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司会:豊島麗子教育委員会 FD小委員会委員
司会:ただいまから、平成 19年度第 2団法

しました。その簡単な報告をします。

文学部 FDrシンポジウム:共通外国語教育の

今
まず、学生アンケートについて。問 4 r

課題」を始めます。最初に、法文学部教育委

あなたが受講している外国語のクラスの人数

員会委員長の前門晃先生にご挨拶をお願いい

は適当ですかJ という聞いに対して、約 80

たします。

ノ号一セントの学生が適当だと答えています。

前門 :FDを進めることが琉球大学の中期目標

クラスサイズについては少なくとも現状維持

に出ているからやるのではなく、内発的に、

が必要だという結果が出ています。

私たちの教育の質の向上に普段から取り組ん

7ページの問 5 r
希望した外国語は取れま

でいると思いますので今日は共通外国語の

したかj という質問に対して、 11
. 4パー

実践例ということで、教育委員会にワーキン

セントは希望した外国語が取れていません。

グ
、
グ、
ループを作って、去年から組織的に FD

コース別、学年別、履修科目別の統計は各自

の取り組みを進めてきました。(去年の実践例

ご覧ください。

の紹介)今年の 5月 2 3日、名誉教授の安次

次に 9ページの間 6 r
知り合いに、今学期、

富先生に、教授会の時に講話をいただきまし

外国語を取れなかった学生がし、ますかJ とい

た。今回は、 2回目の取り組みになります。

う問いに対して、約半数が、「し、る Jと答えて

今日は、普段から授業改善に取り組んでおら

います。

れる先生方のお話が聞けると思いますので、

次は 11ページの問 6、同じ質問の回答が、

授業改善の参考にしていただけるようお願い

学年別のグラフにまとめられています。これ

致します。

を見ますと、学年が進行するにつれて外国語

司会 :それでは講師の先生方を紹介させてい

が取れるようになっていますが、やる気のあ

ただきます。(中略)次に資料の説明をさせて

る 1年生、 2年生が取れない状況があること

いただきます。 (中略)この FDのために、共

がわかります。

通教育の外国語を履修している学生を対象に

問 7は教員に対しての質問ですが、これは

アンケートを実施しました。 また、常勤・非

12ページにあります。そのほかのグラフは、

常勤の先生方を対象とするアンケートも実施

各自でご覧ください。

I
守

間 9の回答では 60パーセント弱の学生が、

教育環境として上げられるのが、例えば、

教室の状況を適切だと考えています。しかし

ひとクラス単位の人数、机、視聴覚教材です。

人数に対して教室が狭いというコメントも結

特に英語において切実なのは、ひとクラス当

構見られました。 40人以上詰め込めば入り

たりの受講生数です。大学経営の効率化とい

ますが、実際に 40名入ると非常に厳しい学

うことで、人員削減が行われるのは当然のこ

習環境になるというものです。視聴覚教材に

とですが、それは適切な判断基準に基づいて

関するコメントもありますが、それは教員が

行われなければならないと思います。特に多

取り組む課題だと思います。学生の要望は「視

くの非常勤講師を抱える英語が削減の対象と

聴覚設備を新しくしてほしい、現在の設備は

して目をつけられるというのは説得力のある

古い Jというものでした。「今でもカセットテ

話ではありません。運営交付金の算定基準と

ープを使っている Jという指摘もありました。

して非常勤講師の採用率が問題にされるのも

17ページにそのコメントが載っています。

当然ですが、だからといって安易に多いとこ

2 0ペー ジは教員に対するアンケートの回

ろから削るというのも危険です。非常勤依存

答ですが、外国語教育の適切な受講者数と実

率ということをいわれますが、我々は求めら

際の受講者数が示されています。ここに載っ

れるクラス数を提供するために、教員の人数

ている数値はアンケートを実施したクラスの

を工面しているのであって、そもそもその根

平均の数値です。ですから、この数値がすべ

拠となる数字は我々が要求したものではあり

てのクラスに当てはまるわけではありません。

ません。

最後の 2ページは、教員に対するアンケー

もし改善をというならば、まずこの数字の

トのコメントです。補足説明をしますと、間

見直しが先決であり、それでもなおこの数字

