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1 ．はじめに
2019年12月に中国湖北省武漢市で原因不明のウイル

ス性肺炎が発症し，2020年 1 月に新型コロナウィルス

SARS-Cov2が発見された．世界保健機関（WHO）は，

3月11日に新型コロナウィルスはパンデミックである

との認識を示した．以来，新型コロナウィルスはあら

ゆる面において社会を混乱させてきたが，国境を越え

た学習機会の提供を目的とする国際教育交流において

は，留学生の安全及び教育機会の確保という大きな課

題に直面することになった．

外務省が 1月31日付で中国湖北省以外の地域につい

ても感染症危険レベルをレベル 2に引き上げたのに伴

い，東北大学では中国派遣留学者の留学中断を決定し

た. 大学間学術交流協定に基づく派遣留学を所掌する

グローバルラーニングセンター及び教育・学生支援部

留学生課では，中国留学中の学生の帰国支援を直ちに

開始した． 3月16日には，本学が実施する全ての派遣

プログラムについて，外務省の感染症危機レベルに関

わらず，中断・中止が決まったため，世界に散らばる

全学生に帰国勧告を行うとともに，参加者全員が帰国

するまでの間，学生の安否及び帰国スケジュールにつ

いて，定期的な確認を行った．

3月18日には，学務審議会委員長から学部・研究科

長宛に留学を中断して帰国した学生への修学上の配慮

に関する通知が発出され，柔軟な単位認定の実施等が

依頼された．グローバルラーニングセンター及び教育・

学生支援部留学生課では学生に，派遣先大学に帰国後

のオンラインによる授業受講継続の可否について，そ

して，東北大学の所属部局にオンラインによる派遣先

大学の科目履修継続及び単位認定の可否について，確

認するように指導した．さらに，学生から寄せられる

個別の案件について，各部局の教務係と連携して対応

した．

新型コロナウィルスの世界的流行という未曽有の危

機の中，海外留学を経験した学生の不安やストレスは

計り知れないものであったに違いない．欧州では，

Erasmus Student Network（ESN）が一早く2020年 3

月19日～30日に欧州の留学生の状況について，オンライ

ン調査を実施した（Gabriels ＆ Benke-Aberg, 2020）．

また，国際大学協会（IAU: International Association 

of Universities）は新型コロナウィルスの世界の高等教

育への影響をモニターしており，これまでに2つの報告

書を出している．ドイツ学術交流会（DAAD）は世界

中で発表される新型コロナウィルスの国際的な高等教育
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本稿の目的は，新型コロナウィルス感染拡大下に大学間派遣交換留学等により留学中であった東北大学学生を対
象に実施したオンラインアンケート調査結果を報告し，世界的未曽有の有事下での留学経験の実態を明らかにする
ことで，今後の国際教育交流に関わる危機管理と留学支援への示唆を得ることにある．今回の有事において，約 9
割の学生が新型コロナウィルス及び帰国に関する情報を収集できていた一方で，留学先大学の学習や学生寮及び住
居の対応に関する情報は必ずしも十分とは言えなかった．学習機会への影響については，約 9割の学生が新型コロ
ナウィルス感染拡大下でも，ある一定の教育活動を継続しており，約 4割が帰国後も留学先大学の科目を引き続き
オンラインで受講した．不安やストレスについては，約 9割の学生が経験し，その主な原因は留学中止の可能性、
外出制限、帰国手段の確保の難しさであった．約 7割の学生が全般的な留学経験に満足しており，留学の満足度は
留学期間と低い正の相関が見られた．
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への影響に関する調査分析結果や関連記事を取りまと

