
ポストコロナ期におけるオンライン留学の役割と可
能性　－オンライン型短期留学プログラムの学習成
果を踏まえた一考察－

著者 渡部 由紀, 新見 有紀子
雑誌名 東北大学高度教養教育・学生支援機構紀要
巻 8
ページ 23-36
発行年 2022-03
URL http://hdl.handle.net/10097/00134726



─  23  ─

東北大学 高度教養教育・学生支援機構 紀要第 8 号　2022

1 ．はじめに
1.1　新型コロナウイルスの国際的学生流動への
影響
海外の高等教育機関で学ぶ留学生数は，1980～1990

年代は100万人程度で推移していたが，世界的に高等

教育のニーズが高まり，1998年には200万人，2012年

に は400万 人 を 超 え，2019年 に は610万 人 に 達 し た

（OECD 2021:216）．2020年は新型コロナウイルス感染

症の世界的大流行により留学生数の大幅な減少が予測

さ れ た が， Institute of  International Education & 

International Career and College Counseling（2021）

は，2019/2020年度の世界的学生のモビリティーを分

析した結果，多くの国で予測したほど留学生数は減少

しなかったと報告している．その分析によれば，著し

く減少したのは 1 年未満の交換留学生であり，学位取

得を目的とする留学生については，新規入学者数の減

少はあったものの，既存の在籍者数については大きな

変動がなかったという．その要因として，留学生の主

要受入国の高等教育機関ではオンラインまたはハイブ

リット型授業に切り替え，継続的に教育を提供できた

ことを挙げている．

日 本 に お い て は， 日 本 学 生 支 援 機 構（ 以 下，

JASSO）が各年度の日本人学生留学生数と外国人留

学生数に関するデータを発表している．まず，JASSO

のデータによる日本人学生の留学の特徴は， 1 カ月未

満の留学が大半（ 1 カ月未満： 7 割弱， 1 カ月以 3 カ

月未満： 1 割弱， 3 カ月以上 1 年未満： 2 割強， 1 年

以上： 2 %未満）を占めていることである．2020年 3

月に世界保健機関が新型コロナウイルスのパンデミッ

クの認識を示し，その影響を受け，2019年度の日本人

留学生数は対前年比-6.7%（7,800人減）の107,346人で

あった（日本学生支援機構 2021a）．減少した留学生

数の約 7 割が 1 ヶ月未満の留学であった．

2020年 3 月16日付の文部科学省高等教育局の「日本

人留学生及び外国人留学生に関する新型コロナウイル

スに関連した感染症の対応について（依頼）」の通知

により，派遣留学は一時中止となり，2020年度に国境

を越え，外国に留学した者は原則上はいない．2021年

6 月15日付の文部科学省総合教育政策局長・文部科学

省高等教育局長「日本人学生の海外留学について（周

知）」の通知により， 1 年半ぶりに多くの大学で 9 カ

月以上の留学が再開された．東北大学においても，
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学生の国際教育交流は新型コロナウイルスのパンデミックで大きな影響を受け，多くの大学が日本人留学
者の大半を占める 1 ヵ月未満の短期留学プログラムの代替として，オンライン型短期留学プログラムを開発
し，国際的な学習機会を継続的に提供することに奔走した．本稿では，東北大学がコロナ禍に開発・実施し
たオンライン型短期留学プログラムの学習成果を分析し，ポストコロナ期に向けた留学におけるオンライン
留学の役割と可能性について考察した．本事例調査の分析結果から，オンライン型短期留学は，多くの留学
プログラムに期待されているグローバル・コンピテンシーの向上において，現地研修ほどの効果はなかった
ものの，留学費用に見合った学習成果は十分に期待できることがわかった．ポストコロナ期に向けた留学に
おいて，オンライン型短期留学を一選択肢として残すことで，現地研修型短期留学に参加できない，または
参加を希望しない学生層に，現地研修型短期留学と類似した学習成果を達成する学習機会を提供できる．そ
れは，オンライン型短期留学の最大の可能性であり，重要な役割といえる．
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2021/2022年度夏・秋学期に26名の学生が欧米での留

学を開始し，2021/2022年度冬・春学期には17名が欧

米及びアジアでの留学を開始予定である．しかし，派

遣留学生の大半を占める 1 ヶ月未満の短期留学の再開

には，集団派遣が中心となるプログラムの特徴や留学

先国の入国時及び日本への帰国時の水際対策処置の影

響等があり，もう少し時間がかかりそうである． 

次に，外国人留学生の受入れについては，2020年 3

月 5 日に新型コロナウイルス感染症対策本部で決定さ

れた「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」に

より，査証の制限等による中国・韓国からの入国制限

や，指定機関による14日間の待機を含む検疫措置が 3

月 9 日 午 前 0 時 か ら 運 用 開 始 と な っ た（ 外 務 省, 

2020）．その後新型コロナウイルスの感染拡大を受け，

入国拒否地域が拡大され，全ての国・地域からの外国

人留学生の新規入国は，国費留学生を除いて原則とし

て一時停止となった．その結果，2019年度に過去最高

の312,214人を記録した外国人留学生数は，2020年度

は対前年比-10.4%（32,617人減）の279,597人となった 

（日本学生支援機構 2021b）．教育機関別に見ると，日

本語教育機関における留学生数の減少が最も大きく対

前年比-27.45%（22,997人減）で，減少した留学生総

数の 7 割を占めている．高等教育機関においては，対

前年比-4.2%（9,620人減）に止まっており，減少した

留学生の88.3%は， 1 年未満の短期留学生であった．

東北大学における外国人留学生数は，2019年11月 1

日時点で2,438人と過去最高となったが，翌年の2020

年11月 1 日の数値は，対前年比-13.7%（335人減）の

2,103人であった．学籍別に見ると，特別聴講学生と

特別研究学生の減少が最も顕著であり，2019年度の

266人から40人へと対前年比-85.0%（226人減）であっ

た．この数値は，減少した留学生総数の約 7 割（67.5%）

となっている．特別聴講学生と特別研究学生の多くは，

海外の学術交流協定校等から東北大学への交換留学生

や短期留学生である．東北大学においても，パンデミッ

クの影響を最も受けているのはこれらの比較的短期の

留学生であることがわかる．他方，学位取得を目的と

した 1 年以上の留学生は，母国・地域からオンライン

等による履修という形態で在籍している．外国人留学

生の入国制限が開始されてから約 1 年 8 ヶ月後の2021

年11月 5 日，文部科学省高等教育局学生・留学生課留

学生交流室による「大学等における私費外国人留学生

の入国再開について（周知）」の通知により，大学等

における私費外国人留学生に対して，誓約書等を含む

申請様式の審査を経て，段階的に入国が認められるこ

とになった（文部科学省高等教育局, 2021a）．ただし，

交付された在留資格認定証明書の作成日に応じて申請

可能時期が限られているなど，様々な制約のもとで受

入れが進められている1）．

新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け停止し

た渡航を伴う国際教育交流は，より期間の長い留学プ

ログラムから再開の動きが見られるものの，  1 ヵ月未

満の短期留学プログラムは派遣・受入れともに未だ再

開の見通しは立っていない．学術目的で国際的に流動

する学生数が，パンデミック前の数値に戻るには，ま

だ時間がかかるとみられる．一方，新型コロナウイル

スの影響下で，ICTを活用した，渡航を伴わない国際

教育交流が急拡大し，ポストコロナ期に向けた国際的

な学習機会の提供において，その役割が注目されるよ

うになった．次節では，コロナ禍で日本の大学で拡大

したオンライン留学について見ていく．

　

1.2　コロナ禍におけるオンライン留学の展開
新型コロナウイルス感染症の世界的流行は，世界か

ら遅れをとっていた日本の高等教育のデジタル化を加

速させ，大学・短大・高等専門学校1,069校の 8 割強

が遠隔授業の実施が可能になった（文部科学省，

2020a）．教育再生実行会議は2021年 6 月に第12次提言

「ポストコロナ期における新たな学びの在り方につい

て」を発表し，高等教育については，コロナ禍を契機

に遠隔・オンライン教育が普及したことで，その在り

方を問い直す契機となり，ポストコロナ期に向けて，

教育のデジタルトランスフォーメーション（DX）に

よる学びの多様化と質の向上を目指す方向性を示して

いる．さらに，新型コロナウイルスの感染症拡大によ

る世界経済の落ち込みと不確実性の高まりで，世界が

自国中心主義に傾き，国際的分断の進行が懸念される

中，高等教育機関が新たにICT技術を活用したグロー

バルリーダの育成及び教育研究における国際的な連

携・協働の推進により，国際協調・連帯の構築・強化
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に貢献する重要性が述べられている． 

