
２０００年度 
自己点検・評価報告書（総括） 

 
語学教育研究所 

 
１． 理念・目的 
 語学教育研究所（以下「語研」と称す。）は、早稲田大学の語学教育の向上を図ることを

目的に、1962 年 10 月に設立された。その前身として３年間に及ぶ語学教育研究室時代が

あり、その実質的な歴史は本年（2000 年）で優に 40 年を越えるものになっている。 
 語研が創設以来追求している理念のひとつは、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にある。個々の受講者は、これによって、クラブや同好会組織

のほかに、すでに教室そのものを、様々な世界観を担った同世代との刺激的な出会いの場

とすることができたのである。これは、学部という専門的な組織への帰属を余儀なくされ、

あるいは、マスプロ的な授業の中で戸惑いを感じていた学生の間に、語研の存在が当初か

ら予想外の好評を持って迎えられた一事からも明らかである。 
 語研のもうひとつの重要な理念は、異文化へのまなざしを醸成陶冶することにある。外

国語学習の実践を通じて、教師自らが受講者と忌憚なく交流し、複眼的な世界観や自国以

外の文化の重要性について、率先して訴え続けて来たことは、この点で、大きな意味を持

っている。このしばしば成果として現れにくい語研スタッフの貢献は、あえて強調してお

いてもよいかと思う。大学の学生に対する責務のひとつが、幅広い教養を基盤とする独善

と偏見の超克にあるとすれば、この語研の担った役割は一般に考えられる以上に嘱目に値

する。 
 とはいえ、語研の 大の眼目は、個々の外国語をそれにふさわしい学び方で、学内のこ

れを希望する者に提供することにある。この目的を達成するために、語研は早稲田大学の

すべての学部生、大学院生、教職員に門戸を開放している。語研は、学内外から様々な言

語の専門家が集い、言語や語学教育の諸問題を論じ、考え合い、実践するフォーラムであ

り、数多くのネイティブ・スピーカーの肉声にあふれた大学の中の外国であり、専攻や学

部・大学院の区別を越えて学生が学び合い、交流する学内留学の機関である。 
 語研は、以上のほか、学部に設置されていない諸言語の教育にも格別の配慮を払ってい

る。その結果、タガログ語、ペルシャ語、モンゴル語、バスク語、ポーランド語等々、実

際、他所でも学ぶ機会のまれな、時として文字通りユニークな言語にも、受講者は常に易々

とアクセスできるようになっている。 
 語研は、これらの任務の達成に必要な言語学、教授法、言語の背景などに関する専門的

な研究と調査を行い、関係文献と資料の系統的な収集に努めている。また、多くの研究会、

内外学識経験者を囲むセミナーや講演会を行うなど、自由で活発な交流の場となっている。 
２．教育活動 
 本研究所の事業内容は、研究活動と教育活動の二つに分類することができる。このうち

教育活動は、対象が学生のものと教職員のものとに大別される。学生を対象にした講座に

は、外国語科目一般コース、外国語科目会話コース、外国語科目特設コース、関連科目が

用意されている。2000 年５月現在、語研では都合 22 の言語が学ばれ、受講者ののべ数は
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2940 名にのぼっている。1999 年度からは、春夏の休暇を利用した学生交流プログラム（英

語、ドイツ語）が組織され、好評のうちに現在に至っている。以上の講座の運営には専任

研究員 18 名、兼任研究員 23 名、兼担教員７名、非常勤講師 43 名がこれに当っている。 
 
３． 研究活動 
 研究活動は、本研究所の根幹を成すもので、その意味と重要性については贅言を要しな

い。現在、所内には 16 の研究会が置かれ、語学教育、言語学の諸分野で活発な活動を展開

している。研究会の中には、重要な役割を担っていたにもかかわらず、すでに所期の目的

を達したとして活動を終えたものもあるが、その中には 1997 年度までデジタル式テキスト

の研究、紹介に努め、語学教育におけるコンピュータ活用の方途に先鞭をつけた「エレク

トロニック・アーカイブ研究会」も含まれている。また、研究部会の「語学教育理念問題

部会」と「教授法研究部会」も 1997 年に活動を終えている。研究成果は、現在、『紀要』

や『語研フォーラム』等に発表されているほか、その知見と経験の蓄積は種々の語研教材

や研究書の作成、出版に活かされている。研究成果の幾つかはまた、その都度、共同研究

または研究協力という形でも公にされている。 
 
４． 教育・研究環境と資料収集 
 語研の受講生が学ぶ教室は、２２号館と一部、１０号館、１４号館、そして７号館を使

用している。２２号館の５階から７階にかけて２４の共通教室があり、そのうち８つが語

研優先教室（44～60 ㎡）となっている。受講者の増加やクラス増に伴って、教室数が不足

がちになり、１０号館と１４号館の一部の教室を使用している。また、７号館の５階には

コンピュータとＬＬ設備を利用した授業を行える教室があり、効果的に活用されている。

ただし、２２号館へ語研のほとんどの機能が移った結果、物理的に利用しにくくなった、

という受講者の声も聞かれる。 
 一方、研究室は、２２号館の６階から８階にある。移転前の建物が３箇所に分散しかつ、

２人部屋が主だったことを考えると研究環境は良好になったといえる。また、以下に述べ

る図書資料も、語研の図書室が同ビル内あること、中央図書館にほぼ隣接していることを

考えると、立地条件としては良好といえる。 

図書資料の収集は前身の語学教育研究室発足以来、特に重点を置いてきた活動である。 
 1998 年、２２号館への移転に伴い、７号館４階の書庫にあった図書資料は中央図書館地

