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巻頭言 
 

グローバル人材育成教育学会 副会長 アーナンダ・クマーラ 
 
 日本で「グローバル人材育成」という言葉が盛んに使われ始めたのは本学会が設立された
時期と同じ、およそ 5年前と記憶している。つまり、この分野の草分け的学会として誕生し
た当学会も今年で 5 年目の節目を迎えるのだ。そこで、今年度は設立 5 周年にふさわしい
盛大な全国大会にすべく、着々と準備が進められている。現在予定しているその開催地は、
小生が勤務している名城大学が 2 年前に新設したばかりの「ナゴヤドーム前キャンパス」
である。 
名城大学のある愛知県は以前から「ものづくり」で有名な地域であるが、2027 年にリニ

アモーターカーが名古屋駅で停車する予定もあり、これからさらなる経済的かつ文化的活
性化が期待される。実際、その兆しはすでにさまざまなところに現れている。例えば、名古
屋駅周辺は再開発が急ピッチで進み、高層ビルが次々と立ち並び始めている。また、名古屋
城を中心とした文化拠点を整備すべく、「本丸御殿を復元」やその周辺に江戸時代の城下町
を現代的な変化を加えながら再現しようとする「金シャチ横丁」の開発も進んでいる。この
ように、経済・文化両側面での地域活性化が顕著な中部地区での開催を通じて、本年度の大
会を盛り上げていきたい。 
さて、グローバル化が急速に進んでいる今日、社会でも大きな変化が見られる。例えば、

就職で国内企業に採用されたとしても、中長期的な海外赴任や短期の海外出張などは当た
り前に期待される時代である。また、職場の従業員はもはや日本人だけはではなく、異なる
文化や言語にルーツのある従業員がいることも珍しくなくなってきている。学校教育の現
場でも、教職員や学生の多国籍化は顕著である。特に生徒や学生の中には留学目的で入学し
てきた外国人留学生や、生まれや育ちは日本でありながら外国籍を持つ「外国籍学生」と呼
ばれる学生もおり、こうした教育現場のグローバル化は日本の小中高大いずれの教育機関
でも当たり前なこととなっている。 
こうしたグローバル化の「当たり前」は私たちの生活に「新たな当たり前」を作りつつあ

る。それは、異なった言語や価値観をもつ人々とのコミュニケーションである。例えば、先
述した日本国内のグローバル化について言えば、外国人や外国にルーツのある人々は今や、
普段なんとなく形成している生活コミュニティーの重要な一部になっている。そうした
人々と日常生活において共生していく意識や異国文化に対する知見、また、それらに基づい
たコミュニケーション能力が、今後当たり前のように必要になるだろう。 
しかしながら、利害関係を基盤としたビジネスの世界では、コミュニケーション能力の必

要性はもはや「新たな当たり前」ではない。今世紀に入り、人口減少が気になる日本のさま
ざまな企業がビジネスの新天地を求め、人口増加が著しい国外へとすでに進出している。そ
んな中で、外国や外国人と協働するためのコミュニケーション能力が強く求められている。



協働に必要なコミュニケーション能力には英語運用力はもちろん、言語以外の伝達力、外国
文化に対する洞察力およびその知識を協働に生かす力、日本が誇る文化や技術・ノウハウを
伝えられる十分な自国理解力も必要となるだろう。 
このようにグローバル化したビジネス社会で高い国際競争力を維持していくために、日

本企業も人材を選出する上で、国籍よりも能力を重視する傾向が強まっている。この傾向は
新興国を含む外国の教育レベルの発展と見事に連動していると言ってよい。つまり、日本の
若者も自国の就職活動で外国の若者と競争しなければならない時代にいよいよ突入したの
である。 
しかしながら、現在日本の若者の英語運用能力は世界的に見てとても低い。2013 年の

TOEIC のテスト結果では 48 か国中 40 位に留まり、その低迷ぶりは 2016 年の結果でも改
善されていない。TOIECに関しては、バングラデシュ、ネパール、インド、スリランカな
ど新興国の若者が世界でも上位を占めている。TOEIC受験者の母数の違いがあるとは言え、
こうした日本の現状は早めに改善されなければならないだろう。また、発信力の弱さも日本
の若者の課題であると言われている。好奇心旺盛で、高い英語力を持つ新興国の若者よりも
総合的に優れていなければ、日本の若者が自国で活躍できる場も自ずと狭まっていくであ
ろう。 

Made in Japan時代からMade by Japan 時代となっている今日、グローバル人材育成に携
わるわれわれ大学の教育者は、日本の国際競争力向上と世界の平和・発展とに貢献できる人
材を育てるために、更なる研鑽を積まねばならないだろう。学会設立 5 周年を記念する 2018
年度の大会では、「グローバル人材育成のこれまでと、そしてこれからの展望」をテーマに
取り上げ、過去を振り返るとともに、これからどのようなことに新たにチャレンジするべき
なのかを考えるきっかけを作りたい。そして、大学関係者のほかに、高校や企業、地域住民
などからの論点が持ち込まれる大会にし、社会全体としてグローバル人材育成を考える必
要性をアピールしたい。  
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Abstract: This paper is to clarify the required intercultural competence of Japanese 
business persons working in overseas through the interview survey. The fundamental 
factors to successfully collaborate with foreign people are (1) cooperative and 
responsible attitudes in adjusting themselves among the cross-cultural situation and 
(2) knowledge of each of the countries such as history and culture. Based on these, the 
tasks are accomplished by using (3) expertise and experience in the required business 
field and (4) the practical job performance skills, i.e. the ability to develop mutual 
trust and the ability to think, discuss, and negotiate logically and critically. Through 
the collaboration process, (5) the language skills are used as the communication tool. 
Japanese often equate the language skills in English with the intercultural 
competence. However, the other factors are also crucial. Among then, the college level 
education has a compelling need for (1) and (4). 
Keywords: global competency, intercultural competence, cross-cultural communication, 
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１ はじめに：グローバル人材の要件とは 
本稿の目的は、日本人が海外において、または外国

人との協業において求められる「グローバル人材」要

件の構造を明らかにし、大学等でグローバルに活躍で

きる人材を輩出するために育成すべき資質、スキル等

をより具体的に示すことにある。 
企業の海外進出の進展に伴い、日本国内とは異なる

ビジネス環境への適応、多様なバックグラウンドをも

つ人々との協業による成果の最大化が課題となり、グ

ローバル人材の養成が大学教育に求められている。経

済産業省は 2010 年、グローバル人材を「グローバル

化が進展している世界の中で、主体的に物事を考え、

多様なバックグラウンドをもつ同僚、取引先、顧客等

に自分の考えを分かりやすく伝え、文化的・歴史的な 
------------------------------------------------ 

A: 横浜国立大学高大接続・全学教育推進センター 

バックグラウンドに由来する価値観や特性の差異を乗

り越えて、相手の立場に立って互いを理解し、さらに

そうした差異からそれぞれの強みを引き出して活用し、

相乗効果を生み出して、新しい価値を生み出すことが

できる人材」と定義し、グローバル人材の共通要件を

挙げた 1)。翌年には、文部科学省、内閣官房、日本経

済団体連合会など関係各所が相次いでグローバル人材

に関する提言等を発表している 2-4)。これら官公庁等が

挙げたグローバル人材要件を表1（P.2）に整理して示

す。一連の提言で共通に挙げられているのは (ア)言語

力を含むコミュニケーション・スキル、(イ)社会人基

礎力に代表される汎用的スキル、(エ)異文化対応や主

体性などの資質の3種である。産業界に関わりの深い

経産省、経団連はこの3種に留まり、教育を司る文科

省などは(ウ)教養や専門分野の知識を加えている。 
いずれにしても、これらはグローバル人材に求めら 
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ローバル人材の養成が大学教育に求められている。経
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------------------------------------------------ 