6 r
知り合いに外国語を取れなかった学生 J

が妥当であるということならば、その数字を

がし、ない学生は約半数ですが、法学専攻の学

賄うために、専任講師を増やすか、そうでな

生で、外国語を取れなかった人がいると答えた

いなら非常勤を手当てすべきです。我々は決

人が他の学部に比較して少々高いです。夜間

して非常勤講師の方々に依存しているわけで

は指定クラスがあるので割合取れています。

はありません。需要に応えるための積極的な

学生からは、少なからず、クラス増を望む声

マネージメントを行っているだけです。

が、切実な声がありました。「外国語のクラス

こうしたマネージメントが限界の状況で行

では話せる外国語、話せる英語を教えてほし

われているということを、今回は教育環境と

一いj という要望がありました。以上、アンケ

いう観点から検証したいと思いますが、その

ートから多く寄せられた声を拾って説明させ

前に、教育環境に焦点を絞らざるをえなくな

ていただきました。

るほど、他方の教育方法の改善についてどれ

それでは各外国語の報告に移ります。最初

だけ我々が精一杯努力してきたかを確認した
いと思います。

に英語の石川先生、よろしくお願いします。
石川 :
F
Dというのは従来教育方法の改善が中

ご存じのように、授業の 5 0パーセントを

心でしたが、今回は、教育環境の改善に焦点

英語でといった過激なプランもありましたが、

を絞って考察したいと思います。教育方法の

設立の経緯、国際化の流れの中で、琉球大学

改善については多くの議論と試みが実際にな

において英語が重視されるのは当然の流れで

されてきましたが、それだけではどうにもな

もありました。数多くの報告書に示されるよ

らない部分もあるということで教育環境に視

うに、我々は何度も教育方法に関する改善に

点を移してみました。

取り組んできましたが、その中でも最近のお

‑72‑

話をしますと、総合英語という科目に絞って

がある 。 というわけでクラスの提供数という

いえば、教育と評価の統一性を達成するため

ことに問題が絞られてくるわけです。
英語専攻学生のクラス、 21世紀グローパ

に、平成 14年度より共通のテキストを用い、
統一テストを実施しました。重要なことは、

ルプログラムの学生のクラス、実業高校出身

そうした試みの結果について我々はしっかり

者用のクラスといったように特殊な目的のた

と検証を行っているということです。

めに少人数にせざるをえないクラスを除いて、

平成 20年の新年早々、統一テストの是非

総合英語、講読演習のクラスはすでに飽和状

についての話し合いももちました。数年前に

態です。 このクラス数は入学定員に基づき、

は習熟度別クラスを設定し、成績優秀者を集

ぎりぎりで割り振ってあり、当該年次で単位

めた上級クラスを実施したこともあります。

を落としたものが最履修する数字に対しては

しかし、実際にやってみると、成績のいい子

それ程余裕がありません。というよりは、そ

だけを集めても、そんなに効果が上がるもの

の数字は不確定ですので、根拠あるものとし

ではないということがわかり、積極的にそれ

ては計上できず、そうした余裕を作り出すこ

を継続する意義が見いだせず廃止しました。

とができないのです。もしこの状態で、必要

目新しい試みとしては、会話、資格試験、

な提供科目数を満たしながら、さらにクラス

観光英語といった実用的なカを養成するため

数を削減しろといわれた場合、方法はただ一

の科目である実用英語という科目を、それぞ

つ、ークラスあたりの定員を増やすことしか

れ、「上級会話 JrTOEIC演習 Jとし、った個別

ありません。しかし、共通教育が擁している

の科目に分離しました。これは実用英語とい

施設としての許容量から、定員を 4 0人以上

う単一の科目名を冠している限り、会話のク

に増やすことは物理的に不可能です。

ラスをとってしまうと観光英語は履修できな

同時に、定員の増加は無理としても、現状

いといった状況になってしまうため、それぞ

として、この飽和状態の教室の中で、果たし

れ別の科目として履修できるようにしたわけ

て語学教育が成り立っているのであろうか。

です。 この改革も学生アンケートに基づく迅

もし成り立っていなければ、どのくらいの数

速な対応でした。

字が適切なのかを検証するのが今回のアンケ

もっとも、この改革によって、潜在的な学

ートの一つの目的でした。その結果は興味深

生の需要を掘り起こしてしまい、より多くの

