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1. はじめに
近年、日本語学習者の数は増加し続け、2015 年の段階で日本語を学習してい
る人は世界で 360 万人以上いると言われている（国際交流基金の調査による）。
その学習者のうち多くは非日本語圏に在住していて、日本文化や日本人と直接の
交流がないだろうことは容易に想像できる。日本国外の大学では、日本の大学と
の交換留学を設けているところも多く、大学内で選抜されれば日本での留学が可
能なプログラムも存在する。しかしそれに当てはまるのはごく一部の学生に限ら
れていて、選抜されなかった者や経済的な理由、専門教科との兼ね合いなどの問
題で長期の留学が可能ではない学習者にとって、日本への留学はグローバル化し
た現代においても難しいというのが実情である。
本研究では、そうしたジレンマを打破するために、短期で日本に滞在し日本の
文化を体験しながら日本語も学習できる機会を学習者に提供する短期留学プログ
ラムについて実践報告する。
2. 先行研究
短期留学の重要性とその効果については、10 年以上も前から様々な研究がさ
れてきている。例えば、Chieffo & Griffiths（2004）は、短期留学に参加した学生
と米国の大学内でコースを履修した学生を対象にアンケートを行い、二つのグル
ープに大きな違いが現れるかを調査した。具体的には、「国際的意識」を身につ
けたかどうかの自己診断調査である。その結果、短期留学に参加した学生達は大
学内でコースを履修した学生達に比べ、「英語が上手でない相手に対して忍耐強
く接する」、「流暢ではないにしろ外国語でのコミュニケーションができる」、
「自分と他の国の人々との相違点や共通点について考える」などの項目で、より
高い評価をしていた。これにより Chieffo & Griffiths は、それが一ヶ月ほどの短
い滞在であっても、短期留学は学習者の個人的成長・言語能力に好影響を与える
教育的な試みだとしている。
同様に、Anderson, Lawton, Rexeisen, & Hubbard（2006）や Mapp（2012）も短
期留学プログラムの前と後とで参加者に調査を行い、結果を分析している。
Anderson et al.は一ヶ月ほどの短期留学によって参加者は文化的相違を受け入れ
順応していく傾向を示したとし、Mapp は最低 9 日間ほどの短い滞在でも、参加
者の異文化適応性に変化をもたらすと報告している。また Cubillos, Chieffo, &
Fan（2008）は、短期で留学して外国語を学ぶ学習者とキャンパスに留まって学
ぶ学習者の聴解能力を比較した。プログラムの履修によってどちらのグループも
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聴解能力は同様に伸びたが、大きな違いは聴解のストラテジーであった。キャン
パスグループが語句や文構造から理解しようとするのに対し、留学グループの学
生は大まかな内容を理解しようとする、分からない時は質問するなどの傾向が見
られた。その国を訪れターゲットの言語を学ぶことによって、自信が高まり社会
的な言語操作能力が向上することがわかった。
つまり、短期間ではあっても留学経験を持つことで、ターゲット言語が話され
ていないキャンパス内の活動のみでは得られない言語スキルが習得され、学習者
の異文化理解能力が発達することが多くの研究で論じられているのである。本研
究のプログラムでも、短期とはいえ得るものの多いコースにしたいと考え、プロ
グラムの設立に取り組んだ。
3. 夏季プログラムの設立
3.1 プログラム設立の過程
このプログラムは、日本とカナダの大学の教員が日本の大学での短期日本語コ
ースに興味を持ち、協力して夏季プログラムを設立しようとしたところから始ま
る。最初にプログラムの設立を試みたのは 2014 年であったが、カナダの大学で
参加者が十分集まらずにキャンセルになることが何年か続き、実際にプログラム
を実施できたのは 2017 年夏である。2017 年には、それまで検討していた 3 単位
で二週間のプログラムを拡張し、6 単位で三週間のコースとしてプログラムを設
定した。6 単位の内訳は、日本語 3 単位、日本文化 3 単位で、二つのコースをプ
ログラムに組み込んだ形となった。日本のホスト校は短期研修生の受け入れの経
験があり、それに基づいてプログラムを設立した。
ホスト校の大学は、東北地方にある教員養成大学で、学生数 1400 名ほどの小
さな大学である。日本の社会や学校現場ではグローバル化が進んでいる。そのた
め大学では、学生のうちにグローバルなものの見方や考え方などを様々な体験を
通じて身に付けてもらおうと、長期・短期の留学プログラムを設けている。しか
し様々な理由により、留学を選択する学生は 20％に満たない。そこで、短期間
であっても海外からの留学生を受け入れ、留学生と日本人学生とが学内でも交流
できる機会を提供したいと考えた。
3.2 プログラム内容
プログラムは 2017 年 5 月 13 日～6 月 3 日の三週間で行った。プログラムには、
（1）日本語授業、（2）体験活動、（3）大学の授業への参加、（4）ボランティ
ア学生との交流の四つを主に組み込んだ。カナダの大学側の希望する日本語と日
本文化に関する授業に加え、ホスト校側の希望であった学生の相互交流も盛り込
んだ。体験活動の大半は、ホスト校に在籍する留学生にとっても有意義な活動で
あるため、短期留学生と共に活動させることにした。
一週目は仙台での生活に慣れてもらえるように、仙台の観光や地元の祭りへの
参加などの活動を取り入れた。二週目は大学の図書館で「カナダを知ろう」とい
う発表イベントを企画し、日本人の学生にカナダやカナダの大学について知って
もらう活動を計画した。また、仙台市内の小学校を訪問し、子どもたちとの交流
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を予定した。週末には、東日本大震災の被災地（気仙沼）を訪問し、一泊のホー
ムステイを予定した。三週目に図書館で 2 回目の発表イベント（研究発表）を企
画し、その他、日本での体験スピーチをボランティア学生に聞いてもらう機会や
修了式（学長表敬訪問）、送別会などを実施することにした。表 1 にプログラム
の日程を示す。
表1

