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1．三つのセンターの連携 

（１） 理念の共有化 

 日本語研究教育センターの活動の外部評価に入る前に、語学教育研究所と国際教育セン

ターを含めた三つのユニークなセンター間の関係について考察したい。 

 

 早稲田大学は、国際関係の一層の相互依存性を反映した学問の世界でのグローバル化に

機敏に対応し、近年『グローカル・ユニヴァーシティ』という標語を掲げ、海外の教育研

究機関との連携を様々な機会を捉えて推進しているとうかがっている。そのような大学機

関に対する新しい時代の要請を背景に、全学から独立したセンター機能を持つ三つのセン

ターの理念を考えるとき、それぞれが独立して充実、深化しつつ、重なり合う部分がある

ことが見て取れる。 

 それは、語学教育研究所の自己点検・自己評価報告書の冒頭にあるように、「異文化への

まなざしを醸成・陶冶する、すなわち国際的な視野をはぐくむ教育機会を全学的にオープ

ンな学びの場として提供する」ことにほかならない。この共通理念をもう少し洗練させ、

三つのセンターを一つのまとまりのもとに明確に打ち出し、早稲田大学のミッションを支

える柱としての自負を持って、学内外にアピールしていくことが、三つのセンターを早稲

田の新しい潮流の中に位置付けていく最良の方法ではないかと思料される。そのためには、

三つのセンターの間で共通理念の設定のための活発な論議を行うことが先決である。いっ

たいどんな学生を育てたいのか、どんな研究を伸ばしたいのかをある程度抽象的なレベル

で検討する。そして、共通理念が固まったところで、学外や学生に対するパンフレットに

も、その共通理念を謳い、一つのまとまりとして三つのセンターを紹介する、カリキュラ

ム策定にも相互に乗り入れ参加する、などの実質的で具体的な一元化・統合化への継続的

努力が必要になることはいうまでもないであろう。その場合、すでに始まっている科目の

オープン化や、日本語教育の重複、外国人留学生の存在、図書館、談話室などの共通スペ

ースが一体感を醸成することに役立つであろう。 

 

（２） 役割の相互承認 

 今回の三つのセンターの自己点検・自己評価報告書によれば、それぞれのセンターの目

的は語学教育研究所は「全学的に開かれた多種多様な外国語教育」、日本語研究教育センタ

ーは「外国語としての日本語教育」、国際教育センターは「英語による日本を含むアジア理

解教育」を全学的に提供するとしている。これらは実は目的というよりも、むしろ提供す

る授業の内容ではないだろうか。ここには達成目標が明確に記述されていないので、果た

して目標がいかに達成されているかを事後評価することは難しい。 

 各センターは、達成目標がある程度分析的にブレークダウンされていれば、語研なら、

「言語学や、語学教育学の実践研究がどのように活性化されたか、収集された文献や資料

  
2
 



はどのくらい活用されているか、どのくらいの学生が外国留学したか、語学を評価されて

就職したか、原書を読みこなす研究者になったか、マイナーな言語を学び続けることでど

のようなメリットがあったか、学内職員の英語力が上がって大学にとってのメリットがあ

ったか、等々」、日本語センターなら「技能別のカリキュラムは成果があがっているか、技

能別カリキュラムの実施が教材開発や実践研究の成果に結びついているか、日本語教育に

進む日本人学生が増えたか、日本研究者になる外国人学生が増えたか、日本事情は日本語

のみで行うのでよいか、チューター制度は必要か、等々」、国際教育センターでは、「すべ

て英語で教育することでよいか、日本人学生は授業に貢献しているか、多国籍で関心も異

なる学生に対応できているか、アジアと日本のバランスはどうか、科目のオープン化は必

要ないか、個別プログラムはクローズド過ぎないか、交換プログラムの交換たる所以は機

能しているか、等々」、それぞれ達成目標を測る評価項目と、それを表現する手がかりとし

ての指標を立てることができるであろう。 

 このようなセンターごとの達成目標設定作業が行われた後で、センター同士がお互いの

達成目標を相互に理解し、評価することが肝要である。比較してみると、必ず三つのセン

ターに関わりのある項目が出てくるはずである。それをどう達成するか、お互いの役割を

認識、承認しつつ、協力のあり方を探ることが最も有効であると思われる。 

 

（３）科目のオープン化・共有化 

 さて、三つのセンターの理念が掲げられ、それぞれの達成目標が記述され相互に承認さ

れて、縦断的かつ横断的な目的の体系が整ったところで、お互いにどのようにインターラ

クションすべきかということを考えてみたい。 

 なかなか所属の教員数を増やしたり異動させたりはすぐにはできないであろうから、す

でに全学的にそのような兆候の見えている、科目のオープン化というソフト面から入って

はいかがかと思料する。日本語研究教育センターの自己点検・自己評価報告書にも指摘あ

ったように、日本語教育の全学オープン科目化と学部設置科目聴講制度は、同センターと

学内とのいわば交流事業の両輪であり、双方向に推進されることが望ましい。それでは、

共通理念のもとに立ちあがる三つのセンター同士ならもっと科目のオープン化がスムーズ

に行くのではなかろうか。例えば国際教育センターの日本理解・アジア理解の講座なら、

日本語センターのレベル 7 以下の留学生でも、有意義に聴講できるであろうし、語研の日

本人学生にとっても大いに刺激になることだろう。またその反対に、国際教育センターの

一部日本語で行う授業は、日本語センターの別科の学生にも、勉強になると想像される。

また、日本語センターの知見が結集された総合の授業は、下のレベルによっては国際部の

留学生もついていくことができるのではないだろうか。このような相互乗り入れを意識的

に導入することで、早稲田大学に集う日本人と外国人の間に自然な異文化コミュニケーシ

ョンの機会が生まれ、本当の意味での国際人の育成が可能になるのではないかと思われる。 

 ただし、これは一つのヒントに過ぎないので、三つのセンターの教員が、ここから発展
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させてもっとよりよいアイディアを実現してくださることを期待している。 

 

2．言語技能別カリキュラム 

（１）技能別のカリキュラムについて 

 日本語研究教育センターでは、聴解・読解・口頭表現・文章表現・文法・総合の言語技

能別にカリキュラムが組まれていることは、留学生の日本語力と言ってもこれらの技能の

すべてが同じレベルにあるとは限らないことを考えると、合理的な教育手法として高く評

価できる。早稲田大学日本語研究教育センターは、このような手法を本格的に実践してい

る唯一のセンターであり、その実践と研究の蓄積はこれからの日本語教育にとって極めて

示唆に富むものである。 

 このようなカリキュラムによって、学習者は自分の日本語力の構造を知り、どの部分が

どのレベルにあるかを把握し、自分の弱点を効果的に補強できることとなる。学習者が能

力に合わせて技能別にきめこまかなレベル設定ができるという意味でも、また、個々の授

業で何を具体的目標として学んでいるかをしっかりと意識して学習できるという意味でも

すぐれた教育手法であると思われる。 

 