A: 横浜国立大学高大接続・全学教育推進センター 
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そうした差異からそれぞれの強みを引き出して活用し、

相乗効果を生み出して、新しい価値を生み出すことが

できる人材」と定義し、グローバル人材の共通要件を

挙げた 1)。翌年には、文部科学省、内閣官房、日本経

済団体連合会など関係各所が相次いでグローバル人材

に関する提言等を発表している 2-4)。これら官公庁等が

挙げたグローバル人材要件を表1（P.2）に整理して示

す。一連の提言で共通に挙げられているのは (ア)言語

力を含むコミュニケーション・スキル、(イ)社会人基

礎力に代表される汎用的スキル、(エ)異文化対応や主

体性などの資質の3種である。産業界に関わりの深い

経産省、経団連はこの3種に留まり、教育を司る文科

省などは(ウ)教養や専門分野の知識を加えている。 
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C) 語学教育や海外研修事業を運営する立場にあり、 
様々な海外対応事例を見聞きし、総合的な視点から

見解が述べられる、いわば有識者（2社2名） 
 
2.2 調査方法 

調査対象者には次の3つの質問項目を事前に提示し、

各1時間程度の半構造化インタビューにより実施した。

インタビュー内容は対象者の了承を得て録音し、文字

起こしした発言録を元に分析した。 

a) グローバル対応における現状の課題（トラブルやミ

ス・コミュニケーションの具体例、その原因および

回避のために必要な能力、行動など） 

b) 前問 a)を踏まえ、グローバルに活躍できる人材と

して求められる最も重要な要件（3点程度） 

c) グローバル人材育成のため大学教育に求めること 

 

2.3 グローバル人材要件の抽出 

 前述の質問 b)グローバル人材として求められる要
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が意味するニュアンスは人により異なる。たとえば「タ

フさ」には肉体的なタフさと精神的なタフさがあり、

予想外のことが起きてもへこたれない精神的なタフさ

は気持ちを切り替えて現状を受け入れる「柔軟性」や

「受容力」を含むこともある。そこで、半構造化イン

タビュー手法により、挙げられた要件を別の表現で言

い換えを促したり、具体的な事例で説明を求めて、対

象者がイメージする用語の意味の特定に努めた。 
 18 社 21 名のインタビューの結果（1 社で複数名の
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人材要件が挙げられた。一例として、ある対象者が挙

げた内容を整理したものを図1に示す。この対象者は

3 つの要件の１つに「コミュニケーション能力」を挙

げたが、その意味するところは、ものごとを論理的に

考えて、論拠を含め明確に伝える力である。さらにそ

れらが求められる背景には、外国人は日本人のように

察する文化ではないことと、納得しないと動かない傾

向にあるからとわかる。こうして抽出した要件の整理

表を表2（P.4）に示す。これらの要件は《言語スキル》、

《汎用スキル》、《知識や経験》、《資質》の4種に分類

でき、官公庁等の分類（表1）とほぼ一致する。 
 

３ グローバル人材要件の全体像 
日本人が、殊に日系企業の駐在員として海外で活躍

するために求められる要件を表す概念図として、表 1
を構造化したものが図2（P.5）である。本稿ではこの

《日本人がビジネス上、外国人と協業するために求め
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③業務の知識･経験、④業務遂行スキル、⑤語学力の5
種に分けて考えられる。 
①資質：グローバル環境に適応し、主体的に職務を

遂行するための土台となる性格、人間性、価値観、態

度などの資質群である。海外ビジネス・対外国人とい

う異なる環境や関係性を自分なりに理解し、状況の変

化や想定外の出来事に対応しつつ業務を遂行するため

に特に必要な資質群で、《異文化適応》に係るもの、《主 

 
 

表1 官公庁等、関係各所が挙げたグローバル人材要件の整理表 
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値を乗り越えて関係を
構築するためのコミュ
ニケーション能力

 要素Ⅰ：語学力・コミュニ
ケーション能力

 多様な文化･社会的背景の同僚、顧客、
取引先と意思疎通を図る外国語によ
るコミュニケーション能力

(イ)
汎用的スキル

 社会人基礎力  新しい価値を創造する
能力

 （加えて）課題発見・解決能
力、チームワークと(異質な
者の集団をまとめる )リー
ダーシップ、公共性・倫理観、
メディア・リテラシー等

 社会人基礎力

(ウ)
教養、
専門分野の知
識

 日本人としてのアイデ
ンティティを持ちなが
ら、広い視野に立って
培われる教養と専門性

 （加えて）幅広い教養と深い
専門性

(エ)
異文化対応な
どの資質

 異文化理解・
活用力

 協調性
 次世代までも視野に入
れた社会貢献の意識

 要素Ⅱ：主体性・積極性、
チャレンジ精神、協調性・柔
軟性、責任感・使命感
 要素Ⅲ：異文化に対する理解
と日本人としてのアイデン
ティティー

 日々変化するビジネス現場で様々な
障害に臨機応変に対応するため、既
成概念に捉われず、チャレンジ精神
を持ち続ける姿勢
 海外との文化、価値観の差に興味・
関心を持ち柔軟に対応すること