下１階「旧語研図書コーナー」に配架された。利用者にとって、「語研図書室」の蔵書を中

央図書館に収める事により、誰でも自由に、平日・土曜日なら 21 時まで、また日曜日等も

閲覧・貸出ができるようになった。この資料のオープン化と施設の利用時間の延長は、ふ

るくからあった利用者の声に応えたものである。また、２２号館は幸い中央図書館にも隣

接しているため、語研図書室の利用者にとって、資料の分散（図書と雑誌）にはなったが、

サービスの低下を招く恐れはないであろう。 
 1997 年以降、語研図書室で選書した図書は、中央図書館地下２階の各分類書架に配架さ

れている。ただし、この場合、テキスト類のみ２２号館の「語研図書室」で管理されてい

る。 
 1993 年以降の学術雑誌は、２２号館図書室に言語別に配架されている。1992 年以前につ
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いては、７号館時代に書庫が手狭なため、本庄分館に別置された。この欠を補うため、Ｇ

４－ＦＡＸによる遠隔コピー・サービスが導入されている。 

 本学学生を対象に語学学習のための LL 自習室（７号館５階 視聴覚室）を設置している。

利用できる資料は、カセットテープ（96 言語 3,330 点）、ビデオテープ（25 言語 2,380 点）、

CD（13 言語 292 枚）, LD（6 言語 107 枚）。1999 年度年間利用者は 987 名を数える。 
 
５． 教員 
 専任教員の活動は、教育活動と研究活動に分けられる。教育活動は、前年度後半に提出

される語学別授業計画案の検討と調整に始まり、その後、個々の教員を交えた授業プログ

ラムの作成に入る。この際、受講者数などを目安にコマ数の増減が行われ、あわせて、授

業設置の適合性が議論される。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、討議の話題に上っている。 
 一方、研究活動は、個々の論文や評論、著作物などに反映されている。また、かかる成果

のうちかなりの部分が、しばしば語研選書の一環をなして、実際に授業の運営に裨益して

いる事実も、付け加えておかなければならない。これら研究上の果実の一部は大学刊行の

学術年鑑によっても知ることができるが、残念なことに、かならずしも網羅的ではなく、

その全貌を俯瞰するための何らかの手段を講じる必要が痛感されている。 
 
６． 受講者 
 22 ヶ国語からなる「外国語科目」と言語学などの「関連科目」が設置され、幅広い外国

語学習の機会が与えられている。学部によっては単位振替認定を行っており、正課の教育

活動の一部を担っている側面もある。 
 現在、本研究所の開設する外国語講座には、毎年、全学部、大学院から受講希望者が集

まり、そののべ数は 2940 名にのぼっている。 
 学部、大学院の枠を超えて集まる学生によって構成される混成クラスは、多数のネイテ

ィブの教員、個性的な日本人教員と共に独特の雰囲気を作り出し、学内にユニークな環境

を生み出していると言える。 
 
７． 社会との連携 
 語研が、学部に設置されていない諸言語の教育にも格別の配慮を払っていることは先に

述べたが、その特色を生かし、年に数回、世界各国から著名な研究者を招き、公開講演会

を催している。また、講座の定員が満たなかったクラスには学外者の参加も認めており、

社会の要望に沿った配慮もなされている。 
 
８． 管理運営 
 研究活動にかかわる意思決定の機構について、本研究所は、所長・教務主任・研究員・

事務職員によって構成される。 
 研究活動においては、専任・兼任研究員による個人的研究、学内外の教員・研究者や大

学院生をメンバーとする研究会とがある。 
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 本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。 
その主な審議事項は、 
 ①研究所の運営 
 ②研究調査 
 ③研究員の人事 
 ④研究所の予算および決算 
等に関する事項である。 
管理委員会は、助教授以上の、本研究所の専任研究員・各学部からの選出３名・兼任研究

員からの選出３名から構成される。 
以 上
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２０００年度 

自己点検・評価報告書 

 

日本語研究教育センター 

 

