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ワーキング・グループ（以下、WG）では、飯嶋（大学ガバナンス、大学全体のリスク

管理体制（責任の所在等）について）、上野（世界各国の状況や政府対応等に関する情報

収集について）、大川・黒沼・辻田・箕曲（海外体験学習の性質から考えられる検討事項

について）、山田（医療、海外旅行保険 、旅行会社との関係面について）、齋藤（コラム）

がそれぞれ担当個所の草稿を執筆し、WG の他のメンバーのコメントも参考に取り入れ

て 1 つの報告書にまとめた。WG メンバーには、医師、保険会社担当者は含まれておら

ず、WG メンバーを通じた各専門家への聞き取り情報をもとにまとめた資料である点ご

了承いただきたい。各専門的な内容については、他の情報源も広く参照し、また各自利

用する保険会社の担当者にも十分確認のうえ検討いただきたい。 
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趣旨 

 

2019 年年末に中国で発生した「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）」は、翌 2020

年に世界中で猛威を振るい、2021 年に至っても、その影響は続いている。 

大学教育の現場においても、感染拡大を防ぐため、多くの大学において講義をはじめとす

る教育活動をオンラインに切り替えるなど、状況に応じながら対応を講じることとなった。

その中で最も大きな影響を受けたと言っても過言ではないのが、学生の海外派遣プログラ

ムや留学生の受け入れプログラムといった、所謂「国際教育プログラム」である。 

2020 年 3 月下旬、外務省海外安全情報の感染症危険レベルにおいて、全世界に対し「2」

以上のレベルが発出されたことを受け、多くの大学が学生の派遣取り止めや派遣中の学生

の帰国という判断を行ったことは、記憶に新しい。その後、現在に至るまで海外はもとより

日本国内においても感染者数は増減を繰り返しており、更には変異種が確認されるなど未

だ出口の見えないトンネルを彷徨い続けている印象すらある。 

一方で、世界各国の製薬会社によりワクチンの開発が急ピッチで進められ、各国における

ワクチン接種が始まりつつあり、終息に向けた希望の光も僅かながら見え始めている。 

 

我々、大学教育における「海外体験学習1」研究会（Japan Overseas Experiential Learning 

Network、略称 JOELN）は、「正規カリキュラムとして海外での体験学習を実施する大学が

相互に交流することで、より高度な教育内容、プログラム展開を目指して 2004 年度から活

動を続ける研究会（当研究会ウェブサイトより）」である。学会とは異なり、活動には「海

外体験学習」に携わる様々な立場（NPO や旅行会社、保険会社、参加学生等）の方々にも

参加いただき、海外体験学習の教育目的・目標や内容・方法、効果・評価、危機管理、関係

機関・団体との協働など幅広い課題に取り組んでいる。そのため、運営委員には海外体験学

習を実施する教員だけでなく、プログラムを運営面から支える職員等も参加している。 

年に 1 回開催している年次大会では、これまで海外体験学習に関連する様々なテーマを

取り上げ、その時々で議論を深めてきた（その内容は、子島進・藤原孝章編『大学における

海外体験学習への挑戦』[子島・藤原 2017]にまとめたので、ご一読いただきたい）。 

 

2020 年 11 月末に開催した 2020 年度の年次大会では、世界的な新型コロナウイルス感染

拡大による海外体験学習への影響について考えるため、それぞれ「内なる国際化」、「体験学

習をクリティカルに振り返る－リアルとバーチャルは何が違うのか」、「コロナ禍における

危機管理」といったテーマのセッションを設け、参加者と共に議論を深めた。 

                                                     

1 「現地渡航期間が 2 週間～1 か月程度の短期プログラムであり、いわゆる外国語学習のためではなく、フィールドで

の体験を主とするプログラム」「正課および卒業要件に関わるプログラム、その他プログラムの選定／参加者募集／選

考等の運営プロセスに大学が関与するプログラム」を指す。 

http://joeln.jp/concept/
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「コロナ禍における危機管理」セッションでは、学生の海外派遣が軒並み中止となってい

る今の状況から、今後再び海外派遣を開始するには「単に、海外安全情報における危険度レ

ベルだけで判断するのではなく、派遣元の大学を含む各種教育機関として危機管理等の観

点から様々な検討を行ったうえで再開の判断をすべきなのではないか」という問題提起を

行った。 

今回の事態は未曾有の出来事であり、学生を海外へ派遣した大学を含む各種教育機関と

しては彼らの安全を第一に考え、外務省が発出する海外安全情報（感染症危険情報）を基に

派遣プログラムの中止や学生の緊急帰国を決定したケースがほとんどであった。だが、今後、

派遣中止を決定した判断の基準が緩和された場合（つまり、今回多くの大学で判断の基準と

した海外安全情報による感染症危険情報レベルが下がった場合）、その基準だけで派遣を再

開しても良いのか、という問題提起をした訳である。 

前述のとおり、派遣中止の決定をした時は正に「未曾有」であったが、今となってはそう

とは言えず、今後は、感染時の対応など様々なケースを想定したうえで派遣再開の判断をし

なければならないことは明白である。当該セッションでは、この「再開に向けた判断や検討」

こそが、今、最も現場を悩ませている課題であることを参加者と共に確認することができた。

また、１日も早く学生の海外派遣を再開したい大学側と、その判断に対し慎重でありたい現

場のそれぞれ事例と、その二者間に生まれつつある「溝」についても確認をすることができ

た。 

そのうえで、今後、大学を含む各種教育機関が学生の海外派遣再開に向け準備を進めるた

めに「何を検討すればよいのか」という情報をまとめた資料が必要だ、との結論に至った。 

 

そこで、これら資料の作成にあたりワーキング・グループ（以下、WG）が編成され、2021

年 1 月より活動を開始した。WG には、JOELN 運営委員としてこれまで主に危機管理に関

するセッション等を担当してきた者以外に、今回の年次大会参加者にも参画いただいた。 

本資料は、今後各大学や教育機関などが学生の海外派遣を再開するにあたり、検討や準備

が必要と考えられる項目等について整理し、それぞれ解説を付して提示することで学生派

遣プログラムを運営する現場において広く利用いただけるよう作成しているので、お役立

ていただければ幸いである。 

また、本資料は、将来再び新たな課題に直面したときにおいても「過去の教え」として、

再び我々を導く道筋になってくれればとの想いで、作成するものであることを申し上げる

とともに、本資料作成にあたってご協力いただいた全ての方々に対し、この場をお借りして

感謝を申し上げたい。一日も早く、「学生が、世界各地のフィールドで学びに没頭できる日」

が戻ってくることを願って2。 

                                                     

2 本資料は、2021 年 3 月現在の状況に基づき作成したが、状況は流動的に変化していくので最新の状況や情報とも合わ

せてご利用いただきたい。また、本資料は、様々な留学・海外研修プログラムの中でも特に、JOELN が研究の対象とし
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はじめに 

 

今なお、新型コロナウイルス感染症は、我々の生活を翻弄し続けており、国境をまたぐ移

動を伴う海外体験学習再開の目処は立っていない。しかし、学生が大学で過ごす時間は限ら

れており、大学はどうすれば一日でも早く、できるだけ安全に海外体験学習が再開できるの

かを真剣に考えていく必要がある。 

そこでまず WG では、コロナ禍における海外体験学習再開にあたって考えるべき事項を

「大学ガバナンス、大学全体のリスク管理体制（責任の所在等）について」「海外体験学習

の性質から考えられる検討事項について」「世界各国の状況や政府対応等に関する情報収集

について」「医療、海外旅行保険、旅行会社との関係面について」の 4 つの項目に分けて検

討した。また、海外体験学習実施機関および海外体験学習を利用する学生および保証人に対

するアンケート調査（pp.33-57 第 III 部 オンラインアンケート概要参照）も行い、現時点

での各立場の意識をできる限り把握するよう努めた。 

これらの内容を以下では、第Ⅰ部 大学全体のリスク管理と第Ⅱ部 現場レベルでのリス

ク管理に分けて整理しつつ、解説する。 

なお、オンラインアンケートは、調査にかかる倫理について十分な配慮が行われているか、

WG がまとめた原案を JOELN 運営委員会において確認した上で、実施したことを申し添え

る。 

  

                                                     

ている「海外体験学習」による学生の海外派遣の再開に着目し作成をしている旨、予めご了承いただきたい。 
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第 I 部 大学全体のリスク管理 

 

1. 海外研修において考えるべきこと 

大学時代は学生にとって義務教育を終え、成人としての責任も担いつつある時代である。

そうした期間に海外体験学習で得られる異文化体験、視野の広がり、語学や研究技術の向上、

完全には分かり合えない者同士で物事を為す達成感等は、国内での講義や演習では代え難

いものである。それだけに、この海外体験学習を成功裏に終わらせ、学生には課題に傾注し

てもらえるよう、大学ガバナンスとして教職員が何を支援しなければならないのかを考え

ていかなければならない。 

新型コロナウイルス感染症にまつわる状況が刻々と変化する中、大学の教職員や学生・保

証人もこうした動態的な枠組みの中で海外体験学習の実施と参加を判断することになる。

そのためプログラム再開に当たってはおおよそ教職員と学生・保証人との間で以下のよう

な合意の組み合わせが考えられ、それに従って対応を準備しておく必要がある。 

 

2. 教職員と学生・保証人の関係 

新型コロナウイルス感染症は日々人口に膾炙しているが、大学と学生・保証人の知識や認

識に温度差があってもおかしくはない。以下、大学における対応の指針を得る上で４つの組

み合わせを一覧にした。〇記号は海外体験学習遂行の承認、×記号は不承認を意味する。 

 

表 1 新型コロナウイルス感染症にかかわる教職員と学生・保証人の組み合わせ3 

組み合わせ 教職員 学生・保証人 対策 

１ ○ ○ 海外と本国での罹患者対応 

２ ○ × 学生・保証人への説明 

３ × ○ 再開指標の共有 

４ × × 代替プログラムの設定 

 

3. 「組み合わせ３」の場合の実施体制 

ここでは表１の４つの可能性のうち、学生・保証人は海外体験学習の再開を承認している

が、教職員間に承認が取れていないために「再開指標の共有」をする必要がある場合に限定

して考慮する必要のある事項を述べる。 

 

                                                     

3 厳密には両者の先に現地や経由地の組み合わせも考える必要があるが、表すると 12 パターンの複雑な表になるた

め、現地や経由地の組み合わせは、上述の教職員の判断の中に組み込まれているものとする。 
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3-1. 科目のランク付けをする 

大学の科目には「必修」「必修選択」「選択」、その周辺には「国際学会発表」「（学内助成

金での）海外派遣支援」「（同窓会等からの）海外派遣支援」、また形式的には大学の科目外

になる「ゼミ旅行」「卒業旅行」「自主渡航」まで、学生が海外に行く機会が各種ある。 

この双極の線上で、前者の極は学生に選択権がなく、後者の極は大学には応答しようがな

い。よって海外体験学習で問題が生じた時に社会的に応答の責任がより強く問われるのは

前者の極になる。このため、大学教職員が安全対策の責務を協議する上で同じ正規カリキュ

ラム内でもこのランク付けができていることが必要になる4。 

 

3-2. 各大学での情報を集約する窓口を決める 

国、外務省、自治体、文科省、大学などはそれぞれの基準で「ステージ」や「警戒レベル」

を設けている5。このように、それぞれ異なった基準での「ステージ」や「レベル」を持っ

ているため、教職員や学生・保証人は住んでいる自治体と就業先・勤務先が異なる場合など

で混乱が生じることが予想される。教職員や学生・保証人がこれに振り回されないようにす

るためには、こうした情報を集約する窓口が必要になると思われる。 

また特に出発地点の大学と、経由地、現地とで新型コロナウイルス感染症の感染者数増減

の波がずれる場合等、非専門家が複数の信頼できる情報を把握するには限界があるので、情

報の集約窓口が必要になる。各大学ではどこの指標がどのステージやレベルになったら、3-

4 で述べるような海外体験学習計画書類の提出が可能になるのかを定めておく必要がある。 

 

3-3. 渡航先・渡航経路の安全性とその指標を確認する 

海外体験学習を実施する際には、その活動地のみならず、出発地点たる国内の大学から活

動地までの経路や経由国・経由地（宿泊先）のことも確認する必要がある。そこで、各大学

の教職員や学生・保証人による効果的な情報収集の方法を 3 つのステップに分けて示す。 

                                                     

4 また、同じ海外体験学習でも、対自然学習、実験室内学習、対社会学習の順で、管理され難い３密が生じ易いと思わ

れる。それぞれの学習先での授業形態を把握しておくことは必須になる（さらには同じ対社会学習でも、聴講、語学研

修、美術館見学、日常生活への長期参与観察、地域看護実習などもあり得、これらは３密の管理というリスクの視点か

ら再度ランク付けをする必要性があるかもしれない）［九州大学 2019a,b,c］。 

5 例えば、日本では新型コロナウイルス感染症対策分科会［2020］0807 資料で「ステージ」をⅠ～Ⅳに分けている

が、外務省の感染症「危険レベル」は４レベルとしている。また文科省では地域感染レベルを３、ステージを４に分け

ている。都道府県の警戒レベルは北海道は５レベルだが、静岡県は６レベル、熊本県が５レベルのように設定してい

る。さらに各大学では東京大学の活動制限指針は５レベル、京都大学は６レベル、九州大学は６レベルのようにここで

も各大学で基準が異なるし、この中間段階を設けていることも多い。 
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図 1 情報収集の 3 ステップ 

 

3-3-1. 情報収集の目的を明確にする 

ここでの情報収集の目的は「リスク管理の視点から海外体験学習を滞りなく運営するに

あたり、判断材料となる情報を得ること」とする。ただ多くの情報（＝事実/Information）

を収集するだけでなく、海外体験学習を実施するにあたり、判断材料となる情報（=インテ

リジェンス/Intelligence）に仕上げることが重要である。 

 

3-3-2. 複数の情報源から事実としての情報を集める 

次に目的に沿って、複数の情報源から役立つ情報

を集めることである。役立つ情報とは、主催者であ

る教職員がプログラムを運営するにあたり、また学

生・保証人が参加の諾否を判断し、参加決断後、渡

航先にて行動する上で、判断材料となり得るインテ

リジェンスとしての情報のことで、渡航先に滞在す

る上で欠かせない実用的な情報（医療体制、病院、

気候、犯罪率、飲酒・喫煙の年齢など）と渡航先国・

地域の特徴を理解する情報（歴史、文化、地理、社

会など）の２つに分けることができる。 

これらの事実としての情報を自身の力だけで収

集しようとすると非常に時間がかかり、時には混乱さ

え招く。よって、情報収集の第一歩としては、海外安

全情報が網羅されている各国政府機関のウェブサイトを参照するとよい。 

まず確認すべきウェブサイトは、「日本国・外務省 海外安全ホームページ（以下、海外安

全ホームページ）」である。世界中の安全情報（危険情報、テロ・誘拐情勢）、医療事情、そ

してその対処方法を示した安全の手引き、各国大使館・領事館の情報など、我々の役に立つ

情報が日本語で掲載されている。 

そして一つの情報源に依存するのではなく、複数の情報源から情報を入手することも忘

れてはならない。ここでは「米国・国務省 Travel State」、「英国・外務省 FCO Travel Advice」、

1. 情報収集の目的を明確にする

2. 複数の情報源から事実としての情報を集める

3. 収集した情報を分析し、予想されるリスクを洗い出す

図 2 複数の情報源からの情報収集 

https://www.anzen.mofa.go.jp/
https://travel.state.gov/content/travel.html
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice
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「豪州・外務省 Travel Advisories」の 3 つウェブサイトを推薦する6。これらは各国政府が