 
れる要件の概念の提示であり、その詳細までには至っ

ていない。たとえば、「外国語でコミュニケーション」

を図るためにはどんな能力が必要なのか、「社会人基礎

力」には様々な要素が含まれるが軽重はあるのか、国

内のそれと違いはあるのか、さらに外国人との対応で

それぞれの要件はどのように作用するのか、具体的に

はわからない。一方、グローバル人材を求める企業側

も、海外対応で何が課題となり、どんなことができる

人材が必要なのか、明確には発信できていない 5)。 
「グローバル人材」というキーワードからダイレク

トに連想することは語学力であり、その第一は英語で

あろう。学生の多くは、グローバル人材＝英語力＝

TOEIC のスコアという図式で考えがちである。大学

側も、英語を中心に語学教育の強化および海外留学の

促進をもってグローバル人材養成策とする傾向にある。

大木（2014）はこうした現状に関して、社会に出て現

実に英語を使うことが期待されている人材は同年代の

10％（約 11 万人）に過ぎない点、および英語力はグ

ローバル人材要件の1つに過ぎない点を挙げ、英語教

育と海外経験のみを重視する傾向を課題とし、社会へ

の出口たる大学教育においてどのような人材の育成を

目指すのか、大学人としての良識が問われていると指

摘している 6 )。 
本稿は、民間企業の海外駐在経験者へのインタビュ

ー調査により、《ビジネス上のグローバル人材要件》の

実態を明らかにする試みであり、それにより大学教育

におけるグローバル人材育成のありかたの再検討を促

す試みでもある。異文化環境、または外国人との対応

のどんな場面でどのような困難に直面し、それらを克

服する過程でどんな資質やスキルを発揮しているか。

実例をベースに明らかにすることで、大学側はグロー

バル人材とは何ができる人材なのかを確認できよう。 

 
２ グローバル人材調査の概要 
横浜国立大学のグローバル人材調査は 2014～2017

年度まで 4 次に渡り、2018 年予定の米州調査をもっ

て完了する計画である。第 1 次調査は 2014 年度に国

内で実施し、グローバル人材要件を抽出した[1]。第 2
次調査以降は海外に赴き日系企業の駐在員を対象にイ

ンタビュー調査し、第1次調査で抽出した人材要件の

妥当性、担当者と管理職の役職差、地域差による求め

られる要件の違いなどについて意見を求めている[2]。 
なお、本稿では第1次調査結果のグローバル人材要

件について論じ、第2次以降の海外現地調査結果は米

州調査後に取り纏め、次稿で公表したい。 
 

2.1 第1次調査の対象者 

第1次調査では海外対応経験のある人事担当者等に

国内で意見を求め、日本人または日系企業特有のグロ

ーバル人材要件を抽出した。調査対象者は18社21名

で、大きく3つのグループに分かれる。 
A) 金融、商社、製造、情報通信、建設、マスコミなど

の業界・企業において、所属企業の立場で意見を述

べることができる人事担当者、または海外対応部署

の30代～50代の管理職 (11社14名) 
B) 海外対応を現場で担当し、自分自身の体験として海

外対応の難しさや戸惑いを語れる 20 代～30 代前

半の若手社会人（5社5名） 
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成概念に捉われず、チャレンジ精神
を持ち続ける姿勢
 海外との文化、価値観の差に興味・
関心を持ち柔軟に対応すること

 
れる要件の概念の提示であり、その詳細までには至っ

ていない。たとえば、「外国語でコミュニケーション」

を図るためにはどんな能力が必要なのか、「社会人基礎

力」には様々な要素が含まれるが軽重はあるのか、国

内のそれと違いはあるのか、さらに外国人との対応で

それぞれの要件はどのように作用するのか、具体的に

はわからない。一方、グローバル人材を求める企業側

も、海外対応で何が課題となり、どんなことができる

人材が必要なのか、明確には発信できていない 5)。 
「グローバル人材」というキーワードからダイレク

トに連想することは語学力であり、その第一は英語で

あろう。学生の多くは、グローバル人材＝英語力＝

TOEIC のスコアという図式で考えがちである。大学

側も、英語を中心に語学教育の強化および海外留学の

促進をもってグローバル人材養成策とする傾向にある。

大木（2014）はこうした現状に関して、社会に出て現

実に英語を使うことが期待されている人材は同年代の

10％（約 11 万人）に過ぎない点、および英語力はグ

ローバル人材要件の1つに過ぎない点を挙げ、英語教

育と海外経験のみを重視する傾向を課題とし、社会へ

の出口たる大学教育においてどのような人材の育成を

目指すのか、大学人としての良識が問われていると指

摘している 6 )。 
本稿は、民間企業の海外駐在経験者へのインタビュ

ー調査により、《ビジネス上のグローバル人材要件》の

実態を明らかにする試みであり、それにより大学教育

におけるグローバル人材育成のありかたの再検討を促

す試みでもある。異文化環境、または外国人との対応

のどんな場面でどのような困難に直面し、それらを克

服する過程でどんな資質やスキルを発揮しているか。

実例をベースに明らかにすることで、大学側はグロー

バル人材とは何ができる人材なのかを確認できよう。 

 
２ グローバル人材調査の概要 
横浜国立大学のグローバル人材調査は 2014～2017

年度まで 4 次に渡り、2018 年予定の米州調査をもっ

て完了する計画である。第 1 次調査は 2014 年度に国

内で実施し、グローバル人材要件を抽出した[1]。第 2
次調査以降は海外に赴き日系企業の駐在員を対象にイ

ンタビュー調査し、第1次調査で抽出した人材要件の

妥当性、担当者と管理職の役職差、地域差による求め

られる要件の違いなどについて意見を求めている[2]。 
なお、本稿では第1次調査結果のグローバル人材要

件について論じ、第2次以降の海外現地調査結果は米

州調査後に取り纏め、次稿で公表したい。 
 

2.1 第1次調査の対象者 

第1次調査では海外対応経験のある人事担当者等に

国内で意見を求め、日本人または日系企業特有のグロ

ーバル人材要件を抽出した。調査対象者は18社21名

で、大きく3つのグループに分かれる。 
A) 金融、商社、製造、情報通信、建設、マスコミなど

の業界・企業において、所属企業の立場で意見を述

べることができる人事担当者、または海外対応部署

の30代～50代の管理職 (11社14名) 
B) 海外対応を現場で担当し、自分自身の体験として海

外対応の難しさや戸惑いを語れる 20 代～30 代前

半の若手社会人（5社5名） 
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「経験」はスキルの部分もあり、ひとくくりにするの

