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抄　録

　本研究の目的は，文献レビューの方法を通して，大学における国際交流の実践と成果を検証することにある。

大学における短期海外研修を通した国際交流の実践は①語学・異文化体験を目的とした短期海外研修，②専門的

交流（保健福祉領域）を目的とした短期海外研修の 2 種類に分けられる。①語学・異文化体験を目的とした短期

海外研修では，主に英語の授業の参加，ホームステイなど，②専門的交流（保健福祉領域）を目的とした短期海

外研修では，海外の看護や理学療法などの保健福祉領域の学生との交流，病院，施設などの見学プログラムであっ

た。これらの国際交流を通して，学生に言語能力・学習意欲の向上，異文化への理解と順応，滞在国へのイメー

ジの改善などの効果が見られたことがアンケート調査などを通して示された。そして，今後も，世界の安定と平

和の貢献，学生への教育向上のために，大学における国際交流の重要性が指摘された。
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Ⅰ．はじめに

　筆者らは，2011 年度から県立広島大学保健福祉学

部の国際交流委員として，海外の大学や医療福祉関係

者と国際交流を進めてきた。2015 年現在，保健福祉

学部と関連する国際学術交流協定を結んでいる大学

は，ドイツ・NRW カトリック大学，東フィンランド

大学，インドネシア教育大学であり，保健福祉学部の

教職員・学生は，これらの大学の教職員・学生と積極

的に交流を行ってきている。今後，韓国・台湾・オー

ストラリアなどの大学との国際学術交流協定が期待さ

れており，現在，この目的に向けて教職員・学生がこ

れらの大学と積極的に交流を行なっている。ここでは，

今後の国際交流の推進のために，どのような国際交流

が大学で進められてきたのか，本論文では文献を通し

て国際交流の実践と成果の検証をする。

　なお，本論文では，国際交流とは，大学が主催した

短期・長期海外研修とし，短期は半年未満，長期は半

年以上海外に滞在し，何らかの交流をしたことを意味

する。

Ⅱ．わが国の学生の国際交流の動向と意識

　現在，世界全体でグローバル化が叫ばれるなか，文

部科学省は国際的な人材育成のためにグローバル推進

事業を進めている。大学においては，グローバル人

材育成の一つとして留学生の受け入れと派遣が行わ

れており，日本政府は，東京オリンピックが開催さ

れる 2020 年までに外国人留学生の受け入れ 30 万人，

日本人大学生の留学 12 万人を目指している。しかし

ながら，海外留学する日本人は，2004 年の 82,945 人

をピークに減少し続け，2012 年には 60,138 人となっ

た 1）。このような日本人の海外留学を阻害する要因と

しては，次の 5 点が挙げられている 2）。①社会的要因

（経済の停滞と家計の悪化，就職活動の時期との重複），

②アメリカ以外の国々の台頭，③アメリカの学費高騰，

アメリカの治安不信，④「内向き志向」などの心理的

要因，⑤学生に留学する動機づけを困難している大学

内部の事情，である。上記の内容と日本の学生の就職

状況を考えると，学生は就職が困難な状況では，高額

な経済的費用を使ってまでも，海外へ留学するメリッ

トがないと考えていると思われる。例えば，社会福祉