１．理念・目的 

 日本語研究教育センターは、早稲田大学の学内の日本語教育を一元的・総合的に取り扱

うために設立されたセンター組織である。1988 年に、語学教育研究所の日本語部門を母体

に、同研究所から分離独立してすでに 12 年を経ているが、前身の語学教育研究所時代、さ

らにそれ以前の教務部所管の日本語補習授業を含めれば、45 年間の長きにわたり、第二言

語／外国語としての日本語の専門研究教育機関として実績を積み重ねてきている。 

 この実績をもとに、さらに教育実践と研究活動を通じて、国内外の日本語教育の発展と

向上に寄与したいとするのが、当センターの理念である。この理念は、日本語補習時代か

ら、教員・職員を問わず、日本語教育担当者の胸中に育まれてきたものであるが、1988 年

のセンターの分離独立以降、教員の充実・研究の深化・教育カリキュラムの改革などを背

景にいっそうはっきりと実現されつつある。 

 その一例となろうが、1998 年より聴解・読解・口頭表現・文章表現・文法・総合という、

言語技能別のカリキュラム編成を１～８のレベル別に実施している。（下図参照。なお、

１・２は初級レベル、３～５は中級レベル、６～８は上級レベルである。） 

レ ベ ル 科 目 名 

１・２レベル 日本語１・２ 

３～７レベル 聴解、読解、口頭表現、文章表現、文法、総合 

漢字指導、発音指導 

８レベル 

（超上級レベルを含む） 

聴解、読解、口頭表現、文章表現、文法、総合 

日本事情（社会、文化、文学、歴史、生活） 

日本語研究（音声、文法、文章・文体、敬語表現、

レポート作成支援、日中両語の比較対照） 

 このような編成での授業は、国内外の日本語教育機関でも類例が少なく、注目を集めて

いる。早稲田大学のような大規模な日本語教育を行う機関でこのような徹底した技能別カ

リキュラムが実施されていけば、学習レベル別の到達目標の設定や各レベル向けの教材の

開発などという、現代の語学教育一般にとって 大の課題の解決に利用できるデータが蓄

積されることになり、これら資料の分析・研究が世界の日本語教育の発展・向上に大きく

貢献することが期待できる。 

 

２．教育活動 

２－１．講座数と非常勤教員 

 当センターの事業内容は、おおきく研究活動と教育活動に分けられるが、教育活動の中

心となる留学生対象の日本語講座は、学部大学院生対象のものと別科日本語専修課程のも

のを合計すれば、2000年度には215コマにのぼる大規模なものになっている。したがって、

当然ながら、現在 15 名の専任教員勢力（2000 年度は教授 11 名、助教授 1 名、専任講師 1

名、客員講師（インストラクター）2 名）だけではこれだけの授業をすべてを担当できず、
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2000 年度は 30 名の非常勤講師および 14 名の兼担非常勤講師を採用して「やり繰り」して

いるのが現状である。その結果、非常勤教員の授業担当割合が 75.3％という状態になって

いる。さいわい、現在までのところ優秀な非常勤教員が得られているが、講座の多様化に

より講座数の増加が予想されるため、将来に向かって合理的な非常勤教員の配置を検討し

なければならないであろう。なお、当センターは、「学内他個所に対する協力」事業として、

国際教育センターの運営する国際部の別科留学生課程および早稲田オレゴンプログラムの

両方の日本語講座に専任教員が兼担として出講するほか、それらの講座の非常勤教員配置

にも協力している。このため、同一の非常勤教員が国際部と当センターの授業をともに担

当するということも生じているが、これも非常勤教員の合理的な配置を促進する一つの方

法であると認識している。 

 

２－２．日本語力評価法 

 上記の日本語講座のうち、前節で紹介した言語技能別の科目に学生を配置するため、毎

年春・秋両学期の開始直前にプレイスメントテストを実施しているが、これは当センター

で独自に作成したものである。このようなテストの作成自体、学習レベルの設定に向けて

の研究成果の応用であるが、現在のところは必ずしもテストの精度が十分高いとは言えな

い。また、各レベル終了時に到達能力を測定するテストは作成されておらず、プレイスメ

ントテストとともに、高精度の語学能力評価法が将来開発されるべきであろう。 

 

２－３．「日本語・日本語教育研究講座」 

 講義科目の中で特徴のあるものは、「日本語・日本語教育研究講座」である。これは、超

上級以上の日本語力を有する留学生および日本語教育に興味を持つ日本人学生のために、

日本語学・日本語教育研究・言語対照研究・比較文化研究の４分野について専門性の高い

内容の講義を準備するもので、学部に専攻科目のない日本語教育関連の公開講座として日

本人学部生・大学院生の履修者も多い。2000 年度は、このうち「日本語教育研究４（第二

言語習得）」を「全学オープン科目」として設置した。今後も、この講座の「全学オープン

科目」化を検討する必要があろう。 

 

２－４．「学部設置科目聴講制度」 

 もう一方、当センター側から学内講座の「全学オープン」化の方向にアプローチしたの

が、「学部設置科目聴講制度」である。これは、学部設置科目の中から別科日本語専修生の

ために公開されているものの聴講を許す制度で、2000 年度は延べ５名が登録した。「実際

の日本語の講義を聞いてみたい」というのが、日本語超上級能力者の多くが希望するとこ

ろなので、このような制度は留学生のニーズに沿うものである。ただ、現在では聴講可能

な科目が少なすぎるので、学部の協力を得てこれを拡張していくことが目下の課題であろ

う。 

 

