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1 ．はじめに

　筑波学院大学は2005年の開学以来、社会
に貢献できる人材の育成を目指して「オ
フ・キャンパス・プログラム（Off Campus 

Program）」という教育プログラムを実施し
ており、授業の中で学生に企業や NPO 法人、
市民団体などが行う活動への参加（社会参加
活動）を義務づけている1）。これまで10年に
渡り、すべての学生が 1 年次必修科目「実践
科目 A」の中で 1 日または短期間の社会参加
活動を、 2 年次必修科目「実践科目 B」の中
で30時間の社会参加活動を行ってきた。その
活動分野は、環境保全、教育、まちづくりな
ど、多岐にわたっている。
　ところで、本学には毎年10名前後の留学生
が入学してきており、他の日本人学生と同じ
ようにこの社会参加活動に取り組んでいる。
本稿では、社会参加活動における留学生たち
の取り組みを分析し、社会参加活動が彼らに
与える効果や今後の指導のあり方について考
察する。

2 ．	「実践科目 A」および「実践科目B」
の概要と社会参加活動

2． 1　科目の概要　
　「実践科目 A」および「実践科目 B」は
2005年に開設されて以来、その内容や指導体
制が少しずつ変化している。2014年現在「実
践科目 B」を履修している 2 年次の学生たち
の授業の概要は、表 1 の通りである2）。

2 ． 2　社会参加活動の手順
　学生たちは社会参加活動を実施するにあ
たって、下記のような手順を経ている4）。

【実践科目 A】
　①「健康状態等に関する申告書」をグルー

プ担当教員に提出。
　②イベントリスト（夏休み前に 1 回、後期

に 2 ～ 3 回配付）から参加したいプロ
グラムを選び、社会力コーディネーター
から内容に関する説明を受ける。

　③学内メールで社会力コーディネーターに
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参加を申し込む。
　④社会力コーディネーターから、学内メー

ルで学生個人に参加可否の連絡がある。
　　参加が決定した場合、社会力コーディ

ネーターから活動受け入れ団体へ持参す
る「参加確認リスト」を受け取り、参加
のためのオリエンテーションを受ける

　⑤各受け入れ団体関係者の指示に従い、プ
ログラムに参加する。参加学生の代表と
なった者は団体関係者より当日「参加確
認リスト」に出欠確認のサインをもらい、
次の登校日に社会力コーディネーターに
提出する。

　⑥活動終了後 2 週間以内に「最終レポー
ト」（指定の書式あり、750字程度のまと
めなどを記入）を作成し、電子データで
グループ担当教員にメールの添付ファイ
ルとして提出する。「最終レポート」に
ついては教員の添削指導を受ける。

　⑦自分が行ってきた活動をグループ内で口
頭発表する。

【実践科目 B】
　①学期初めに行われる活動受け入れ団体の

説明会に参加するなどして、自分が活動

を希望する団体を選び、「希望調査票」
を提出する。

　②志望動機や目的などを書いた「申込書」
を提出。

　③社会力コーディネーターによる調整の
後、受け入れ団体を決定。受け入れ団体
に関する情報収集を行い、「受け入れ団
体について」を作成する。

　④受け入れ団体との三者面談を行い、活動
の内容や日程などを相談して「活動概要
の確認」「誓約書」を作成、提出。

　⑤活動前に、学内ネットワークから活動申
請を行う。

　⑥活動に参加。活動中は「活動記録」に活
動の内容を記録する。

　⑦活動が15時間程度終了したら、担当教
員、社会力コーディネーターと中間ふり
かえりを行う。

　⑧30時間以上の活動が終了したら、「チェッ
クシート」に受け入れ団体担当者のサイ
ンをもらう。

　⑨担当教員、社会力コーディネーターとと
もに最終振り返りを行う。

　⑩活動終了後 2 週間以内に「最終レポート」
（指定の書式あり、900字程度のまとめな

表 1　「実践科目A」および「実践科目B」の概要

　 実践科目 A 実践科目 B
履修年次  1 年 ２年

必修・選択 必修 必修
期間 通年 通年

内容

学生生活、また社会で必要な運営やコミュ
ニケーションのスキルを習得する。前期は
主に、現在の自分を省察し、客観的にふり
かえる機会を持つ。後期は地域のイベント
やプログラムに 1 日参加し、社会参加活動
を体験する。各グループや学年で報告会を
開き、情報を共有する。