「海外安全ホームページ」と同じように自国民の保護を目的にまとめたサイトで、世界の安

全情報が網羅されている。3 つのウェブサイトは、各国のリスクへの考え方の違いから、そ

れぞれの立場で分析した情報を発信しており、発信情報には微妙な違いがあることが散見

される7。よって海外安全ホームページを含め、アジア、北米、欧州、オセアニアの各国政

府が発信した同じリスクに対する情報を比較することで、客観的な情報を把握することが

できる。また英語で書かれているので、日本語以外のサイトのなかでは一番使いやすい情報

源と言える。 

専門的な情報については、それぞれの政府機関や公的機関の専門家から情報収集するの

が良い。この度、新型コロナウイルス感染症に関する情報を得るには、医療に関する機関で

ある「国立感染症研究所」、「米国疾病予防管理センター（CDC）」、「世界保健機構（WHO）」

などがあげられる8 9。また「一般社団法人日本海外ツアーオペレーター協会」ウェブサイト

も一般的な旅行情報を含め、実用的な情報が日本語で掲載されており使いやすい。 

さらに政府・公的機関の情報に加え、個人的な意見を加えることも必要になる。政府・公

的機関からの情報は信頼度が高く有益な情報ではあるが、我々が欲している情報をすべて

カバーしているとは限らない。その不足分を補うために、実際、渡航先国の人々や海外在住

者からの情報も考慮にいれるべきである。生活者の目線からの情報はすぐに活用できるも

のが多く、実用的な情報を得ることができる。一方で、個人的な見解は、個人的志向が強く

反映されている場合が多いため、ここでも複数の異なる立場の個人から情報を入手し、それ

らを比較することを忘れてはならない。 

  

                                                     

6 このほかにも「カナダ Country travel advice and advisories」「ニュージーランド・外務貿易省 Safetravel」「シンガ

ポール・外務省 Where are you traveling to」なども参考になる（2021/3/30 閲覧）。 
7 海外安全管理部 海外安全.jp 自立的な海外安全管理を「トラベルアドバイスから見る各国の国民保護」（2021/3/30

閲覧）。 

8 このほかにも「FORTH 厚生労働省検疫所」「日本渡航医学会 国内トラベルクリニック一覧（海外渡航者の健康問

題・海外医療を考える学会）」「(財)海外邦人医療基金 海外医療情報」「多言語医療問診票」「ジョンズ・ホプキンス大

学 COVID-19Map」なども参考になる（2021/3/30 閲覧）。 
9 なお災害等については「内閣府防災情報のページ」および「米国連邦緊急事態管理庁（FEMA）」、テロや犯罪などに

ついては「公安調査庁」、「国連薬物犯罪事務所（UNODC）」、「MI5 Security Service（イギリス内務省によるテロ情

報）」「海外セキュリティ助言協会（OSAC）」等を参照するとよい（2021/3/30 閲覧）。 

https://www.smartraveller.gov.au/
https://www.niid.go.jp/niid/ja/
https://www.cdc.gov/
https://www.who.int/
https://www.otoa.com/
https://travel.gc.ca/travelling/advisories
https://www.safetravel.govt.nz/
https://www.mfa.gov.sg/where-are-you-travelling-to
https://www.mfa.gov.sg/where-are-you-travelling-to
https://kaigaianzen.jp/governmenttraveladvise/
https://www.forth.go.jp/index.html
https://plaza.umin.ac.jp/jstah/index2.html
https://plaza.umin.ac.jp/jstah/index2.html
https://jomf.or.jp/kaigai_jyouhou/
http://www.kifjp.org/medical/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
http://www.bousai.go.jp/
https://www.fema.gov/ja
http://www.moj.go.jp/psia/index.html
https://www.unodc.org/
https://www.mi5.gov.uk/
https://www.mi5.gov.uk/
https://www.osac.gov/
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3-3-3. 収集した情報を分析し、予想されるリスクを洗い出す 

 

 

図 3 リスク洗い出しの流れ 

 

ある程度、事実としての情報が集まった段階で、それらを分析し活用できるインテリジェ

ンスとしての情報に仕上げる必要がある。これは情報収集の中で一番大事な作業である。単

に事実としての情報を集めるだけでは、その価値は低いままであるが、いくつかの情報を組

み合わせ、見えにくいリスクをイメージできれば事実としての情報の価値も高まってくる。

リスクを可視化できれば、何らかの備えが可能になるからである。リスクの捉え方は個々人

の経験に左右されることが多く、担当者が想定するリスクが全員に当てはまるとは限らな

い。そのため海外体験学習におけるリスクを洗い出すときには、事前に過去の報告書や参加

者アンケートなどに目を通し、過去の事故・事件・ヒヤリハット報告や参加者の語学力、海

外体験歴を踏まえ、複数の担当者で作業にあたるのが良かろう。このような情報収集の段階

を経てきた新たな情報はインテリジェンスとなり、的を射た対応策を導き出す際に有効な

判断材料となる。 

コロナ禍においては、平常時に収集している事実としての情報に加え、新型コロナウイル

スに特化した情報（渡航先国および地域の医療体制、ワクチン接種状況、入国制限、渡航後

の隔離、また受入機関の授業（対面かオンラインか）や滞在先の状況など）を集め、リスク

を洗い出すことが求められる。 

 

3-4. 海外体験学習計画書類と帰国後の報告書を作成する 

上述 3-1 でランク付けした一定科目については、事前に海外体験学習計画書類を把握し

ておく。この計画書類には、学期開始前の早い段階で作成すべき「計画書」10、実施日が近

づいた段階で作成するより詳細な「実施届」11の 2 種類が想定される12。これら計画書類に

                                                     

10 学生・保証人が同意の上でプログラムに参加するためには、学期開始前にこれらの計画内容に対する承認を得たう

えで、シラバス等に明記する必要があるため。 
11 計画書提出時から、新型コロナウイルス感染症を取り巻く社会情勢が変化している場合には、その時点の状況に沿

った検討をし直す必要がある。なお活動の詳細な計画を立てるにあたっての検討事項は、第 II 部 現場レベルでのリス

ク管理（p. 12-）を参照。 
12 一例として、『九州大学 教育における安全の指針～学外活動編～（第 1 版）』［九州大学 2017］に掲載されている

「教育における学外活動実施計画書」等（pp. 9-22）が参考になる。九州大学の場合は、「計画書」は学期開始前に提

複数の情報源

（各国政府＋専門家＋個人）

「リスク」

の可視化
対応策

https://www.kyushu-u.ac.jp/f/36549/2.%E6%95%99%E8%82%B2%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%AE%89%E5%85%A8%E3%81%AE%E6%8C%87%E9%87%9D%EF%BC%88%E5%AD%A6%E5%A4%96%E6%B4%BB%E5%8B%95%E7%B7%A8%EF%BC%89%EF%BC%88R1%E7%AC%AC1%E7%89%88%EF%BC%8920190718.pdf
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おいてはどのプログラムも、特に①日程（開始と終わり）、②経路（経由地を含む）、③教職

員間の連絡先、④現地滞在地連絡先、⑤現地病院とその対策体制、⑥参加者の連絡先、⑦保

険の種類と加入状況、⑧対策の準備状況（今後はワクチン接種有無の確認）、⑨アナフィラ

キシー対策（エピペン）等の項目は必須と思われる（pp.61-63 付録 2A、2B 参照）。またこ

れらの書式をそれぞれいつまでに提出するのかを決めておく。 

また帰国後の報告書では「事件・事故」の報告のみを求めるのではなく、「ヒヤリハット」

や「不安」も確認しておくと、次の研修において、事故が生じる前に対策を立てることが可

能になる。 

 

3-5. 検討する委員会を決める 

提出された書類（3-4）の内容を検討する担当者たちが必要になる。3-2 の窓口と重なる

可能性もあり得るが、大学の国際交流や留学担当課、各部局の体験学習担当委員会（教務や

学務委員会）など多様な形態があり得る（担当者を定めるにあたってはジェンダーバランス

を考慮したり、プログラムの形態に応じた専門家を含める必要があるし、大学にコンプライ

アンス担当がいれば彼らと連携を取ることが望ましい）。 

個々の教員の行動が管理されていたり、反対に全く協力してもらえないというより、個々

の教員のプログラムが大学との連携で相互に支えられていると実感してもらえるようにデ

ザインするのが望ましい（実際、こうした書類と審査を通過させずに海外体験学習に出かけ

ていた場合、個別教員の全責任になり得るため大学としては守り切れない）。 

日本の事例からも分かるように新型コロナウイルス感染症の感染者数は波があるため、

大学の活動制限指針も数か月周期で変動し得る。これがプログラム先でも生じ得る場合、研

修期間によっては上記の対策（3-4、3-5）で安全性の想定が予見できない可能性もある。ま

た、数か月以上の長期滞在になる場合、現地の医療体制に任せるしかなくなることもあり得

る。よって、この検討委員会は大学の活動制限を予期して判断することになる。 

このため、①どの程度の大学活動制限レベルになったら査定を始めるのか、②各活動制限

レベルで検討できるプログラムのレベル、③各活動制限レベルで検討できる研修期間の長

さ（おそらく２週間以上３か月未満のものがグレーゾーンになる）、④プログラム先、⑤プ

ログラムの形態などを事前に検討・共有しておくことが必要になる。 

 

3-6. 罹患者が出た場合の緊急対応の仕方を決めておく 

新型コロナウイルス感染症以前の感染症は既知のことであり、各国に新型コロナウイル

ス感染症が広まった現在、概ね対応の仕方としては現地の医療体制をしっかり把握してお

けば対応できると思われる。 

                                                     

出し、「実施届」は実施１週間前までには提出することが目安となっている。しかしこの期日設定は、海外体験学習に

特化したものではなく、国内実習も含めた一般的なものであるため、海外体験学習の場合、加入する海外旅行保険補償

内容（キャンセル費用の補償可否）等も勘案して決める必要があろう。 
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だが、特に、保証人への連絡は現地教員からは行わせず、大学の担当職員が行う体制が必

要になる。現地→大学担当職員→保証人・メディアという連絡系統で動くことが大事になる。 
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第 II 部 現場レベルでのリスク管理 

 

各大学で行われている海外体験学習の運営について考えてみると、航空券・宿泊・移動手

段の手配といった活動・生活環境の整備に関する面と、活動内容を組み立てる教育の根幹に

関わる面に分けられる。このいずれの面においても、その運営方法は様々で、担当教職員が

すべてを担うものから、一部学生自身が行うもの、旅行会社に委託するもの、NGO/NPO

に委託するもの、もしくは連携して行うもの等がある。しかし、どのような運営方法である

にしろ、大学のプログラム（特に正課プログラム）として海外体験学習を行う以上、大学の

安全配慮義務は免れない13。 

また、現時点においてほぼすべての海外体験学習が停止している状況から一歩を踏み出

すにあたり、その実施可否判断の主体は大学（教職員）にあるにしろ、参加する学生自身も

正しい知識や情報源を持ち、正しく対応するスキルや意識が求められる。理想としては、教

職員と学生がともにプログラムの再開やその条件を話し合い、お互いが納得してプログラ

ム運営を進められる状態である。 

さらに、忘れてはならないのが、海外体験学習の活動地（受け入れ先）への配慮である。

通常、海外体験学習の活動地として設定される場は、日本に比べて医療体制や生活基盤が脆

弱な地域であることも多い。そのため、万一、プログラム実施に関連して、新型コロナウイ

ルスを蔓延させるようなことが起こると、現地社会への影響は計り知れない。そのため、計

画の段階から、受け入れ先の人々の人権に配慮しつつ十分にコミュニケーションを図り、現

地の状況を十分に調査し、必要な対策を講じていく必要がある。 

上記の内容を踏まえ、この度 WG にて挙げられた「海外体験学習の性質から考えられる

検討事項」を現場レベルでのリスク管理として、大きく「活動」と「医療」に分けてリスト

にした。この「活動」には、学生への意識啓発の要素を含む「国内活動」（参加者募集、事

前学習、成績評価等）の事柄、受け入れ先への配慮を含む「現地活動」に関する事項、「移

                                                     

13 これまでの JOELN 年次大会においても、リスク管理／リスク・コミュニケーションの分科会を常に設け、海外体験

学習におけるリスク管理の基本や課題を議論してきた。2019 年度の年次大会において紹介された「リスク管理チェック

リスト」（科学研究費補助金 挑戦的萌芽研究「学生海外渡航時のリスク管理（予防・対策）に関する研究」（課題番号：

26590209、研究代表者：大橋 一友）（2014-2015 年度）の研究成果の一部であるリストをもとに、「大学における海外留

学に関する危機管理ガイドラインチェックリスト」［大学における海外留学に関する危機管理ガイドライン作成検討会 

2017］を参照して再作成したもの）では、プログラム運営担当者として検討すべき点として、①プログラムの内容（渡

航先の国や地域の安全性／実施時期・期間／活動内容等）、②プログラムの実施体制（宿泊先／移動手段／医療施設／旅

行会社との契約／海外旅行保険の選択等）、③学生の意識啓発に向けた取り組み（オリエンテーション、連絡体制の確立

等）が挙げられている。これらの点は、コロナ禍における海外体験学習の再開を検討する際にも十分参考になる。また、

関連するリスク管理に関する論考としては、［大橋・齋藤 2007］がある。 
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動」に関する事項、「宿泊」に関する事項を含めた。また「医療」には、新型コロナウイル

スへの感染を防止するための「対策」に関する事項、および体調不良者が出た場合（新型コ

ロナウイルス感染症が流行している以上、発熱があった時点で新型コロナウイルス感染症

を想定した対応をとる必要がある）を想定した「対処」に関する事柄を含めた。必要なすべ

ての事項が網羅されているとは言えないかもしれないが、プログラム運営を検討するうえ

での参考となれば幸いである。 

 

1. 活動 

 

1-1. 国内活動（参加者募集、事前学習、成績評価等） 

日本帰国後の行動制限

が課されている時点で

の実施可否 

・2021 年 3 月 22 日時点で、日本に入国するすべての者に対し

て、「入国時に 14 日間の公共交通機関不使用」、「14 日間の自宅

又は宿泊施設での待機」が命じられている14。プログラム実施

の判断を行う場合には、この 2 点についての対策を考えておく

必要がある。 

・各参加学生が自宅等へ戻る際の交通手段は、誰がどのように

手配するか（参加学生が個々人で手配するか、大学として手配

するのか）。その場合の費用は誰が負担するのか。個人負担の場

合には、目安金額はどのくらいか。 

・待機場所とできるのは、自宅、社宅、親戚の家、友人の家、

マンスリーマンション、自身で予約したホテルなどである15。

宿舎などのトイレや風呂など、複数の人が共同で使用する場所

がある施設は対象外のため、それらに該当する場合には、予め

手配が必要となるが、その場合、誰がどのように手配するか（参

加学生が個々人で手配するか、大学として手配するのか）。その

場合の費用は誰が負担するのか。個人負担の場合には、目安金

額はどのくらいか。 

・これらの点は、参加費用に関わる事柄であるため、募集の時

点で学生に情報を伝えておくべきである（募集要項に掲載す

る、募集説明会で説明する等）。 

出発前 14 日以内の体調

不良者の参加可否 

・症状が軽微であっても、新型コロナウイルスへ感染している

可能性を排除しきれないため、出発前一定期間内の体調不良者

                                                     

14 外務省 海外安全ホームページ「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置（検疫強化対象国・地域の

追加）」（2021/3/30 閲覧） 

15 厚生労働省「水際対策の抜本的強化に関する Q＆A」（2021/3/30 閲覧） 

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C023.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C023.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
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に対する対応を検討しておく必要がある。受け入れ先への配

慮、他の参加者への配慮といった点からも重要である。 

・しかし一方で、出発当日に発熱等明らかな症状がある場合を

除き、プログラムへの参加を不可とすることは難しいのではな

いかと思われる。 

・そこで、取りうる対応としては、①出発前 14 日以内の体温計

測、体調記録の義務付け（体調管理表を配布）、②感染防止行動

の促進（出発前 14 日以内はできるだけ混雑した場所への外出、

外食を控える等）、③少しでも体調に異変を感じた場合には医

師の診察を受けさせる等が挙げられる。 

・これら大学として定めた事項を募集の段階からしっかりと学

生に周知し、学生自身の感染防止に対する意識を高めておくこ

とが重要となる（pp.30-32 コラム参照）。 

参加者の同居人に関す

る事前確認 

・新型コロナウイルス感染による重症化リスクが高い層は、高

齢者および基礎疾患16を持つ者であるとされる。渡航学生たち

が帰国直後に、この高リスク層の人たちと接触する機会をもつ

ことは出来る限り避けるべきである。とりわけ渡航学生と同居

者にこの高リスク層の人たちが含まれるのであれば、接触を避

けることが極めて難しくなる。 

・高リスク層との接触を回避するには、まず渡航学生の同居者

に、高リスク層がいるかどうかを、プログラムの主催者側が把

握しなくてはならない。そのためには、同居者に高リスク層が

いないことを明記してもらい、学生のプログラムへの参加を認

める署名を、保証人に記してもらう必要がある。 

・ただし、同居者に高リスク層がいても学生が参加を希望する

場合、帰国後 14 日間は高リスク層の方と接することのない場

所に滞在してもらう必要がある（このための保証人の同意も必

要）。この場合、上記「日本帰国後の行動制限が課されている時

点での実施可否」と同じ検討課題が浮かび上がる。 

各種事由により活動に

参加できなかった場合

の 成 績 評 価 に つ い て

（正課プログラムの場

・出発当日の発熱により出国便に搭乗できない、渡航先での入

国が許可されない、もしくはプログラム途中で発熱、隔離措置

が取られることにより活動に参加できなくなった場合等に、成

績評価をどのように行うのかを予め検討し、学生に周知してお

                                                     