の領域に関して言えば，わが国独自の社会福祉政策・

施策，ソーシャルワーク理論・技術が存在しないため，

過去，多くの研究者や学生がアメリカ，イギリスに留

学をし，修士・博士の学位を取得，大学に就職をし，

欧米諸国の社会福祉関係の理論・技術をモデルとして

紹介してきた。しかしながら，現在，欧米諸国の大学

で社会福祉の学位を取得したとしても，日本の大学，

一般企業での就職は難しい。なぜならば，海外で学位

を習得したことに見合った大学や一般企業でのポスト

の保障ができない状況にあると思われるからである。

　上記の状況のなかで，次のような大学の学生の海外

留学と国際交流に関する意識調査が報告されている。

小島ら（2014）3）は，学生の海外留学の意識を調べる

ために，大学生対象に質問紙調査を実施し，418 名の

回答を得た。その結果，海外留学に関心の低い「内向

き志向」の学生は，費用，語学力不足，海外での生活

に対する不安，情報不足などの状況にあることが報告

された。一方，留学に関心のある「外向きの志向」の

学生は，留学に関して，就職活動に役立つ経験，自己

の内的成長，日本人のアイデンティティを志向する

傾向が強かった事が報告された。そして更に，小島

ら（2015）4）は，学生の国際交流の意識調査について，

質問紙調査を実施し，174 名の回答を得た。その結果，

約 8 割の学生は，留学生と国際交流をしたいと考えて

いるが，自ら自発的に情報収集等の準備をする学生は

少なく，日常的な外国語力の不足，学術専門的な外国

力の不足，交流する時間のなさを感じていたことが報

告されている。

　以上の調査報告から，わが国の学生は海外留学や国

際交流に興味・関心を示しながらも，就職，費用，語

学力の不足などの問題から消極的になっていることが

示されている。ただ，これらの問題が克服されるので

あるならば，学生は海外留学，国際交流を積極的に行っ

ても良いとも考えている。

Ⅲ．国際交流実践報告

　わが国の大学における短期海外研修を通した国際交

流の実践は，①語学・異文化体験を目的とした短期海

外研修，②専門的交流（保健福祉領域）を目的とした

2 種類に分けられる。ここで，国際交流の取り組みを

2 種類に分けて紹介する。なお，「短期海外研修プロ

グラム」について公式な定義がないものの，一般的に

は 2 週間から 3 ヶ月間程度，外国にて現地の言語や文

化についての学習，あるいは特定の技能や知識の向上

を目的とした体験型教育活動をさすことが多く，語学

研修，海外実習，ボランティア，インターンシップ，

スタディーツアーなどの内容であると紹介されてい

る 5）。

（1）語学・異文化の体験を目的とした短期海外研修

　木村（2011）6）は，大学で英語研修，観光や見学を

中心とした 3~4 週間の短期海外研修（アメリカ，カナ

ダ，ニュージランド，イギリスなどの国々）を 2000
年～ 2010 年までに毎年実施し，124 名が参加した。

2005 年，2006 年の参加者 19 名を対象にした調査によ

ると，短期海外研修に参加した学生は，参加しなかっ

た学生よりも，大学実施の英語のテストのなかで，特

にリスニングで優れた成績を示したことが報告されて
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いる。また，学生からは「海外へ行くこと，外国人と

