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留学生別科  講師  新井 克之 Arai Katsuyuki 

e-mail ： katsuyuki-arai@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１０４６ 

九州大学大学院比較社会文化学府日本社会文化専攻 博士後期課程 単位取得

退学 博士（比較社会文化） 

北陸大学 留学生別科 契約講師, 北陸大学 国際コミュニケーション学部・

経済経営学部 非常勤講師, 金沢大学 国際機構 非常勤講師 

主な担当科目：文型文法 総合演習 口頭表現 キャリアデザイン 

主な所属学会：日本語教育学会 海外日本語教育学会 日本言語政策学会 

 

日本語教師としてベトナム、青年海外協力隊員として中米グアテマラ、留学生

としてメキシコで海外に暮らしてきました。自分自身がこれまで国内外で培っ

た経験や知識を、留学生への教育や研究活動に還元していくことを通して、異

なった文化が共存する平和的な国際社会の構築へ寄与していきたいです。 

 

一言アピール 

留
学
生
別
科 

・言語教育の学習効果に対する研究 

・中南米の日本語学習者についての調査、分析 

・海外の日本語教育に関する研究 

 

 

 

教育社会学 

教育心理学 

言語心理学 

言語社会学 

文化人類学 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

私たちはおもに言語を媒介としながらコミュニケ

ーションしています。それゆえ言語を学ぶことで、

話す、聞く、読む、書くといった 4 技能の習得を目

的とした言語教育が行われていますが、その学習効

果は、実際には、より多様であると考えられます。 

言語学習によって認識を新たにするということ

は、それぞれの学習言語や文化にもとづいた概念の

「異なり」を理解することにつながり、また、それ

にともなってアイデンティティや生き方も変容し

ていきます。その教育効果や意義について研究して

います。 

研究の概要 
 

海外日本語教育、オートポイエーシス、アイデン

ティティ、社会システム理論 

キーワード 

研究テーマ 

 

･中南米地域における日本語教育関係者への調査研究 

･国内外の日本語教育を中心としたコミュニティーや関係者への調査研究 

･社会理論を用いた日本語教育論 

 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

論文：「いわゆる“実益”に結びつきにくい日本語学習の意味―グアテマラの学習者

に PAC 分析を用いて―」『海外日本語教育研究』，1 号, 2015 

「JF 日本語教育スタンダードと CEFR に潜む<権力>と諸問題」『言語政策』10 号， 2014 

¿Quién es quién en el espacio comunicativo relacional e identitario de 

Ayotzinapa?,Discurso & Sociedad, 2017 11(4)（共著） 

 代表的な 

 著書・論文 

 

地域企業や国際機関等との連携 

国際交流に関心のある企業や自治体等と共同研究 

外国人生活者への日本語教育等 

 

企業等への期待 
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留学生別科  講師  梶原 綾乃 Kajihara Ayano 

e-mail ： kajihara@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１０４８ 

関西大学社会学部社会学科卒 学士（社会学） 

大阪教育大学大学院教育学研究科実践学校教育専攻修了 修士（教育学） 

愛媛女子短期大学（現 環太平洋短期大学部）食物栄養課程国際交流コース  

コース長 

主な担当科目：文型文法 総合演習 読解 聴解 口頭表現、文章表現 

主な所属学会：留学生教育学会 キャリアデザイン学会 

今まで「教育現場の何でも屋」として今まで日本語教育 

から初年次教育、キャリア教育等に携わってきました。 

特に、大人だと言われながらまだ社会に適応できない大学生 

や外国人が社会に旅立てるためのお手伝いができれば本望です。 

一言アピール 

留
学
生
別
科 

 

・留学生と日本人学生との交流に関する実践研究 

・異文化適応に関する実践研究 

・コミュニティ形成に関する実践研究 

 

 