はやや違和感があるが、次に述べる④が汎用スキルで

あるのに対し③は担当業務固有のものであること、お

よび④の前提要件であることから1つにまとめた。 
④業務遂行スキル：グローバルな環境下で、効果的

に職務を遂行する上で求められるジェネリック・スキ

ル（職業に係わらず共通で必要な基礎的・汎用的スキ

ル）群である。本調査からは、日本人が異文化の相手

と協業する上で、自分とは異質な相手を認め合いリス

ペクトし合うことで生まれる《信頼関係構築力》と、

価値観やビジネス・スタイルなどを異にする相手と意

思疎通を図りよりよい成果を生み出すための《思考力

と発信力・調整力》の2つに集約できた。ビジネスの

場において、これらの業務遂行スキルは③業務の知

識・経験と一体となって発揮される。 
⑤語学力：母語の異なる人々と外国語で意思疎通を

図る言語能力（多くは英語）は、2 つに分けられる。

その第1は、担当するタスクを遂行するための意思疎

通に《最低限必要な言語力》になる。海外赴任または

外国人との対応の初心者にとって必須の要件になる。

なお、ここで言う「語学力」は広い意味での外国語に

よるコミュニケーション力ではなく、スピーキングや

ボキャブラリーなど狭い意味での語学力を意味する。

さらに、外国人の相手と詳細に意思疎通を図ったり、

会議等で議論するためには相応な語学力が求められ、

冗談が飛び交う会話に割って入れるネーティブに近い

流暢な語学力までレベルに幅があるため《プラスαの
語学力》とした。プラスαの割合いは、職務上の役割

や対応相手、仕事内容などにより異なる。 
①～⑤の位置関係は能力発揮の構造を表す。外国人

とのビジネス上の対応は、①資質と②知識・教養によ

り形成された人間力を土台に、③業務の知識・経験に

裏打ちされた④業務遂行スキルをもって実行され、そ

れらを対応相手に発動するツールが⑤の語学力になる。

語学はジェネリック・スキルの一つだが、④と分けた

理由もそこにある。未熟な資質や業務スキル、または

語学力で外国人と対応する体験を重ねることで、殊に

失敗体験や想定外の事態から対処法を学び、各要件に

当たる能力が修正または強化されグローバル対応力が

高まるのが現実であろう。これら5つの要件はスパイ

ラル構造で相互に係り合いながら、外国人との対応体

験を経験化することでより確かなものになっていく。 
図2に「コミュニケーション能力」という用語は敢

えて入れない。《コミュニケーション》の概念は伸縮自

在の幅があり、さまざまな要件との係わりで成り立つ

ものであり、こうした概念図に1要件として位置付け

るのはそぐわない。①～⑤を総動員して発揮される総

合力こそ、異文化間におけるコミュニケーション能力

と捉えるのが妥当ではないだろうか。 
 
４ 主なグローバル人材要件の実像 
第1次調査では、主にグローバル人材特有のスキル

と資質（図2の①④⑤）を抽出することに努めた。こ

こでは語学力、業務遂行スキル、主体的な状況適応力

の3要件のより具体的な中身について、インタビュー

対象者の発言を基に明らかにする。なおカギカッコ内

斜体文は、対象者の発言の抜粋である[3]。 
 

4.1 語学力（英語力） 

求められる語学力（本調査ではビジネス上の共通語

としての英語）のレベルには幅があり、業務の協業の

度合い、地位や役割、現場のグローバル環境の状況に

より異なる。また、語学力は必要だがあくまでもツー

ルであり、伝えるべきコンテンツがしっかりしている

ことが大切であるとビジネス現場では捉えられている。 
4.1.1 求められる語学力 

グローバル人材の要件で重要なものは何か、との質

問に対し、語学力を挙げたのは、18名中4名に留まっ

た（表 1 参照）。しかし、語学力をどう捉えるかを訊

ねると、業務上、最低限の意志疎通が図れる語学力は

必要と全員が回答した。駐在員は、本社の指示に基づ

き決められたタスクを遂行する。その際、1 対 1、1

 
 

表2 本調査で抽出したグローバル人材要件の整理表 

（カッコ内：対象者18名中そのグループの用語を挙げた人数と、挙がった用語の件数） 
 

体的な行動》に係るものに分かれるが、本稿では《主

体的な状況適応力》と総称する。 
②知識・教養：①資質と共に本人のビジネス・パー

ソンとしての人格を形成する知識や教養である。高等

教育レベルの幅広い教養、人生観、倫理観など汎用的

な見識と、海外対応で特に求められる対象国や自国の

歴史や文化、政治経済情勢、宗教などに関する知見に

分かれる。以上の①と②は、質は異なるがグローバル

人材の土台となる要件と言える。 
③業務の知識・経験：企業の海外駐在員として業務

を遂行する前提となる要件である。国内・海外を問わ

ず担当業務を遂行する上で共通に必要な知識・経験や

マネージメント力と、法令、商習慣、マーケット事情

など担当国特有の業務知見がある。なお、担当業務の 

分類 グローバル人材要件（カッコ内は言い換え、具体的に言うと） 

スキル： 

語学力 

（4名：4件） 

 あらかじめ高いレベルの語学は不要。現地で必要に迫られれば自然に身につく 
 英語力（大枠のメッセージを伝えられる基本スキルとしてTOEIC730点。外国人との協業でシナジーを出

すには860点がスタートライン） 
 ネイティブ並みの英語力（冗談が飛び交う会話に割って入り主張を通せる英語力） 

スキル： 

思考力と 

発信力･調整力 

（9名：12件） 

 批判的に考える力（社会人基礎力に相当） 
 明確に意思表示をする姿勢（相手をリスペクトし、言うべきことを明確に伝える） 
 説得力（こちらの主張を理解・納得してもらって、仕事をしてもらう力） 
 交渉力（Win-Winの形を探す。この人が言うならと思ってもらえる人間関係を作り） 
 異文化からシナジーを引き出していく力（成果最大化のため互いの強みを活かしあう力） 
 日本人の良さを活かして共創する力（自分の持ち味とローカルの良さを組み合わせて） 

スキル： 

信頼関係構築力 

（12名：13件） 

 相手から信頼される力（誠実さや、うそをつかない、逃げない、といった姿勢） 
 勤勉さやマメさ、おもてなしの心。自分の専門性を強くアピールする 
 こちらから主体的に話しかける、面子を潰さない、相手の文化を受けいれる姿勢 
 日本人の良さを海外でも体現する力（時間を守る、礼儀正しい、を海外でも実践） 
 人間関係構築力（短期の関係性構築には、オープンマインドでパッと輪の中に飛び込んでいけるかが重要。

長期的な関係性は、人として信用を集められるかが重要） 
 相手の仕事やコミュニケーションのスタイルを理解する力（国ではなく人によって異なる。相手のスタイ

ルを見極めることが重要） 
知識･経験： 

業務の専門 

（6名：7件） 

 業務に関する基本的な理解があるのが前提（日本での自社の商売や仕事の仕方） 
 基本的な職務スキル（日本国内できっちり仕事ができることが何よりも重要） 
 自分の武器・強みを持つ（仕事で力を見せつけると、相手はこちらの話を聞いてくれる） 

知識： 

教養 

（8名：10件） 

 現地の歴史的・文化的背景の理解 
 相手国の仕組みや特徴を踏まえて対応する力（特にイスラム教の地域） 
 自国の理解（日本人としてのアイデンティティがないと見なされると、相手にされない） 
 自分の意見を持つ（日本の歴史、文化、経済などに見識がないとリスペクトされない） 

資質： 

異文化適応 

（14名：20件） 

 オープンマインド、自分の殻を破る力（自ら積極的にコミュニケーションを取る） 
 思いやり、理解（ディベートで論破しても相手がそのように動くわけではない） 
 偏見を持たず自分の常識で判断しない姿勢（知らず知らずに新興国を下に見てしまわないように。理解で

きない相手でも、相手の背景に興味を持って話を聞く） 
 相手と自分は違うことを受け入れる力（食事の作法、時間の感覚、生活上の不便さ。なぜそう考えるのか

と相手の生活習慣や文化的背景を理解する姿勢） 
 タフさ・柔軟性（想定外の事態を受け入れる力、しょうがないと切り替える柔軟性） 
 かも知れない運転、リスクヘッジの力（必ず保険をかけておくずるがしこさ） 

資質： 

主体性発揮 

（6名：8件） 

 学習意欲（現地で新しいことを学び吸収する持続力） 
 好奇心・自律心（環境の変化を自律的に把握し、自律的に考え行動） 
 腹のくくり、覚悟（１人で放り出されても絶対に成功させるという気持ち） 
 責任感（海外では自分の仕事を最後までやり遂げることが周りに認められる） 
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「経験」はスキルの部分もあり、ひとくくりにするの

