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要	 旨 

本研究の目的は、留学生別科に在籍する短期留学生が学内のグローバル人材育成にどう貢献で

きるかを検証する方法を探ることにある。そのために「学部生への留学動機を高めること」を指

標に予備調査を行い、取り組むべき課題として「学部１年生からの留学計画」「海外への興味を

喚起する人物との出会い」の２つを取り上げた。この課題解決に留学生が貢献することで、グロ

ーバル人材育成への貢献となり得ると考え、具体的な貢献策のモデルとして学部１年生の英語授

業と留学生別科留学生との日英合同授業を実施した。 

本稿では、合同授業実施後に行った学部生、留学生のアンケート結果を基に今後、合同授業を

どのように実施して行くことで効果が期待できるかについて論じる。 

 

 

【キーワード】グローバル人材育成、留学動機を高める、受け入れ留学生の貢献、合同授業、 

 

1	 はじめに	 

グローバル人材育成の取り組みという名の下、各大学ではその特徴を活かした取り組みが

進められている。「若い世代の「内向き志向」を克服し、国際的な産業競争力の向上や国と

国の絆の強化の基盤として、グローバルな舞台に積極的に挑戦し活躍できる人材の育成を図

るため、大学教育のグローバル化のための体制整備を推進する。」（文部科学省のホームペー

ジより）との国の旗ふりの下、各高等教育機関での取り組みが進んできた。なかでも、受け

入れ留学者数や海外留学へ送り出す数の増加を目指す大学は多い。成果が数値で示され、目

標数を報告する点でも数を提示できる取り組みは魅力的である。 

しかし、留学学生数の増加や海外送り出し数の増加がどのような形で「グローバルな人材

の育成」に貢献するのか。この根本的な問いに対し、その効果を実際に測った研究は管見の

ところない。筆者は本学の留学生別科で海外から受け入れた留学生向けの日本語プログラム

『外語大学における多文化交流〜留学生と一般学生の交流の実態

と意識の変容』研究成果報告書(2014.3) p59-73 
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に携わる。今後、学内に留学生を増やしていく方針の下、交換留学生の受け皿としての日本

語プログラムであると同時に、本学の学生の人材育成の一翼を担う留学生教育を目指すべき

であると考える。留学生数増加という数値目標の陰で見落とされている効果を可視化し言語

化することで、「留学生」の存在意義を数字ではない形で共有できることを目指したい。	 

	 本研究では、留学生別科に所属する留学生が学内のグローバル人材育成にどのような形で

貢献できるか、「学部生の留学動機を高める」という一つの指標を立て、そこに向かうため

の課題をあげ、今後の検証の視点を提案する。	 

	 

2.	 本研究で対象とする留学生	 

	 本学の留学生受け入れは、2000 年９月に留学生別科が開講し、その半年後、学部への留学

生入学が始まった。その他、大学院にも数名在籍している。このうち、本研究では、留学生

別科に所属する短期留学生に焦点を当てる。以後、「留学生」と言うのは留学生別科に所属

する留学生を指す。	 

	 

	 	 図１．留学生別科に所属する学生数	 	 

	 

	 留学生別科に所属する留学生は図１の通りである。開講当初は進学を目指す私費留学生と

交換協定校からの交換留学生がほぼ同数在籍し、これに加えてＩＥＳ全米大学連盟東京留学

センターのプログラム注(1)（以下「IES プログラム」）の留学生、という異なる３種類の留学

生を抱えていた。この 10 数年の間に交換留学生の数が増え、私費留学生については現在、

募集を停止している。	 

	 交換留学生は、世界約 15 カ国から 4 月か 9 月の年 2 回来日し、8 割近くの学生が１年間在

籍、残りは１学期間在籍する。毎学期半数近くの学生が入れ替わることになるが、留学生別

科には常に 50 名前後の学生が在籍する。IES プログラムの学生はアメリカの大学に所属する

学生で、ほぼ全員１学期間だけ在籍する。出身国での専門は多様で、日本語学や東アジア研

究などの文系に限らず、理科系、医療系などの学生も含まれる。	 
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3	 予備調査：留学経験者へのインタビュー	 

