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要旨 

 本稿は、東北大学国際会計政策大学院（International Graduate School of Accounting 

Policy、以下、IGSAP と言う）の学生に対して行った問う力を育む日本語教育の実践を紹

介し、その背景にある組織の教育理念、教育資源、基幹専門科目の教育実践の重要性を指

摘した。また、報告者が中国の東北財経大学で担当した日本語授業を振り返り、IGSAP で

の日本語教育との違いについて考察した。その結果、教育理念、教育資源、試験・成績評

価・授業評価アンケート等の位置づけや取り扱いに大きな違いがあることが認められた。

問いを育む教育をスムーズに実践するためには、第一に、修了後の長期的スパンで活躍で

きる人材を育成しようとする共通の教育目標が組織にあること、第二に、教師は、学生の

学びと成長を第一にして、試験、成績評価を行えること、第三に、グルーブディスカッシ

ョンが可能な教育環境が必要であることを結論として指摘することができる。社会の IT 

化が確実に進む中、コンピュータが処理できない業務に対応する力、すなわち、正解のな

い課題に自ら仮説を立て、検証を繰り返し挑む力が必要とされる。このような問う力を育

む教育を導入していない大学の教育のあり方全体を変えることは困難だと思われるが、例

えば、問いを育む大学に学生を留学させることは可能であり、そういった学生が、将来的

に国際的なリーダーとしての役割を担い、国、社会を正しく導くことが期待される。 

                                                                                 

キーワード： 問う力、考える力、正解のない課題、教育理念、人材育成 

 

 

Ⅰ．本稿の目的と背景 

 世界的に激動している社会の中で、高等研究教育機関には、いち早く国や社会の進むべ

き道を指し示し、その推進力の基盤となることが期待される。世界各国では、国策として

高等研究教育機関が国や世界をスムーズに牽引していけるよう、教育制度やしくみ等の整

備に取り組み始めている。2012年 6月、文部科学省は、「大学改革実行プラン」を公表し、

大学教育の質的転換として大学側に求める教育の一つに「『答えのない問題』を発見、最

善解を導くために必要な専門的知識及び汎用的能力を鍛えること」を掲げた。2018年 4月、

日本私立大学連盟は、「未来を先導する私立大学の将来像」の中で、大学が育成すべき能
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力の第一として「人間としてのあり方を常に問う主体的で洞察力に富んだ思考力」を挙げ

た。2018年 11月には、中央教育審議会が「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン」

と位置付けた報告書を文部科学大臣に答申し、「予測不可能な時代の到来を見据えた場合、

専攻分野についての専門性を有するだけではなく、思考力、判断力、俯瞰力、表現力の基

盤の上に、幅広い教養を身に付け、高い公共性・ 倫理性を保持しつつ、時代の変化に合わ

せて積極的に社会を支え、論理的思考力を持って社会を改善していく資質を有する人材」

が多く誕生する必要性を指摘した。先導する教育モデルになることを期待されて設置され

た国際会計政策大学院（International Graduate School of Accounting Policy、以下、

IGSAP と言う）では、基幹科目の授業で、哲学形成につながる、なぜと問い続けながら知

識を体系化させていく教育が行われてきた。このような教育体系のもと、日本語クラスに

おいても、問う力を育む授業を実践した。本報告では、IGSAP の日本語クラスでの問う力

を育む実践とそれを可能とする教育環境を紹介し、その意義を明らかにする。最後に、IGSAP

の教育と対置しながら、報告者が勤務していた中国の東北財経大学・大学院（Dongbei 

University of Finance and Economics、以下、DUFE と言う）での教育実践・環境を振り

返り、AI（Artificial Intelligence）、IOT（Internet of Things）によって仕事のあり方

が変化していく中で、それらとうまく付き合いながら業務を進められる人材を養成するた

めに、どのような教育が実践可能で、教育組織に何が求められるのかを考察する。 

 

