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一、中国における日本語教育の概況 

  1949年新中国成立して以来、日本語教育
はずっと外国語教育の中で重要な位置を
占めていた。多くの総合大学や外国語大
学の中では、50年代の初めころに、日本
語専攻を設置していた。 

  しかし、「文化大革命」の中で、この
ような教育はほぼ中断してしまい、再開
されたのが1972年日中国交回復された以
降であった。 

 

  



一、中国における日本語教育の概況 

 21世紀に入ってから、中国の日本語教育の
規模がますます拡大され、教育部の統計によ
れば、中国の四年制大学1117か所の中で、日
本語専攻が設置されている大学は、2015年現
在、506大学になっているという。 

北京日本学研究センターの調査によれば、こ
の506大学の中の6割近く、約353大学が、
2000年以降に開設されたのである。 



一、中国における日本語教育の概況 

国際交流基金の「海外日本語教育機関調
査結果」によれば、2015年現在、中国に
おける日本語学習者数は953,283人で、世
界で一番多く、日本語教育機関は2115ヶ
所で、日本語教師数は18，312人である。
前回の2012年の調査結果と比べると、そ
れぞれ8.9%減、17.5%、9.3%増ということ
になる。 

 



一、中国における日本語教育の概況 

中国では、どんな大きな成果を上げたとし
ても、人口で割れば小さなものになり、ど
んな小さな問題が現われても、人口で掛け
ると大きなものになる。 

今回の調査結果は2012年調査より学習者数
が8.9％減っているということは、やはり
ここ数年の中日関係の変化が反映されてい
ると思う。（でも、韓国の33.8％減と比べ
ればまだ減り方が少ないとも言える） 



一、中国における日本語教育の概況 

その中の特徴としては、大学における日
本語教育の規模が一番大きいということ
である。 

大学における日本語学習者数は674,005人
（60％以上、世界平均は9％）、日本語教
育機関は1,153ヶ所、日本語教師は11,271
人である。 

これらの数字から見れば、中国における
日本語教育は規模が大きく、特に大学の
日本語教育は重要な地位を占めている。 

 



一、中国における日本語教育の概況 

中国の日本語教育の歴史を振り返ってみ
れば、2000年以降は発展期に入り、今は
「量」よりも「質」をより重要視する段
階に入ったと思う。 

外国語人材の育成も「道具型」から「複
合型」に転換しており、今は更に「創造
型」の人材を育成する目標が打ち出され
ている。 



二、中国における日本語教育の改革 

人材育成モデルの改革 

中国の日本語人材育成モデルは単一の言
語型モデルから応用型モデルと複合型モ
デルへと転換しつつある。 

いわゆる複合型も①日本語+専攻、②日本
語と英語、③英語+日本語+韓国語+中国語、
④国内と日本留学（2+2）（3+1）（1+2+1）
（3.5+0.5）などのモデルがある。 

 



二、中国における日本語教育の改革 

しかし、複合型の人材育成に対しても、いわゆ
る複合型も、下手をするとただ「日本語」は日
本語、「専攻」は専攻、うまく結合されていな
ければ、二枚皮のように、結局両方とも成功し
ない危険性もあるという批判が出ている。 

 

それから、日本語教育と専攻との間にも主要関
係と副次的関係を明確にし、そして各大学の実
情に基づいて設定しなければならないという指
摘もある。 

 

 



二、中国における日本語教育の改革 

どのような養成モデルにしても、最終的
には学生の日本語の運用能力を高めなけ
ればならない。 

現段階では一部の大学での教育は、まだ
社会的なニーズには応えられていない。 

真の意味での複合型と創造型の人材を育
成するためには、それに合ったカリキュ
ラム、教育目標、教育方法や教師陣の研
修など様々な課題が存在している。 



二、中国における日本語教育の改革 

日本語教授法の改革 

  

 人材育成モデルの改革と同じように、今
は日本語教育における教授法の改革も注
目されている。ただの語学的な知識の伝
授や言語技能の訓練だけでは既に今の創
造型人材を育成するという教育目標には
満足できなくなっている。 