3-1	 調査の概要と結果	 

	 留学生が「学部生の留学動機を高める」ためにどのような方向で貢献が可能かを探るため、

予備調査として留学経験がある学部生へのインタビューを実施した。	 

	 「留学経験があり、自分の経験から学内の留学促進環境についての意見を言える学生」と

いう条件で該当する者を探した。関係の教員の紹介で３名の学部学生の協力を得て、2012

年 7 月〜12 月の間に１人ずつ個別に１時間から１時間半のインタビューを行った。	 

	 インタビューの形式は半構造化インタビューで、予め準備した質問「留学を含めた過去の

渡航経験」、「大学入学から留学を決めるまでの経緯」、「留学する動機に影響を与えたと考え

られるもの」から、掘り下げて質問を広げていった。インタビュー会話は本人の許可をとっ

て IC レコーダーで録音し、聞き取った内容を時系列に並べ直して記録した。各人のメモか

ら本稿に関係する箇所を抜粋したものを表１に記す。	 

	 

表１．予備調査メモの抜粋	 

1.	 学部生 A（男・英米語学科４年）１年生夏休み２ヶ月語学留学、２年生前期私費留学。	 

【留学動機】 

・1年時の BH 旅行で引率した ELI 教員の影響でアメリカに興味を持ち、留学を決めた。	 

・興味がある国は色々あるが、英語が上手になりたかったので英語圏以外の留学は考えなか

った。	 

【留学を動機づける学内環境について】 

・説明会は興味がある人でないとわざわざ決められた日時に参加しない。留学に必要な情報

がどこかにあることはわかっているが、必要になって初めて（情報に）アクセスする。	 

・正規の交換留学生で行く人は１年時から準備している。	 

・留学に必要な条件を整えるには１年時から計画的に行動する必要がある。しかし、サーク

ルなどに入ると留学に向けての学生生活ではなくなる。	 

・留学生と交流したいが、サークルが忙しくて空き時間が少ないので申し込んでもチュータ

ーに選ばれないようだ。	 

2.	 学部生 B（男・IC 学科※	 4 年生）３年生後期から交換留学生として米国留学。	 

【留学動機】 

・大学１年生の春休みに２ヶ月間世界各国の若者と船で過ごす機会があり、外国人のほか留

学経験をした日本人と接し、自分自身も留学したいと思った。	 

【留学を動機づける学内環境について】 

・留学を思い立ったのが２年生の春休みだったので交換留学生として応募するにはかなり厳

しかった。	 

・短期の語学留学を含め、周囲には留学経験者は多いが交換留学で行く人は少ない。自分で

手続きするのは大変なので結局、手続きを含めて業者にお金を払って留学する人が多い。	 

・この大学の学生であれば基本的に海外へ行きたいという動機がある。実際に行きたいと思

えば情報にアクセスし、コンパクトにまとまった情報をもらえるが、気持ちはあっても情報

にアクセスしようというところまで行きつかない。	 
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・社会人や先生の留学体験よりも同じ大学生の話の方が自分も留学しようという動機付けに

なる。	 

３.	 学部生 C（男・IC 学科※３年生）１年生春休み英語圏に語学留学。現在留学を検討中。	 

【留学動機】 

・高校生の時に英語に興味を持ち入学した。１年生のクラスに英語が出来る人が多く、焦っ

て英語が上手になりたいと思い、語学留学した。	 

・別科生との出会いで東南アジアに興味を持つようになり、現在、東南アジアへ留学したい

が、長期だと帰国後の就職が心配なので躊躇している。	 

【留学を動機づける学内環境について】 

・１、２年生のときには長期の留学を考えるきっかけがない。大学入学前から留学すること

を計画できる仕組みが必要。入学時から留学を視野に入れて大学生活を送れる。	 

・１、２年生のときには東アジアに興味がなく、学科にいる学部留学生からの刺激もなかっ

た。MULC に行く偶然のきっかけが自分のアジアへの関心を高めた。英米や IC の学生にとっ

て SALC の敷居は低いが MULC の敷居は高い。カエデに留学生がいるのはわかっているが友達

がいないと手持ち無沙汰になるのが怖くて行かない。	 

※	 IC 学科：外国語学部国際コミュニケーション	 (International	 Communication)学科	 

	 	 

