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1. はじめに
2020年に発生した新型コロナウイルスの感染拡大により、多くの大学ではオンライン

を使用した教育活動の実践が行われている。パソコンに慣れていない学生や、インター

ネットの環境が整っていない学生にとっては，外出の自粛，大学への通学禁止に加え、

様々なストレスを感じながら新学期の大学生活をスタートさせたことだろう。筆者が

2020年度に担当することになったA大学の新入生ゼミ(中国人クラス)の留学生達は、大学

での対面による入学式や履修説明会、ゼミ等が中止になり、語学力の問題で大学のウェ

ブサイトの学生掲示板で通知される情報が理解できない、アルバイトでの収入が十分に

得られない、知り合いがおらず相談相手がいないといった多くの問題を抱えながら入学

を控えていた。

新型コロナウイルスのようなケースは稀であるが、今後起こりうる同様のウイルス感染
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や災害等の発生による学生の危機的状況に対し、クラスカウンセラーであるゼミの教員が

どのような支援を行っていくべきかを検討する必要があるだろう。また、今後は高等教育

機関でのオンラインによる学生への指導、支援が注目されることが予想される。

2. 先行研究と本研究の位置づけ
上述したことを踏まえ、留学生に対する大学入学前の予備教育に関する研究について見

ていくと、菅長･中井(2017)、奥山(2018)、鈴木･清水･渋谷･中村･藤村(2018)が挙げられる。

菅長･中井(2017)は、日本の大学に進学した学部留学生へのインタビュー調査から、大学入

学前の予備教育の段階でどのような貢献ができるかについて考察し、｢大学内外での人間関

係構築の方法を学んでおくことも、勉学の成功に重要である点を意識化させる必要がある｣
と述べている。奥山(2018)は、学部留学生への初年次教育の中での日本語教育が果たす役

割についての基礎調査で得られたデータを分析し、大学での専門的な学習への橋渡しの役

割を日本語教育が担うためには、｢日本語教員自らが、大学教育、そして社会について考え

続けていくこと｣の必要性について論じている。鈴木･清水･渋谷･中村･藤村(2018)は、予備

教育課程の学部留学生の学習ツール使用状況のアンケート調査結果から、｢学習ツールと

してスマートフォンのアプリが、学習者の中に確実に浸透している｣点に触れ、教師が｢学
習者をとりまく環境、および学習者の学習スタイルの現状を把握した上で、教師であるか

らこそできることは何か、今一度再考する時期が訪れているのではないか｣と考察してい

る。

また、災害時の留学生に対する支援に関する研究について見ていくと、伊藤･朝間

(2015)、近藤･川崎(2015)が挙げられる。伊藤･朝間(2015)は、災害時における外国人支援に

ついて、国や地方自治体の多文化共生の施策の視点から改善点を明らかにし、外国人との

不信感などの意識の壁は、外国人の災害への経験不足による不安、生活習慣の違いや言葉

の壁、情報不足、また、互いの思いを理解し合える機会の不足から生じていると述べてい

る。近藤･川崎(2015)は、留学生による防災情報収集活動での事例の分析を通して、留学生

を情報弱者たらしめる要因として、｢情報の受け手側である留学生の日本語力が間接的に原

因である可能性｣はあるが、｢直接的な言語の問題ではない｣と述べており、｢現在行われて

いる他言語ややさしい日本語による対応だけでは対策として不十分｣であることを示してい
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る。

以上のように、留学生への大学入学時に必要な予備教育の重要性について論じている調

査研究や、外国人への災害時の支援，防災教育に関する研究は散見されるが、災害発生時

の留学生に対する教育や支援に関する研究は見られない。本稿は、新型コロナウイルス感

染拡大に伴い、授業開始が延期になったゼミの留学生を対象にした短期間のオンライン指

導を通して、留学生支援の新たな方法を模索していくことを目的としている。

　

3. 新学期開始前のゼミの留学生に対する事前調査
A大学では、2020年4月から始まる予定だった対面授業が延期になり、同年5月からオン

ライン授業が実施されることになった。筆者は、2020年度にA大学に入学した中国人留学

生のゼミのクラスを対象に、授業開始前の4月からインスタントメッセンジャーアプリ｢We 

Chat1)｣｣のグループを作成し、本来対面授業の開始日であった4月17日に｢Googleフォーム2)｣｣
のwebアンケートによる学生の現状況の事前調査を実施した。第3章では、事前調査の概要