いものとなりました。実際、各クラスの定員

クラス数の提供を迫られることになったこと

について、学生には大人数教室への不満があ

は確かです。実際これまで一つしか取れなか

るのではないかと仮定してアンケートをとっ

った科目が二つ三つ取れることになれば、少

たのですが、 9割近くがそんなに不満がない。

なくとも 2倍強のクラス数が必要となってき

しかしアンケート対象者が約 2千名ですか

ます。実際登録希望者数は定員の 2倍近くな

ら
、 1審l
にあたる 200人が不満を持ってい

るケースも出ています。

るというのは見逃せない数字です。 この数字

別にこういう需要があるからクラスを増や

を解釈する上で、非常に重要であると恩われ

せと言っているわけではありません。逆に

るのが、教員に対する調査との食い違いです。

我々はこうしたニーズにもかかわらず、何と

外国語の担当教員に、ークラスにおける適切

かクラス運営をしているということです。そ

な受講者数と、実際の受講者数について聞い

して教育方法や内容を含め教育の中身につい

たところ、結果は一目瞭然で、適切な受講者

ては精一杯努力しているにもかかわらず、そ

数は実際の受講者数を大きく下回っており、

うした努力を規制してしまうもう一方の要素

現状に対する不満の大きさが表れております。

4 d

勺︐

不満に思っている学生の数字は無視できる

す。今回はこの数字と連関を持つ授業内容に

ものではないが、学生はほぼ満足しており、

関する質問項目を設けていないので、はっき

教員は大いに不満を抱いている。この学生と

りしたことはいえませんが、少なくとも熱心

教員の意識の差に私は注目しました。一つの

だと思われる学生の声は、クラスの規模は現

仮定として、学生は、単位が取れれば OKな

状よりも縮小すべきであるとしづ教員側の意

人が多くて、先生は一生懸命教育しようとし

見に近いものになっていると言えます。いや

ている。このズレがこの数字の差に現れてい

むしろ、学生の求める数字のほうが大胆であ

るのではないかと考えたのです。クラスを運

り、それは教員側の自由記述に従えば、一人

営していて、そのクラスで熱心な学生がどの

一人の学生が実際に言語を運用する機会が多

程度いるのか、単位だけでいい学生はいくら

く求められているということになるかと思い

くらいいるのか、それはその場で肌身で感じ

ます。

るしかないとも言えるのですが、その違いを

われわれは、数字にごまかされやすいので

何とか今回のアンケート結果の中から掬い取

すが、学生全体からみると 1割にしかない数

れないかと思案いたしまして、自由記述項目

字でも、中をよく見てみると、違う側面が見

に着目しました。それは本学の外国語教育に

えてくる。今回の分析では外国語教育は少人

対して何でもよいので意見を述べてもらいた

数制が望ましいという直感的憶測から一歩踏

いという項目ですが、そこに「熱心な学生=

み込んで、真に学生たちが求めている教育体

積極的に意見を述べる J という仮説を持ち込

制はどういった規模のものなのかが垣間見え

みました。

たと思われます。こうした学生、担当教員の

この仮説に基づいて検証しなおすと、クラ

声に我々はどのように応えるべきなのでしょ

スの規模に満足している、つまり不満はない

うか。総じて満足しているから現状に甘んじ

という学生はコメントを書いている比率が低

るのか、よりよい教育を目指して改革を行う

く、不満を感じているとしづ学生はその比率

のか。我々の教育の中身が問われます。

が上がるとしづ結果になりました。参考のた

このアンケートは急逮実施したものであり、

めに、この自由記述はクラスの規模に関する

不備な点が多くあります。しかし 120人 J

設問に特定して付けられたものではなく、上

と明確に提出された数字は無視することはで

述の通り外国語教育全体について質問してい

きないと思います。今後、この数字の教育効

るものであって、不満があるからコメントも

果上の妥当性についてさらなる検証が求めら

多いという単純な図式は当てはまりません。

れるでしょう。

一方で、「熱心な学生=積極的に意見を述べ

司会:石川先生、有難うございました。それ

る」という図式は、苦肉の策の仮説に過ぎな

では次にドイツ語の片岡先生、よろしくお願

いことも重ねて確認しておかなければならな

いします。

いでしょう。

片岡:今日は授業環境という方向で、ドイツ

少なくとも、この仮説に従う限り、熱心な