3-2	 	 予備調査を基にした課題の設定	 

	 インタビューの対象者は３名と少数であったが、留学への行動を起こすにあたって共通し

て指摘している課題が浮かび上がった。予備調査から浮かび上がった課題を以下の１）およ

び２）に記す。	 

	 

	 １）留学の計画は入学直後や１年時から立てる機会が必要である。しかし、入学直後は目	 

	 	 	 の前の新しい環境のなかで具体的な計画を立てる機会がない。具体的な計画がないと	 

	 	 	 自分から留学のための情報にアクセスすることはない。	 

	 	 課題１：学部１年生が留学について具体的な計画を立てる機会が必要。 

 

	 ２）外語大学へ入学した時点で語学、特に英語が上手になりたいと言う基本的な留学動機	 

	 	 	 を持っている。この動機が具体的な行動へ移行する契機となったのは、留学生や外国

人教員を含めた外国人との出会いや留学体験者との出会いが契機となった。	 

課題２： 留学を後押しする経験や人との出会いの機会が必要。 

	 	 	 	 

	 学部生の留学促進に向けた課題１、課題２を留学生別科の留学生によって解決できること

を目指し、１年生を対象にした Freshman	 English との合同授業を企画した。理由は、１年

生の必修科目であり、まだ具体的に留学について考えていない「留学予備軍」が多数含まれ

ると予測したからである。加えて、語学の授業であり、留学生別科の日本語授業と自然に連

携できることも考慮した。授業担当の教員には個別にアプローチをし、対面やメール等で協

力を依頼し、了解を得た。一方で、留学生別科の教員にも合同授業への協力を呼びかけた。	 
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4	 英語・日本語の合同授業	 

4-1	 	 授業の概要と実施内容	 

	 本研究での「合同授業」とは、異なる２つ以上の授業が同じ時間帯を使って双方の学習目

的に合わせて授業活動を行うことである。留学生別科では、これまでも機会がある度に学部

の授業との合同授業を実施してきた。今回は、学部１年生の英語授業と留学生別科の開講科

目のうち、英語話者の履修者が大半を占める授業との合同授業を計画した。具体的な科目名

は、学部科目が Freshman	 English、留学生別科科目は「実践日本語/Japanese	 in	 context」

および「インターアクション日本語」である。	 

	 合同授業の進め方には多様な方法がある。今回は、「90 分の授業を前半 45 分、後半 45 分

に分け、それぞれ日本語と英語のセッションに分けて行う方法」か「90 分の時間を使って英

語と日本語など共有する言語を駆使してコミュニケーションを取りながら双方の学生が協

力してタスクを遂行する方法」のいずれかで授業が実施された。	 

	 

表 2.	 各合同クラスの出席人数と活動	 

学部１年生 

英語クラス 

１１９人 
英語セッション 

留学生 

日本語クラス 

述べ 59 人 

実数 46 人注（2) 

日本語セッション 

 33人 日本の祭りについて紹介 13人 遊びの計画を立てる 

20人 映画についてディスカッション 13人 大学生活双六遊び 

24人 日本についての紹介 12人 ビブリオバトル形式の書評 

20人 日本の観光地の紹介 10人 母国の観光地の紹介 

22人 インタビュー 11人 日本についてのコラージュ 

	 

	 表 2 は、2013 年 9 月から 12 月にかけて実施した合同授業の一覧である。Freshman	 English

は本学へ学部１生の必修科目であり、週 2〜4 回注（３）開講される。授業は英語母語話者の教員

が担当し、教室での指示も含めすべて授業は英語で行われる。	 

	 一方の留学生別科側の科目も教室の指示もを含めすべて授業は日本語で行われる。今回合

同授業を実施したクラスはいずれも初級のクラスであり、「実践日本語(Japanese	 in	 

context)」は週 4 回、「日本語インターアクション(Japanese	 Interaction)」は週 3 回それ

ぞれ開講されている。「実践日本語」は IES プログラムの必修科目であり、アメリカからの

留学生が履修する。これに加えて今回の合同授業にはインドネシア、スペイン、フィンラン

ドの交換留学生が履修していた。この学生たちは英語を得意とする学生たちであり、英語で

のセッションやアンケート調査の回答についても特別な配慮は必要としなかった。	 

	 「日本語インターアクション」は、留学生別科の必修科目で履修学生は全員交換留学生で
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ある。合同授業に参加したクラスは、アメリカ、ブラジル、中国、スペイン、メキシコ、イ