と調査結果について述べる。

3.1 事前調査の概要

本調査の対象者は、筆者が2020年度に担当することになったA大学の一年生ゼミの中国

人留学生(以下、｢一年生｣とする)23名である。また、比較対象として、二年生ゼミの中国

人留学生(以下、｢二年生｣とする)19名にも同様の調査を行った。本調査は、対象者の現状

の把握により、同年5月からの新学期の授業(オンライン授業)開始前に行うゼミの学生支援

を検討することが主な目的であった。調査内容は、①対象者の日本の情報の取得状況、②

現状の問題点、③学習時間･学習意欲について、以上3点を中心にした項目で構成されてい

る。<表1>から<表3>は、対象者の年齢、来日年数、日本語能力試験の合否である。

 1) We Chat(微信、ウィーチャット)は、中国で最も人気のある無料メッセージアプリの一つである。 

 2) Googleフォームは、アンケート作成、集計等を行うGoogleのツールの一つである。 
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<表1> 対象者の年齢

　 19歳以下 20〜24歳 25〜29歳 30歳以上 全体

一年生 4(17.4%) 16(69.6%) 1(4.3%) 2(8.7%) 23(100.0%)

二年生 2(10.5%) 14(73.7%) 3(15.8%) 0(0.0%) 19(100.0%)

<表2> 来日年数

　 1年 1年半 2年 2年半 3年 3年半 4年以上 全体

一年生 2(8.7%)  7(30.4%) 11(47.8%) 1(4.3%) 1(4.3%) 0(0.0%) 1(4.3%) 23(100.0%)

二年生 0(0.0%) 0(0.0%)  5(26.3%)  2(10.5%)  7(36.8%)  5(26.3%) 0(0.0%) 19(100.0%)

<表3> JLPT合否

　
N1

合格

N1
不合格

N2
合格

N2
不合格

N3
合格

N3
不合格

N4
合格

N4
不合格

全体

一年生 0(0.0%) 0(0.0%) 3(13.0%) 12(52.2%) 5(21.7%) 2(8.7%) 0(0.0%) 1(4.3%) 23(100.0%)

二年生 1(5.3%) 0(0.0%) 8(42.1%) 7(36.8%) 1(5.3%) 2(10.5%) 0(0.0%) 0(0.0%) 19(100.0%)

3.2 事前調査の結果

<表4>は、対象者の｢日本の情報の取得方法｣について、<表5>は、対象者の｢日本の情報

取得時に使用している媒体｣についての回答結果である。

<表4> 日本の情報の取得方法

　 テレビ 新聞 ラジオ PC スマホ その他 見ない 合計

一年生 4(11.8%) 3(8.8%) 1(2.9%) 3(8.8%) 22(64.7%) 1(2.9%) 0(0.0%) 34(100.0%)

二年生 7(17.5%) 6(15.0%) 1(2.5%) 6(15.0%) 18(45.0%) 1(2.5%) 1(2.5%) 40(100.0%)

注：複数回答である。
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<表5> 日本の情報取得時に使用している媒体

　 中国 日本 両方 全体

一年生 3(13.0%) 3(13.0%) 17(73.9%) 23(100.0%)

二年生 2(10.5%) 0(0.0%) 17(89.5%) 19(100.0%)

以上のように、対象者の日本の情報の主な取得方法はスマートフォンであり、また、日

中双方の媒体を使用して情報を得ていることがわかる。一年生と二年生の違いは見られな

かった。

<表6>は、対象者の｢日本の情報の共有対象｣について、<表7>は，対象者の｢日本の情報

取得状況に対する満足度｣についての回答結果である。

<表6> 日本の情報の共有対象

　 両親･親戚
中国人の友達

(中国)
中国人の友達

(日本)
ゼミのクラス

メート

大学の

教職員

日本人の

友達

一年生 11(18.3%) 8(13.3%) 15(25.0%) 3(5.0%) 2(3.3%) 5(8.3%)

二年生 12(25.0%) 6(12.5%) 14(29.2%) 0(0.0%) 0(0.0%) 5(10.4%)

　
バイトの同僚, 
上司(中国人)

バイトの同僚, 
上司(日本人)

前の学校の

先生
その他

誰とも

話さない
合計

一年生 3(5.0%) 3(5.0%) 6(10.0%) 2(3.3%) 2(3.3%) 60(100.0%)

二年生 2(4.2%) 4(8.3%) 1(2.1%) 3(6.3%) 1(2.1%) 48(100.0%)

