
1 はじめに

筆者は2011年の４月より約１年間、本学の姉妹校で

あるオハイオ大学で在外研究をする機会を得た。アメ

リカの大学については、大体は分っていたつもりでい

たが、学生として過ごす場合と教員として滞在する場

合とでは、見聞きするものの幅や深さが全く違い、初

めて知ることも多く、新鮮な驚きがあった。また、本

学の教育制度や環境と照らし合わせて色々と考えると

ころも多かった。簡単にいくつか紹介してみたい。

2 学習・教育環境

まず、学生の授業に対する態度だが、日本の大学生

よりはるかに真剣に取り組んでいるのは予想通りだっ

たが、意外にも、日本の学生のように教室の後ろに座

り、携帯でメールをチェックするなどの学生も目につ

いた。おおざっぱなアメリカ人だ。文字メールなど絶

対にしないだろうと思っていたが、それは４～５年ほ

ど前までの話だ。今や学生間ではtextmailが日本の

学生と同じように連絡の中心となっていた。私も何度

も学生たちに“Doyoudotext?”などと聞かれた。

Noと言えば、面倒な顔をされた。ただ、延々と携帯

をいじるのではないところがやはり違う。メールや

facebookをチェックするのだが、すぐに、また何も

なかったかのように授業に参加し、時には発言までし

てしまう。教員も携帯が授業の妨げになっているとは

感じていないのか、特に注意もしない。実際、教員が

学生に「静かにしなさい」などと発言する場面には一

度も出くわしたことはない。

ネット環境は羨ましい限りであった。キャンパス内

なら屋内・屋外に関わらずどこでもWi-Fiでネットに

接続できた。いやキャンパスを一歩出ても、人が集ま

るレストラン、喫茶店、ファストフード店などではど

こでもWi-Fiが使えるようになっていた。特に登録す

る必要もなく、到着したその日からネットに接続でき

た。ネットがつながらないお店には学生も集まらない

のだそうだ。必然的にどこでもネット環境を整備する。

これは、日本でも珍しいことではないが、大学町では

日本の数年先を行っているような気がした。

また、どの授業でもネットを使うことはごくごく一

般に行われていた。どの教室にも無雑作に設置してあ

る端末から、教員はBlackboardと呼ばれる学内授業

支援ソフトに接続し、そこから、当日のパワーポイン

トのスライドショーを開き、授業を始めた。そのファ

イルには当日の授業スライド、ビデオ、ウェブページ

などなどが用意してあり、昔ながらの黒板とそれらを

相互に使いながら授業を展開していた。プロジェクター

やコンピュータに鍵などかかっていない。パスワード

一つで誰でもアクセスできるのである。

マルチメディア利用の一般的な授業風景

オハイオ大学では、学生もこのBlackboardに課題

などを投稿する仕組みになっていた。ほぼペーパーレ

スで授業が運営できる。これが可能になるのは、やは

りその使い勝手の良さと授業支援技術者がいるからで

ある。本学にも同じようなシステムがあるが、制約が

多い上、困ったときに教えてもらえる専門の技術者が

少ないなどの理由によりなかなか普及しない。頭を下

げなければ教えてもらえないようなシステムは日本の

教員は使わない。だが、仕事として授業を支援するス

タッフがいれば、自然と教員は授業の質や中身に集中

できる。ここに大きな違いを感じた。また、本学の視

聴覚施設は立派だが、一般の教室にはコンピュータさ

え設置されていない。基本的に自分でラップトップコ

ンピュータを持ち込む方式だ。だが、いちいち自分の

パソコンを持ち込んで、鍵を事務室から受け取り、プ

ロジェクターに接続するという方法だと、気軽にネッ

トやパワーポイントを利用したいと思う教員は増えな

い。なかなかマルチメディアを利用した授業が普及し
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ない理由の一つかもしれない。