（２）技能別教育を活かす一貫した理念の下での早期研究開発への期待 

 ただし、このような教育手法も、その利点を 100％発揮するためにはいくつかの条件が

ある。第 1 に、技能別に各レベルでの到達目標が明確化され教師と学習者との間で共有さ

れていること、第 2 に、多様な留学生について、個々の学生の技能がどのレベルなのかを

測定する信頼できる評価法が必要であること、第 3 に、技能別教育の手法が確立されてお

り、しかもそれを実践する教師の力量があること、第 4 に、それに適した教材が開発され

ていることである。 

 評価については、授業開始前のプレースメント・テストと終了時の到達度評価テストが

ある。このセンターでは、プレースメント・テストは実施されているが、到達度評価のテ

ストは行われていない。到達度は目標を定めることによって判定されるものであるが、こ

れには学生自らが設定する目標と教師が設定するものとがあろう。同センターでは、現在

学生自らが設定する目標をどの程度達成したかについてのアンケート調査方式の評価を検

討しているという。これもひとつの評価方法と考えられる。しかし、より厳密にプレース

メント・テストとの評価基準のマッチングのもとに行われる評価テストは、教育を提供す

る側から行うものとなる。このテストは、当然それぞれの授業のカリキュラムが学生に何

をどこまで求めるかという目標設定を明確にしていなければ作成できない(上記の第１条

件)ものであり、その意味では技能別の教材開発（上記の第 4 条件）とも連動する。今後の

技能別・レベル別の目標設定、プレースメント・テストの改善、教材開発とそれを用いた

教育技術の向上、到達度評価テストの開発とつながる一連の研究開発に大いに期待したい。

二つのテストも教材開発も、それぞれが単発的に開発されるというよりも、一貫した理念
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に基づいた一連の成果として作成されてこそ意味深いものと思われるからである。教材開

発については、文法に関するものが既に８割の完成をみているというが、完全なものでな

くとも、できる限り早期に到達度テストまでの全体を完成させていただきたい。 

 ここで、これら一連の研究の基本となるセンターの理念が「自己評価・自己点検」にお

ける説明では「国内外の日本語教育の発展と向上に寄与したい」としか示されていないこ

とは気がかりである。もっと個性的で具体性のある魅力あふれる理念として、鮮明に打ち

出していただきたい。 

 

（３）総合性をもつ現実への対応 

 次に、このような技能別のカリキュラムが注意しなければならないと思われる側面につ

いて触れたい。それは、現実の日本語使用場面が４技能に分かれて提示されるわけではな

く、その統合として立ち現れるところにある。学習者は、技能別に学ぶだけでなく、それ

らの技能を総合して駆使する力量をみがいておかねばならない。このセンターでは、月曜

日から木曜日までの４日間に４技能の教育を各曜日に固定する形で提供し、金曜日にそれ

を総合させるという組み立てをしている。明確に技能別の特色を打ち出しているところは

評価できよう。しかし、学生とのインタビューの中では、技能別カリキュラムを高く評価

しつつも、学習者はそれぞれの技能を独立して考えるために、それらの相互のつながりが

わかり難くなる時があり、もうすこしこまめにこれらの技能を連結できるような工夫があ

るとなおよいとの指摘があった。特に上級レベルでは総合的な科目がより多く組まれてい

る方が実践的かもしれないと感じられた。 

 同センターの上級レベルの学生の日本語はかなり高いレベルにあり、総合の授業だけで

なく、早稲田大学の学内講座の担当教員と連携して、推薦できる学部設置科目をいくつか

設定し、そのから少なくとも 1 つ受講させることを奨励してはどうだろうか。比較的年齢

も知的レベルも高い別科の留学生からそういう声が聞かれた。自分の力量がどの程度のも

のなのかを「生活」というセッティングだけでなく、「授業」というセッティングのもとで

も判断させることが良いと思われるからである。これらについては、アンケート調査等に

よる現状把握を行ってみる価値がある。 

 また、７レベル以下の学生の間でも、将来の日本研究者を目指すものが多く、日本語だ

けでなく日本文化、社会、歴史についてもっと知りたいという要望が聞かれた。現在８レ

ベルにしか開かれていない日本事情の授業の対象者を広げる工夫もあってよいのではなか

ろうか。 

 

（４）総合クラスと日本人学生参加の重要性 

 総合のクラスでは、外に向けて開かれた授業という考え方があるという。すなわち、実

際の日本語使用場面は、日本語教育の教室のように「つくられた」場ではなく、様々な人々

により様々な場所で展開されるものであり、そこに直に接して日本語を試してみるという
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経験が大切だという考え方である。この理念にしたがって学生は地域に出かけてインタビ

ューしたり、一般の日本人学生との交流で情報収集したりする。そこで重視されているの

は、「自ら考えること」と「発見」である。学習者は、現場のホーリスティック（全方位的）

な場面で、何が展開しているのかを発見し、分析し、そこでどう学ぶのかを見つけだす。

日本語教師に教えてもらうのではなく、自ら発見していくことを通して、学習者は学び方

を学び、実践力を鍛えていく。総合クラスの授業参観ならびに昨年度の総合講義報告書か

ら、このような考え方がうまく実践されていることが理解できた。 

 授業参観では、教室の内と外とを仲介していくリソースとして、アシスタント的に加わ

る 5～6 名の日本人学生が貴重な役割を果たしていると感じられた。彼らは日本語教育学を

学ぶ大学院生を中心とするが、一般の学部学生（日本語教育ボランティア）も含まれる。

見学した授業は 24 名の参加があり、発表やディスカッションのクラスとしては少々多すぎ

るように思われたが、それでも機能しているのはこれらの学生のサポートが期待できるか

らであろう。ただし、それにしても、物理的な教室のサイズ等も考えると、総勢 15 名以下

でこのような編成ができればなお効果的かと思われる。この授業は、技能別に行われる授

業を統合する働きがある。しかし、全体性を重んじるこの授業と緻密に計算された技能別

授業の関連をきちんと学習者に理解させないと、統合の働きは十分には期待できないであ

ろう。その意味では、教師に相当の力量を要求される授業であると思われる。一つの授業

というよりも、ゼミのような形で 1 週間のうちいつでもサポートが受けられる形になって

いるのであればさらに好ましいのではなかろうか。 

 

3．留学生のメンタルヘルスと地域の役割 

（１）ホストファミリー制度の導入ならびに学生サークルとの連携 

 総合の授業は、街に出てインタビューするなどの経験をともなうものであるが、より体

験的にはホストファミリーなどの制度をつくっておくと、まさに教室以外でも総合をみず

から組み立てる機会となろう。早稲田という都会の地では、なかなかホストになる家族を

探すことは容易でないかもしれないが、近郊に家族と暮らす早稲田大学の日本人学生に呼

びかけたり、地方自治体の協力を得るなどしてこのようなシステムをつくることは決して

不可能ではなかろう。地元でできなけば、東大が三井グループと実施しているような企業

退職者のネットワークと連携した広域のホストファミリーを確保することも考えられる。

地元につくるケースとしては、大都市の例では福岡地域と九州大学の実践を、また市町村

の例では国立市と一橋大学の事例（*）を参考にされたい。早稲田大学には、伝統のある国

際交流の学生サークル「ＷＩＣ」やそこから派生した日本語教育に興味を持つ「虹の会」

などがあるので、それらのサークルとの連携も考えられる。 

 なお、早稲田大学と早稲田商店街は、街づくり運動に学生と地域が協力して成功した事

例として名高い。このような街づくりなどに留学生の参加を促すなどして、留学生がリソ

ースパーソンとして自らの力を発揮する場を持つことは、関係の対等性を保障し、学習を
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より創造的、主体的なものとする。単にお客様として地域に足を運ぶ以上のものが得られ