めたサイトを開設し，最新情報の提供に尽力している．

日本でも，留学生教育学会が2020年 4月20日～ 5月31

日に，日本人学生，留学生，国際交流業務担当教職員

を対象に，新型コロナ流行と留学事業について緊急アン

ケート調査を実施した（中野・石倉・近藤，2020）．そ

の後，2020年 7月に大学を対象に海外大学等との教育

交流事業に関する緊急調査も行っている（留学生教育

学会, 2020）．

新型コロナウィルス感染の終息が未だに見えないた

め，これまでの状況について調査分析を行い知見を積

み上げながら，今後の国際教育交流の在り方を模索し

ていくことが必要不可欠である．グローバルラーニン

グセンターでは，新型コロナウィルス感染拡大下に交

換留学プログラム等に参加中だった学生を対象に，交

換留学等への影響について，オンライン調査を実施し

た．本稿では，その結果について報告する．

2 ．新型コロナウィルス感染拡大による交換留
学への影響に関するアンケート調査報告

2.1　調査方法
新型コロナウィルス感染拡大下に大学間派遣交換留

学等により海外留学中にあった62名の学生を対象に，

2020年 8 月12日～ 9月11日に新型コロナウィルスがも

たらした留学への影響に関するオンラインアンケート

調査を実施した．調査の質問は，前述のESNが実施

した調査結果をまとめた報告書（Gabriels, W. and 

Benke-Aberg, R. , 2020）を参考にした．

回答者数は41名で，回答率は66.1％であった．回答

時の回答者の教育課程は学士課程28名，修士課程11名，

博士課程 2名であった．所属の学部・研究科は，文学

部・研究科 8名，教育学部・研究科 2名，法学部・研

究科 3名，経済学部・研究科12名，理学部・研究科 2

名，工学部・研究科13名，情報科学研究科 1名であっ

た．留学先地域は，北米 5名，欧州（除く、北欧）18

名，北欧 6名，アジア10名，その他 2名であった．ま

た，回答者41名中 2名は，トビタテ！留学JAPAN1）

の助成で海外インターンシップに参加していた．

本調査実施時には， 1名を除き，回答者全員が日本

に帰国していた．東北大学では， 3月半ばに全ての派

遣プログラムの中断・中止を決定し，派遣留学生に帰

国を指示しており， 3月中に全回答者41名中31名

（75.6%）が帰国していた（図 1）． 4月以降に帰国し

た10名は，ほぼ欧州留学中の学生であった．当時，欧

州が新型コロナウィルス感染拡大の中心地になる中，

都市封鎖及び公共交通機関サービスの縮小等により帰

国困難となり，他の地域と比較し，帰国に時間を要し

たケースが多かった．

回答者の留学期間は，80.5％が91日以上，19.5％が

90日以下であった（表 1）．留学期間が90日以下の回

答者の50％がアジアに留学していた．交換派遣留学は

年 2回派遣時期があり、夏・秋（ 8～10月）と冬・春

（ 1～ 4月）となっている．アジア留学経験者に，冬・

春派遣された学生が多く，留学して間もなく日本に帰

国することになった学生が多くいたことを示している．

2.2　調査結果
2.2.1　新型コロナウィルス感染拡大の留学への影響

新型コロナウィルスが世界的に流行する中，海外留

学中の学生に，帰国や健康及び安全に関する情報の可

用性について，「非常にあった」「十分にあった」「程々

にあった」「わずかにあった」「全くなかった」の 5段
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階で回答を求めた（図 2）．