語教育についてお話しすることになっていま

学生ほどクラスの規模に不満を感じていると

すが、外国語の科目企画小委員会とか、法文

いうことになりました。しかし、この帰結が

の教育委員会などをやっておりまして、時間

仮説の域を出ないのに対し、興味深いのは、

割づくりなどをやってきましたので、話が外

この熱心と仮定できる学生たちが、明確にク

国語全体のことになってしまうかもしれませ

ラス規模を訴える場合、申し合わせたように

ん
。

120人Jという数字が出てくるということで

外国語の受講者数、クラスの学生数、その

A﹃
I
勺

推移をみていきます。

ついてというものです。 あ くまで例、参考と

発端は去年、ああ、きたかということが起

言いながら、ものすごい文書です。「同一科目

こりました。外国語科目小委員会委員長の石

内で、平成 15年度の受講率が 50パーセン

川先生から資料 1のよ うなメールをもらいま

ト以下のクラスが複数ある場合は、クラスを

した。委員宛てのメールでした。工学部の教

統合する 。」外国語のクラスサイズですが、過

育委員会からの意見でした。 こういう意見が

去の先生方のご努力で、一応、 4 0名定員に

寄せられたというメールで、「第二外国語科目

なっていますが v その半分を切ったら、クラ

について、登録できなかった言語科目と、定

ス統合ということです。外国語のクラスは定

員の満たない言語科目で、偏りがあったよう

員 40名ですが、クラスサイズの理想は 15

だ。学生の登録希望に沿った言語科目数を確

名から 20名くらいと言われています。そし

保したほうが良しリ。これを解釈していこうと

てその理想の状態は当局の受け入れるところ

思うのですが、このメーノレが届いたのが 7月

ではな くなりました。効率を考えて 40名目

でした。で、私がその時思ったのは、なんで

指してクラス統合するようにと言われること

もないことのように見えて、当時、置かれて

になりました。 しかも 50パーセント以上で

いた外国語の状況から見て、学生がたまらな

あっても、複数科目開講されている科目で、

くなって苦情を言ったのではないか。工学部

統合可能なクラスがあれば統合せよと 。 ちょ

の学生が、前期の登録時に、大変な目にあっ

っと空きがあるとクラスは詰めなさいという

て 教員に訴えたのではなし、かということで

発想ですね。

した。要するに、登録ができない状況がある

クラスを詰めなさいということで、 200

ということです。その一方で「定員の満たな

5年にその作業をやらされたことがあります。

い言語科目 J があるのかどうか、限度を超え

こうしづ文書が出てくる背景に、非常勤講師

た偏りかどうか。私たちの現状の中で岨唱で

の予算を、実績比 15パーセント減らしなさ

きるのか。

いという平成 15年の大学当局の文書があり

資料 3枚目に、私の考えをメーノレしたもの

ます。非常勤予算を減らすのをどう遂行する

があります。「この工学部電気電子工学科教育

かというと、クラスを減らすわけです。クラ

委員会のご意見を専攻会議で紹介しました。

スを削減しなさいということになります。

学生が集中する外国語とそうでない外国語が

初習外国語の登録者数は、最後の表にあり

あるから、学生の集中するクラスを増やすべ

ます(ここでは割愛します )
0 2004年にク

きだという意見だと思われます。では、空い

ラスの削減が始まりました。フランス語と中

ているクラスというのがあるかというと、実

国語のクラスが減りました。 2005年ドイ

はそうではない。また、琉球大学の提供する

ツ語とフランス語のクラスが減らされました。

外国語のバラエティをどうするのかというこ

ただ、中国語のクラスが回復しました。 20

ともありますJ というものです。

02年前期、外国語は 49クラス、 2003
年度は 48クラス、 2004年は 46クラス、

外国語の登録の問題を考えますと、クラス

2005年は 45クラスです。

数が削減されてきたことにより、それが行き

2003年度前期と比べて、 2005年度

過ぎて登録できない学生が出てくることにな

前期には 3クラス減。

ったようです。それは 2004年からです。
その原因となった文書が、 4枚目の資料です。

2002年度前期と比べて、 2005年度
前期には 4クラス減。

大学教育センター長の文書で、平成 16年度

減少クラス数を少ないと見るか、多いとみ

の時間割編成のための新ガイドライン作成に

ζJ

勺'