16 基礎疾患とは、「糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD 等）、透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いて

いる方」を指す（慶応義塾大学 保健管理センター「新型コロナウイルス感染症 Q&A」（2021/3/30 閲覧））。 

http://www.hcc.keio.ac.jp/ja/infection/coronavirus-qa.html#section102
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合） く必要がある。 

・代替の課題で評価をするのか、もしくは履修登録を取り消す

のか等、検討が必要である。 

参加者募集時に学生に

周知すべき事柄 

・コロナ禍に関わらず、参加者募集時には、様々な必要情報を

学生に周知してきたと思われるが、新型コロナウイルスの出現

に伴い、より一層適切な情報周知が必要となる17。 

・学生の不安を和らげるため、また学生のリスク管理に関する

意識を高め、受け入れ先への影響を最小限に抑えるためにも、

以下のような事柄も盛り込むことが一案である。 

➢ 必要な感染防止対策 

➢ プログラム参加にあたってのルール 

➢ 誓約事項の確認（新型コロナウイルス関連事項も含めた誓

約書（pp.64-65 付録 3 参照）配布等） 

➢ プログラム実施中、万一の場合に追加で発生する可能性の

ある費用（直前でのキャンセル料等）等 

予め保証人に周知すべ

き事柄 

・大学生といえども、プログラムへの参加にあたっては、保証

人の同意、費用面での援助が必要な場合が多い。そのため、募

集時の学生への案内とともに、保証人にも、新型コロナウイル

スが懸念される中でのプログラム実施に対する大学の対応（感

染防止対策／体調不良者発生時の対応方法／追加で発生する

可能性のある費用等）を予め伝えておく必要があると思われ

る。 

・このように予めしっかりと情報提供を行い、コミュニケーシ

ョンを図っておくことは、万一、体調不良者さらには新型コロ

ナウイルス陽性者が出てしまった際の大学への非難／不信感

を和らげることにもつながると考えられる。 

 

1-2. 海外旅行保険18 

海外旅行保険の補償適

用範囲について 

・体調不良による出国便／帰国便への搭乗拒否、入国拒否、帰

国便の運航停止、PCR 検査の受診、隔離措置による長期滞在等

これまで以上に、予定外の事態に遭遇する可能性が高くなって

                                                     

17 各学生との連絡は各種アプリケーション（Messenger、Line、Slack、Discard 等）で行えるとしても、各学生が簡潔

に自己点検できるようチェックリスト等を準備しておくのもよかろう。 

18 海外旅行保険はどの保険会社も似通った内容だが、それぞれに約款が異なり使用される用語や補償内容にも違いが

ある。ここでは AIG 損害保険会社の海外旅行保険を参考事例として取り上げる。詳細については、それぞれ契約の保

険会社に確認が必要である。 
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いる。そしてこれらには、追加費用の発生が伴う。 

・そこで今一度、海外旅行保険の補償内容を見直し、万一の場

合に備えたプランの検討が必要になる。 

推奨される海外旅行保

険の加入方法 

・海外体験学習実施にあたり、推奨される海外旅行保険の加入

方法は以下のとおりである。 

➢ 参加者全員が同じ保険会社の保険に加入 

➢ 「治療・救援費用」無制限プランに加入 

➢ 「旅行変更費用補償特約」に加入 

・参加者全員が同じ保険会社の保険に加入することで、事故の

際の保険会社への連絡をスムーズに進めることができる。 

・「治療・救援費用」に制限がないプランへ加入することで、救

援に医師同行の専用機を使用するケースや、医療費が高額とな

る場合等に備えることができる。 

・「旅行変更費用補償特約」は、旅行取消料と中途帰国費用が対

象となるため、新型コロナウイルス感染症で想定される事態に

備えることができる。セットプランに含まれない特約であるた

め、加入時に注意が必要だが、少額の保険料を追加することで

加入できる。 

主に新型コロナウイル

ス感染症に関連する海

外旅行保険の補償項目 

・セットプランに含まれている補償項目としては、①「治療・

救援費用」、②「旅行事故緊急費用（5 万円上限）」がある。 

・セットプランには含まれていないが、特約として「旅行変更

費用補償特約」に加入すれば、活用できる補償項目がある。こ

の「旅行変更費用補償特約」には 2 種類あり、③「出国前の旅

行取消料および出国後の中途帰国費用の両方を補償するタイ

プ」、④「出国後の中途帰国費用のみ補償するタイプ」がある。 

・なお、①②③④のいずれも、新型コロナウイルス感染症は他

の感染症と同じ扱いとなる。新型コロナウイルス感染症が特別

な扱いとなるわけではない。 

「旅行変更費用補償特

約」の概要 

・主に新型コロナウイルス感染症に関連して「旅行変更費用補

償特約」の保険金が支払われる条件は以下のとおりである。 

➢ 外務省が発出する海外安全情報の危険度がレベル 3 以上に

なったとき 

➢ 日本もしくは渡航先の官公署の命令、渡航先の出入国規制

または感染症による隔離が発せられたとき 
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➢ 被保険者または同行予約者19が入院したとき（出国前の場

合は継続して 3 日以上の入院） 

旅行出発前の具体例20 ・旅行出発前に、上記①②③④の保険が適用となる場合と適用

とならない場合の具体的な事例を以下に示す。 

➢ 新型コロナウイルス感染症の陽性者となりキャンセル 

→患者本人の取消料は保険でカバーされる（③）。 

→患者が連続して 3 日以上入院した場合、同行予約者の取消料

も保険でカバーされる（③）。 

→患者が行政機関の指示により自宅やホテルで 3 日以上隔離処

置となった場合、同行予約者の取消料も保険でカバーされる

（③）。 

➢ 渡航先の海外安全情報 危険度レベルが２から３になる。 

→取消料は保険でカバーされる（③）。 

➢ 渡航先の入国規制が強化され渡航が不可能になる。 

→取消料は保険でカバーされる（③）。 

➢ 3 日以上の入院はしておらず、新型コロナウイルス感染症

の陽性者でもないが、発熱等の症状で旅行をキャンセルす

る 

→取消料は保険でカバーされない。 

➢ 出発日当日、高熱のため航空機への搭乗を拒否され、旅行

参加が不可能になる。 

→取消料は保険でカバーされない。 

旅行出発後の具体例 ・旅行出発後に、上記①②③④の保険が適用となる場合と適用

とならない場合の具体的な事例を以下に示す。 

➢ 渡航先入国時の検疫で、PCR 検査陽性等のため隔離措置が

取られる。 

→隔離された本人の治療費・宿泊費・交通費等は保険でカバー

される（①または②、③、④）。 

➢ （新型コロナウイルス感染症に限らず）なんらかの症状が

あり、医師の診断を受ける。 

→患者本人の治療費用や帰国費用は保険でカバーされる（①）。 

→3 日以上の入院であれば、救援費用21も適用される（①）。 

                                                     

19 同行予約者の定義は、「被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した方で、被保険者に同行する方」とされている。 

20 保険契約日以前に保険金支払いに該当する事由が既に発生していた場合は補償の対象外となる。 

21 救援費用例：日本から家族等が渡航するための交通費や宿泊費等。同行教員や現地スタッフが付き添いをするため
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➢ 患者の同行者が旅行を中断し、帰国するための宿泊費や交

通費。 

→患者の入院なし：保険でカバーされない。 

→患者の入院あり（3 日未満でも）：保険でカバーされる（③、

④）。 

➢ なんらかの症状があり、医師の判断で PCR 検査を受ける。 

→検査費用は保険でカバーされる（①）。 

➢ 濃厚接触者として PCR 検査を受ける。 

→検査費用は保険でカバーされない。 

➢ 国レベルでは渡航制限等は発せられていないが、訪問予定

の地方自治体やコミュニティレベルで渡航制限が課され、

旅行行程の変更を余儀なくされた際、または帰国の際の宿

泊費や交通費など。 

→公的機関の証明書類があれば、保険でカバーされる（②また

は③、④）。 

➢ 帰国時の空港で、高熱のため航空機への搭乗を拒否され

た。同日に医師の診察を受け、数日後に新規購入航空券で

帰国した。 

→治療費、宿泊費、交通費は保険でカバーされる（①）。 

→72 時間を限度に保険期間が自動延長される（医師の診察を受

けているため。搭乗拒否が自動延長の理由ではない）。 

➢ 帰国便のフライトキャンセルのため、別便で帰国した。 

→宿泊費、交通費、食費（5,000 円限度）等は保険でカバーされ

る（②）。 

→72 時間を限度に保険期間が自動延長される。 

 

1-3. 移動（現地に行くまでおよび現地内） 

移動手段や方法等に関

する検討にあたっての

前提 

・「自宅を出たとき」から「自宅へ帰宅したとき」までを海外体

験学習の全行程と捉えたとき、最大限の感染予防ならびに行動

把握を安全配慮義務として講ずる必要がある、という前提で検

討を進めることが重要である。 

出発空港での行動制限

／手配に関する検討事

項 

・空港到着後、出発便へ乗り込むまでの行動範囲については極

力少なく、また不特定多数者との接触は避けたい。また、万が

一の際に、参加者がどのような行動をとっていたか実施者側が

                                                     

の交通費や宿泊費等。 
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把握できることが望ましいため、チェックイン完了後の自由行

動は極力避け、全員で過ごすことのできる会議室などを手配す

ることを検討したい。連絡先については、利用空港へ確認され

たい。 

・同様に、外貨両替などについても出発までに各自で済ませる

など、空港での活動を極力防ぐための指導も検討したい。 

機内での過ごし方に関

する検討事項 

・航空機内では、各社とも感染予防対策を講じている。そのた

め、予め各社の HP などで確認する必要はあるが、搭乗者個々

人での感染予防策について、次のような対策を行いたい。 

①マスク着用、私語（食事時を含む）、手の消毒 

→手の消毒については、機内への液体物の持ち込みが 1 容器あ

たり 100ml 未満に制限されている事に留意し、準備するよう予

め指導する必要がある。なお、現地でも使用前に食器類などを

拭くため、シートタイプの除菌グッズは用意しておきたい。 

②着席位置の管理（固まったエリア内での着席が望ましい） 

→予約時やチェックイン時に指定する。 

③機内で、感染するリスクの高い場所や行為について参加学生

と知識を深める 

→特に、トイレ（多くの航空機は外へ出るときに「取っ手を引

くタイプ」が多いため、どうしても手を洗った後に取っ手やス

ライドロックに触れなければならない）。シートタイプの除菌

グッズであれば、使用前に便座を拭くことも可能なので、用意

しておくと便利。 

→機内は空気が乾燥しているため、水分やキャンディなどで喉

を極力乾燥させない工夫も必要。 

④食事前の消毒の徹底 

⑤替えのマスクを数枚用意し、機内へ持ち込む 

到着空港 ・空港到着後、入国前の検疫検査で体調不良等により入国を止

められる可能性を想定。 

→特に、一部の学生のみ通常入国できないケース（空港から、

病院などへ搬送されるケースなど）を想定し、最低でも引率者

は２名以上設定しておくことが無難。また、検疫や入国審査に

ついては、必ず引率者は先頭と最後尾に分かれ、手続を行うこ

とが望ましい。 

・検疫検査により、入国に大幅な時間を要するケースを想定し

ておくこと。 
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→特に、到着空港から地方などへ航空機あるいは高速鉄道など

に乗り換えて移動する場合、到着日同日の乗り継ぎについては

検討が必要。 

・到着空港においても、できるだけ必要最低限の行動で済ませ

るため、自由時間などは設けず、借り上げた車などでホテル等

へ向かう事が望ましい。 

現地での移動手段 ・現地では、込み合う公共交通機関の利用を避けるため、可能

な限り予め借り上げた車（バスまたはバン）で移動する。また、

車内の換気や同乗者同士の密集を避けられる大きさや台数を

確保する。更に、可能であれば乗車の際に飲料水（ペットボト

ル）を手配しておくと、うがいなどに利用できて便利である。 

バスでの移動について ・空港から活動地への移動に際し、発熱者がない場合の対策に

ついては、「バスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガ

イドライン」が参考になる。 

・発熱者の移動にあたっては、発熱者と健康な者とは基本的に

は同乗してはいけないと考える。しかし、やむを得ず同乗する

場合は、ビニールシートでの空間の分割等が求められる。 

 

1-4. 宿泊 

宿泊施設の感染防止対

策 

・渡航中の宿泊施設は、活動自体の拠点でもあり、また体調不

良者が出た場合にはそれらの対応を行う拠点となる。よって、

宿泊施設の選択に当たっては、一般的な感染防止対策の有無に

加え、発熱者が出た場合に隔離対応が検討できる施設かどうか

を確認しておく必要がある。 

・検討事項例： 

⮚ 換気が適切になされているか 

⮚ 消毒が適切になされているか 

⮚ 共用部の管理（清掃・消毒・その他感染防止対策）が適切

になされているか 

⮚ 共用部は 3 密にならないか 

⮚ 食事の提供方法は感染防止対策が考慮されているか 

⮚ 集団での活動（日々の振り返り等）のために適切な広さの

部屋が手配可能か 

⮚ 体調不良者が発生した場合を想定した予備部屋の確保を

するかどうか 

⮚ 万一、発熱者／新型コロナウイルス陽性者が出た場合のゾ

http://www.bus.or.jp/news/covid-19Guide.pdf
http://www.bus.or.jp/news/covid-19Guide.pdf
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ーニングが可能か 

 

1-5. 現地活動 

現地入国後、活動地で

の行動制限について 

・新型コロナウイルス感染症への対応に関して、国レベルでは

入国可／行動制限が解除されていても、国内の各自治体／コミ

ュニティレベルでは、外国人の立ち入り禁止等制限が課されて

いる場合も想定しうる22。 

・国による入国制限／行動制限の情報のみならず、活動地での

状況を、受け入れ先担当者等を介して、十分に確認する必要が

ある。 

・また、プログラム開始後、状況が変化し、急遽、活動地での

受け入れが不可になった場合の代替案も十分に検討しておく。 

予定する各活動におけ

る感染防止対策（感染

防止対策を視野に入れ

た活動内容設定） 

・海外体験学習では、集団行動、多様な人々への接触、共同で

の飲食がプログラムの構成要素として欠かせないことが多い。

新型コロナウイルス感染症防止策とは相反する事柄が多い中、

予定する活動内容の教育効果を保ちつつ、感染を防止する対策

を検討する必要がある。また場合によっては、活動の実施方法

を変更せざるを得ない場合もあり得る。 

・活動内容の計画にあたっては、受け入れ先への影響も十分に

考慮し、大学として行う感染防止対策を文書等で伝え、受け入

れ先と十分なコミュニケーションを図っておく必要がある。 

・検討事項例： 

⮚ 日々の活動開始前の体調確認（検温、体調記録アプリの利

用等） 

⮚ 日々の接触者の記録 

⮚ 聞き取り調査を行う際の感染防止対策 

⮚ 各施設訪問時の感染防止対策 

⮚ グループ作業を行う際の感染防止対策 

⮚ 共同で使用する物品（パソコンや文房具等）の感染防止対

策 等 

飲食を伴う活動での感

染防止対策 

・海外体験学習では、参加者同士での飲食はもちろん、受け入

れ先の人々、調査対象者と飲食を共にしながら関係を築いて学

                                                     