プログラムの日程
日にち

内容
1コマ（9：00～10：30） 2コマ（10：30～12：00）

昼休み（12：00～13：00）

3コマ（13：00～14：30）

4コマ（１４：40～16：10）

１日目

5月13日 土

仙台空港到着（11:05） 旅館移動・オリエンテーション・市内案内（学生ボランティア）

２日目

5月14日 日

東北大学国際祭り見学/仙台ハーフマラソン見学など（学生ボランティア）

３日目

5月15日 月

日本語授業①（プレイスメントテスト）

ウェルカムランチパーティー

体験活動（授業）

旅館

４日目

5月16日 火

日本語授業②

ランチ（学食）

日本事情(茶道・和菓子・折り紙）

5月17日 水

日本語授業③

ランチ（学食）

自由行動

６日目

5月18日 木

日本語授業④

ランチ（学食）

体験活動（授業）

ランチ（学食）

体験活動（授業）

７日目

5月19日 金
5月20日 土

仙台青葉祭り見学など（学生ボランティア）

９日目

5月21日 日

松島見学など（学生ボランティア）

１０日目

5月22日 月

日本語授業⑤

ランチ（学食）

学生交流（キャンパスツアー）

旅館

自由行動（サークル参加など）

旅館

体験活動（仙台市博物館見学）

８日目

宿泊先
旅館

自由行動

５日目

体験活動（青葉城址見学）

5コマ（16：20～17：50）

体験活動（授業）

自由行動（サークル参加など）

学生交流

旅館
旅館
旅館
旅館
旅館

体験活動（授業）

学生交流

自由行動（サークル参加など）

旅館

１１日目

5月23日 火

日本語授業⑥

ランチ（学食）

学生交流

１２日目

5月24日 水

日本語授業⑦

カナダの紹介（図書館）

ランチ（学食）

自由行動

体験活動（授業）

旅館

１３日目

5月25日 木

日本語授業⑧

ランチ（学食）

体験活動（授業）

体験活動（授業）

自由行動（サークル参加など）

旅館

体験活動（授業）

１４日目

5月26日 金

１５日目

5月27日 土

１６日目

5月28日 日

１７日目

5月29日 月

日本語授業⑨

ランチ（学食）

体験活動（授業）

研究中間報告

自由行動（サークル参加など）

１８日目

5月30日 火

日本語授業⑩

ランチ（学食）

学生交流

体験活動（授業）

自由行動（サークル参加など）

１９日目

5月31日 水

日本語授業⑪

ランチ（学食）

自由行動

日本語授業⑫

ランチ（学食）

修了式(学長訪問）

２０日目

6月1日 木

２１日目

6月2日 金

２２日目

6月3日 土

体験活動（小学校訪問）

ランチ（学食）

旅館

学生交流

ﾎｰﾑｽﾃｲ

体験活動（被災地訪問・ホームステイ）

研究成果発表会（図書館）

ランチ（学食）

旅館

旅館

自由行動

旅館
旅館

体験活動（授業）

旅館

発表準備（各自）

旅館

送別会

旅館

仙台出発

次に、（1）日本語授業と（2）体験活動の内容を表 2 に示す。日本語授業は表
2 のようにプログラムに組み込んだ各週の体験活動の場において、学習者が日本
語でコミュニケーションできるようになることを目標に学習内容を決めた。
表 2 日本語授業と体験活動の内容
授業
授業内容
1
プレイスメントテスト（文字・文法・会話）とニーズ調査
2
テストのフィードバック、カタカナ学習（メニューなど）
1
3
仙台についての学習（自然・地理・歴史・食べ物など）
4
日常生活でよく使われる言葉や漢字
5
カナダ・大学の紹介スクリプトの作成・発表練習
6
小学校訪問の準備・練習
2
7
東日本大震災に関すること・ホームステイで使う日本語
8
日常生活でよく使われる言葉や漢字
9
被災地見学の感想発表、ホストファミリーへのお礼の手紙
3
10
小学校訪問の感想発表・スピーチ（日本での体験）の準備

週
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体験活動
茶道体験
仙台市博物館見学
青葉城址見学
仙台青葉祭り参加
カナダ・大学の紹介
小学校訪問
ホームステイ
被災地・松島見学
最終課題発表会
修了式