る。 

 

*「国立地域のボランティアによる留学生支援活動」一橋大学留学生ｾﾝﾀｰ教育研究ｼﾘｰｽﾞ 

 

（２）留学生のメンタルヘルスと地域 

 留学生別科のように、留学生をかなり抱え込む形をとる場合には、やはり留学生のメン

タルヘルスに対応できる体制を整えておく必要がある。実際、日本語教師は留学生とのや

り取りに慣れてはいるが、そのためにかえって自分でなんとかサポートできると判断し、

早期に必要な専門的治療を遅らせてしまう場合がある。 

 また、集中的な日本語教育の性格から、教師は学生の学習進展についてその学生にかか

わる複数の教師と頻繁に情報交換する必要があるが、このことが、学生に何か不適応の徴

候などが現れた場合に、プライバシーが十分に配慮されないまま情報として広がっていく

ことが（横田の経験では）時として見られる。日本語教師は、留学生の毎日を知る立場に

あり、よき相談相手であることは間違いないが、不適応などが発生する場合には、ある程

度のカウンセリングの基礎知識が必要であり、それを持つことによってどこまで自分が相

談にのってよいのか、どこからは専門家にまかせるべきなのかなどを判断できるようにも

なる。同センターには、このような専門家との連携が日常的システムとして必ずしも備わ

っていないようなので、今後この方面の充実が望まれる。なお、異文化間のカウンセラー

は、異文化適応などを教育的観点から留学生や日本人学生に教えることもできるので、授

業担当者としての活用も可能である。 

 

（３）開発的カウンセリングの導入 

 留学生に対するカウンセリングには、相談室で個人的な相談に応じるような治療的なカ

ウンセリングのほかに、留学生が生活の場で必要なサポートを受けやすくすることで問題

の発生を未然に防いだり、問題が大きくならないようにしていく介入が効果的であると言

われている。このような予防的なカウンセリングを開発的カウンセリングと呼ぶ。 

 早稲田大学を中心とする地域においても、開発的カウンセリングの視点から地域との連

携を強め、さらにその場を留学生の「教育の現場」ともしていくことで、彼らの精神的安

定と生の言語・文化知識の蓄積という二重の意味で有意義な効果が期待できる。このよう

なアプローチにはキーパーソンが必要であり、上述の異文化間カウンセラー制度などの導

入が必要となろう。 

 

4．教職員の対応 

（１）教員（常勤・非常勤）と職員の留学生ならびに教育に対する対応 

 留学生へのインタビューを通して、早稲田大学の教職員の留学生に対する対応が非常に
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親切で温かいものであることがわかった。親切であるのは当然のことと思われるかもしれ

ないが、実際には必ずしも多くの大学でこのようにはなっていない。「留学生はやっかいで

ある」「留学生は言葉がわからないので対応したくない」「留学生はしつこい」「留学生は

非常識である」などという感想が、日本人の自文化中心主義から発せられ、そのために親

切とは言いがたい対応が生じることは珍しくない。その意味で、早稲田大学の教職員教育

がしっかりできていることは高く評価できることと感じた。 

 また、技能別の授業構成が生み出すメリットとして、同一技能分野の常勤と非常勤の間

にきめこまかな連携が毎週の講座担当者打ち合わせ会議により保証されている。通常他機

関では、非常勤同士はもちろんのこと、常勤と非常勤の間の連絡・調整も物理的に限定さ

れており、同センターが行っている非常勤を巻き込んでの教材開発、研究会開催等の努力

は高く評価されよう。 

 ただし、一部の非常勤教員の中には、一人一人の学生の個性を汲み取って指導するとい

う熱意にややもすると欠けている者がみうけられるようである。これはその個人に原因が

あるのか、あるいは常勤と非常勤の連携、役割の明確化、評価や点検等に不十分なところ

があるのか、原因は定かにできなかったが、75％の授業が非常勤によって担われているこ

とを考えると、非常勤であるから何も評価が入らないということでは改善できないと思わ

れる。各技能別に開かれる講座担当者打ち合わせ会で、非常勤教員のパフォーマンスにつ

いて一定の評価が与えられているとのことであるが、漠然とした評価は、それをもとにア

クションを取る場合には、評価する側、される側にとってむしろ扱いにくいものになるこ

とが多い。非常勤にとっても、自己研鑽のための評価情報が入ることは本来好ましいこと

である。非常勤を含む全教員の自己評価、あるいは学生による授業評価が導入され、その

結果が実際の改善に利用されてもよいのではないだろうか。 

 

（２）多様な雇用形態 

 同センターでは、専任教員のほか、専任ではあるが 3 年の任用期限があるインストラク

ター、非常勤教員、助手といった異なる雇用形態が採用されている。特にインストラクタ

ーという制度は同センター独自のものと思われるが、研究費や学会出張費がつかない、オ

レゴンプログラムへの参加で夏期休暇が少ないなどの厳しい条件があり、採用希望者が多

いというが、その貢献度をみると並々ならぬものもあるようなので、十分な配慮が必要で

あるように思われた。 

 

（3）チューター制度の導入あるいはボランティアの活用 

 現在学内の日本人学生の中でボランティア希望者を募って、留学生の日本語学習を手伝

ってもらっているようであるが、留学生の間では、気楽に話のできるチューターが身近に

いるとよいという意見が聞かれた。本物のチューター制度を立ち上げるには予算措置等が

必要なためすぐには困難であろうが、例えばボランティアのチューターを制度化し、日本
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人、留学生それぞれにとっての意味を明確にすることで、ボランテイアのさらなる活用の

余地が開かれるように思われた。 

 

5．その他 

（１）教育機材（テープレコーダー等）について 

 日本語教育研究センターの「2000 年度自己点検自己評価報告書」の「教育・研究環境」

の項において、近頃の学生は CD や MD は持っているがテープレコーダーは持っていないも

のが多く、教材はテープのものが多いので使えない。そのため、小型テープレコーダーを

40 台補充したとの説明があった。現実に教材の現物はテープのものが多いので、このよう

な対応は最も手っ取り早いものとは思われるが、今の学生はテープレコーダーに親近感を

もっていないことは明らかであり、今後コンピュータに取り込んだりすることも考えると、

教材をテープから MD におとしてデジタルで使用できるように手配することの方が建設的

な対応ではないかと思われる。 

 