Ⅱ．先行研究 

 問う力を育む教育に関する研究は、初等中等教育の領域にしばしば見られる。このこと

の背景の一つには、2020年度から新しい学習指導要領に基づいた教育課程が始まることが

挙げられる。そこでは、これからの時代に求められる人間のあり方として、「社会の中で

自ら問いを立て、解決方法を探索して計画を実行し、問題を解決に導き新たな価値を創造

していくとともに新たな問題の発見・解決につなげていくことのできること」と述べられ

ている。新学習指導要領の指導に基づいた様々な実践報告がある。村山(2019)は、高等学

校理科においてアクティブラーニング型授業を展開し、対話を通して生徒自らが問いかけ

て学ぶ授業を実践し、効果的な方法を検討した。末松（2018）は、初等中等教育の理科、

社会科、算数・数学を対象とし、問いが持つ様々な意味と、問いに焦点を当てた授業実践

研究を整理し、実践研究における課題について考察した。他方、事例対象を大学にした報

告においては、問い続けることをあるべき姿勢として持つクリティカルシンキング、クリ

ティカルリテラシーの育成に焦点をあてた教育が実践されている。例えば、日本語教育の

領域においてでは、久保田（1996)が日本語教育の実践を通じて批判教育、批判的読み書き

教育の観点を紹介し、熊谷・深井（2009）が学習者に共同で教科書を書きかえさせる活動

を通じてクリティカルリテラシーを日本語教育に取り入れる可能性を報告した。近年では、

小林（2014）のビジュアル・シンキング・ストラテジー1）を応用してクリティカルシンキ
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ング等の向上を目指した日本語教育の実践報告や、野口他（2019）の上級クラスのリレー

作文に協働的なクリティカルシンキング活動を導入した実践報告等がある。2003年から設

立が認められた専門職大学院においては、その歴史がまだ浅いこともあり、問う力やクリ

ティカルシンキング等の育成に取り組んだ教育の実践報告は見られない。2019年 4月から

は、専門職大学、専門職短期大学、専門職学科の設置も認められ、新しい時代を担う国際

的な専門家、リーダーを育成するための教育がますます注目されているところである。 

 

Ⅲ．専門職大学院が目指すもの 

 法曹や公認会計士になるには、狭き門の資格試験に合格しなければならず、知識詰込み

型の受験勉強に集中し、倫理等の必要な教育を受けずに専門家として世に出ている例が後

を絶たない。21世紀に入り、科学技術の高度化、社会・経済・文化のグローバル化が世界

中で進む中、同時に不正・不祥事、モラルハザードによる事故、事件が連日のように報道

されるようになった。そういった社会的背景から、国際的に活躍でき、かつ上記のような

事故、事件を起こさない高度専門職業人養成へのニーズが高まり、2003年から各分野で専

門職大学院が設立された（図 1）。しかし、図１の通り、会計分野では、2009、2010年をピ

ークにして、入学定員を下回る定員割れが原因で徐々に閉鎖されている。このように閉鎖

の流れがある中で、2015年、IGSAPは、教育の新しいモデルを示すために設立された。 

 

 

1．IGSAPの目指しているもの 

設立当初から IGSAP では「数年で出る成果よりも、学生が 10 年、20 年先に、世界、国

を担う国際的な専門家、リーダーとなることを意識し、それに必要な哲学、思想を育む」

ことが強調されてきた。IGSAP二大基幹科目である会計、政策科学は、IGSAP設立時に柱と

なった教員 2名が担当しており、彼らの講義は、教科書を使うことはなく、教員側から問
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いかけをするスタイルの講義となっている。また学生が、問いを発見し、答えを探究して

いく課題もある。この教員 2 名は、IGSAP が始まる前から海外の IGSAP 協定校を訪れ、こ

ういった講義スタイルのサンプル講義を実施してきた。IGSAP 入学者対象の受験動機に関

する自由記述式アンケートでは、サンプル講義を受講して日本でも同様の講義を受けてみ

たいと思ったという回答が最も多かった。 

 