 



二、中国における日本語教育の改革 

国内外の外国語教育方針が転換されるな
か、様々なスタンダードが発表され、そ
れが中国の日本語教育界に注目されてい
る。 

特にコミュニケーション能力重視、協働
学習の導入、キャンドゥ、学生中心など
の教育理念が広まりつつある。 

 



二、中国における日本語教育の改革 

日本語教材編集の改革 

長い間中国で使われている大学日本語教
材は文法解説を中心にしたものが多く、
教師の教育方法も、文法知識の解説、暗
誦、反復練習などが重要視され、学生の
コミュニケーション能力や思考能力の養
成のほうがむしろないがしろにされてい
た。 

 



二、中国における日本語教育の改革 

このような状況を是正するために、ここ
十年間、教育改革を目指した教材が編集
され、日本語教材の分析や研究も絶え間
なく続けられている。 

例えば、2010年から2012年にかけて出版
された「大学日本語専攻シリーズ教材」
（高等教育出版社）がその一例である。 

 



二、中国における日本語教育の改革 

こういった改革の意識を盛り込んだ教材
の出版により、伝統的な教育方法を固執
する教師にとっては大きなチャレンジに
なり、と同時に日本語教育理念に関する
討論も激しく展開されていた。 



二、中国における日本語教育の改革 

教師発展に関する研修 

中国における大学の日本語教師の人数は
既に一万人を超えている。日本語教育の
質を高めるには、まずは日本語教師の専
門的な資質を保証しなければならない。 

中国の大学日本語教師の養成には「大平
学校」と北京日本学研究センターが大き
な役割を果たしていた。 



二、中国における日本語教育の改革 

そのほかにも、特に2000年以来様々な教
師研修が繰り広げられている。 

例えば、高等教育出版社と国際交流基金
北京日本文化センターが共同で行ってい
る「全国大学日本語教師研修班」（100名
から200名）は既に10回目を数えている。 

 



二、中国における日本語教育の改革 

北京日本学研究センターと国際交流基金北
京日本文化センター共同主催の「大学教師
日本語教育学実践研修班」（五回） 

中国日本語教育学会と『日語学習与研究』
雑誌による「全国青年日本語教師研修班」
（三回） 

上海外国語教学出版社による「教育部大学
外国語教育青年中堅教師研修班」（数回） 

 

 



二、中国における日本語教育の改革 

上述した各種日本語教師研修班はいずれも
日本語教師の発展と教育レベルの向上には
大きな役割を果たしていた。 

 

しかし、そこにはやはり研修内容が重複、
情報交換が不十分、講座型の研修が多く、
参加型の研修が不足、各機関の連携がない
などといった問題がある。 

 



二、中国における日本語教育の改革 

このような状況を改善するために、2012
年12月1日に、北京日本学研究センターで
「中国日本語教師研修の現状と課題」と
題するシンポジウムが開催され、参加者
が今後の日本語教師研修の発展について
一致した認識に達成された。 



二、中国における日本語教育の改革 

2013年8月、中国日本語教育学会の呼びか
けの下で、日本語教師研修を実施してい
る各機関が一堂に集まり、日本語教師発
展をテーマにした「第一回中国日本語教
師発展研修班とトップフォーラム」が行
われた。そこで、英語教育や教育学の専
門家も巻き込んだ参加型の研修が実施さ
れ、各機関の教師研修についての経験交
流や意見交換も行われた。 



二、中国における日本語教育の改革 

この研修会とトップフォーラムの後、中
国日本語教育学会はその成果に基づき、
「中国大学日本語教師研修五カ年計画」
も作成された。と当時に他の研修機関に
も日本語教師五カ年計画や三カ年計画の
作成を呼び掛けている。 

第二回は2014年の11月に上海華東師範大
学で行われ、第三回は2015年の8月に北京
日本学研究センターで行われていた。 



二、中国における日本語教育の改革 

第四回は昨年の8月に大連外国語大学で行
われた。 

第五回は今年の8月に西安外国語大学で行
われた。 

 

