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日本語教育センター長
異文化コミュニケーション学部教授

丸山

千歌

○栗田 では、講演にまいります。本シンポジウムコーディネーターは日本語教
育センター長異文化コミュニケーション学部教授、丸山千歌先生です。では、丸
山先生にマイクをお預けいたします。

趣旨説明
○丸山

皆様こんにちは。立教大学日本語教育センター長の丸山でございます。

本日は週末の、しかもお天気のいい、イチョウもきれいな、青空もきれいな日に
こちらにお集まりくださいまして、本当にありがとうございます。【スライド①
1】
本日は「大学の国際化と日本語教育におけるプログラム評価―過去・現在・未
来―」という企画をいたしました。立教大学日本語教育センターは 2011 年に設
置されたのですけれども、2012 年から、毎年この季節にシンポジウムを開催し
てまいりました。第 1 回目は「大学における日本語教育の意義と可能性」という
ことで、本日コメンテーターにお迎えしております西原先生に基調講演をお願い
いたしました。そして、第 2 回目は「海外の大学が日本の日本語教育機関に期待
すること」でした。この 2 回は私たち立教大学の日本語教育がどういう方向を向
いたらいいのかという方向づけを模索するための企画だったように思っておりま
す。そして第 3 回、昨年度でございますが、やはり本日、コメンテーターでお迎
えしております長尾先生にご講演いただきまして、
「大学の国際化と大学評価 日
本語教育プログラムの貢献をどう評価するか 」という企画をいたしました。【ス
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ライド① 2 】
プログラム評価のプロジェクトですけれども、私たちは 2013 年度より、大学
の国際化の一翼を日本語教育部門が担っているという自負のもと、大学運営全体
への貢献を図るための評価というのを設計して実施しようではないかという、そ
ういうプロジェクトに取り組んできております。【スライド① 3 】こういったプ
ロジェクトに取り組む前の方向づけというのをシンポジウムの 1 回目、2 回目と
やっていたんだなと、今振り返って思います。プログラム評価をどんなふうに行
っていくかということですが、こちらのスライドをご覧いただきたいのですが、
評価をぜひ自分たちのプログラム運営の方向づけをしていきたい、役に立つよう
な評価を行っていきたいということで、そこを念頭に置いて設計して、実施をし
て、そして報告をして、またその結果を使っていくという、そういうリンクの中
で、まず評価を、目的活用法、評価の課題、手法と指標というようなことを設計
していこうと思って始めました。その中には学生、それから教職員、それから海
外の協定校の先生方、学習者とかを巻き込んだ参加型の評価を行っていこうとい
うような気持ちでおりました。【スライド① 4 】
2013 年、2014 年とかけて、このようなロジックモデルも実は考えてつくっ
たところだったのですけれども、【スライド① 5 】先ほど白石先生からお話があ
りましたように、立教が昨年度、スーパーグローバル大学に申請をして、留学生
数を 5 年で 2 倍、10 年で 4 倍にしていこうというような数も出てまいりました。
大学の国際化に対する構想というのがどんどん進んでいく中で、自分たちだけで
2 年、3 年スパンの大きな計画を立てて、それを計画どおりにプログラム評価を
行っていくということに、不安を感じました。その不安には、プログラム評価と
いうのを私たちが自分たちのプログラムをよくしていくために使おうという前提
があるからです。また、プログラム評価を行ったデータというのを、他部局であ
るとか、それから大学に対して、自分たちのやっていることを示すコミュニケー
ションのツールとして使いたいと思っていたのですけれども、刻々と状況が変わ
る中で、2 年前、3 年前に設計したものに基づいたデータを使って、それを示し
たところで、今と違うじゃないというようになってしまうのではないだろうかと
いうことがございました。そういった刻々と変わっていく状況の中で、プログラ
ムを戦略的に運営していくにはどうしたらいいだろうというようなことも考えて
おりました。【スライド① 6 】
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どんなふうに日本語教育センターの状況が変わっているのかというのをちょっ
とお示ししたいと思います。これは昨年の 12 月から現在に至る 1 年弱の間の状
況なんですけれども、こんな感じです。今お見せしているのは、2014 年 12 月
の時点で、だいたいこんなことが起こるであろうというふうに書いていたスケジ
ュールでございます。ここに 2015 年 4 月には、日本語教育センターが国際化推
進機構の下部組織として位置づけられるという、大きな組織的な変更がございま
した。それと、これは昨年度から計画してきたものでございますが、日本語教育
センターの中で新しく稼働した出来事でございます。
このほかに、今お見せしたのは新しく科目を立ち上げましたとか、それから新
しいサービスを始めましたというものなんですけれども、今ここで、緑でお示し
しているのは、予定されていたものを走らせながら、新しくプロジェクトとして
立ち上がったもので、7 月には、来年度に向けてカリキュラム改編をしていこう、
そういうことが決まったり、それから 8 月には、先ほど白石先生がお話しくださ
ったように、超短期プログラムというのを試行するための話し合いが始まったり
と、こんなふうにして、どんどん 1 年の間にいろいろな出来事が起きていて、そ
ういう中で私たちは日本語教育に携わっております。
【スライド① 7 】
そういった、いろいろ状況が変わる中で、先ほどお話ししたような不安を持ち
ながら、昨年は大学の国際化と大学評価という、自分たちの日本語教育のプログ
ラムの評価、貢献をどう評価するかというような企画をいたしました。
【スライド
① 8 】その詳細はこちらの冊子にまとめておりますので、ぜひごらんいただきた
いと思うのですけれども【スライド① 9 】
、そのときに長尾先生のご講演の中で
まとめとして示されたのがこのようなスライドでした。まず役に立つ評価という
のをやっていきなさいということ、それから大学の国際化というのは、地球規模
の急激な社会変革の一端なのであるということ、そしてその流れの中で自分たち
が主体的に何か行っていこうとするときに、評価というのはきちんといいツール
として使えるんだということ、そして日本語教育の評価というのは、日本語教育
自体は重要なんだけれども、その有用性というのを考えるときに、いろいろな多
様な研究があるんだ。こういったことをお示しいただきました。
【スライド① 10】
評価の有用性の検証には、多用な評価の活用方法があるということをお示しいた
だいた中で、私たちは開発型評価というほうへ発想を変えてまいりました。
開発型評価というのがどういうものかということについては、本日の第 2 部で、
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小澤先生に少しお話しいただけると思うので、ここではちょっと、ここまで触れ
ておきたいのですけれども、具体的にはこんなイメージで、その都度、その都度、
小さな評価を行いながら、今自分たちはここから何をしていくのかというふうな
ことを考えていく、こういったデザインになっています。
本日の企画に移ってまいりたいと思いますが、本日は、私たちがこうやって日
本語教育センターの中で評価に対する考えを変えてきて、今また新しい評価に取
り組んでいるんですけれども、そういった中で、これからまた 1 年、2 年と先、
どのように取り組んでいったらいいかということを考えていきたいと思っており
ます。
【スライド① 11 】