注：複数回答である

<表7> 日本の情報の取得状況

　 とてもいい まあまあいい あまりよくない よくない 全体

一年生 3(13.0%) 9(39.1%) 10(43.5%) 1(4.3%) 23(100.0%)

二年生 6(31.6%) 8(42.1%) 4(21.1%) 1(5.3%) 19(100.0%)

以上のように、対象者が日本の情報を共有する主な相手は、両親･親戚や日本にいる中国

人の友達であった。また、一年生と二年生を比較してみると、一年生のほうが日本の情報

の取得状況に満足していないと感じているようだ。

<表8>は、対象者の｢現状のストレスの有無｣について、<表9>は、一年生の｢具体的なス
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トレスの内容｣についての回答結果である。

<表8> ストレスの有無

とてもある 少しある あまりない まったくない 全体

一年生 6(26.1%) 13(56.5%) 4(17.4%) 0(0.0%) 23(100.0%)

二年生 2(10.5%) 13(68.4%) 3(15.8%) 1(5.3%) 19(100.0%)

<表9> 具体的なストレスの内容(一年生)

回答数：39(100%)

･新型コロナウイルスによる健康面 ········································································ 8(20.5%)
･日本語能力の問題 ································································································· 7(17.9%)
･新型コロナウイルスによる学習の遅れ ································································· 7(17.9%)
･日本での生活 ········································································································ 6(15.3%)
･仕事のこと ··········································································································· 5(12.8%)
･新型コロナウイルスによる通学禁止に対して ························································ 3(7.6%)
･その他 ···················································································································· 3(7.6%)
(大学生活への不安，将来への不安，自己の性格への不満)

注：複数回答である　

以上のように、対象者の多くはストレスが少なからずあると回答している。一年生の具

体的なストレスの内容(記述項目)を見てみると、健康面や、日本語能力の問題、学習の遅

れ、日本での生活にあると考えていることがわかった。

<表10>は、対象者の新型コロナウイルス感染拡大前と現在での｢学習時間の変化｣につい
て、<表11>は、対象者の新型コロナウイルス感染拡大前と現在での｢学習意欲の変化｣につ
いての回答結果である。

<表10> 学習時間の変化

とても増えた 少し増えた 以前と同じ 少し減った とても減った 全体

一年生 3(13.0%) 7(30.4%) 8(34.8%) 1(4.3%) 4(17.4%) 23(100.0%)

二年生 0(0.0%) 3(15.8%) 11(57.9%) 0(0.0%) 5(26.3%) 19(100.0%)
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<表11> 学習意欲の変化

とても増えた 少し増えた 以前と同じ 少し減った とても減った 全体

一年生 3(13.0%) 6(26.1%) 7(30.4%) 2(8.7%) 5(21.7%) 23(100.0%)

二年生 0(0.0%) 2(10.5%) 10(52.6%) 0(0.0%) 7(36.8%) 19(100.0%)

以上のように、一年生は二年生に比べ、比較的学習に目を向けており、この時期の指導

が重要であることがうかがえる。

筆者は、事前調査の結果を踏まえ、一年生の現状に合った支援を検討し、情報取得状況

の改善、日本語学習支援、定期的な学生相談によるストレスの軽減を目的としたオンライ

ン指導を行うことにした。

　

4. オンライン指導の実践
第4章では、筆者が事前調査の結果を踏まえて、ゼミの留学生に行ったオンライン指導

と、事後調査の結果について述べる。

4.1 オンライン指導の概要

2020年4月17日にA大学のゼミのクラスで実施した事前調査の結果を受けて、同年5月11

日からの新学期の授業(オンライン授業)開始までの期間、①情報取得状況の改善、②日本

語学習支援、③定期的な学生相談、以上3点に加え、④授業(オンライン授業)開始に向けた

準備のサポートを目的としたオンライン指導を実施した。対象者は、事前調査を行ったA

大学の一年生ゼミの中国人留学生(以下、｢一年生｣とする)23名で、比較対象として事前調

査を行った二年生ゼミの中国人留学生(以下、｢二年生｣とする)19名にも同様にオンライン

指導を実施した。

　<表12>は、実践したオンライン指導の概要である。
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<表12> ゼミでのオンライン指導の概要

