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《研究報告》

スポーツを通じた教育プログラムによる大学生の「国際化」： 
パーソナリティの2時点間比較

山中　亮 1）　　平尾　智隆 2）　　趙　榮瑞 3）　　大塚　道太 4）

Internationalization of Japanese university students by the education program through sports:  
Comparative Analysis of Educational Outcomes

Akira Yamanaka1）　　Tomotaka Hirao2）　　Jung jui Chao3）　　Dohta Ohtsuka4）

Abstract

The purpose of the paper is to clarify how the internationalization program through sports influences the 
personality change of college students.

In the research method, in order to examine the influence of personality change, a questionnaire sheet by 
the Ten Item Personality Inventory in Japanese（TIPI-J）was conducted before and after the program for 
the program participants.

As a result, the personality changes of each program did not have the same tendency. However, regard-
ing “neurosis tendency,” a relaxation tendency was observed with all programs.

From the results of this study, we considered that we can contribute to personality change of university 
students by linking extracurricular activities through sports with internationalization as part of university 
education reform.

Key words: ＋Sport, Development through Sport, Personality Change
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1．は じ め に

近年、スポーツが持つ様々な可能性への注目が集まっ
ている。個々人の視点からは、従来通り、トップアス
リートの育成や個人の競技力向上によってスポーツの発
展が目指されているが、その一方で、社会的な視点から
は、社会問題を解決する手段としてのスポーツについて

も議論が進んでいる。
スポーツが持つ価値を利用して、何らかの社会問題を
解決しようという考え方と実践は、特に国際協力の分野
においてなされてきた経緯がある。例えば、Coalter1）

は、スポーツの発展を第一義とし、その延長線上で社会
問題の解決をめざすSport＋と社会問題の解決手段とし
てスポーツを用いる＋Sportという概念整理を行ってい
る。また、Levermore and Beacom2）は、Development 
of SportとDevelopment through Sportという概念整理
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を行い、スポーツの発展とスポーツを通した社会の発展
の区別を行っている。Coalter1）とLevermore and Bea-
com2）は、2つの概念は排他的なものではなく、実践の
中で区分することは難しいと言及している。これらの概
念に共通するのは、問題解決のためにスポーツの持つ社
会への影響力を活用する観点であり、本研究ではその観
点のもとに、大学改革を社会問題と捉え分析を進めてい
く。
現在、社会や経済のグローバル化が進展する中で、優
秀な外国人留学生を獲得し我が国の成長に生かすこと
や、個々の能力を高めグローバル化した社会で活躍する
人材を育成することが喫緊の課題 3）となっている。国際
的に活躍することができるグローバル人材の育成を担う
中核として、我が国の大学は、教育・研究環境の国際化
や学生の双方向交流などの推進が強く求められており、
大学改革を高等教育の範疇のみの改革としてとらえるの
ではなく、我が国における社会問題として取り上げるこ
とは、重要な視点であると考える。
世界的には学生の流動性が高まり人材の獲得競争が激
しさを増す中、高等教育の質保証や優秀な人材の輩出に
つながる取り組みにおいて、我が国の高等教育が主導的
な役割を発揮していくことが重要となってきている注1）。
そのような状況の中、社会問題の解決という意味でも、
この「国際化」に関するテーマを扱う意義は大きいと言
える。
また、スポーツをツールとした教育プログラムの意義
としては、①身体活動を中心とした非言語的なコミュニ
ケーションによる経験の共有であり、従来の言語による
コミュニケーションよりも容易に経験の共有がはかれる
可能性が高い、②スポーツを通じた国際交流は、国際相
互理解を促進し、国際平和に大きく貢献するなど、我が
国の国際的地位の向上を図る上でも極めて重要である3）