はやや違和感があるが、次に述べる④が汎用スキルで

あるのに対し③は担当業務固有のものであること、お

よび④の前提要件であることから1つにまとめた。 
④業務遂行スキル：グローバルな環境下で、効果的

に職務を遂行する上で求められるジェネリック・スキ

ル（職業に係わらず共通で必要な基礎的・汎用的スキ

ル）群である。本調査からは、日本人が異文化の相手

と協業する上で、自分とは異質な相手を認め合いリス

ペクトし合うことで生まれる《信頼関係構築力》と、

価値観やビジネス・スタイルなどを異にする相手と意

思疎通を図りよりよい成果を生み出すための《思考力

と発信力・調整力》の2つに集約できた。ビジネスの

場において、これらの業務遂行スキルは③業務の知

識・経験と一体となって発揮される。 
⑤語学力：母語の異なる人々と外国語で意思疎通を

図る言語能力（多くは英語）は、2 つに分けられる。

その第1は、担当するタスクを遂行するための意思疎

通に《最低限必要な言語力》になる。海外赴任または

外国人との対応の初心者にとって必須の要件になる。

なお、ここで言う「語学力」は広い意味での外国語に

よるコミュニケーション力ではなく、スピーキングや

ボキャブラリーなど狭い意味での語学力を意味する。

さらに、外国人の相手と詳細に意思疎通を図ったり、

会議等で議論するためには相応な語学力が求められ、

冗談が飛び交う会話に割って入れるネーティブに近い

流暢な語学力までレベルに幅があるため《プラスαの
語学力》とした。プラスαの割合いは、職務上の役割

や対応相手、仕事内容などにより異なる。 
①～⑤の位置関係は能力発揮の構造を表す。外国人

とのビジネス上の対応は、①資質と②知識・教養によ

り形成された人間力を土台に、③業務の知識・経験に

裏打ちされた④業務遂行スキルをもって実行され、そ

れらを対応相手に発動するツールが⑤の語学力になる。

語学はジェネリック・スキルの一つだが、④と分けた

理由もそこにある。未熟な資質や業務スキル、または

語学力で外国人と対応する体験を重ねることで、殊に

失敗体験や想定外の事態から対処法を学び、各要件に

当たる能力が修正または強化されグローバル対応力が

高まるのが現実であろう。これら5つの要件はスパイ

ラル構造で相互に係り合いながら、外国人との対応体

験を経験化することでより確かなものになっていく。 
図2に「コミュニケーション能力」という用語は敢

えて入れない。《コミュニケーション》の概念は伸縮自

在の幅があり、さまざまな要件との係わりで成り立つ

ものであり、こうした概念図に1要件として位置付け

るのはそぐわない。①～⑤を総動員して発揮される総

合力こそ、異文化間におけるコミュニケーション能力

と捉えるのが妥当ではないだろうか。 
 
４ 主なグローバル人材要件の実像 
第1次調査では、主にグローバル人材特有のスキル

と資質（図2の①④⑤）を抽出することに努めた。こ

こでは語学力、業務遂行スキル、主体的な状況適応力

の3要件のより具体的な中身について、インタビュー

対象者の発言を基に明らかにする。なおカギカッコ内

斜体文は、対象者の発言の抜粋である[3]。 
 

4.1 語学力（英語力） 

求められる語学力（本調査ではビジネス上の共通語

としての英語）のレベルには幅があり、業務の協業の

度合い、地位や役割、現場のグローバル環境の状況に

より異なる。また、語学力は必要だがあくまでもツー

ルであり、伝えるべきコンテンツがしっかりしている

ことが大切であるとビジネス現場では捉えられている。 
4.1.1 求められる語学力 

グローバル人材の要件で重要なものは何か、との質

問に対し、語学力を挙げたのは、18名中4名に留まっ

た（表 1 参照）。しかし、語学力をどう捉えるかを訊

ねると、業務上、最低限の意志疎通が図れる語学力は

必要と全員が回答した。駐在員は、本社の指示に基づ

き決められたタスクを遂行する。その際、1 対 1、1

 
 

表2 本調査で抽出したグローバル人材要件の整理表 

（カッコ内：対象者18名中そのグループの用語を挙げた人数と、挙がった用語の件数） 
 

体的な行動》に係るものに分かれるが、本稿では《主

体的な状況適応力》と総称する。 
②知識・教養：①資質と共に本人のビジネス・パー

ソンとしての人格を形成する知識や教養である。高等

教育レベルの幅広い教養、人生観、倫理観など汎用的

な見識と、海外対応で特に求められる対象国や自国の

歴史や文化、政治経済情勢、宗教などに関する知見に

分かれる。以上の①と②は、質は異なるがグローバル

人材の土台となる要件と言える。 
③業務の知識・経験：企業の海外駐在員として業務

を遂行する前提となる要件である。国内・海外を問わ

ず担当業務を遂行する上で共通に必要な知識・経験や

マネージメント力と、法令、商習慣、マーケット事情

など担当国特有の業務知見がある。なお、担当業務の 

分類 グローバル人材要件（カッコ内は言い換え、具体的に言うと） 

スキル： 

語学力 

（4名：4件） 

 あらかじめ高いレベルの語学は不要。現地で必要に迫られれば自然に身につく 
 英語力（大枠のメッセージを伝えられる基本スキルとしてTOEIC730点。外国人との協業でシナジーを出

すには860点がスタートライン） 
 ネイティブ並みの英語力（冗談が飛び交う会話に割って入り主張を通せる英語力） 

スキル： 

思考力と 

発信力･調整力 

（9名：12件） 

 批判的に考える力（社会人基礎力に相当） 
 明確に意思表示をする姿勢（相手をリスペクトし、言うべきことを明確に伝える） 
 説得力（こちらの主張を理解・納得してもらって、仕事をしてもらう力） 
 交渉力（Win-Winの形を探す。この人が言うならと思ってもらえる人間関係を作り） 
 異文化からシナジーを引き出していく力（成果最大化のため互いの強みを活かしあう力） 
 日本人の良さを活かして共創する力（自分の持ち味とローカルの良さを組み合わせて） 

スキル： 

信頼関係構築力 

（12名：13件） 

 相手から信頼される力（誠実さや、うそをつかない、逃げない、といった姿勢） 
 勤勉さやマメさ、おもてなしの心。自分の専門性を強くアピールする 
 こちらから主体的に話しかける、面子を潰さない、相手の文化を受けいれる姿勢 
 日本人の良さを海外でも体現する力（時間を守る、礼儀正しい、を海外でも実践） 
 人間関係構築力（短期の関係性構築には、オープンマインドでパッと輪の中に飛び込んでいけるかが重要。

長期的な関係性は、人として信用を集められるかが重要） 
 相手の仕事やコミュニケーションのスタイルを理解する力（国ではなく人によって異なる。相手のスタイ

ルを見極めることが重要） 
知識･経験： 

業務の専門 

（6名：7件） 

 業務に関する基本的な理解があるのが前提（日本での自社の商売や仕事の仕方） 
 基本的な職務スキル（日本国内できっちり仕事ができることが何よりも重要） 
 自分の武器・強みを持つ（仕事で力を見せつけると、相手はこちらの話を聞いてくれる） 

知識： 

教養 

（8名：10件） 

 現地の歴史的・文化的背景の理解 
 相手国の仕組みや特徴を踏まえて対応する力（特にイスラム教の地域） 
 自国の理解（日本人としてのアイデンティティがないと見なされると、相手にされない） 
 自分の意見を持つ（日本の歴史、文化、経済などに見識がないとリスペクトされない） 

資質： 

異文化適応 

（14名：20件） 

 オープンマインド、自分の殻を破る力（自ら積極的にコミュニケーションを取る） 
 思いやり、理解（ディベートで論破しても相手がそのように動くわけではない） 
 偏見を持たず自分の常識で判断しない姿勢（知らず知らずに新興国を下に見てしまわないように。理解で

きない相手でも、相手の背景に興味を持って話を聞く） 
 相手と自分は違うことを受け入れる力（食事の作法、時間の感覚、生活上の不便さ。なぜそう考えるのか

と相手の生活習慣や文化的背景を理解する姿勢） 
 タフさ・柔軟性（想定外の事態を受け入れる力、しょうがないと切り替える柔軟性） 
 かも知れない運転、リスクヘッジの力（必ず保険をかけておくずるがしこさ） 