3 分業の徹底

教員の仕事に関して言えば、日本と大きく異なると

ころがあった。それは、学生集めに翻弄されずに、授

業や研究に集中できるところだ。これは日本とは雲泥

の差があると実感した。学生リクルートはすべて

admissionsofficeが行う。高校訪問、オープンキャ

ンパス、入学許可まで学部レベルでは普通の教員は全

く関わっていなかった。入学者が少ないのは教員や学

科の責任ではない。これは学生は直接その学部や学科

に入学してくるのではなく、大学に入学してくるため、

学部や学科に責任がないという発想である。その学科

を専門とする学生が少なくなるとすれば、それは入学

後に学科が学生に対して学内での宣伝が不十分であっ

たとか、プログラムに問題があるということになる。

また、大学個別の入学試験はないため、入試を作る

仕事も試験監督もない。教員は研究と授業に集中でき

る体制が整備されている。分業がきちんとしているの

だ。よって、学科主任も例外なく、５時前には研究室

を出て、自宅に帰るのである。どうどうと「私は自宅

で仕事をしているからあまり大学に来ない」などとい

う教員もいる。学期中に海外出張をする教員もいた。

代わりの課題は出たが、補講というものはなかった。

試験はオンラインで行った。誰もそれを非難しない。

古き良き大学の姿があると感じた。

また、教員が授業と研究に集中できるのは、

academicadvisorシステムがしっかりしているから

であることを知った。特に学部レベルでは、各学部に

はadvisorという教務専門職員がいて、卒業までに学

生は何を履修し、どのような資格を取れば、どのよう

な就職があるかなど、すべて詳しくアドバイスをする

ことになっている。ちょうど教員と教務の間に入るよ

うな専門職である。教員に相談に行くのは、授業と研

究に関して質問がある時だけである。日本のように教

員が授業料の払い込みの催促で、学生の自宅に電話す

るなどということは想像もつかないらしい。

4 研究費

教員の研究費に関して言えば日本の環境の方がいい

のではないだろうか。日本のように「個人研究費」と

いうものはオハイオ大学にはなかった。学科や研究科

に予算があり、それを研究費として申請することはで

きる。また、本学でいう学内「特別研究費」のような

ものはある。私もオハイオ大学の教員と一緒に申請書

に名前を連ねたが、申請しない限り自由に使える研究

費というものはない。必然的に大きな研究費が必要な

場合は学外からそれを取ってくることが必要になる。

だが、本や論文などは日本より簡単に手に入るかも

しれない。必要な本は図書館にすでにあることが多い。

なければ、すぐに購入してもらえる。届けば、図書館

から連絡がくる。図書館スタッフはプロ意識が強い。

皆、司書学でMAを持った専門職員だ。図書館長は書

誌学で博士号まで持っている。○○センター、○○研

究所はすべて、博士号を持つ専門家がセンター長であ

る。日本の大学組織とは大きく異なる。また多くの雑

誌は図書館でオンラインで読めるようになっている。

図書館が契約し、雑誌にアクセスが可能となっている

ようだ。私が探した論文はかなりの割合で、オンライ

ンで読むことができた。所属学会発行以外の論文を、

日本からは個人でオンラインで読もうとすれば、１論

文20～30ドルくらい払う必要があるが、そのような不

便は全く感じなかった。

だが、面倒なのは人を対象とする研究では、全て、

研究許可委員会からの承認が必要なことだ。しかも、

申請するには、ネットで講習を受けてからでないと申

請ができない。これはどの大学でも同じようで、ネッ

ト上でアメリカの大学教員・学生共通の講習を受け、

簡単な試験を受け、一定の成績を治めないと、研究許

可委員会に研究の許可申請すらできない。私のような

客員研究員も例外ではなかった。よって、日本では、

学生の英語学習調査として、ある学生の日常をビデオ

で撮影するような研究は、本人の許可を得れば可能だ

が、アメリカの大学ではまず不可能に近い。なぜなら、

そこに他の学生が撮影され、授業の一部が撮影され、

大学が特定され、プライバシーにかかわることも多く、

画像に映る全ての人々から許可を得ることが不可能で

あるからだ。許可はまず出ない。許可なく行った研究

はアメリカ国内では発表できない。

5 日本語教育

次に、オハイオ大学の日本語教育について報告した

い。オハイオ大学では、田舎の大学にも関わらず多く

の日本語学習者がいた。彼らは、日本語が専門ではな

い上、１，２年程度しか学んでいないにも関わらず、

皆、結構上手に日本語を話していた。その理由は何だ

ろうかと考えていたが、ある2点に集約されているこ

とに気が付いた。それは、学習者に「日本語を理解し

たい、使いたい」という強い欲求があり、その「使用

の機会が現実として日常生活の中にある」からである。

彼らはアニメやゲームやコスプレのようなポップカ

ルチャーで日本語に出会い、それをもっと知りたいと

いう動機で日本語を学び始める。内発的な動機づけで

あるため、必然的に高いレベルで動機が維持される。

だが、それだけでは、なかなかあれだけ上達しない。

そこに、日本人学生や日本人TAが深くかかわってく
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るのである。授業や寮で知り合った日本人との交流に