（２）日本人学生の海外留学支援～インフォメーションルーム～ 

 施設見学として、国際教育センターが開室する日本人学生のための留学資料ならびに相

談機能を備えたインフォメーションルームを見せていただいた。海外の大学資料、帰国留

学生の生のレポートが備えられ、2 名のボランティア相談員が在室するシステムはしっか

りしたもので、ここで配布されている「早大生のための海外留学・研修の手引き 

VOLANTE2001」は大変よくできている。相談員と国際教育センターの職員の連携もできてい

るようで、留学を希望する学生には心強い体制が整っているのに感心した。 

 この部屋が学生が自由に利用できるロビーの中に設置されていることもよい環境である

と思う。ただ、これらの施設がある早稲田大学インターナショナルセンターは、早稲田キ

ャンパスから独立した場所にあるので、一般学生に十分広報を行き届かせる必要があると

思う。 

 このような施設は、日本人学生のためになるだけでなく、日本人学生との交流を望む留

学生のためにも大変良い環境となる。留学に興味を持つ日本人学生の多くが留学生との交

流を望んでいる。彼らの交流は自然と深まるものと考えることはできない。これはこれま

での研究が明らかにするところである。手取り足取り交流を促すことは慎むべきであるが、

交流しやすい環境を大学が積極的にサポートすることは、教育としての観点からも意味の

あることと思われる。当センターでは、ロビーの雰囲気やボランティアの存在など、よい

環境が実現していると思われたが、外の関係組織との連携 

がさらなる展開をもたらすであろう。 

 

6．全体的な教育環境～まとめにかえて～ 

 最後にまとめとして同センターの全体的な教育環境について述べる。当センターは、ソ

  
9
 



フトとハードを含めた全体的な観点から評価すると、かなり高い評価が与えられる。特に、

言語技能別の教育方法がどのように効果をあげるのか、日本語教育を学ぶ大学院の日本語

母語話者を参加させた教育方法は、留学生と日本語教育参加者の双方にどのような効果を

もたらすかなど、実験的、意欲的な試みを高く評価したい。ここから、教材、評価方法、

教育手法が研究開発され、できるだけ早いうちに世に問いかけ、留学生教育に携わってい

るたくさんの日本語教育機関に対して、何らかの波及効果を上げてくださることを期待す

るものである。 

 

希望したい点としては、プログラム全体がセンター内の閉じられた実験室的な試みにな

らないよう心がけ、地域ボランティアや日本人学生を中心とする一般学生等との交流を組

み込んだ開かれた学びの場を積極的に構築することである。そのためには、教職員間のよ

り幅広い連携、地域の NGO、NPO との連携などが必要になってくる。早稲田大学は JAFSA（国

際教育交流協議会）のかつての事務局担当校であり、留学生と日本人学生の交流では最も

歴史のある大学でもある。その伝統の強みを活かした展開を大いに奨励したい。まず、三

つのセンターを学内で最も先進的な連携の場として、そこから始められてはいかがかと思

料する所以である。 

（了） 
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早稲田大学国際教育センター 第三者評価報告 

2001 年 12 月  
Linda Grove （上智大学） 

 
1. 国際教育センター：その目的 
 
早稲田大学国際教育センターは、1963 年に外国人留学生のための「別科」として発

足した「国際部」を母体としている。国際部は留学生のための教育プログラムを提供

する機関としては日本においてもっとも初期のものであった。ここで学んだ学生たち

は、今日世界各国において、学術、政治、経済、商業などの各分野で大きな役割を果

たしている。諸外国の大学において日本研究に携わる研究者の多くが、かってこの早

稲田大学国際部で交換留学生として、その研究者としてのスタートを切ったのである。

この国際教育センターの前身の国際部は交換留学などで早稲田大学に学ぶ留学生たち

に対して 1 年間のプログラムを提供するとともに早稲田大学の学生が海外で学ぶ手助

けもしていた。 
 
今日の国際教育センターは早稲田大学に学ぶ留学生に対して 1 年間の教育プログラ

ムを提供している。同時に現在では、日本語と英語の短期プログラムや早稲田の学生

と留学生がともに学ぶトランス・ナショナル・プログラムも提供している。（実地調査

のときには、このプログラムの参加者や担当教員が早稲田大学キャンパスにいなかっ

たので、このプログラムについての評価はこのレポートには含めない） 
 
早稲田大学に学ぶ日本人学生を国際教育センターが提供する教育プログラムに参加

させる努力はさまざまに行われている。第一に、国際教育センターは早稲田の学生を

海外に留学するための支援活動を積極的に進めている。第二に、すでに高度な英語能

力を持つ学生に、国際教育センターでの授業を開放し、留学生とともに学ぶ機会を提

供している。また、学生の留学準備のための教育や海外帰国子女の教育にも力を入れ

ている。こういった活動についても、実地調査時に具体的な授業などの取り組みが行

われていなかったので、この報告書では立ち入った評価は行っていない。本センター

での活動の中心は、やはり海外からの留学生に対する国際部 1 年間プログラムであろ

う。このプログラムでは日本語の教育と日本・アジア研究とがふたつの柱となってい

る。2001 年度は、日本語と日本アジア研究合わせて 43 のコース（講座）が開講され、

約 120 人の学生が学んでいる。コース（講座）の大部分は英語で授業が行われるが、

ごく少数日本語で授業が行われるものもある。（講義要項によれば、2001 年度秋学期

には２つ、2002 年春には１つの授業が日本語で行われているようである） 
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2. 教員集団 
 
実地調査時の説明によると、国際教育センターの現在の教員体制は、3 人の専任教員、

3 つの主要な交換留学プログラムのディレクター、3 人の客員教授、数人の学内兼担講

師、そして非常勤講師から成っている。中原道子主任教授がオレゴンでのトランス・

ナショナル・プログラムに出張していたので、実地訪問の際には二人の専任教員と面

談することができた。 
 
【評価と提言】 
国際教育センターは現在 3 つの新しい専任教員ポストを公募中だという。これはた

いへん喜ばしいことである。センターが所管運営するプログラムは極めて複雑であり、

現在の 3 人の専任教員のみで統括管理するのはとうてい無理であろう。専任教員の数

が少なければ、必然的にセンターの教育活動の多くの部分が非常勤講師に依拠せざる

を得なくなる。その場合には、センターの教育活動の管理運営が手薄になり、ひいて

は教育水準を維持することに悪影響が出かねない。専任教員の増加によって国際教育

センターの所管するプログラムはさらに安定したものとなると考えられる。 
 
3. 教育プログラム 
 
留学生に対するプログラムにはふたつの柱がある。ひとつは日本語の教育であり、

もうひとつは日本を含むアジア研究、つまりアカデミックな内容の教育である。アカ

デミック・コースはいくつかのカテゴリーに分けられよう。たとえば、日本・アジア

史、日本・アジア美術史、文学、日本・アジア文化論、文化人類学、社会学、国際経

済、国際関係、環境問題論などである。国際教育センターの授業は、実地見学で参観

したクラスが典型例であると見なすならば、かなり高水準の授業である。少人数であ

り、文献の事前学習やクラスでの討論への参加が自明のこととされている。客員教員

による授業であったが、興味深い教材を活用し、受講生を日本社会の比較文化論的視

点からの分析へと誘っていた。 
 
【評価と提言】 
国際教育センターの講座は、大学全体の中では「別科」として位置づけられている。

人的にも時間的にもリソースは限られているにもかかわらず、多様性を持つ学生たち

に対してそのニーズに応える教育を提供しなければならない。現状では早稲田大学の

一般的な学部や大学院の授業に十分についていける日本語能力を持つ学生の数は、ほ

んの少数なので、ほとんどの留学生は国際教育センターで授業を受けることとなる。
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大学カリキュラムにおいては、一般的に、学修は積み重ね型となっていて、たとえば、