移動制限に関する情報，日本に帰国するための渡航

手段に関する情報，新型コロナウィルスから身を守る

ための健康及び安全対策に関する情報の可用性につい

ては，全ての情報において，「非常にあった」「十分に

あった」「程々にあった」の回答を合計すると80%前

後と，回答者は情報の可用性を高く評価していた．移

動制限に関する情報に関しては80.5%，日本に帰国す

るための渡航手段に関する情報に関しては78.0%，新

型コロナウィルスから身を守るための健康及び安全対

策に関する情報に関しては，80.5%の回答者が情報が

あったと認識していた．

また，英語，留学先の学習言語，日本語の 3つの異

なる言語による情報の提供状況についても聞いた．英

語による情報については78.0%の回答者が，留学先の

学習言語による情報については85.4%の回答者が，情

報があったと認識していた．一方，日本語による情報

は，情報があったと認識していた回答者の割合は

61.0%に留まった．

この結果から，留学中に新型コロナウィルス感染が

拡大する中，学生は留学先で帰国や健康及び安全に関

する情報を十分に収集できていたが，英語やその国の

学習言語での情報に比べ，日本語による情報収集がや

や困難であったことが伺える．

次に，新型コロナウィルス感染が拡大する中，学生

が受けた支援の種類とその支援の提供先について，回

答を求めた．41名中25名（61.0%）が図 3にある，そ

の他を含む 7つ支援項目のうち，最低一種類の支援を

受けたと回答した．回答数が多かった支援は順に，ロ

ジスティック（日常生活の管理，帰国に関する手続き

等）に関する支援（17名），学習に関する支援（15名），

生活に関する支援（11名），言語的な支援（ 2名），精

神的な支援（ 1名）であった．また， 2名がその他を

選択し，経済的支援と空港までの送迎と記載していた．

前述の支援の提供先について，該当する人や機関を

全て選択するよう求めた．回答数が多かった支援先は

順に，東北大学のグローバルラーニングセンター・留

学生課（ 9名），留学先大学（ 8名），東北大学の所属

部局（国際交流室・教務係・指導教員等）（ 7名），留

学先の友人・知人（ 5名），家族や日本人の友人（ 1名），

保険会社（ 1名）であった（図 4）．

また，4名がその他を選択し，インターン先の会社，

奨学金援助提供機関，政府，在外公館のメールと記載

していた．この結果から，学生にとって最大の支援提

供先は，東北大学であったことがわかる．グローバル

ラーニングセンター・留学生課と所属部局（国際交流

室・教務係・指導教員等）の回答数を合計すると，東

北大学から支援を受けたと回答した学生数は16名とな

り，留学先大学の回答数の 2倍であった．
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渡部 由紀，末松 和子・新型コロナウィルスの留学への影響と留学支援の課題

次に，新型コロナウィルス感染拡大の状況下で，留

学先大学に提供された情報について，図 5にある 7項

目の有用性について，「非常に役に立った」「役に立っ

た」「ある程度役に立った」「少し役に立った」「全く

役に立たなかった」「情報提供がなかった」の 6段階

で回答するよう求めた．

7項目のうち，70%以上の学生が役に立ったと回答

したのは，授業日程や履修への影響（73.2%），健康対

策の方法（70.7%）の 2項目であった．しかし，「非常

に役に立った」「役に立った」と回答した割合は，前

者は34.1%，後者は19.5%で，学生が留学先大学に最

も求めていたのは，新型コロナウィルス感染拡大の授

業への影響に関する情報であった可能性が伺える．

学生寮や住居への影響は，「非常に役に立った」「役

に立った」と回答した割合（36.6%）が最も大きかっ

た一方で，「役に立たない」と回答した割合（12.2%）

も最も大きかった．また，「情報提供がなかった」と

回答した割合は29.3％であり，学生寮や住居への影響

に関する情報は，新型コロナウィルス感染拡大下で学

生が日常生活の基盤を確保する上でも，帰国すること

になり住居を引き払う上でも重要であるにもかかわら

ず，41.5％の回答者が必要な情報を得るために困難を

きたした可能性がある．

「情報提供がなかった」と回答した割合が最も大き

かった項目は，提供可能な学生支援サービスへの影響

（41.5%），交換留学生に対する渡航案内・指示（41.5%）

の2項目であった．交換留学生に対する渡航案内・指

示については，「役に立たない」と回答した割合を足

すと48.8％になり，約半数の学生が渡航に関する案内

や指示を留学先大学からは得られなかった可能性を示

唆している．

最後に，東北大学からの支援について，表 2にある

4項目について，支援があったと感じるものを全て回

答するよう求めた．回答者41名中27名（65.9%）が，

最低一種類の支援を受けたと回答したが，「何の支援

もなかった」と回答した者が11名，「支援に関する連

絡があったか不明」と回答した者が 3名いた．

回答が多かった支援項目は順に，帰国手続きに関す

る支援（19名），帰国に際しての学習に関する支援（12

名），精神的健康に関する支援（ 4名）であった．また，

4名がその他を選んでおり， 3名が緊急帰国にかかっ

た宿泊費や国内移動費用の補填， 1名がトビタテの中
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図 4．受けた支援の提供先（n = 26） 
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表 2．東北大学からの支援（n = 27） 

  