ンドネシアのなどの数カ国出身の学生で構成された。	 

	 

4-2	 合同授業参加学生へのアンケート調査	 

4-2-1	 アンケートの概要	 	 

	 	 アンケートの質問は以下の通り。英語版のアンケートは質問ごとに英語での設問を付す。	 

	 

	 	 

	 実施時期：2013 年 12 月３日〜25 日の間	 

	 学部生：授業担当教員経由でアンケート協力の承諾が得られた 103 名の学生のアドレス宛	 

	 	 	 	 	 に Web アンケートのアドレスを送付し、71 名からの回答が得られた。	 

	 留学生：英語を母語とする学生を対象の「実践日本語」を履修している 32 名注(4)に英語で

書かれた紙媒体でのアンケートを実施した。質問、回答ともに英語を使用した。	 

	 

Q１．留学生との合同授業「全体の感想」として一番近いものはどれですか 

 	 	 	 楽しかった・勉強になった・難しかった・大変だった・つまらなかった・その他	  

  
 Q2. 合同授業のなかで「英語で話す時間の感想」として一番近いものはどれですか。 

	 	 	 	 楽しかった・勉強になった・難しかった・大変だった・つまらなかった・その他 

  
 Q３．合同授業のなかで「日本語で話す時間の感想」として一番近いものはどれですか  

	 	 	 	 楽しかった・勉強になった・難しかった・大変だった・つまらなかった・その他 

  
 Q４．あなたは合同授業以外でも KUIS の外国人留学生と話すことがありますか 

 	 場所 

 	 	 主に SALC    主にMULC	 主にカエデラウンジ	 	 主に学食（ラパスなど）	 	  

	 	  主に廊下 主にサークル活動などで	 	  その他 

 	 相手 
 	 	 	 北米（アメリカ、メキシコなど）、南米（ブラジルなど）、欧州（スペイン、フィンランドなど） 

 	 	 	 東アジア（中国、韓国、台湾など）、東南アジア（タイ、ベトナム、インドネシアなど）、 

      その他 

 	 言語	 	 主に日本語で話す	 	 主に英語で話す 

  
 Q5．あたなは大学生の間に海外へ留学しますか。今の考えを教えてください。 

 	 今のところ留学するつもりはない	 	 留学するつもりだが、留学期間はまだ考えていない 

 	 数週間の留学プログラムで行く予定	 	 １学期間の留学プログラムで行く予定 
 	 １年間の留学プログラムで行く予定	 	 	 その他 
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4-2-2	 合同授業に関するアンケート回答	 

	 本項では、授業の感想についての質問の回答を示す。今回の調査では学部生の回答数は 71

名であるのに対し、留学生は 32 名である。両者の総数に差があるため、人数の比較ではな

く、学部生、留学生の回答母数全体に占める割合を比較した。具体的には、学部生は回答し

た 71 人を 100%に換算し、留学生は回答した 32 人を 100%としてグラフ（図 2〜図 7）を作成

した。学部生、留学生のそれぞれの質問に対する回答人数は表 3〜表 6 に記す。	 

	 

（1）全体の感想	 	 

	 

表３.全体についての感想（項目別回答人数）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （単位：人）	 

	 

	 	 	 	 

	 

	 

	 	 	 

	 

	 

	 

図 2.全体についての感想（全体に占める回答の比較）	 (単位：%)	 

	 

感想	 学部生（71 人）	 留学生（32 人）	 

楽しかった Enjoyed	 51	 24	 

学んだ	 Learned	 14	 4	 

大変・難しかった	 Difficult	 5	 1	 

つまらなかった	 Bored	 	 0	 2	 

その他	 Others	 1	 1	 

【質問１】	 

留学生との合同授業「全体の感想」として一番近いものはどれですか。Which	 word	 is	 the	 

best	 match	 to	 express	 your	 impression	 about	 the	 “whole	 image	 of	 the	 language	 exchange	 

class	 with	 Freshman	 English?”	 
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	 合同授業全体に対する感想は学部生、留学生とも圧倒的に「楽しかった」が大半を占める。