話すことに抵抗がなくなった」「他国の文化に興味を

持った・日本の文化を見直した」ことなどが報告され

ている。

　和栗（2012）7）は海外体験学習プログラムとして，

18 名の学生が，17 日間，スリランカでの農村生活な

どの体験を通して，食べ物やトイレ等の異文化生活習

慣の違いに悩みながらも，現地村人同士の強い結びつ

きに強烈な体験をしたことを報告している。そして，

研修終了後，一部の学生は，大学での寮生活に積極的

になり，別の学生は 1 年間の海外留学，スリランカで

のインターンシップに挑戦するようになったことを報

告している。

　黒崎（2013）8）は，学生がオーストラリアの大学で

の 3 カ月間の語学短期研修留学で，英語の授業，特別

授業，ホームステイなどを経験したプログラムを紹介

している。そのプログラムの参加によって，学生は現

地で多様な人々と出会い，異文化で暮らしている人々

とのコミュニケーションを通して，外国や日本の文化，

自分自身を見つめ直し，対人コミュニケーションの方

法学んでいることが報告されている。そして，卒業後，

長期留学をした，TOEIC の成績が向上した，学内の

英語授業，国際交流委員会に積極的に参加した行動が

見られたなどのプログラムの成果も報告されている。

　山内（2015）9）は，大学の国際学科における海外研

修を必修科目として規定したなかで，41 名が履修を

し，夏休みにイギリス，カナダ，アメリカ，オースト

ラリアなど語学研修，ホームなどのプログラムの成果

について報告している。その内容は，学生の英語能

力の向上，異文化理解力などが向上したこと，TOEIC
得点の上昇などであった。ただ，問題点として，参加

する国が様々であり，プログラムの内容，期間に統一

性が見られないため，厳密に海外研修の効果を示すこ

とが難しい問題点を指摘している。

　なお，山内（2013）10）は，国際交流学科学生 117
名に長期留学（1 年以上），124 名に短期留学（1 か月

以内）の希望する国々についてのアンケート調査を

行った。その結果，長期留学の場合，73.5％の学生が

英語圏（イギリス，カナダ，アメリカなど），短期留

学の場合，68.5％が英語圏（イギリス，カナダ，アメ

リカなど）の希望を示したことが報告されており，学

生の海外研修の動機づけを重視する上で，考慮するべ

きであると指摘されている。この調査報告は国際交流

の成果を示すものではないが，今後，国際交流を企画

する上で学生のニーズの一つとして参考にするべき内

容であると思われる。

（2）専門的交流（保健福祉領域）を目的とした短期海

外研修

　有田ら（2015）11) は，大学の看護学科の学生 10 名（2
年生 8 名，3 年生 1 名，4 年生 1 名）が，2014 年 2 月

に 9 日間，アメリカの大学の看護学部との交流プログ

ラムに参加し，語学研修，看護学部の講義（基礎看護

学），病院・介護施設（長期療養型施設，精神科クリ

ニックなど）の見学，ホームステイなどの体験をした

ことを報告している。研修会終了後のアンケート調査

では，参加者全員が研修プログラムに満足したと回答

し，自由記述のなかで「日本とアメリカの医療や看護，

文化の違いを学ぶことができた」「施設や病院の看護

師，看護学科の教員・学生と直に話せる機会があるこ

とが魅力だった」と記述されていたことを紹介してい

る。なお，調査報告のなかで，研修に参加する費用が

高額のため断念する学生もおり，人材育成のために海

外へ関心のある学生を支えるために，補助金（奨学金）

確保の努力が必要であることが指摘されている。

　中川ら（2015）12）は，日独の理学療法学を学ぶ学

生の国際交流活動を報告している。それは，日本の大

学で理学療法を学ぶ 3 年生の学生 14 名が，2013 年 9
月にドイツの大学の理学療法学科を訪れ，講義・実技

授業の参加，学生間交流，施設見学，ホームステイな

ど 11 日間の研修を行った。一方，ドイツの理学療法

の 2 年生と 3 年生の学生 10 名が，2014 年 2 月に日本

の大学の理学療法学科を訪れ，授業体験，施設見学（小

児施設），ホームステイなどの 10 日間の研修を行った。

その後，両国の学生に，研修に対する理解度・満足を

調べるアンケート調査が実施された。その結果，両

国の学生間に「各国の理学療法の違い」「理学療法教

育の特徴」「コミュニケーション」などの項目に有意

差がみられ，ドイツの学生の方が「各国の理学療法の

違い」「理学療法教育の特徴」をよく理解できたと回

答した。「コミュニケーション」に関しては，両国の

学生で使用された英語によるコミュニケーションの難

しさを日本人の学生が強く感じたことが報告された。

ホームステイを通じて実際の日常生活の体験が，両国

の違った文化や背景を理解する上で良かったことが指

摘されている。結論として，国際交流を通して，両国

の理学療法の理解と社会的な面の成長が見られたこと

が報告されている。

　以上の 2 種類の専門的交流は目標を保健福祉領域に

限定し，実施されている。この専門的交流の期間は，

語学などの短期海外研修と比較して短期間にもかかわ

らず，現地の保健医療福祉機関の訪問，スタッフとの

交流に学生は満足していた。すなわち，現地での滞在

期間が短いものであったとしても，その目的が明確で

あれば，充実した国際交流が可能であることを示して

いる。そして，この国際交流を更に充実させるために

は現地の人々との交流であるホームステイや観光など

も重要な要因になると考えられる。

　次に専門的交流の利点は，相互の国々の専門的知識・

技術の交流が行なわれる点である。中川ら 12）の大学は，

2012 年からドイツの大学の理学療法の学生・教員と
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の相互訪問を行っている。有田ら 11）の大学は，アメ