文部科学省は2020年 6 月に日本の大学の国際化を牽

引する「スーパーグローバル大学創生支援事業」及び

「大学の世界展開力強化事業」の採択校に対して，コ

ロナ禍の本事業への影響と今後の国際化の方向性に関

してアンケート調査（第 1 回）を実施している．その

調査でコロナ終息後を見据えた国際化の方向性につい

て聞いており，50  校中43校（86%）が「実際の留学

と オ ン ラ イ ン に よ る 交 流 と を 合 わ せ たBlended/

Hybridプログラムへの見直し」を選択している（文

部科学省，2020b）．また，日本人学生の派遣及び外

国人学生の受入については，「量的拡大を目指す」と

回答した大学は1割程度で， 5 割は「今後は量より教

育の学びや質をより重視する」と回答している．これ

らの結果から，今後大学では，渡航を伴う伝統的な留

学に加え，国際教育交流のプラットフォームのデジタ

ル化を促進し，国際教育交流プログラムの多様化と質

的向上に努めていくことが推察される．

教育のデジタル化が進んだことで，コロナ禍で停止

した，外国に在留し，教育研究機関等で学んだり，研

究したりする留学（オンサイト留学）の代替として，

オンライン留学プログラムが開発され，提供されるよ

うになった．新見ほか（2021）は，コロナ禍で日本の

大学で急拡大したICTを活用した国際教育交流プロ

グラムの実践事例を調査し，短期（ 1 週間～ 2 カ月未

満程度）の国際教育プログラム，中期（数カ月～ 1 年

程度）の国際教育プログラム，国際交流支援プログラ

ムに 3 分類し報告している．その報告によれば，短期

の国際教育プログラムは，日本人学生が最も多く参加

する，語学・文化学習を主目的とした短期留学プログ

ラムのオンライン版が主要なものであり，中期の国際

教育プログラムは，海外協定校の授業をオンラインで

履修し，単位を取得する 1 ～ 2 学期のオンライン交換

留学プログラムが中心となっている．国際交流支援プ

ログラムは学生の所属大学のキャンパスで実施してい

た国際交流活動をコロナ禍にオンライン化した事例の

まとめており，内なる国際化活動のオンライン化とい

える．

コロナ禍で日本の大学におけるオンライン留学プロ

グラムはオンサイト留学の代替として，外国語の習得

及び異文化理解を目的としたオンライン型短期留学プ

ログラムを中心に展開したことが伺える。また，コロ

ナ禍で国際交流活動が停滞する中，様々な国際交流活

動をオンライン化することで，国際的な学習の機会を

提供するとともに，留学への機運を維持する役割を

担ったと考えられる．

　
1.3　オンライン国際教育交流プログラムの学習
成果
欧米では，コロナ以前からICTを活用した国際教

育交流の実践が始まっており，バーチャルなプラット

フォームで異なる国・地域の若者をつなぎ，様々な知

識や能力，特に異文化間能力やグローバル・コンピテ

ンシーの習得を目的としたプログラムが展開されてき

た．欧州委員会は，1987年にEU域内の留学を支援す

るErasmusを開始し，その後，EU域外の留学にも支

援を拡大し，留学を促進してきた．しかし，希望する

すべての学生が留学に参加可能ではないという事実を

踏まえ，物理的な国際的移動を伴うErasmusを補完

するプログラムとして，若者がオンラインで異文化的

及び国際的な学習経験に従事し，21世紀スキルやグ

ローバル・コンピテンシー等の習得を可能とする

Erasmus+ Virtual Exchange（以下，EVE）のパイロッ

トを2018～2020年に実施し，28,436名の若者（18～30歳）

が参加した（European Union ＆ EACEA 2021）． 

これらの参加者を対象に21世紀スキルやグローバ

ル・コンピテンシー等の習得に対するEVEの効果検

証を行った結果， 1 ）参加者の自尊心と好奇心及び異

文化コミュニケーションにおける有効性に関する認識

は，統計的に有意に高まった， 2 ）民族や宗教の異な

る人たちに対する感情が大きく改善された， 3 ）参加

者は21世紀スキル, 特に積極的傾聴（91%），批判的思

考（84%），英語・外国語運用能力（79%）の向上を

認識していた， 4 ）参加者はグローバル・コンピテン

シー，文化的多様性のある環境でコミュニケーション

や仕事をするためのスキル（89%），世界の出来事に

関する知識や興味（85%），異なる社会間の関係性の

理解（79%），の向上を認識していた，5 ）参加者は，

学んだことについて他者との情報共有（86%），今後

のオンライン及びオンサイト留学参加への関心
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（80%），EVEへの参加による意味のある人間関係の

構築（72%），メディアの誤った表現への抗議（61%）

といった行動を活性化していたと報告している

（European Union ＆ EACEA 2021）． 

また，アメリカと中東・北アフリカ地域（以下，

MENA）間のバーチャルな教育交流プログラムを支

援しているStevens’ Initiative（2020）が， 2019-2020

年度（学年歴）に実施したプログラム参加者（アメリ

カとMENAの中・高等教育機関の学生3,560名）を対

象にプログラム参加前後にグローバル・コンピテン

シーに関する自己評価調査を実施し，「相手の国や文

化に関する知識」，「相手に対する共感や温かさ」，「異

文化コミュニケーション」が統計的に有意に増加した

ことを報告している．

日本においては，オンラインを活用した国際教育交流

は，前述の通り，コロナ禍において急拡大し，オンサイ

ト留学の代替として， 1 カ月未満のオンライン型短期留

学プログラムを中心に開発された．開発された多くのプ

ログラムは国内学生を対象に海外の協定校で英語を中

心とする外国語運用能力の向上や異文化理解を目的と

したものが一般的である．また，留学生を対象としたプ

ログラムも開発されているが，その場合は日本語及び日

本文化の学習を目的としている．日本の大学で開発され

たオンライン型短期留学プログラムは，グローバル・コ

ンピテンシーの習得を目的としているという点では，前

述の欧米の事例と共通しているが，異なる点は異なる国・

地域の若者の協働学習が学びのプラットフォームになっ

ているわけではなく，国内学生または留学生の異文化的・

国際的な学習経験の習得を目的に，プログラム提供先国

の学生との協働学習を部分的に導入しているケースが

一般的であるということにある．

本稿では，東北大学でコロナ禍に開発・実施したオ

ンライン型短期留学プログラムの学習成果を分析し、

その結果を踏まえ，ポストコロナ期の留学の在り方を

検討する． 2 章では国内学生のためのオンライン型短

期留学プログラムとその学習成果について， 3 章では

留学生のためのオンライン型短期留学プログラムとそ

の学習成果について分析する． 4 章では，対象者の異

なるオンライン型短期留学プログラムの分析結果を踏

まえ，また，日本におけるコロナ禍でのオンライン留

学に関する調査結果にも言及しながら，ポストコロナ

期に向けたオンライン留学の役割と可能性を検討する．

2 ．国内学生のためのオンライン型短期留学
プログラムと学習成果

2.1　オンライン型短期留学プログラム（派遣）
の開発
新型コロナウイルス禍において，東北大学グローバ

ルラーニングセンター（以下，GLC）では本学の正規

課程に在籍する学生に継続して国際的な学習機会を提

供するため，これまでの海外のパートナー大学と協働

し，夏季・春季休暇中の短期留学プログラムの代替と

して，オンライン型短期留学プログラムを開発，2020

年度夏に 3 プログラム，春に 8 プログラムを提供し，

113名が参加した．2021年度は夏に 8 プログラム，春に

7 プログラムを提供し，夏は123名が参加し，春は124

名が参加予定であり，昨年度の2.2倍となっている．

表 1 は2021年度に提供したオンライン型短期留学プ

ログラムの一覧である．オンライン型短期留学プログ

ラムでは,主に 2 種類の学習カリキュラムを提供して

著者名・タイトル 

に実施したプログラム参加者（アメリカと MENA の

中・高等教育機関の学生 3,560 名）を対象にプログラ

ム参加前後にグローバル・コンピテンシーに関する自

己評価調査を実施し，「相手の国や文化に関する知識」，

「相手に対する共感や温かさ」，「異文化コミュニケー

ション」が統計的に有意に増加したことを報告してい

る． 

日本においては，オンラインを活用した国際教育交

流は，前述の通り，コロナ禍において急拡大し，オン

サイト留学の代替として，1 カ月未満のオンライン型

短期留学プログラムを中心に開発された．開発された

多くのプログラムは国内学生を対象に海外の協定校で

英語を中心とする外国語運用能力の向上や異文化理解

を目的としたものが一般的である．また，留学生を対

象としたプログラムも開発されているが，その場合は

日本語及び日本文化の学習を目的としている．日本の

大学で開発されたオンライン型短期留学プログラムは，

グローバル・コンピテンシーの習得を目的としている

という点では，前述の欧米の事例と共通しているが，

異なる点は異なる国・地域の若者の協働学習が学びの

プラットフォームになっているわけではなく，国内学

生または留学生の異文化的・国際的な学習経験の習得

を目的に，プログラム提供先国の学生との協働学習を

部分的に導入しているケースが一般的であるというこ

とにある． 

本稿では，東北大学でコロナ禍に開発・実施したオ

ンライン型短期留学プログラムの学習成果を分析し、

その結果を踏まえ，ポストコロナ期の留学の在り方を

検討する．2 章では国内学生のためのオンライン型短

期留学プログラムとその学習成果について，3 章では

留学生のためのオンライン型短期留学プログラムとそ

の学習成果について分析する．4 章では，対象者の異

なるオンライン型短期留学プログラムの分析結果を踏

まえ，また，日本におけるコロナ禍でのオンライン留

学に関する調査結果にも言及しながら，ポストコロナ

期に向けたオンライン留学の役割と可能性を検討する． 

 
2.  国国内内学学生生ののたためめののオオンンラライインン型型短短期期留留学学ププ

ロロググララムムとと学学習習成成果果 
2.1  オオンンラライインン型型短短期期留留学学ププロロググララムム（（派派遣遣））のの開開発発 

  新型コロナウイルス禍において，GLC では本学の正

規課程に在籍する学生に継続して国際的な学習機会を

提供するため，これまでの海外のパートナー大学と協

働し，夏季・春季休暇中の短期留学プログラムの代替

として，オンライン型短期留学プログラムを開発，2020

年度夏に 3 プログラム，春に 8 プログラムを提供し，

113 名が参加した．2021 年度は夏に 8 プログラム，春

に 7 プログラムを提供し，夏は 123 名が参加し，春は

124 名が参加予定であり，昨年度の 2.2 倍となってい

る． 

表 1 は 2021 年度に提供したオンライン型短期留学

プログラムの一覧である．オンライン型短期留学プロ

グラムでは,主に 2 種類の学習カリキュラムを提供し

ている．一つは，外国語（主に英語）運用能力の向上

を中心に,現地の学生・教職員・住人との交流活動を取

り入れた異文化理解と行動力の向上を目指す,外国語

学習＋αカリキュラム，もう一つは外国語（主に英語）

で特定のテーマの学びを深めることを重視したカリキ

ュラムである． 

 

表表 1．．オオンンラライインン型型短短期期留留学学ププロロググララムム (2021 年年度度) 

  