留学生の「その他」の具体的な記述には interesting の感想が書かれていた。合同授業に対

する感想は双方とも良いということがわかる。	 

	 

（2）学習言語でのセッションの感想	 

	 

	 	 	 	 	 表 4．学習言語のセッションについての感想（項目別回答人数）	 （単位：人）	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

図 3.学習言語セッションについての感想（全体に占める回答の比較）	 	 	 	 （単位：％）	 

	 

	 学部生の学習言語でのセッションは英語を、留学生場合には日本語を使って行われたセッ

ションを指す。留学生は全体の割合の半数が「楽しかった」、残りの半数が「学んだ」であ

るのに対し、学部生は「楽しかった」が減り、「学んだ」と「大変・難しかった」がほぼ同

数で 3割強を占める。ここから、留学生は日本語を使うことを楽しく感じ、その一方で学ん

感想	 学部生（71 人）	 留学生（32 人）	 

楽しかった Enjoyed	 16	 15	 

学んだ	 Learned	 27	 13	 

大変・難しかった	 Difficult	 25	 3	 

つまらなかった	 Bored	 	 0	 1	 

その他	 Others	 3	 0	 

【質問２】	 

合同授業のなかで、「英語で話す時間の感想」として一番近いものはどれですか。	 

Which	 word	 is	 the	 best	 match	 to	 express	 your	 impression	 about	 “the	 time	 for	 

using	 Japanese	 in	 that	 class”?	 	 	 

23#

38# 35#

0#
4#

47#
41#

9#
3# 0#

0#

50#

	

71 =100% 32 =100%
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だという実感を得るのに対し、学部生は英語を使うことを困難に感じ、その一方で学んだと

言う実感を得ていることがわかる。	 

	 

（3）母語あるいは得意言語でのセッションでの感想	 

	 

	 	 	 表 5．学習言語のセッションについての感想（項目別回答人数）	 （単位：人）	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 	 

	 図 4.学習言語セッションについての感想（全体に占める回答の比較）	 	 	 （単位：％）	 

	 

	 学部生は日本語でのセッションが、留学生は英語でのセッションがそれぞれ母語あるいは

得意な言語注(5)のセッションであった。ここでは、学部生の半数以上が「楽しかった」と答

えているのに対し、留学生は「その他」が 3割近くを占める。「その他」には No	 impression,	 

unhelpful,	 normal,	 capable,助け合うのは楽しい、などの記述があった。	 

	 図 3 と図 4 を比較すると、学習言語か母語かによって「楽しかった」と評価する割合に学

感想	 学部生（71 人）	 留学生（32 人）	 

楽しかった Enjoyed	 47	 16	 

学んだ	 Learned	 10	 2	 

大変・難しかった	 Difficult	 14	 3	 

つまらなかった	 Bored	 	 0	 2	 

その他	 Others	 0	 9	 

【質問３】	 

合同授業のなかで、「日本語で話す時間の感想」として一番近いものはどれですか。	 

Which	 word	 is	 the	 best	 match	 to	 express	 your	 impression	 about	 “the	 time	 for	 using	 

English	 in	 that	 class”?	 	 	 

66"

14"
20"

0" 0"

50"

6"
10"

6"

28"

0"

50"

	

71 =100% 32 =100%
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部生と留学生との間に違いがあることがわかる。学習言語か母語かで「楽しかった」と答え

た割合がほとんど変わらない留学生に対し、学部生の場合、母語でのセッションは「楽しか

った」が大半を占めている。	 

	 

4-2-3	 授業外での交流頻度と場所に関する回答	 

	 本項では、今回の授業以外に普段からどのぐらい留学生／日本人学生との接触があるかを

尋ねた結果を示す。	 

	 本アンケートは 12 月に合同授業を実施した１クラスを除き、合同授業実施後１ヶ月以上

間の間を開けて調査した。その意図は、合同授業をきっかけにその後も学部生と留学生とが

連絡を取り合っている場合を想定したからである。しかし、学部生の回答には合同授業以外

で留学生と話す機会が「まったくない」と答えた学生が３割もいた。合同授業でお互いの連

絡先を交換している様子が見られたが、教師が期待するほど合同授業での出会いはその後の

交流へと発展していないことが示された。	 

	 