２－５．「日本語教育ボランティア」 

 「日本語の講義を聞く」ことと並んで留学生が関心を持つことは、「日本人の学生と話す」

ということである。また、教員・職員以外の日本語を聞くということが日本語能力の向上
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にもつながる可能性が高い。そこで、1999 年度より学内の日本人学生に呼びかけて「日本

語教育ボランティア」協力希望者を募っている。これは、留学生の日本語学習を支援した

いと思う日本人学生に、クラス内の練習に参加したり、課外での予習・復習を手伝ったり

するボランティア活動をしてもらうもので、日本人学生申告の提供可能な時間帯を見て、

教員が学生に協力依頼をする制度である。1999・2000 両年度とも 50 前後の協力依頼件数

があり、留学生にはたいへん好評であった。このような日本人学生の中から「日本語・日

本語教育研究講座」や 2001 年開設予定の「大学院日本語教育研究科」で勉強したいと思う

者が出る可能性もあり、学内の異文化間交流の促進のみならず、日本語教育に関心のある

日本人学生層を拡大するためにも、有益な制度であると判断できる。ボランティアに協力

してくれた学生同士の交流の機会なども設定すべきであるが、実現していない。今後の検

討課題とすべきであろう。 

 

２－６．インストラクター 

 当センターでは、大学の「インストラクター制」を利用して 1999 年度より２名のインス

トラクターを採用している。当センターにおけるインストラクターは、センター日本語講

座の科目担当のほか、プレイスメントテストの作成・採点、別科担当教員の打ち合わせ会

議への出席、教材開発、教育データ分析、教授法研究など、教育活動の主要部分に参加し

ている。優秀な人材を得たこともあるが、インストラクターの教育実践・研究における貢

献は大きなものがあり、今後も継続して採用していきたい。ただ、「早稲田オレゴンプログ

ラム」の日本語講座を担当している現状では、インストラクターの夏期休暇の期間が極端

に短くなってしまうという不都合が生じている。 

 

３．研究活動 

 当センターは、インストラクターを含めた専任教員の数が 15 名という小所帯であるが、

教員の研究活動は非常に活発で、なおかつ多彩である。まず、所内の研究会・研究部会が

13 もある。教材の開発などの実践目的の研究があり、専門分野の異なる複数の構成員が必

要なため、一人の教員が複数の研究会に所属していることも多い。また、特定課題研究、

文部省科学研究費助成対象の研究、教育のオープン化研究にも多くの教員がかかわってい

る。2000 年度には、学外との連携研究とし、メディアネットワークセンター・ＫＤＤとの

共同研究を始めた。教員の中には、他大学・機関から共同研究者として指名され、参画を

依頼される者もいる。 

 前述したとおり、当センターでは研究成果の一部を日本語学習教材として刊行しなけれ

ばならない。現在までのところ、27 種類の教材を公刊（試用版２種作成中）したが、いま

だ十分な数に達していない。特に、技能別の学習教材・教師用指導参考書などは、まだま

だ不足している。このような教材の開発を、今後の研究活動の 優先項目の一つとする必

要があろう。 

 

４．教育・研究環境 

 当センター・語研・国際部が共同使用している講師室に、教育支援用に備え付けてある

テープレコーダーの数が足らず、一部の授業に支障を来すという事態が、2000 年度春学期
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に生じている。このため、教室用の中型テープレコーダーを若干数調達したが、これに加

えて学生に直接貸し出せる小型テープレコーダーを 40 台ほど新規に購入した。この小型機

は、再生専用機種と録音可能機種との両タイプを取り揃え、前者は聴解練習用に、後者は

インタビュー収録などの授業あるいは課外活動用に準備した。再生専用機の需要は、留学

生が日常の音楽鑑賞のためにＣＤプレーヤーしか使用せず、圧倒的にカセットテープの多

い聴解教材ソフトを自宅で聞くことができなくなっているために生じたものである。一方、

録音可能機の需要は、聴解・口頭表現・総合などのクラスで、学生に教室外で日本人や在

日外国人にインタビューしてきたり、ラジオ・テレビ番組や公共放送などを直接録音して

きたりさせるような教授法が普及しだしているために生じている。今後も、このように学

生生活や教授法の変化に伴って、教育支援の体制を整えていく必要が生じる可能性が大き

い。そのような変化に迅速に対応できる行動決定システムと予算配置を検討しておくべき

であろう。 

 