るかですが、私にとっては、 3クラス減とい

うです。一方ではクラスに学生が溢れ、他方

うのは大変な減です。減らされた分の学生が

では閑古鳥が鳴く。おそらくちょっとしたこ

他のクラスに殺到し、断られるとし、う事態が

とで解消できることかもしれません。時間割

起きました。学生たちは、他のクラス、他の

の配分を均等にして、特に一年生については

時間、他の外国語を探しましたが、結局だめ

共通科目の履修を最優先するという意識を持

だ、ったという声を、ひとりでなく、聞いた覚

ってもらうといったことの程度で。大学全体

えがあります。どうしても登録できなくて、

で少し工夫をすれば、偏りなく平均してクラ

教官室から教官室へ、放浪していた学生も見

ス登録ができるのではないでしょうか。

ました。

次に、クラスの定員と受講時間数について

(文中「資料jとありますのは、当日お手元と
して配布したものです。「表 Jもその中に含ま

話しましょう。
外国語クラスにおける 40人定員は、首里

れます。)

時代から先輩の先生方が守ってきたものでし

司会:片岡先生、どうもありがとうございま

た。教養部がまだ在った頃の少し古い話です

した。では次にフランス語の西森先生、よろ

が、九州のある国立大で 1クラス定員が 90

しくお願いします。

人といった例や、ある私立大では通常の大講

西森:受講生数が少なめの言語、クラスの立

義室を使って講義をしているといった例さえ

場から、できるだけ明るく肯定的な将来を望

聞いたことがあります。それに比べれば十分

める話になればと思いつつ、現状について話

少数教育と言えはしましょう。ですが、 40

したいと思います。

人というのもぎりぎりの上限だというのを心

今も例にあげられた月・木 1時限目の開講

に留めておく必要があります。各国の外国人

クラスはどの科目でも学生の受講者数がとて

向け語学講座でも、一般のどこの語学学校で

も多くなっています。フランス語は比較的人

も、クラス 4 0人というレベルは聞いたこと

気のない科目ですが、定員 4 0人のところへ

がありません。本学の外国人向け講座でもこ

79人が来て廊下で待っている。さてどうし

れほど多くはないのでは。 15人でも多すぎ

ょうか、他のクラスは空いていないのかと何

るという不平を聞きさえします。ですから、

度も確認しますが、駄目です。それで仕方が

登録希望者が多いと、 40人のところ、少し

ない、 79人登録し、教室を変更して、前期

増やして、 4 2人でも、 4 5人でも、何とか

はそれで何とか済ませて、後期はさすがに同

50人でも登録できますか、とし、う議論にな

じ事態は避けねばなりませんので、お叱りを

りがちですが、本当は 2 0人ぐらいまでが望

いただきましたが、閉じ時間に非常勤のクラ

ましいので、あって、 4 0人というのは日本に

スを増設させていただいた、ということもあ

おける小学校から高校までのクラス人数の反

りました。しかしこれはこの時間に限る話で、

映に過ぎないのだということは頭のどこかに

たとえば月・木の 2時限目はと言えば、これ

刻んでおく必要があります。それで先生によ

は大変集まりが悪くて、フランス語に関して

っては、逆に 40人も 90人も一緒ですよと

は
、 10名に満たないことが続いて現在はこ

いう人もたまにいます。それは語学教育じゃ

の時間にはクラス提供を行っていません。 1

なくて、フランス語とはこういうものですょ

時間ずれただけでなぜこうなるのか。要は、

としづ講義をするつもりということなのです。

必修の専門や基礎科目が 2時限目(以降)に

教養科目としてはそれで良いとしづ意見も聞

開講されていて、初習(第二)外国語の登録

きます。大学全体がその意見に落ち着くよう

可能な時間が大変偏っているということのよ

なら、それも一つの知見というものでしょう
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いますが、フランス語やドイツ語は 10名に