日本政治論や比較経済学の研究を高いレベルで行おうと思えば、その前提として、そ

の基礎となる政治学や経済学の概論を学んでいることが必要である。こう考えてくる

と、国際教育センターで留学生のニーズに対応しようとすれば、学生の到達レベルは

さまざまなので、基礎から発展レベルにいたる多くのコースが開講されなければなら

ないことになる。これに対しては教員側の抱える困難が大きくなることはたやすく予

想される。実地訪問時には学期の途中であったので、コースを終了した学生の生の声

を聞くことはできなかったが、この問題は国際教育センターで検討され、しかるべき

対策が立てられるべきであろう。 
 
第二の問題は、国際教育センターで提供されているコース（講座）において「非ア

ジア関係」授業が非常に少ないことだろう。Grove の勤務する上智大学においては、

年間おおよそ 200 名ほどの留学生が、国際教育センターと同じような留学プログラム

で学んでいる。しかし、上智大学には一般の学部の中に英語で教える授業が多くあり、

800 名ほどの海外からの学生たちが学士や修士の学位取得を目標に学んでいる。これ

までの経験では、上智大学の留学生たちは、日本で日本語やアジアに関することを学

びたいと思っていると同時に、それぞれが興味を持っている学問を学びたいと希望し

ている。上智大学では、各学部に英語による授業が多数あるためにこういった希望が

満たされ、留学生たちは、日本語習得など留学体験を通しての学習の利点を満喫する

と同時に正規の卒業資格を得ることが可能である。 
早稲田大学の留学生受け入れプログラムが、学部とは独立した国際教育センターに

おける学位に直結しないプログラムとして行われていることもあり、さしあたって、

英語で学べるアカデミックコースを増やす方法は、もっと日本人学生に英語で行われ

るアカデミックコースの受講を促すことであろう。そうすれば国際教育センターにお

ける「非アジア関係」講座の数と割合を増やしていくことができるかもしれない。 
 
4. 学期制 
 
国際教育センターの留学生のための国際部プログラムは 2 種類の学期制からなって

いる。すなわち、「Fall Term」と呼ばれる＜10-2 月プログラム＞と「Autumn Term」

と呼ばれる＜10-12 月期プログラム＞である。この二本立て方式はアメリカからの留

学生で、1 学期日本で学び、12 月の終わりには帰国し、1 月から本国での学期に戻り

たいと考える学生のニーズに応える賢い方式である。取得単位数も、5 ヶ月プログラ

ムでは 4 単位、3 ヶ月プログラムでは 3 単位と区別されており、カリキュラム管理上

もよくできた方法である。担当教員も 2 種類のカリキュラムに対応することは実質的

に困難はないと述べており、この学期制は有効である。 
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5. 特別プログラム 
 
早稲田大学国際教育センターは留学生に対する手厚いケアで定評がある。さまざま

なプログラムを提供し、留学生の学習活動の支援、課外旅行、研修旅行などの機会を

提供している。こういった取り組みの実績を見ると、センターのきめの細かい留学生

支援業務は、早稲田大学の伝統となりつつあることを実感する。 
 
6. 施設・設備 
 
国際教育センターの新しい校舎は、留学生たちにすぐれた施設・設備を提供してい

る。実地見学でも確認したが、図書館、図書館蔵書情報へのオンライン・アクセス、

学習指定図書システム、気のおけない交流を可能にするラウンジなどどれもすばらし

いものであった。教室も快適でよく整備されていた。 
 
7. 日本人学生との交流 
 
実地調査でも確認したが、アカデミック・コースには留学生ばかりでなく、日本人

学生も参加している。学期が始まったばかり（第二回目の授業）だったので無理もな

いかとは思うが、学生たちは留学生と日本人学生とにグループごとに別れて座ってい

るような印象を受けた。また、授業における討論では、ほとんどの発言が留学生によ

ってなされていた。 
 
8. 交換プログラム 
 
国際教育センターの「自己点検・自己評価報告書」によれば、早稲田大学学生の海

外留学への条件は TOEFL で 500 点以上ということである。大学側ができるだけ留学希

望者の願いをかなえてやろうと考えるのは理解できるが、500 点という基準は、英語

圏の大学で実質的な勉強をするにはあまりにも低いといわざるを得ない。海外の大学

の多くが 550 点を最低基準としているし、留学当初より学部や大学院の授業に確実に

ついていくためには 600 点近いスコアを求めるべきだろう。現状では、英語運用能力

がまだ十分ではない学生たちに対して、短期海外留学プログラムを長期留学プログラ

ムの前段として提供し、活用することが望まれる。 
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9. 研究活動 
 
専任教員の数が少なく、しかも教育だけでなく管理運営に関する多方面の課題を遂

行しなければならない現状がありつつも、研究のレベルは高水準であり、センターの

紀要もたいへん質が高いと言えよう。今後専任教員の数が増えれば、さらに知的共同

体として、互いに切磋琢磨し研究活動が進むことが期待される。 
 
まとめ 
 
国際部から発展した早稲田大学国際教育センターは、日本を代表する留学生教育セ

ンターとして機能している。しかし、今日、「別科」として運営されている他のセンタ

ーと同じく、1 年間だけ学ぶ学生たちが主たる対象であるというカリキュラム上の構

造的問題を抱えている。したがって、センターは毎年毎年同じような科目「メニュー」

を日本語と日本・アジアに関する講座について提供することとなる。担当教員にとっ

ては、1 年間だけ在学する学生を毎年教えることになり、結果的に高いレベルの科目

を担当する機会が保障されず、不満が蓄積する場合もある。一つの解決法は、大学全

体の「国際化」を促進することであろう。各学部における英語で行われる授業を増や

し、同時に国際教育センターの教員と学部教員との連携、交流、結びつきを強める必

要がある。早稲田大学も 21 世紀に入り、「地球化」への要求は高まっている。この状

況は国際教育センターの意義と任務をさらに重要なものとするだろう。 
（了） 
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早稲田大学語学教育研究所 第三者評価報告 
 