５．教 員 

 当センターの専任教員は、日本語教育の専門分野で顕著な業績や広範な知見を有する者

が多く、国際交流基金・国立国語研究所をはじめ、さまざまな国家機関の教育・研究活動

に講師・委員・調査員などとして委嘱されることがままある。1991 年～2000 年で見ても、

毎年６～11 回このような委嘱を受けての活動に従事している。今回は、過去の記録の不備

もあり、いつ、どの機関から、どのような任務を受けたかについて、その詳細を報告する

ことができなかったが、次回からはこれを報告することとしたい。 

 

６．学 生 

 当センターの 2000 年度別科専修留学生は、秋学期の在籍で、25 の国や地域から来た計

99 名（内女性 57 名）の学生である。各国わずか１名ずつながら、従来あまり学生の来な

かった北欧諸国（スウェーデン・ノルウェー・デンマーク・フィンランド・ラトビア・リ

トアニア）から学生が来ていることが注目される。学生の区分では、国費学生は７名と少

数派だが、交換・短期交換学生は 32 名、委託学生は 15 名と、一般学生 45 名に匹敵する存

在になっている。今後も、本学と外国の高等教育機関の協定・準協定校関係の締結が進む

と思われ、新たな交換・委託学生が登録されるものと思われるが、一定の教育を受けたこ

とが明白なこれらの学生の参加は、別科日本語課程の学生間の日本語能力の均一化をもた

らすものなので、歓迎すべきところである。ただ、そのような認識で学生を受け入れるた

めには、送り出す機関の教育内容について随時情報が得られ、またその機関の教育担当者

との直接の連絡が取れることが必要である。現在、そのような関係にある交換・委託機関

は少ないので、この点改善を図る必要があろう。 

 なお、当センターの性格上、別科専修課程に対する学生からの評価を得て自己点検・自

己評価に生かすべきであると考えるが、どのような学生評価の方法を採用すべきかは、な

お慎重に研究する必要があろう。 

 

７．社会との連携 

 当センターの研究成果のある部分は、学外では専門誌、学内では『日本語研究教育セン
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ター紀要』と『講座日本語教育』に発表される。このうち『講座日本語教育』は、日本語

教育関連書籍を扱う書店で販売され、教育実践にかかわる専門家研究雑誌として国内外の

日本語教育関係者に広く愛読されつづけている。 

 このような、活字媒体による研究成果の公開に加え、さらに 2000 年度より毎週土曜日に

『日本語教育学公開講座』を開始し、研究活動の内容やその成果を広く社会に発信してい

くことになった。この公開講座には、今年度 50 名を越える参加者があり、この分野に対す

る社会の関心の高さが窺える。公開講座参加者には、アンケート用紙を配布し、講座につ

いての感想や要望を記入してもらっているが、これに対してどのようなフィードバックを

するかが今後の課題になろう。 

 この公開講座で日本語教育に関心を持ち、さらに深く勉強をしたいと望む学外者には、

別科の「日本語・日本語教育研究講座」の受講を薦めている。この講座は、公開講座開設

以前から多くの学外者を受け入れていたが、今回このように初心者向けの公開講座を設け

たために、さらに広く社会に向かって開かれることとなった。 

 

８．管理運営 

８－１．管理委員会の開催 

 今年度は、６回開催する予定である。昨年度と比べ１回多い数値であるが、これは、４

月入学に先立ち、３月の管理委員会で入学者を確定させるためである。 

 

８－２．専任研究員会の開催 

 今年度は、15 回開催する予定である。ちなみに、1998 年度以前は 11 回であったが、昨

年度から４回に増やした。これは、学生の教育効果を高める目的でカリキュラム等の改善

を図るためである。 

 

８－３．事務組織 

 当センターの事務組織は、現在専任職員４名で構成している。男女の比率は、男性２名、

女性２名である。当センターを支援するオフィスは、語学教育研究所から分離独立したあ

とも、引き続き両個所が同居する形態になっている。そうしたことから、両個所に所属す

る専任職員は兼務となり、それぞれ相互に支援・協力する体制を構築している。 

 ところで、専任職員１名あたりの超過勤務時間（1997 年～1999 年の過去３年分）の超過

勤務時間が増えているのは、カリキュラム改革、学生募集等別科専修課程の見直し、大学

院日本語教育研究科の設置認可等の業務を遂行したためである。 

以 上
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２０００年度 

自己点検・評価報告書 

 

国際教育センター 

 

１． 国際教育センターの歴史的背景 

 国際教育センターは、1998 年６月に 1963 年に設立された国際部を機軸として、国際交

流センター学生交流課および教務部海外プロジェクト推進事務局の一部を統合、再編成し

て設立された。国際部は海外の大学から留学生を受け入れ、英語で教える日本・アジア関

係の講座を置き、単位を与えるプログラムで、海外諸大学の学生を対象にした教育プログ

ラムは当時の日本の高等教育の環境の中では先駆的なものであった。すでに 3,000 人をこ

す留学生が国際部で学んでいる。またのこのプログラムの特筆すべきことは、早稲田大学

の学生のためにも外国の留学生とともに、英語で学ぶ機会を創出した点で、これまでに

1,100 人の早稲田大学の学生を海外の大学に留学させてきた。 

 