コミュニケーション教育、日本語教育, 

異文化間教育、初年次教育、キャリア教育 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

大学院の専門でも「実践」という言葉が入っている 

ように、私の場合「初めに現場ありき」で、教育とい 

うより学習過程に関心があります。 

現場で起こる問題や現象を分析し、そこから理論・ 

仮説を設定し、改善・対策を繰り返す中で汎用性 

のある教育方法や最適な学習環境を模索しています。 

特に最近は留学生の適応段階に応じた適切な生活

指導を 1 つの研究領域にしたいと考えています。 

研究の概要 
 

正統的周辺参加理論、状況的認知、Mixed Ability 

Class、異文化適応、キャリアデザイン 

キーワード 

研究テーマ 

・来日直後の留学生の生活適応過程とその指導方法 

・ベトナム人留学生のキャリアデザインに関する調査 

・外国人留学生による社会参加に関するネットワーク 

・多様な国籍・レベルの留学生の Project-Based-Learning 

・留学生と日本人との交流過程 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

論文：「留学生と日本人学生との交流促進を目的としたコミュニケーション教育

の実践」日本語教育学会「日本語教育」117 号 2003 年 

「留学生の社会参加と宇和島市における国際交流の可能性―2004 年～2006 年

愛媛女子短期大学国際交流コース活動報告」愛媛女子短期大学紀要第 18 号 

2007 年 

 

 代表的な 

 著書・論文 

 

ボランティア活動や大学祭運営等を通してのキャリア教育開発 

地域の国際交流活動イベントの企画、運営 

日本人学生への日本語指導（小論文、ディスカッション、プレゼンスキル指導） 

 

 

企業等への期待 
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留学生別科  講師  長尾 三千代 Michiyo Nagao 

e-mail ： michiyonagao@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１０４６ 

Universidad de Salamanca（サラマンカ大学[スペイン]） 

Máster en La enseñanza de español como lengua extranjera（外国語とし

てのスペイン語教授法 言語学修士） 

たちばな学園 保育・介護・ビジネス名古屋専門学校 日本語学科 専任講師 

主な担当科目：日本語科目全般、キャリアデザイン等 

主な所属学会：日本語教育学会、日本語／日本語教育研究会 

 

今まで培ってきた経験と知識を携え、今後は地元への恩返しをしていきたい

と思っております。近年の言語学習は、自律性を高めるために学習者が自ら

「省察」をし、意識的に段階を踏ませていくことが大切であると考えられて

います。彼らが自らの考えを表現できるような、「使える日本語」を目指して

います。 

一言アピール 

留
学
生
別
科 

・各国の語彙習得方法に関する研究 

・談話の視点変化についての調査、分析 

・教材開発に対する研究 

 

自律的な動機付けとその育成 

第二言語習得論(意図的学習/偶発的学習)  

発達段階に応じた外国語・外国語活動の指導法 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

生活場面で絶えず辞書を引かなければならない外

国での生活は悲惨なものです。日本語で日常会話

ができても、市役所などの公共機関や医療施設、ま

た学校教育機関の授業で使用されている日本語は

専門的なものばかりで外国人の皆さんは緊張して

しまうことでしょう。近年、外国人に対する備え、

受入れ体制の整備や共生社会の実現に向けた取組

みが進められてきましたが、依然として社会活動

への参加に支障が生じていることも多々ありま

す。学習機会を保障し自律的な学習のための研究

を行っています。 

研究の概要 
 

外国語教授法 学習ストラテジー 外国籍生徒の

ための日本語教育 外国人生活者のための教材

開発 

キーワード 

研究テーマ 

・外国籍生徒のための日本語教育 

・医科歯科系外国人診療のための日本語 

・「自律的な学習者」を育てる学び方指導 

・地域社会との協働学習 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

論文：Métodos de aprendizaje de léxico de los estudiantes japoneses 『日

本人学生にとって効果的な語彙学習法』M-usal 2013.7 

論文：外国人初妊婦に対する日本語指導の一考察 －文型積み上げ型教材を

Can-do 化して－朝日大学留学生別科紀要 vol.19 2022.3 

 代表的な 

 著書・論文 

 

岐阜県在住の外国人生活者への日本語教育 

地域イベントなどにおける積極的な外国人在住者参加のための連携 

留学生をアルバイトとして雇用している企業が行う教育管理 

企業等への期待 
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