22 実際に、ある NGO が 2020 年 3 月にフィリピンでスタディツアーを実施しようとした際、自治体ごとで判断基準

が異なる事例があった（ポストコロナ時代のスタディツアー再開のために セーフ・トラベル・セミナー番外編 連続フ

ォーラム 第一期第 2 回（2020/9/3 開催）の報告より）。 
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びを深める、もしくは「食事」そのものが学びの対象になる場

面も多い。また、現地の人々と日々の生活を共にするホームス

テイを取り入れてきたプログラムも多いと思われる。 

・これまで飲食の場における新型コロナウイルスの蔓延が多く

指摘されている中、このような「飲食を伴う活動」をどのよう

に取り扱うかの検討は必須である23。 

・日本において一般的に示されている感染防止対策（飲食を共

にする場所、換気、座席配置、食事の提供方法等）に注意を払

う必要がある一方、食事作法や食にまつわる現地の文化や慣習

を尊重する姿勢も忘れてはならい（またそれ自体が観察／学び

の対象となることも多い）。 

・よって、一方的に日本における感染防止対策の基準を押し付

けるのではなく、受け入れ先担当者とコミュニケーションを図

りつつ、各地域、各プログラムに適した感染防止対策を講じる

必要がある24。 

現地の方との接触につ

いて 

・上記「参加者の同居人に関する事前確認」にある通り、高リ

スク層との接触は、国内の同居人に限らず、渡航先でも問題に

なる。出発前 14 日以内の検温等を実施し、できる限り渡航学

生の感染可能性を排除したとしても、渡航中に罹患し、無症状

で一定期間過ごす可能性は残っている。この期間に、現地の高

リスク層の方々と接することになれば、取り返しのつかない事

態に陥る恐れもある。 

・この状況を回避するために、以下の点について対応すべきで

ある。 

①主催者側が現地で出会う可能性のある高リスク層の方々を

事前に把握できるか。 

②主催者側は高リスク層の方々と学生たちとのあいだに一定

の距離を保ったうえで、マスクや消毒など基本的な対策を怠ら

ないように十分に配慮できるか（引率者の見ていないところで

現地の方から学生に近づいてしまうこともありうる）。 

                                                     

23 たとえば、大皿の料理を大勢で囲み、各自が自分の皿に食事を取って食べる習慣のある地域でこれまでホームステ

イを行っていた場合、今後プログラム再開時に活動内容にホームステイを盛り込むことができるのかどうか、どのよう

な対策をとれば実施できるのかを考える必要がある。 

24 また、実際に「飲食を伴う活動」を通して体調を崩す学生が出てきた場合に備え、該当学生への対応方法も検討し

ておく必要がある。学生が個別にカウンセリングを受けられる学生相談室等と連携を図っておくことも一案である。 
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③主催者は現地側の高リスク層の方へのリスクに関して十分

に説明できるか。 

・これらの対応ができない場合、プログラムの中身を変更しな

ければならない可能性もある。 

プ ロ グ ラ ム 活 動 以 外

（例：平日フリータイ

ム、土日）の過ごし方 

・一般的に短期プログラムの場合は、長期留学等とは異なり、

現地渡航から日本帰国（自宅帰宅）までの全行程に対して、大

学の責任が伴うと考えられている。よって、渡航期間中の自由

時間や休日もプログラムの一部と考えることが適当である。 

・教員など引率者の目の届く範囲であれば、マスク着用やアル

コール消毒などの基本的な対策は可能である。しかし、平日や

土日の自由時間の行動については引率者の安全管理に限界が

ある。これらの時間に感染リスクの高い行動に出て、万が一感

染した場合であっても引率者や現地側担当者の責任が問われ

る恐れがある25。 

・この問題を避けるには、以下の対策が考え得る。 

①できるだけ自由時間を設けないようにする。 

②安全裡に自由時間を過ごすためのルールを定める。 

・コロナ禍のプログラム実施において、「自由時間」をどのよう

に捉え、どのように過ごすことが適当なのか、事前に十分検討

を行い、学生の個人行動を許可するのか等も検討しておく必要

がある。 

・またリスク・コミュニケーション（pp.30-32 コラム参照）の

視点も活かし、どのような「自由時間」を過ごしたいのか（例

えば、お土産を買いたいのか、観光したいのか、のんびりした

いのか等）を事前に学生と話し合い、自由時間に行ってよい事

を設定し、それを実現するための安全な方法とルールを決めて

おくことも一案である。 

・その他、もっとも引率者の眼が行き届かない時間としては、

夜間の宿舎内での行動もあげられる。原則ひとり一部屋が望ま

しいが、それでも学生がどこかの部屋に集まって話し合うこと

も十分ありうる（不真面目な理由ではなく、プログラム中のグ

ループワークの延長線上で夜間も熱心に議論することが想定

される）。これを禁止するのは、学生のモチベーションを下げる

                                                     

25 これに関しては、事前説明を行っていたかどうかがポイントになると思われる。合意した約束があったにもかかわ

らず、それを学生自らが反故にした場合、学生の責任が問われることになる。しかし、新型コロナウイルス感染症の場

合、その結果、学生の母集団にもリスクをもたらし得るため大学としての責任を想定しておく必要がある。 
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ことになるので、なかなか悩ましいところである。 

・コロナ禍でプログラムを実施する場合、プログラム中の夜間

の学生の行動を制限するのはある程度やむを得ないと思われ

るが、そうした中でも学生同士が交流できるよう、プログラム

として「場づくり」を工夫することが大切だと考える（例えば、

オンライン上のコミュニケーションの場をプログラムとして

用意しておき、1 日の活動が終了した後に SNS 等を活用して学

生が交流できるようにする等）。どのような方法が考えられる

か、事前学習の段階で学生と一緒に検討し、マスク着用や 3 密

を避けるなどの基本的対策含め、学生自身が主体的にルール作

りを行うことも一案である。 

発熱者・陽性者が出た

場合のプログラム継続

／中止判断、その後の

対応 

・万一プログラム実施中に、発熱者が出た場合、発熱者の隔離、

医療機関等への搬送、医師の指示に応じた対応とともに、濃厚

接触者やその他参加者、受け入れ先関係者への対応等、様々な

作業が発生する。その状況の中で求められるのが、プログラム

を継続するか、中止するかの判断である。 

・発熱者の病状、他の参加者との濃厚接触の度合い、活動内容、

運営体制、他参加者の意向等様々な要素を加味した判断を迫ら

れることとなる。 

・そのため、予め、プログラムを継続する場合の体制、プログ

ラム中止を判断する条件等を想定しておくと少しでも混乱を

避けられるのではないかと思われる。 

・特に、引率者が発熱した場合のその後の対応については、教

育面／リスク管理面双方に関して、予め十分に受け入れ先担当

者および大学と検討しておく必要がある（引率者を 2 名体制に

しておく等も有効かもしれない）。 

・プログラム中止の判断には、中止に伴って必要となる費用の

総額を把握している必要がある。 

・また、中止に伴う費用の支払いは現地で求められることがあ

るため、支払の方法についても検討しておかなければならな

い。発病者の治療費用や帰国までの費用は一般的な海外旅行保

険の対象となるが、健康な他の参加者、あるいは濃厚接触者と

なった他の参加者の帰国までの費用が旅行保険の対象となる

のは、「旅行変更費用補償特約」（AIG 損害保険会社の場合）に

加入している場合に限られる。発病者以外の参加者全員の帰国

のための航空券代金の総額だけでも大きな金額となることを
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考えると、この保険特約の持つ意味は大きい。 

・また「ポストコロナ時代のスタディツアー再開のために」を

テーマにした連続フォーラムでは、濃厚接触者となった現地の

関係者の隔離期間の賃金補償のための支払が生じた事例も報

告されている。 

 

1-6. 移動（現地から帰国するまで） 

帰国時の準備 ・渡航後、新たに大規模な感染拡大が現地や日本で確認され

た場合、両国の往来に制限が設けられ、最悪の場合帰国便が

欠航する可能性も想定される。この様な万が一の状況に対応

するため、脱出ルートをいくつか想定しておく必要がある。

この場合、第三国を経由することになるが、その国の選定も

重要である（日本との関係や、運航便の本数など、帰国でき

る可能性のある国を選定する）。 

・また、現地の都市がロックダウンされて都市間の移動が禁止

された場合、例え日本から特別救援便が運航されたとしても、

空港のある都市へ移動することが出来ない可能性がある。その

ため、活動地から日本への航空便が就航している空港（主に首

都）へすぐに移動できる体制は整えておきたい。 

 

2. 医療26 

 海外体験学習実施の前提として、とりわけ医療態勢が不十分な地域でのプログラム開催

は、ワクチン接種が完了し、集団免疫が成立していることが望ましい。しかし、ワクチンに

よる免疫の有効な期間が限られること、またワクチンの効きにくい変異種の出現など、ワク

チン接種が完了していても新型コロナウイルスへの感染の可能性を否定することはできな

い。そのため、プログラムの実施には新型コロナウイルスへの感染の可能性を前提とした対

策が求められる。 

 

2-1. 対策 

PCR 検査について ➢ 制度の視点 

渡航国により、入国前 72 時間以内、搭乗前 72 時間以内、入国

5 日以内など、指定される検査時期が異なるため、国別に判断

し、さらにトランジットの扱いもチェックする必要がある。 

                                                     

26 医療面に関する検討すべき項目は、2020 年 8 月から開催された「ポストコロナ時代のスタディツアー再開のため

に」をテーマとした連続フォーラムで取り上げられた内容を、フォーラムを主催した山田和生がまとめたものである。 
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➢ 医学的視点 

偽陰性（実際は陽性であっても陰性の結果が出るもの）もあり、

真の陰性であっても、その時点での感染の可能性が低いという

ことでしかない。検査が終わった次の瞬間に感染する可能性も

ありうる。反対に、感染後に 10 日以上が経過し、症状がなくて

も（他に感染させる可能性がなくても）ウイルスの残骸を検出

して陽性が続く患者もいる。 

➢ 現地側の PCR 検査について 

現地側の検査は、費用の観点からも実施は容易ではない。発熱・

風邪症状のある（10～14 日以内に症状があった）現地の方と

は、接することを極力避けるべきである。 

感染防止対策用備品の

準備 

・今後プログラムを実施する場合、例え参加者全員が PCR 検

査で陰性を確認、もしくはワクチン接種により免疫を付けて渡

航したとしても、新型コロナウイルス感染症を想定した備品の

準備は欠かせない。 

・発熱者が出た場合を想定して準備しておく備品の例としては

以下のとおりである。 

⮚ フェイスシールド 

⮚ マスク 

⮚ ゴーグル 

⮚ 医療用手袋 

⮚ ガウン（防護服は都度変える） 

⮚ 足をカバーするビニール袋 

⮚ 髪の毛をカバーするキャップ 

⮚ ガムテープ 

⮚ 消毒用アルコール 

⮚ 次亜塩素酸ナトリウム（日本ではハイターを利用） 

⮚ 量を計測できるもの（水と混ぜて濃度を調整するため） 

⮚ ゾーニングのための色テープ（グリーン、イエロー、レッ

ド） 

⮚ 消毒液を入れるためのポリバケツ 等 

・これらについて、予め受け入れ先担当者と調整を図り、現地

で調達するもの、日本から持参するものを検討する必要があ

る。 

・消毒用アルコール、次亜塩素酸ナトリウムは機内持ち込みや

預入荷物にできないため、現地で調達することになる。 
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個人防護具（PPE）およ

びゾーニングに関する

講習について 

・発病者への対応には、同行スタッフや現地スタッフが、個人

防護具の正しい用法と、ゾーニングについての知識を持ってい

ることが求められる。 

・感染症に関する専門知識を持った医療関係者よる講習、でき

れば感染症予防に専門的な知識と技術を持つ感染症看護認定

看護師による講習を事前に受講することが望ましい。 

 

2-2. 対処 

参加者／引率者が体調

不良になった場合の対

応 

・発熱や咳症状がある場合、新型コロナウイルス感染症とイン

フルエンザ、普通の風邪とを見分けることは難しく、発熱者に

対してはすべて新型コロナウイルス感染症の疑いを前提とし

た対応を行うことになる。 

・発熱の症状があれば、その時点ですぐに隔離をし、PCR 検査

が可能な医療機関に搬送することになる。 

・一般に海外での旅行中に発熱が多いことを考えると、すべて

の発熱者にこのような対応をとることは、かなりの困難を伴

う。そのため、発熱時の判断と対応を事前に十分に検討する必

要がある。 

・予め情報収集および準備しておく事柄の例は以下のとおりで

ある。 

⮚ プログラム実施国／地域における、発熱者が出た場合の対

応手順の確認（日本でいう保健所のような、官公署への届

け出義務があるか、相談連絡先があるか等）。 

⮚ 受診することになる医療機関の確認（多くは、加入する海

外旅行保険の相談窓口を通して提携病院を利用すること

になると思われるが、海外体験学習では都市部以外の場所

で活動することも多いため、その場合の発熱者／新型コロ

ナウイルス感染症の陽性者の対応手順も確認しておく必

要がある）。 

⮚ 利用が想定される医療機関までの搬送方法の確認（誰が、

どのようにして搬送するのか等）。 

⮚ 発熱者を医療機関へ搬送するまで、また入院とはならなか

った場合の隔離場所の検討（多くは、宿泊先施設を利用す

ることになるが、その場合のゾーニングについても要検

討）。 

⮚ 発熱者の看護を行う際の防護服の着脱方法（2-1 参照）。 
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⮚ 現地で調達可能な消毒液の作り方を確認（次亜塩素酸ナト

リウムを含む洗剤にて作成可能）。 

⮚ ゴミ処理の方法を検討する（感染が疑われる場合には、看

病にて発生したゴミ、場合によっては患者の持ち物は焼却

処分が必要となる。ただし、海外体験学習を行う場所では、

ゴミの焼却システムを有していない地域も想定されるた

め、感染拡大を防ぐための対応検討が必要である）。 

⮚ 診断の結果、新型コロナウイルス感染症の陽性者となった

場合（他の参加者が濃厚接触者と認定された場合も含む）

に、現地ではどのような施設に収容されることになるの

か、その施設の設備状況はどうか、生活支援が受けられる

のか、費用負担はどうなっているのか等の確認（費用発生

時の海外旅行保険適用可否含む）。 

⮚ 発熱者の移動規制、出国規制の確認（仮に新型コロナウイ

ルス感染症の陽性者でなかった場合にも、発熱している状

態では、移動が制限される可能性が高い。予め対応を検討

しておく必要がある）。 

・上記以外にも、発熱者が出た場合には、大学への連絡、保証

人への連絡、場合によっては航空券の取り直し、海外旅行保険

申請作業等、様々な対応が生じる。日本国内にいる他の教職員

と予め役割分担を行っておく必要がある。 

発病者と健康な者の分

離（ゾーニング） 

・大多数の病院では、グリーン（清潔領域）、イエロー（準感染

領域）、レッド（感染領域）を分ける「ゾーニング」という考え

方で隔離を行なっている。 

・清潔領域と感染領域を区切るポイントは以下のとおりであ

る。 

①人の出入りだけでなく、モノの出入りも制限する。 

②掲示物などを利用して誰が見ても分かるようにする。 

・発病者の隔離については、発病者の病室を別棟にできるので

あれば、その方が望ましい。しかし、発病者の病室が同じ空間

であっても、領域を分けることで対応は可能である。 

感染拡大防止の観点を

踏まえたプログラムの

運営検討 

・発熱者が出た場合、発熱者との濃厚接触者を囲い込み、それ

以上、感染を広げないことに注意しなければならない。 

・その場合の検討項目としては、以下があげられる。 

➢ 同室者など、他の参加者の行動制限。 

➢ プログラム継続組、離脱組をどのように分けるのか。 
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新型コロナウイルス感

染症発症者の持ち物に

ついて 

・新型コロナウイルス感染症発症者の持ち物を健康な人が持ち

歩くことや、帰路便の機内に預け荷物とすることにはリスクを

伴う。新型コロナウイルス感染症発症の場合は持ち物を廃棄し

なければならないケースが考えられる。発症時の持ち物の破棄

についての同意書を事前にとることも検討する必要がある。 



30 

コラム：さまざまなリスクとリスク・コミュニケーション 

 