カ
ミ
。

そうなると通常の講義科目のように、週 1

やっと届くかどうかです。もともと学生数が

回 2単位という配分もあり得ることになりま

少ないのですから、少なし、からとクラスを削

しょうか。今少しそうし、う議論が出ていると

るとし、う議論はまだのようです。それで、時々

聞きますが、さてどうなるのでしょうか。私

夜間主を担当する際は、少人数ということで、

個人としては、週 1回の講義でも良いとは思

色々工夫をして、効果的な教育を、という気

っています。その代り 2年間で 4単位という

になります。それに学生もより真面目な印象

ことになります。これはいくつかの大学、短

があります。しかし夜間主の教育に関しては、

大で実例があります。週 1回の講義ですと、

経営サイドからすれば悩ましい問題があるの

何といっても登録のための時間割配分等で悩

も確かです。運営に要する費用は昼間と同じ

むことが少なく、履修が容易になります。上

か、おそらくはより多く必要なのに、収入は

級生が新たに別の言語を学びたくなった場合

少ないという点です。文部科学省は夜間主を

でも受講しやすいですし、もし何かの科目を

止めてもよいとは決して言わないで、しようし、

落としても、再履修も容易で、しよう。クラス

むしろ奨励するべき立場でしょう。大学評価

数の節約という点でも、全体に受講生数が均

という観点からも教育に力点を置くならば重

されることで、かなり有効ではあると思いま

要なはずです。しかし背に腹は代えられませ

す。それに結局 2年間はその言語を学ぶこと

ん。夜間主の学生定員は徐々に減ってきてお

になり、「継続」性が確保できます。むろん「集

ります。大学で何か新しいことをするといっ

中J性を持つ週 2回のクラスも熱心な受講生

た際、定員の提供元になりがちです。今後ク

のために残します。またこれは私案ですが、

ラスの受講生数が著しく減るようでしたら削

、 3箇 学 期 (1年半)で 4単位履修と
週 1回

減の対象となるのも致し方ないでしょうか。

いう形態も可能かと思います。現行の履修単

フランス語などについては、関係教員から隔

位基準に無理なく当てはめられるそうだと考

年開講といった案も出てきております。

えてみましたが、今のところお呼びではない

さらにもっと少数派の話になります。フラ
ンス語やドイツ語の人気が高くないといって

ようです。
さて少数派という視点といえば、本学では

も、常勤の教員が配置されており、受講生の

夜間主の講座に触れなければなりません。夜

総数は学期あたり 300名近くにはなります。

間主では、工学部は初習(第二)外国語を選

本当の少数派は、非常勤教員によってのみ開

択必修としていませんので、もっぱら法文学

設されている諸言語です。琉球大学の外国語

部の学生が受講するのみです。夜間主では、

教育は、大きく欧米系とアジア系に分けられ

ドイツ語、スペイン語、フランス語、中国語、

ますが、そのうちこのタイプの少数派言語は、

インドネシア語(昼間に開講されていないの

前者では、ロシア語、(古典)ラテン語、(古

で、昼間主の学生も全学的に受講可)が開講

典)ギリシア語、後者ではヴェトナム語、朝

されています。原則として夜間主を持たない

鮮語、インドネシア語、タイ語です。受講生

学部学生は夜間のクラスには登録できません

数に関して、アジア系諸言語はかなり健闘し

し、法文・工学部の昼間主学生にしても特に

ており、ヴ、ェトナム語、朝鮮語は中級クラス

履修する例が多いということはありません。

まで開設され、 8単位まで、履修可能になって

当然各クラスの受講生は少な目です。夜間開

います。しかし欧米系 2言語(ギリシア語は

講のみのインドネシア語と、中国語、スペイ

現在開設されていなし、)はやっと 10名程度

ン語はやはり適度の数の受講生を惹きつけて

ということもあります。ロシア語やラテン語
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は他に比べるとかなり習得の難しい言語です

