan  인천  ； 平壌 Ping Rang   평양 

 

 

語学学習を超えた理解の必要性 → 異文化理解、地域研究への誘い 

６．もちろん多数の落とし穴：同じ単語で、意味の違う 

             ：領導と指導：recognize, acknowledge 

７．「多くの人に読まれるべきだと思います」 

８．「中国人、重感情」 

９．尖閣問題 → 居丈高な中国政府の態度 

１０．香港ではランチは１時；スプーンと箸；「３年零８箇月」 

１１．普遍言語（英語）だけでは知れないこと 

 

 

具体的なメリットの提示 → 留学への誘い 

（正直言えば、中国のことしか分かりません） 

１２．チャイナ・ドリーム：第２次中国語ブームなのか；F さんの話 

１３．中国だけではない：ニューヨーク、マレーシア、東南アジア(2,500 万人の華人社会) 

１４．中国語の役割：位置づけ；リージョナルな国際語 

 

 

 

 

 



 

参考資料（政治社会学⑨：法学部：２０１０年度・後期） 

 

１．ハングル表記の文には、実は、漢字語が多く含まれている：韓国(朝鮮)語と日本語 

  の類似性 

  例文：テキスト『中国周縁の国際環境』(９頁終わりから４行目～10 頁 1 行目まで） 

 

 

1.1.日本語文 

 

日清・日露戦争は日本の近代化プロセスにおける重要な出来事ですが，名前は日清・日露

なのに二度とも朝鮮半島が大きな争点であり，朝鮮半島は戦争の災禍にさらされました。

まず日清戦争ですが、この戦争は朝鮮半島をめぐる日本と清国との戦争であったという側

面をもちます。当時朝鮮は清朝の属邦でしたから，日本の朝鮮への関心は，清朝の目から

見れば日本が琉球を自国領としたことに続く，華夷秩序に対する挑戦でした。 

 

 

1.2.普通のハングル文 

 

일청・일로전쟁은 일본의 근대화 프로세스에 있어서 중요한 사건인 바, 명칭을 일청・

일로라 하되, 두 번 다 조선반도가 큰 쟁점이었고, 조선반도는 전쟁의 재화에 

휘말려졌습니다.먼저 일청전쟁에 대해 말하면, 이 전쟁은 조선반도를 둘러싼 일본과 

청국의 전쟁이었다는 측면이 있습니다. 그 당시 조선은 청조의 속방이었으므로, 

일본의 조선에 대한 관심은,청조의 눈으로 보면 일본이 유구를 자국 땅으로 편입한 데 

이어, 화이질서에 대한 도전이었습니다.  

 

 

1.3.上記 1.2.の文章から漢字語を拾って漢字に直すと･･････ 

 

日清・日露戦争은 日本의 近代化 프로세스에 있어서 重要한 事件인 바，名称은 日清・

日露라 하되, 二 번 다 朝鮮半島가 큰 争点이었고，朝鮮半島는 戦争의 災禍에 

휘말려졌습니다.먼저 日清戦争에 대해 말하면, 이 戦争은 朝鮮半島를 둘러싼 日本과 

清国과의 戦争이었다는 側面이 있습니다. 그 当時 朝鮮은 清朝의 

属邦이었으므로，日本의 朝鮮에 대한 関心은，清朝의 눈으로 보면 日本이 琉球를 自国 

땅으로 編入한 데 이어，華夷秩序에 対한 挑戦이었습니다. 
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初修外国語チューターを
活用した授業の試み

祝！今学期４言語２３クラス、受講生５８８名！

干 野 真 一
教育･学生支援機構／
初修外国語企画部

初修外国語第2回ＦＤ
初修外国語チューター制度とは

特色ＧＰ(初修外国語)により実現≠Ｔ
Ａ

「新潟大学特色ＧＰ初修外国語チューター取
扱要項」(平成２０年７月１７日学長裁定)

平成２０年度第２学期からスタート

仏語４クラス（チューター計４人）

外部評価・実地調査でも注目される

初修外国語第2回ＦＤ 2011/02/09 2

実は昨年度・・・

 「初修外国語チューターを活用した教員
による教授法研究会」開催(2010.2.12)