２．教育の目的 

 国際教育センターの現在の教育の目的は、世界中の様々な学問分野の学生で、日本また

はアジアに関心を持つ学生を広く受け入れ、日本、アジアに関する教育を英語でおこなう

ことであり、特にその教育は早稲田大学の学生とともに学ぶことで、早大生にも、世界中

から来る留学生にも国際的な視野を育成する教育的機会を提供することにある。 

 

３．教育活動 

（１）国際部一年プログラム 

 学部学生を対象とした一年プログラムで、日本語・日本語ワークショップ、日本・アジ

アに関する講座 43、及び Independent Study がもうけられている。講義科目は海外からの

留学生および早大生を対象としている。（留学生 120 名、早大生 80 名） 

（２）トランス・ナショナル・プログラム 

 早稲田大学がオレゴン州の諸大学と協力して開発してきた共同プログラムで、早稲田大

学の学生及び国際的に応募した学生を、半年をオレゴン州の大学で、半年を早稲田大学で、

Comparative Study on American and Japanese Societies をテーマに日米の教員が講義、

コロキアムを担当、チーム・ティーチィングする一年プログラムである。各講座を日米二

名の教員が共同で開発し、クラスでもチームを組んで教える点が新しい試みであり、教員

の能力の開発にも寄与するものである。ただし、現状では早稲田大学側での教員の自発的

な参加には問題がある。（留学生 30 名、早大生 30 名） 

（３）早稲田・オレゴン夏期日本語・夏期英語プログラム 

 海外からの留学生が夏期６週間、早稲田大学の寄宿舎に宿泊し、キャンパスで集中的に

日本語を学ぶプログラムと、早稲田大学の学生がオレゴン州の大学でその大学の寄宿舎に

宿泊し、集中的に英語を学ぶプログラムである。（留学生４５名、早大生４５名）集中的な

語学学習のこのような機会は英語にかんしては早稲田大学付属高等学校等でもすでに開発

されているが、今後拡大発展させることが必要である。 
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（４）留学準備講座 

 この講座は、留学をする早稲田大学学生を対象にした留学準備英語教育プログラムで、

英語を母国語とする教員による英米の大学に留学するための、講義を聴き、ノートを取り、

課題の読書をし、クラスでの討論に参加し、研究発表し、そしてペーパーを書く等、海外

の大学教育に参加するために必須の基本的・実践的な能力をつけるプログラムである。こ

のような実践的な留学のための英語教育は、早稲田大学の学生の留学が成果をあげるため

に今後開発・拡大の必要がある。（春学期 120 名、秋・冬学期 60 名） 

（５）帰国生予備教育課程 

 帰国生は政治・経済のグローバル化にともない、今後も増加する可能性がある。早稲田

大学の学生にとって帰国生は新鮮な、時には挑戦的な刺激になり、その増加は好ましいも

のであるが、一人一人の帰国生の日本の大学教育への適応には様々な困難があり、その予

備教育は帰国生支援のために重要な役割を果たしている。（80 名） 

 

 国際教育センターの教育活動の対象となる学生は留学生及び早稲田大学学部学生である。

センターの教育活動は小クラス制を基本とし、学生と教師の関係を出来るだけ緊密にする

努力が払われている。たとえば、試験、レポートは必ずコメントをつけて返し、評価にか

んする学生の質問には説明をする。また、専任教員はアカデミック・アドバイザーとして

週二回の指導時間を設け、学生の個人的指導に当たる。センターの教育の困難さは世界各

国、昨年度は、アメリカ、ヨーロッパ、アジア、中近東、アフリカ、ロシア等２４カ国の

大学からの学生が同じクラスで学んだ。これらの学生の受けてきた教育の方法、水準、語

学力、学問的背景などの差がかなり大きい。そのための困難さが常に存在する。しかし、

そうした困難さを考えても、このような国際的な環境で教育ができるということの利点は

計り知れないものがある。これからも、外国の学生にも、早稲田大学の学生にもこのよう

な国際的な教育空間をひろげてゆきたい。 

 

４．学生交流事業 

（１） 留学生支援（奨学金・宿舎） 

 奨学金は学内奨学金13、学外奨学金112あり、1999年度の奨学金受給率は、学部74.0％、

大学院 53.5％となっており、全体では 60.2％の受給率となっている。アジアからの留学生

が多い早稲田にとって日本での生活は経済的に相当厳しいと考えられる。授業料免除も視

野に入れ財政的にサポートする体制を整える必要があろう。 

 留学生にとって東京での宿舎探しは頭の痛い問題である。大学が確保している寮の収容

人数は 211 名分であるが、主に交換留学生のためのものであり、私費留学生に対するもの

が極めて少ない状態となっている。 

（２）入試業務 

 国際教育センターでは、大学院入試（アジア太平洋研究科、国際情報通信研究科を除く）、

学部入試（政治経済学部を除く）、帰国生入試を行っている。具体的には要項作成から願書

受付までの業務を担当しているが、国際教育センターで入試業務を担当するのが相応しい

のか否かについて疑問が出ている。入学センターが開設されたこともあり、大学として入

試業務のあり方を抜本的に考える時期にきていると思われる。 
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（３）地域社会との連携－課外活動 