回答が多かった支援項目は順に，帰国手続きに関す

る支援（19 名），帰国に際しての学習に関する支援

（12 名），精神的健康に関する支援（4 名）であっ

た．また，4 名がその他を選んでおり，3 名が緊急帰

国にかかった宿泊費や国内移動費用の補填，1 名がト

⽀援項⽬ 全体 北⽶ 欧州 北欧 アジア 南⽶ トビタテイン
ターンシップ

帰国に際しての学習に関する⽀援 12 1 4 3 3 0 1
帰国⼿続きに関する⽀援 19 2 9 2 5 1 0
精神的健康に関する⽀援 4 1 0 0 3 0 0
その他 4 0 1 1 1 0 1
合計 39 4 14 6 12 1 2

図 4 ．受けた支援の提供先（n = 26）
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合計 39 4 14 6 12 1 2

図 5 ．派遣先大学が提供した情報の有用性（n = 41）
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図 4．受けた支援の提供先（n = 26） 
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に立たなかった」「情報提供がなかった」の 6 段階で回

答するよう求めた． 
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7 項目のうち，70%以上の学生が役に立ったと回答

したのは，授業日程や履修への影響（73.2%），健康対

策の方法（70.7%）の 2 項目であった．しかし，「非常

に役に立った」「役に立った」と回答した割合は，前者

は 34.1%，後者は 19.5%で，学生が留学先大学に最も

求めていたのは，新型コロナウィルス感染拡大の授業

への影響に関する情報であった可能性が伺える． 

 学生寮や住居への影響は，「非常に役に立った」「役

に立った」と回答した割合（36.6%）が最も大きかった

一方で，「役に立たない」と回答した割合（12.2%）も

最も大きかった．また，「情報提供がなかった」と回答

した割合は 29.3％であり，学生寮や住居への影響に関

する情報は，新型コロナウィルス感染拡大下で学生が

日常生活の基盤を確保する上でも，帰国することにな

り住居を引き払う上でも重要であるにもかかわらず，

41.5％の回答者が必要な情報を得るために困難をきた
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表 2．東北大学からの支援（n = 27） 

  

回答が多かった支援項目は順に，帰国手続きに関す

る支援（19 名），帰国に際しての学習に関する支援

（12 名），精神的健康に関する支援（4 名）であっ
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国にかかった宿泊費や国内移動費用の補填，1 名がト

⽀援項⽬ 全体 北⽶ 欧州 北欧 アジア 南⽶ トビタテイン
ターンシップ

帰国に際しての学習に関する⽀援 12 1 4 3 3 0 1
帰国⼿続きに関する⽀援 19 2 9 2 5 1 0
精神的健康に関する⽀援 4 1 0 0 3 0 0
その他 4 0 1 1 1 0 1
合計 39 4 14 6 12 1 2

表 2 ．東北大学からの支援（n = 27）
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断手続きを挙げていた．