内容 方法、期間

①日本の情報

取得状況の改善

･外国人や日本語学習者向けのwebサイトの紹介

･毎日のニュースの記事の共有

We Chatのグループで
定期的に実施

②日本語学習

支援

･事前調査の結果の開示

･学習内容の決定，目標設定

ZOOMで週一回

(全3回)実施

③定期的な

学生相談

･悩み相談

･生活指導

We Chatのグループで
定期的に実施

④授業開始に

向けた準備

･オンライン授業を受講する上での注意点の確認

･受講科目の教員へのメールの送り方の指導

･学生掲示板や，シラバスの確認

ZOOMで週一回

(全3回)実施

注：オンライン指導は、4月20日から5月8日の3週にわたり実施した。

日本の情報取得状況の改善としては、｢NHK NEWS WEB EASY3)｣｣や、｢人民網日本語

版4)｣｣等の外国人、日本語学習者向けのwebサイトの紹介し、閲覧した記事や内容を議題と

して、We Chatのグループ上で、学生同士で意見交換を行った。また、毎日教員がテレビや

Web上のニュースの記事を学生とWe Chat上で共有した。これらの活動は、日本の情報取得

状況の改善だけでなく、日本語に触れる機会や，学生同士が情報共有する機会を多く作る

ことがねらいだ。

日本語学習支援としては、まず、事前調査の結果を学生達に開示し、ゼミのクラスの日

本語能力、学習時間、学習意欲について考える時間を設けた。次に、現在必要な学習内容

の確認、5月からのオンライン授業が始まるまでに行う学習目標の設定を学生本人に行わせ

た。<表3>の通り、ゼミのクラスの日本語能力にばらつきがあるため、ゼミの学生全体へ

の指導は、ZOOM5))で週に一回学習状況の確認をする程度にし、学生個人への指導は、常

にWe Chatで学生からの質問を受け付け、対応した。

定期的な学生相談としては、各学生への日本語支援同様、常にWe Chatで学生からの質問

を受け付け、大学生活に不安を感じている学生への悩み相談や、一日中PCやスマートフォ

ンのゲームにはまっている学生への生活指導を行った。

授業開始に向けた準備としては、5月からのオンライン授業の受講を想定した説明や確認

等を中心に行った。まず、オンライン授業(ZOOM)の登録方法から始まり、ミュートやカ

 3) ｢NHK NEWS WEB EASY｣https://www3.nhk.or.jp/news/easy/ (最終閲覧日：2020年6月29日)
 4) ｢人民網日本語版｣http://j.people.com.cn/(最終閲覧日：2020年6月29日) 
 5) Zoomは、セミナーやミーティングをオンラインで開催できるPCやスマートフォンのアプリである。
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メラのON･OFF、チャットの使い方，Wi-Fi等ネット環境の確認を行い、教員への質問方法

や授業態度についての指導を行った。また、受講科目の教員に対する大学のメールアドレ

スでのメールの送り方、課題の提出方法，学生掲示板や受講科目のシラバスの確認方法に

ついても指導した。

4.2 オンライン指導後の調査の結果

2020年5月11日からの大学でのオンライン授業開始までに行ったオンライン指導による学

生の現状の改善や効果を確認するため、対象者へのWeb調査を実施した。主な調査内容

は、①対象者の日本の情報の取得状況の変化、②現状の問題点の変化、③学習時間･意欲の

変化である。

<表13>は、オンライン指導実施後の｢日本の情報の取得状況の変化｣に関する回答結果で

ある。

<表13> 日本の情報の取得状況の変化

　 とてもいい まあまあいい あまりよくない よくない 全体

一年生 8(34.8%) 13(56.5%) 2(8.7%) 0(0.0%) 23(100.0%)

二年生 9(47.4%) 8(42.1%) 2(10.5%) 0(0.0%) 19(100.0%)

<表13>と<表7>のオンライン指導実施前の日本の情報の取得状況を比較してみると、特に

一年生はオンライン指導後の｢日本の情報の取得状況｣が改善されていると感じていること

がわかる。オンライン指導実施前は、対象者が日本の情報を共有する主な相手が両親･親戚

や日本にいる中国人の友達であったが(<表6>)、ゼミの教員やクラスメートといった情報共

有の対象や、機会が増えたことが日本の情報の取得状況改善の要因として挙げられる。

<表14>は、｢教員が推薦したWEBサイトの閲覧状況｣に関する回答結果である。

<表14> 教員が推薦したWEBサイトの閲覧状況

　 毎日見ている 何度か見た 一度だけ見た まだ見ていない 全体

一年生 5(21.7%) 14(60.9%) 3(13.0%) 1(4.3%) 23(100.0%)

二年生 4(21.1%) 5(26.3%) 5(26.3%) 5(26.3%) 19(100.0%)
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以上のように、対象者の多くは，オンライン指導実施の期間に、ゼミの教員が推薦した