【第 1 部】
○丸山

第 1 部の講演は 3 人の先生にご登壇いただきます。お一人目の先生に

は、日本の日本語教育におけるプログラム評価のあり方に一石を投じてくださっ
たプロジェクトの代表者の先生、田丸先生に、その当時の背景、そして研究の成
果についてお話しいただきたいと思います。また 2 人目の先生は、異文化コミュ
ニケーション学部の池田先生です。前日本語教育センター長の池田先生に、日本
語教育のプログラム評価というのが今どんなふうになっているのか、これからど
うしていくのかということについてお話しいただきます。そして 3 人目の登壇者
である、国際化推進機構長の山口先生には、国際化の推進にあたり、日本語教育
センターに期待することというのをそれぞれ 30 分でお話しいただこうと思いま
す。その後、10 分休憩をとりまして、3 名のコメンテーターの先生にご登壇いた
だきます。西原先生、小澤先生、長尾先生から日本語教育またはプログラム評価
の観点からコメントを頂戴し、会場の皆様とディスカッションを行いたいと思っ
ております。
【スライド① 12 】第 1 部の登壇者の先生方、先ほどご紹介したと
おりでございます。
【スライド① 13 】
それでは私の趣旨説明はここまでといたしまして、早速第 1 部のお一人目のご
登壇者である田丸先生にご講演をお願いいたしたいと思います。ご講演のタイト
ルは「日本語教育のプログラム評価の過去について」でございます。田丸先生、
よろしくお願いいたします。
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【スライド① ‑1 】