（1）接触する頻度	 

	 

	 	 	 表 6．合同授業以外で話す頻度（項目別回答人数）	 （単位：人）	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

図 5 .合同授業以外で相手と話す機会（全体に占める回答の割合）	 	 	 （単位：％）	 

感想	 学部生（71 人）	 留学生（31 人）	 

まったくない	 Never	 23	 0	 

たまにある	 	 Rarely	 25	 5	 

ときどきある	 	 Sometimes	 10	 7	 

よくある	 	 Often	 13	 17	 

無回答	 	 3	 

【質問 4】	 

あなたは合同授業以外でも KUISの外国人留学生と話すことがありますか。 
Do	 you	 often	 talk	 with	 Japanese	 students	 outside	 the	 class?	 

 

,"
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	 学部生のなかで留学生とよく話す機会がある学生が全体の２割弱であるのに対し、留学生

は頻度の差はあるものの 6割近くが学部生と授業以外でも話す機会を持っている。一方、留

学生と話す機会が全くない学部生が 3割いるのに対し、留学生は「まったくない」はゼロで

あった。学内における全体の人数比の違いに加え、留学生には留学中の支援策の一つとして

相談や会話相手をしてくれる日本人学生を紹介していることによる違いも大きい。また、留

学生は日本へ留学しているため、限られた滞在期間中に日本人学生との接触の機会を積極的

に持とうという動機が強いことが今回のデータに影響していると考える。	 

	 

（2）接触する場所	 

	 

図 6.合同授業以外で相手と話す場所（全体に占める回答の割合）	 	 	 （単位：％）	 

	 

	 学部生、留学生ともに SALC で話す機会が一番多い。学部生が MULC でも話す機会が多いの

に対し、留学生側は 3人しかいない。これは留学生側のアンケート調査対象が IES プログラ

ムの留学生を中心とした集団であり、アメリカからの留学生が多いことに起因する。逆に、

MULC で留学生と話す機会が多い学部生は、合同授業での出会いとは関係なく、別の機会に留

学生と出会い、交流していることが窺えた。	 

	 留学生の「その他」で記述された具体的な場所は学外であった。例えば、バイト先、居酒

屋、カラオケ、クラブなどの場所が記されている。ただし、英語の設問では「本学の」とい

う言葉が入っておらず、他大学の日本人学生が今回の数に含まれている可能性がある。	 

【質問 4 で「たまにある」「ときどきある」「よくある」と答えた人】	 

どこで話しますか。よく話す場所を選んでください。（複数回答可） 
Where	 do	 you	 talk	 with	 Japanese	 students?	 	 
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4-2-4	 学部１年生の留学計画に関する回答	 

	 本項では、現在の留学計画の回答を示す。この質問は学部生にのみ質問をした。留学期間

を複数検討している学生もいるため、回答は複数回答としている。	 

	 

	 

図 7.	 現時点での留学予定について	 	 	 	 (単位：人)	 

	 

	 	 71 名のうち、「留学するつもりだが、留学期間はまだ考えていない」が 29 名で一番多か

った。「１年間の留学プログラムで行く予定」（13 名）と「数週間のプログラムで行く予定」

（18 名）は、複数回答として両方を選んでいる学生もいた。全体的には留学したい気持ちは

あるが、１年生の 12 月の段階では具体的な計画を持っていない学生が一番多いことがわか

った。	 	 	 	 

	 現時点で留学期間を決めている学生は「数週間のプログラムで行く予定」（18 名）、「１年

間のプログラムで行く予定」（13 名）に大別され、「１学期間の留学プログラムで行く予定」

は０であった。長期、短期の両方に回答をしている学生も含み、夏休みや春休み等の授業期

間以外を利用した留学を考えている学生が一番多い。	 

	 予備調査で留学経験者が指摘したように、留学を実現するには１年生のときから具体的な

留学計画を持つことが大切である。2 年、3 年になっていざ、留学をしたいと思ったときに

は留学に必要な条件が揃えられない、就職活動が心配などの理由で留学を諦めざるを得なく

なるからである。留学によってグローバルな視野を身につけることを目指すのであれば、語

学力を伸ばすためだけの短期留学ではなく、海外で学生として生活する長期留学を目指すべ

きであろう。そのためには「留学するつもりはない」という計画も含めて１年生の学期終わ

【質問 5】	 

あなたは大学生の間に海外へ留学しますか。今の考えを教えてください。	 
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りには全員が留学に関して明確な方針や計画を持っていることが目指されなければならな