より、さらに日本語を学びたいという欲求が生まれる

のである。日本人とアニメを一緒に見て、日本人とゲー

ムを一緒にする。日本人と一緒に遊び、互いに英語と

日本語を教え会う。日本紹介を兼ねたJapanNight

やSakuraMatsuriを日本人と日本語学習者らが共同

で運営し、課外でJapaneseconversationhourに出

かけ、折り紙を折り、おにぎりを作り、日本流名刺交換

を練習する。日本人留学生のための英語conversation

partnerとしてあてがわれた関係が、自然と深い友情

やときには愛情に変わっていく。これは日本語を使う

機会が増えることを意味する。facebookやメールで

も日本語を使い、日本人留学生たちが帰国後も互いに

ネットでつながっていく。そして、互いの国をまた訪ね

る。こんな言語使用の機会と動機づけが常に存在する。

また、これは日本語教員だけに言えることではない

が、外国語の教員は授業外でもその言語で学生と話し

ている。外国語を母語とするTAが多いため、このよ

うな光景が必然的に生まれる。だが、アメリカ人日本

語教員とアメリカ人日本語学習者の間でも、日常的に

日本語で会話をしているのである。英語も中国語もフ

ランス語も他の言語でもそれが外国語棟の中では普通

の光景であった。日本で同じことを実現することは難

しい。なぜなら、日本人同士で英語を話すことが滑稽

と写る上、互いにそれを望んでいないからだ。また、

英語使用の機会が現実的に少なすぎるため、しっかり

と自己管理のできない学生は、きちんと学習して実際

の使用に耐えるだけの運用能力をつけることが難しい

という現実がある。だが、廊下や研究室で様々な言語

が飛び交うあのオハイオ大学の外国語棟での日常風景

を見るにつけ、日本でも英語使用の機会をせめて大学

の中だけでも増やし、英語をもっと使ってみたい、読

んでみたいというような学生を増やす努力をしなけれ

ばならないと強く感じた。本学でもEnglishTableな

どの名称で日常的に学生たちが英語を使う機会を提供

している。だが、あくまでも作られた疑似環境でしか

ない。理想的な語学学習環境とはもっと日常の中に常

に「外国語使用の場」があることだ。それは大学が提

供するものではなく、個人個人の学習者が自ら作って

いくものであろう。そうでなければ、「有意味学習」

は成立しない。有意味とは、その本人にとって、意味

があるということだからだ。集団でできるものではな

い。教員や大学はそのヒントや入口を提供していけば

いいのである。もともと語学学習とは個人学習でしか

ないのだ。結局、「自律した学習者」しかものになら

ない。それが外国語学習ではないだろうか。もちろん

それはヴィコツキーの言う「学習の共同体」を自分の

周りに作るという意味でもある。

6 中部大学生の活躍

最後に本学の学生のオハイオ大学での様子を記して

この報告を閉じたい。もともと私の在外研究中の研究

テーマは「環境の変化が及ぼす言語習得への影響」で

ある。研究対象は本学の学生である。よって、春学期

と秋学期に数十名の学生の授業内・外の生活を克明に

調査した。彼らの授業に参加し、24時間の生活を収録

し、全員に面接をして、付随的にわかってきたことが

ある。それは、彼らはオハイオ大学にとっても非常に

重要な役割を担っているということである。春学期に

は日本を紹介する大きなイベントである「桜祭り」が

あるが、この運営や出し物には本学の学生が非常に深

く関わっていた。本学の学生がいなければ、数百名を

集めるあれだけのイベントは企画できないらしい。５

月にはInternationalStreetFairという留学生中心

の大学祭のようなイベントがあるが、そこでは野外ブー

スで折り紙を折ったり、日本のグッズや焼きトウモロ