 ܖٻᨥ҄ểଐஜᛖᏋ ấẬỦ
ܖٻỉᨥ҄ểଐஜᛖᏋỆấẬỦ
ἩἿἂἻἲᚸ̖
ὼᢅӊὉྵנὉசஹὼ
ὼᢅӊὉྵנὉசஹ
ὼ
ឯଓᛟଢ
ᇌܖٻଐஜᛖᏋἍὅἑὊἉὅἯἊỸἲ2015
ᇌܖٻଐஜᛖᏋἍὅἑ
ἉὅἯἊỸἲ2015
2015࠰12உ5ଐ
ଐஜᛖᏋἍὅἑὊᧈὉီ૨҄ἅἱἷἝἃὊἉἹὅܖᢿ
ɺޛҘജ

【スライド① ‑2 】

ଐஜᛖᏋἍὅἑὊ
ଐஜᛖᏋἍὅἑ
2011࠰ ଐஜᛖᏋἍὅἑ
ଐஜᛖᏋἍὅἑὊᚨፗ
ᚨፗ
ἉὅἯἊỸἲ
ᇹ1 ׅ2012࠰12உ4ଐ
ẐܖٻỆấẬỦଐஜᛖᏋỉॖ፯ểӧᏡࣱẑ
ᇹ  ׅ2013࠰12உ21ଐ
ᇹ2ׅ
࠰ உ ଐ
ẐෙٳỉܖٻầଐஜỉଐஜᛖᏋೞ᧙Ệ
ࢳẴỦẮểẑ
ᇹ3 ׅ2014࠰12உ6ଐ
Ẑܖٻỉᨥ҄ểܖٻᚸ̖
-ଐஜᛖᏋἩἿἂἻἲỉᝡྂửỄạᚸ̖ẴỦẦ-ẑ
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【スライド① ‑3 】

ᇌܖٻଐஜᛖᏋἍὅἑὊỉ
ᇌܖٻଐஜᛖᏋἍὅἑ
ỉ
ἩἿἂἻἲᚸ̖ἩἿἊỹἁἚίᵐᵎᵏᵑᵋὸ

ܖٻỉᨥ҄ỉɟᎈửਃạଐஜᛖᏋᢿᧉỉ
ܖٻᢃփμ˳ồỉᝡྂửỊẦỦᚸ̖ử
ᚨᚘẲềܱẴỦẇ

【スライド① ‑4 】

ᇌܖٻଐஜᛖᏋἍὅἑὊỉ
ἩἿἂἻἲᚸ̖ἩἿἊỹἁἚბ࢘И
ᚸ̖
Ἒბ И
Ẕܱဇɼ፯ỉᚸ̖
ợ ᚸ̖ỊࢫỆᇌ ờ ẻ ẕ
-ợẟᚸ̖ỊࢫỆᇌếờỉẻ-ẕ
ἩἿἂἻἲᢃփồỉဇử᪽ࣞỆ

ᚸ̖ỉᚨᚘ

ᚸ̖ኽௐỉဇ
ίἩἿἂἻἲᢃփὸ

ᚸ̖ỉᚨᚘ
Ⴘႎể

ᚸ̖ỉ

ඥể

ဇඥ

ᛢ᫆

ਦ

ᚸ̖ỉܱ
ẔӋьỉᚸ̖ẕ

ᚸ̖ỉإԓ

ྵנỉ̲ޗဃὉᎰՃὉ
ෙٳ੩ઃఄỉՃởܖ፼ᎍễỄ
ෙٳ੩ઃఄ
Ճởܖ፼ᎍễ
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【スライド① ‑5 】

ᚸ̖ਦỉẺỜἿἊ ἁἴἙἽ੨ϙ
ᚸ̖ਦỉẺỜἿἊἕἁἴἙἽ੨ϙ
ἩἿἂἻἲỉᘍẾềẟỦѣỉ׆ௐ᧙̞ửἴἙἽểẲềᘙẴ
Ỷ Ἡ Ἒ
ỶὅἩἕἚ

Ẇ
ᚨͳẆ
ʴ
ʴẆ
᧓etc.