また、この研修計画は次の学会運営委員
会にも引き継がれ、今期の計画をもとに
して、更にレベルアップしていくと思わ
れる。 

 



三、日本語専攻の学生の就職状況 

北京外国語大学日本語学部卒業生の就職
状況 

 国内会社 進学 海外会社 役所 自由職業 教育 合計 

2013 31 23 11 2 3 0 70 

2014 34 26 5 6 0 0 71 

2015 20 30 6 7 5 0 68 

2016 33 22 6 5 6 0 72 

2017 16 38 4 6 4 1 69 

合計 139 134 32 26 18 1 350 



三、日本語専攻の学生の就職状況 

北京外国語大学日本語学部卒業生の就職
状況： 

国内の企業に就職するのが一番多い。 

進学率が年々増えている。 

 2013年（32.8％）、2014年（35.2％） 

 2015年（42.6％）、2016年（30.6％） 

 2017年（55.1％） 

 教育関係に就職するのがほとんどない。 

 



三、日本語専攻の学生の就職状況 

北京日本学研究センター修士課程卒業生
の就職状況 

国内会社 進学 自主起業 役所 教育 日本就職 合計 

2013 13 8 10 1 2 0 34 

2014 16 2   1 8 4 4 35 

2015 13 8   3 9 4 1 38 

2016 22 6   9 3 0 0 40 

2017 18 6   3 3 2 0 32 

合計 82 30 26 24 12 5 179 



三、日本語専攻の学生の就職状況 

北京日本学研究センター修士課程卒業生の
就職状況： 

国内会社：会計事務所・法律事務所（10） 

    銀行（8）、豊田・本田自動車会社（7） 

  航空会社（5）、キャノン・三菱・三井 

  イオン・アマゾンなど日本企業 

 進学：日本（19）（東大、神大、京大、早 

  稲田など）外国（1）（ロンドン大学） 

 



三、日本語専攻の学生の就職状況 

 国内（10）（センター、清華大学、外交  

  学院） 

 役所：外交関係（6）（外交部、対外貿易 

  地方外事弁公室など）、メディア関係 

  （5）（新華ネット、人民ネット、新聞 

  社、出版社など）、管理部門（4）（出 

  入国管理局、税関、教育局など） 

 

 



三、日本語専攻の学生の就職状況 

教育：大学（6）（重慶師範大学、淮海工学 

   院、解放軍理工大学、華北電力大学 

   義烏工商学院、四川大学） 

   中等教育（6）（日本語学校、外国語 

   学校、職業学校など） 

 



四、日本語教育とキャリア形成の課題 

学部生の課題 

 会社に就職するのが最も多いので、ビジ
ネス関係の教育がより重要になると思われ
る。 

 今後、複合型の人材育成はより重要視さ
れるだろう。 

 現在、国家標準が作成されているが、よ
り大きな改革が期待される。 



四、日本語教育とキャリア形成の課題 

大学院生の課題 

 就職の点については、学部生と共通する
課題がある。 

 しかし、大学院生は研究型人材の育成と
教育関係者の育成も課題である。 

研究型大学院・実践型大学院（MTI） 

 研究型大学院と実践型だ学院の裾分け、
特徴、社会的にニーズは注目されるべき
である。 

 



五、結び 

以上、中国における日本語教育とキャリア
形成の現状と課題を、概観してきた。 

 

このような現状からみると、中国における
日本語教育は順調な発展ぶりを示している
と言えよう。 



五、結び 

しかし、2012年9月以降、中日両国の間に
いわゆる島の問題が発生してから、中国
の日本語教育と人材育成にはやはり大き
な影響を与えた。 

まずは社会人教育の日本語学校が影響を
受け、昨年から大学のほうにも、募集数
が減り、専攻の中止のような学校さえ現
われている。 



五、結び 

このような状況が続けば、中日両国の相
互理解や両国の経済発展にとっても影響
があるだろうと思われる。 

 

今後は、両国の関係者がより緊密に交流
し、直面している課題を解決していくよ
うともに努力していこうと願っている。 



御清聴ありがとうございました 