帰国手続きに関する支援に関する具体的な記述は，

「かなり後であったものの，自主隔離用のホテル代や

レンタカー代の補償」といった緊急帰国によって生じ

た費用に関する経済的支援（ 5名），「メールの返信が

迅速で助かった」，「留学先での授業が全てオンライン

に切り替わり，帰国を早めるか悩んでいた時に帰国の

指示をもらったこと」といったタイムリーな情報発信

及び連絡（ 2名）が挙げられていた．

帰国に際しての学習に関する支援については，帰国

後の履修手続きに関する支援が特に有用性が高かった

と認識していた（ 5名）．例えば，「前期授業の履修と

留学先の授業の履修を認めたこと」「（帰国後の東北大

学での）履修についての説明を詳しくしてくれた」「次

セメの履修登録可能かどうかを早く明示してくれたの

はありがたかった．同じ日本の大学によって様々な対

応があったが，東北大学が一番いい時期に帰国命令が

出て，次セメの目処が立てられたのは安心した」といっ

たコメントがあった．

精神的健康に関する支援については，「留学を断念

せざるを得なかった際の気持ちの整理の仕方と留学中

止の捉え方についてのアドバイス」といったグローバ

ルラーニングセンター・派遣交換留学地域担当教員及

び留学生課職員による個別相談の事例が記載されてい

た（ 3名）．

また，東北大学に提供してほしかった支援について

も回答を求めた．分析の結果，帰国時の航空券代の補

助（ 8名），留学継続の選択肢（ 4名）という 2つの

課題が抽出された．航空券代の補助に関しては，早期

帰国により生じた航空券のキャンセル料及び渡航直近

の航空券の手配によるチケット代の高騰により，負担

が大きかったことが挙げられる．次に留学継続の選択

肢は，後述の2.2.3新型コロナウィルス感染拡大下で直

面した問題でも，緊急帰国指示が学生にとって，不安

とストレスの原因の一つになっていたことがわかって

いる．

2.2.2　新型コロナウィルス感染拡大の学習への影響

新型コロナウィルス感染拡大の状況下における留学

先大学での授業への影響について，聞いた．41名中，

海外インターンシップに参加した 2名，科目履修の予

定がなかった 1名を除いた38名中 2名（5.3%）が，「通

常通り，対面授業が行われた」と回答した（表 3）．

この 2名の留学先は欧州（ドイツ・フランス）で， 3

月中に帰国しており，帰国するまでの間，授業は対面

で行われていたことが推測される．38名中28名（73.7%）

が「対面授業が中止となり，全てオンライン授業になっ

た」， 6名（15.8%）が「対面授業が中止となり，一部

がオンライン授業，一部が延期となった」と回答した．

約9割の学生が新型コロナウィルスの感染拡大下にお

いて，ある一定の教育が継続可能となっていた様子が

伺える一方で， 2名（5.3%）は「対面授業が中止また

は延期となり，オンライン授業も提供されなかった」

と回答している．これら 2名の留学先は欧州（イタリ

ア・フランス）で， 3月中に帰国している．

前述の通り，東北大学では， 3月16日に本学が実施

する全ての派遣プログラムの中断・中止，及び帰国に

ついて学生に通知する一方で， 3月18日には，学務審

議会委員長から学部・研究科長宛に， 4月からの新学

期開始に向け，留学から途中帰国した学生が東北大学

での授業を履修しながら，留学先でのオンライン授業

の履修が継続できるように，配慮するよう依頼してい

る．表 4は，帰国後の授業履修状況の有効回答（n = 

40）をまとめたものである．回答数の多い順に，「途

中帰国し，留学先大学と東北大学で科目を履修した」

（11名），「途中帰国し，留学先大学の科目履修を中止し，

東北大学の科目を履修した」（11名），「留学期間を終え，

東北大学で科目を履修した」（ 9名），「留学期間を終え，

または途中帰国し，自宅待機した」（ 5名），「途中帰
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部がオンライン授業，一部が延期となった」と回答し

た．約 9 割の学生が新型コロナウィルスの感染拡大下

において，ある一定の教育が継続可能となっていた様

子が伺える一方で，2 名（5.3%）は「対面授業が中止
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た」と回答している．これら 2 名の留学先は欧州（イ
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表 3．留学先大学での授業への影響 (n = 38) 

 前述の通り，東北大学では，3 月 16 日に本学が実施

する全ての派遣プログラムの中断・中止，及び帰国に

ついて学生に通知する一方で，3 月 18 日には，学務審

議会委員長から学部・研究科長宛に，4 月からの新学

期開始に向け，留学から途中帰国した学生が東北大学

での授業を履修しながら，留学先でのオンライン授業

の履修が継続できるように，配慮するよう依頼してい

る．表 4 は，帰国後の授業履修状況の有効回答（n = 40）

をまとめたものである．回答数の多い順に，「途中帰国

し，留学先大学と東北大学で科目を履修した」（11 名），

「途中帰国し，留学先大学の科目履修を中止し，東北

大学の科目を履修した」（11 名），「留学期間を終え，東

北大学で科目を履修した」（9 名），「留学期間を終え，

または途中帰国し，自宅待機した」（5 名），「途中帰国

授業形態 合計* 北⽶ 欧州 北欧 アジア 南⽶
対⾯授業が中⽌となり、⼀部がオンライ
ン授業、⼀部が延期となった 6 0 3 0 2 1

対⾯授業が中⽌となり、全てオンライン
授業になった** 28 4 11 6 7 0

対⾯授業が中⽌または延期となり、オン
ライン授業も提供されなかった 2 0 2 0 0 0

通常通り、対⾯授業が⾏われた 2 0 2 0 0 0

合計 38 4 18 6 9 1

*回答者41名のうち、科⽬履修の予定がなかった1名、インターンシップ留学の2名を除く。
**回答者1名が、途中までは20⼈以上のクラスはオンライン、20⼈以下のクラスは教師が対⾯かオンラインを
選べたとの記載あり。