 留学生が地域社会との接点を持てる行事は６件用意されており、それぞれ特色を生かし

たユニークな内容となっている。留学生にとって地方の生活を体験することは日本を理解

するうえで重要なことと考えられる。今後もこれらの行事を続けて行くと同時に、新規地

域の開発が望まれる。 

（４）学生交流協定に基づく交換留学生受け入れ 

 本学には４つの交換学生受入プログラム（別科留学生課程（国際部）、別科日本語専修課

程、学部課程、大学院課程）があり、大学間学術交流協定に基づく交換留学生を約 120 名

受け入れてる。協定校の増加とともに、受け入れ学生数も増加傾向にある。学部課程、大

学院課程は、原則として日本語能力試験１級を科しており、留学生には高いハードルとな

っている関係で、大学院レベルの留学生には英語で授業が受けられるＧＳＡＰＳおよびＧ

ＩＴＳ、学部生には別科留学生課程の人気が高まってきている。今後、さらに受け入れ学

生を増やすためには、別科定員を増やすか、新しい受け入れプログラムの新設が望まれよ

う。 

（５）学生交換協定に基づく交換留学生派遣 

 早大生の派遣に関しては、学術交流協定に基づく学生派遣と、国際教育センターをはじ

めとする各箇所が締結する学生交流協定に基づく派遣の２種類がある。学術交流協定校数

の増加とともに、派遣学生数も増大してきている（2001 年度派遣は約 200 名）。これまで

は、後者の学生交流協定に基づく派遣数が多かったが、来年度以降は逆転する見込みであ

る。2007 年までに私費留学派遣も含め、年間で 1000 人の早大生を海外に派遣するプロジ

ェクトを立ち上げたことにより、さらなる派遣学生数の伸びが期待されている。学術交流

協定校には、非英語圏の協定校が多数存在するが、実際に派遣する地域を見ると、まだま

だ米国、イギリスをはじめとする英語圏の人気が圧倒的に高くなっている。現行の制度で

は、英語圏への派遣には TOEFL スコアで 500 点以上の基準を設けているが、他大学の例と

比較しても、この基準は決して満足なものとは言えない。今後は、派遣学生のさらなる外

国語能力を高めるための教育プログラムが必要であると思われる。 

（６）広報活動 

 海外進学説明会は３か国４都市、国内は５回参加している。海外は参加経費との兼ね合

いから、実施されている全てに参加できないが、今後も予算を確保し積極的に参加するこ

とが望まれる。広告は留学生を対象としたものを５件掲載した。 

 早大生を海外派遣するための情報提供を目的とした留学フェアを年に２回、４月と９月

に開催している。春は、学外の各種留学支援機関の協力を得て行い、約 1,000 人の学生を

動員した。秋のフェアでは、留学を終えて帰国してきた早大生に協力を求め、個別相談ブ

ース方式の会とし、約 600 人の学生の参加があった。今後は、２回のフェアの合間に地域

別の留学説明会や、学部ごとの説明会なども導入を検討したい。 

 国際教育センター併設のインフォメーションルームでは、ボランティアスタッフが常駐

し、留学希望者に対するアドバイジングを無料で行っている。また、世界各国の協定校を

はじめとする大学のカタログや、派遣学生による留学体験記、奨学金情報、留学に関する

書籍・事典が閲覧できるようになっており、その規模は、国内の大学でも有数の質量を誇

っていると考えられる。ただし、今後、派遣学生 1,000 人の目標を達成するためには、専
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門の留学カウンセラーを置くことや、より 新の留学情報提供を可能にするデータベース

の構築等が臨まれる。 

（７）海外協定校プログラム運営 

 夏休みおよび春休みの期間を利用して、海外の協定校における短期語学研修プログラム

を 2000 年度は、８プログラム実施の予定（夏春ボン大学、夏春北京大学、夏ルイス＆クラ

ーク大学、夏ルンド大学、夏ロシア極東国立総合大学、夏プサン大学）。長期の留学を促進

するためには、良質の短期プログラムをもっと多く用意する必要があり、エクステンショ

ンセターや語学教育研究所とも連携をはかり、さらなるプログラム開発に取り組む必要が

ある。 

 