WEBサイトを何度か閲覧し、日本の情報を取得しようとしたことがわかる。一年生と二年

生を比較してみると、一年生のほうがゼミの教員の指示を受け入れやすく、実践に結びつ

く傾向にあるようである。

<表15>は、｢オンライン指導によるストレスの変化｣に関する回答結果である。

<表15> ｢オンライン指導によるストレスの変化｣
とても減った 少し減った 以前と同じ 少し増えた とても増えた 全体

一年生 8(34.8%) 11(47.8%) 3(13.0%) 1(4.3%) 0(0.0%) 23(100.0%)

二年生 8(42.1%) 5(26.3%) 6(31.6%) 0(0.0%) 0(0.0%) 19(100.0%)

以上のように、オンライン指導後にストレスが｢とても減った｣｢少し減った｣と感じてい

る学生が多いことがわかる。一年生の｢とても減った｣｢少し減った｣と回答した理由に関す

る記述項目では、｢いつも話を聞いてくれた｣｢励ましてくれて嬉しかった｣｢話してすっきり
した｣等、問題が解決したかどうかよりも、教員が常にWe Chatのグループ上で相談役とし

て対応した点に対する評価や感想が目立った。

<表16>は、｢オンライン指導実施後の学習時間の変化｣に関して、<表17>は，｢オンライ
ン指導実施後の学習意欲の変化｣に関する回答結果である。

<表16> オンライン指導実施後の学習時間の変化-

とても増えた 少し増えた 以前と同じ 少し減った とても減った 全体

一年生 6(26.1%) 14(60.9%) 3(13.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 23(100.0%)

二年生 4(21.1%) 9(47.4%) 5(26.3%) 0(0.0%) 0(0.0%) 19(100.0%)

<表17> オンライン指導実施後の学習意欲の変化

とても増えた 少し増えた 以前と同じ 少し減った とても減った 全体

一年生 6(26.1%) 14(60.9%) 3(13.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 23(100.0%)

二年生 5(26.3%) 8(47.4%) 5(26.3%) 0(0.0%) 0(0.0%) 19(100.0%)

<表16>、<表17>と<表10>のオンライン指導前の学習時間、<表11>のオンライン指導前
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の学習意欲に関する回答結果を比較してみると、一年生，二年生のどちらも学習時間、学

習意欲が｢とても増えた｣｢少し増えた｣と感じている回答が増えていることがわかる。クラ

ス全体の日本語能力を開示し、他者との比較や自己分析を行ったことで、必要な学習内容

や目標がより明確になり、学習時間の増加や、学習意欲の向上につながったのではない

か。また、教員は毎日We Chatのグループ上で、｢ちゃんと勉強しているか｣｢大変な状況だ

が、この時期にがんばろう｣といったメッセージを送り、留学生を鼓舞し続けたが、We 

Chatを含めたメッセージアプリによる学生支援の一つとして、非常に有用であると言え

る。

<表18>は、｢オンライン指導後の教員に対する信頼度｣について、<表19>は、｢新学期授

業開始前のオンライン指導の必要性｣についての回答結果である。 

<表18> オンライン指導後の教員に対する信頼度

とても信頼 ある程度信頼
どちらでも

ない

あまり信頼

していない

全く信頼

していない
全体

一年生 19(82.6%) 4(17.4%) 0(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 23(100.0%)

二年生 16(84.2%) 2(10.5%) 1(5.3%) 0(0.0%) 0(0.0%) 19(100.0%)

<表19> 新学期授業開始前のオンライン指導の必要性

とても必要 ある程度必要
どちら

でもない

あまり必要

ではない

全く必要

ではない
全体

一年生 15(65.2%) 6(26.1%) 2(8.7%) 0(0.0%) 0(0.0%) 23(100.0%)

二年生 6(31.6%) 7(36.8%) 6(31.6%) 0(0.0%) 0(0.0%) 19(100.0%)

<表18>のように、オンライン指導を通じて、多くの学生からゼミの教員を信頼している

という回答を得ることができた。特に一年生にとっては、学校に信頼できる教員が一人で

も多くいることで、学校生活でのストレス軽減や安心感を得ることにつながるだろう。<表

19>の回答結果から見ても、新学期の授業開始前のオンライン指導が一年生にとって非常に

有用であったことがうかがえる。

留学生は、外国での慣れない生活の中で、新型コロナウイルスの感染拡大という厳しい

状況に直面し、日本人学生にはないストレスや不安もあったことだろう。担当教員として

は、ゼミの活動に留学生が最後までついてきてくれるだろうかという不安もあった。しか
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し、調査結果からわかるように、本稿の支援活動が留学生にとって重要なサポートの一つ