梅本 裕（京都橘女子大学文学部） 
大和田 英子（法政大学工学部） 
 

はじめに 
早稲田大学語学教育研究所は 1962 年に設立され、今日では 40 年を越える歴史を持

つ研究教育機関である。 
今回の第三者評価では、語学教育研究所の「自己点検・評価報告書」、教職員からの

聞き取り、設備施設の見学、授業の参観、学生へのインタビューなどをもとにして評

価活動を行った。 
全体として、語学教育研究所の活動水準は高いレベルにあり、教育活動、研究活動、

運営方法など、日本の高等教育において少なからず範となる到達を示していると考え

られる。インタビューした学生が「語研の授業は身につく実感がある。勉強の見通し

が見えてきて、やる気が出てくる」と語っていたが、このような感想は語学教育研究

所の活動レベルの高さを反映していると言っていいだろう。 
以下の第三者評価報告本文では、語学教育研究所の 2000 年度の活動について評価を

行うとともに、その到達点を踏まえつつ、同研究所の今後の検討課題について問題提

起を行う。 
 
1. 高く評価すべき到達点に関して 
（1）語学教育研究所の理念 
「自己点検・評価報告書」によれば、語学教育研究所の理念は「外国語教育を通じ

て、全学的にオープンな学びの場を提供すること」と「異文化へのまなざしを醸成陶

冶すること」である。 
前者の「オープンな学びの場」の提供については、学部学科の違いを越えて学生諸

君が交流できる場、また学部と大学院の枠を越えてともに学ぶことのできる場として、

早稲田大学における貴重な学習環境を提供していると言えよう。語学教育研究所の教

員集団間にも、このような「混成」を歓迎し、積極的に受けとめ、その意味合いをさ

らに豊かにしようとする意欲が見て取れる。語学教育研究所が「オープンな学びの場」

を提供しているという事実、さらにこのことを理念上大切なこととして位置づけてい

ることは、日本の高等教育機関のあり方を考えるとき、高く評価できよう。 
後者の「異文化へのまなざしを醸成陶冶する」という理念は、方向目標としてはよ

く理解できる。まさに語学教育研究所らしい理念である。実際に、授業のようすや事

務所の雰囲気、またインターナショナルラウンジに集う学生たちのようすや掲示物な

ども見ると、この理念が方向として目指されていることは感得できる。しかし、この
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理念は、その表現の意味するところについて関係者の間で十分な議論がなければ単な

るスローガンとなってしまいかねない。どのような事態、事実の創出が＜異文化への

まなざしの醸成陶冶＞にあたるのかという議論をさまざまな機会に深めていくことが

求められていると言えよう。同時にさまざまな機会に、たとえば研究所が発行するパ

ンフレットや講座案内などにおいて、語学教育研究所の考える＜異文化へのまなざし

の醸成陶冶＞とはどのようなものかについての説明を、学生に対して、またひいては

社会全体にたいして行っていくことが求められよう。（この点についてはミッション

に関する議論のところで再度詳しく述べたい。） 
 
（2）語学教育研究所の機能 
また語学教育研究所の機能としては（1）外国語教育の提供、（2）言語・言語教育を

議論する場、（3）異文化と交流する場、（4）学部に設置されていない諸言語、すなわ

ちマイナー外国語を教育する場、（5）言語・言語教育を研究する場、などがあげられ

ている。 
このような機能は全体としてみるならば、バランスよく発揮されていると考えられ

る。 
しかし、この一連の機能の評価を行うにあたって、少数言語の研究教育を積極的に

行っていることを高く評価したい。ともすれば英語さえできればいいといった社会的

な風潮が強くなり、カリキュラム上第二外国語の位置づけを年ごとに低める大学が多

い中で、タガログ語、モンゴル語、バスク語、ルーマニア語、アイヌ語などの少数派

言語の講座を安定して開講していることの意義は特筆に値する。 
この点で、語学教育研究所の外国語講座は、学生にとって世界の多様性、複雑さ、

豊かさへアクセスする身近な窓であり、早稲田大学の学生にとって貴重な学びの場で

ある。このような機能を大切なものと自覚し、講座運営に工夫と努力をかたむけてい

る語学教育研究所のスタッフに敬意を表したい。 
 
（3）大学教育における外国語教育の位置づけと語学教育研究所 
そもそも外国語教育は、学生の学びをその存在意義の中核に据えることができない

という日本の大学の遅れた教育風土、硬直した教育システムを変える突破口となりう

る領域である。外国語教育は、何よりも学生諸君の学び、到達に責任を負うことでし

かその存在意義を見いだせない。学生たちがことばをどのように身につけ、それをど

のように活用しようとするのか。また外国語の学習を通してどのような異文化認識、

社会認識、人間認識の拡がりと深まりを得たのか。外国語教育担当者は、そういった

学習者の向上的変容に依拠して自分たちの教育的働きかけの内実を問わざるを得ない

のである。学部学科に典型的に見られるいわゆる「専門教育」とは異なり、既存の学

問の構造、権威に依拠してカリキュラムや教育実践を正当化することが原理上できな
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いのである。＜学生たちにどのような力をつけようとし、実際にどのような力がつき、

そのことはなぜいいことなのか＞ということが常に問われるのである。 
この点で、語学教育研究所の自己点検・自己評価には、全体として、学生の学びと

の関連において自分たちの営為を正面からとらえ直そうとする問題意識を見て取るこ

とができる。この点は高く評価されるべきであろう。 
 
（4）教育活動に関して 
22 カ国語にわたる講座は、全国的にみても外国語講座として有数の開講数であり、

一般の学部における外国語教育ではカバーできない部分を有効にカバーしていると考

えられる。講座の内容も、基礎レベルから高度なレベルまで 4 技能にわたり多彩に開

講されているし、『外国語講座案内』を見る限り、同一外国語の中の科目構成や個々の

科目のシラバスも工夫がなされている。 
しかし、同時にいくつかの問題点もあるように思える。 
第一に、学生向けの講座に関しては、量的にも内容的にも高く評価できるが、語学

教育研究所の重要な役割であるはずの早稲田大学教員の FD（ファカルティ・デヴェロ

ップメント）のための講座は相対的に手薄である印象が否めない。学部における外国

語教育担当教員と語学教育研究所の教員との関係は、それほど予定調和的に深い相互

理解や協力協同の関係が築かれているとは言えないことは容易に想像できる。しかし、

語学教育研究所ならではの機能として、外国語教育においてさまざまな試みにチャレ

ンジすることがあるはずである。大学の教育水準をさらに高くすることが社会的に要

請されている今日、そういった研究的実践の成果を、学内外国語教育担当教員に還元

する課題が今後さらに重要性を増してくることが予測される。語学教育研究所が高水

準の研究的実践を実際に展開しているからこそ、この点においての意識的な努力が望

まれる。 
第二に、関連科目群に関して、科目編成原理が十分に検討されているとは言えない

のではないだろうか。「言語に関する諸領域」であることは分かるが、語学教育研究所

の教育プログラム全体の中で「関連科目」がどのように位置付いているのかが分かり

にくい。たとえば言語学領域には音声学、音韻論、統語論、ソシュール言語学の 4 科

目が開講されているが、言語教育領域では語学教育の理論と手法の 1 科目だけである。

このアンバランスはどのように説明されるのだろうか。また関連科目群が対象とする

受講生の明確なイメージが思い浮かばない。外国語を学ばせることが語学教育研究所

のもっとも基幹的な課題だろうが、周辺的構成要素に関しても構造的な位置づけが欲

しいものである。 
第三に、学生たちの学びをモニターし、その外国語習得のプロセス、学習の意味づ

けのしかたを把握する方法は未だに未確立であるように思われる。「自己点検・評価報

告書」には「授業内容の妥当性については、随時受講者に対して実施されるアンケー
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ト調査のほか、E-mail や目安箱に寄せられる意見や質疑などを参考に、その都度、討

