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Abstract: Japanese students are believed to have a declining affinity for reading books these days. However, 
it goes without saying that the skill of reading is essential when studying. This paper aims to clarify the 
reading activities of undergraduate overseas students. Hence, we conducted a questionnaire survey among 
219 students and follow-up interviews with some of the students. We set up 22 questions, such as the time of 
day spent reading, the number of books read in a month, the reading field, the use of e-books, and so on. In 
the interviews, we surveyed which languages students read in, how they use e-books, and so on. 
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１. はじめに  

大学生活において、問題解決能力や考え抜く

力を育成する上で読書が重要であることは言

うまでもない。しかし、日本人若者の活字離れ

や読書離れが叫ばれて久しい。1 か月に 1 冊も

本を読まない者は「不読者」と呼ばれる。2013
年の国語世論調査（文化庁, 2014）によると、

16-19 歳の不読者の割合は 42.7％、20 代の不読

者の割合は 40.5％であった。また、2016 年の大

学生の生活実態調査（大学生協,2017）において、

1日の読書時間0分が49.1％、30分未満が 11.8％、

30 分以上 60 分未満が 18.7％であった。このよ

うに日本人学生の読書離れは深刻である。 
留学生に関しても、読書離れが進行している

と推測されるが、留学生を対象にした読書調査

は、管見の限り、ほとんど見られない。本研究

の最終目標は、学部留学生に対する、とりわけ、

不読留学生の読書支援である。本研究では、そ

の支援の前の段階として、不読者の読書活動の

実態を把握することを目的とする。 
 
２. 調査方法  

2.1 アンケート調査 
2017 年 6 月から 7 月にかけて、2 つの大学の

学部留学生（1～4 年生、人文系・社会系・自然

系、交換留学生を含む）219 名を対象に、22 項

目のアンケート調査を行った。留学生の所属学

部は、人文系が 49％、社会系が 31％、自然系

が 10％、その他が 10％である。学年は、1 年が

42％、2 年が 21％、3 年が 16％、4 年が 17％、

その他が 4％である。国籍は中国が 46％、韓国

が 33％、台湾が 6％、ドイツが 5％、その他が

10％である。 
主な調査項目は次の通りである。1 日当たり

の読書時間（教科書を除く書籍 注１、雑誌、マ

ンガ、新聞紙、テレビ、インターネット）、1
ヶ月の読書冊数（教科書を除く書籍、雑誌、マ

ンガ）、読書分野、図書館・本屋の利用頻度、

図書館の利用内容、1 か月の本代、読書の好き

嫌い、読書の重要性、読書量の変化、電子書籍

の利用経験、電子書籍と印刷書籍の利用割合な

どである。 
2.2 フォローアップ・インタビュー調査 
 アンケート調査の後、さらに関連情報を得る

ためにフォローアップ・インタビューを実施し

た。アンケート調査に協力した人文系留学生（1
～4 年生）25 名を対象に、2017 年 11 月から 12
月にかけて調査した。1 人当たり約 20 分の半構

造化インタビューで、主な質問項目は次の通り

である。母国での読書活動、母国・日本での新

聞のアクセス、何語の書籍を読むか、日本語に

よる読書の難易度、電子書籍の利用である。 
 
３. 調査の結果 
3.1 アンケート調査 
 主な結果は次の通りである（N=219）。 
1）1 日当たりの書籍の読書時間は、0 分が 25％、

30分未満が30％、30分以上1時間未満が 29％、

1 時間以上 2 時間未満が 10％であった。 
2）1 日当たりの新聞紙閲覧時間は、0 分が 66％、