資質： 

主体性発揮 

（6名：8件） 

 学習意欲（現地で新しいことを学び吸収する持続力） 
 好奇心・自律心（環境の変化を自律的に把握し、自律的に考え行動） 
 腹のくくり、覚悟（１人で放り出されても絶対に成功させるという気持ち） 
 責任感（海外では自分の仕事を最後までやり遂げることが周りに認められる） 
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対多でも、相手は英語が母語ではない駐在員に話しか

けているので、ある程度気を遣って、ゆっくり話して

くれるケースが多い。わからなければ聞き返せる。そ

うした状況では、仕事の内容や指示事項を伝え、相手

の反応の大枠を理解する語学力が最低限必要になる。 
「英語は中学レベルがあれば十分だと思う。基礎に

なる中学英語にその単語を入れていけばコミュニケー

ションは取れる。そこのコミュニティで使われるボキ

ャブラリーを知っているかどうかが一番」と言うよう

に、担当者同士の仕事上に限定したコミュニケーショ

ンであれば、決められたタスクを指示するための最低

限の表現力と、専門用語などその業務特有のボキャブ

ラリーがあれば業務を遂行できるようだ。特に研究・

開発系の仕事では、専門の技術知見という共通理解が

双方にあり、語学力による理解不足を補える。 
一方、管理職層のやり取りでは、業務の方針等をよ

り深く議論し相互理解を図るため、微妙なニュアンス

を含め英語でやり取りできる、より高度な語学力が求

められる。さらに、「担当者との話では、ミス・コミュ

ニケーションにならない範囲で、ブロークンでも問題

ない。ハイクラスとでは、敬語表現など相手に応じた

適切な言い方、丁寧な言い方も求められる」と言うよ

うに、TPOに応じた表現力も求められる。 
唯一、外資系企業の対象者が、ネーティブに近い流

暢な英語力を必須とした。日本人に配慮して話されて

いない英語はスピードが速い。加えて、たとえばアメ

リカ文化に根差した冗談が飛び交う会話に割って入る

には、話題の文化的背景を含めて理解し即応できない

と難しい。「黙っていると軽くみられてしまう。英語が

できない人は高等教育を受けていない人とみなされて

しまい、同じ土俵に乗れない」こともあると言う。 
さらに、語学が不得意だと行動に「積極性がなくな

るなど自分のメンタル面の影響も大きい」と英語に自

信がないことが、仕事そのものに悪影響を及ぼす。英

語が話せて当たり前の環境では、英語力が語学力の枠

を超えて作用するとの指摘もある。 
4.1.2 TOEIC等のテストスコアとの関連 

TOEIC で何点取れば海外で通用する人材と言える

のか？ グローバル人材＝英語力＝TOEICスコアとい

う図式で、学生がよく口にする質問である。この点に

ついて、インタビューで語られた2つの事例を挙げる。 
語学教育事業を運営する対象者によると、TOEIC

スコア730点が海外駐在の初心者レベルになる。ディ

テールは伝えられないが、言いたいことの大枠を伝え

ることができ、一定のタスクの範囲内で一緒に仕事が

進められる。このレベルは、お互いに言いたいことの

詳細やニュアンスまでは伝わらず、日本人の発想と外

国人の発想と、どっちつかずの折衷案のようなアウト

プットになりがちである。一方、TOEIC スコア 860
点が厳密な話ができるスタートラインになるという。

そもそも〇〇とは何か、どうすれば△△を実現できる

か、と議論を深め、妥協点ではなく、双方の意見のよ

いところを活かして新たな発想のアウトプットが可能

になる。つまり、前掲の経済産業省のグローバル人材

の定義にある「相乗効果を生み出して、新しい価値を

生み出すことができる」ようになる。 
外国企業との合弁によりグローバル化が進んでいる

企業では、社内で管理職を対象に、外国人との折衝タ

スクを課し、観察調査で英語による交渉力を測定した。

その結果、TOEICのスコアと交渉力の相関係数は0.1
で、相関があるとはいえなかった。実際、TOEIC990
点の被験者が検定スコア 2.45（5 点満点）の一方で、

TOEIC680点で4.0を超えた人がいたという。この結

果は、実際のビジネス・コミュニケーションでは、語

学としての英語力以外の要件が、重要であることを示

しており、それが図2の①～④の要件と推測できる。 
「90年代半ばは、バイリンガルというだけで採用し、

結局英語が喋れるだけでは使えない、という失敗があ

った」「本質的にはその人の人間性、知識。その英語を

使って何を伝えるかのほうが圧倒的に重要」「マーケッ

トのことがよく分かっていて、自分の見解が言える論

理的な思考力が大切。」これらの意見に代表されるよう

に、業務知見や論理的思考力、話者の人間性に裏打ち

された伝えるべきコンテンツは、ツールとしての語学

よりもビジネス現場の肌感覚では大切なようだ。語学

は必要に迫られればできるようになるが、ジェネリッ

ク・スキルは一朝一夕には身につかない。後述の 5.1
で、語学力の必要性を認めながらも重要な要件に語学

力を挙げた対象者が少なかった理由もここにある。 
 
4.2 信頼関係構築力 

異文化の相手と協業する上で特に求められる業務遂

行スキルの第1が、ビジネス・パートナーと信頼関係

を構築する力であり、インタビュー対象者18名中12 

 
 

業務の知識･経験とスキル

相手から自分を
認めてもらう

自分とは異なる
相手を認める

業務の知識・経験を
仕事で発揮する

自国･対象国の知識、教養

日本人の資質・日本人
の良さを自覚する

相手の習慣や文化・宗
教など背景を理解する

相手の仕事観・仕事の
進め方を理解する

自分の意見を持つ

政治・歴史・文化など
幅広い知識を持つ

異文化適応の資質

相手に対して
親しみを示す

相手の話をよく
聞く

偏見を持たない

主体性発揮の資質

学習意欲好奇心・自律心 責任感

お互いをリスペクトし
誠実に接する

信頼関係を
作る行動

 

図3 信頼関係構築力の構造 

 