教育機関が海外での教育プログラムを実施する際には、疾病・感染症、交通事故、テロ

や治安など、さまざまなリスクを想定し、リスクを評価し、なるべくリスクを最小化する

ことを目指す。しかし、どんなに教育機関および学生を引率する教職員がリスク管理を周

到に対策しても、それらリスクや安全に関する情報提供が、教育機関側からの一方的なも

のであるとするならば、それはとても危険だし、もったいないことだ。 

「危険だ」という意味は、情報が一方通行の場合、情報の送り手と受け取り手の情報量

と理解に差が出やすいということである。大事な情報は、伝えるだけでなく、それが他人

ゴトではなく、自分の身に降りかかる自分ゴトとして考えられるように双方向型での情報

の発信と受け止めが大事だろう。また、「もったいない」という意味は、学生らがリスク

を通して、旅行先および自らの社会に潜むリスクを顕在化させ、リスクについて学び・対

話することは、新たな学びのチャンスでもあるということである。一方的な情報提供は、

その学びの機会を摘み取ってしまう危険がある。こうしたリスクに関する対話を通して相

互に学び合う教育手法が「リスク・コミュニケーション」である。 

リスク・コミュニケーションの定義は、世界保健機構（WHO）など国際機関や、厚生

労働省や文部科学省などの省庁、米国の National Research Center などそれぞれが定義し

ているが、共通しているのは、「リスクへの適切な対応のために行われること」、「多様

な関与者の参加が求められること」、そして「関与者の相互作用を重視していること」で

ある（文部科学省「リスクコミュニケーション案内」）。 

 

現代の私たちの社会生活はリスクに満ちている。リスクとは海外でも日本国内でも発生

する可能性は常にある。リスクをあげれば、事故（交通事故、火災、工場爆発など）、犯

罪・テロ（窃盗などの軽犯罪、迷惑行為など）、災害（洪水、地震、津波、台風、噴火な

ど）、紛争（内乱なども）、健康（疾病、感染症、水の衛生など）などさまざまなものが

ある。また、これらのリスクは、リスクの性質や対処方法が社会でもよく知られているシ

ンプルなものもあるが、リスクの評価自体が複雑（例えば、原子力発電所爆発事故以降の

放射能の影響についてなど）であったり、突然の地震など自然災害とその後の情報断絶な

ど多義的なものもあるため、リスクについて学ぶことのゴールが見えないような気がする

こともあるだろう。 

ではこうしたリスクをどのように学びに変換していくことができるだろうか。海外プロ

グラム実施前、実施中、実施後の事例を紹介していきたい。まず、プログラム実施前に健

康管理や交通に関する注意をリスク管理の一環として行うことは少なくない27。「海外で

                                                     

27 大多数の大学では、海外プログラム実施前に「危機管理オリエンテーション」を実施していると思われる。危機管

理オリエンテーションは、リスクへの対処方法を身に着けるだけではなく、「自分の身は自分で守る」という意識付け

を行ううえでとても重要である。そのような成果を得るためには、参加者間における活発な議論が欠かせない。経験

https://www.mext.go.jp/a_menu/suishin/detail/1397354.htm
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は生水は飲まない」はある程度共通の理解になっている。しかしその理由を学生達に問う

と、「海外では衛生管理が行き届いていない」などの答えが返ってくることも多い。そこ

で、なぜ日本の水は安全だと考えるのかその根拠を調べる、話し合う、発表するとのプロ

セスを踏むことで、日本の安全な水が飲めるまでの歴史や、水質管理や水道料金の仕組

み、そして近い将来の水道の民営化の課題などを欧州各国の事例から学ぶこともできる。

特に、いわゆる途上国や新興国での教育プログラムを実施する場合、暗黙のうちに日本の

優位性や優越感により訪問国の社会制度に対して上から目線になることがある。リスク・

コミュニケーションは、自身が住む社会を相対化しながら、海外や異文化で学ぶ可能性を

含んでいると言える。この場合のリスク・コミュニケーションは、教員と学生を想定して

いる。 

次に、海外でプログラムが行われている最中に、台風や地震など自然災害や交通事故等

が発生した時に、リスク・コミュニケーションは何ができるかを考えてみる。リスク・コ

ミュニケーションは、「多様な関与者の参加が求められること」、そして「関与者の相互

作用を重視していること」と先述した。通常、災害や事故が発生した場合の関与者とは誰

かを事前に把握する。その規模にもよるが、現地の日本大使館、危機管理対応企業もしく

は NPO、旅行代理店、保険代理店、現地のパートナーなどが思いつくだろう。しかし忘

れてならないのは、学生の保証人も関与者であることだ。教育機関は、プログラムに参加

する学生の生命を保護する道義的な責任を負っている。事前に、保証人からの同意書に

「現地での疾病や事故に関して大学は一切の責任を負いません」などの一文が記され、保

証人の署名と捺印を求めることもあるが、実際に事故が発生し、裁判などでその検証が行

われれば教育機関の道義的責任は免れない。事故や災害発生の際、教育機関内部での情報

の一元化、指揮系統を明確にして、出来るだけ最新の情報を外部機関から確保し、保証人

に提供することが大事だ。この際、「心配ありません」や「大丈夫ですよ」と慰めの言葉

は不要で、経過が刻々と変化する知り得た情報のみを提供し、保証人の理解と協力を求め

る姿勢が重要だ。 

かつて筆者（齋藤百合子）が勤務していた大学では、インドネシア・スマトラ沖の大地

震と津波がタイ南部にも発生した時、タイ北部のチェンマイで長期プログラムを行ってい

た。その際、学生たちの安否を確認し、その旨を保証人に報告した。津波はタイ北部に押

し寄せないことが分かっていても、津波の被害国としてタイという国が報道されると、保

証人らは少なからず心配されただろう。大学からの保証人へのコンタクトは、保証人の安

心と大学への信頼関係の構築に寄与すると考えられる。その大学では、大規模な災害でな

くても、台風被害による洪水被害など、比較的小さな・中規模な災害（リスク）が発生し

                                                     

上、病気・ケガ、盗難など身近な事柄は、対処方法も想像しやすいことから活発な議論が生まれやすい。過去の参加者

の失敗談など具体的な事例から設問を投げかけるのが良いだろう。その後、自然災害やテロ・暴動などに設問を移せ

ば、活発な議論を維持できるはずだ。また議論を通して、対処方法をきちんと理解するだけでなく、当事者意識も高ま

ってくるはずである。 
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た時にも、情報収集と学生の保証人への連絡を行い、保証人をもリスク・コミュニケーシ

ョンの関与者とみなしていた。リスクが発生した時、教育機関と保証人の間に信頼関係が

なければ、訴訟など法的なリスクにも発展しかねない。 

最後に、プログラム事後のリスク・コミュニケーションについて紹介する。有益な例と

して、プログラム参加者に自身が感じたヒヤリハット事例、つまり重大な事故にはならな

いものの、対応を間違えば事故になっていたかもしれない事例を、ストーリーとして記述

しておいてもらい、今後、学生が社会人になった時に社会で活用できるような事例に関し

ては、ケース・メソッドとして互いに学び合うという方法がある。例えば、米国でホーム

ステイ宅に入ろうとした時に家の鍵が見つからず、ドアノブをガタガタさせて開けようと

していたら、近所の人に泥棒と間違われて通報され警察に連行されそうになった学生がい

た。その際この経験から、何に気をつけなければいけなかったのか、とっさの時に英語で

自分の身の潔白を表現する単語は何か、不測の事態が発生した場合、どんな対応を取りう

るか、などを話し合うことができた。 

 

リスクは異文化の状況でなくても、私たちが住んでいる社会において、感染症、医療、

食品、環境、労働どんな分野でも起こりうる。リスクをむやみに恐れて終着点が見えない

対策に疲れてしまうのではなく、リスクを契機に周りの人と話しあってみる、調べてみる

など学びや気づきの機会と捉えると気持ちも楽になる。リスク・コミュニケーションは、

現代社会のリスクの大海を泳ぐスキルのひとつとも言えるだろう。積極的にリスクを話し

合おう。それがリスク・コミュニケーションの原点だ。 
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第 III 部 オンラインアンケート概要 

 

WG では、コロナ禍における「海外体験学習」再開に向けての議論を深める参考とするた

め、以下のとおり、オンラインでのアンケート調査を行った。この度は、時間的制約もあり、

調査対象に多少の偏りがある点はご了承いただきたい。今後、本調査をもとにより正式な調

査を行うことができればよりよいと考えている。 

 

調査名： 

コロナ禍における「海外体験学習」再開に向けた意識調査 

実施期間： 

2021 年 3 月 8 日（月）～2021 年 3 月 21 日（日） 

調査対象： 

JOELN メーリングリスト登録者、2020 年度 JOELN 夏季オンラインセッションおよび年次

大会参加者、ASAGAO kyoto-u メーリングリスト登録者、WG メンバー所属大学教職員 

回答数： 

「海外体験学習」実施機関 24 

「海外体験学習」参加（希望）学生 8、およびその保証人28 2 

 

「海外体験学習」実施機関  

回答分析コメント： 

「海外体験学習」実施機関向けの回答結果を見てみると、新型コロナウイルス感染症につ

いてメディア等で見聞きし始めた 2019 年度末（2020 年 1 月以降）から 2020 年度におい

て、海外体験学習を実施した機関が 4 割程度あった（Q1）。その多くは 1 週間から 10 日程

度のプログラムで（Q1-③）、マスクの着用、手洗いうがいといった基本的な感染防止対策

を行ったうえで実施、もしくはまだ特段の配慮が必要とはされていない段階での実施であ

ったことが分かる（Q1-④）。しかし中には、受け入れ先団体、宿泊先、交通機関からの受け

入れ拒否を経験したプログラムや、風邪をひいたプログラム参加者が新型コロナウイルス

感染症の疑いをかけられたり、アジア人であることにより差別的な態度を受けるなどした

事例も見られた（Q1-⑤）。差別を考慮してマスク着用指導をしない現実も生じた（Q1-④）。 

また、オンラインでの海外体験学習も半数弱の実施機関で試みられており（Q2）、中止し

た渡航型プログラムをオンラインに切り替えたもの、新たにオンラインプログラムを作成

                                                     

28 アンケート調査実施時は、「保護者」という用語を用いていたが、ここでは本文中の表記と統一して「保証人」とす

る。ただし、回答詳細欄のアンケート設問および各回答については、アンケート調査に使用した質問フォームおよび各

回答者の記述どおり掲載する。 
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して実施したものはそれぞれ同数であった（Q2-②）。 

2021 年度の海外体験学習計画状況については、約 65%の実施機関が回答時点で現地渡航

を伴うプログラムを計画していた（Q3）。渡航規制の解除は依然見通せない状況であるが、

受け入れ先団体との調整を開始し、コロナ禍であっても実施可能なプログラムの検討、安全

確保の体制づくりを進めている機関も見られた（Q3-①）。しかし一方で、プログラムの継

続性に対する不安や安全確保に対する不安の声もあげられた（Q3-②）。また海外体験学習

の再開に向けては、渡航規制、出入国管理状況の他、渡航を許可する判断基準や根拠に対す

る情報が必要との声が複数見られた（Q3-③）。 

所属の教育機関においては、海外体験学習の新型コロナウイルス感染症対策として、大学

での行動規制基準が定められているところが約 67%であった（Q5）。また、海外体験学習の

新型コロナウイルス感染症対策を主導すべき部署として最も多く挙げられたのは、危機管

理担当部署であり、全学的な取り組みが望まれていることが分かる（Q6）。また一方で、各

国の状況を適切に把握し、個別の事情を勘案しつつ判断したり、具体的な対策を検討したり

するため、より現場に近い部署が望ましいとする声もあった（Q6-①）。 

海外体験学習の実施を決定する際に重視する項目について、最も重視するとされた項目

は「各国政府および公的機関が発表している感染症危険レベル」であった（Q8）。また日本

国・外務省「感染症危険情報レベル」を実施の条件とするならば、「レベル 1」が適当とす

る回答が 62.5%を占めていた（Ｑ9）。2 番目に重視する項目については、回答が分散してい

るが、その中でも「派遣先の医療体制が確立していること」「自己隔離期間の有無」などが

重要視されていた（Q8-②）。3 番目に重視する項目では、「学生・保証人の意思」も 25%を

占めていた（Q8-③）。 

その他、学生の感染リスクに対する対応のみでなく、活動地にて新型コロナウイルス感染

症を拡大してしまった場合の受け入れ先団体との信頼関係に触れている回答もあり、本提

言で示した内容とも関連が見られた（Q10）。 

 

回答詳細： 

Q1. 2019 年度末（2020 年 1 月以降）～2020 年度に現地渡航を伴う「海外体験学習」を実施

しましたか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

選択肢 回答数 割 合 

はい 10 41.7% 

いいえ 14 58.3% 
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Q1-➀. 渡航先国はどこですか？ 

≪アジア≫ タイ、インドネシア、フィリピン、インド、カンボジア 

≪北米≫ サイパン 

≪中米≫ メキシコ 

≪オセアニア≫ ニュージーランド 

≪ヨーロッパ≫ デンマーク、フランス、ドイツ 

 

Q1-②. 渡航先を変更するなどの措置をとりましたか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1-③. 派遣期間はどのくらいでしたか？ 

 

≪1 週間から 10 日程度≫ 9 件（うち 1 件については、途中切り上げの帰国措置による） 

≪2 週間から 1 か月程度≫ 2 件 

≪1 か月以上≫ 1 件 

 

Q1-④. 新型コロナウイルスについて、どのような感染防止対策を行いましたか？ 

●マスク着用、手洗い等の励行 

●1 日 2 回の検温など参加者の体調確認・管理、手洗いなどの衛生管理の徹底、安全ガイドマニュアルの 

作成など 

●マスクの着用、手洗いうがいと消毒の徹底 

●マスクの着用、手洗いうがい、体調管理の徹底 

●マスク、手洗いの励行 

●全てリモートでの事前オリエンテーション（全 4 回） 

●出国前の PCR 検査陰性証明書 

●入国時の PCR 検査陰性証明 

●感染症も保障する保険への加入 

●現地にて 10 日間の自主隔離（期間中の PCR 検査）※デンマークの対策措置に従い自主隔離終了後は、 

選択肢 回答数 割 合 

はい 0 － 

いいえ 10 100% 
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滞在国デンマークの規則に従う 

●2020 年 2 月末～3 月上旬開催でしたので、特段の配慮は必要なかったです。しかし、感染防止マナーの 

徹底は行いましたし、現地領事館、医療機関、教育省とは綿密な打ち合わせを行いました。 

●パンデミック直前（2020 年 2 月下旬）だったので、感染防止対策ではなく（差別的扱いを避けるため） 

むしろ現地でマスクをしない指導をした。研修旅行を実施するにはギリギリのタイミングだった。数日 

あとだったら中止になっていたと思う。 

●その頃は必要性が感じられなかったため、特に何もしなかった。 

●当時、日本国内の感染は、主に中国からの旅行者、ダイアモンドプリンセス号乗船者に限られており、 

またドイツ内の感染者も少数であったため、特別な感染対策は行っていなかった。但し、帰国後の健康 

観察（学生からの報告）を行った。 

 

Q1-⑤. コロナ禍での「海外体験学習」について、関連する事件・事故・ヒヤリハットや不

安があれば、差支えのない範囲内でご教示ください。 

●現地受入機関・団体等からの受入拒否、宿泊・交通機関の受入拒否、差別などの不安 

●感染が世界に広がり始めた 2020 年 3 月頃、ケニア派遣中の学生を日本に帰国させる際に、情報の錯綜、 

国境封鎖、相次ぐ航空機のキャンセル等で、派遣生・親御さんともに不安が大きかった。コロナが騒が 

れ始めた段階でここまで世界規模になることを予想できず、プログラムギリギリまで帰国を促すことは 

しなかったので、間際になっての判断となってしまった。 

●現地スタッフ・大使館の協力で無事帰国できたが、ケニア出国から日本着まで１週間近くかかってしま 

い、帰国できないかもしれない不安を募らせてしまった。 

●帰国便が韓国経由でしたが、あと数日帰りが遅れていたら、韓国経由では帰国することができませんで 

した。 

●コロナの感染が始まり出した頃だったため不明な点が多く、到着空港内でのマスク着用や参加学生の体 

調管理に神経をとがらせた。 

●特にないが、一部参加者がツアー離脱後 3 週間滞在中に風邪をひき、コロナの容疑がかけられて地域の 

行政官があつまるという事がありました。旅行事業としては責任がないが滞在場所を紹介した者として 

の責任が生じました。 

●当時、コロナ感染者＝中国人というイメージがあり、街中で“Hello Corona!”と言われたり、すれ違う際 

に口を押えるなど差別的な態度をとられたりすることがあった。 

●なし 

 