ことが挙げられる。ツールとしてのスポーツは、身体活
動に対する解釈すなわち主観同士でのコミュニケーショ
ンが主であるため、言語のような細かな部分までの論理
的な理解には限界があることは、デメリットであるが、
長期の留学経験のない学生が、短期プログラムの中で実
施する内容として、スポーツ活動はコミュニケーション
ツールとして有効に機能すると考えられる。さらに、大
学の国際化の促進の方向性を捉える上で、日本人学生の
留学に関する主な阻害要因として、就職、費用、語学な
どが主な要因であることが指摘されている注2）。この阻
害要因に対して、「アジア地域での短期交流プログラム」
を促進することにより、短期の交流であるため就職活動
等に大きな影響は避けられ、渡航費や滞在費の比較的安
価なアジア地域を活動地とすることで経済的な問題は緩
和される。さらに語学についても、スポーツを通じたコ
ミュニケーションを主眼とすることにより、その主な要

因が緩和される。本研究で分析する「スポーツを通じた
アジア地域での教育プログラム」は、大学改革としての
「国際化」を促進する取組みであり、2010年6月の「中
長期的な大学教育の在り方に関する第四次報告」5）で示
された、アジア地域での短期交流プログラムの促進とい
う高等教育政策の取り組みとも合致するものとなってい
る。
海外留学の効果については、例えば池田 6）がまとめて
いるように、留学の外国語習得に与える効果やそれが異
文化理解に与える効果については、既に数多くの研究蓄
積がなされている。しかし、留学や海外研修の具体的な
教育プログラムの差異にまで注目した効果測定、そし
て、スポーツをツールとした海外研修の効果測定につい
ては、実証研究の蓄積は多くない。また、国際理解教育
に関する先行研究で、一般的なアウトカムの素材とし
て、宮浦 7）は成果報告書等の記述にみられるような、非
構造化ないしは半構造化された自由記述のレポートが用
いられると述べている。その意味で、本研究のような
パーソナリティ変容についての客観的評価指標を用い
た、教育プログラムに関する分析はまだ多く行われてい
ないのが現状である。
そこで本研究では、「スポーツの持つ社会への影響力
を活用する」という観点から、大学教育改革を1つの社
会問題として捉え、教育プログラムの効果を測定し、ス
ポーツを手段として大学生の国際理解を促進することの
意義を考察する。
具体的には教育プログラムの探索的分析として、第1

に、筆者らが所属する国立A大学において実施されてい
るスポーツを通じた大学生の教育プログラムを紹介し、
第2に、その教育効果の測定・実証を行う。そして、第
3に、スポーツをツールとして大学生の国際理解を促進
するとの意義を考察する。

2．教育プログラム

実証分析に先立ち、本章では、国立A大学の教育プロ
グラムについて、その概要を記しておく。なお、今回の
教育プログラムのフィールドは全て台湾である。フィー
ルド選定の実践上の理由としては、①日本から距離が近
く、渡航費等が経済的であること、②親日の国として知
られ、他国に比して安全管理や言語的コミュニケーショ
ンに支障が少ないことが挙げられる。
なお、以下で記述する全てのプログラムは、海外経験
のない、あるいは経験の浅い学生を対象（1年以上の海
外留学経験のない者）としており、語学や学業といった
側面での教育プログラムではなく、その前段の国際理解
を進めるために、スポーツという人類共通のツールを使
うということが企図されている。
国際理解を深め人間関係を構築していく海外での主な
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ツールは語学であるが、それと同程度に、留学先の人々
と共通の体験を持つことは、非言語的なコミュニケー
ションを通じて人間関係を構築していく上で重要な事柄
である。この教育プログラムでは、その共通の体験とし
てスポーツを位置付けている。
プログラムの構成にあたっては、大学及び関係諸団体
担当者と申し合わせたうえで、既存のリソースを活かし
たプログラムとして構成した。

2.1.　ドラゴンボートレースへの参加
毎年5月下旬から6月上旬に台北市で開催される国際

ドラゴンボートレース大会に国立A大学生を選手とする
チームで2016年及び2017年大会に参加した。
この大会は、中国、フィリピン、シンガポール、ロシ
ア、イスラエルなど世界各国から250以上のチーム、
2000人以上の参加者がある国際スポーツ大会である。
このプログラムへの参加者は2016年大会が19名、2017
年大会が19名である。滞在は1週間で、現地では練習、
レースへの参加、レース会場でのイベント参加、レセプ
ションパーティーへの参加を行う。参加に際しては、
ボート競技の経験は問うておらず、ドラゴンボートとい
うニュースポーツを通じて国際交流を行うプログラムと
して学生募集を行っている。
プログラムは正課外活動として実施されているので、
教職員の関与は引率等必要最小限にとどめ、レースの戦
略やレセプションパーティーの出し物の内容など、学生
自身で企画・実施するかたちで参加している。なお、プ
ログラムの内容について表1に示した。