時期 国 実施協定校 プログラム名 定員 期間 単位数
カリキュラム

のタイプ

アメリカ カリフォルニア大学リバーサイド校
Cultural Diversity and　Intercultural
Communication Program

15 ２週間 1 外国語学習＋α

アメリカ ハワイ大学マノア校
Exploring Culture andHistory in
Hawaiʻi 15 ２週間 1 外国語学習＋α

アメリカ モンタナ大学
A Multi-CulturalExchange through
the Lens of Global Environmental
Issues

20 ２週間 1 外国語で学ぶ

アメリカ ノースカロライナ大学シャーロット校
#Music! 音楽を通してコミュニケーション力
を磨く

20 ２週間 1 外国語で学ぶ

カナダ ウォータールー大学
General English at Renison 2021
OnlineProgram

20 ２週間 2 外国語学習＋α

ベトナム 貿易大学 International SummerProgram 2021 10 ２週間 1 外国語学習＋α

English LangaugeCourse 2 外国語学習＋α

SoSHIP (人文社会学系科目履修) 2 外国語で学ぶ

アメリカ ニューヨーク州立大学オールバニー校
Online Language, Culture &
Leadership

20 ４週間 1 外国語学習＋α

I-STEM (Interdisciplinary STEM) 15 ４週間 2 外国語で学ぶ

GAIC (Global Awareness and
Intercultural Communication)

15 ４週間 2 外国語で学ぶ

イギリス ヨーク大学 実践英語とイギリス文化 20 ４週間 2 外国語学習＋α

スペイン マドリード・コンプルテンセ大学 スペイン語コミュニケーション:スキルUP! 20 ２週間 1 外国語学習＋α

English LangaugeCourse 20 ３週間 2 外国語学習＋α

SoSHIP (人文社会学系科目履修) 10 ３週間 2 外国語で学ぶ

３週間

夏

春

カリフォルニア大学デイヴィス校
(２プログラム)

アメリカ

マレーシア マラヤ大学

マラヤ大学　(２プログラム)マレーシア 20

表 1．オンライン型短期留学プログラム（2021年度）
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いる．一つは，外国語（主に英語）運用能力の向上を

中心に,現地の学生・教職員・住人との交流活動を取

り入れた異文化理解と行動力の向上を目指す,外国語

学習＋αカリキュラム，もう一つは外国語（主に英語）

で特定のテーマの学びを深めることを重視したカリ

キュラムである．

2.2　学習成果に関する調査概要
オンライン型短期留学の効果を検証するにあたり，

GLCの現地研修型短期留学プログラム（以下，現地

研修）参加者に実施してきた 3 つのキー・コンピテン

シー（外国語運用能力，異文化適応力，行動力）に関

する自己評価を，オンライン型短期留学プログラム参

加者に対しても留学前後に実施した．各キー・コンピ

テンシーの評価指標の詳細については，表 2 ．オンラ

イン型短期留学成果の自己評価指標2）にまとめた．

留学前・後の 2 回の自己評価調査の有効回答数は98

人で，回答率は86.7%であった．回答者のプロファイ

ルについては，学年は 1 年生51%， 2 年生29%， 3 年

生11%， 4 年生 3 %で，大学院生 6 %であった．現地

研修は学部低学年を優先対象としているため，学部 1 ，

2 年生で参加者を 2 分する傾向にあったが，オンライ

ン型短期留学では， 1 年生が 5 割， 2 年生が 3 割，学

部上級生及び大学院生が 2 割を占めた．

参加した学生の性別と学問分野（文理）については,

文系男（15.3%），理系男（33.7%），文系女（20.4%），

理系女（30.6%）であった．現地研修と比較すると，

理系，女子の参加率が高かった．また，オンライン型

短期留学参加者114名のうち，65%は海外渡航経験の

ある学生であり，52%は大学入学前に海外渡航経験が

あった．

2.3　学習成果に関する分析結果
オンライン型短期留学の前後で外国語運用能力，異

文化適応力，行動力の下位項目（各評価指標）に対す

る自己評価の変化に関する分析結果を報告する．外国

語運用能力の13指標，異文化適応力の 5 指標，行動力

の 9 指標について，回答者の自己認識を 5 段階（1－

全くできない， 2－あまりできない，3－まあまあでき

る，4－よくできる，5－非常によくできる）で回答し

てもらい，得られたデータからオンライン留学前後で

比較した．データが連続変量ではないため，統計分析

にはWilcoxonの符号順位検定を用いた．統計処理に

は SPSS ver.25  を使用し，有意水準は両側検定で 

p<0.05 とした．そして，対象者全数の各項目の平均

値を研修前後で比較し，0.5以上の増加がある，すな

わち研修後にキー・コンピテンシーに関する各指標の

自己評価が高まっていた場合に，十分な効果があった

と評価した．また，Wilcoxon の符号順位検定より算

出した Z 値をサンプル数の平方根で除した値（r 値）
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2.2  学学習習成成果果にに関関すするる調調査査概概要要 

  オンライン型短期留学の効果を検証するにあたり,

これまで GLC が提供する現地研修型短期留学プログ

ラム（以下，現地研修）の参加者に実施してきた 3 つ

のキー・コンピテンシー（外国語運用能力，異文化適

応力，行動力）に関する自己評価を，オンライン型短

期留学プログラム参加者に対して留学前後に実施した．

各キー・コンピテンシーの評価指標の詳細については，

表 2．オンライン型短期留学成果の自己評価指標 2)に

まとめた． 

 

 表表 2．．オオンンラライインン型型短短期期留留学学成成果果のの自自己己評評価価指指標標 

留学前・後の 2 回の自己評価調査の有効回答数は 98

人で，回答率は 86.7%であった．回答者のプロファイ

ルについては，学年は 1 年生 51%，2 年生 29%，3 年

生 11%，4 年生 3%で，大学院生 6%であった．現地研

修は学部低学年を優先対象としているため，学部 1，2

年生が大半を占め，1，2年生で2分する傾向にあるが，

オンライン型短期留学では，1 年生が 5 割，2 年生が 3

割，学部上級生及び大学院生が 2 割を占めた． 

参加した学生の性別と学問分野（文理）については,

文系男（15.3%），理系男（33.7%），文系女（20.4%），

理系女（30.6%）であった．現地研修と比較すると，理

系，女子の参加率が高かった．また，オンライン型短

期留学参加者 114 名のうち，65%は海外渡航経験のあ

る学生であり，52%は大学入学前に海外渡航経験があ

った． 

 

2.3  学学習習成成果果にに関関すするる分分析析結結果果 

オンライン型短期留学の前後で外国運用能力，異文

化適応力，行動力の下位項目（各評価指標）に対する

自己評価の変化に関する分析結果を報告する．外国語

運用能力の 13 指標，異文化適応力の 5 指標，行動力の

9 指標について，回答者の自己認識を 5 段階（1－全く

できない， 2－あまりできない，3－まあまあできる，

4－よくできる，5－非常によくできる）で回答しても

らい，得られたデータからオンライン留学前後で比較

した．データが連続変量ではないため，統計分析には

Wilcoxon の符号順位検定を用いた．対象者全数の各項

目の平均値を研修前後で比較し，0.5 以上の増加があ

る，すなわち研修後にキー・コンピテンシーに関する

各指標の自己評価が高まっていた場合に，十分な効果

があったと評価した．また，Wilcoxon の符号順位検定

より算出した Z 値をサンプル数の平方根で除した値

（r 値）を算出し，評価のための効果量（r 値が 0.3 以

上で効果量中，0.5 以上で効果量大）とした．統計処理

には SPSS ver.25 を使用し，有意水準は両側検定で 

p<0.05 とした． 

外国語運用能力の 13 指標，異文化適応力の 3 指標，

行動力 7 指標において，オンライン型短期留学前後の

平均値の差が 0.5 以上あり，自己評価が高まる方向に

回答が推移した（表 3・4・5）．残りの 4 指標，異文化

キー・コン

ピテンシー
評価指標 指標内容

外国語
コミュニケーション力

外国語を使って、初対面の人とも意見や情報のやり取りを行うことができ
る

ライティング力１ 外国語で簡単な紹介文を書くことができる

ライティング力２ 外国語でレポートや小論文を書くことができる

リーディング力１ 外国語で適切な情報を収集できる

リーディング力２ アカデミックな書物や論文を読むことができる

状況把握力
自分にとってあまり馴染みのない環境や状況に身を置いていても、外国語
を使って人に質問するなどして何が起こっているかを理解できる

傾聴力１
相手の意図することを理解するために、適切な質問をするなどして話の筋
をを組み立てながら聞くことができる

傾聴力2
相手の話す内容がわからないときには、自分が理解できるように、相手に
聞き返すことができる

伝達力
外国語での会話において、適切な語彙や表現方法が思いつかないときは、
別の言い回しやジェスチャーなどを使って、伝えたいことを表現する

説明力
話す相手を考え、情報の量や伝達方法を調整しながら、自分の意見や考え
を分かりやすく外国語で伝えられる

まとめる力
様々な意見が出される中で、一方的に否定することなく、みんなが納得で
きるようにまとめられる

プレゼンテーション力
外国語で、相手にとって分かりやすい、説得力のあるプレゼンテーション
を行うことができる

関係構築力
文化背景の異なる人との対話に興味を持ち、相手を尊重する心をもって、
協働的な関係性を築けることができる

異文化理解
自分が滞在したり、オオンンラライインン上上ででややりり取取りりししたたりりすするる国の人の文化や
やり方を尊重して、必要に応じて自分も合わせられる

自文化理解１ 自分の国の文化のよいところ、よくないところを理解できる

自文化理解２
自国の歴史や文化、社会などについて具体的に伝えるための十分な知識を
持ち、それを具体的に伝えられる

多様性の受容
言語、文化、国籍、人種、性別、宗教による多様な価値観があることを認
識し、自分との違いを受け止められる

倫理観・規律性
社会や集団のルールがあいまいな状況でも自分の良心と判断に従って適切
な行動をとることができる

チャレンジ精神
新しいことに挑戦する意欲と行動力がある　例）自分から外国語で話しか
けたり、質問したりすることができる

積極性１ 言語や文化が異なっていても、誰とでも積極的に関わることができる

積極性２ 自分から外国語で話しかけたり、質問したりすることができる

問題解決力１ 直面した問題を解決するために、他の人に相談できる

問題解決力２ 直面した問題に取り組み、代替案を探せられる

柔軟性１ 自分の失敗に対してどのように対処すれば良いか考えられる

柔軟性２ 困難な状況や不慣れな環境でもうまく対応できる

情報収集力１ 自分が必要とする情報を様々な方法で収集することができる

情報収集力２ 課題解決のために、適切な情報を選択し活用できる

行
動
力

異
文
化
適
応
力

外
国
語
運
用
能
力

表 2．オンライン型短期留学成果の自己評価指標
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を算出し，評価のための効果量（r値が0.3以上で効果