Q1-⑥. コロナ禍で「海外体験学習」を実施した際のメリット・デメリットなどがございまし

たら教えてください。 

≪メリットの理由≫ 

●実施できること自体がメリット、1 年間の長期プログラムでは、休学・休職して参加する方が多いので、 

のちの予定に響かず、海外プログラムに参加できる。 
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●感染症に対しての政府対応の違い、価値観の違いを学んでいる。 

●ぎりぎりのタイミングでの渡航であったが、今、振り返ると、大変貴重な海外体験学習であった。 

●事務局側としてもこの時期に派遣をすることで、緊急時の対応など体制の改良をする機会となっている。 

●人（研修参加人数）が少ないので、ゆったりとじっくり学べた。 

 

≪デメリットの理由≫ 

●参加者の安全が確保できない、プログラム内容の実施不可、保護者の理解が得られない等のデメリット 

が多い。 

●不安視した保護者がいたため、その子息は参加を取りやめました。 

●海外スタディツアーを実施中に首都マニラでロックダウンが実施されることが発表され、スタディツア 

ーを途中で切り上げ、緊急帰国となった。 

●政府の規制などが変更・修正される可能性が常にあるので、常に最新情報の入手を心がけ、それに対応 

するようにしないといけなかった。 

●予定していた現地の人たちと交流する活動も、安全上の観点から中止することがあった。 

●現地でもプロジェクト先が休校になったりなどで、活動日が少なくなってしまうこと。 

●現地でしか味わえない文化体験やコミュニケーションに一定の制限が伴う点や、マスクにより表情や言 

語習得に必要な口の動きが分からない等のデメリットがある。 

●日本人に対する、差別を受けることがあった。 

●不慣れな海外で、自粛生活だとストレスの負荷が通常以上。 

●通常以上に気を遣う。 

 

≪その他の理由≫ 

●感染が拡大する前の実施であったため、予定していたプログラム（病院・高齢者施設訪問、提携大学内 

での活動、学生交流等）は感染症の影響なく、全て順調に行われた。ぎりぎりのタイミングでの渡航で 

あったが、今、振り返ると、大変貴重な海外体験学習であった。 

 

Q1-⑦. 実施しなかった理由について教えてください。 

●参加者の安全配慮 

●コロナ 

●コロナのため。保険がきかず、渡航予定先国の感染状況が悪化の一途だったため。 

●新型コロナウイルスの影響を鑑み不実施 

●新型コロナウイルスで渡航に制限があったため 

●新型コロナウイルス感染症拡大により渡航ができなかったため。（現地での直接体験が必要な科目である 

ため中止せざるを得なかった） 

●新型コロナウイルスの影響で，受け入れ側の国が外国人の入国を禁止したから。また所属大学も海外渡 

航を禁止していたから。 
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●コロナ禍で渡航が制限されたため 

●コロナ禍で外務省渡航安全レベルが 3 から下がらなかったため学生を派遣できない 

●外務省海外安全の渡航レベルが 2 以上だったから。 

●文科省からレベル 2 以上の渡航に関する注意が出ているため 

●実施できていない。待機中の参加者もいる。派遣国のビザが下りないため 

●大学の方針。現地受け入れ体制の不安。そもそも学生の入国は不可だった。 

●学校側の判断で 1 件中止になりました。 

●2 月末は、新型コロナウイルス感染を危惧して。また３月以降は大学としての判断。 

●必要性がなかったため。 

●もともと海外研修の計画がなかった 

 

Q2. 2020 年度、オンラインでの「海外体験学習」を実施しましたか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2-➀. どの国と、どのくらいの期間、どんなプログラムを実施したかをお書きください。 

●ルワンダ。事前、事後学習の時間をのぞき、現地と繋いだのは計約 13 時間。9 月中の四日間にわけて。 

内容はジェノサイドメモリアル見学、キガリ市内散策、農村見学と村人インタビュー、小学校を運営す 

る現地 NGO 理事へのインタビュー。 

●ネパール、フィリピン、タンザニア、各 2 時間程度、学生とオンラインで現地をつなぎ、現地の人々の 

コロナ禍での仕事、活動や暮らしを知り、交流する連続セミナーを実施した。 

●フィリピンで 4 週間の英語研修、カンボジアで 4 週間の PBL 研修、韓国で 2 週間の韓国語・異文化研修 

など 

●2020 年 8 月 5 日間程度 ベトナム共催 

●2020 年 11 月 5 日間程度 ベトナム・フィリピン共催 

●2021 年 3 月 5 日間程度 インドネシア共催（予定） 

●2021 年 3 月 週３回４週間 来日予定生日本語オンラインレッスン・事前オリエンテーション 

●各国６-10 名の青年参加者（16-25 才）を募り、オンライン上でチームを作り、国際社会に対するこれか 

らのユースができること、アクション、リーダーシップについてディスカッションし、社会発信のプレ 

選択肢 回答数 割 合 

はい 11 45.8% 

いいえ 13 54.2% 
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ゼンの作成・発表を行う。 

●来日予定の海外ボランティア候補生への日本語レッスン・事前オリエンテーションの実施 

●タイ、2 日間、保健医療分野の NGO の活動紹介、活動対象者との交流 

●サイパン 

●アメリカのハワイとカリフォルニアをつなぎました。1 日。Mental Health について高校生が話し合うワ 

ークショップに大学生や教員も参加しました。 

●半日。現地大学生と合同での発表会 

●ベトナムの NGO と一緒に現地の大学生に英語を教えるボランティア活動を課外で 12 回ほど実施しま 

した。 

●ベトナム（提携大学 ホーチミン医科薬科大学学生 6 名、本学学生 6 名）9/12 1 時間半「コロナ禍での 

大学の様子、感染症対策や現地の最新情報（施設の利用、街中、マスク事情等）について」、双方のプレ 

ゼンテーションとディスカッション。 

●フィンランド（提携大学 JAMK 大学を卒業した看護師 2 名、本学学生 10 名）11/21 1 時間半「コロナ 

禍における現在の状況（感染状況、人々の暮らし等）について」双方のプレゼンテーションとディスカ 

ッション。 

●ドイツ（フランクフルト在住協力者 2 名、本学学生 10 名）2021 年 1/9 1 時間半「ドイツの医療、教 

育、食農について」、「日本人の目で見たドイツ」、ドイツからのプレゼンテーションとディスカッション。 

●台湾（提携大学 弘光科技大学看護学科院生 22 名、本学看護学生 6 名）3/6 2 時間「コロナ禍での感染 

症対策」、双方のプレゼンテーションとディスカッション。 

●オランダ（提携大学 ハンゼ大学理学療法学生 2 名、本学学生 2 名）3/4、5 計 3 時間「専門領域交流の 

イントロダクション」3/21 にも交流実施予定。 

●カナダなどの協定校との語学関連のオンラインプログラムおよび日本語学習者との交流など 

 

Q2-②. 実施した経緯について教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

選択肢 回答数 割 合 

中止した渡航型プログラムを、オンラ

イン実施に切り替えた 
5 45.5% 

新たにオンラインプログラムを作成し

て実施した 
5 45.5% 

協定校との話し合いの上、向こうから

の提案が主で 
1 9.1% 
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Q3. 2021 年度、現地渡航を伴う「海外体験学習」を計画していますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q3-➀. 現地渡航を伴う「海外体験学習」の再開に向けて、どのような取り組みを行っていま

すか？ 

●開講科目としているが、現状では大学の判断を待っている状態。 

●フィリピン政府が観光ビザでの外国人の入国を認めれば、海外スタディツアーの再開を予定している。 

現在は夏の実施に向けて、コロナ禍の状況でも可能なプログラムの内容を検討している。 

●とにかく渡航解除まち。現地パートナーは、現地のコロナ対策基準をクリアして資格を得た。当方は、 

コロナに関するオンライン学習会に参加。 

●情報収集と新型コロナウイルス感染症の影響が少なくなるのを待つ 

●現段階では中止・延期の可能性もあることを伝えた上で派遣の準備をしている 

●計画はしているが、募集終了直後に派遣可否の判断を行うことを計画している。 

●国内で学生を募り、各種オンライン事業に携わってもらい、海外への関心・モチベーションを保っても 

らう活動 

●団体本部の管理のもと各国事務局が国内の感染状況・入国の規制・各種手続きについてまとめリスト化 

し、進捗あり次第常に更新を行う。 

●２ヶ月に一回程度の各国団体事務局スタッフとの会議（地域別+本部職員）各国の対応・現状について報 

告相談を行う 

●現地との調整 

●現地大学との交渉。 

●受け入れ団体との交渉をはじめたところです。 

●現地担当者と連絡をとって計画を立てている 

●現地での安全確保の体制づくり、新たなカウンターパートの模索 

●提携大学、関係者との協力関係の維持。オンライン国際交流の実施などで学生の国際交流に関する興味 

関心の維持。 

●オンラインプログラムの継続的な実施。 

●感染時の対応が比較的容易なプログラムの実施時期・実施場所の検討 

選択肢 回答数 割 合 

はい 15 65.2% 

いいえ 8 34.8% 
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●2021 年夏期の実施は見送る旨決定したため、2022 年春期の実施を想定しており、まだ具体的な取組み 

に着手できていない。 

●学内で渡航判断のフローが作成されたので、それを協定先に示しながら、「海外体験学習」の可能性を探 

っていく。 

 

Q3-②. 現地渡航を伴う「海外体験学習」の再開に向けて、不安に思っていることや、担当者

間で議題に上がっていることはありますか？ 

●現地機関・団体等とのネットワーク、プログラムの持続的発展の停止、学生間の体験・情報が継続され 

ない（分断してしまう） 

●フィリピン政府が観光ビザでの外国人の入国を認めたとしても、どこまで参加者の安全を確保できるの 

かという不安は残る。 

●このような状況下でスタツアを再開することはもちろんリスクを抱えることではあるので、参加者の安 

全を確保するためのマニュアル作成やシミュレーションなど、事前にできる対策をしっかりと整える必 

要があると思っている。 

●渡航の制限 現地の危険度 

●コロナ禍が収まらない限りは実施不可能。航空券手配の関係から５月中に結論。 

●渡航できるのか、渡航できても待機期間は変わらずあるのか 

●とにかく渡航解除の時期と根拠がわからない 

●外務省渡航安全レベル 

●感染症危険レベルだけで派遣可否の判断をしても良いのか、プログラム中に感染者が出た場合の対処に 

ついて、感染者が出た場合の大学の対応（体制）および風評被害など 

●水際対策として行われる移動手段の制限や一定期間の隔離措置以外に、今後新たな対策が追加されない 

か（例えば、予防接種の有無など）懸念している。 

●2 年連続で海外実習が実施できない場合、所期の学習成果が期待できないのではないか。 

●海外渡航できない場合の代替プログラムのあり方や開発 

●これまで実施していた医療福祉に関する視察が、今後難しくなることが予想され、可能な体験学習（そ 

れらに代わるものなど）を検討する必要がある。航空運賃の高騰が考えられるので、奨学金を含め、研 

修費用を再考する必要がある。 

●日本からの受け入れがビザ上可能な国はあり、個別の問い合わせに対しては、今後の入国状況が不透明 

な面も踏まえて説明し、派遣への申し込みを検討してもらうこともあるが、大々的な広報は難しいため、 

そのタイミングが不明なこと。 

●広報活動なしに、来年度の収益も期待できないこと 

●今のところは、コロナの収束、ワクチン接種、特効薬の総合的な判断となると話しています。 

●渡航レベルが下がらないと学校法人が許可しません。同僚の同意も得にくいです。 

●大学のどの部局と議論すればよいのかわからない（4 月から他大学へ異動予定のため） 

●大学から許可が下りるかどうかがわかりません。 
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Q3-③. 現地渡航を伴う「海外体験学習」の再開に向けて、どのような情報が必要だと思いま

すか？ 

●出入国管理の状況、現地機関の受入可否状況、国内社会の海外渡航に対する見方および現地社会の外国 

人に対する見方 

●入国先の感染予防対策、感染者への対応、関連する各種の規制や要請についてのタイムリーなまとめ情 

 報 

●現地研修先の実施方針や実施体制、他大学情報、航空機運行状況や現地情報（特にコロナに関する医療 

体制等）、外務省の危険情報など。 

●受入国が入国に際しどのような書類を必要としているのか 

●現地の受け入れ・医療体制、現地政府の意向 

●渡航国の視察先の可否など、詳しい情報。 

●政府の規定・制限などの情報 

●現地で感染した場合の対応方法や、政府等による支援に関する情報 

●国内の他団体・教育機関・法人がどのような基準をもって、海外派遣可とするのか 

●渡航レベルが下がらなくても渡航させることについての合理的理由づけ。 

●再開に向けたガイドライン 

●渡航解除の根拠を提示してほしい 

●学生と保護者、また受け入れ先が納得できる渡航判断の根拠 

●いつごろから、海外渡航が可能になるか。どういった条件が必要か。 

●コロナがカバーされる海外保険。現地の本当の感染状況（開発途上国では感染者数が実際より過少報告 

されている場合がある。たとえばアフリカでは数字上では感染拡大していないが、現地の友人曰く周囲 

だけでも複数人が立て続けになくなっているらしい。） 

●今のところ、必要な情報は手に入っています。 

 

Q4. 2021 年度、オンラインで行う「海外体験学習」を計画していますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選択肢 回答数 割 合 

はい 15 65.2% 

いいえ 8 34.8% 
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Q5. 所属の教育機関における「海外体験学習」のコロナ対策について状況を教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q6. 「海外体験学習」のコロナ対策について、どういった部署が主導するべきだと考えてい

ますか？理由も併せてご教示ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q6-➀. 上記 Q6 において、選択した理由をお聞かせください。 

《危機管理担当部署と回答した理由》 

●担当者の責任あるまた説得力ある基準づくりが必要です。 

●大学としての危機管理方針を策定すべきである 

●他のコロナ対策を危機管理対策部署が担当しているのならば、海外体験学習も同様とすべきだから 

●学部に責任を負わせず、また危機管理について経験知が高い部署が提案して、大学で判断することが適 

当だと思うので。 

●コロナ対策は危機管理の分野だから 

●新型コロナに関する危機管理については、実施する担当部署レベルで対応できる事案ではない。また、 

国内外問わず行動規則について大学が決めている以上、こうした危機管理対策・対応についても大学が 

主導しない限り、有事の際の対応が疎かになると考えるため 

選択肢 回答数 割 合 

危機管理担当部署 9 40.9% 

国際交流担当部署 6 27.3% 

学長・総長室 5 22.7% 

学部等プログラムの主管部局 2 9.1% 

教務関係部署 0 － 
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●危機管理部署が主導し、そこから関係部署に通知するのが良いと思うから。（主導部署が複数であると混 

乱を招く可能性があるので） 

●統一した方針に基づいて実施されるよう、専門部署が主導するべきだと考えます。 

 

《国際交流担当部署と回答した理由》 

●主導は国際交流だが、決定権は危機対策 

●どこかの部署が決定をしてくれないと動けないので。 

●これまでの海外体験学習について扱う部署であったため 

●コロナでなくとも、海外派遣において注意しなければいけないことはつきものなので、より現場に近く、 

各国の文化・国際的な基準でバランスよく、判断することができる部署が主導する方が良いと思う。 

●危機管理担当部署や学長・総長室、教務関係部署は、一律の基準の徹底には向いているが、各国の状況 

をつかむには、国際交流担当やプログラムの主管部局が適当だと思う。 

 

《学長・総長室と回答した理由》 

●海外体験学習の実施によって教職員・学生及び受け入れ先団体にコロナ感染が生じた場合にだれが責任 

をとるのかということに尽きる。実施するならば、組織のトップが責任を負うことを明確に打ち出すべ 

きである。実施しないにしても、大学として方針を明確に打ち出すべきである。 

●全学で統一した判断を下すことが重要であると思います。また、責任を一部署やプログラム責任者に負 

わせるのも適当ではないと思います。 

●留学や研修に参加したくて入学した学生に、説明できる明確な理由・基準が必要だから。 

●何かあったら大学全体の問題となるから。 

 