2.2.　国立台湾体育運動大学との連携
台中市に所在する国立台湾体育運動大学において、国
立A大学生のスポーツを通じた正課外活動の教育プログ

ラムを2017年3月中旬および2018年3月中旬に実施し
た。
チームでの対戦・合同練習という形式ではなく、国立
台湾体育運動大学のそれぞれの運動部・スポーツチーム
の活動に1名ないし2名で参加するというプログラムで
ある。事前に学生の希望を国立台湾体育運動大学に伝
え、運動部・スポーツチームへの受入れの調整を行って
頂いている。学生はそれぞれ、サッカー、野球、陸上、
バレーボール、ハンドボール、バスケットボール、ダン
ス、剣道、ボート、卓球など多岐にわたるスポーツ活動
にそれぞれ参加し、スポーツを通してノンバーバルなコ
ミュニケーションを含め、交流を行う。
滞在中、学生はそれぞれ参加した運動部・スポーツ
チームの活動にあわせて日々の活動を行う。活動・練習
後に台湾の学生と一緒に行う食事や買い物などもプログ
ラムの一部として捉えており、台湾人の中に日本人が1
人というある種のサバイバル系注3）のプログラムになっ
ている。また、練習に受け入れてもらうだけはなく、最
終日には、両大学の学生交流として、日本や国立A大学
のある地元のプロモーションを行うワークショップを開
催した。なお、プログラムの内容について表2に示し
た。

3．実 証 分 析

3.1.　分析方法
ここでは、前章で紹介した教育プログラムの効果測定
を行うために実施した調査と分析方法について記述して
いく。今回、スポーツを通じた大学生の教育プログラム
の効果を測定するにあたっては、pre-postデザインにお
いて2標本間に対応のあるデータを用いた比較検定を
行った。すなわち、教育プログラム前後で同じ質問紙調
査を行い、両調査に回答した学生を対象に、得られた数

表1.　台北市国際ドラゴンボートレースプログラム実施内容

事前 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 事後

活動 
内容

・ガイダンス
・Preアンケート 出発

・ボートトレーニング
・連携大学との交流
・レセプション参加

・レース参加
・参加者との 
国際交流
・プレゼン制作

・レースまたは
レース観戦
・参加者との 
国際交流
・プレゼン制作

・レースまたは
レース観戦
・参加者との 
国際交流
・レセプション 
参加

帰国 ・Postアン
ケート

表2.　国立台湾体育運動大学プログラム実施内容

事前 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 事後

活動 
内容

・ガイダンス
・Preアンケー
ト

出発

・ガイダンス
・スポーツ交流
活動
・プレゼン制作

・スポーツ交流
活動
・プレゼン制作

・スポーツ交流
活動
・プレゼン制作

・スポーツ交流
活動
・プレゼン制作

・スポーツ交流
活動
・プレゼン

帰国 ・Postアン
ケート
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値の差を観察するという方法を採用した。
用いる尺度は、BIG FIVEとよばれる心理尺度で、小