地域の市民活動などにスタッフの一員とし
て中長期的に参加する。社会の現場で必要
な能力の向上を目指し、経験を積む。各グ
ループや学年で報告会を開き、情報を共有
するとともに、プレゼン能力の向上をはか
る。

授業担当者 教員 6 名（実践科目 A、B 共通）＋社会力コーディネーター 3）

指導体制
全学生を 3 グループに分け、1 グループにつ
き 2 名の教員が担当

 6 名の教員がそれぞれ複数の活動受け入れ
団体を受け持ち、その団体で活動する学生
を指導

社会参加活動に
参加する時間数 原則として 1 日 30時間以上
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どを記入）を作成し、「活動記録」とと
もに電子データでメールの添付ファイル
として担当教員に提出。「最終レポート」
については、教員の添削指導を受ける。

　⑪最終振り返り終了後 2 週間以内に、受け
入れ団体にお礼状を送る。

　⑫パワーポイントを使い、自分が行ってき
た活動をグループ内で口頭発表する。

　このように、学生は単に社会参加活動を行
えばよいというわけではなく、いくつかの決
められたプロセスを経て申し込みを行い、活
動に参加する。活動に行く前には、あいさつ
やメール等のマナーに関する事前指導も受け
る。また、活動後は最終レポートを作成し、
担当教員の添削を受ける。さらに、グループ
内での口頭発表も義務づけられている。

3 ．本学の留学生と指導体制

　本学はこれまで、毎年10名前後の留学生を
受け入れてきている。2014年10月15日現在、
本学に在籍している留学生の人数および国籍
を表 2 に示す。
　学生たちの入学時の日本語のレベルを見る
と、日本語能力試験 N15）に合格している上
級レベルの学生はほとんどおらず、大部分は
中級（N 2 ～ N 3 程度）レベルである。
　学内には留学生委員会が設けられ、日本語
授業担当教員を含む留学生担当教員が新入生
への面談を行ったり定期的に意見交換会を開
催したりして、留学生に対応している。カリ
キュラム面では、 1 年次に週 2 回日本語の授
業が行われている他、2014年度からは留学生
のみを対象としたいくつかの授業（留学生日
本語演習、日本史など）が開設され、「情報
基礎」などいくつかの必修授業では留学生だ
けのクラスが設けられている。
　「実践科目 A」「実践科目 B」においては、
留学生も日本人学生と同じ内容で授業を受

け、社会参加活動にも参加している。ただ
し、教員や社会力コーディネーターは留学生
に対して日本人学生とまったく同じ対応をし
ているわけではない。例えば、社会参加活動
を行う団体と学生とのマッチングの際、その
活動に必要とされる日本語運用能力と本人の
日本語力との間に著しい格差が生じないよう
に配慮している。また、実践科目担当教員 6
名のうち 2 名は留学生の日本語教育も担当し
ており、留学生と接する機会が多い。そのた
め、留学生との連絡が滞るなどの問題が生じ
た場合は日本語担当教員が日本語の授業の中
で対応することもある。

4 ．留学生の社会参加活動の実態

　本学は2010年度に学部改組が行われ、 1 学
部 1 学科の経営情報学部が発足した。そして
オフ・キャンパス・プログラムの内容も若干
変化したものの、「実践科目 A」「実践科目 B」
は改組後も引き続き必修科目として位置づけ
られている。
　そこで本章では、経営情報学部を卒業した
留学生および現在在籍している留学生を対象
として、活動の内容などについて考察する。

4 ． 1　活動分野
　社会参加活動に関しては毎年多くの学外団
体に学生たちの受け入れを依頼しており、そ
の活動分野も実に様々である。表 3 は、2010

表 2　本学に在籍する留学生（2014年 10月
15日現在）

入学年度 人数 内訳
2011 10 中国 8 、韓国 1 、スリランカ 1
2012 10 中国10
2013 6 中国 2 、韓国 1 、ネパール 1 、

タイ 1 、モンゴル 1 
2014 15 中国 8 、ベトナム 5 、

フィリピン 1 、スリランカ 1 
合計 41
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年の経営情報学部への改組以降「実践科目 A」
「実践科目 B」を履修した留学生27名6）がこ
れまで活動した団体を分野別にまとめたもの
である。
　「実践科目 A」における 1 日体験型の社会
参加活動においては、子供、国際、環境の分
野への参加が目立つものの、比較的いろいろ
な分野の活動に参加している。それに対し、