ỴἁἉ
ỴἁἉἹὅ

ἩἿἂἻἲầޒ
ẴỦѣ
ίଐஜᛖỉಅẆ
ႻᛩܴẆἋἦὊ
ἓ˟ٻetc.ὸ

ỴỸἚἩ Ἒ
ỴỸἚἩἕἚ

သܖဃỉଐஜ
ᛖщӼɥẆ

ჷଐὉ
ᚃଐܼᏋẆ

သܖဃể ஜ
သܖဃểଐஜ
ʴܖဃỉʩ්
̟ᡶ

သܖဃỉ
Ӗλủ̟ᡶ

ỴỸἚỽἲ

ܖٻỉᨥ҄ ᾌ
ٶᚕᛖὉٶ૨҄҄
ίẸỉؾỂܖဃỆؔ
ỪủỦщầẝỦẮểử
ॖᜤẲềὸ

ѣỉႸႎễỄỆếẟềσᡫᛐᜤửਤềẆᚸ̖ᛢ᫆ờụᡂỜẺ

【スライド① ‑6 】

ẲẦẲẆܖٻỉᨥ҄ỆݣẴỦನेỉᡶޒỆợụ
ẲẦẲ
ܖٻỉᨥ҄ỆݣẴỦನेỉᡶޒỆợụ
ᚘဒᡫụᚸ̖ửܱẴỦẮểỆɧܤầဃẳỦ
ἚἕἩἂἿὊἢἽܖٻẆ
သܖဃૠử2000ʴỆ…

ܖٻỉᨥ҄Ịᅈ˟ऴѬẸỉ˂ٶẪỉᙲ׆ểỉ᧙̞Ể්ѣႎ
ἩἿἂἻἲỉỶὅἩἕἚỉவˑờẉЦẉể٭ỪụẆἿἊἕἁẴỤờ٭ỪụࢽỦẇ

Ẕɧܤ1ẕ ᚘဒᡫụỆἙὊἑửẾềờॖԛỉẝỦᚸ̖ỆễỤễẟỉỂỊᾎ
ɟ૾Ẇᚸ̖ဇỉЭ੩ỉɟếỂẝỦͨܖٻểỉσᡫྸᚐỉನሰỆỊ
ἙὊἑờ࣏ᙲẇ
ᙲ
Ẕɧܤ2ẕ ẮỉཞඞỂဦႎễἩἿἂἻἲᢃփửẴỦỆỊỄạẲẺỤẟẟᾎ
ἩἿἂἻἲỉѣႸႎờѣႎỆᙸಊỜếếᢃփỆࢫᇌềềẟẪ࣏ᙲầ
ẝỦẇ
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【スライド① ‑7 】