量中，0.5以上で効果量大）とした．

外国語運用能力の13指標，異文化適応力の 3 指標，

行動力の 7 指標において，オンライン型短期留学前後

の平均値の差が0.5以上あり，自己評価が高まる方向

に回答が推移した（表 3 ・ 4 ・ 5 ）．残りの 4 指標，

異文化適応力の「自文化理解 1 （0.46）」「倫理観・規

律性（0.34）」と行動力の「柔軟性 1 （0.47）」「問題解

決力 2 （0.39）」も自己評価が高まる方向に回答が推

移していたが，留学前後の平均値の差が0.5未満であっ

た．しかし，全27指標において，留学前と後でp<0.01

で有意差が認められ，効果量も大きかった．

特に平均差が大きく（0.8以上），効果量が大きかっ

た（0.7以上）指標は，外国語運用能力の「外国語コミュ

ニケーション力」「プレゼンテーション力」「ライティ

ング力 2 」と行動力の「積極性 2 」であった．指標内

容（表 2 ）から，学生はコミュニケーションにおける

発信力に関するコンピテンシーの向上を最も認識して

いる傾向が見られた．また，学生はアカデミックライ

ティング力（ライティング力 2 ）が向上したと認識し

ていた．学習内容にアカデミックライティングが含ま

れているプログラムが多いこともあるが，事後研修で

の学生の振り返りから，オンライン型短期留学におい

ては，SNSやメールによる交流機会が多く，書くこと

によるコミュニケーション力が向上したと認識してい

た学生も見られた．

図 1 は，オンライン型短期留学前後の外国語運用能

力13指標，異文化適応力 5 指標，行動力 9 指標の自己

評価の平均値と平均差を算出し，比較したものである．

各27指標の結果で述べたとおり，外国語運用能力，異

文化適応力，行動力に対する自己評価は，いずれもオ

ンライン留学後に向上していた．オンライン留学前も

後も異文化適応力（研修前3.24，研修後3.75），行動力

（研修前3.05，研修後3.61），外国語運用能力（研修前

2.72，研修後3.43）の順に自己評価の平均値が高かった．

しかし，オンライン留学前後の平均値の差を見ると，

外国語運用能力（0.71），行動力（0.56），異文化適応

力（0.51）の順に大きく，留学前の自己評価が低いコ

ンピテンシーほど，学生はその能力の向上を認識して

いた． 

　

　

著者名・タイトル 

適応力の「自文化理解 1（0.46）」「倫理観・規律性（0.34）」

と行動力の「柔軟性 1（0.47）」「問題解決力 2（0.39）」

も自己評価が高まる方向に回答が推移していたが，留

学前後の平均値の差が 0.5 未満であった．しかし，全

27 指標において，留学前と後で p<0.01 で有意差が認

められ，効果量も大きかった． 

特に平均差が大きく（0.8 以上），効果量が大きかっ

た（0.7 以上）指標は，外国語運用能力の「外国語コミ

ュニケーション力」「プレゼンテーション力」「ライテ

ィング力 2」と行動力の「積極性 2」であった．指標内

容（表 2）から，学生はコミュニケーションにおける

発信力に関するコンピテンシーの向上を最も認識して

いる傾向が見られた．また，学生はアカデミックライ

ティング力（ライティング力 2）が向上したと認識し

ていた．学習内容にアカデミックライティングが含ま

れているプログラムが多いこともあるが，事後研修で

の学生の振り返りから，オンライン型短期留学におい

ては，SNS やメールによる交流機会が多く，書くこと

によるコミュニケーション力が向上したと認識してい

た学生も多く見られた． 

 

表表 3．．オオンンラライインン型型短短期期留留学学前前後後ででのの比比較較：：外外国国語語運運

用用能能力力にに関関すするる 13 指指標標のの自自己己評評価価  (n=98) 

 

 

 

 

 

表表 4．．オオンンラライインン型型短短期期留留学学前前後後ででのの比比較較：：異異文文化化適適

応応力力にに関関すするる 5 指指標標のの自自己己評評価価  (n=98) 

 

表表 5．．オオンンラライインン型型短短期期前前後後留留学学前前後後ででのの比比較較：：行行動動

力力にに関関すするる 9 指指標標のの自自己己評評価価  (n=98) 

 

図 1 は，オンライン型短期留学前後の外国語運用能

力 13 指標，異文化適応力 5 指標，行動力 9 指標の自己

評価の平均値と平均差を算出し，比較したものである．

各 27 指標の結果で述べたとおり，外国語運用能力，異

文化適応力，行動力に対する自己評価は，いずれもオ

ンライン留学後に向上していた．オンライン留学前も

後も異文化適応力（研修前 3.24，研修後 3.75），行動力

（研修前 3.05，研修後 3.61），外国語運用能力（研修前

2.72，研修後 3.43）の順に自己評価の平均値が高かっ

た．しかし，オンライン留学前後の平均値の差を見る

と，外国語運用能力（0.71），行動力（0.56），異文化適

応力（0.51）の順に大きく，留学前の自己評価が低かっ

たコンピテンシーほど，学生はその能力の向上を認識

していた．  

 

 

 

平均 SD 平均 SD Z p

3 自文化理解2 2.45 0.875 3.11 0.872 0.66 -6.997 0.000*** -0.71 (効果量大)

4 多様性の受容 3.70 0.776 4.22 0.682 0.52 -6.288 0.000*** -0.64 (効果量大)

1 異文化理解 3.36 0.828 3.91 0.774 0.55 -5.828 0.000*** -0.59 (効果量大)

2 自文化理解1 3.23 0.894 3.69 0.842 0.46 -5.527 0.000*** -0.56 (効果量大)

5 倫理観・規律性 3.47 0.899 3.81 0.808 0.34 -5.134 0.000*** -0.52 (効果量大)

 総得点 16.21 4.27 18.74 3.98 2.53 　 　 -3.02

平均 3.24 0.85 3.75 0.80 0.51 　 　 -0.60

No
異文化適応力に関する

指標

研修前 効果量
（ｒ ）

研修後 平均差
(研修後ー研

修前)

Wilcoxonの符号順位検定（両
側検定）

平均 SD 平均 SD Z p

3 積極性2 2.82 0.967 3.64 0.888 0.83 -7.107 0.000*** -0.72 (効果量大)

7 柔軟性2 2.94 0.895 3.54 0.887 0.60 -6.240 0.000*** -0.63 (効果量大)

2 積極性1 3.01 1.000 3.62 1.010 0.61 -6.158 0.000*** -0.62 (効果量大)

4 問題解決力1 3.06 0.950 3.65 0.921 0.59 -5.921 0.000*** -0.60 (効果量大)

9 情報収集力2 3.10 0.831 3.61 0.811 0.51 -5.845 0.000*** -0.59 (効果量大)

8 情報収集力1 3.09 0.874 3.59 0.848 0.50 -5.845 0.000*** -0.59 (効果量大)

6 柔軟性1 3.15 0.878 3.62 0.831 0.47 -5.731 0.000*** -0.58 (効果量大)

1 チャレンジ精神 3.30 1.047 3.87 0.991 0.57 -5.549 0.000*** -0.56 (効果量大)

5 問題解決力2 2.98 0.861 3.37 0.967 0.39 -4.780 0.000*** -0.48 (効果量大)

総得点 27.45 8.30 32.52 8.15 5.07 　 　 -5.37

平均 3.05 0.92 3.61 0.91 0.56 　 　 -0.60

No
行動力に関する

指標

研修前 研修後 平均差
(研修後ー研

修前)

Wilcoxonの符号順位検定（両
側検定） 効果量

（ｒ）

平均 SD 平均 SD Z p

1 外国語コミュニケーション力 2.71 0.812 3.72 0.835 1.01 -8.208 0.000*** -0.83 (効果量大)

12 プレゼンテーション力 2.30 0.749 3.27 0.903 0.97 -7.721 0.000*** -0.78 (効果量大)

6 状況把握力 2.59 0.983 3.38 0.891 0.79 -7.584 0.000*** -0.77 (効果量大)

3 ライティング力2 2.31 0.999 3.19 0.960 0.89 -7.559 0.000*** -0.76 (効果量大)

10 説明力 2.29 0.786 3.03 0.913 0.74 -7.111 0.000*** -0.72 (効果量大)

9 伝達力 2.92 0.821 3.59 0.835 0.67 -6.683 0.000*** -0.68 (効果量大)

2 ライティング力１ 3.35 0.801 3.96 0.811 0.61 -6.418 0.000*** -0.65 (効果量大)

5 リーディング力2 2.46 0.910 3.06 0.972 0.60 -6.240 0.000*** -0.63 (効果量大)

13 関係構築力 3.39 0.845 3.98 0.799 0.59 -6.138 0.000*** -0.62 (効果量大)

7 傾聴力1 2.50 0.888 3.14 0.974 0.64 -6.060 0.000*** -0.61 (効果量大)

11 まとめる力 2.73 1.021 3.29 0.984 0.55 -6.029 0.000*** -0.61 (効果量大)

4 リーディング力1 2.85 0.912 3.40 0.834 0.55 -5.979 0.000*** -0.60 (効果量大)