「実践科目 B」における30時間以上の社会参
加活動においては、子供と国際の分野の活動
に集中している。
　国際関係の分野への活動が多いのは、異文
化交流に関心を持つ留学生ならではの傾向だ
といえる。また、子供の分野への参加が目立
つのは、他の分野の活動に比べて専門的な知
識や高度な日本語力をあまり必要とせず、楽
しそうな印象があるからだと推測される。
　なお、活動を選んだ理由について 6 名の留
学生にインタビュー（以下「インタビュー調
査」）7）を行ったところ、全員が「その活動
に興味があったから」と答えたが、それと同
時に「時間が合ったから」「短期集中で終わ
る活動だったから」という理由を挙げる学生
もいた。ほとんどの留学生は学業や生活のた
めにアルバイトをしており、アルバイト時間
の確保は留学生にとって非常に重要な問題で
ある。社会参加活動は授業のない日や時間を
選んで実施するため、留学生は活動の選択に
あたり、活動内容ばかりでなく、自分が参加
可能な日や期間の活動であるかどうかという

ことを重視しているようである。
　子供の分野の活動には、幼稚園や小学校の
夏休みに集中的に行われるものと、平日毎日
行われる保育サポートがある。いずれも、留
学生たちが夏休みに集中的に行いやすい活動
であるため、そのことも子供分野の活動の参
加が多い理由の一つとして考えられる。

4 ． 2　活動目標と成果
　 1 日体験型である「実践科目 A」の社会参
加活動に比べ、30時間以上の活動を義務づけ
ている「実践科目 B」の社会参加活動では、
学生達がより明確な目的を持って活動に取り
組み、様々なことを学ぶ。そこで、2013年度
末までに実践科目 B の社会参加活動を終え
た経営情報学部留学生のうち20名の最終レ
ポートと、インタビュー調査の結果を資料と
して、彼らがどのような目標を持って活動に
臨み、何を学んだのかを見ていく。

4 ． 2． 1　活動目標
　最終レポートに書かれている学生達の活動
目標（活動を通して達成・挑戦してみたいこ
と）は表 4 のようにまとめられる（複数回答）。
　参加者との交流を目標としている者が一番
多く、次いで新しい技術や知識の習得、自分
の能力の向上、と続く。興味深いことに、「自
分の能力の向上」を目標に掲げている学生 6
名のうち、「日本語能力の向上」と明記して
いるのは 3 名だけであった。社会参加活動は

表 3　社会参加活動の分野

分野 実践科目 A 実践科目 B
子供 8 12
国際 5 8
環境 5 1

スポーツ 3 1
福祉 3 0

まちづくり 2 4
情報 1 1
合計 27 27

表 4　活動目標

活動目標 人数
参加者との交流 10
新しい知識や技術の習得 8
自分の能力の向上（日本語力、コミュニ
ケーション力など） 6

期待に答える（サポートを適切に行う、
など） 2

自国のことを参加者に知ってもらう 1
不明 1
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会話やメールのやりとりなど様々な側面で日
本語を使うため、活動を通じて自身の日本語
能力を高めようと考える留学生がいても決し
ておかしくない。しかし留学生からすれば、
社会参加活動は日本語能力向上の場というよ
りは、様々な人と交流したり新しい知識を身
につけたりすることを期待する場なのだとい
える。

4 ． 2． 2　成果
　最終レポートには、活動内容とともに、活
動終了後に感じたことや学んだことなどが
900字程度で書かれている。その感想を大別
したものが表 5 である（複数回答）。
　分析対象とした20名のうち半数以上の13名
が、「楽しかった」という感想を述べている。
逆に活動の大変さに言及している学生は 5 名
と、全体の 4 分の 1 に過ぎない。留学生に
とって外国語を使い異文化の中で行う社会参
加活動は日本人学生以上に負担が多いものだ
と考えられ、いろいろと難しい部分があるこ
とが想像できるのであるが、本人達はその苦
労よりも楽しさの方を強く感じ取っているよ
うである。
　また、新しい知識や技術の習得、参加者と
の交流を活動の成果として挙げている者も半
数に及ぶ。インタビュー調査では、参加者と
の交流や新しい体験が楽しさに繋がったとい