2．IGSAPの学生 

IGSAP に入学する学生は、留学生がほとんどで、その留学生は一般プログラムとダブル

ディグリープログラムとに分かれている。IGSAP 入学には、日本語能力を問わないため、

日本語を学んだことがない留学生が最も多いが、日本語を学ぼうとする意識は強く、例え

ば片親が日本人であることから日本語がすでに堪能である等の特別な理由がない限り、日

本語クラスを受講する。学生は、修了後、1)国内外の監査法人においてアジア・アフリカ

諸国担当の国際専門業務や統括責任業務に携わる公認会計士、2)アジア・アフリカ諸国に

おいて会計・財務・公共政策の立案・実施をする政府職員、3)国内外の会計事務所や企業

の会計士、会計担当者、4)国内外の大学や研究機関における研究者等の道に進んでいる。 

 

Ⅳ．基幹専門科目の講義 

 会計、政策科学の講義では、毎回、問いかけがある。会計では、例えば、なぜ勉強する

のか、どうやって自分が自分であることを証明するのか等が授業との関係で問われる。政

策科学では、例えば、中国が世界のリーダーになると思うか、またそう思うのはどうして

か等が授業との関係で問われる。担当教員は、自由な意見を尊重するが、学生の回答に大

局的に見て明らかに間違いがあれば厳しく指摘し導いている。会計では 1コマ 90分のうち

30分はグループディスカッションを行う。そこでは、例えば、上司に非倫理的な行動を命

令された時にどうするか等、個々の学生の考えを引き出すテーマが出される。政策科学で

は、学期の 3週間を使って、各学生が自分で問いを作り報告する。教師が授業でよく問い

かけをしていることから、同様に学生が自分で問いを立てる作業もスムーズで、報告テー

マもグローバルな視野の問いばかりである。例えば、政策科学で出された学生の問いは、

「全ての核兵器は排除されなければならないか。イエスかノーか。それはなぜか。」「教

育は戦争を阻止できるか。」等である。 

 

Ⅴ．日本語教育に求められること 

IGSAPの日本語教育への期待について、広く探索的な基礎データを集めるために、大学院

の創立者で元運営責任者ある教員、大学院と関わりがある企業関係者に直接ヒアリングを

行った2)（表 1）。その結果、実利的なことよりも、学生によく考えさせて、思想、哲学、

価値観を形成するようにしてほしい等、長期的、理念的な意見が共通していた（表 1）。 
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表 1 日本語教育に期待すること（IGSAPの主要関係者に対するヒアリング） 

対象 IGSAPとの主な関わり 「IGSAPの日本語教育に期待すること」への回答 

専任教員 

（60代） 

IGSAP創立者・元運営

責任者、基幹専門科目

の講義担当 

留学生はせっかく日本に勉強しに来たのだから、よく勉強させることはもちろん、何

のために勉強するのかをよく考えさせてほしい。思想、倫理、哲学を形成する一役を

担ってほしい。ここは大学であるから、リテラシーの言語教育でも、知識教育 100パ

ーセントにすることなく、何パーセントかでもそうしてほしい。 

金融機関所属

（50代） 

学生のインターンシ

ップ受け入れ担当 

知識の詰め込みをするのではなく、自分の考えを持って行動ができるように導いてほ

しい。 

IT・AI研究機

関所属（50代） 

専門科目の特別講義

担当 

なぜという疑問を学生にいつも持たせ、自分の価値観を形成させるようにしてほし

い。若者は本を読まなくなっているが、思想形成のために本をしっかり読ませるよう

にしてほしい。 

監査法人所属

（50代） 

専門科目の講義担当、

IGSAPフェロー、学生

の就職サポート 

知識が豊富だが考えられない人は数年後に困るので考えられる人材を育ててほしい。

就職して最初の 3年は詰め込みの知識で乗り切れるが、4年目からは考えないと対応

できない案件が多く発生し仕事ができなくなる。そういう人材は見捨てられることに

なることを理解しておいてほしい。 

 