8 傾聴力2 2.92 0.904 3.52 0.997 0.60 -5.653 0.000*** -0.57 (効果量大)

総得点 35.31 11.43 44.53 11.71 9.22 　 　 -8.83

平均 2.72 0.88 3.43 0.90 0.71 　 　 -0.68

外国語運用能力に関する
指標

研修前 研修後 平均差
(研修後ー研

修前)
No

効果量
（ｒ ）

Wilcoxonの符号順位検定（両
側検定）

表 3．オンライン型短期留学前後での比較
：外国語運用能力に関する13指標の自己評価（n=98）

著者名・タイトル 

適応力の「自文化理解 1（0.46）」「倫理観・規律性（0.34）」

と行動力の「柔軟性 1（0.47）」「問題解決力 2（0.39）」

も自己評価が高まる方向に回答が推移していたが，留

学前後の平均値の差が 0.5 未満であった．しかし，全

27 指標において，留学前と後で p<0.01 で有意差が認

められ，効果量も大きかった． 

特に平均差が大きく（0.8 以上），効果量が大きかっ

た（0.7 以上）指標は，外国語運用能力の「外国語コミ

ュニケーション力」「プレゼンテーション力」「ライテ

ィング力 2」と行動力の「積極性 2」であった．指標内

容（表 2）から，学生はコミュニケーションにおける

発信力に関するコンピテンシーの向上を最も認識して

いる傾向が見られた．また，学生はアカデミックライ

ティング力（ライティング力 2）が向上したと認識し

ていた．学習内容にアカデミックライティングが含ま

れているプログラムが多いこともあるが，事後研修で

の学生の振り返りから，オンライン型短期留学におい

ては，SNS やメールによる交流機会が多く，書くこと

によるコミュニケーション力が向上したと認識してい

た学生も多く見られた． 

 

表表 3．．オオンンラライインン型型短短期期留留学学前前後後ででのの比比較較：：外外国国語語運運

用用能能力力にに関関すするる 13 指指標標のの自自己己評評価価  (n=98) 

 

 

 

 

 

表表 4．．オオンンラライインン型型短短期期留留学学前前後後ででのの比比較較：：異異文文化化適適

応応力力にに関関すするる 5 指指標標のの自自己己評評価価  (n=98) 

 

表表 5．．オオンンラライインン型型短短期期前前後後留留学学前前後後ででのの比比較較：：行行動動

力力にに関関すするる 9 指指標標のの自自己己評評価価  (n=98) 

 

図 1 は，オンライン型短期留学前後の外国語運用能

力 13 指標，異文化適応力 5 指標，行動力 9 指標の自己

評価の平均値と平均差を算出し，比較したものである．

各 27 指標の結果で述べたとおり，外国語運用能力，異

文化適応力，行動力に対する自己評価は，いずれもオ

ンライン留学後に向上していた．オンライン留学前も

後も異文化適応力（研修前 3.24，研修後 3.75），行動力

（研修前 3.05，研修後 3.61），外国語運用能力（研修前

2.72，研修後 3.43）の順に自己評価の平均値が高かっ

た．しかし，オンライン留学前後の平均値の差を見る

と，外国語運用能力（0.71），行動力（0.56），異文化適

応力（0.51）の順に大きく，留学前の自己評価が低かっ

たコンピテンシーほど，学生はその能力の向上を認識

していた．  

 

 

 

平均 SD 平均 SD Z p

3 自文化理解2 2.45 0.875 3.11 0.872 0.66 -6.997 0.000*** -0.71 (効果量大)

4 多様性の受容 3.70 0.776 4.22 0.682 0.52 -6.288 0.000*** -0.64 (効果量大)

1 異文化理解 3.36 0.828 3.91 0.774 0.55 -5.828 0.000*** -0.59 (効果量大)

2 自文化理解1 3.23 0.894 3.69 0.842 0.46 -5.527 0.000*** -0.56 (効果量大)

5 倫理観・規律性 3.47 0.899 3.81 0.808 0.34 -5.134 0.000*** -0.52 (効果量大)

 総得点 16.21 4.27 18.74 3.98 2.53 　 　 -3.02

平均 3.24 0.85 3.75 0.80 0.51 　 　 -0.60

No
異文化適応力に関する

指標

研修前 効果量
（ｒ ）

研修後 平均差
(研修後ー研

修前)

Wilcoxonの符号順位検定（両
側検定）

平均 SD 平均 SD Z p

3 積極性2 2.82 0.967 3.64 0.888 0.83 -7.107 0.000*** -0.72 (効果量大)

7 柔軟性2 2.94 0.895 3.54 0.887 0.60 -6.240 0.000*** -0.63 (効果量大)

2 積極性1 3.01 1.000 3.62 1.010 0.61 -6.158 0.000*** -0.62 (効果量大)

4 問題解決力1 3.06 0.950 3.65 0.921 0.59 -5.921 0.000*** -0.60 (効果量大)

9 情報収集力2 3.10 0.831 3.61 0.811 0.51 -5.845 0.000*** -0.59 (効果量大)

8 情報収集力1 3.09 0.874 3.59 0.848 0.50 -5.845 0.000*** -0.59 (効果量大)

6 柔軟性1 3.15 0.878 3.62 0.831 0.47 -5.731 0.000*** -0.58 (効果量大)

1 チャレンジ精神 3.30 1.047 3.87 0.991 0.57 -5.549 0.000*** -0.56 (効果量大)

5 問題解決力2 2.98 0.861 3.37 0.967 0.39 -4.780 0.000*** -0.48 (効果量大)

総得点 27.45 8.30 32.52 8.15 5.07 　 　 -5.37

平均 3.05 0.92 3.61 0.91 0.56 　 　 -0.60

No
行動力に関する

指標

研修前 研修後 平均差
(研修後ー研

修前)

Wilcoxonの符号順位検定（両
側検定） 効果量

（ｒ）

平均 SD 平均 SD Z p

1 外国語コミュニケーション力 2.71 0.812 3.72 0.835 1.01 -8.208 0.000*** -0.83 (効果量大)

12 プレゼンテーション力 2.30 0.749 3.27 0.903 0.97 -7.721 0.000*** -0.78 (効果量大)

6 状況把握力 2.59 0.983 3.38 0.891 0.79 -7.584 0.000*** -0.77 (効果量大)

3 ライティング力2 2.31 0.999 3.19 0.960 0.89 -7.559 0.000*** -0.76 (効果量大)

10 説明力 2.29 0.786 3.03 0.913 0.74 -7.111 0.000*** -0.72 (効果量大)

9 伝達力 2.92 0.821 3.59 0.835 0.67 -6.683 0.000*** -0.68 (効果量大)

2 ライティング力１ 3.35 0.801 3.96 0.811 0.61 -6.418 0.000*** -0.65 (効果量大)

5 リーディング力2 2.46 0.910 3.06 0.972 0.60 -6.240 0.000*** -0.63 (効果量大)

13 関係構築力 3.39 0.845 3.98 0.799 0.59 -6.138 0.000*** -0.62 (効果量大)

7 傾聴力1 2.50 0.888 3.14 0.974 0.64 -6.060 0.000*** -0.61 (効果量大)

11 まとめる力 2.73 1.021 3.29 0.984 0.55 -6.029 0.000*** -0.61 (効果量大)

4 リーディング力1 2.85 0.912 3.40 0.834 0.55 -5.979 0.000*** -0.60 (効果量大)

8 傾聴力2 2.92 0.904 3.52 0.997 0.60 -5.653 0.000*** -0.57 (効果量大)

総得点 35.31 11.43 44.53 11.71 9.22 　 　 -8.83

平均 2.72 0.88 3.43 0.90 0.71 　 　 -0.68

外国語運用能力に関する
指標

研修前 研修後 平均差
(研修後ー研

修前)
No

効果量
（ｒ ）

Wilcoxonの符号順位検定（両
側検定）

表 4．オンライン型短期留学前後での比較
：異文化適応力に関する5指標の自己評価（n=98）

著者名・タイトル 

適応力の「自文化理解 1（0.46）」「倫理観・規律性（0.34）」

と行動力の「柔軟性 1（0.47）」「問題解決力 2（0.39）」

も自己評価が高まる方向に回答が推移していたが，留

学前後の平均値の差が 0.5 未満であった．しかし，全

27 指標において，留学前と後で p<0.01 で有意差が認

められ，効果量も大きかった． 

特に平均差が大きく（0.8 以上），効果量が大きかっ

た（0.7 以上）指標は，外国語運用能力の「外国語コミ

ュニケーション力」「プレゼンテーション力」「ライテ

ィング力 2」と行動力の「積極性 2」であった．指標内

容（表 2）から，学生はコミュニケーションにおける

発信力に関するコンピテンシーの向上を最も認識して

いる傾向が見られた．また，学生はアカデミックライ

ティング力（ライティング力 2）が向上したと認識し

ていた．学習内容にアカデミックライティングが含ま

れているプログラムが多いこともあるが，事後研修で

の学生の振り返りから，オンライン型短期留学におい

ては，SNS やメールによる交流機会が多く，書くこと

によるコミュニケーション力が向上したと認識してい

た学生も多く見られた． 

 

表表 3．．オオンンラライインン型型短短期期留留学学前前後後ででのの比比較較：：外外国国語語運運

用用能能力力にに関関すするる 13 指指標標のの自自己己評評価価  (n=98) 

 

 

 

 

 

表表 4．．オオンンラライインン型型短短期期留留学学前前後後ででのの比比較較：：異異文文化化適適

応応力力にに関関すするる 5 指指標標のの自自己己評評価価  (n=98) 

 

表表 5．．オオンンラライインン型型短短期期前前後後留留学学前前後後ででのの比比較較：：行行動動

力力にに関関すするる 9 指指標標のの自自己己評評価価  (n=98) 

 