う回答も多かった。
　多くの留学生は、日本語学校で数年間日本
語を学んだ後、本学に入学する。日本語学校
時代も大学入学後も、学校での勉強とアルバ
イトに多くの時間を費やしている。そのた
め、多くの留学生は学内でも日本人学生との
接触が少なく、学外においてもアルバイト先
を除いて日本人との接触が多くない。そのよ
うな留学生にとって、社会参加活動は、学生
以外の日本人と交流したり新しい体験をした
りすることができる貴重な機会なのだといえ
る。
　自国との違いを実感したという回答をした
のは 5 名で、いずれも子供との活動を行った
中国人留学生である。数は多くなかったが、
留学生ならではの貴重な視点である。
　なお、日本語力について言及しているのは
2 名しかおらず、日本語力の向上を成果とし
て挙げている者はいなかった。インタビュー
調査でも、活動そのものが日本語力の向上に
つながったという回答はなかった。このよう
な結果が出た理由の 1 つとして、活動団体を
決定する際に社会力コーディネーターや教員
が留学生本人の日本語力をある程度考慮した
上で団体とのマッチングを行っていることが
挙げられる。留学生は現在持っている日本語
力で対応可能な活動に参加したため、活動の
中で日本語力の向上を実感するには至らな
かったのであろう。

4 ． 3　活動上の問題点
　最終レポートには、留学生たちが活動にお
いて困難を感じたこととして、次の点が挙げ

表 5　社会参加活動後の感想

感想 人数
楽しかった 13
新しい知識や技術を得た 10
参加者と交流できた 9
自国との違いが分かった 5
新しい体験ができた 5
大変だった 5
日本語力の大切さを実感した 2
団体側の苦労が分かった 1
友達ができた 1
コミュニケーション力が上達した 1

表 6　社会参加活動における問題点

難しかったこと 人数
活動内容 12
緊張、不安 7
日本語、コミュニケーション 4
言及なし 4
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られている（表 6 複数回答）。
　半数以上が活動内容そのものの難しさを挙
げており、初めての活動に緊張や不安を覚
えた学生も全体の 3 分の 1 に上る。インタ
ビュー調査においても、活動内容の難しさや
活動への不安を挙げた者がほとんどだった。
日本人学生の最終レポートや報告会でも同様
の感想が多く寄せられていることから、この
点については日本人学生も留学生もあまり変
わりがないといえよう。
　留学生特有の問題としては日本語によるコ
ミュニケーションが考えられるが、その難し
さを挙げている学生は20名中 4 名しかいな
い。これは先にも述べたように、もともと彼
らが自分の日本語力で対応可能な活動に参加
しているということの表れであると考えられ
る。

5 ．指導上の問題点

　前章では最終レポートおよびインタビュー
調査の結果をもとに、留学生の社会参加活動
における目的や成果、活動上の問題点につい
て見てきた。そのうち活動上の問題点につい
ては、留学生特有の問題はそれほど多くない
ように見受けられる。しかし、教員や社会力
コーディネーターの立場から見ると、留学生
は活動に至るまでのプロセスや活動後のレ
ポート作成、および報告の際に問題が生じる
ことが少なくない。
　本章では、教員および社会力コーディネー
ターが留学生を指導する際に感じている問題
点を挙げる。

5 ． 1　メール
　社会参加活動を実施するにあたり、学生に
は、日本語能力に加えて下記のような能力も
求められる。
 ・必要な手続きを正しく期限内に行う力
 ・適切に報告・連絡・相談を行う力

 ・自己マネジメント能力（活動日の決定、当
日の活動などにおいて）

 ・自分が置かれている状況を把握し適切な行
動をとる力

 ・基本的なパソコン運用能力（Word による
文書作成、メール送受信、学内ネットワー
クからの活動申請、パワーポイント作成な
ど）

 ・一般的なマナー

　このうち留学生の指導の際に毎年問題と
なるのは、手続き面での滞りである。特に、
メールでの連絡に問題が生じるケースが多
い。
　「実践科目 A、B」においてメールは、学
生と教員・社会力コーディネーターとを結ぶ
重要な連絡手段である。 1 年次履修の「実践
科目Ａ」では学生が社会参加活動の申込みを
メールで行い、 2 年次履修の「実践科目Ｂ」
では三者面談の連絡や活動日の調整、振り返
りに関する連絡など、すべてメールで行わ
れる。最終レポートなど必要書類の提出も、
メールによって行われることが多い。
　メールの送受信方法や作成方法については
1 年次必修の情報系授業の中で指導が行われ
ており、学内メールの重要性についても折に
触れて教員が学生に伝えている。それにも関
わらず、メールの使用方法を正しく理解して
いないためにメールでの連絡が滞ってしまう
学生が毎年いる。また、日本語力があまり高
くない留学生の場合、メールが届いても読ま
ない、読んでもその内容をきちんと理解しな
い、返事が必要なメールに返事をしない、な
どの事態も起こっている。
　適切な表現を使って改まったメールを作成
するのは、日本語母語話者であっても大学
1 、 2 年生にとっては難しいことである。そ
のため、メールの表現について指導の必要が
あるのはもちろんなのだが、それと同時に、
受け取ったメールの内容をきちんと理解し必
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要に応じて返信することなどの必要性も今後
より強調していく必要があろう。