1．授業内外での実践 

IGSAP内での日本語授業（科目名は Japanese Business Communication）の考慮すべき前

提は、1）学生のほとんどが日本語ゼロスタート、2）授業時間が限定的（週１回 90分）、3）

ダブルディグリーの学生は、10か月～1年で母国に帰国、4) 学生は専門科目の勉強を優先

しなければならない、5) 学生は学内で日本語に接する機会がほとんどない等で、これらを

踏まえて、より現実的で実際にすぐ使えることを目指す「日本語＋多様なコミュニケーシ

ョン方法」を実践課題としてきた。例えば、実際の会話では、翻訳アプリ等の活用も推奨

している。そういった指導方針に加え、なぜと問い続けながら知識を体系化していく営み

を加えるため、3つのアプローチを試みた（表 2）。 

表 2 IGSAPの日本語教育で問いを育むための 3つのアプローチ 

 具体的な方法 

1）自律学習

を促す教育

環境整備 

○同じクラス内で課題量と厳しさが選べる 3つのコースの設置し、学生が選択する。 

○教室に学習計画表を設置し、各学生は、自分で目標を決めて計画を立てて学習をすすめる。（写真 1） 

○課題は、返却された後も自分が納得するまで何度も再提出してよく、試験も再チャレンジ可能とする。 

○自分が作った例文、作文をいつでも提出してよい。 

2）思考を促

す問いかけ

や活動 

○教科書の会話の続きや話者の気持ち、同じ状況で自分が登場人物になった場合の言動を考えてもらう。 

○授業時間外活動として、ディスカッションにつなげることができるバーンガ等の教室活動を全クラス

混合で行う。グループで気づきや解決方法などをディスカッションしてもらう。（写真 2） 

3）自分を俯

瞰できるテ

ーマの選択 

○期末試験の課題の一つを「私の過去、現在、未来について」とする。 

○スピーチコンテストのテーマを、予選では「私と私の生活」、本選では「IGSAPにおける経験」「IGSAP

修了後の夢」とする。 

      

写真 1 教室に設置した学習計画表    写真 2 机を移動して行う全クラス混合の教室活動 

 

2．具体的な実践とその効果 

2018年秋学期から、クラスを基礎、初級に加えて上級を設置し、基礎、初級クラスでは、
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基本的に授業 1コマで「みんなの日本語」1課のペースで進め、課題量別にコース(龍、人、