2014࠰12உˌᨀỉଐஜᛖᏋἍὅἑὊỉѣ
ᾋ2014࠰ࡇᾍ
Ὁ2014/12
2014/12 ẐᇌܖٻଐஜᛖᏋἍὅἑ
ẐᇌܖٻଐஜᛖᏋἍὅἑὊἉὅἯἊỸἲ2014
ἉὅἯἊỸἲ2014 ẑ͵ἾἯ
ẑ͵ἾἯὊἚửHPỂႆ̮
ἚửHPỂႆ̮
Ὁ2015/2/20 ᇹ3ׅFD͵ίἍὅἑὊՃὺʙѦޅὸ
Ὁ2015/2/26 ᇹ4ׅFD͵ ίἍὅἑὊՃὺψ˓ᜒࠖὺʙѦޅὸ
Ὁ2015/3/4
/ /
ᇌଐஜᛖᏋܱោ˟ܖử͵ ίἍὅἑὊՃỉܱោửσஊὸ
ίἍὅἑ Ճỉܱោửσஊὸ
ᾋ2015࠰ࡇᾍ
Ὁ2015/4 ଐஜᛖᏋἍὅἑὊầẐᨥ҄ਖ਼ᡶೞನẑỉɦᢿኵጢểẲềἋἑὊἚ
Ὁ2015/4 ҞỆᾁׅỉသܖဃӼẬἝἷὊἋἾἑὊỉႆᘍ
Ὁ2015/4 ἥἊἋἙἈỶὅᄂᆮᅹὉ21ɭኔᅈ˟ἙἈỶὅᄂᆮᅹểỉ́ፗᅹႸڼޒ
Ὁ2015/4
Ὁ2015/4WebỆợỦἩἾỶἋἳὅἚὉἘἋἚႆʙಅڼ
Ὁ 2015/4- ଐஜᛖႻᛩܴỉwebʖኖἉἋἘἲᆙڼίМဇˑૠầЭ࠰ỉỖỗ̿Ệὸ
Ὁ2015/6
သܖဃỉẺỜỉἋἦὊἓἅὅἘἋἚ͵
Ὁ2015/7- ܖᢿദᙹသܖဃỉẺỜỉଐஜᛖᅹႸỉỽἼỿἷἻἲોዻൿܭ
Ὁ2015/6/4 ᇌGPإԓ˟ଐஜᛖᏋἍὅἑὊỉӕụኵỚỆếẟềௐإԓ
5/7/ 7 ᇹ
ᇹ1ׅFD͵
 ͵ ׅίἍὅἑ
ίἍὅἑὊՃὺʙѦޅὺᅹᄂˊᘙᎍ
Ճ ʙѦ ޅᅹᄂˊᘙᎍ ݱຓέဃὸ
Ὁ2015/7/17
Ὁ2015/82016࠰ࡇឬჺἩἿἂἻἲᚾᘍửỜằẲề
Ὁ2015/9/4 ᇹ2ׅFD͵ ίἍὅἑὊՃὺψ˓ᜒࠖὺʙѦޅὸ

【スライド① ‑8 】

ẸỮễἑỶἱὅἂỂỉίᇹ3ׅὸἉὅἯἊỸἲ…

Ẑܖٻỉᨥ҄ểܖٻᚸ̖
ଐஜᛖᏋἩἿἂἻἲỉᝡྂửỄạᚸ̖ẴỦẦẑ
ᾀ ᜒ Ẑܖٻỉᨥ҄ểଐஜᛖᏋẑ
ᧈ ރ૨ ൞
ίྵᡲܖٻἇἋἘỶἜἥἼἘỵ᭗ሁᄂᆮ ܲՃ/ἩἿἂἻ
ἲὉỴἛἢỶἈὊὸ
ᾁ ਦ᚛ܭᛯẐᇌܖٻỉᨥ҄ểଐஜᛖᏋẑ
ݱຓ ˙ʁ፦൞
ίᨥؕთ ܖٻଐஜᛖᏋᛢᆉ ᛢᆉϱὸ
൷ဋ ˦ ܇൞
ίီ૨҄
ίီ૨҄ἅἱἷἝἃὊἉἹὅܖᢿẆЭଐஜᛖᏋἍὅἑὊᧈὸ
ἃ
ܖᢿ Э ஜᛖᏋ
ἑ ᧈὸ
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【スライド① ‑9 】