リカの大学の看護学部の学生，教員の研修の受け入れ

による相互交流を 2014 年から実施することを報告し

ている。このように専門的交流は目的が理学・看護な

どの専門的領域に限定されており，目的に沿った国際

交流の継続は，専門的領域の国際交流を深めるものに

なるであろう。

　また，ここで報告された専門的な短期海外研修は，

春休み・夏休みを利用したプログラムであり，大学も

短期間のプログラムは企画が容易であり，かつ参加す

る学生も短期であることから卒業時期の遅れなどをあ

まり心配することがなく，積極的に参加できる利点も

持っていると思われる。

Ⅲ．国際交流の教育的効果と意義を示した
報告

　前節で紹介したように，様々な大学で短期海外研修

を含めた国際交流が行われている。また，そこでは国

際交流プログラムの教育成果が報告されている。ここ

では，国際交流の教育的効果を目的に実践し，ある程

度，学術的に調査報告したものを紹介する。

　池田（2011）13）は，アメリカ留学 2 名，韓国留学 1
名に対して，留学前後に語学，日本文化や日本人への

印象，対人関係に関して PAC 調査注）と呼ばれる方法

で調査を行った。その結果，留学した学生は，語学を

コミュニケーションの 1 つの手段として捉え，日本文

化を異文化と相対的に考えるようになり，対人関係も

「親しくなると古い友人みたいに接してくれる」とい

うイメージに変容していることを報告している。そし

て，池田は大学における留学の学生相談のなかで，就

職や経済的状況から「4 年間で卒業できる留学」が課

題だと指摘している。

　徳井（2002）14）は，アメリカのユタ大学夏期英語

研修プログラムに参加した 17 名の学生に研修参加事

前・事後のアンケート調査を実施し，コミュニケーショ

ン意識とアメリカ人のイメージについて調べた。研修

プログラムの内容は，教室内での英語学習，コンピュー

ター教育，体験学習内容（小学校訪問，シニアシチズ

ンセンター訪問等）であった。その結果，アメリカ人

へのイメージの変化は，研修体験後，「親切」「明るい」

「フレンドリー」の印象が強くなり，学生はアメリカ

人のイメージを集団として捉えるのではなく，交流し

たアメリカ人個人として，その人の「生き方」「考え方」

として捉えるようになった。コミュニケーション意識

では外国人と話すとき「落ちついて話せるようになっ

た」「不安を感じなくなった」に大きな変化が見られ

たことが報告されている。

　川内（2006）15）は 2000 年から 2004 年の間に海外

研修に参加した大学の看護学科，理学療法学科，社会

福祉学科の学生 138 名に対し，アンケート調査を実施

し，オーストラリア，イギリスに滞在した 3 週間のホ

ストファミリーとの接触を中心に異文化適応について

調べた。その結果，1 週間までに 70％，2 週間までに

84％の学生が緊張せずに自然なコミュニケーションが

できたと報告し，異文化に順応できたことを報告して

いる。

　小林（2013）16）は，1988 年～ 2010 年の間に大学の

アメリカプログラムに留学したものを対象に，留学プ

ログラムが社会人としての自身に与えた影響について

のアンケート調査を行い，174 名の回答を得た。回答

者は 40 歳代が約 6 割，男性約 6 割，女性約 4 割であっ

た。そして，6 割が民間企業に勤めていた。調査結果

では，留学が「異文化に対する知識の吸収」「外国語

を話す能力の向上」に影響を及ぼしたことが報告され

ている。留学後の就職活動や職業人としての影響につ

いては，約 6 割が「多様な職場環境に適応する能力」「職

場で外国語を話す力」が身についたと報告されていた。

個人の成長と価値観への影響については，約 8 割が「他

人との違いを受け入れる力」「自立力」「より柔軟かつ

開放的になれる力」をあげていた。調査結果から，異

文化社会での強烈な留学体験が個人の成長と既得の価

値観に対して特に影響を与えることが分かった。

　以上の報告から，国際交流の教育的効果は，国際交

流を通して，学習言語の運用能力や学習意欲の向上，

異文化への適応力の向上，滞在国及び滞在国民へのイ

メージの改善が示された。つまり，国際交流とは，多

様性を学び合い，認め合い，尊重すること，自分の文

化に自信を持ち，自尊心を育むこと，そして最終的に

はグローバルな視点を持ったリーダー，未来のリー

ダーを育むプロセスであると思われる 17）。

Ⅳ．展望と課題

　日本は島国であり，日本の若者は日常生活のなかで

異文化の外国人と共に過ごす時間や経験が少ない。し

たがって，海外に出て，異文化の人々に触れることは

日本の若者にとって新鮮，魅力的であり，かつ世界の

価値観を知ることになる。このことから，短期海外研

修であったとしても，わが国の学生にとって，それが

異文化を知ることになり，個人を成長させる機会にな