天使)を選択できるようにしている3)。毎回多くの課題がほしい学生は龍、2 週に一度、課

題がほしい学生は人、課題が不要の学生は天使を選び、どのコースの学生も同じ期末試験

を受ける。2018年秋学期は、基礎、初級クラス 19名中、龍 18名(学期途中、人から龍へ 1

名変更）、天使 1 名、2019 年春学期は、基礎、初級クラス 12 名中、龍 10 名、人 2 名であ

った。龍の選択理由としては、学生はよく勉強すべきだ等が挙げられており、ただ単純に、

厳しいコースを選ぶことを当然として捉えていることが分かった。天使、人を選んだ 2名

は、母国の大学院で既に 2年勉強し、入学時点で論文も完成し就職もほぼ決まっていた。

この 2名は、自由に勉強したいことを選択理由として挙げ、作文を自主的に提出した。 

日本語能力試験については、2018 年 4 月の時点で、基礎と初級クラス受講学生の 16 名

中 14名が受験を希望した。学生は、自分で受験級を決定し、学習計画を立てた。学習計画

表を見ると、毎日約 40単語の暗記、問題集を 3章ずつマスターする等で、ハードな計画に

見えたが、学生に試験用ノートを見せてもらうと、確実に計画をこなしていた。また、全

員が受験級別の日本語学習アプリを活用していた。学生によれば、試験対策の勉強方法を

よく分かっており、ゲーム感覚で取り組んでいるということであった。 

授業では教科書を部分的にだけ使用している。例えば、問題の 1番のみを使う等である。

練習問題等に出てくる会話文は、その会話の続きがどう展開するか、登場人物の言動、気

持ちについても考えてもらう等、学生が想像したことを発言したり創作練習をしたりする

ことに比較的時間を割いている。回答は、教室に設置した 4 面のホワイトボードに 2、3

人ずつ分かれて一斉に書いてもらい、その回答には教師も学生役となって同様に参加しつ

つ、学生の回答を考慮しながら新しい語彙や文法を導入する。授業は全体として、教科書

とホワイトボードに大量に書きこまれた内容を高速で往復しながら進められる。期末試験

は、質疑応答とプレゼンテーションで、全クラス参加の環境で行う。回答には自分が納得

するまで挑戦してもよく、教師やクラスメートからその場でアドバイスをもらってもよい。

実際には、どの学生も何度も挑戦し、自分に対しても他のクラスメートに対しても完璧を

求めた。試験中、学生同士で教え合ったり確認をし合ったりすることで、お互いに知識や

情報を拡大でき、かつクラスメートが分かるように教えることを通じて学習を一層定着さ

せることにもつながった。また、自分を俯瞰して見て自由に発言することにつながる活動

として、全クラス対象にバーンガ等の教室活動やスピーチコンテストを実施している。 

授業やその他の教室活動で、各々のその人ならではの発言が尊重され、ディスカッショ

ンも活発に行われる中で、学生は問題や課題に対して自由な発想で取り組んでいった。例

えば、教科書に出てくる「A:山田さんの電話番号を知っていますか。」という質問文に対し

て、「個人情報です。」、「山田さんに Aさんの電話番号を教えたほうがいいです。」等の多様

な応答を考えると同時に、「山田さんと A さんはどんな関係ですか。」、「A さんは怪しいで

す。知らないふりをします。」等の意見も出た。学生は、質問に対して答えが一つではない
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ことに気づき、問題や例文に対して想像力を働かせて考え、発言することが多くなった。 

 

Ⅵ．中国の大学・大学院 DUFEでの日本語教育を振り返って 

 報告者がDUFEで日本語授業を担当した際、「21世紀型スキル4)を育む授業」の導入に困難

を覚えていた。その原因をIGSAPとの教育資源と対置して考えると、DUFEでの教育実践・環

境を、試験の取り扱い、成績評価制度や授業方式、教育資源の利用について柔軟性が低か

ったことに気づく。例えば、DUFEでは、成績評価が点数制で公表され、1 点の差で成績順

位が大きく異なってくるため、教師も学生も点数に敏感であった。また、評価も一定のバ

ランスが求められ、例えば、多くの学生に高い評価をつければ、試験問題の難易度を上げ

るように指導がある。教室の机、椅子、黒板は固定されているため、教室内移動がままな

らず、グループディスカッションには困難な環境であるが、それより以前に、学生が不安

になるという理由でグループディスカッションを控えるようにという指導が入る。IGSAP

では、授業評価アンケートは事務的に実施されるだけで、教師も学生もこれは無意味であ

ると認識している。他方、DUFEでは、授業評価アンケートが点数化され、教師はそれを非

常に気にする傾向がある。またDUFEでは、スピーチコンテストに勝つことを第一目標とし、

模範原稿が学生間で共有され、教師も学生も効率的に勝つ方法を考えなければならない。

DUFEの会計の授業を見学させてもらうと、教科書を学生が声を出して読み、問題練習に取

り組むという繰り返しであった。学生はそういった教育形式を高く評価し、教師もその教

育方法に満足していた。近い将来は、AIが「記憶」、「データの論理的分析」、「単純作業の

継続」作業を担当し、それ以外の業務を人間が担当する可能性がある。例えば、日本語専

攻の学生の就職先の一つである、日本企業のアウトソーシングの業務もAIが対応できる部

分が出てきている。組織全体として、知識を覚えこませることよりも考えることができる

人を育む方向に進むべきで、どの教育分野でも、常識を疑って問いを立て、創造的に考え

られる人間ならではの強みを生かせる人材を育てていく教育への転換が求められる。 

 