５．学生 

（１） 国際部プログラム学生（留学生）140 名、（早大生）80 名（2000 年） 

（２） トランスナショナルプログラム学生 早大生 25 名・留学生 13 名（2000 年） 

（３）早稲田・オレゴン夏期日本語講座学生 52 名（2000 年） 

（４）早稲田・オレゴン夏期英語講座学生 

（５）留学準備講座学生（76 名受講） 

（６）帰国生入学前予備教育学生 （2000 年は 10 月下旬登録） 

 早稲田大学学生の留学にかんしては、交換留学が主流であるが、交換のためには相互的

な交換留学が理想である。早稲田大学の学生を留学させるためには、学生の受け入れに協

力的な大学の開拓が必要である。また、早稲田大学からの留学生を増やすためには留学準

備講座の設置拡大が必要である。この講座を聴講している学生からの希望を考えると、こ

の講座を整備し、専任の教員を置き、各学部共通の英語の単位として認められるような全

学的な合意の可能性が将来必要になるのではないだろうか。 

 

６．教育活動 

 １．日本語教育：一年プログラムの日本語・日本語ワークショップ、トランスナショナ

ル・プログラムの日本語教育は日本語研究教育センターが担当している。２．国際交流セ

ンターの講座（1999－2000 年度 講座数 43）は３名の専任教員、２名の客員教員、３名の

米国人教員（Resident Directors）, 早稲田大学兼担教員、非常勤講師が担任し、３．ト

ランスナショナル・プログラムの講座は日本２名（早稲田大学専任教員）、米国２名が担当、

４．留学準備講座は二名の客員教員（インストラクター）が担当した。５．国際教育セン

ターの一年プログラムの正規学生は Independent Studies を履修することができる。この

プログラムは早稲田大学の教員が個人指導する調査、研究で、小論文を作成する、単位を

与えるプロジェクトと単位を与えないプロジェクト（墨絵、書道、舞踊、陶芸、音楽等）

にわかれる。６．また、毎年、早稲田大学学生を対象とする、３名のセンターの客員教授

による特別課外講義を提供している。 

 

 日本語に関しては、国際教育センターの重要な柱の一つである。海外の大学での日本語

教育の環境が整ってきたために、来日前に殆どの学生が日本語学習歴がある。国際教育セ

ンターで設置している日本語の水準をはるかにこえる学生も毎年若干数見受けられる。日
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本語でインデペンデント・スタディが出来るようになるのが望ましい。講義科目は４３で、

歴史、文学、経済、政治、社会、外交、労働、美術、宗教、言語、建築、思想、演劇、国

際関係、民俗、文化人類、地理、法律、貿易、ビジネス、環境等の講座がもうけられてい

る。多くの講座は多様なフィールド・トリップ（国内・国外）をおこない、日本で学ぶ利

点を 大限に利用し、外国での日本学、アジア学とは違う参加型、実践型の体験を通して

学ぶ機会をつくっている。世界各地からくる学生が同じクラスで日本やアジアについて学

ぶ機会は、しばしば緊張をともなうが、一人一人の異なる意見、異なる体験、異なる知的

な背景は、異文化理解の上ですばらしい教育環境をつくっている。それは教師にとっても

国際的な環境のなかで教える能力を訓練する場でもある。 

 

７．研究活動 

 １．国際教育センターは 1979 年（国際部）から英文の紀要 Waseda Journal of Asian 

Studies を出版している。1999 年度に出版された 21 号には、専任教員の中原道子（Civilian 

Internment Camp in Singapore-The World of POW WOW-）、岡本公一(RE-CONTEXTUALIZING 

HISTORY-American Views of World War II and the Occupation of Japan-)の論文が掲載

されている。この紀要は早稲田大学専任教員を対象に論文を公募、専門分野の研究者の評

価をへた採用論文および執筆依頼論文を掲載している。ここに掲載された論文の中にはオ

ーストラリア、マレーシア等の大学の紀要などに転載されたものもあり、今後も論文の英

語での発表は早稲田大学の学問的成果を国際化するために重要であろう。 

２．博士号取得：今年度は専任教員の岡本公一助教授が米国のコロンビア大学に提出した

博士論文が受理され、博士号の取得があった。 

３．三人の専任教員、および助手の研究活動は、昨年度の教育・研究活動の報告に詳述さ

れている。校務出張・海外における調査・研究活動および各専門分野における国際会議で

の研究発表を含む海外主張、政府機関等外部機関との研究協力等にかかわる海外出張は報

告の通りである。また、各教員の研究成果の出版にかんしても、報告のとおりである。国

際教育センターは専任教員が３名という少人数であるため、センター内部及び全学的な多

岐にわたる委員会の委員としての責務がかなり過重であると思う。 

 

 早稲田大学で「自己点検・自己評価」が全学的に開始されたことは当然のことである。

国際教育センターでは専任教員は一年間の教育・研究活動の報告を提出している。「自己点

検・自己評価」で必要なのは、大学の教員が責任を負うべき主たる責任が教育と研究であ

るならば、学生による評価は必ず取り入れるべきであろう。この点にかんしてはセンター

の専任教員全員の同意が形成されている。学生による評価は確かに、多々問題点もあるこ

とは否定しないがその欠陥を考慮に入れてもなお学生による評価はおこなう価値がある。

国際教育センターでは、評価の方法を研究討議し、２０００年度冬学期から全教員を対象

に実施する予定である。 

以 上 
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