塩ほか 8）が開発した「日本版　Ten Item Personality In-
ventory（以下、TIPI-Jとする）」を使用する。BIG 
FIVEないしFive Factor Modelは、パーソナリティ心理
学の分野で研究が蓄積されており、人間のパーソナリ
ティをExtraversion（外向性）、Agreeableness（協調性、
調和性）、Conscientiousness（勤勉性、誠実性）、Neu-
roticism（神経症傾向、情緒不安定性）、Openness to 
Experience（開放性）という5つの枠組みで捉える考え
方である。
なお、質問文となるTIPI-Jの下位尺度は表3に示して
いる。調査対象者は、質問文に対して、「まったくあて
はまらない（1点）」から「非常にあてはまる（7点）」
までの7段階の回答を求められる。
調査はインターネット上のアンケートフォームを利用
し、次のように実施している。プレ調査は、出発前最後
のガイダンス注4）時に内容を告知し、各自がインター
ネットのアンケートフォームにアクセスし、出発日の朝
までに回答するかたちになっている。最終ガイダンスは
日本出発の約1週間前に実施しているので、回答期間は
約1週間ある。同様に、ポストアンケートは、帰国後の
解散前に内容を告知し、1週間以内の回答を求めてい
る。
アンケートの回答については、今後のプログラムの存
続と改善のために回答をお願いしているが、回答しても
らえない場合がある。なお、本研究で実施している教育
プログラムは、単位取得に関わらないものであるので、
「担当教員に良い印象を与えよう」とするバイアスは問
題となるほど大きくないと思われる。なお教示文につい
ては、小塩ほか（2012）を参照されたい。
また、調査は次に示す倫理的配慮を通して行われてい
る。調査は教育プログラムがそもそも正課外なので成績

と関係することがないこと、個人が特定されることがな
いこと、調査結果を教育改善・研究目的以外で使用しな
いことを説明した。また、調査の回答は自由意思に基づ
くもので、途中で回答を拒否できるものであり、質問項
目への回答をもって同意取得とみなすと、伝えた。これ
らの説明後に調査が実施された。
調査の結果、分析に使用できる標本の基本特性は次の
通りである。ドラゴンボートレースの教育プログラムに
ついて、分析に使用する2016年調査の標本（19名）の
平均年齢は20.3歳（標準偏差1.37）、男子学生84.2％、
女子学生15.8％となっている。2017年調査の標本（13
名）の平均年齢は20.2歳（標準偏差1.14）、男子学生
46.2％、女子学生53.8％である。また、台湾体育運動大
学の教育プログラムについて、分析に使用する2017年
調査の標本（17名）の平均年齢は19.1歳（標準偏差
0.43）、男子学生47.1％、女子学生52.9％となっている。
2018年調査の標本（12名）の平均年齢は19.6歳（標準
偏差0.67）、男子学生41.7％、女子学生58.3％である。
パーソナリティが安定的か否かということについて
は、心理学の世界で絶えざる議論があるが、①スポーツ
を通じた教育プログラムが大学生（青年）のパーソナリ
ティを変化させうるのかどうか、②TIPI-Jが大学生を被
験者として開発されていること、③質問が10問と比較
的簡易に調査が実施できることの3点がこの尺度を利用
する理由である。
①の理由については、さらなる説明が必要だろう。教
育プログラムの効果測定を心理尺度で行おうとする場
合、国際理解に関わる尺度などがその候補に挙がってく
る。例えば、国際理解の尺度については、マツモト 9）な
ど日本人の異文化理解を測る尺度が開発されているし、
平田 10）が既存研究を整理し、様々な先行研究を提示し
てくれている。
しかし、前述の＋SportやDevelopment through Sport
による取り組み、特に就学期の海外渡航経験のない、あ
るいは少ない青年を対象としたそれは、より根源的な人
間形成に影響を与える可能性があるのではないかという
思索が筆者らにはあった。そこで注目したのが、人間の
性格を5つの概念にまとめるBIG FIVEとその変容で
あった。
ただし、心理学の分野では、人の性格は安定的なもの
であるとする研究が比較的多い。その意味では、本研究
のような短期間の教育プログラムでは、人のパーソナリ
ティを後天的に変容させるとしても、それは一部ないし
小さな変化にとどまるかもしれないが、次の2つの研究
から示唆を得て、調査を企画した。

1つは、Cobb-Clark and Schurer11）であり、そこでは
人生に大きなライフイベントを経てもなお、就業年齢に
入る頃には人間の性格は大きく変わらないことが明らか