図 1 は，オンライン型短期留学前後の外国語運用能

力 13 指標，異文化適応力 5 指標，行動力 9 指標の自己

評価の平均値と平均差を算出し，比較したものである．

各 27 指標の結果で述べたとおり，外国語運用能力，異

文化適応力，行動力に対する自己評価は，いずれもオ

ンライン留学後に向上していた．オンライン留学前も

後も異文化適応力（研修前 3.24，研修後 3.75），行動力

（研修前 3.05，研修後 3.61），外国語運用能力（研修前

2.72，研修後 3.43）の順に自己評価の平均値が高かっ

た．しかし，オンライン留学前後の平均値の差を見る

と，外国語運用能力（0.71），行動力（0.56），異文化適

応力（0.51）の順に大きく，留学前の自己評価が低かっ

たコンピテンシーほど，学生はその能力の向上を認識

していた．  

 

 

 

平均 SD 平均 SD Z p

3 自文化理解2 2.45 0.875 3.11 0.872 0.66 -6.997 0.000*** -0.71 (効果量大)

4 多様性の受容 3.70 0.776 4.22 0.682 0.52 -6.288 0.000*** -0.64 (効果量大)

1 異文化理解 3.36 0.828 3.91 0.774 0.55 -5.828 0.000*** -0.59 (効果量大)

2 自文化理解1 3.23 0.894 3.69 0.842 0.46 -5.527 0.000*** -0.56 (効果量大)

5 倫理観・規律性 3.47 0.899 3.81 0.808 0.34 -5.134 0.000*** -0.52 (効果量大)

 総得点 16.21 4.27 18.74 3.98 2.53 　 　 -3.02

平均 3.24 0.85 3.75 0.80 0.51 　 　 -0.60

No
異文化適応力に関する

指標

研修前 効果量
（ｒ ）

研修後 平均差
(研修後ー研

修前)

Wilcoxonの符号順位検定（両
側検定）

平均 SD 平均 SD Z p

3 積極性2 2.82 0.967 3.64 0.888 0.83 -7.107 0.000*** -0.72 (効果量大)

7 柔軟性2 2.94 0.895 3.54 0.887 0.60 -6.240 0.000*** -0.63 (効果量大)

2 積極性1 3.01 1.000 3.62 1.010 0.61 -6.158 0.000*** -0.62 (効果量大)

4 問題解決力1 3.06 0.950 3.65 0.921 0.59 -5.921 0.000*** -0.60 (効果量大)

9 情報収集力2 3.10 0.831 3.61 0.811 0.51 -5.845 0.000*** -0.59 (効果量大)

8 情報収集力1 3.09 0.874 3.59 0.848 0.50 -5.845 0.000*** -0.59 (効果量大)

6 柔軟性1 3.15 0.878 3.62 0.831 0.47 -5.731 0.000*** -0.58 (効果量大)

1 チャレンジ精神 3.30 1.047 3.87 0.991 0.57 -5.549 0.000*** -0.56 (効果量大)

5 問題解決力2 2.98 0.861 3.37 0.967 0.39 -4.780 0.000*** -0.48 (効果量大)

総得点 27.45 8.30 32.52 8.15 5.07 　 　 -5.37

平均 3.05 0.92 3.61 0.91 0.56 　 　 -0.60

No
行動力に関する

指標

研修前 研修後 平均差
(研修後ー研

修前)

Wilcoxonの符号順位検定（両
側検定） 効果量

（ｒ）

平均 SD 平均 SD Z p

1 外国語コミュニケーション力 2.71 0.812 3.72 0.835 1.01 -8.208 0.000*** -0.83 (効果量大)

12 プレゼンテーション力 2.30 0.749 3.27 0.903 0.97 -7.721 0.000*** -0.78 (効果量大)

6 状況把握力 2.59 0.983 3.38 0.891 0.79 -7.584 0.000*** -0.77 (効果量大)

3 ライティング力2 2.31 0.999 3.19 0.960 0.89 -7.559 0.000*** -0.76 (効果量大)

10 説明力 2.29 0.786 3.03 0.913 0.74 -7.111 0.000*** -0.72 (効果量大)

9 伝達力 2.92 0.821 3.59 0.835 0.67 -6.683 0.000*** -0.68 (効果量大)

2 ライティング力１ 3.35 0.801 3.96 0.811 0.61 -6.418 0.000*** -0.65 (効果量大)

5 リーディング力2 2.46 0.910 3.06 0.972 0.60 -6.240 0.000*** -0.63 (効果量大)

13 関係構築力 3.39 0.845 3.98 0.799 0.59 -6.138 0.000*** -0.62 (効果量大)

7 傾聴力1 2.50 0.888 3.14 0.974 0.64 -6.060 0.000*** -0.61 (効果量大)

11 まとめる力 2.73 1.021 3.29 0.984 0.55 -6.029 0.000*** -0.61 (効果量大)

4 リーディング力1 2.85 0.912 3.40 0.834 0.55 -5.979 0.000*** -0.60 (効果量大)

8 傾聴力2 2.92 0.904 3.52 0.997 0.60 -5.653 0.000*** -0.57 (効果量大)

総得点 35.31 11.43 44.53 11.71 9.22 　 　 -8.83

平均 2.72 0.88 3.43 0.90 0.71 　 　 -0.68

外国語運用能力に関する
指標

研修前 研修後 平均差
(研修後ー研

修前)
No

効果量
（ｒ ）

Wilcoxonの符号順位検定（両
側検定）

表 5．オンライン型短期前後留学前後での比較
：行動力に関する 9指標の自己評価（n=98）
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最後に，現地研修と比較したオンライン型短期留学

プログラムの効果について検討する．渡部・末松（2019：

242）は2014～2016年度にGLCが実施した現地研修プ

ログラムの参加者が回答した 3 つのキー・コンピテン

シー（外国語運用能力，異文化適応力，行動力）に関

する自己評価の分析結果：外国語運用能力（研修前

2.51，研修後3.56），異文化適応力（研修前3.14，研修

後3.93），行動力（研修前2.95，研修後3.79）を報告し

ている．その結果と比較すると，留学前の 3 つのキー・

コンピテンシーの自己評価の平均値は，いずれも現地

研修よりもオンライン型短期留学の方が高く，留学後

の平均値は，いずれもオンライン型短期留学よりも現

地研修の方が高い．この結果から，現地研修に参加し

た学生のほうが，オンライン型留学に参加した学生よ

りも， 3 つのキー・コンピテンシーの向上をより高く

認識していたことがわかる．これらの結果から，オン

ライン型短期留学は 3 つのキー・コンピテンシーの向

上に対して，現地研修には及ばないものの，ある一定

の効果があることが明らかになった．

3 .　オンライン型短期留学プログラム（受入）
3.1　オンライン型短期留学プログラム（受入）
の開発
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う外国人留学生

の日本への入国制限を受け，GLCでは，これまで対

面で実施していた留学生向けの人文社会科学系超短期

留学プログラムのうち，日本語・日本文化の学習を中

心 と し た「Tohoku University Japanese Program

（TUJP）」を完全にオンラインで実施する「TUJP 

Online」を開発した．2020年度後期は，2020年12月と

2021年 1 ～ 2 月に実施し，合計で35名が参加した．ま

た，2021年度前期は 5 月から 7 月までの間に 3 プログ

ラム実施し，計25名が参加した．2021年後期にも 2 つ

のプログラムを実施した．

TUJPは，日本語や日本文化の授業を通じて，参加

者の日本理解を深めるとともに，東北大学への交換留

学や学位留学といった長期の留学につなげることを目

的としている．また，東北大学の国内学生が，TUJP

参加者との国際交流活動にボランティアとして多数参

加している．これらの国内学生にとって，TUJP生と

の交流は国際的な学びの機会となっている．

2020年度の開発時以来，TUJP Onlineは，異なる日

本語レベルの学生を対象にした 2 つのプログラムを基

本に展開している．それらは，日本語レベル入門から

初中級の学生を対象にした「TUJP-Basic」と，中級

から上級を対象とした「TUJP-Intermediate」である．

参加希望者は応募の段階で，筑波大学のホームページ

からアクセス可能な「SPOT（Simple Performance-

Oriented Test）」という日本語能力測定のためのテス

トをオンラインで受け，そのスコアに応じて日本語の

クラス分けが行われる．

プログラム内容としては，Basic・Intermediate共に，

1 日に90分の授業が 2 コマずつ組み込まれている．プ

ログラムには大きく分けて①日本語授業，②国際共修

授業，③日本文化・社会授業，④学生との交流が含ま

れている．まず，①日本語学習の授業は概ね 1 日に90

分 1 コマ，週あたり合計 5 コマ程度組み込まれている．

日本語の授業では，講師や参加者に加えて，「日本語

授業パートナー」と呼ばれる東北大生がボランティア

で授業に参加し，インタラクティブな会話練習を行っ

ている．また，東北大生とグループワークやディスカッ

ションを行う②国際共修セッションも週 2 コマ程度組

み込まれている．日本や他の国の学生が一緒に活動す

ることで，文化背景の異なる学生と協働する力を養う

ことができる．さらに，③日本文化・社会に関する講

義も週に 2 コマ程度行われる．②・③の授業はTUJP-

Basicでは主として英語で実施され，Intermediateで

はやさしい日本語で実施される．そして，④東北大生
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図図 1．．外外国国語語運運用用能能力力・・異異文文化化適適応応力力・・行行動動力力にに 

対対すするる研研修修前前後後のの自自己己評評価価平平均均とと平平均均差差 
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とした「Tohoku University Japanese Program(TUJP)」を

