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一、 中国の日本語教育概観

• 日本語教育の歴史は20世紀４０代、50年代に起源し、7２
年の中日国交正常化をきかっけに、70年代から８０年代
にかけて日本語科を設置し始めた。2000年以後、中国大
学の改革で、日本語学科が相次いで設置された。

• 現在、中国における日本語科を設置している大学は506
校に達してる，日本語の学習者数は2012年までは105万
に達し、その中の70％は大学生に集中している。日本語

の教育者は１万６千人以上で。世界で韓国を追い抜き、
学習者数も、学校数も一位になった。
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中国日本語学習者の特徴
内容 中国 ％ 世界平均％
漫画・アニメ・ J―POPなどが好き 63.6 53.9

将来の就職 58.1 42.5

日本語そのものへの興味 57.2 63.5

日本への留学 54.2 33.7

歴史・文学への関心 51.2 50.1

政治・経済への関心 49.9 24.5

受験の準備 47.2 26.8

科学・技術への関心 38.7 24.3

日本語でコミュニケーション 32 55.8

家族・親友などの薦め 29.0 19.1

国際理解・異文化理解 25.4 33.1

今の仕事で必要 24.0 18.4

日本への観光旅行 23.3 30.2

機関の方針 23.2 34.8

日本との親善・交流 16.6 20.8

母語または継承語 5.7 11.0

その他 12.9 9.5

無回答 0.2 2.0

3



二、山東大学について

• 山東大学について

• １９０１年に設置された中国で北京大学以外に最初に
設置された国立大学である。

• 現在、中国の重点国立大学で、中国大学ランキングの
10位前後にいる大学である。
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二、山東大学の日本語科

• 私が在籍している山東大学の日本語学科は1971年に設

置され、山東省では初の日本語教育機構でした。現在学
部生は2クラスで、毎年５０人前後募集している。院生は

修士課程は７－１０人まで、博士課程は毎年２人募集す
る。在籍者は２４０人前後。

• 中国国内には、学部生から博士まで揃っている日本語
学科は今１５校ぐらいあり、内の学科はその内の一つで
ある。

• 山東大学には元金中名誉教授が中国でとても有名な翻
訳家であり、また文学研究者である。それに高文漢教授
の五山文学研究も国内で数えられる。
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• 学生のことですが、大学３年生に１年交換で日本で勉強
するチャンスを与える。毎年２０名前後で、全体数の３の
１ぐらい。

• 卒業してから、日本への留学者は全体数の４分の１、あ
るいは５の１ぐらい。貴大学にも４、５名にいる。それほど
多くではないようだ。
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三、直面している課題

• １、学生の募集

• 今までとても人気だった日本語は、この２，３年間の学生
募集はだんだん難しくなっている。

• 前年度の入学の学生にアンケートした結果、第一希望を
日本語にした学生は20.2％だった。これは史上最低であ
る。

• 一方、院生の応募者はいつも募集者の5倍以上もいる。
院生の入学競争は激しくなる一方である。
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その理由

• 学部生：

政治的な現状・将来の就職・日中関係への懸念

院生：

日本語科の卒業生で、日本の理解者である。続けて日
本語を選ぶ。上述の理由などの影響が薄い。
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打開策はどこにあるのか。

１、日本語を習うから日本語で習うへ

•日本語を先攻している、日本語以外にあまり分からない。
将来の進路や、選択の余地が少ない。

• 日本語で何を勉強しなければならない

• 日本語＋英語

• 日本語＋法律

• 日本語＋歴史

• 日本語＋理・工・医などの可能性
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打開策はどこにあるでしょうか。

2、語学中心から異文化理解へ

外国語を勉強する目的に色々あると思うが、どんな目的
でも異文化理解、異文化コミュニケーションにつながってい
る。

● 異文化コミュニケーションに関連するカリキュラムの開
設

● 百聞は一見に如かず
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３、学際的な協力

• 国内外と学際的な協力で、日本語＋専門 の勉強が実
現できるよう。

• 今、内の大学で、学生に第二学位の勉強を進めている
これから、日本の大学と２＋２や、３＋２などの協力がで
きればと思っている。

• 教師、学生、大学また関係者が絶えず協力、努力するこ
とで、中国の日本語教育の難局を乗り越え、日本語学習
者の夢を実現させよう。
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二、中国の日本学研究

１、研究機関

• 中国社会科学院日本研究所―――1981年5月
• 北京日本研究センターーーーー１９８５年９月

• 山東大学日本研究センター １９８６年９月

• 復旦大学日本研究センター １９９０年７月

• 南開大学日本研究院――― 2003年4月
• また、吉林大学、遼寧大学、東北師範大学、なのど研究

機関をいれて、100以上になる。研究者は1050人以上に
達している。
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2 年齢層

年齢 比率

30歳以下 ９％

３０－３９ ２６％

４０－４９ ３０％

５０－５９ ２２％

60歳以上 ８％
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３ 研究者の専門分野

分野 比率
日本言語文学 ４３％
日本歴史 １８％
日本経済 １４％
日本政治及び対外関係 １２％
日本哲学と思想 ５％
日本教育 ２％
日本総合研究 ２％
その他 ４％
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4  日本研究のプロジェクトについて

• 国家プロジェクト件数が倍くらいに増えた。

• 2006年までは毎年全国で１０件までの採用でしたが、
2010年から20件以上になり、この２，３年間は倍以上増
えました。20１4年史上最高の64件まで上りました。

• ある意味でこれは中国の日本研究は、重要視されるよう
になりました。
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• 採用された基金プログラムは、今まであまり触れなかっ
た分野、東京審判、戦後処理などが多い。同じ課題を何
回も採用された。

• 現実の政治情勢、経済情勢などが現実に密接なテーマ
が多いことは、目立っている。
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三、中国の日本研究の課題：

• 今までたくさの研究がありますが、世界に知られる研究
成果がまだない。

• 各分野に素晴らしい研究成果が見られますが、日本全
体像への有効なアプローチが見られない。

• 現実問題と政策への研究における文化研究の欠乏、現
実を見つめながら、現実を超える研究が少ない。
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四、これからできる課題

• １、日本の研究成果を中国に紹介、翻訳すること

翻訳の重要性、できる人、できない人。

• ２、共同研究をすること。（地域、学科）

• 日本研究、日本理解は一国、二国間だけのことではな
いと思う。

• 近隣であるアジアの国々がお互いに影響し合っている。

• アジアの関係する国々からの共同研究をこれから必要
になると思う。

• ３、横断的な研究
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ご清聴ありがとうございました。
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