ẒૼẲẟଐஜᛖᏋửᎋảỦẓNo.3
ẒૼẲẟଐஜᛖᏋửᎋảỦẓN

【スライド① ‑10 】

ᇹ ׅἉὅἯἊỸἲỉᧈރέဃỉᜒỉộểỜ
ᇹ3ׅἉὅἯἊỸἲỉᧈރέဃỉᜒỉộểỜ

ᾀ. ܱဇᙻỉẐࢫỆᇌếẑᚸ̖ỉẴẴỜẇᚸ̖ඥỉႎᄩễဇờᙲ
ẻầẆẸủˌɥỆᚸ̖૨Ꮶử࢟ẴỦᚸ̖ἉἋἘἲỉૢͳầᚸ̖ỉஊဇ
ࣱửӫẴỦẇ
ᾁ. ܖٻỉᨥ҄Ịᙹྶעỉ࣯ນễᅈ˟٭᪃ỉɟᇢẇẸỉٻẨễ්ủ
Ệܖٻầɼ˳ႎẆᐯᇌႎỆӕụኵờạểẴỦẆᚸ̖Ịᨥ҄૾ᤆẆဦ
ỉॖ࣬ൿૅܭੲὊἽểẲềщửႆੱẴỦẇ
ᾂ. ଐஜᛖᏋἩἿἂἻἲỊܖٻỉᨥ҄ỉѣẨỉɶỂᙲễࢫлửਃ
ᾂ
ạẮểỊଢỤẦẻầẆẸỉஊဇࣱỉ౨ᚰỆỊٶಮễᚸ̖ỉဇ૾ඥầẝỦẇ
эႆᚸ̖ίDevelopmental
ႆᚸ̖ί
Evaluation)ồႆेử᠃੭
) ႆेử᠃੭
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ႆे᠃੭ࢸỉӕụኵỚ
2015࠰ࡇẦỤỉᚸ̖ѣỉ૾ᤆ
ݩஹờᙻỆấẨếếྵנỉᢃփỆờẦẶỦݱẰễᚸ̖ỉᆢỚỈ
Ṟᚸ̖ඥỉᑣẟ̅ẟỆễỦ
ṟᚸ̖ႎඥờᆢಊႎỆဇẲềᛐჷࡇỴἕἩỆဇ

• ἩἿἂἻἲỉ࠰᧓ܱᚘဒỆྸ
ễ ࢟ỂኵỚᡂớ
ỉễẟ࢟ỂኵỚᡂớ
• ݱẰễᚸ̖ѣỂờẆᚨᚘὉܱὉ
ኽௐỉဇίોծểႆ̮ὸỆѦỜỦ
ễỄ

ᚸ̖ݣᝋ4

ἩἿἂἻἲ

ᚸ̖ݣᝋ3

ỉѣ
ᚸ̖ݣᝋ2
ᚸ̖ݣᝋ1
ᚸ̖ݣᝋ

ẸỉᣃࡇẆཞඞửᙸềᚸ̖ݣᝋửụẆᚸ̖
ửܱẲẆẸủửẦẲềἩἿἂἻἲửဦႎ
ửܱẲẆẸủửẦẲềἩ
ἂἻἲửဦႎ
ỆᢃփẲềᘍẪ
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ஜଐỉἉὅἯἊỸἲ

ܖٻỉᨥ҄ểଐஜᛖᏋỆấẬỦἩἿἂἻἲᚸ̖
ὼᢅӊὉྵנὉசஹὼ
Ṟ ϋỉଐஜᛖᏋỆấẬỦἩἿἂἻἲᚸ̖ỉẝụ૾Ệ
ếẟềɟჽử৲ẳẺἩἿἊỹἁἚỉˊᘙᎍỆợỦẆ࢘ỉᏑở
ᄂᆮỉௐỆếẟề ί30Ўὸ
ṟ ẸỉࢸỉଐஜᛖᏋỉἩἿἂἻἲᚸ̖ѣửಒᚇẆẸẮẦỤ
ᙸảỦᛢ᫆Ệếẟềί30Ўὸ
Ṡᨥ҄ỉਖ਼ᡶỆẝẺụଐஜᛖᏋἍὅἑὊỆࢳẴỦẮể ί30Ўὸ
Ȇ˞কȆ
ṡଐஜᛖᏋẆἩἿἂἻἲᚸ̖ỉᚇໜẦỤỉἅἳὅἚểἙỵἋỽἕἉἹὅ ί60Ўὸ
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ᇹᾀᢿỉႇّᎍỉắኰʼ
ဋɺ ෴ ܇൞
ίΨ ᨥܖٻܖٻᨈᨥ᧙̞ܖᄂᆮᅹὸ
൷ဋ ˦ ܇൞
ίီ૨҄ἅἱἷἝἃ ἉἹὅܖᢿ ЭଐஜᛖᏋἍὅ
ίီ૨҄ἅἱἷἝἃὊἉἹὅܖᢿẆЭଐஜᛖᏋἍὅ
ἑὊᧈὸ
ޛӝ ԧር ൞
ίиዮᧈẆᨥ҄ਖ਼ᡶೞನᧈẆኺփܖᢿὸ