2018 CAJLE Annual Conference Proceedings

11

スピーチ（日本での体験）の練習

12

スピーチ（日本での体験）発表会、まとめ

学長表敬訪問
送別会

（3）大学授業への参加については、全学の教員に短期留学生の来日予定と授業
提供の呼びかけを行い、14 の授業から申し出を受けた。それらは留学生の日本
語授業のほか、大学院生による日本語教育実習、英会話、異文化理解講読、第二
言語習得論、情報教育（プログラミング）、家庭科（調理実習）、幼児教育（わ
らべうた）、日本の社会などの授業であった。
（4）ボランティア学生との交流では、プログラムの空き時間や放課後、週末
などに交流する時間を設定した。ボランティアは、大学のポータルサイトを利用
して全学生に呼びかけを行い、希望者が 23 名集まった。ボランティア希望者に
対してオリエンテーションを実施し、本プログラムの目的や日程・お願いしたい
ことを説明した上で、活動ごとの責任者を置く体制とした。
3.3 その他苦労したこと・問題など
カナダの大学側にとってプログラム実践にあたって苦労の種となったことの一
つは、日本入国のビザの取得である。カナダ人は日本に入国する際にビザが必要
ないが、中国籍やフィリピン籍の学生達は短期滞在ビザを取得しなければならな
い。しかも日本領事館があるカナダの別の街に行ってビザを受け取らなければな
らないため、該当する参加者には経済的・時間的負担となった。
受け入れ校側では、実施の確定が 3 月であったため 5 月の受け入れまでの準備
期間が非常に短く、学内で実施の許可を得て教師やボランティア・宿舎などの手
配のほか、学内での受け入れ準備やビザ発給の手続きなど多くのことを進めるの
が大変であった。
4. プログラム実践の報告
4.1 参加者
参加者は、カナダの大学で日本語を少なくとも 1 年間学んだ学習者 7 名であっ
た。学習者の日本語のレベルは、日本語を 1 年間学習した者が 4 名、2 年間学習
した者が 3 名であった。年齢は 18 歳から 28 歳までで、性別は男子 2 名と女子 5
名であった。7 名のうち、3 名はアジアからの留学生であった。
4.2 プログラム中の学習者の様子
4.2.1 プログラムの初め
日本に旅行する前に二日間の事前講習を行った。ホスト校がある仙台の文化や
歴史に関する講義や日本での習慣などについて説明・諸注意をし、コースのシラ
バスを配布した。滞在中に予定されたカナダや大学についての発表に関しては、
どのような内容にするか決めること、そして見せる写真などを用意するように指
示を出した。
日本に到着後、滞在する街である仙台に移動した。その当日に 10 名近くのボ
ランティアの日本人学生が街を案内し、地下鉄のカードや変圧アダプターの購入
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などを手伝った。ボランティアたちは非常に友好的で、参加者の学生たちとすぐ
に打ち解けていた。この後も自由時間の活動を中心に、ボランティア学生が参加
者の学生を折々サポートしていた。
最初の週はまだ慣れないことも多く、緊張している様子の学生が多かった。日
本語の授業は主に日本語で行われたが、それに少し混乱している学生も一部見受
けられた。しかし、逆にそうした学生はホスト校の英会話の授業に招かれた時に
は生き生きと英語で話し、日本人学生たちと交流していた。午後の授業はすべて
文化体験、見学、ホスト校の授業への参加、日本人学生との交流であった。例え
ば、仙台城跡見学や茶道の体験である。これらは、ホスト校の留学生と合同の活
動だったため、和気あいあいとした雰囲気で参加者たちも楽しそうであった。
一週目の後の週末に、地域の春のお祭りがあった。街の大通りで踊りのパレー
ドが披露され、出店も多く出て観光客が集まるという日本の祭りだが、参加者た
ちはこれに非常に興味を抱き、踊りを見るだけでなく参加する、出店を見て歩く
など、一日中楽しんでいたようだった。
4.2.2 プログラムの中盤
二週目に入るとある程度の慣れが見られ、通学と生活のパターンも落ち着いて
きた。その反面、遊びにも力が入り始め、授業よりも放課後の自由な時間が楽し
みのようであった。この週には小学校訪問や気仙沼（被災地）での一泊のホーム
ステイもあり、それに関しての準備などもあって、日本語の授業も盛りだくさん
だったようである。この週に、カナダや自分の大学について日本語で紹介する発
表を行った。これは来日する前から準備をし始め、聴衆に見せる写真などを予め