5 ． 2　最終レポート、報告会
　活動そのものについては自身が持っている
日本語力でそれなりに対応してきた留学生
も、最終レポートの執筆やグループ報告会で
の発表においては、時に実力以上の力を求め
られる。最終レポートの作成や報告会の準備
が難航する留学生は少なくない。
　日本語力が高くない留学生の場合、文法や
表現の間違いにより文の意味が通じないこと
も多く、中には明らかに自動翻訳に頼ったと
思われるような不自然な文章を書いてくる
ケースも見られる。日本語力が高い学生に
とっても、自分の体験を限られた文字数でう
まくまとめ分析を加えて文章を書くことは容
易ではなく、どうしても不自然な文や表現を
使ってしまう。また報告会でのパワーポイン
トを用いたプレゼンテーションにおいては、
発表の際の口頭表現がうまく使えず、わかり
にくい発表となってしまう学生が多い。
　そのため教員は、日本人学生以上に時間を
かけて留学生のレポートや発表の指導を行っ
ている。

6 ．今後の指導に向けて

　これまでの考察をまとめると、「実践科目
A」「実践科目 B」における社会参加活動は、
留学生に対して次のような効果をもたらして
いると考えられる。

●自己の世界の拡充
　留学生は、活動や友人関係の範囲が学内と
アルバイト先に限られていることが多く、日
本人学生以上に狭い範囲の中で生活してい
る。そのような留学生にとって社会参加活動
は、子供や障がい者、高齢者など、学内やア
ルバイトではあまり接することのないタイプ

の日本人と交流したり、農作業や育児サポー
トなどこれまで体験したことのない新たな経
験を積んだりできるよい機会となっている。
日頃多忙でボランティア活動やサークル活動
にもなかなか参加できない留学生にとって、
授業として社会参加活動の機会が与えられて
いる意義は非常に大きい。
　また、学内の日本人学生となかなか交流す
るチャンスがないと訴える留学生も多いが、
そのような留学生にとって、必修科目内で行
われる社会参加活動は日本人学生と共に活動
し交流するまたとない機会ともなる。

●日本と自国の共通点や相違点への気づき
　社会参加活動によって得られる新たな体験
や新しい出会いは、留学生が今まで気づかな
かった日本の習慣や日本人の考え方に触れ、
自国と比較する機会を提供する。社会参加活
動を通じて自国と日本の共通点や相違点を認
識し理解することは、留学生ならではの視点
であり、強みであるといえよう。
　さらに、報告会において留学生がその視点
での考察を発表することにより、日本人学生
もこれまで何の疑問も抱かずに見聞きしてい
た物事を新たな視点から捉えられるようにな
る。それは日本人学生の視野を広げる上でも
大変有益であると考えられる。

●日本語能力の向上
　社会参加活動を日本語能力向上の場として
捉えている留学生はあまり多くなかったが、
会話、作文、口頭発表など様々な面において
社会参加活動が絶好の日本語教育の場である
ことは間違いない。
　活動によって多少の差はあるものの、社会
参加活動を円滑に進めるにあたって学生に求
められる日本語能力は、次のように多岐にわ
たる。
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＜読む・書く＞
 ・イベントリストや説明会の配付資料、メー

ルなどから情報を正確に読みとる能力
 ・様々な書類を過不足無く記入する能力
 ・正確で失礼のないメールを作成する能力
 ・最終レポートをまとめて書く能力
 ・要点をまとめ、パワーポイントのスライド