表 3 ．留学先大学での授業への影響 （n = 38）
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国し，留学先大学の科目を履修を継続した」（ 4名）

であった．

新制度の下，留学先大学での科目履修を継続した学

生が15名（37.5%）いた一方で，留学先大学での科目

履修を中止した学生が11名（27.5%）いた．留学先大

学での科目履修中止の理由を聞いたところ，「気持ち

を切り替えて，日本での学業，研究に専念するため」「東

北大学での前期履修科目数と就活を考慮すると，オン

ラインで科目履修を続けることにそこまでメリットを

感じなかったから」「留学先に帰れる見込みがなく，

東北大学で授業を受けたほうが学習・研究にとってよ

り良いと判断したため」「東北大学の授業との両立が

困難と判断したため」「研究活動をする必要があった

から」など，自分にとって，より良い，または必要な

学習環境の選択を理由にあげた学生が 5名いた．

一方，派遣先大学のオンライン科目提供に関する問

題を理由に挙げた学生が 6名いた．「諦めたというよ

りも，プログラムが中止になり，自動的に科目履修が

できなくなった」「オンラインで受講したクラスが途

中から対面に戻ったから」「留学先大学がオンライン

で授業を継続するかがわからず，オフラインに移行し

た場合，春学期の在籍先がなくなり，卒業時期が遅れ

る可能性があったため」「オンライン授業が学期中継

続されるか留学先大学でも不透明で，私が決断するタ

イミングで『留学の辞退か延期か』という選択肢しか

ないと言われ，秋学期に留学を延期するという形式を

とったため」といったコメントが見られた．全学生に

占める交換留学生の割合はわずかであり，そのために

オンラインで継続的に科目が提供されるか否かが不透

明であったことが科目履修中断の大きな理由となって

いることが明らかになった．また「試験が受けられな

いから，単位取得が不可能だから」といったオンライ

ンによる科目提供における，成績評価の課題があるこ

ともわかった．

2.2.3　新型コロナウィルス感染拡大下で直面した問題

新型コロナウィルス感染拡大の状況下で，直面した

問題を全て選択するように求めた．回答者41名中36名

（87.8%）が，図 6にある問題の最低 1つは経験してい

た．

最も多くの回答者29名（70.7%）が選択したのは，「帰

国のための交通手段」であった．次いで，「寮の閉鎖

や住居の解約」（10名），「食料品や日用品など生活必

需品の入手」（ 7名），「ビザの滞在許可に関する問題」

（ 4名），「医療支援へのアクセス」（ 2名）の順に多かっ

た．また， 4名が「その他」を選んでおり，詳細は，

「帰国への心配からくるストレス」「金銭的問題」「帰

国やコロナに関しての情報整理」といった新型コロナ

ウィルス感染拡大下の帰国に関わる問題と，「留学先

大学での卒論研究の中止」「講義のオンライン開講及

びテストによる単位認定」「オンライン授業を受けな

がらの帰国準備」といった学習に係わる問題に二分し

ていた．

また，41名中38名（92.7%）が不安やストレスを経

験しており，その内20名（48.8%）は「非常に経験した」

「十分に経験した」と回答している（図 7）．一方，孤
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し，留学先大学の科目を履修を継続した」（4 名）であ

った． 
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グで『留学の辞退か延期か』という選択肢しかないと

言われ，秋学期に留学を延期するという形式をとった

ため」といったコメントが見られた．全学生に占める

交換留学生の割合はわずかであり，そのためにオンラ

インで継続的に科目が提供されるか否かが不透明であ

ったことが科目履修中断の大きな理由となっているこ

とが明らかになった．また「試験が受けられないから，

単位取得が不可能だから」といったオンラインによる

科目提供における，成績評価の課題があることもわか

った． 
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独感や社会的疎外感を経験したと回答した者は56%