い。	 

	 	 

5	 合同授業に関する今後の課題	 	 

	 本研究の目的は、本学が海外から受け入れる留学生がグローバル人材育成にどう貢献でき

るかを検証し、説明する方法を探ることであった。グローバル人材育成の一つの指標である

海外留学の促進にどう貢献できるかに焦点を当てた。予備調査の結果から見えた「留学動機

を高めるための課題」に対し、その解決に来日留学生が寄与できるか検討することで、人材

育成への貢献を説明することを試みた。今回の研究では学部生と別科留学生との合同授業を

実施し、アンケートを実施するという一連の活動の枠組みを作った。この枠組みこそ、本研

究で目指した「グローバル人材育成への貢献を説明可能なものとする」ための枠組みである。	 

	 今後は、合同授業という活動を通して当初の狙いどおり、留学への動機が高まったかどう

か縦断的にデータを採る必要がある。	 

	 その一方で、先述 3−2 で述べた「動機を高めるための課題」を解決するために今回の合同

授業では十分とは言えなかった。今後、合同授業をどのように実施して行くことで効果が期

待できるか、以下に課題を述べたい。	 

	 

合同授業の課題１：学習言語セッションにおける学部生の意識を変える工夫	 

	 合同授業全体については学部生、留学生ともに「楽しかった」が大半を占めるが、自分が

学習している言語を使う際に両者にはその意識の差が見られた（4-2-2 の図 3、図 4）。学部

生は母語でのセッションはほとんどの学生が「楽しい」と感じるが、学習言語を使うセッシ

ョンでは一転して「楽しい」と感じるよりも「大変・難しかった」が増えている。一方、留

学生は学習言語を使うときと母語を使うときとで「楽しい」という評価に大きな違いはなか

った。この違いはどこから来るのであろうか。	 

	 学部生は英語を正しく使うことへの意識が高いため、コミュニケーションを楽しむことが

できないのではないだろうか。留学生も日本語を使うのは大変であるが、日本語も英語もコ

ミュニケーションの手段と言う意味で大きな違いはなく、どちらの言語であってもコミュニ

ケーションを楽しめたかどうかがセッションに対する印象を左右したと考えられる。	 

	 鳥飼（2011）は、日本人は英語の母語話者を目標にし、母語話者の規範に沿って話そうと

いう無理な目標を立てず、「国際共通語としての英語」を学ぶことを目標にすべきであると

提唱する。コミュニケーション場面で使う英語は「通じればそれで良し」という気持ちでま

ずは英語を使ってコミュニケーションを取ることを 重視するというものである。そこに日

本人的な文法や発音の特徴が出ていても、それが「日本人が話す英語」であり、コミュニケ

ーション場面ではそれを恥じることはない。そもそも「オーストラリア人の英語」「イギリ

ス人の英語」のように英語母語話者が話す英語にも多様性がある。「日本人の英語」「タイ人

の英語」のように非母語話者が話す英語にもまた多様性があって然るべきである。	 

	 留学生別科の特に交換留学生たちは留学生同士が共通語として日本語を使う。その日本語

は母語話者が使う日本語とは違うが、日本語でコミュニケーションを取ろうと試みている。

この要素合同授業のなかに取り入れることで、英語を使ったコミュニケーションへの自信を

つけ、その英語を使って海外で生活をしてみようという気持ちを後押しするのではないだろ
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うか。	 

	 留学生は、英語セッションの時間に日本人学生が正しい英語を話すことにとらわれて黙り

込んでしまったり、頻繁に辞書を引くことで会話が止まってしまうより、間違いを恐れずに

積極的にコミュニケーションを取る態度を期待しているようである。	 

	 今回の調査では合同授業は１コマあるいは 2コマだけであり、合同授業で行った活動は情

報伝達を目標とするものが多かった。今後は、合同授業として行う活動を工夫し、お互いの

考えを言葉で相手に伝えなければ成り立たない活動を設定することが望まれる。	 

	 