完全にオンラインで実施する「TUJP Online」を開発し

た．2020 年度後期は，2020 年 12 月と 2021 年 1〜2 月

に実施し，合計で 35 名が参加した．また，2021 年度

前期は 5 月から 7 月までの間に 3 プログラム実施し，

計 25 名が参加した．2021 年後期にも 2 つのプログラ

ムの実施を予定している． 

TUJP は，日本語や日本文化の授業を通じて，参加者

の日本理解を深めるとともに，東北大学への交換留学

や学位留学といった長期の留学につなげることを目的

としている．また，東北大学の国内学生が，TUJP 参加

者との国際交流活動にボランティアとして多数参加し

ている．これらの国内学生にとって，TUJP 生との交流

は国際的な学びの機会となっている． 

2020 年度の開発時以来，TUJP Online は，異なる日

本語レベルの学生を対象にした 2 つのプログラムを基

本に展開している．それらは，日本語レベル入門から

初中級の学生を対象にした「TUJP-Basic」と，中から上

級を対象とした「TUJP-Intermediate」である．参加希望

者は応募の段階で，筑波大学のホームページからアク

セス可能な「SPOT（Simple Performance-Oriented Test）」

という日本語能力測定のためのテストをオンラインで

受け，そのスコアに応じて日本語のクラス分けが行わ

れる． 

プログラム内容としては，Basic・Intermediate 共に，

1 日に 90 分の授業が 2 コマずつ組み込まれている．プ

ログラムには大きく分けて①日本語授業，②国際共修

授業，③日本文化・社会授業，④学生との交流が含ま

れている．まず，①日本語学習の授業は概ね 1 日に 90

分1コマ，週あたり合計5コマ程度組み込まれている．

日本語の授業では，講師や参加者に加えて，「日本語授

業パートナー」と呼ばれる東北大生がボランティアで

授業に参加し，インタラクティブな会話練習を行って

いる．また，東北大生とグループワークやディスカッ

ションを行う②国際共修セッションも週 2 コマ程度組

み込まれている．日本や他の国の学生が一緒に活動す

ることで，文化背景の異なる学生と協働する力を養う

ことができる．さらに，③日本文化・社会に関する講

義も週に 2 コマ程度行われる．②・③の授業は TUJP-

Basic では主として英語で実施され，Intermediate では

やさしい日本語で実施される．そして，④東北大生と

の交流機会も豊富に組み込まれている．国際交流を目

的とする学生団体の協力による日本文化を通じた交流

図 1．外国語運用能力・異文化適応力・行動力に対す
る研修前後の自己評価平均と平均差
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との交流機会も豊富に組み込まれている．国際交流を

目的とする学生団体の協力による日本文化を通じた交

流セッションのほか，授業時間以外に東北大生が「バ

ディ」として，TUJP生と 1 対 1 または 2 対 1 でマッ

チングされ，個別にオンライン会議システムを使って

週 2 時間以上の交流を行うことになっている．上記①

から④に加え，初日のオリエンテーションや，最終日

の最終発表会／クロージングセレモニーに加え，オン

デマンド動画視聴による東北大学の交換留学プログラ

ムや大学院プログラムの紹介も行われる．

　

3.2　学習成果に関する調査概要
TUJP Onlineでは，参加者に対するアンケートをプ

ログラム最終日のクロージングセレモニーの終盤で案

内し，数日以内に回答してもらっている．アンケート

は，今後のプログラムの改善を目的として実施してお

り，参加者のプログラムに対する満足度やフィード

バック，東北大学への長期留学の可能性などを含めた

将来の計画に加え，プログラムで得られた学びに関し

て自由記述による回答を得ている．

本 稿 で は，2021年 5 月 か ら 7 月 に 実 施 し た 3 の

TUJP Onlineの参加者25名のうち，23名から得られた

アンケートの回答を分析に用いる（回答率92%）．参

加者全体（25名）の内訳に関して，在籍大学の所在国・

地域別の参加者数は，シンガポール 7 名，中国 4 名，

アメリカ 3 名，ドイツ 3 名，フランス 3 名に加え，台

湾・マレーシア・ニュージーランド・カナダ・オラン

ダがそれぞれ 1 名ずつであった．性別は，男性14名・

女性11名であった．

以下では，アンケート項目の中で，プログラムを通

じた学び，能力の向上，日本や東北大学に対する認識

の変化に関する自由記述の回答について分析した3）．

分析にあたっては，第一段階のコーディングとして，

回答として得られた記述の中で，プログラムでの学習

成果に関する内容に対して簡潔なコードを付すことに

よ り， 回 答 内 容 を 全 体 的 に 把 握 し た（Miles, 

Huberman & Saldana 2019）．さらに，第二段階のコー

ディングとして，共通してみられたコードをより大き

なカテゴリーとしてまとめなおし，各コードを元のテ

キストと照らし合わせながら，カテゴリー化の妥当性

を検証する作業を繰り返した（Miles, Huberman & 

Saldana 2019）．自由記述は英語により回答を得てお

り，原文のまま分析を行ったが，以下で引用する箇所

については，筆者が和訳した．

3.3　学習成果に関する分析結果
TUJP Onlineの参加で得られた学習成果に関するア

ンケートの自由記述回答の分析から，日本語力の向上，

東北大学や仙台に関する興味の深化，日本文化に関す

る知識の獲得の 3 つのテーマが浮かび上がった．以上

の 3 つのテーマ以外に言及のあったものとしては，プ

ログラムの実施言語であった英語力の向上，そして，

学習活動に組み込まれていたグループワークを通じた

他者と協働する力，グローバリゼーションや国際化の

テーマについての理解の深まりに言及する者もそれぞ

れ 1 名ずついた．以下では，浮かび上がった 3 つのテー

マについて，それぞれの回答に言及しながら詳細をみ

ていく．

3.3.1　日本語力の向上

TUJP Onlineを通じた学びの成果として，日本語力

の向上に言及した回答者の割合が最も多く，23名中18

名（78.3%）となっていた．これは，日本語授業が，

プログラムの学習時間の約半数を占めていることや，

授業以外のバディとの活動においても日本語を練習す

る機会が得られたことなどによるものであるとみられ

る．

回答では，プログラムの参加を通じて，日本語を話

す・聞くことに関する自信がついたということが複数

の参加者に共通してみられた．以下の例では，プログ

ラムで日本語を実際に使う機会が集中的に用意されて

おり，安心で快適な環境の中で練習できたことから，

日本語での会話がより自信を持って行えるようになっ

たと述べられている．

　

 日本語での会話ができるようになりました！まず，

日本語の会話の速度で，イントネーションや発音を

聞くことで，安全で快適な環境の中で自信を持って

挑戦することができました．これは，独学で勉強す

る場合や，日本語を母国語としない人たちと日本語
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を学ぶのと比べると，明らかに違います．

また，他の学生は，新しい単語や，発音，漢字などを

学び，日本語運用能力を向上させることができ，以前

よりも日本語でのディベートや，質問，スピーチがで

きるようになったと回答していた．

 多くの新しい漢字の語句と発音を学びました．私の

日本語能力はより高いレベルに達したと思います．

例えば，日本語で討論したり，質問したり，スピー

チしたりすることに抵抗がなくなりました．これら

は，このプログラムに参加する前には想像できな

かったことです．

今回，多くのプログラム参加者がプログラム参加の成

果として，日本語力を向上させたと共通して回答して

いたものの，数週間という限られた期間で得られる学

びには限界もある．ある学生は，TUJP参加を通じて，

日本語を今後も学び続けていく必要性の認識につな

がったとしていた．

 リスニング力が格段に上がった気がします．まだま

だ会話力が不足していますが，このプログラムでの

練習が今後の勉強に役立つと思います．

以上のように，TUJP Onlineの参加者にとっては，日

本語を集中的に練習できたことによって，日本語力を

向上させることができていたことが，最も中心的な学

びの一つであると言える．

3.3.2　東北大学や仙台に関する興味の深化

次に，プログラムを提供している東北大学や，その

所在地の仙台に関する話題に触れる機会を経て，東北

大や仙台の魅力が高まったと回答した者が10名いた．

TUJPを対面で実施していた時から継続して，オンラ

イン版においても，TUJPを東北大学への留学の

ファーストステップとして位置付け，将来的には，東

北大学への交換留学や学位留学といった長期の留学に

参加する上での足掛かりになるように意図しているこ

とに対応した成果であると言える．

参加者の中には，当初，東北大学や仙台についての

知識がほとんどない状態だったものの，プログラムを

通じて東北大や仙台の魅力を知ったことで，将来実際

に大学や仙台を訪問したいという意欲が芽生えたとす

る回答が複数みられた．例えば，以下の回答者は，将

来東北大で学ぶ機会がなかったとしても，今後仙台に

は訪れてみたいとしている．

 東北大に対する意識が大きく変わりました．以前

は全く知らなかったのですが，今回のプログラム

で仙台に行ってみたいと思うようになりました．

大学も街もとても素敵で，たとえ仙台に留学で滞

在することができなかったとしても，絶対に遊び

に行きたいと思います．

また，本プログラムへの参加を通じて，東北大学が国

際化に力を入れていることや，東北大学生が国際交流

や，グローバル市民として意欲的にプログラムに参加

していたことによって，東北大学に対するイメージが

より向上したとする回答もあった．

 東北大学は日本のトップ大学の一つです．私はこ

のプログラムに参加して，東北大学の国際化を強

く認識しました．東北大学の学生は，自ら進んで

外国人学生と交流し，グローバルな市民になろう

とする意欲にあふれていました．

別の学生は，今回は，オンラインでの実施のため東北

大学や仙台を訪れてみることができなかったことが残

念であったものの，オンラインプログラムへの実施に

対しては大変好意的に捉えていることが読み取れた．

 このプログラムに参加する前は全く知らなかった

仙台という都市に新たに興味を持ちました．ホー

ムステイを経験して，学生として日本での学生生

活を理解できたらとても嬉しいですが，今回（コ

ロナ禍により）オンラインで参加しなくてはなら

なかったのは残念です．しかし，先生，TA，スタッ

フ，ボランティアの方々がプログラム提供に時間

を割いてくれたことに感謝しています．
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日本の地方都市である仙台は，東京などの大都市に比