もはや平等です。「足りぬ、足りぬは工夫が足

ので、途中で挫折する学生も多いでしょう。

りぬ」、あまり麗しいキャッチフレーズとは言

それにロシア語などは、モチベーションを高

えないですが、結局そういうことになるので

めてくれるような地域特性がほとんどないと

しょうか。どうなろうとも、外国語教育をな

いう不利もあります。またラテン語は、生き

おざりにしていいということにはなりません

た言語として話されているわけではありませ

ので、結局はわれわれのノルマが増えるとい

んので、当然聴いて話すといった勉強方法も

うことにもなるのでしょう。あるフランス人

なく、学習機材が揃っているわけでもありま

の先生、私の恩師ですが、彼は敬愛するモリ

せん。そもそも「読む」ということが学習上

エールの最後(舞台で演技を終える間もなく

の重要なポイントであって、正直なところ、

倒れ、死亡した)を引し、て、私は教壇で倒れ

ラテン語を通常の外国語科目と同列に置いて

てもいいと言っていました。私も個人として

いる現状は大変疑問です。もちろん今でも多

は頑張れるだけ頑張ろうと思っておりますが、

くの学問分野においてその知識が必要とされ

それを他の人に押し付けるわけにもいきませ

る重要な言語である事も確かなのですが、そ

ん。それでも各自の先生方が高いモチベーシ

れはあくまでも「知識J としてなのです。多

ヨンをもってやっていけばなんとかなるかな、

くの大学では、古典語として扱われ、共通外

というのが私の明るい展望です。

国語に分類されることは少ないと思います。

司会:西森先生、ありがとうございました。

人文系の共通科目などに再配置して時間数、

では最後になりましたが、スペイン語の金城

単位数等も考慮して変更するのが妥当だと思

先生、よろしくお願し、します。

いますし、その方がより多くの学生が受講で

金城:最初に、スペイン語では F Dのよう

きるようにも思います。ラテン語はラテン語

なものを専任・非常勤の教員で、やってきてい

として、他の生きた言語も是非学んで欲しい

ます。スペイン語の場合、非常勤の依存率が

と考えます。こういった少数派言語は、受講

高いので、専任問のように会う機会も少ない

生が少なく、かつ非常勤の担当で、将来は担

ため、どのように協力し合うか、お互いに連

当できる先生がなくて廃止といった事態にも

携をとりあっていこうとしてきました。授業

なるかもしれません。大学評価のことばかり

での問題点とか、いかに教育効果を高めるか

を気にするようですが、多様な外国語科目を

などについて、年に 2回のペースで話し合い

提供しているということ自体も高評価の要因

の場を持ってきました。今回の FDに参加し

となっていることを心に留めておきたいので

て、次のスペイン語の F Dの参考にしたいと

す。むろん、本当に琉大生がそれを必要とし

思います。

なくなったならば仕方のないことではありま
す
。

今回実施されたアンケートの調査に関して
ですが、とくに大きな問題は目につきません

明るい将来を、と最初に申し上げたのです

でした。数年前のように授業がとれない学生

が、何だかまったく逆のような話ばかりにな

も、少なくなっている気がします。閉じ時間

ってしまいました。これからも当分は予算の

帯に 2クラス開設の科目もありますので、受

削減とか、組織の改廃とか、そういう話ばか

講者数の多少の偏りはあります。

りが聞かれることでしょう。ポストが削られ、

非常勤の先生にもご意見を聞いてみました

非常勤の手当てを始めとして各種の予算が減

が、とくに大きな問題提起はありませんでし

らされ、これ以上減らせないというところま

た。ただ、意欲のある学生とそうでない学生

で行くのかもしれません。ですがそうなれば

が混在しているとの指摘があり、そうした状
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況ではモチベーションの差が大きく、習熟度

ことはできるかもしれません。

の差にもつながり、そこで苦労しているとい

司会:金城先生、ありがとうございました。

うお話が出ました。

これで各外国語の報告を終わります。今日は

スペイン語教員聞のネットワーク (FD)

中国語の参加がなくて残念でしたが、資料を

で出された案を発展させ、 2000年、スペ

ご覧になっていただければ中国語の状況もご

イン専攻最初の卒業生が出たとき、スペイン

理解いただけると思います。では、残り 20

語弁論大会をスタートしました。同時にスペ

分ほどになってしまいましたが、ここでフロ

イン文化研究会とし、う任意団体を発足させ、

アーの皆様からご意見、ご質問を受けていき

在学生や卒業生に教員が加わって、現在 80

たいと思います。

人の会員がし、ます。
フロアーからの声

第 5回弁論大会では、沖縄県国際交流財団
にも助成金を出していただき、

平良:今日のお話は大変参考になりました。

1D B (米州

開発銀行)年次総会の沖縄開催記念行事との

語学の問題ですが、どうしてドイツ語 Iが後

連動もあって多数の観客でにぎわい、他大学

期で、 Eが前期に開講されているのですか?
(回答省略)