原稿を作成する能力

＜聞く・話す＞
 ・教員や社会力コーディネーター、受け入れ

団体、イベント参加者とのやりとりにおい
て、正確に、かつ失礼のないように話す／
聞く能力

 ・自分の活動についてわかりやすく発表する
能力

　日本語教育の中でもプロジェクトワークの
ように「読む」「書く」「聞く」「話す」の四
技能を総合的に伸ばすための試みはあるが、
上記のように多様な日本語力が求められる活
動を通常の日本語の授業で実施するのは、ま
ず不可能である。学生たちは社会参加活動の
中で教員や受け入れ団体のスタッフなど様々
な日本人と接し、時には失敗を繰り返しなが
ら、より適切な日本語の表現や運用方法を学
んでいくことになる。それは、教室の中で行
われる日本語の授業では決して身につけるこ
とのできない総合的な日本語力であり、留学
生の今後の学生生活や卒業後の仕事にとって
非常に有益な力となろう。

●手続きの重要性の認識
　「実践科目 A」「実践科目 B」の社会参加活
動は、活動内容のみならず活動に至るまでの
諸手続も非常に重視している。
　一般的に、学内でも社会でも、決められた
手順を経て行われる物事は少なくない。例え
ば奨学金申請 1 つをとってみても、説明会に
参加する、決められた書式に必要事項を記入

する、推薦状などの必要書類を揃える、締切
までに決められた窓口に提出する、など決め
られた手続きがあり、それをいい加減に行う
と申請が認められないという事態に陥る。
　留学生が大学や日本の社会の中で円滑に暮
らしていくために、社会参加活動を通じて手
続きの重要性を実感することは非常に大きな
意味があると思われる。

　留学生の社会参加活動のあり方を今後より
充実させるためには、 5 章で挙げた問題点を
解決するべく、情報系の授業の中でメールに
関する知識や技術の定着を図ったり、日本語
の授業において日本語力の底上げを行ったり
することももちろん必要である。
　しかし、それ以上に重要なのは、社会参加
活動が持つ様々な意義を留学生によく理解さ
せた上で、明確な目的を持って社会参加活動
に取り組ませることであろう。留学生のレ
ポートからは浮かび上がってこなかったもの
の、実際に指導している留学生たちを見る
と、最初はあまり明確な目標を持たずに何と
なく活動を始める者が少なくない。社会参加
活動を行うことで自分の視野がどのように広
がるのか、どのように人脈が広がっていくの
か、その広がりが今後の自分にどのようなメ
リットをもたらすのか、といったことを具体
的にイメージすることで、留学生はより貪欲
に、主体的に活動に取り組んでいけるのでは
ないか。

7 ．おわりに

　本稿では、「実践科目 A」および「実践科
目 B」における社会参加活動に本学留学生が
どのように取り組んでいるかを分析し、今後
の指導のあり方について考察した。
　大学における日本語学習者の数は年々増加
しており8）、本学でも今後留学生の数は増え
ると予想される。これまでの指導実績を踏襲
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しつつ、本学の特色であるこのオフ・キャン
パス・プログラムの社会参加活動が留学生に
とってより有益なものとなるよう、常に新た
な可能性を探っていく必要があろう。

注

1 ） オフ・キャンパス・プログラム発足の経緯に

ついては吉田・豊田・金久保（2007）を参照。

2 ） 2014年度新入生からは通年科目の「実践科目

A」「実践科目 B」に代わり、半期科目の「実

践科目 A-1」「実践科目 A-2」「実践科目 B-1」「実

践科目 B-2」を履修するようになっている。

3 ） 社会力コーディネーターとは、学生と受け入

れ団体とのマッチングや参加するプロジェク

トの検討などを行う専門のスタッフのことで

ある。詳細は西機・武田（2007）を参照。

4 ） 「　」は提出書類の名称である。

5 ） 日本語能力試験とは、日本語を母語としない

人の日本語能力を測定し認定する、世界最大

規模の日本語試験である。国際交流基金と日

本国際教育支援協会が共催で実施している。

詳細は日本語能力試験ウェブサイト（http://

www.jlpt.jp/index.html）を参照のこと。

6 ） 2014年度入学者はまだ「実践科目 B」を履修

しておらず、「実践科目 A」の社会参加活動も

終えていないため、考察対象から外す。

7 ） インタビューは2014年10月に 3 年生 3 名およ

び 4 年生 3 名に対して行った。「実践科目 A」

「実践科目 B」について、活動を選んだ理由、

活動において楽しかったことと難しかったこ

と、問題点などを尋ねた。

8 ） 文化庁文化部国語課（2013）参照。
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