議の話題に上がっている」という記述がある。ここにあげられているアンケートや意

見を拾い上げる「目安箱」は、もちろん、授業プログラムやシラバス作成に際しては

有効な方法である。しかし、学生たちの学びの実態を把握するための方法の特質が関

係者に深く自覚されているとはあまり思えなかった。アンケート調査などの統計的処

理に依拠する方法は科学的実証的なデータが得られるが、それ以外にも通常の授業や

学生指導の中で行われる対話的な学生の声の収集方法もある。後者のような小規模な

教育機関にふさわしい、メガ学部ではできないようなモニタリングの方法を開発すべ

きである。 
 
（5）研究活動に関して 
16 の研究会を基礎とし、語学教育と広義の言語学の分野で活発な研究活動が行われ

ていることが認められる。『紀要』や『語研フォーラム』がカバーする範囲も広く、学

内外の語学教育関係者に理論的・実践的に有効な示唆を与えていると評価できる。 
今後の課題としては、研究成果を『紀要』や『語研フォーラム』といった紙の媒体

ばかりでなく、インターネットを中心とする電子媒体で公表することを検討してはど

うだろうか。電子媒体では、相対的に少ない費用で、紙媒体とは格段に広い範囲に対

して研究成果を伝えることができる。早稲田大学内への外国語教育に関する情報提供、

研究成果の還元、さらに、学外への研究成果の公表は、語学教育研究所が質的に高い

研究を行っているだけに、ぜひ積極的に取り組んでもらいたいものである。 
 
（6）学習研究環境整備 
学習研究環境において特筆すべきは、語学教育研究所が収集してきた研究教育用図

書の質量両面の充実ぶりである。図書と雑誌の収蔵場所が分離しているという問題は

あるが、少なくとも外国語教育に関する図書の充実ぶりは全国的にも有数のものであ

る。1960 年代以降の国内で出版された外国語教育に関する基本文献はほぼ網羅されて

いるし、英語で書かれた文献についても、基本書や時代時代に新しい論点を提起した

文献がよくそろっている。 
外国語教育に対する明確な問題意識と一貫した収書方針がなければこのような充実

した図書はそろえられないはずである。この点でも語学教育研究所の蓄積の高さをう

かがうことができる。 
 
（7）管理運営 
語学教育研究所の意思決定は、専任研究会を経て管理委員会で決議されることにな

っている。そして、管理委員会の構成は、助教授以上の語学教育研究所専任研究員か

ら選出された 3 名、各学部から選出された 3 名、兼任研究員から選出された 3 名とな
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っている。 
各学部から管理委員会委員が選出されるのは、本研究所の性格、学内における位置

づけから言って当然のことである。しかし、現状では、早稲田大学の各学部が語学教

育研究所の特色、機能を十分に理解し、カリキュラム上で本来あってもよい対応がな

されているとは思えない。たとえば、語学教育研究所の外国語講座での学習を、その

時間数、内容、到達に照らして要卒単位として認めるなどの対応はあってよいはずで

ある。その点で、学内の語学教育研究所に対する認識には、残念ながら未だ不十分な

点があるといわざるを得ない。こういった現状がある責任を語学教育研究所の活動に

求めることはとうていできない。しかし、この状況を変えていくためのねばり強い活

動、たとえば広報活動の強化や、研究成果の学内への還元、外国語教育担当教員への

情報支援などの活動が語学教育研究所に求められよう。 
 
 
2. 検討すべき若干の課題について 
（1）ミッションの再定義について 
今日、語学教育研究所に求められているのは、「オープンな学びの場」「異文化への

まなざしを醸成陶冶する」といったスローガン的理念をもう一度もう一歩具体的なレ

ベルにおいて、すなわちカリキュラム改革や授業システムの改善の指針となる、つま

り、それに照らし種々の改革の適否が判断でき、意味づけができ、総括ができるよう

な教育理念をうち立てることではないだろうか。すなわち、スローガンよりは分析的

論理的であり、同時に研究所のさまざまな活動を統括し、指針となり、判断する基準

となり、特に新しい改革にあたってはその方向性と内容の適切性を判断する基準とな

る、語学教育研究所独自の一般的教育目標群を確立することである。この一般的教育

目標群をミッション・ステートメントと呼ぼう。 
語学教育研究所において、このミッション・ステートメントを確立することは重要

であると考えられる。 
第一に、大学教育情勢が大きく変わろうとする中で、語学教育研究所の特質、果た

そうとする役割、教育と研究の方向性について、研究所構成員が全力をかたむけて議

論し、大綱上の一致点を探ることは大きな意味を持つ。改革が驚くほどの早さで進む

状況の中でも高等教育機関として矜持を保ち、その品格を保ち続ける上で決定的に重

要なのが、研究所の研究と教育の実践において思考と行動の指針となるミッション・

ステートメントである。 
第二に、ミッション・ステートメントによって、同時にその確立のための議論によ

って、語学教育研究所の共通理解としての理想的学習者像が明らかになる。理想的学

習者像というのは次のように説明すれば理解しやすいだろう。語学教育研究所はどの

ような学生を受け入れようとしているのか。その学生たちは何を知っていて何を知ら
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ないのか。本は読めるのか。どのような直接体験をしているのか。学部や大学院では

どのようなスタイルの学習をしているのか。また語学教育研究所は学生たちをどのよ

うに育てようとしているのか。向上的変容を期待するとき、何が変容して欲しいのか。

学生たちにどのような外国と外国語に関わる知識、能力、性向を身につけてもらえば、

語学教育研究所の教育が成功したと言えるのだろうか。講座終了時、あるいは語研か

ら離れるときに学生たちがどうなっていれば語研の教職員は満足できるのか。教職員

ができることは何で、できないことは何か。こういった問いに答えることが理想的学

習者像を明らかにするということなのである。またこのような問いを教職それぞれの

部署で、また全体で議論する作業がミッション・ステートメントをつくるプロセスな

のである。 
第四に、このミッション・ステートメントの議論を通してカリキュラムや教学シス

テム、シラバス、研究支援システムなどの到達点を判断し、評価する理念や基準がよ

り明確になることも予測される。このことも語学教育研究所全体の教育力を高める上

で重要である。 
 
（2）学習環境 
語学教育研究所が置かれている建物は、本来商業用ビルとして建てられている。管

理部門についてこのことはとくに問題ではないが、教育活動に関しては若干の問題を

もたらしていると考えられる。 
本来外国語の学習は、目的合理性を持つ行為の連鎖構造としての授業、すなわちス

テップ・バイ・ステップで進んでいく授業と、その授業で学んだことを多彩に意味づ

ける意味づけ行為との両方が相まって豊かに展開されるはずのものである。語学教育

研究所の授業は、シラバスもよく考えられており、教師の教授行為の展開レベルでは

大きなは問題ないが、授業のあと学生たちが多彩に交流しながら、授業での学びを意

味づける空間が決定的に欠けているように思える。22 号館では、インターナショナル

ラウンジをのぞけば、学生たちが集い、自由に交流し、情報を発信する場があまりみ

あたらない。本来であれば教室の横のたまり場、廊下、階段のおどり場、ロビーなど

にもっと学生がいてもいいはずである。 
都市部の大学の宿命ではあろうが、教室内の器機や図書などの情報環境の整備だけ

でなく、教室外での学びを豊かにする環境（これを余剰学習環境と呼ぶこともある）

をもっと整備する必要があるのではないだろうか。さしあたっては、管理上の問題や

限られた施設の振り分けの問題など難しい問題があるだろうが、インターナショナル

ラウンジの拡充、学生が活用できる掲示板の拡張などか検討されてもいいだろう。ま

た、今日行われている自主ゼミや、インターネット上での交流もフォーマルにもイン

フォーマルにも支援されていいだろうと考える。 
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（3）情報発信 
語学教育研究所の活動から得られた知見をもっと積極的に全学に情報発信すること