《学部等プログラムの主幹部局と回答した理由》 

●個別の事情を勘案しつつ、なるべく実施できる方向で対策を検討するため。上層部が判断すると過度に 

慎重な判断になる傾向があるように思われる。 

●一番現地の状況やプログラムの流れに精通しているので具体的な対策が立てやすい 
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Q7. 「海外体験学習」を検討するにあたり、情報源として何を最も参考にされていますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q8. 「海外体験学習」の実施を決定する際、重視する項目についてお聞きします。 

Q8-①. 最も重視する項目は何ですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

選択肢 回答数 割 合 

日本国・外務省海外安全ホームページ 17 70.8% 

公的機関の感染症情報（厚生労働省／国立感

染症研究所／WHO／CDC 等） 

2 8.3% 

海外政府機関の海外安全情報（米国

Travel.State.Gov／英国 Gov.uk／豪州

smartraveller.gov.au 等） 

1 4.2% 

上記をそれぞれ組み合わせて総合的に 1 4.2% 

現地との情報交換 1 4.2% 

自分が持つ現地の信頼できるコネ 1 4.2% 

ネットニュース 1 4.2% 

派遣先のホームページ 0 － 

選択肢 回答数 割 合 

各国政府および公的機関が発表している

感染症危険レベル 

20 83.3% 

学生・保証人の意思 2 8.3% 

渡航先国において対面授業が実施されて

いること（安全面／教育面） 

1 4.2% 

自己隔離期間の有無 1 4.2% 

派遣先の医療体制が確立していること 0 － 
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Q8-②. 2 番目に重視する項目は何ですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q8-③.3 番目に重視する項目は何ですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q8-④. その他に重視する項目があれば、お聞かせください。 

●現地の人々のワクチン接種率など防疫状況。現地の人との信頼関係。政府の公表とは別に本当の情報を 

迅速に入手できるかどうか。 

●受け入れ側にとっての安心・安全 

●学生の意思 

●コストなど 

  

選択肢 回答数 割 合 

派遣先の医療体制が確立していること 9 37.5% 

自己隔離期間の有無 7 29.2% 

学生・保証人の意思 3 12.5% 

渡航先国において対面授業が実施されて

いること（安全面／教育面） 

3 12.5% 

各国政府および公的機関が発表している

感染症危険レベル 

2 8.3% 

選択肢 回答数 割 合 

派遣先の医療体制が確立していること 10 41.7% 

学生・保証人の意思 6 25.0% 

自己隔離期間の有無 4 16.7% 

渡航先国において対面授業が実施されて

いること（安全面／教育面） 

3 12.5% 

各国政府および公的機関が発表している

感染症危険レベル 

1 4.2% 
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Q9. 日本国・外務省「感染症危険情報」のレベルを実施の条件とする場合、どのレベルが妥

当だと考えていますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q9-➀. 上記 Q9 において、選択した理由をお聞かせください。 

《レベル 1 の理由》 

●対保護者への配慮 

●海外渡航が可能かどうかは大学の判断にまかされているので 

●学生の安全が第一。 

●レベル 2 相当で大学機関として公的に実施するのはリスクが大きい 

●海外実習は不要不急であるため 

●ちゃんとリスク認識して対応すれば、学習者の学びたいことが学ぶ機会となるから。 

●学生の安全を考慮すれば妥当な判断 

●途上国だとレベル 1 は普通だから 

●レベル 2 以降は参加者の安全確保が難しくなるため 

●レベル２以降だと、スタツアは不要不急の渡航に該当すると考えるため 

●学生支援機構海外留学支援制度においては、レベル２以上の場合奨学金の支給を原則見合わせるとある 

ため。 

●本学の危機管理マニュアルの定めにより 

 

《感染症危険情報発出なしの理由》 

●通常であればレベル１で実施しているが、コロナは未知の感染であるためより慎重に判断すべきである 

と考えるから。 

●レベル 0 でないと派遣は危険 

●レベル 1 以上が発出されている状況では、何かあった際責任が取れない 

●治療薬が開発されるまでは、感染後のリスクについて十分に検討をする必要がある。そのため治療薬が 

選択肢 回答数 割 合 

レベル１：十分注意してください 15 62.5% 

感染症危険情報発出なし 4 16.7% 

レベル２： 

不要不急の渡航は止めてください 

3 12.5% 

レベル３：渡航は止めてください（渡

航中止勧告） 

2 8.3% 

レベル４：退避してください。 

渡航は止めてください。（退避勧告） 

0 － 
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開発されるまでは「感染症危険情報なし」を条件とし、開発後は「レベル１」を条件にすればよいと思 

う。 

 

《レベル 2 の理由》 

●下がりにくいから。 

●コロナ以前も感染症危険情報レベル２の地域には日常的に派遣は行なっていたため。レベル２でも現地 

受け入れ先、現地事務局との連絡を密に取り合いこれまでも安全にプログラムを行うことが可能であっ 

たため。 

●学生が自身で判断、行動できる条件を確保したい 

 

《レベル 3 の理由》 

●現状を総合判断して。 

●目に見えるリスクに対しては準備できるが、目に見えないリスクに対しては対応が困難、ないし不可能 

だから。 

 

Q10. その他、何かお気づきの点などがございましたら、ご記入ください。 

●記入していて、やはり感染危険がなくなってからでないと海外体験学習を実施できないなと改めて思い 

ました。 

●この調査結果について知りたい。オンライン国際交流プログラムが多様化している情報を知りたい。 

●大学教職員としては、学生の感染リスクに注目する傾向があるが、現地で感染を拡大させてしまった場 

合、受け入れ側との信頼関係が大きくそこなわれることにも留意する必要がある。相手側が「ぜひ来て 

ください」と言ってくれるまでは行かないほうがよい。 

 

「海外体験学習」参加（希望）学生およびその保証人  

回答分析コメント： 

「海外体験学習」参加（希望）学生およびその保証人向けの回答結果を見てみると、まず現

時点においても、学生の 6 割以上が現地渡航を伴う海外体験学習への参加を望んでいるこ

とが分かった（Q2）。オンラインで行う海外体験学習への参加希望を問うた設問（Q3）へ

の回答を合わせてみると、約 6 割の学生は実際に現地に赴き、現地の様子を五感で感じる

こと、実体験を重要視しており、オンラインでの実施はその参加費用が特別安価でなければ、

現地渡航と比して魅力的に感じられないことが分かった（Q3-①）。 

参加（希望）学生が、海外体験学習に参加するうえで、学習面において大学のプログラム

に求めることを尋ねたところ、最も期待することとして半数の学生が「現地での活動（ボラ

ンティア、調査等）」を挙げ（Q4-①）、また 2 番目に期待することとして同じく半数の学生

が「現地での日常生活（衣食住）」を挙げていた（Q4-②）。3 番目に期待することに対する
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回答は分散しているが、回答が多かった順に「現地生活における外国語の使用」「現地の方

との交流」であった（Q4-③）。これらより、学生は現地において直接的な対人関係活動を

求めていることが分かり、コロナ禍においてはそのような活動における感染防止対策を検

討することが必須であるといえる。 

一方、参加（希望）学生が、海外体験学習に参加するうえで、成果面において大学のプロ

グラムに求めることを尋ねると、「視野の拡大」「自身の成長」「帰国後の学習目標の発見」

といった回答が多く見られた（Q5-①②）。これらより、海外体験学習への参加は内面的動

機に基づいており、現地に身を置くことを手段ととらえている様子がうかがえる。参加学生

の意識が「自己」に向いていることを踏まえると、コロナ禍においては、受け入れ先団体や

現地の人々等、活動を共にする相手への配慮についてより一層注意を促す必要があるかも

しれない。 

さらに、参加（希望）学生が、海外体験学習に参加するうえで、安全面において大学のプ

ログラムに求めることを尋ねたところ、大学教員の専門知識への期待や信頼が一般化して

いる傾向がうかがえた（Q6）。このような期待を抱えているからこそ、トラブルが発生した

際には期待を裏切られたように感じられかねないことに注意が必要である。そのため、リス

ク・コミュニケーションを通して、このような期待に対して、学生および保証人自身にもそ

の責任の一端を担うという自覚してもらうことが必要ではないかと思われる（pp.64-65 付

録 3 参照）。 

保証人の回答については回答数が少ないため、分析はしづらいが、概ね、参加（希望）学

生の回答と傾向は同じである（Q7～10）。プログラム運営の現場で学生を見てきた経験から

すると、保証人の意向が学生の意向に影響している場合も多いと考えられる。 

 

回答詳細： 

Q1. 回答者について、お聞かせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

選択肢 回答数 割 合 

学生 8 80.0% 

保護者 2 20.0% 
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以下、Q2 から Q6 は学生への質問です。 

Q2. 現地渡航を伴う「海外体験学習」へ現時点で参加したいと思いますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2-➀. 上記 Q2.で回答した理由をお聞かせください。 

《「はい」の理由》 

●やはり、普段体験できない事を経験ができることが一番大きいです。オンラインでもできるかもしれま 

せんが、あくまでも意識だけで実際その国に行って身を持って海外を感じたいから。 

●海外の体験は日本で学べない多くのことを得ることができるから 

●現地渡航でないと得られない経験があるから 

●より専門的なことを学習でき、個人では体験できないことも体験できるため。 

●実際に現地に行くことでしか味わえないことがあると思うから。 

 

《「いいえ」の理由》 

●感染リスクや感染者数が日本より高いと思うから、というより、出入国の制限や検疫・隔離のルール、 

制度が変わりやすいと思うから。それらのこと、また医療従事者の方々や今この瞬間も社会のコロナ対 

策にあたってくださる方々のことを想像すれば、学習に集中するどころではなくなりそう。 

●日本を含め世界中で未だに新型コロナウイルスが収まっていないため、自主隔離期間や感染リスクなど 

を考えると、プログラムに安心して楽しみながら取り組めるくらいまで、もう少し感染状況が落ち着い 

てから参加したいと思うため。 

●コロナが怖い 

  

選択肢 回答数 割 合 

はい 5 62.5% 

いいえ 3 37.5% 
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Q3. オンラインで行う「海外体験学習」へ現時点で参加したいと思いますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q3-➀. 上記 Q3.で回答した理由をお聞かせください。 

《「はい」の理由》 

●少しでも現地の人や学生と関わりたい。 

●たとえオンラインでも実際に海外の雰囲気を味わえることには大きな意味があると思うから。 

 

《「いいえ」の理由》 

●受講料によります。正直、昨年度私の通う大学で開催された海外オンラインプログラムは、私個人の感 

覚からはまだ「オンライン」のものに払おうと思える金額ではなかったです。 

●オンラインで行われる「海外体験学習」への参加費用も少し関係するが、オンラインでも様々な学びが 

得られると思う一方で、現地に行って実際に自分の五感で感じるプログラムのほうにより魅力を感じる 

ため。 

●オンライン上ではあまり意味がないと思う。肌で感じることが大切だと思う。 

●実体験でなければ意味がない気がするから 

●オンラインでの海外体験は無意味だと思う。 

●実際に現地に行き、その場の空気を体感したいから。 

  

選択肢 回答数 割 合 

はい 3 37.5% 

いいえ 5 62.5% 
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Q4. 現地渡航を伴う（オンラインではない）「海外体験学習」に参加するうえで、学習面にお

いて大学のプログラムに求めることについてお聞きします。 

Q4-①. 最も期待することは何ですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4-②. 2 番目に期待することは何ですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4-③. 3 番目に期待することは何ですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選択肢 回答数 割 合 

現地での活動 

（ボランティアや、調査活動など） 

4 50.0% 

現地の専門家によるレクチャー（現地大

学教員や、各種機関の職員など） 

1 12.5% 

現地生活において、外国語を使う機会 1 12.5% 

海外の学生との学びや交流 1 12.5% 

現地の方との交流 1 12.5% 

現地での日常生活体験（衣食住） 0 － 

選択肢 回答数 割 合 

現地での日常生活体験（衣食住） 4 50.0％ 

現地の専門家によるレクチャー（現地大

学教員や、各種機関の職員など） 

1 12.5% 

現地生活において、外国語を使う機会 1 12.5% 

海外の学生との学びや交流 1 12.5% 

現地の方との交流 1 12.5% 

現地での活動 

（ボランティアや、調査活動など） 

0 － 

選択肢 回答数 割 合 

現地生活において、外国語を使う機会 3 37.5% 

現地の方との交流 2 25.0% 

現地での日常生活体験（衣食住） 1 12.5％ 

現地の専門家によるレクチャー（現地大

学教員や、各種機関の職員など） 

1 12.5% 

海外の学生との学びや交流 1 12.5% 

現地での活動 

（ボランティアや、調査活動など） 

0 － 
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Q4-④. その他に期待する項目があれば、お聞かせください。 

※ 回答なし 

 

Q5. 現地渡航を伴う（オンラインではない）「海外体験学習」に参加するうえで、成果面にお

いて大学のプログラムに求めることについてお聞きします。 

Q5-①. 最も期待することは何ですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q5-②. 2 番目に期待することは何ですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q5-③. 3 番目に期待することは何ですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選択肢 回答数 割 合 

視野の拡大 6 75.0% 

自身の成長 2 25.0% 

語学力の向上 0 － 

専門知識の獲得 0 － 

異文化コミュニケーション力の向上 0 － 

帰国後の学習目標の発見 0 － 

就職活動に役立つ経験 0 － 

選択肢 回答数 割 合 

自身の成長 3 37.5% 

帰国後の学習目標の発見 3 37.5% 

専門知識の獲得 1 12.5% 

異文化コミュニケーション力の向上 1 12.5% 

就職活動に役立つ経験 0 － 

語学力の向上 0 － 

視野の拡大 0 － 

選択肢 回答数 割 合 

異文化コミュニケーション力の向上 3 37.5% 

自身の成長 2 25.0% 

語学力の向上 2 25.0% 

視野の拡大 1 12.5% 

専門知識の獲得 0 － 

帰国後の学習目標の発見 0 － 

就職活動に役立つ経験 0 － 
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Q5-④. その他に期待する項目があれば、お聞かせください。 

※ 回答なし 

 

Q6. 現地渡航を伴う「海外体験学習」に参加するうえで、安全面において大学のプログラム

に求めることは何ですか？ 

●食の安全 

●大学側からのサポートがあること 

●すでに行っていると思いますが、事前学習でその国での NG 行動などの講義をすること。 

●交通手段・宿泊場所の安全性、テロなど緊急時への対応です。 

●しっかりとした情報の提供 

 

以下、Q7 から Q10 は保護者向けの質問です。 

Q7. 現地渡航を伴う「海外体験学習」へ現時点で参加させたいと思いますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q7-➀. 上記 Q6 で回答した理由についてお聞かせください。 

《「はい」の理由》 

●短い学生の間に世界の様々な面を体験させたい。過去にもさせてきた。 

 

《「いいえ」の理由》 

●新型コロナウイルスに感染する恐れがあるため 

  

選択肢 回答数 割 合 

はい 1 50.0% 

いいえ 1 50.0% 
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Q8. 現地渡航を伴う（オンラインではない）「海外体験学習」に参加させるうえで、学習面に

おいて大学のプログラムに求めることについてお聞きします。 

Q8-①. 最も期待することは何ですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q8-②. 2 番目に期待することは何ですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q8-③. 3 番目に期待することは何ですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選択肢 回答数 割 合 

現地での活動 

（ボランティアや、調査活動など） 

1 50.0% 

現地の専門家によるレクチャー（現地大

学教員や、各種機関の職員など） 

1 50.0% 

現地生活において、外国語を使う機会 0 － 

海外の学生との学びや交流 0 － 

現地の方との交流 0 － 

現地での日常生活体験（衣食住） 0 － 

選択肢 回答数 割 合 

現地の方との交流 1 50.0% 

海外の学生との学びや交流 1 50.0% 

現地の専門家によるレクチャー（現地大

学教員や、各種機関の職員など） 

0 － 

現地生活において、外国語を使う機会 0 － 

現地での活動 

（ボランティアや、調査活動など） 

0 － 

現地での日常生活体験（衣食住） 0 － 

選択肢 回答数 割 合 

現地の方との交流 1 50.0% 

現地の専門家によるレクチャー（現地大学

教員や、各種機関の職員など） 

1 50.0% 

現地生活において、外国語を使う機会 0 － 

海外の学生との学びや交流 0 － 

現地での活動 

（ボランティアや、調査活動など） 

0 － 

現地での日常生活体験（衣食住） 0 － 
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Q8-④. その他に期待する項目があれば、お聞かせください。 