の学生も参加する、全県大会のようなものに
発展しました。
昨年 12月には第 8回大会を実施し、新た

宮里:適切な受講者数はどうやって出したの

に高校生の部も導入して、ちょうどこの会場

ですか。英語の 26. 9は、ヨーロッパ言語

に多くの方が見に来られました。こうした活

と差があります。

動の目的は、教員聞の情報交換と教育連携、

:教員アンケートでは適切な受講者数と
石川 I

そして学生のモチベーションを高めることで

実際の受講者数を聞いています。圧倒的に 2

す。多くの人の前で競い合う弁論大会を一つ

0名から 25名の数をあげた先生が多かった

の牽引力にして、学生のスペイン語コミュニ

のですが、それを平均するとこういう数値が

ケーション能力の向上を図っているわけです。

でました。定員 40名のクラスと定員 20名

中には、この大会で優勝して全国大会も制覇

のクラス、一律に調査して平均したのでこう

し、スペインへの航空券を獲得した学生もい

いう数になっています。この計算に関しては

ます。高校生の部を導入したのは、琉球大学

確かに公平性に欠けますが、実際の受講者数

法文学部のヨーロッパ文化専攻を高校生に知

が、理想的な受講者数を上回っているという

ってもらうというねらいもありました。

ことだけは事実です。

専任 2人でマンパワーは少ないで、すが、

宮里:適切なクラスの適切さの根拠は何です
カミ?

非常勤の先生方とのこうしたネットワーク

石川:教員側のコメントに従えば、生徒一人

(FD) を通して、いくらかでも教育効果を

一人の語学力を伸ばすためには、クラスで実

高めようとしています。

際に言語を運用する機会が多いほうがいい、

最後に、個人的には、副専攻制の導入で外
国語教育の効果が高まるのではないかと考え

つまりその機会を配分するのに適切な人数と

ています。スペイン語でいうと、例えば移民

いうことです。

研究や社会学、あるいはアメリカ研究などに
関連付けられないかという考えです。専門教

仲地:語学の先生方の熱心さにはいつも敬意

育を連携させることで、外国語教育における

を抱いています。継続的調査、 F Dをする、

学生のモチベーションをある程度向上させる

こうし、う専門家集団は琉大に語学しかないと

守I

ハ
ヲ

思います。

満足の意味を考えなければいけない。「放浪す

第 2外国語の合理化ができないかと思って

る学生Jがいるというのも驚きでした。必修

います。義務化されているから学生が取る 。

だと定めていて、登録できないというのは、

教育上の効果も疑問です。学びたい学生に十

大変重大な問題です。非常に参考になりまし

分な教育効果が出るよ うに、 これを少人数で

た。

保障する 。意欲のない学生には 2単位でよし
とする 。法文学部は第 1外国語 8単位、第 2

司会 :残念ですが、時間となってしまいまし

外国語 4単位が必修ですが、第 1外国語 8単

た。今日はお忙しい中多 くの先生方にご参加

位、第 2外国語 2単位にしてはど うでしょ う

いただき大変ありがと うございました。お陰

しょ う
か。 2単位では語学教育はできないで、

さまで実りある FDが持てたと思います。 で

が、文化に触れる、言語に触れる授業にすれ

はこれで平成 19年度第 2団法文学部 FDを

ばどうでしょう。

終了いたします。

私自身、学生時代、お経のように丸暗記を
したりしました。苦行を強いてもあまり意味
がありません。 国際理解に繋がる 2単位にす

(この記録は補足のため一部加筆訂正してあ
ります。)

ると、結果として負担の軽減になるのではな
いかと思います。

企画 :法文学部教育委員会 FD小委員会
野 入 直 美 森 川 恭 岡IJ 豊島麗子

小池:第 2外国語を第 1外国語に比べてどこ
まで教えるか、みなさん悩んでおられると思
います。必修なので学生は取らねばならない。
第 2外国語をどこまでやるか。 これは琉大の
ポリシーにかかわることだと思います。
前門:どの曜日に授業をおくと受講者数が増
えるか。 この問題には、教養部からきた先生
のひとりあたりのノルマこま数の問題がかか
わっています。統合を進めるとノルマもはた
せない。今日の F Dからは、教員の数を減 ら
さない工夫がうかがえました。でもそういう
やり方でいいのかという疑問もあります。
西森 :別に受講者を無理に増やしたいわけで
はありません。曜日を移すと数が増えるとい
うのは、学生が第 2外国語に割ける時聞が限
られているためです。各学部でも考えてほし
いです。
仲地 :満足している学生の満足の意味をあま
り考えないようにしてきたが、意欲のない学
生が現状に満足しているのかも Lれません。
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