名が重要と認識していることは表2の通りである。 
4.2.1 信頼関係構築力の構造 

信頼関係構築力は単一のスキルではなく、さまざま

な資質や知識、スキルの総合力であり、それらが積み

重なって作用した結果、信頼関係が生まれる。インタ

ビューにおいて、駐在現場で起きる事例を元に必要な

要件を掘り下げたことで、そうした要件相互の関連が

見えてきた。 
図3は、インタビューで抽出した行動と信頼関係の

関連をまとめたもので、信頼関係構築につながる行動

として①自分とは異質な相手を認める、②相手から自

分を認めてもらう、③お互いをリスペクトし誠実に接

する、という3つに集約できた。それぞれの行動には

複数の資質、知識、スキルが係わっている。たとえば、

偏見を持たずに接し、相手の習慣を理解することで自

分と異なる相手を受け入れることができ、その姿勢が

信頼関係の構築につながっていく。 
4.2.2 自分とは異なる相手を認める 

信頼構築の第一歩となる行動が、自分とは異なる相

手を認めることである。「相手に偏見や差別意識をもた

ない。心で思っていることは見え隠れする。自分を好

意的に見ているかどうかは察しが付くし、ことばで取

り繕えない。どれだけ心で思っているかが大事。」こう

した対等の意識・姿勢は、その人の価値観や教養、異

文化体験の度合いを含め人間性に負う部分が大きく、

人生を通じてゆっくり形成されるものである。 
「歴史・文化に根差した表現がある。日本なら急に

話に入ってきて『僕、浦島太郎だね』と言えば皆わか

る。米国の場合、キリスト教とそのベースにある

fairness。基本的にフェアでないと受け入れられない

土壌がある。」歴史や政治、文化、生活習慣、宗教、社

会規範など、対象国のバックグラウンドを踏まえ、相

手と対応できるような幅広い教養が求められている。

殊に宗教に関しては、深刻な宗教対立などが日本国内

になくイメージが沸きにくいだけに注意を要する。 
加えて、日本の常識に捉われず対象国の実情に照ら

して理解すること、相手に関心を示して親しく接する

ことが求められる。「なぜこの人たちは時間を守らない

んだ。こんなことするんだ。そこには必ず理由がある。

交通の便が悪く、バスが時間通りに来ない事情もある。

9 時と言われても守る必要はないという感覚が社会全

体にある以上どうしようもない。」日本人は比較的正確

に時間を守るが、時間感覚は国民性によりさまざまだ。

海外では交通インフラの不安定さなど、事情があるこ

とにも配慮しなければならない。さらに、「夕方 5 時

には仕事を終えて帰る。それだけ家族を大切にしてい

る。家族を大切にしている人、という見え方のほうが

好印象になる。日本人のようにバリバリ働く人が、で

きる人ではない。」仕事とプライベートとどちらを優先

するか。雇用形態を含め職業観、価値観の違いもある。 
4.2.3 相手から自分を認めてもらう 

自分が相手を認めるように、相手から認めてもらう

には、日本人としての自覚を元に振る舞うことがカギ

になる。「相手の習慣を理解はするが、我々日本人はこ

6 グローバル人材育成教育研究　第5巻第2号　(2018)

6



 
 

対多でも、相手は英語が母語ではない駐在員に話しか

けているので、ある程度気を遣って、ゆっくり話して

くれるケースが多い。わからなければ聞き返せる。そ

うした状況では、仕事の内容や指示事項を伝え、相手

の反応の大枠を理解する語学力が最低限必要になる。 
「英語は中学レベルがあれば十分だと思う。基礎に

なる中学英語にその単語を入れていけばコミュニケー

ションは取れる。そこのコミュニティで使われるボキ

ャブラリーを知っているかどうかが一番」と言うよう

に、担当者同士の仕事上に限定したコミュニケーショ

ンであれば、決められたタスクを指示するための最低

限の表現力と、専門用語などその業務特有のボキャブ

ラリーがあれば業務を遂行できるようだ。特に研究・

開発系の仕事では、専門の技術知見という共通理解が

双方にあり、語学力による理解不足を補える。 
一方、管理職層のやり取りでは、業務の方針等をよ

り深く議論し相互理解を図るため、微妙なニュアンス

を含め英語でやり取りできる、より高度な語学力が求

められる。さらに、「担当者との話では、ミス・コミュ

ニケーションにならない範囲で、ブロークンでも問題

ない。ハイクラスとでは、敬語表現など相手に応じた

適切な言い方、丁寧な言い方も求められる」と言うよ

うに、TPOに応じた表現力も求められる。 
唯一、外資系企業の対象者が、ネーティブに近い流

暢な英語力を必須とした。日本人に配慮して話されて

いない英語はスピードが速い。加えて、たとえばアメ

リカ文化に根差した冗談が飛び交う会話に割って入る

には、話題の文化的背景を含めて理解し即応できない

と難しい。「黙っていると軽くみられてしまう。英語が

できない人は高等教育を受けていない人とみなされて

しまい、同じ土俵に乗れない」こともあると言う。 
さらに、語学が不得意だと行動に「積極性がなくな

るなど自分のメンタル面の影響も大きい」と英語に自

信がないことが、仕事そのものに悪影響を及ぼす。英

語が話せて当たり前の環境では、英語力が語学力の枠

を超えて作用するとの指摘もある。 
4.1.2 TOEIC等のテストスコアとの関連 

TOEIC で何点取れば海外で通用する人材と言える

のか？ グローバル人材＝英語力＝TOEICスコアとい

う図式で、学生がよく口にする質問である。この点に

ついて、インタビューで語られた2つの事例を挙げる。 
語学教育事業を運営する対象者によると、TOEIC

スコア730点が海外駐在の初心者レベルになる。ディ

テールは伝えられないが、言いたいことの大枠を伝え

ることができ、一定のタスクの範囲内で一緒に仕事が

進められる。このレベルは、お互いに言いたいことの

詳細やニュアンスまでは伝わらず、日本人の発想と外

国人の発想と、どっちつかずの折衷案のようなアウト

プットになりがちである。一方、TOEIC スコア 860
点が厳密な話ができるスタートラインになるという。

そもそも〇〇とは何か、どうすれば△△を実現できる

か、と議論を深め、妥協点ではなく、双方の意見のよ

いところを活かして新たな発想のアウトプットが可能

になる。つまり、前掲の経済産業省のグローバル人材

の定義にある「相乗効果を生み出して、新しい価値を

生み出すことができる」ようになる。 
外国企業との合弁によりグローバル化が進んでいる

企業では、社内で管理職を対象に、外国人との折衝タ

スクを課し、観察調査で英語による交渉力を測定した。

その結果、TOEICのスコアと交渉力の相関係数は0.1
で、相関があるとはいえなかった。実際、TOEIC990
点の被験者が検定スコア 2.45（5 点満点）の一方で、

TOEIC680点で4.0を超えた人がいたという。この結

果は、実際のビジネス・コミュニケーションでは、語

学としての英語力以外の要件が、重要であることを示

しており、それが図2の①～④の要件と推測できる。 
「90年代半ばは、バイリンガルというだけで採用し、

結局英語が喋れるだけでは使えない、という失敗があ

った」「本質的にはその人の人間性、知識。その英語を

使って何を伝えるかのほうが圧倒的に重要」「マーケッ

トのことがよく分かっていて、自分の見解が言える論

理的な思考力が大切。」これらの意見に代表されるよう

に、業務知見や論理的思考力、話者の人間性に裏打ち

された伝えるべきコンテンツは、ツールとしての語学

よりもビジネス現場の肌感覚では大切なようだ。語学

は必要に迫られればできるようになるが、ジェネリッ

ク・スキルは一朝一夕には身につかない。後述の 5.1
で、語学力の必要性を認めながらも重要な要件に語学

力を挙げた対象者が少なかった理由もここにある。 
 
4.2 信頼関係構築力 

異文化の相手と協業する上で特に求められる業務遂

行スキルの第1が、ビジネス・パートナーと信頼関係

を構築する力であり、インタビュー対象者18名中12 
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名が重要と認識していることは表2の通りである。 
4.2.1 信頼関係構築力の構造 