Ⅶ．結論 

 本稿は、将来国際的な専門家やリーダーになることが期待されている IGSAPの学生に対

して行った問う力を育む日本語教育の実践を対象とし、その背景として IGSAPの掲げる教

育理念、教育資源、基幹専門科目の教育実践の重要性を指摘した。また、この教育実践の

対極を成す DUFEにおける日本語授業を取り上げ、IGSAPにおける日本語教育との違いにつ

いて考察した。その結果、教育理念、教育資源、試験・成績評価・授業評価アンケート等

の位置づけや取り扱いに大きな違いがあることが認められた。問いを育む教育をスムーズ

に実践するためには、第一に、修了後の長期的スパンで活躍できる人材を育成しようとす

る共通の教育目標が組織にあること、第二に、教師は、学生の学びと成長を第一にして、

試験、成績評価を行えること、第三に、グループディスカッションが可能な教育環境が必
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  ―国際会計政策大学院（東北大学）での実践を事例として― 

要不可欠であることを結論として指摘することができる。社会の IT 化が進むことにより

修了生が従事する業務の専門化や複雑化が進む中、社会がコンピュータスキルを修了生に

求めるのは自然の流れである。人間が担当する、コンピュータには処理できない業務につ

いては、自ら考える力が求められ、そうした業務には正解がないという認識が前提となる。

正解のない課題に自ら仮説を立て、検証を繰り返し挑んでいく力、すなわち問いを立てる

力が必要とされる。このような問う力を育む教育をまだ実践していない大学の教育のあり

方全体を変えることは困難だと思われるが、将来的に可能な方法を模索することはできる。

例えば、国際交流プログラムを通じて、問う力を育む大学に学生を積極的に留学させるこ

とはすぐにでもできる。時間はかかるが、そういった学生が、将来国際的なリーダーとし

ての役割を担い、国、社会を正しく導くことが期待される。 

 

注 

1) 美術鑑賞を通じて「観察力」「批判的思考力」「コミュニケーション力」を育成する教育。 

2) 2017年 8～11月に 3～5分のヒアリングを実施。各回答は、筆者が要約したもの。 

3) 筑波大学落合陽一氏が「先端技術とメディア表現」の授業で実践している、受講者の参加目

的・やる気別のコース分けを参考にして 2018年春から実施している。 

4) 筆者は、2012 年 10 月にイリノイ州日本語教師会ワークショップに参加し、そこで The 

Partnership for 21st Century Skills (P21) が出している 21st Century Skills を学ん

だ。DUFEに戻り、日本語学科の教師対象勉強会で、21世紀型スキルの教育について説明し、

「現実から離れていて想像することが難しい。」というコメントを受けた。 
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Japanese Language Education focusing on Deep Thinking and its Findings: 
 Case Study of the Japanese Language Classes at International Graduate School 

of Accounting Policy, Tohoku University 
SUGA, Yoko 

Abstract 

  This paper discusses the important roles of educational philosophy, educational resources, and 

educational practices of courses focusing on deep thinking for students learning Japanese as a 

second language at International Graduate School of Accounting Policy (IGSAP), Tohoku 

University. Because I had the experience of taking Japanese classes at Dongbei University of 

Finance and Economics (DUFE), I could compare them with those at IGSAP. I found there were 

big differences between the two types of courses in educational philosophy, educational resources, 

recognition and management of examinations, grade evaluations, and class evaluations by students. 

My conclusions to realize deep thinking are as follows: (1) first, the organization should include the 

same educational goal in all courses under a long-term vision, (2) second, the teacher must conduct 

an examination and a score evaluation to assess students’ learning and development, (3) third, 

classrooms should establish environments where students can feel free to engage in discussion. As 

society becomes more and more IT-oriented, students will be required to complete the tasks that 

cannot be processed by computers (that is, the ability to make hypotheses on issues having no 

single, correct answer, to find a solution, and to seek another solution in the future). Immediately 

changing all of the universities’ education programs seems daunting. However, it is possible to send 

students to a university that has introduced such a program focusing on deep thinking. The student 

who has cultivated the ability of deep thinking is expected to play a role as an international leader in 

the future, and he/she will become a leader who can seek justice. 

 

Keywords： deep thinking, deep learning, task with diversified answers, educational philosophy, 

nurturing of human resources 