べ，海外在住者には詳しく知られていない．また，東

北大学も日本の中では有数の大学ではあるものの，そ

の詳細は，公開されている情報からだけでは具体的に

は見えてこないものもある．本プログラムへの参加を

通じて，参加者は，東北大学や仙台の魅力を直接，学

生や教員などから知ることによって，理解や興味が深

まり，今後，東北大学で学んでみたい，仙台に実際に

訪れてみたいという意欲の涵養にも繋がっていた．

3.3.3　日本社会・文化に関する知識の獲得

さらに，TUJP Onlineの参加によって得られた学び

の成果として，日本文化の理解が深まったということ

について，全体のうち 7 名が言及していた．TUJP 

Onlineでは，日本語に加え，日本社会・文化の理解を

深めることも一つの柱とし，日本社会や文化に関する

複数の講義や，東北大学の国際交流サークル主体の日

本文化紹介の交流イベントをプログラムに組み込んで

いた．さらに，日本語の授業や，東北大学生との共修

授業，バディとの授業外の会話においても日本社会や

文化の事柄が話題として用いられる場合があることも

日本社会や文化の理解に役立っていたようである．例

えば，以下の回答では，日本文化に関する講義に加え

て，国際共修や日本語授業などにおいても，日本文化

の視点に触れることができたことが言及されている．

 日本文化に関する講義や国際共修授業では，今ま

で知らなかった新しい文化的視点や，日本のポッ

プカルチャーの陰で見落とされがちな日本文化の

視点を示してくれました．また，日本語授業では，

言語面での学習に焦点を当てていましたが，動画

や授業の内容では，日本の文化における適切な態

度，すべきこと，してはいけないことをたくさん

教えてくれました．

TUJP Onlineの参加者は，日本社会や文化に関する講

義という専門的な視点からの理解に加え，教員や東北

大生との交流の中においても，日本での振る舞い方を

含め，文化的な視点を養うことができていた．

3.3.4　小括

オンラインで実施された留学生向け短期留学プログ

ラムのTUJP Onlineでは，以上に述べてきた通り，

日本語運用能力の向上，東北大学や仙台に関する理解

や興味の深まり，そして，日本社会や文化に関する知

識の獲得という 3 つが学びの成果として浮かび上がっ

た．オンラインによる参加という制約のある中で，参

加者は，目的としていた日本語力の向上や，日本文化

の理解，そして，東北大学や仙台に関する興味を深め，

将来への学びや実際の訪問への意欲を涵養することが

できていたと言える．ただし，過去に対面プログラム

として実施していた際には，参加者から本アンケート

の学習成果に関する項目について回答を得ていないた

め，現地とオンラインというプログラムの実施形態の

違いによる，学習成果の比較はできない．短期留学プ

ログラム（受入）に関しては，対面でのプログラム実

施が再開された場合に，比較分析を行うことが今後の

課題である．

4 ．ポストコロナ期に向けた留学に関する考察
学生の国際教育交流は新型コロナウイルスのパンデ

ミックで大きな影響を受けた．多くの大学が日本人の

留学者の大半を占める 1 ヵ月未満の短期留学プログラ

ムの代替として，オンライン型短期留学プログラムを

開発し，国際的な学習機会を継続的に提供するために

奔走した．第 2 ・ 3 章では，東北大学がコロナ禍で開

発・実施したオンライン型短期留学プログラムを事例

に，そのプログラムを概説し，オンライン型短期留学

プログラムの学習成果について分析した．最終章では，

ポストコロナ期に向けた留学の在り方を検討する．具

体的には，東北大学の事例分析を踏まえ，特に，留学

の新たな選択肢となったオンライン型短期留学プログ

ラムの役割と可能性について，日本におけるコロナ禍

でのオンライン留学に関する他の調査結果にも言及し

ながら，考察する． 

オンライン型短期留学プログラムは，主として派遣

のプログラムに関する分析の結果から，外国語運用能

力，異文化適応力，行動力といったグローバル・コン

ピテンシーの向上に効果が見られたが，現地研修型短

期留学プログラムと比較した場合，その効果には及ば
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なかった．この結果からグローバル・コンピテンシー

の向上には，異なる文化・社会の中で学ぶ体験学習を

通して，コンピテンシーを醸成するプロセスの重要性

が確認できた一方で，オンライン型短期留学では，現

地研修型短期留学と同様の学びは提供できなかったこ

とが明らかになった．文部科学省が2021年 3 月16日～

29日にインターネットで実施した「トビタテ!留学

JAPAN 海外留学に関する意識調査」（以下，トビタテ!

留学意識調査）においても，オンライン留学の懸念点・

デメリットに対する回答で，「海外の異文化・価値観

を体験する機会が少ない」（ 1 位），「友達を作りにくい」

（ 3 位）が上位 3 位に入っており，体験学習の重要性

が示唆されている．

一方，オンライン型短期留学特有のインパクトが東

北大学の事例分析結果から確認できた．TUJP Online

への参加が，提供先大学及び地域である東北大学及び

仙台への興味を喚起し，現地を訪れたい，留学したい

という，国際的な学びに対する意欲の向上につながっ

ていた．また，渡部（印刷中）は，GLCが実施した

現地研修型・オンライン型短期留学プログラム参加者

の事後アンケート調査データを比較分析し，「今後の

外国語で会話する機会」「今後の留学生との積極的な

交流」「今後の留学プログラムへの参加」といった留

学参加後の国際交流活動に対する意欲は，オンライン

型短期留学プログラム参加者のほうが現地研修型短期

留学プログラム参加者よりも高い傾向にあると報告し

ている．知っているが，まだ見ぬ国，実際に会えぬ人

への憧憬が更なる学びへのモチベーションになること

が伺える．

また，オンライン留学では，オンラインならではの

メリットが確認されている．前述したトビタテ!留学

意識調査において，オンライン留学のメリット上位 3

位は，「費用が抑えられる」「日本で学業や仕事を継続

しながら学べる」「日本での食事や生活環境を維持し

たまま学べる」であった．渡部（印刷中）は，オンラ

イン留学のメリットである，プログラム費用の安さや

日本の大学・研究生活と併行した海外の大学での学習

が可能になったことで，経済的に留学を諦めていた学

生，海外留学は希望しないが外国語（英語）運用能力

を主とするグローバル・コンピテンシーを向上したい

学生，大学院生といった新たな学生層に「留学」の機

会が提供できるようになったと述べている．

オンライン型短期留学は，多くの留学プログラムに

期待されているグローバル・コンピテンシーの向上に

おいて，現地研修ほどの効果は期待できないとはいえ，

オンライン型短期留学参加者はその効果を認識してい

た．現地研修型とオンライン型短期留学にかかる費用

の違いを考えると，その費用に見合った成果は十分に

期待できると考えられる．また，オンライン型短期留

学は，オンサイト留学への動機を生み，国際的な学習

に対する意欲の向上への効果が現地研修型短期留学以

上に期待できる．そして，現地研修型短期留学に参加

できない，または参加を希望しない学生層に，現地研

修型短期留学と類似した学習成果を達成する学習機会

を提供できることは，オンライン型短期留学の最大の

可能性であり，重要な役割といえる．これは，欧州委

員会がEVEを実施した理由でもあった．

オンライン型短期留学は，現地研修型短期留学の代

替として始まったが，異なる学習成果や新たな留学者

層へのリーチアウトといった可能性が明らかになっ

た．ポストコロナ期に向けた留学において，オンライ

ン型短期留学を一選択肢として残すことで，より多く

の学生が文化的多様化の進む社会での活躍に必要なコ

ンピテンシーを向上するために有用な国際的学習機会

が拡充できると考えられる．しかし，オンライン留学

は黎明期にあり，その真価が問われるのはオンサイト

留学とオンライン留学が並行して提供できる環境に

なった時であろう．今後の課題は，オンライン型短期

留学に関するデータを継続的に収集し，ポストコロナ

期における動向を観察することである．また，本調査

では 1 カ月未満の短期留学に焦点をあてたが，より長

期的な 1 学期間～ 1 年のオンライン留学の目的や学習

成果についても調査を実施する必要がある．高等教育

における国際教育交流のDXによる学びの多様化と質

の向上を探求していきたい．

注

1）  2021年11月30日に，文部科学省高等教育局学生・留

学生課留学生交流室によって「オミクロン株に対す

る水際措置の強化について（周知）」が出され，11月
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5 日の通知により一度再開された外国人の新規入国

が12月31日まで停止されることとなった．本措置は

2021年12月28日に外務省により出された「水際対策

強化にかかる新たな措置（23）」により当面の間継続

されることとなった．その後，2022年 2 月24日付けで，

外務省による「水際対策強化にかかる新たな措置（27）」

に加え，文部科学省高等教育局学生・留学生課留学

生交流室による『令和 4 年 3 月 1 日以降の「水際対

策強化に係る新たな措置（27）について（周知）』が

出され，2022年 3 月 1 日以降，留学生を含む外国人

の新規入国制限の緩和措置が実施されることになっ

た．以降，留学生の受入れ再開が進むことが予想さ

れる．

2）  現地研修型短期海外留学プログラムで使用していた

自己評価指標と基本的には同じであるが，研修場所

がオンライン上となったため，その点に言及した箇

所を修正した具体的には，異文化適応力指標の異文

化理解で，「自分が滞在したり，オンライン上でやり

取りしたりする国の人の文化ややり方を尊重して，

必要に応じて自分も合わせられる」とし，太字部分

を追加した．

3）  質問項目の原文と日本語訳は，「What did you  learn 

from the program? （どのような能力が向上しました

か）， How do you think your abilities have improved? 

（どのような能力が向上したと思いますか），How do 

you  feel  that your awareness of  Japan or Tohoku 

University has changed ?（日本や東北大学に対する

認識はどのように変わったと感じますか）」である．
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渡部由紀・末松和子（2019）「学部教育課程における短期

海外研修プログラムの開発と研修成果―東北大学グ

ローバルラーニングセンターの取り組み―」『東北大

学高度教養教育・学生支援機構 紀要』第 5 号，pp．

237-245．

渡部由紀（印刷中）「第 5 章　ポストコロナ期に向けた短

期留学プログラムのあり方に関する一考察：現地研

修・オンライン研修参加者アンケートの結果から」，

末松和子編『東北大学モデル:新時代の国際教育交流

を考える（仮）』東北出版会