が求められる。 
受講希望者が全員受講できるわけではない現状において、たとえば教員による詳し

い授業シラバスの公開は、独学で、あるいは学生同士で外国語を学ぼうとする学生諸

君にとって貴重な情報源となる。また、早稲田大学の外国語教育担当教員、ひいては

全国の外国語教育担当教員の授業づくりにたいする貴重な支援となるだろう。 
その意味で、現在語学教育研究所が発行している『外国語講座案内』のシラバス記

述は、科目概要としてのカタログ的要素と授業の具体的なありようを説明するシラバ

ス的要素が混在している。カタログ的要素は現在のような冊子として配布を継続する

とともに、シラバスに関しては電子情報化してウェブ上に載せることは考えられない

だろうか。それぞれの講座について、シラバスには、授業の進め方について情報とと

もに（1）授業の獲得目標、（2）評価の基準、（3）その授業で目標となる知識の広さの

基準や目標、（4）その授業で目標となる知識の深さの基準や目標、（5）その授業で目

標となる知識の応用力の基準や目標（6）学習指定文献（7）試験の日程とレポート課

題、などが明示されるであろうが、こういった情報は、履修者だけでなく、その周囲

の学習者や教員にとっても有益な情報となりうるだろう。 
 
（4）職員の位置づけ 
教員と区別される事務職員の職務について、「自己点検・評価報告書」にほとんど記

述がないのは残念である。大学全体の職員政策との関連もあり、語学教育研究所のみ

で独自の職員政策を採用し、独自の職務展開を図ることはたしかに困難である。 
しかし、職員は研究所の日常的業務を支えている実働部隊であり、教員のパートナ

ーである。その役割の評価は必要であると思われる。とくに今後、語学教育研究所の

活動が発展して行く中で、たとえば IT（情報通信技術）に精通している職員、テープ、

CD、 DVD などの語学教材の制作技術を持つ職員、司書としての専門技能を持つ職員な

どの役割は今にもまして高まることが予想される。 
その点で、狭義の管理部門（総務や経理）ではなく、教学面で学生や教員と関わる

職員については、その仕事の教学的性格を明確にし、研修を含めた手当、処遇をする

ことが必要であろう。また将来的には、司書、カウンセラー、教材制作などの専門家

として職員を採用、養成、研修、処遇することも検討されるべきであろう。その場合

職員であっても、当該の分野における修士や博士の学位を取得することが望ましいと

言えよう。この点でも語学教育研究所が先進的例を開拓していくことを期待する。 
 

（5）3 つの研究所とセンターの有機的連携について 
第三者評価にあたって、３つの研究所・センターの責任者から聞き取り調査を行っ
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た。語学教育研究所、日本語教育研究センターそして国際教育センターのいずれもが、

特色ある活動を展開していることが、各研究所・センターの説明を聞いてよく理解で

きた。 
しかし、同時にこの 3 つの研究教育機関の理念、および実際に果たしている機能が

重なり合っているような印象を強く受けた。すなわち、「ことばとことばに関わる文

化」の研究と教育を、３つの機関は、それぞれのアプローチ、すなわち外国語教育、

日本語教育、そして日本・アジア地域文化研究から行っているのである。この「こと

ばとことばに関わる文化」の研究と教育という共通項を今少し議論を深めつつ、早稲

田大学全体の共有財産とすることはできないだろうか。 
第一に、その議論は、近年「グローカル・ユニヴァーシティ」という標語を掲げ、

海外の教育研究機関との連携を様々な機会を捉えて推進している早稲田大学の高等教

育機関としてのミッションの議論を実質化することになるだろう。 
第二に、早稲田大学全体の教育活動、研究活動を反省し、吟味し直す活動に豊かな

示唆を与えるだろう。 
第三に、限られたリソースを活用することによって、今よりも豊かな教育財を国内

外の学生たちに与えられるようになるだろう。 
中期的な見通しとして、3 つの研究所・センター間の教育プログラムの連携をさら

に密にすることを考えてもよいのではないか。 
所属の教員数を増やしたり、スタッフを異動させたりすることはすぐにはできない

であろう。しかし、すでに全学的にそのような兆候の見えている、科目のオープン化

というソフト面から取り組むことは可能ではないだろうか。日本語研究教育センター

の自己点検・自己評価報告書にも指摘があったように、日本語教育の全学オープン科

目化と学部設置科目聴講制度は、同センターと学内とのいわば交流事業の両輪であり、

双方向に推進されることが望ましい。それでは、理念的に重なる部分の多い三つのセ

ンター同士ならもっと科目のオープン化がスムーズに行くはずである。例えば国際教

育センターの日本理解・アジア理解の講座なら、日本語センターのレベル 7 以下の留

学生でも、有意義に聴講できるだろうし、語研の日本人学生にとっても大いに刺激に

なることだろう。またその反対に、国際教育センターの一部日本語で行う授業は、日

本語センターの別科の学生にも、勉強になると想像される。また、日本語センターの

知見が結集された総合の授業は、下のレベルによっては国際部の留学生もついていく

ことができるのではないだろうか。このような相互乗り入れを意識的に導入すること

で、早稲田大学に集う日本人と外国人の間に自然な異文化コミュニケーションの機会

が生まれ、本当の意味での国際人の育成が可能になるのではないかと思われる。 
この点で、語学教育研究所、日本語教育研究センターそして国際教育センターの研

究と教育が、システム上もさらに緊密に交流、相互乗り入れが可能となることを期待

したい。 
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3. まとめにかえてー自己点検・自己評価のダイナミズムを 

自己点検・自己評価にあたっては、工学的なアプローチのみでは不十分である。つま

り入力と出力の対応関係のみに目を向ける「目標ー達成ー評価」型の自己評価ばかり

でなく、語学教育研究所の教職員スタッフの協働的な営みが、どのように学生の中に

＜活動的で協同的で反省的な外国語学習＞を生み出しているのかを同僚として語り合

うスタイルの対話的自己評価活動も必要だろう。後者の対話的自己評価がすすめば、

教職員のやる気、創意がより引き出されてくるだろう。そのような自己点検・評価の

活動を期待したい。 
今回の第三者評価をとおして、語学教育研究所が、学生間でも教職員間でも、そし

て学生たちと教職員との間でも多彩な個性のぶつかり合いがあり、異質なものとの出

会いによる自己の再発見が可能になるような貴重な空間であることが確認できた。研

究所のさらなる発展を心から期待する。 
（了） 

 
なお、この報告書は、委員の梅本と大和田が協議し、その討議内容に基づいて梅本

が執筆した。 
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