準備していた。内容・形式的には単純な発表であるが、日本人の聴衆（ホスト校
の学生・教員）に聴いてもらうということで参加者には緊張が伴ったようである。
カナダと日本では気候や文化の違いなどが大きいため、興味深く聴いてもらえた。
小学校訪問では、小学 3 年生を対象に小グループ（留学生 1 名と小学生 8～9
名）に分かれて、予め準備した自分の国の紹介を日本語で行った。さらに一緒に
日本の遊びやゲームをしたり、踊りを習ったりした。日本人の、しかも子供と接
した経験がない学生がほとんどだったので、参加者は初めはみなコミュニケーシ
ョンがとれるのか不安がっていた。ホスト校の留学生の中にはすでに小学生との
交流を経験済みの学生がいたので、発表の時に注意することや小学生からどんな
質問が出るかなどを事前に教えてもらい、これは役に立ったようである。その小
学校では留学生との交流を頻繁に行い、そのプロセスがマニュアル化されていた
うえ、先生方もいろいろと気を使ってくれていた。留学生の参加者たちは「子供
なのにとても統率が取れていて礼儀正しい」と感心していた。
プログラムの最後に「日本文化」の研究発表が予定されていたが、その準備の
ためアンケートを取る作業で、参加者は学内のカフェテリアなどで様々な学生に
インタビューしていた。内気な学生はこのころまで日本語で日本人に話しかける
ことに抵抗を感じていたようだったが、発表の準備のため日本語を話さざるを得
ず、少しずつ日本語でのコミュニケーションに慣れていったようである。
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週末にはバスで移動し、宮城県気仙沼市でのホームステイが行われた。これも
ホスト校の留学生と合同の活動であった。移動後地域住民とのそば打ち体験を行
った後に、学生のみが数名ずつ各家庭に分かれていった。ほとんどが大きな日本
家屋の家のようで、学生たちは旧式な外見からは想像できない近代的・機能的な
設備内装に対しての驚きを報告していた。家庭によって違いはあるが、2011 年
の東日本大震災の時のことや、その後避難者に部屋を提供したことなどについて
の話を聞くことができたようだった。日本語の聞き取りがまだ苦手な学生には、
ホスト校の留学生が訳して内容を伝えていた。
ホームステイの翌日、震災で甚大な被害を受けた気仙沼港に立ち寄った。バス
で付近を移動しながら、語り部の方に当時の被災の様子や体験、復興の状況につ
いて話していただいた。帰りには松島に短時間滞在し、美しい景観と建築物を自
由に見学した。
4.2.3 プログラムの終盤
三週間のプログラムの最終週は週末のホームステイ先にお礼の手紙を書いたり
スピーチや発表の準備をしたりと日本語の授業が忙しくなってきた。同時に学生
たちは余暇にも力を入れていて、放課後は決まってホスト校の学生と出かけたり
買い物に行ったりしていた。
ホスト校の授業への参加はプログラム中随時行われたが、その中のいくつかに
ついて言及したい。日本語のみの授業への参加は、まだついていけない参加者が
ほとんどであったが、ものづくりや体を動かす授業には意欲的に参加していた。
例えば、調理実習やわらべ歌（幼児教育）の授業である。調理実習では日本の和
菓子を手作りし、わらべ歌の授業では、口伝えで伝承されている日本の歌を歌い
ながら踊ったり体を動かしたりして、素朴な楽しみを味わった。
プログラムの半分にあたる「日本文化」の授業内容では、日本の文化や習慣で
面白い・不思議だと思ったことをトピックにして日本人に日本語でアンケートを
取り、その結果を日本語で発表報告し、後日英語でレポートを提出することにな
っていた。この発表はプログラムの最終日に行われ、ホスト校の学生や教員達に
聴いてもらった。各自のトピックは、来日してから自由に選んでいいことになっ
ており、日本人のマスクの使用や、ウォシュレット、街の清潔さなど、外国人に
は不思議に思えるが日本人は普段あまり意識しないでいることについての調査の
結果が報告され、聴衆にとっても興味深い内容であった。
4.3 参加者（学習者）へのアンケートの結果
アンケートはプログラム前と後とで行った。質問内容は日本語の言語スキルに
ついての自己診断評価や日本や日本人に対してのイメージについてであった。
まず言語スキルの自己診断だが、これは項目ごとに 5 段階の評価（とてもいい、
いい、ふつう、わるい、とてもわるい）でつけてもらった。以下はプログラムの
前と後の評価の差を表したものである。
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図1