で，「非常に経験した」「十分に経験した」と回答した

者は19.5%であった．この結果から，多くの学生が新

型コロナウィルス禍に外国で生活及び学習を続ける

中，不安やストレスを抱えてはいたものの，孤独感や

社会的疎外感に苛まれた者は比較的少数であったこと

が伺える．

次に「非常に経験した」「十分に経験した」不安や

ストレスの原因について，見ていく．最も多く挙げら

れた回答は，留学が中止になることへの不安やストレ

ス（ 4名），外出制限によるストレス（ 4名），帰国へ

の不安（ 4名）であった．　

まず，留学が中止になることへの不安やストレスに

ついては，「途中で帰国することになってしまうのが

不安だった」「留学が中止になるのではないかという

不安」「感染状況から見て，留学先の国より日本の方

が危険であったため抗議したが，帰国指示の一点張り．

説得力のない説明だけで，金銭的支援もなく非常にス

トレスを感じた」「唐突な帰国指示とその圧力，事態

が沈静化してから帰国するという選択肢を奪われたこ

とこそが不安やストレスの要因であった」といった説

明が見られた．

次に，外出制限によるストレスについては，「外に

出たいのに出られない，今後どうなるか分からないと

いう不安やストレスを感じた．また，寮に閉じこもっ

ていなければならず，人ともほとんど会えなかったの

で孤独感を感じた」「部屋から出ることが出来ず，寮

に住んでいたわけでもなかったので，ほとんど他人に

会うこともなく過ごしていたので外で何が起きている

かもよく分からず寂しかった」といった説明が見られ

た．

最後に帰国への不安については，「日々状況が悪化

する中で，いつ帰国指示が出るのか，出た場合に様々

な手続きを早急にやらなければならないという不安を

感じた」という帰国の段取りに不安を抱えていたこと

がわかる．また，東京近郊出身者と地方出身者間での

帰国困難度の違いから生じた孤独と不安について述べ

られているものもあった．

他の日本人学生はたまたま東京周辺に住んで

おり，公共交通機関が使えなくても帰れる人

しかいなかったため，地方出身の自分は帰れ
ないんじゃないか，と孤独感を感じていた．
具体的には，まず，ホテルが予約拒否される．

公共交通機関がないため，レンタカーか親が

迎えに来て，東北の地元まで戻らなきゃいけ

ない．でも，空港周辺でのレンタカーを借り

る人が当時は殺到しているという情報があ

り，そもそもレンタカーを借りれない可能性

がある．また，無理にレンタカーを借りたり，

親に迎えに来てもらっても，帰国早々の片道

8時間の運転は厳しい．また，親が年齢から

体調を崩しがちであり，もしかしたら自分が

ウイルスを持っていて親を殺してしまうので

はないか，とまで考えた（太字筆者）．

新型コロナウィルス感染拡大下で，留学先で人種及

び国籍による差別の経験についても聞いた．アジア人

であることによる差別を経験した回答者の割合は

51.2%，国籍による差別を経験した回答者の割合は，

39.0%であった．

人種及び国籍による差別の経験については，地域に

よる違いが見られ，欧州留学経験者に差別を経験した

と回答した者の割合，またその程度が大きいと回答し

た者の割合が高かった．アジア人であることの差別を

経験したと回答した欧州留学経験者の割合は72.2%

で，他の地域では選択されなかった「非常に経験した」

「十分に経験した」「程々に経験した」と回答した者の

割合が44.4%であった．また，国籍による差別を経験
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した回答者の割合も50.0%と高く，「十分に経験した」