コシなどを販売する。メイン通りを封鎖して、各国の

紹介や踊りなどもある。このイベントも日本ブースは

中部大学生がいなければ成り立たない。日本紹介では、
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街中にできた大きなステージでアメリカ人学生と本学

の学生で「ソーラン節」を披露していた。なかなか本

格的な見栄えのする素晴らしいパフォーマンスであっ

た。この「日本人会」の会長も十数年に渡って本学の

卒業生が務めている年が多い。私が滞在していた年も、

その前年も本学からの大学院生が日本人会の会長を務

めていた。

本学の長期海外研修生たちは日本語教育でも重要な

役割を担っていた。彼らは、授業の合間に、オハイオ

大学での日本語の授業に参加し、日本語での会話相手

になっていた。さらに放課後に彼らのConversation

Partnerとなり、日本語を教える代わりに、彼らから

英語を教えてもらうのである。この関係がさらに広が

り、週末にもオハイオ大学生と一緒に過ごすようにな

り、自然発生的に本当の意味での「国際交流」が生ま

れていた。また、火曜日の夕方にはアメリカ人のため

の「日本語アワー」なるものがあったが、この中心と

なって企画・運営しているのは、やはり本学からの大

学院生たちであった。これに、本学からの長期海外研

修生たちも参加し、日本紹介や日本語学習の一役を担っ

ていた。日本語学科の先生がたも、中部大学生たちが、

オハイオ大学での日本語教育にはなくてはならない存

在になっていると話してくれた。

私が滞在中にオハイオ大学の図書館では日本の古美

術品コレクションの分類と整理、さらにその紹介イベ

ントがあった。アメリカ人の司書はもちろん日本語は

読めない。そこで、たまたま、滞在していた私に声が

かかりお手伝いしたのだが、その膨大な資料を分類す

るのは私一人ではとても無理であった。そこで、本学

から研修に来ている中部大学生たちに声をかけたとこ

ろ、十数名が授業の合間に手伝いに来てくれた。図書

館からは本当に感謝された。この整理が終わり、この

コレクションの披露会があったが、そこでも本学卒業

生の大学院生がこの仕事に関わった経験を非常に流暢

な英語でスピーチした。中部大学の一員であることを

これほど誇らしく思ったことはない。ちなみにこの学

生は、オハイオ大学では博士課程まで進み、日本語の

TAをやっている。その年の学部代表のTA ofthe

Year（最優秀TA賞）として候補にもあがっていた。

他にも日本語のTAをしている学生が一人、工学部の

博士課程在籍してTAをしている学生が一人いる。私

の知る限り合計３名の本学からの大学院生がオハイオ

大学でTAとして、実際に教鞭をとっている。

7 おわりに

本稿では、オハイオ大学での一年間の在外研究で観

察して気が付いたことを簡単に報告させていただいた。

授業環境や分業の徹底は特に印象に残った。これと同

じことを本学に期待することはとうていできないが、

今後の仕事で非常に参考になることが多かった。一番、

嬉しかったのは本学の学生が一生懸命に勉強し、中部

大学の代表として、オハイオ大学で活躍していること

を確認できたことである。このいい関係がいつまでも

続くことを願いたい。

最後になったが、この在外研究は非常に私にとって、

有意義なものになった。こころよく送り出してくれた

英語英米文化学科の先生方、人文学部長、その他関係

者に心より感謝したい。

注

本稿は『JACET-ChubuNewsletter』No.28に報

告した内容を大幅に加筆・修正したものである。

（教授 人文学部 英語英米文化学科）
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スピーチをする本学からの大学院生