参加者の自己診断評価（プログラム前後の差）
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ほとんどの参加者がプログラム前の評価より後の評価の方が高かったが、参加
者によっては前と後とで評価が変わらない項目もあった。例えば参加者 a、c、e
は 4 項目のうち二つ以上は前後で自己評価が変わっていない。しかし、面白いこ
とに c は他の項目では違いがなかった反面、「自信」だけは飛躍的に自己評価が
延びている。逆にプログラムの後で評価が下がった項目のある参加者もいた。d
は文法使用能力の自己評価がプログラム後に 2 段階も下に下がっている。これは、
プログラムを通じて自分の文法使用能力の足りなさに気がついたということでは
ないだろうか。しかしこの参加者の自信レベルはプログラム前後で変わらなかっ
た。
筆記形式で（英語で）書いてもらった回答では、プログラム後の言語スキルに
ついて以下のような内容が述べられていた。
・最初は日本人の学生と上手く話せなかったが、このプログラムのあと普通
に会話できるようになった。
・一人で買い物していて店の場所が分からない時、日本語で質問するなどし
て少しずつ自信をつけた。
・たくさん間違えても自分の考えを日本語で言って、理解してもらえるよう
になった。
・まだ上手く話せないし分からない時が多いけど、質問するのがこわくなく
なった。
・前は日本語がよく分からなかったが、今は質問が理解できて、時には日本
語で答えることができる。
上記の「間違えても意見を言ってみる・質問することがこわくない」などは、
Cubillos et al.で報告されていた、キャンパス内での学習では得がたいストラテジ
ーと同様のスキル・ストラテジーと考えられる。
日本・日本人へのイメージについては、前述のように参加者は全員日本に対す
る興味が深い学習者たちで、日本や日本人に対するイメージは「清潔」「礼儀正
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しい」「真面目」など肯定的なものであった。この傾向はプログラムの後でもあ
まり変わらなかった。一人の参加者は、日本・日本人のイメージがさらによくな
ったと答えた。多くの学生が述べていたことは、ホスト校のボランティアの学生
達の親切さと彼らとのつながりについてだった。
4.4 日本人ボランティアへのアンケートの結果
ボランティアの学生は、前述したように多くの希望者が集まった。しかし、本
プログラムが授業期間と同時進行で行われていたため、活動に参加する時間が思
っていたようにはとれず、担当時間の責任者の学生が担当できなくなるなどの問
題も見られた。
ボランティア学生に対する振り返りアンケートを実施したが、実施直後ではな
かったため、回答が思うように集まらなかった。ここでは実際に活動に参加した
4 名の回答を示す。
まず、実際にどのような活動をしたかと聞いたところ、宿舎から大学までの行
き方案内、市内観光、一緒に遊ぶ、日常会話の中で日本語や日本文化を教える、
日本文化の紹介、研究やインタビューの手伝い、おしゃべり、などが挙げられた。
次に、ボランティアをしてよかったことについて聞いた。「みんなの楽しそう
な顔が見られた」、「楽しそうにしてくれたのが何よりうれしかった」、「なか
なか他国の大学生と話せる機会がないので仲良くなれてうれしかった」、「大切
な友達ができた」という回答が得られた。また、「英語や異文化の勉強になっ
た」、「日本語学習者に対して日本語を教える際の難しさや日本語のどんな所が
難しいかを知ることができた」という回答があった。
そして、ボランティアで難しかったことを聞いた。その結果、「決められた時
間や人数で、全員の要望を叶えることが難しいことがあった」というボランティ
ア運営上の問題点が挙げられた。また、「日本語を話しづらそうにしている留学
生達に積極的にコミュニケーションを取りに行くことが出来なかった」、「英語
を使うタイミング、彼らは日本語を勉強しに来ているので、わからない時すぐに