合同授業の課題２：	 授業外でも接触しなければならない活動	 

	 留学生は学外においても日本人学生と接触する機会があるのに対し、学部生の多くが合同

授業後には留学生と接触する機会がないことが示された。つまり、今回のような合同授業で

は「留学動機を高める出会い」の役目を果たせなかったことがわかる。	 

	 合同授業で１度会っただけでは、その際に連絡先を交換してもなかなか連絡がとりにくい。

気が合う者同士であれば友達になる機会もあるが、異なる考えを持つ相手だからこそ、学ぶ

ことも少なくない。また、留学生には日本人チューターやサークルで知り合った学生など接

する相手の日本人が周囲にいる。連絡先を交換したあと、わざわざ連絡をするのにはエネル

ギーが必要であり、留学生側から連絡をとる動機は低い。	 

	 そこで、合同授業を１学期に１回ではなく、ある一定期間継続して行われるプロジェクト

の形で実施すれば、その期間に頻繁に連絡を取り、話し合う過程で仲間意識が生まれること

が期待できる。	 

	 １回の授業であれば各授業担当教員の判断で合同授業を実施することができるが、回数を

増やしたり、一定期間のプロジェクト型で合同授業を行う場合には、大学の学部、別科の枠

を超えたカリキュラムの連携が必要となってくる。今回実施した合同授業が学部生の留学動

機を高めるために貢献し得るものであることを学内で共有し、今後さらに規模を広げて合同

授業を行うことで、さらに多くの１年生へ影響を与える事が出来ると考える。	 

	 

合同授業の課題３：	 具体的な留学を意識させる工夫	 

	 今回、	 合同授業を行ったのは１年生であった。予備調査のインタビューでも指摘されて

いたが、１年生のうちは具体的な留学計画を持つに至らず、学年が進んでいざ留学をしよう

という時期になって「１年生のときから準備すればよかった」と後悔するという。今回のア

ンケートは 12 月に実施したため、１年生の学年末に近い時期でもあった。この時点で、「留

学する予定がない」という学生はそれなりに別の計画があり、意思がはっきりしていると言

えよう。しかし、「留学する予定だが具体的な期間を決めていない」学部生は、言い換えれ

ば「何となく留学はしたいけどまだ調べていない」ということでもある。自分はこの先、ど

の時期にどのぐらいの長さで、どこの国へ行くのか、具体的な計画がないのだ。こうした学

生を１年生の合同授業で留学計画を立てることこそ、グローバル人材育成に貢献できる点で

あると考える。	 

	 

	 今回の研究では、学内の留学生の数を増やすことでグローバル人材育成にどのように貢献
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できるかを検証するための試みであった。グローバル人材育成の方策の一つである「海外へ

の留学動機を高めること」をその指標に置き、具体的な取り組み課題を検討して行った。今

後は縦断的にデータを採ることと、実際に合同授業をすることで留学者数が増えるか否かの

統計をとっていく必要があると考える。	 
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注釈 

(1)  ＩＥＳ全米大学連盟東京留学センターの略。IES は米国シカゴに本部を置く非営利の国際教	 

育団体としてアメリカ人学生向けに世界各地への短期留学プログラムを提供している。神田

外語大学は日本語プログラムを提供することで契約を結んでいる。 

(2)	 表２の留学生数は述べ 59 名であるが、５クラスのうち１クラスは別の相手と 2 回合同授業

を行ったため、実数は 46名である。 

(3)	 専攻語によって週あたりの開講回数が異なる。 

(4)	  留学生向けアンケートは日本語母語話者との比較を行うため、アメリカ人学生が所属する

IESプログラムの必修科目である「実践日本語」のみを対象に英語で実施した。 

(5)  この授業にはアメリカ人学生 28 名の他に欧州、東南アジアからの交換留学生４名が履修し

ていた。この４名はいずれも英語力が高いが、母語ではないためここでは「英語を得意とす

る」と表現する。	 
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