30分未満が28％、30分以上1時間未満が 3％、

1 時間以上 2 時間未満が 3％であった。 



3）1 ヶ月の書籍の読書冊数は、0 冊が 24％、1
冊が 42％、2 冊が 19％、3 冊が 7％、4 冊以

上が 8％であった。 
4）読書の重要性については、強くそう思うが

35％、そう思うが 54％、あまりそう思わない

が 8%、全くそう思わないが 0％であった。 
5）電子書籍の利用経験の有無は、有りが 85％、

無しが 15％であった。 
6）5）で、有りと回答した学生の電子書籍の利

用頻度は、ほぼ毎日が 20％、少なくとも週 1
度が 31％、少なくとも月 1 度が 20％、ほと

んど利用しないが 29％であった。 
3.2 フォローアップ・インタビュー調査 

主な結果を次に示す（N=25、  9）のみ N=21）。 
7）母国での読書量と比較し、日本で増えたの

は 16％、母国と同じは 44％（このうち、母

国でも日本でも読書をしないは 16％）、日本

で減少したのは 40％であった。 
8）日本での新聞アクセスについて、主に紙面

が 8％、主にインターネットが 56％、同程度

が 8％、読まないが 28％であった。 
9）何語の書籍を読むかについて、母語が 61％、

日本語が 19％、母語と日本語が同程度は 19％
であった。 

10）日本語による書籍の難易度について、問題

無しが 16％、難しいが 84％であった。 
 
４. 考察 

1）から、1 日の読書時間が 0 分の割合は、大

学生協（2017）の 49.1％と比較し、本調査（25％）

はその半分であることがわかった。そして、3）
から、不読者の割合は、文化庁（2014）と比較

し、本調査（24％）は 10％以上少ないことがわ

かった。しかし、留学生の 4 人に 1 人は読書を

していない事実は重く受け止める必要がある。 
9）から、何語の書籍を読むかについて、過

半数が母語であることがわかった。これは日本

語能力の問題と関係なく、日本語が熟達した 4
年生においても母語の小説を読んでいた。一方、

日本語で読書をしていたのは、主に日本語能力

を伸ばすために、日本語が難しくても挑戦して

いる学生であった。10）から、日本語での読書

が難しいと感じている割合は 84％と極めて高

いことがわかった。その原因については、漢字

の読みと意味、縦書きの不慣れ、留学生の日常

生活で使用しない語彙が挙げられた。 
2）から、日本で新聞紙を閲覧していない留

学生の割合は 7割弱であることがわかる。なお、

調査では、新聞紙の言語を日本語に限定しなか

ったため、大学図書館で母語による新聞を閲覧

している場合も含まれる。一方、新聞を閲覧し

ている学生は、就職活動を機に読み始めること

が多いようだ。8）から、新聞へのアクセスは

インターネットが過半数を超えていることが

わかる。ただし、インターネットのニュースは、

新聞社のニュースサイトにアクセスするので

はなく、検索サイトに接続した際に、同じ画面

に表示されるニュースから情報を得ることが

多いようである。また、インターネットのニュ

ースにもアクセスしていない学生が 3割弱もい

たことを問題視する。 
 5）と 6）から、電子書籍を利用した経験を有

する学生は 85％だが、その中で 29％はほとん

ど利用していない。つまり、全体の約 4 割が利

用した経験がない、または、利用した経験を有

しても利用していない。反対に、全体の約 6 割

が、月 1 度以上利用している。現在、電子書籍

の利用頻度は取り立てて高いとは言えない。な

お、電子書籍の機器の種類について、インタビ

ュー調査（N=21、複数回答可）で尋ねたところ、

スマートフォンが 85％を占めた。今後、電子書

籍専用端末（Kindle など）やタブレットを所有

する留学生が増えれば、電子書籍の利用はさら

に伸びてくるだろう。 
 
５. おわりに 

本調査から、学部留学生で、1 か月に 1 冊も

本を読まない不読者は 24％、1 日の読書時間が

0 分の学生は 25％であることがわかった。これ

らの数値は日本人（学生）を対象にした調査よ

り数値は低いが、4 人に 1 人の割合で、本を読

んでいないため、何らかの対策を講じる必要が

ある。また、言語の観点から、母語の読書が過

半数を超えていたため、日本語による読書活動

を活性化させる仕掛けを考えたい。 
 

注   
注 1 大学生を対象にした読書調査（平山,2015）では 教

科書を除外した書籍を対象にしている。 
付記 

本研究は科学研究費補助金基盤研究（Ｃ）（課題番号：

17Ｋ02873）の成果の一部である。 
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