(レポートから)

「特色ＧＰは本年度が最終年度にあたりま
すが、来年度以降における初修外国語
チューター制度の運用について、参加した
教員から異口同音に「是非引き続き利用し
たい」という強い要望が出されました」

初修外国語第2回ＦＤ 2011/02/09 3

そして本年度・・・（１）

財源確保

(教育･学生支援機構による予算措置)

学内認知度の上昇
新潟大学 H21年度に係る業務の実績に関する評価結果

教育研究等の質の向上の状況―注目される項目

○留学生の「初修外国語チューター制度」をフラン
ス語以外の外国語の授業にも拡大し、日本人学生
の外国語運用能力の向上や異文化理解の促進に効
果を上げている。

初修外国語第2回ＦＤ 2011/02/09 4

そして本年度・・・（２）

実施規模の拡大

今学期は仏･独･中･朝で計２３クラス

（初修外国語チューター１５人）

学生５８８／１８１７名（３２％）

初修外国語第2回ＦＤ 2011/02/09

年度・学期 活用した言語 チューター数 担当時間合計

Ｈ２０年度２学期 仏 ４名 ５８時間

Ｈ２１年度１学期 仏 ４名 １９６時間

Ｈ２１年度２学期 仏・独・中 １０名 ３２１時間

Ｈ２２年度１学期 仏・独・中 １０名 ２４３時間

Ｈ２２年度２学期 仏・独・中・朝 １５名 ５４６時間

5

これからを考える(話題提供)

（課題）

 評価制度をどうするか。(ナントからの提言)

ＧＰ時代からの課題。

 留学生の授業コマとのバッティングに注意！

（話題）

 ネイティブ教員とノンネイティブ教員での

活用方法の違い？

 活用方法のタイプ（回数、内容）

初修外国語第2回ＦＤ 2011/02/09 6
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初修外国語企画部 第２回FD
初修外国語教育のオリエンテーション

２０１１年２月９日

anja_hopf@ge.niigata-u.ac.jp

留学生チューター使用状況: 
(２２年度後期）

1. インテンシブドイツ語 II-2,3

(週: ２コマ担当、１コマずつ使用）

2. コミュニケーション・ドイツ語F

（週: １コマ担当、毎回使用)

2011年 2月 9日 水曜日 2

どうして？

1. インテンシブドイツ語: 

- 外国語学習のリアル感強調

→外国語で通じた達成感によって、モチベーショ
ン・アップ

- 異文化（ドイツ語文化圏）体験可能

2. コミュニケーションドイツ語: 

- 「話す」と「聴く」スキルを育成する授業なの
で、実際にその場ですぐにでも応用可能

2011年 2月 9日 水曜日 3

具体的に授業では①: 

1. インテンシブドイツ語: 

- 発音練習

- 会話例

- リスニング練習

- 課題に手伝い

- 会話相手

- ドイツ語文化圏の情報やドイツ大学についての

情報提供

- 最終口頭試験の手伝い

2011年 2月 9日 水曜日 4

具体的に授業では②:

2. コミュニケーションドイツ語F: 

- リスニング練習

- 課題の手伝い

- 会話相手

- ドイツ語文化圏の情報やドイツ大学についての

情報提供

- カメラマン

- 口頭試験や最終口頭試験の手伝い

2011年 2月 9日 水曜日 5

具体的に授業では③

1.インテンシブドイツ語II: 

２つのクラス（インテンシブドイツ語II1&3)合同で

クリスマスパーティー開催: 

チューター二人、ネイティブ教員二人、学生４６
名:

- ドイツでのクリスマス習慣のプレゼンテーション

- クイズ大会

（教科書内容、ドイツ語、ドイツ情報）

2011年 2月 9日 水曜日 6
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具体的に授業では④:

2.コミュニケーションドイツ語F: 

- ヴィデオ撮影:

Unser deutsches Lieblingswort!