「程々に経験した」と回答した者の割合は27.8%であっ

た．具体的には，「電車やバスに乗っているときに，

距離を置かれたり，口元を押さえたりされた」「わざ

と咳をかけられた」「コロナと呼ばれた」「早く出て行

けと言われたり，国境で近寄るなと言われた」といっ

た経験をしていた．

2.2.4　留学の満足度

新型コロナウィルスの大流行を経験した留学の満足

度について，「非常に満足した」「十分に満足した」「程々

に満足した」「あまり満足していない」「全く満足して

いない」の5段階で回答を求めた（図 9）．

回答者41名のうち28名（68.3%）が今回の留学に満

足したと回答しているが，半数強の15名は「程々に満

足した」を選択していた．満足していないと回答した

13名のうち，多い順にアジア留学経験者が 6名，欧州

留学経験者が 5名，北欧及び北米留学経験者が各 1名

となっている．満足していない理由を見ると，「大学

に行けなかった」「留学開始もできず，憤りを感じた」

「12ヶ月の留学が 1ヶ月で終わったことによって，何

の達成感もなく，お金を無駄にし，またいつ留学に行

けるかも分からず，卒業や就活や進路に大きな不安を

抱えることになった」，「 1年間を予定していたのに

3ヶ月未満で帰国したことが非常に残念で悔しい」な

ど，時間をかけて計画した留学が開始して間もなく終

了したケースがほとんどであった．留学期間と留学の

満足度の関係を見るために，相関分析を行ったところ，

低い正の相関が認められた（r = .310, p < .005）．

3 ．危機管理の課題と学習機会の喪失への対応
本報告では，新型コロナウィルス感染症の世界的流

行下での留学経験の実態を把握するために，当事者と

なった学生を対象としたオンラインアンケート調査の

分析結果をまとめた．留学中の学生の安全を確保する

危機管理において，情報を適時に提供する一方で，自

分の身を守るために自ら必要な情報を収集し，判断で

きるように学生を指導することが必要不可欠である．

今回の有事においては，大半の学生が新型コロナウィ

ルス及び帰国に関する情報を収集できたと認識してい

た一方で，派遣先大学における学習や学生寮及び住居

の対応に関する情報については，必ずしも十分とは言

えなかったことが明らかになった．東北大学からの支

援においても，3割強の学生が「何の支援もなかった」

「支援に関する連絡があったか不明」と回答しており，

今回のパンデミックのような世界で同時に大学全体に
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ち早く提供することの難しさが明らかになった．海外

協定校と連携し，派遣交換留学生の安全確保の在り方

の改善に努める一方で，現地で主体的に危機に対応す

る必要性を派遣前に学生に十分に自覚させることが今

後ますます重要となってくる．

また，感染症の世界的拡大という未曽有の事態は，

国際教育交流において，高等教育関係者に学生の学習

著者名・タイトル 

8 
 

置かれたり，口元を押さえたりされた」「わざと咳をか

けられた」「コロナと呼ばれた」「早く出て行けと言わ

れたり，国境で近寄るなと言われた」といった経験を

していた． 
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機会の喪失にどう対応するべきかという問題を突き付

けることになった．オンライン授業への移行で，代替

となる教育機会を手にすることができた学生もいた

が，半年から 1年をかけて準備してきた留学の機会を

わずか 1ヶ月で終了した学生もいた．また，その後新

型コロナウィルス感染の終息が見込めないため，2020

年度派遣留学は全てが中止となり，来年度に延期を希

望する学生もいるが，大学時代の交換留学を諦めた学

生もいる．新型コロナウィルス感染症拡大下での留学

における不安やストレスの主な原因の一つが，留学が

中止になることであったことからも，留学を諦めるこ

とによって生じる失望感が学生にとって，いかに大き

いかが伺える．

学生が海外留学により達成しようとする目標は様々

であるが，異なる形でその目標が達成できる教育機会

を大学として提供していくことが今後重要になってく

る．グローバルラーニングセンターでは，2020年 4 月

に新たな国際教育支援プロジェクト「Be Global」を

立ち上げた．ニューノーマル時代に適応した教育の国

際化を展開するとともに，伝統的な海外留学による教

育格差の課題解決も視野に入れた「オンライン留学」

プラットフォームの構築をはじめ，新たな国際教育モ

デルの構築に取り組んでいく．

注

1）  文部科学省が産業界との連携で実施する留学促進

キャンペーン「トビタテ！留学JAPAN」の主な取組

のひとつで，学生に財政支援をおこなうもの． 
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