表3.　TIPI-Jの下位尺度（小塩ほか（2012）より抜粋）

性格5因子 下位尺度

外向性 活発で、外向的だと思う
ひかえめで、おとなしいと思う

協調性 他人に不満をもち、もめごとを起こしやすいと思う
人に気をつかう、やさしい人間だと思う

勤勉性 しっかりしていて、自分に厳しいと思う
だらしなく、うっかりしていると思う

神経症傾向 心配性で、うろたえやすいと思う
冷静で、気分が安定していると思う

開放性 新しいことが好きで、変わった考えをもつと思う
発想力に欠けた、平凡な人間だと思う

出所：小塩ほか（2012）より筆者作成。
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にされている。いま1つはCaspi12）で、この研究では30
歳頃に性格は安定的になると言及されている。前述の通
り、これらの研究もパーソナリティの安定性を支持する
ものであるが、「就業年齢に入る頃には」「30歳頃には」
と青年期のパーソナリティの変容可能性を同時に垣間見
ることもできる。すなわち、人間のパーソナリティは安
定的であるものの青年期の段階までは、後天的な変容の
可能性があるとも解釈でき、ここから本研究では、大学
生（青年期）の性格形成にスポーツがなにかしらの影響
をもたらすのか否かを検証する着想を得た。

3.2.　分析結果
TIPI-Jの各質問項目は7件法で質問されており、それ
ぞれの質問項目の回答データは順序尺度である。BIG 

FIVEの各5次元は順序尺度の合成変数として作成され
る（最低2点～最高14点）。これを間隔尺度として取り
扱い、平均値の比較が行えるパラメトリック検定を適用
することも考えられるが、サンプルサイズが小さいこと
を考慮し、本研究ではデータの分布に依存しないノンパ
ラメトリック検定を採用することにした。
すなわち、教育プログラム実施前後の5次元の値を比
較し、関連2標本に対応するWilcoxson符号付き順位和
検定を行う。その結果をまとめたものが表4と表5であ
る。
表4の2016年の部分は、2016年6月上旬に実施され
たドラゴンボートレースの教育プログラム前後の調査結
果である。検定の結果、勤勉性が正で、神経症傾向が負
で有意（1％水準）になっている。すなわち、真面目さ

表4.　ドラゴンボートレース参加プログラムにおける参加前と参加後の比較

2016年（n＝19） 2017年（n＝13）

実施前A 実施後B B－A 有意確率 実施前A 実施後B B－A 有意確率

外向性 9.842 10.263 0.421 0.458 10.154 10.538 0.385 0.391
（2.455） （2.746） （2.996） （2.665）

協調性 9.737 10.158 0.421 0.448 10.308 10.385 0.077 0.315
（1.661） （1.573） （1.548） （1.557）

勤勉性 7.579 8.579 1.000 0.005 6.769 6.538 －0.231 0.576
（2.815） （2.388） （3.004） （2.436）

神経症傾向 7.684 6.211 －1.474 0.006 7.923 6.615 －1.308 0.053
（2.562） （2.275） （2.753） （2.142）

開放性 9.737 10.053 0.316 0.513 9.615 10.000 0.385 0.102
（2.469） （2.147） （2.063） （2.309）

注：括弧内の数値は標準偏差。

表5.　国立台湾体育運動大学との連携プログラムにおける参加前と参加後の比較

2017年（n＝17） 2018年（n＝12）

実施前A 実施後B B－A 有意確率 実施前A 実施後B B－A 有意確率

外向性 9.706 10.588 0.882 0.006 11.333 10.833 －0.500 0.351
（2.285） （1.938） （1.497） （1.749）

協調性 9.118 9.765 0.647 0.049 9.167 10.167 1.000 0.061
（1.933） （1.480） （1.946） （1.850）

勤勉性 7.941 8.235 0.294 0.683 8.167 9.250 1.083 0.032
（2.164） （2.488） （2.887） （2.768）

神経症傾向 8.941 7.824 －1.118 0.019 8.167 6.750 －1.417 0.048
（2.076） （2.298） （1.899） （2.340）

開放性 7.412 9.294 1.882 0.002 7.333 8.667 1.333 0.054
（2.265） （2.085） （2.570） （1.614）

注：括弧内の数値は標準偏差。
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や責任感の強さ（勤勉性）が増し、不安や緊張（神経症
傾向）が和らいでいることが観察される。表4の2017
年の部分は、2017年5月下旬に実施されたドラゴンボー
トレースの教育プログラム前後の調査結果である。こち
らは神経症傾向のみ負で有意傾向（10％水準）となっ
ている。
表5の2017年の部分は、2017年3月中旬に実施した