（私たちの一番好きなドイツ語）

チューター発声コーチ、カメラマン 担当

- 口頭試験での話相手（教員が評価しやすくなる）

2011年 2月 9日 水曜日 7

„Unser Lieblingswort“

2011年 2月 9日 水曜日 8

学生の反応①:
(アンケート結果, 資料１参照)

●回答者７４名: 

質問5:  「留学生がきた授業は楽しかったか」:

強くそう思う: 37, そう思う: 25, どちらかと言えば

そう思う: 12) → 合計: 74

質問7:  「もっと頻繁に留学生がきてほしかった
か」: 

強くそう思う: 26, そう思う: 21, どちらかと言えば

そう思う: 22 → 合計: 69

2011年 2月 9日 水曜日 9

学生の反応②:
(アンケート結果, 資料１参照)

●回答者７４名: 

質問3: 「留学生の話を聞いて、発音やイントネー
ションの参考になったか」

強くそう思う: 34, そう思う: 25, どちらかと言えば: 
そう思う: 13) → 合計: 72

質問13:  「これからもこの外国語の勉強を続けたい
か」

強くそう思う: 26, そう思う: 21, どちらかと言えば
そう思う: 24 → 合計: 71

2011年 2月 9日 水曜日 10

学生の反応③:
(アンケート結果, 資料１参照)

●学生の声:

質問4: 「授業で留学生と一緒におこなった活動の中
で印象に残っているのはどのようなものでした
か？」

「お互いに言葉がよく分からないなりに、一生懸命伝
えおうとしたこと」

「留学生が班を回って、教えてくれる活動。... 答え
につまっているときにヒントを出してくれたこ
と」

（１年生）

2011年 2月 9日 水曜日 11

学生の反応④:
(アンケート結果, 資料１参照)

●学生の声:

質問５: 「授業にきた留学生の行動や考え方の中で、
印象に残っているのはどのようなものですか？」

「私たちがわからない単語を自分の辞書でひいて日本語

を教えたくれたこと。お互いの言葉が１つの講義の中で

共有できたから」

「プリントなどを配るときに、一人一人に手渡したり、手
渡すときに相手を見ながら渡すこと。日本人同士だと
そんなことはなかなかないから」 （１年生)

2011年 2月 9日 水曜日 12
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学生の反応⑤:
(アンケート結果, 資料１参照)

●学生の声:

質問７: 「留学生がきた授業についての意見や感想などが
ありましたら、ぜひ教えてください。」

「慣れるという意味で非常に有意義だと思います。外国語を

話すのは恥ずかしい、抵抗がある、というのは『慣れていな

い』というのが原因の一つにあるような気がします...」

「ネイティブの発音はとてもためになりました... 」

「... 今後もこのような機会があれば、外国語を学ぶ上でモチ

ベーションの維持につながると思います」

（２年生)

2011年 2月 9日 水曜日 13

まとめ①

●留学生チューター制度は非常に成功している: 

→ インテンシブドイツ語 II, 1,2,3 全７０を聞いたところ: 
「ドイツ語を続けたいか?」 はい: 28名

(副専
攻希望: 14名) 

(いいえ: ５名、迷っている: 37名)

●学生だけではなく、チューターのためにもなっている。
（参考資料②アンケート)

●授業の雰囲気はより明るく、リアルな学習環境が作れる。

●外国語生涯学習に繋がることだけではなく、多文化社会に
応用できる人間の育成にも繋がる。

2011年 2月 9日 水曜日 14

まとめ②
３学期（２１年度後期、２２年度前期・後期)にわたり、
チューターを使った経験から: 

●チューターが教科書を持つ方が授業運営がスムース。

●授業の前に打ち合わせした方が授業進行が問題が少ない

（メール、口頭など）。

●チューターに積極的に教室内で回わってもらう→学生に声をかけて

もらう→学生の恥ずかしさがなくなる→教員を介せずチューターと

コミュニケーションがとれるようになる。

●授業中の使うことばはなるべくドイツ語が適切なのだが、英語、

日本語、ジェスチャーなどを使用してもらうと、コミュニケーショ
ンがうまく行く。

2011年 2月 9日 水曜日 15

まとめ③
３学期（２１年度後期、２２年度前期・後期)にわたり、
チューターを使った経験から: 

●授業ごとに日常生活のテーマについて何か簡単に紹介してもらう。

それをリスニング課題として使うことで、外国語学習にも繋がる。

●クラス受講生全員が名札などをつけた方が全体の雰囲気が柔らかく

なり、お互いにうちとけやすい。

●１コマあたりに２時間以上はチューターに仕事をお願いしない。

１２０分以上は仕事をさせないこと（留学生がチューター活動する

ためではなく、留学しにきたことを忘れないこと！）。

以上

2011年 2月 9日 水曜日 16

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit.