となっており、オンラインを使用した指導で学生を支えるという新たな方法を示すことが

できた。

また、留学生の今後の大学生活にもプラスとして影響する点を考えると、今回の活動が

大きな役割を果たしていると言えるのではないだろうか。

5. おわりに
本稿では、新学期の授業開始前に実施した、A大学の中国人留学生の一年生ゼミのクラ

スに対するオンライン指導の効果について、指導後のWeb調査の結果から検討した。 

第一に、メッセージアプリのグループを作成し、教員と学生，また学生同士の交流機会

を作ることで、情報の共有や学生相談が容易になり、学生のストレス軽減につながる。

第二に、学習内容の決定、目標設定を行わせ、個別の学習指導を行うことにより、学生

の学習時間の増加、学習意欲の向上につながる。　

第三に、教員やクラスメートとオンラインで交流する機会を作ることにより、ゼミの教

員との信頼関係や学生同士の協力関係を構築しやすくなる。

以上、入学時の留学生に対するゼミのオンライン指導の研究において有益な示唆を与え

るものと考えられる。本稿の活動は、①情報取得状況の改善、②日本語学習支援、③定期

的な学生相談、以上3点に加え、④授業(オンライン授業)開始に向けた準備のサポートを中

心としたオンライン指導を実施したが、オンライン指導を実施する上で、事前調査により

留学生の状況や日本語レベルを教員が把握し、必要に応じた支援を検討すること、また活

動の中でも学生の反応や意見を受けとめて、よりクラスや個々の学生に合った活動に変え

ていく必要がある。よって、コーディネーターである教員には、活動を通しての柔軟な対

応や｢学生と一緒に活動を進めていく｣という考えを持った上での支援が求められる。

一方で、本稿では、中国人留学生のみを対象としており、日本人学生やその他の国籍の

留学生との比較検討まで至らなかった。また、筆者が実施したオンライン指導の時期が、

新型コロナウイルス感染拡大の時期ということもあり、今日までの一般的な留学生の状況

とは異なっているかもしれない。しかし、留学生が多様化している現在において、ゼミの

留学生の日本語能力や、学生が抱えている問題は一様ではなく、2020年以降は高等教育機
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関の留学生を取り巻く環境がさらに変化し、特にオンラインを利用した活動が普及してい

くことが予想される。今後の課題として、オンライン指導後の調査結果が日本語教育の現

場で具体的にどのような変化につながるか、引き続き留学生に対する指導や支援活動にオ

ンラインを取り入れ、実践を行っていきたい。
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<要旨>
 

大学入学時の留学生に対するオンライン指導の取り組み

-新型コロナウイルス感染拡大に伴うゼミの支援活動を通して-

福重一成

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、A大学では2020年4月からの新学期の授業が延期となり、5月からオンライン
授業が開始されることになった。筆者は、2020年度にA大学に入学した中国人留学生のゼミのクラスを対象に、メッ
セージアプリでグループを作成し、現状に関するweb調査を行った。web調査の結果を踏まえ、5月のオンライン授業開
始前の約三週間、ゼミのクラスに対するオンライン指導を実施した。オンライン指導の目的は以下の4つであった。

1. 情報取得状況の改善
2. 日本語学習支援
3. 定期的な学生相談
4. オンライン授業に向けた準備

本稿では、オンライン指導実施後に学生達に行ったweb調査の結果を中心に、大学入学時の留学生に必要なオンライ
ン指導のあり方を検討した。

Need for online instruction for international students immediately

after entering university

-Through student support of seminars with the spread of COVID-19 infection-

Kazunari, Fukushige

With the spread of COVID-19 infection, the new semester classes at A University were postponed from April 2020, and 
online classes started in May. I created a group with a message application for a seminar class of Chinese international students 
who entered A university in 2020 and conducted a survey on the web on the current situation. Based on the results of this 
survey, we conducted online instruction for seminar classes about three weeks before the start of online classes. The purpose 
of conducting online instruction was the following four.

1. To improve the information acquisition situation.
2. To support learning Japanese.
3. To provide regular student consultation.
4. To prepare for online classes.

In this paper, I focused on the results of a survey on the web conducted after conducting online instruction and examined 
the methods of online instruction necessary for international students immediately after entering university.