ると思われる。一方，学生が異文化に触れ，異文化の

人々と良き関係を構築し，交流を続けることは，他国

の異文化の人々にとっても，日本文化，国民性を知り，

相互理解と友好関係を深め，世界の安定と平和の貢献

にも繋がることになるであろう。その意味で，大学は，

短期海外研修においても，教育や学生生活の質の向上

につなげると言う目標を持って国際交流に取組むべき

であろう 18）。そして，学生が国際交流に積極的に参

加するためには，経済的問題，大学での卒業要件に必
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要な単位履修など安定した学生生活を過ごしているこ

とも前提条件となると考えられる。というのは，学生

が経済的問題や大学の単位履修に問題を抱えている場

合，短期海外研修に安心して参加できないであろうし，

十分な学習成果もあげることができないと思われるか

らである。　　

注）この方法は，当該テーマに関する自由連想，連想

項目間の類似度評定，研究者類似度距離行列によるク

ラスター分類，調査対象者によるクラスター構造のイ

メージや解釈の報告，研究者による総合的解釈を通じ

て個人別にイメージ構造を分析する方法である。調査

者によってあらかじめ用意されたアンケート調査とは

異なり，調査対象者自身の連想から出た項目を調査対

象者が自ら解釈していくのである 13）。
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Abstract

The purpose of this study is to verify the practices and educational effects of international exchanges in Japanese 
universities through a literature review. The international exchanges that took place in the past in Japanese universities were 
divided into two types of overseas short-term training : one was for the purpose of language training and cross-cultural 
experience ; and the other was for professional exchanges in the fi elds of health and welfare. In the short-term overseas 
training for the purpose of language training and cross-cultural experience, the programs included mainly participation in 
English language classes and home-stays. In the overseas short-term training for the purpose of professional exchanges in 
the fi elds of health and welfare, the programs included exchanges with local students majoring in health and welfare, such as 
nursing and physical herapy, with visits to hospitals and health-related facilities. The research questionnaire surveys revealed 
that the students who participated in those short-term overseas training programs showed improvement in language skills and 
a willingness to learn; an adaptation of, and understanding toward, the different cultures; and improved overall opinions of 
the countries they visited. The importance of international exchanges in universities is the improved educational performance 
of students and its contribution toward world  peace and stability.
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