国立台湾体育運動大学での教育プログラム前後の調査結
果である。検定の結果、外向性、協調性、開放性が正で
有意（それぞれ1％水準、5％水準、1％水準）、神経症
傾向が負で有意（5％水準）となった。ここでは、積極
的に人とコミュニケーションをとる姿勢（外向性）や利
他的な考え方や共感的な意識（協調性）が増し、不安や
緊張（神経症傾向）が和らいでいることが観察される。
また、表5の2018年の部分は同じく国立台湾体育運動
大学での教育プログラム前後の調査結果であるが2018
年3月中旬のものである。この年のプログラムでは、勤
勉性が正で有意（5％水準）になり、神経症傾向が負で
有意（5％水準）になる。協調性、開放性は正で有意傾
向（10％水準）を示す。
ここまで4つの教育プログラムの結果を見てきたが、
神経症傾向については、全ての教育プログラムで緩和
（負）の方向に働く結果が得られた。2017年のドラゴン
ボートレースのプログラムのみP値が0.053と有意傾向
を示すにとどまるので、断定はできないが、神経症傾向
は概ね事前と事後で緩和されたといえるであろう。そし
て、差分も他の4つの次元と比べた場合、相対的に大き
い。スポーツを通じた国際化によって、大学生（青年）
のパーソナリティ変容、特に神経症傾向の緩和が生じて
いる可能性を示唆できる結果となった。
ドラゴンボートレースへの参加は、日本人チームがス
ポーツを通じて国際理解を行う活動である。一方、国立
台湾体育運動大学での教育プログラムは、参加者個人そ
れぞれが強みとして持つスポーツ種目をツールとして、
現地のスポーツチームに入り国際理解を行う活動であ
る。すなわち、個人の強みを生かしたスポーツ種目を介
して国際理解活動を行っている方がより確定的な結果に
なっている。国立台湾運動体育大学の教育プログラムで
スポーツによる経験の共有がより多くあることによるも
のと思われる。
加えて、国立台湾体育運動大学の教育プログラムで
は、「協調性」「開放性」も正の方向に変容している（2018
年は10％水準で有意傾向）。より密度の濃いスポーツを
通じた国際化よって、大学生のパーソナリティ変容が追
加的に起こる可能性も示唆できる結果である。

4．まとめと議論

本研究の実践と実証を今一度整理すると次のようにな

る。すなわち、実践については、台湾をフィールドに、
国際経験の浅い日本の大学生を対象に、大学の正課外教
育の一環としてスポーツを通じた教育プログラムを行っ
た。
その教育効果の実証については、人間のパーソナリ
ティを5つの枠組みで捉えるBIG FIVEの尺度を用い、
pre-postデザインにおいて2標本間に対応のあるデータ
を用いた比較検定を行った。なお、得られた結果をまと
めたものが表6である。表6は、プログラム後の数値か
らプログラム前の数値を引いて得られる数値の符号の向
きを整理したものである。
表6を概観すると、神経症傾向については符号の向き

が一貫して負であることがわかる。有意傾向を示す結果
も含まれるため、断定はできないが、ここからスポーツ
を通じた国際的な正課外活動によって大学生のパーソナ
リティが変容している可能性が指摘できる。特に、ス
ポーツによる経験の共有が強い国立台湾体育運動大学の
教育プログラムでは、その結果が明確に示される。これ
は、言語が通じないとコミュニケーションがとりにくい
だろうという心配やコミュニケーションをとりたい理想
的な自分と現状の自分との差に対する不安などが、ス
ポーツという共通体験を確立させてくれる要因によって
緩和されていると推察される。
以上、神経症傾向について、一貫した傾向が確認でき
たことから、スポーツを通じた国際化が青年の神経症傾
向の改善に寄与している可能性が示唆される。
また、台湾体育運動大学で実施した教育プログラムで
は、「協調性」「開放性」も変容しており、より密度の濃
いスポーツを通じた国際化は、大学生のパーソナリティ
変容を追加的に起こす可能性も示唆される。これは、個
人レベルでスポーツ活動を海外で行うことで、より協調
的な意識と行動が求められることの反映といえるかもし
れない。加えて、これまで自身が日本で経験してきた
「スポーツの捉え方」と海外で外国人が捉えるスポーツ
とその関わりの差を感じ、好奇心が芽生えたことで「開