※ 回答なし 

 

Q9. 現地渡航を伴う（オンラインではない）「海外体験学習」に参加させるうえで、成果面に

おいて大学のプログラムに求めることについてお聞きします。 

Q9-①. 最も期待することは何ですか？ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Q9-②. 2 番目に期待することは何ですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q9-③. 3 番目に期待することは何ですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選択肢 回答数 割 合 

自身の成長 2 100% 

語学力の向上 0 － 

視野の拡大 0 － 

専門知識の獲得 0 － 

異文化コミュニケーション力の向上 0 － 

帰国後の学習目標の発見 0 － 

就職活動に役立つ経験 0 － 

選択肢 回答数 割 合 

視野の拡大 2 100% 

語学力の向上 0 － 

専門知識の獲得 0 － 

異文化コミュニケーション力の向上 0 － 

帰国後の学習目標の発見 0 － 

就職活動に役立つ経験 0 － 

自身の成長 0 － 

選択肢 回答数 割 合 

帰国後の学習目標の発見 1 50.0% 

異文化コミュニケーション力の向上 1 50.0% 

語学力の向上 0 － 

視野の拡大 0 － 

専門知識の獲得 0 － 

就職活動に役立つ経験 0 － 

自身の成長 0 － 
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Q9-④. その他に期待する項目があれば、お聞かせください。 

※ 回答なし 

 

Q10. 現地渡航を伴う「海外体験学習」に参加させるうえで、安全面において大学のプログラ

ムに求めることは何ですか？ 

●危機回避の指導。 

●緊急時（テロ・災害など）の対応に関する保護者への情報共有と、万が一実際に緊急事態になった際の 

迅速な連絡。移動手段の安全確保 
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おわりに 

 

ここまで、WG にて議論を重ねたコロナ禍における海外体験学習再開のための検討事項

を整理してきた。これらが、今後各大学においてプログラム再開を検討する際の一助となれ

ば幸いである。また、本提言の最後に、以下の事柄を付け加えたい。 

大学全体および現場レベルにおいて、ここに述べたような対応を行ったとしても、いざ感

染が生じ、後遺症等が出た場合、法廷では大学としての使用者責任や安全配慮義務が係争の

対象となり得る。このため、具体的には個別部局長が日常的な書類の管理をするにしても、

大学の学長は必ず関与する必要がある。 

また近年のコンプライアンスの徹底により、場合によってはこうした書類が研究教育を

ただ阻害するものと受け止められたり［グレーバー 2020］、大学の免責根拠としてのみ運

用されるという疑いをもたれてはならない。むしろこうした機会を通じて、学生や保証人も

その責務の一端を担うという自覚を促す機会とするのが望ましい。 

他方で個々の教職員が研修に引率したり送り出す学生の教育は学費や助成金により支え

られており、大学入試によって入学してきた学生たちであることを考えれば、個々の教職員

の思い通りにならないこともまた自明であろう。 

万が一罹患し、法廷での量刑や和解で一段落がついたとしても、損なわれたいのちや健康

は元に戻せない。海外体験学習がよい学習体験になるために学生家庭を教職員が支援し、教

職員の研修を大学が支援し、大学の運営を文部科学省が支援することが望ましい。このコロ

ナ禍をきっかけに、より一層このような体制の整備が進むことを願っている。 
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付録 

付録 1 海外渡航における効果的な情報収集とその活用方法チェックポイント 

 

1. 情報収集の目的を明確にする 

・具体的なプログラム内容に基づき、目的を明確化した上で、主催者で

ある教職員がプログラムを運営するにあたり、また学生・保証人が参加

の諾否を判断し、参加決断後、渡航先にて行動する上で、判断材料とな

り得るインテリジェンスとしての情報（役立つ情報）を集める。 

・海外体験学習を実施するにあたり、判断材料となり得るインテリジェ

ンスとしての情報に仕上げるように心がける。 

   

2. 
複数の情報源から事実としての

情報を集める 

①日本国・外務省海外安全ホームページ 

→研修先の安全情報を確認し、基礎的な情報（以下、参照）を整理す

る。 

・国や地域の特徴：歴史、文化、地理、社会など 

・海外安全情報：危険情報、テロ・暴動、医療事情など 

・安全の手引き・各国大使館・領事館情報：地域のリスクの特徴、大使

館・領事館の連絡先など 

②各国政府機関の安全情報ホームページ 

→客観的にリスクを評価するために、各国政府の海外安全情報を比較す

る。 

・国や地域の特徴：歴史、文化、地理、社会など 

・海外安全情報：危険情報、テロ・暴動、医療事情など 

③専門サイト 

→医療、テロ・暴動、自然災害など、専門的な情報を得る。 

・医療：医療体制および医療レベル、病院（アクセス、海外旅行保険の

利用可否等）、救急体制など 

・テロ・暴動：過去のテロ・暴動の発生の有無、派遣先国と第 3 国との

対外関係、国内の社会問題など 

・自然災害：過去の災害の有無（過去 10 年程度）、防災体制など 

④個人的意見 

→上記で不足する情報や新鮮な情報を得る。 

・個人的な意見は、それぞれの志向が影響するため、必ず複数の人から

情報収集をする。 

例）受入機関の担当者、在外研究中の教員、大学からの派遣留学生、個

人的な友人・知人など 
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３． 
収集した情報を分析し、予想さ

れるリスクを洗いだす 

・過去の報告書や参加者アンケートなどに目を通し、過去の事故・事

件・ヒヤリハット報告や参加者の語学力、海外体験歴を踏まえ、検討す

る。 

・複数の情報を組みあわせ、リスクを可視化する。 

・可視化したリスクの対応策を検討する。 

・複数の担当者で作業にあたる。 

・検討するリスクの一例 

① 自然災害（火災、落雷、豪雨、洪水など） 

② 政治的・社会的要因（戦争、テロ、暴動、デモ、人種差別、階級差別

など） 

③ 犯罪等（殺人、暴行、誘拐、強盗、窃盗、詐欺、放火、麻薬など） 

④ 人為的事故（自動車事故、バイク事故、列車事故など） 

⑤ 人間関係（友人、ホストファミリー、男女間、ハラスメントなど） 

⑥ 健康（各種疾病、中毒症、精神不安定、カルチャーショック、異文化

不適応） 

   

４． 情報の伝達 

・危機管理に特化したオリエンテーション（以下、危機管理オリエンテ

ーション）を開催し、洗い出したリスクと対応策を伝達する。 

・危機管理オリエンテーションでは、リスクへの対処方法を身に付ける

だけでなく、「自分の身は自分で守る」という意識付けが重要な目的と

なる。 

・活発な議論を通じて、研修参加者自らが答えを導き出す機会とするよ

うに心がける。 
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付録 2A 海外体験学習計画書 

年  月  日 

部局長（管理責任者） 殿 

                      所属・職名：                      

            プログラム担当教員（科目責任者）：           

             電話：                           

            E-mail：                         

 

科目名称  

開講時期  春学期・夏学期・秋学期・冬学期・前期・後期・その他（      ） 

海外体験学習の実施時期  

(海外体験学習参加予定者) 

学生数及び指導者数 
学生     名 指導者   名（内訳：TA 等        ） 

 

海外体験学習の概要 

（場所・内容等） 

 

 

 

海外体験学習の安全対策 

〔個別の配慮を要する点があれば事項と対策を具体的に記入〕 

 

 

 

 

 

 

その他の特記事項等 

〔当該科目における過去の事故およびヒヤリハット事例，事故事例その他特記事項があれば記入〕 

事務記載欄 

・部局長承認後の担当教員への連絡（    ） 

・実施届の提出確認（     ） 

 ・部局において定められた期限までに本紙を提出すること。 

 ・本紙提出後、部局において定められた期限までに実施届を提出すること。 

  

 

部局長承認 印 
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付録 2B 海外体験学習実施届 

年  月  日 

部局長（管理責任者） 殿 

              所属・職名：                 

               プログラム担当教員（科目責任者）：      

 

 

科目名称  

海外体験学習の 

実施期間 
 

行  程 

(できるだけ詳細を記載

または資料添付) 

 

 

 

宿泊の有無 無 ・ 有（場所、連絡先等：                      ） 

 

 

計画の変更内容 

（※1） 

 

 

〔計画書のうち、海外体験学習の「概要」「安全対策」「特記事項」「指導者数」等に変更がある場

合に記載〕 

 

 

 

 

 

緊急時の連絡方法 

（連絡先、手段、電話番号

等） 

（※2）現地→大学： 

   大学→現地： 

滞在国の日本政府在

外公館（又は準ずる

機関）の連絡先 

 

その他の特記事項等 

・アナフィラキシー保有者の確認（  ） 

・自己注射器（©エピペン）保有者の確認（  ） 

・ワクチン接種有無の確認 

事務記載欄 

・計画書の提出確認（ ） ・参加学生の保険加入状況確認（ ） 

・障害等配慮を要する学生の有無（ ）有→プログラム責任者へ情報提供（ ） 

・（※1）計画変更があった場合の部局長報告（  ） ・帰着確認（   ） 

（※2）部局において予め記載 

  

 

事務確認欄 
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実施届（様式 2 別紙） 

参加者名簿（教職員  名、TA  名、学生  名） 

・教職員と学生に分けて、教職員は氏名・所属・携帯電話番号を、学生は氏名・学生番号・携帯電話

番号を記載する。 

・プログラム責任者は、複写を部局学生担当係長に渡すこと。また複数教職員の場合、プログラム

責任者 1 名に◎を付すこと。TA は氏名横に（TA）と記載。 
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付録 3 コロナ禍29における海外体験学習に関する特別誓約書 

 

私および保証人は、平時の海外体験学習に際しての誓約に加え、コロナ禍における海外体験学習による

渡航のため、以下の事項を誓約いたします。 

 

１．学部の定める「コロナ禍における海外体験学習実施可否基準」記載の実施基準を満たさないと学部が

判断した場合、海外体験学習が直前、中途（終了直前含む）に中止となることがあることについて理

解し承諾いたします。 

 

２．１により中止となった場合、学部引率者の指示に従い、準備が整い次第*、帰国することを約束しま

す。 

*「準備が整い次第」について、明確な定義は設けないが、フライト確保および滞在先退去準備が整う程度を目安

とする。 

 

３．中止および帰国勧奨によって生じた費用については、学部に特別な瑕疵が認められない限り、返還・

補填を求めません。 

 

４．私は、以下のリスクについて承知しています。 

（１）自身の感染リスクについて 

・自身の罹患率の上昇、罹患による後遺障害の可能性 

・現地言語での医療受診の可能性 

・外国人罹患者の受診・治療予約の困難を伴う可能性 

（２）周囲の感染予防・拡大に伴う弊害について 

・学部からの帰国勧奨の可能性 

・受け入れ先団体、訪問先からの急な予定変更依頼、滞在先退去指示の可能性 

・受入国・地域による外国籍学生の国外退去指示の可能性 

・新型コロナウイルスの拡大に伴う通常医療の停滞と疾病の病状悪化の可能性 

・経済的な不況に伴う治安の悪化等の可能性 

 

５．求められる責務について 

・感染予防、拡大予防のため、うがい手洗いの励行が求められる 

・感染予防、拡大予防のため、マスク使用が求められる 

・感染予防、拡大予防のため、ソーシャルディスタンスが求められる 

・体調不良などの場合、隔離や医療機関での受診が求められる 

                                                     

29 本誓約書では「新型コロナウイルス」と呼称し、これによって引き起こされた状態を「コロナ禍」と呼称する。 
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・その他、渡航先の規則により様々な規制や取り組みが求められる 

 

６．新型コロナウイルスは、特に持病を持つ方や高齢者の重症例があることを認識しており、自身が他者

に感染させる可能性が有ることを十分に理解しており、感染予防および感染拡大に細心の注意を払い

ます。 

 

７．受け入れ先団体および訪問先の指導や要請に速やかに応じ、新型コロナウイルスの感染拡大予防に積

極的に協力します。万一、新型コロナウイルス感染症の陽性反応が出た場合、およびその他新型コロ

ナウイルス感染症の感染が疑われる事態となった場合、官公署もしくは医療機関等関連機関の指示に

より、貴重品を除きすべての所持品の処分を求められる可能性があることを理解しています。 

 

８．新型コロナウイルスの情報は、予防法やワクチン、治療法など、情報が常時更新されていることを理

解しており、積極的に情報を収集します。 

 

９．国・地域によって新型コロナウイルスの対策方法は異なっており、受け入れ先団体および訪問先の担

当者の指示・アドバイスに従い、現地でのルールを遵守します。新型コロナウイルス感染症の陽性反

応が出た場合、および濃厚接触者と考え得る場合等には、官公署もしくは医療機関等より行動制限が

課され、帰国が遅れる可能性があることを理解しています。 

 

10．ワクチン接種による条件変更などが生じた場合には、●●大学および●●学部にて協議し渡航の可否

が変更される場合があることを理解しています。 

 

 

以上について、十分に理解し、誓約いたします。 

 

日付：  日付：  

学生番号：  保証人署名： 
 

学生署名：  
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厚生労働省 感染防止対策チラシ「新型コロナウイルス対策 身のまわりを清潔にしましょ

う。」 

厚生労働省 ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合 家庭内でご注意いただきた

いこと～８つのポイント～ 

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症について 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）WHO 公式情報特設ページ 

東京大学 新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京大学の活動制限指針 

長崎大学・神戸医療産業都市推進機構 2020「新型コロナウィルス関連肺炎診療ガイドライ

ン（試行第 7 版）」 

文部科学省 学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～「学校

の新しい生活様式」～（2020.12.3 Ver.5） 

陸上自衛隊編 新型コロナウイルス感染拡大防止のための教育資料  

https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/education/safety
https://www.kyushu-u.ac.jp/f/36548/1.%E6%95%99%E8%82%B2%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%AE%89%E5%85%A8%E3%81%AE%E6%8C%87%E9%87%9D%EF%BC%88%E9%87%8E%E5%A4%96%E6%B4%BB%E5%8B%95%E7%B7%A8%EF%BC%89%EF%BC%88R01.7%E7%AC%AC1.3%E7%89%88%EF%BC%89.pdf
https://www.kyushu-u.ac.jp/f/36550/3.%E6%95%99%E8%82%B2%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%AE%89%E5%85%A8%E3%81%AE%E6%8C%87%E9%87%9D%EF%BC%88%E5%AE%9F%E9%A8%93%E5%AE%A4%E6%B4%BB%E5%8B%95%E7%B7%A8%EF%BC%89%EF%BC%88R01.7%E7%AC%AC1.2%E7%89%88%EF%BC%89.pdf
https://www.kyushu-u.ac.jp/f/36549/2.%E6%95%99%E8%82%B2%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%AE%89%E5%85%A8%E3%81%AE%E6%8C%87%E9%87%9D%EF%BC%88%E5%AD%A6%E5%A4%96%E6%B4%BB%E5%8B%95%E7%B7%A8%EF%BC%89%EF%BC%88R1%E7%AC%AC1%E7%89%88%EF%BC%8920190718.pdf
https://www.pc-covid19.jp/files/guidance/guidance-3.0.pdf
https://www.pc-covid19.jp/files/guidance/guidance-3.0.pdf
https://www.anzen.mofa.go.jp/
https://www.kyoto-u.ac.jp/sites/default/files/embed/jaaboutfoundationcoronavirusdocuments200930_2.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000645359.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000645359.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
https://extranet.who.int/kobe_centre/ja/covid
https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400137553.pdf
http://www.nagasaki-u.ac.jp/ja/about/info/news/news3073.html
http://www.nagasaki-u.ac.jp/ja/about/info/news/news3073.html
https://www.mext.go.jp/content/20201203-mxt_kouhou01-000004520_01.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20201203-mxt_kouhou01-000004520_01.pdf
https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/images/korona-kyouiku.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大学教育における「海外体験学習」研究会（JOELN） 

コロナ禍におけるリスク管理ガイドライン作成ワーキング・グループ 

ウェブサイト：http://joeln.jp/ 

連絡先：お問い合わせ | 大学教育における「海外体験学習」研究会（joeln.jp） 

作成日：2021 年 3 月 

 

http://joeln.jp/contact/