ご清聴ありがとうございました。

2011年 2月 9日 水曜日 17



初修外国語企画部 第２回 FD 初修外国語教育のオリエンテーション 

  ２０１１年２月９日 

初修外国語チューターを活用した授業の試み 

実例報告２ : ドイツ語  Anja Hopf 

 

 

参考資料① 
 
2010/2011年度後期、留学生チューター学生アンケート、学生用総合結果 

回答: 74 (未回答: 2) 

Frage 6: それぞれの質問項目について、いまの気持ちにあてはまるものに数字に○をつ

けてください。 

実施期間: 2011 年 1 月 18 日〜24 日 

実施したクラス:  

① コミュニケーションドイツ語 F (11 名) 

② インテンシブドイツ語 II-1 (23 名) 

③ インテンシブドイツ語 II-2 (18 名) 

④ イんテンシブドイツ語 II-3 (22 名) 

 

チューター１名ずつ（４名） 

 

 ⑥ 

 

強

く 

そ

う 

思

う 

⑤ 

 

そ

う 

思

う 

④ 

 

ど

ち

ら

か

と

言

え

ば

そ

う

思

う 

③ 

 

ど

ち

ら

か

と

言

え

ば

そ

う 

思

わ

な

い 

② 

 

そ

う 

思

わ

な

い 

① 

 

全

く

そ

う 

思

わ

な

い 

1. この外国語を学ぶのは楽しい 74 29 34 11    

2. この外国語ができると自分にプラスだと思う 73 28 34 11   1 

3. 留学生の話を聞いて、発音やイントネーションの参考になった 72 34 25 13 1  1 

4. いろな国の人と知り合えるのは嬉しい 73 35 27 11 1   

5. 留学生がきた授業は楽しかった 74 37 25 12    

6. 留学生の話を聞いて、その国や地域に関心を持つようになった 72 37 24 11 2   

7. もっと頻繁に留学生がきてほしかった 69 26 21 22 4  1 

8. この外国語を母語として話す人たちのことをもっと知りたい 70 27 29 14 4   

9. この外国後が話される国と地域に行ってみたい 72 51 14 7 2 1  

10. 授業中にあまり留学生と話すことができなかった (-1) 48 6 12 30 18 7  

11. この外国語を話すのは恥ずかしい (-1)               61 12 4 2 6 13 17 31 

12. 授業以外でも留学生と会って話したいと思うようになった 55 12 19 24 16 2 1 

13. これからもこの外国語の勉強を続けたい 71 26 21 24 3   

14. 他の外国語も勉強してみたい 66 20 20 26 6 2  

15. 授業に満足している 74 44 26 4    

 



初修外国語企画部 第２回 FD 初修外国語教育のオリエンテーション 

  ２０１１年２月９日 

初修外国語チューターを活用した授業の試み 

実例報告２ : ドイツ語 

Anja Hopf 

 
 

参考資料② 

 
留学生チューター学生アンケート、留学生チュター用より:   

 

質問１ 「受講生の行動や考え方のなかで、あなたの印象に残っているものは何です

か？それらが印象に残った理由もあわせて教えてください。」 

 

「... ときどき、授業の場で授業外のイベントや学生たちの活動に呼ばれたり

することもありましたので、それは授業に参加しなかったら、知りもできませ

んでした。...」 

 

質問２「チューターをつとめた感想を教えてください。また、この取り組みに

ついての意見があればぜひ教えてください。」 

 

「... 個人的に言えば、私にとってはチューターの活動を通して、日本の学生

たちの考え方を知り合うことができたし、日本語力も上達できたし、日本語母

語者と知り合うきっかけにもなりました。...」 

 

「新潟大学における初修外国語チューター制度は大変有意義な制度だと思いま

す。日本の学生もチューターもお互いに勉強しあえることができるからで

す。...」 