英語で話してしまったのはよかったのかわからない」、「日本語で伝わらないと
き、うまく英語で話せなかった」などからは、日本語でサポートしようとしてい
たが、英語を使ってしまったことを反省点として考えていることが分かる。また、
コミュニケーション上の問題があったこともうかがえる。
以上、ボランティア活動を通じて、日本人学生と留学生とが共に過ごす中で、
仲良しになるほど交流ができていたようである。また、ボランティアとして留学
生が楽しく過ごせるように配慮しながら活動していたこと、活動において日本語
あるいは英語のどちらで交流するべきか悩んでいたことなどが明らかになった。
4.5 ホスト校の留学生
さらに特筆すべきことは、プログラムの参加者（短期の留学生）とホスト校に
留学している留学生との関係である。プログラムの中でこの二つの留学生グルー
プが一緒に同じ文化体験を行ったことで、留学生同士のつながりができた。参加
者はホスト校の留学生に日本での生活や体験、大学での学習、日本語を使うとき
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の注意点などについても話してもらっていたようである。日本人学生ボランティ
アの都合がつかなくなった場合にも、ホスト校の留学生が率先して市内の案内な
どをしてくれていた。
5. まとめ・考察
今回のプログラムでは、普段カナダの大学の教室内でしか日本語を活用できな
いでいた学習者たちが、実際に日本を訪れて地域の人々と交流することで、教室
内では得られない日本語の運用能力や自信、日本文化・習慣・日本人への理解を
深めたと言える。もっとも意外だったのは、カナダの学生たちが日本人学生や日
本に留学している留学生たちと親交を深め、別れるときにはお互いに涙を流すほ
どのつながりを築いていたことだった。大学や国境を越えて、若い世代同士でつ
ながることが彼らの異文化や外国語学習に対する意識をより肯定的に変えていっ
てくれたのではないかと考えられる。異文化理解に関しては、本研究で詳細な調
査を行ったわけではないのでここでは論じかねるが、このプログラムを通して日
本文化を体験し日本語話者と交流できたことは、参加者の個人的成長と言語能力
の向上をもたらしたと言える。最近では日本へ個人的に旅行する日本語学習者も
多く、毎年友だちや家族と日本へ旅行するという者もいるが、そうした個人の娯
楽旅行では決して得られない有意義な経験と人とのつながりを経て、異文化理解
能力とともに言語能力を向上できるのが、こうした短期の留学プログラムの真価
ではないだろうか。ホスト校である日本の大学の学生達にとっても、このプログ
ラムのボランティアに参加することで、普段の生活では経験できない異文化交流
が体験できたと言えよう。
プログラムの最中に気になったこともある。放課後の遊びに夢中になるあまり、
宿舎に帰ってくるのが連日真夜中過ぎ、朝起きられないので宿舎で出される朝食
をとらずに登校するなど、生活の乱れが一部で見られたことである。幸い体調を
崩す参加者はいなかったが、プログラム中の健康維持を確保できるよう、今後の
ために方針を模索するべきである。
今回、初めてのプログラムの施行であったが、今回の反省を活かしてこれから
のプログラムをより良いものにしていきたいと考える。今後の課題としては、三
週間のプログラムでどの程度の内容の日本語の授業が適切なのか、課題や宿題の
内容や量、また発表の準備のさせ方などをもっと工夫する必要があることを感じ
た。さらに、プログラム前後の到達度を客観的に比較するために、文法・聴解な
どの試験をプログラムの最後に用いることも、参加者が自身の言語スキルの進歩
を知るために必要であろう。
参加した学習者全員が他の日本語学習者にこのプログラムを勧めている。非日
本語圏にある他の大学でも、このようなプログラムを活用し、より多くの学習者
に日本国内での日本語学習・日本文化体験や学生間の交流を提供してほしいと考
える。
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