表6.　分析結果のまとめ

DBR 
2016

DBR 
2017

NTUS 
2017

NTUS 
2018

外向性 ＋ ＋ ＋** －
協調性 ＋ ＋ ＋* ＋†

勤勉性 ＋** － ＋ ＋*
神経症傾向 －** －† －* －*
開放性 ＋ ＋ ＋** ＋†

注： **1％水準、*5％水準、†10％水準で有意なことをあらわす。
DBR2016（ドラゴンボートレース2016）
DBR2017（ドラゴンボートレース2017）
NTUS2017（国立台湾体育運動大学2017）
NTUS2018（国立台湾体育運動大学2018）
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放性」が変容したとも言えるだろう。
スポーツは人類共通の資源であり、その能力は個々人
が蓄積した人的資本である。仮に、学生個人が大学入学
前に自発的に人よりも多くの情熱と時間をスポーツに投
入していたとしたら、その結果、学生にはすでに多くの
人的資本の蓄積があることになる。おそらく多くの学生
が大学入学以前にこの人的資本を獲得しているといって
よいであろう。それは参加者個人の強みを生かしたス
ポーツ種目を言語に代わるツールとして、国際交流をよ
り促進する結果につなげていけることを意味する。そし
て、既にあるスポーツ経験という大学生の人的資本を大
学教育改革の一環である国際化と結びつけ、教育プログ
ラムの中で、意図的にデザインし、継続的に実践してい
くことで、青年期のパーソナリティ変容および人格形成
に寄与できる可能性を本研究の結果は示している。
もちろん、この結果が一過性に過ぎず、持続性を持た
ないのではないかという批判はあるだろう。持続的か否
かということについては、別の調査を行い判断しなけれ
ばならないが、少なくとも教育プログラム前後で変容が
認められることに鑑みれば、教育実践としては、このよ
うな教育プログラムを大学の正課・正課外教育として継
続的・段階的に整備することが大学教育改革の方向性と
いうことになるだろう。
また、今回、スポーツを通じて大学の国際化という課
題を追究したがその先には、同様の考え方で、スポーツ
を通じて大学教育改革の課題に取り組む視点も提示でき
るだろう。例えば、スポーツを中心とした正課外活動の
高大連携、スポーツを通じたキャリア教育など、様々な
組み合わせが考えられる。そして、今後はその効果を測
りながら1つひとつ教育プログラムとして整備すること
が望まれる。
最後に、残された課題を述べて結語としたい。本研究
では、スポーツを通じた大学生の国際化について教育プ
ログラムを実践し、その効果を実証したが、効果の比較
については、十分ではない側面がある。大学生（青年
期）のパーソナリティの変容が、スポーツの持つ共通体
験を創造するという側面が起因し変容が起こったのか、
従来の語学や体験による国際理解教育でも起こりうるの
かは、それぞれの効果を十分に比較できていない。今後
は同一個人を多時点で捉えるパネルデータによる検証や
対照群の設定によるランダム化比較試験、教育プログラ
ムの実施地域の比較など、実践と調査において工夫を行
い、この課題を克服できるよう研究を進めていきたいと
考えている。

注

注1） 近年のグローバル化と大学改革については、グ
ローバル化と日本の大学改革 4）などを参照．

注2） 平成25年6月に策定された日本再興戦略（閣議
決定）において，世界と戦えるグローバル人材を育成
するべく，関係省庁等連絡会議において議論されてい
る．内容については，下記URLを参照．若者の海外
留学促進のための関係省庁等連絡会議（第1回）．
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ryuugaku/dai1/sidai.
htmlを参照．

注3） 「サバイバル系」： 課題解決型学習（PBL，Proj-
ect-Based Learning）の要素を含み，自己による問題
解決を主な活動とするプログラム．
注4） ガイダンスでは，プログラムの概要説明・危機
管理指導・プレゼンテーション等事前準備・調査研究
に関する倫理的説明などを行い，教育プログラムの実
施に向けた準備を行った．
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