信頼関係構築力は単一のスキルではなく、さまざま

な資質や知識、スキルの総合力であり、それらが積み

重なって作用した結果、信頼関係が生まれる。インタ

ビューにおいて、駐在現場で起きる事例を元に必要な

要件を掘り下げたことで、そうした要件相互の関連が

見えてきた。 
図3は、インタビューで抽出した行動と信頼関係の

関連をまとめたもので、信頼関係構築につながる行動

として①自分とは異質な相手を認める、②相手から自

分を認めてもらう、③お互いをリスペクトし誠実に接

する、という3つに集約できた。それぞれの行動には

複数の資質、知識、スキルが係わっている。たとえば、

偏見を持たずに接し、相手の習慣を理解することで自

分と異なる相手を受け入れることができ、その姿勢が

信頼関係の構築につながっていく。 
4.2.2 自分とは異なる相手を認める 

信頼構築の第一歩となる行動が、自分とは異なる相

手を認めることである。「相手に偏見や差別意識をもた

ない。心で思っていることは見え隠れする。自分を好

意的に見ているかどうかは察しが付くし、ことばで取

り繕えない。どれだけ心で思っているかが大事。」こう

した対等の意識・姿勢は、その人の価値観や教養、異

文化体験の度合いを含め人間性に負う部分が大きく、

人生を通じてゆっくり形成されるものである。 
「歴史・文化に根差した表現がある。日本なら急に

話に入ってきて『僕、浦島太郎だね』と言えば皆わか

る。米国の場合、キリスト教とそのベースにある

fairness。基本的にフェアでないと受け入れられない

土壌がある。」歴史や政治、文化、生活習慣、宗教、社

会規範など、対象国のバックグラウンドを踏まえ、相

手と対応できるような幅広い教養が求められている。

殊に宗教に関しては、深刻な宗教対立などが日本国内

になくイメージが沸きにくいだけに注意を要する。 
加えて、日本の常識に捉われず対象国の実情に照ら

して理解すること、相手に関心を示して親しく接する

ことが求められる。「なぜこの人たちは時間を守らない

んだ。こんなことするんだ。そこには必ず理由がある。

交通の便が悪く、バスが時間通りに来ない事情もある。

9 時と言われても守る必要はないという感覚が社会全

体にある以上どうしようもない。」日本人は比較的正確

に時間を守るが、時間感覚は国民性によりさまざまだ。

海外では交通インフラの不安定さなど、事情があるこ

とにも配慮しなければならない。さらに、「夕方 5 時

には仕事を終えて帰る。それだけ家族を大切にしてい

る。家族を大切にしている人、という見え方のほうが

好印象になる。日本人のようにバリバリ働く人が、で

きる人ではない。」仕事とプライベートとどちらを優先

するか。雇用形態を含め職業観、価値観の違いもある。 
4.2.3 相手から自分を認めてもらう 

自分が相手を認めるように、相手から認めてもらう

には、日本人としての自覚を元に振る舞うことがカギ

になる。「相手の習慣を理解はするが、我々日本人はこ

7グローバル人材育成教育研究　第5巻第2号　(2018)

7



 
 

う考える、日本社会はこんな社会なんだ、ということ

を相手に示すことも、人間関係を作る上で大切。相手

は自分を通じて日本を知る。」日本のこと、自分の考え

を理解してもらうことが、自分の存在を認知してもら

う前提になる。「経営者との会合で試されたことがある。

（相手は私に）ビジネスモデルをまず聞いて、それが

いいなとなったら、次に人間的な深さ、レベルを測ろ

うとする。日本の経済はどうなっているの、アベノミ

ックスってどうなのと。」業務の範囲を超えて幅広い知

見または教養は、ビジネス・パートナーとして相応し

い相手かを判断する物差しにもなっている。 
さらに、「日本人としてのよさを守ること。たとえば、

時間に正確、礼儀正しいなど。時間にルーズな国では

自分も遅れていいではなくて、日本で当たり前のこと

は当たり前にすることで、ビジネスがしやすくなる。」

日本人としてアイデンティティを保持し、よい習慣は

堅持することで、「日本人とはどのような者か」が認知

され、リスペクトされることにつながる。 
今回の調査を通じて再認識させられたことが、業務

知識やスキルの重要性だった。それらはグローバル人

材に固有の要件ではない。しかし、多くの対象者が「国

内で仕事ができる人は海外でもできる。国内ではでき

ないが海外ではできる、はありえない」と述べている

ように、グローバル人材の必須要件なのである。「日本

人だからといって言うことを聞いてくれるわけではな

い。専門知識が大切。仕事で圧倒的な力を見せること

で、信頼を得、話を聞いてくれる。日本の商売の基本

を知らないと、海外でも商売はできない。英語ができ

るだけでは仕事はできない。」十分な業務知見を元に業

務を遂行し、仕事そのもので自分の実力を発揮し、周

囲に貢献する。それが信頼構築につながる。 
「若手社員が駐在すると、部下の方が経験豊かで年

上なのでナメられてしまう。何か聞かれて『わからな

いので聞いてきます』というのが重なると、あいつは

何もできない、と従わなくなる。いかにその状況を克

服するか。部下の前で、自分の判断としてきちんと話

ができるか。」20 代後半で海外勤務を経験させる企業

が多いが、職務上の信頼関係作りはそうした若手駐在

員に共通する関門である。 
4.2.4 お互いをリスペクトし、誠実に接する 

海外または異文化対応全般を通じて不可欠なのが、

相手に偏見や差別意識をもたずオープンマインドに、

対等の人間対人間として向き合い、一人の人間として

相手を理解しようとする姿勢である。もっともな話だ

が、具体的に何をどうすることなのか。 
「中国の場合、面子をつぶさない。あからさまに皆

の前で叱らない。こちらが親会社だから言うことを聞

けという姿勢でいくと絶対受け入れられない。自分か

ら向うに入る姿勢、一緒に頑張りましょうのスタンス

が大事。」現地には現地の価値観や習慣があり、それら

を尊重した思考と行動がまず求められる。「一人の人間

として、相手の人間の部分に触れられるかどうか。な

ぜ嘘つくのか、時間に遅れるのか、なぜいい加減なの

か、と自分の物差しだけで見ては分からない。その人

のライフ・ストーリーを聞いてみると、たしかにそう

なるよな、これは仕方ないな、と理解できることがあ

る。」短絡的に決めつけることなく、相手の思考や行動

の内側を根気よく理解する姿勢も重要である。 
仕事に対する責任感と倫理観は、誠実な対応のベー

スになる。「海外で勝ち抜く、という腹のくくり。初め

は、この商売がうまくいくかどうかなんてわからない。

不安だらけ。でも、絶対成功させるという意思。自分

たちを信じてついてきてくれるローカルスタッフを露

頭に迷わすわけにはいかない。」不確実な要素が多い海

外事業において、ミッションを遂行する責任感である。

さらに、「安全性、新技術など、どこまでそれを考えな

いといけないか。法律はこうだ、技術的にはここまで

できる、ではエンジニアとして、会社としてどこまで

していいか。途上国と先進国で同じ技術を投入する場

合、どこまでそれを推進するか。」安全性や影響など、

新技術やサービスを相手国に導入する際、技術者とし

ての倫理観も信頼構築には欠かせない。 
 
4.3 思考力と発信力・調整力 

仕事上よりよい成果を生み出すための思考力と発信

力および調整力はそれぞれが独立したスキルでありな

がら、業務遂行プロセスで相互作用しつつ発揮される

ものであり、一言で表しにくい。前述の経産省および

経団連がグローバル人材の共通要素として挙げた社会

人基礎力の一部に当たる。仕事は常に課題解決の連続

と捉えれば、広い意味での課題解決力と見なすことも

できよう。これらは、国内・海外に係わらず企業活動

では共通に必要なジェネリック・スキルである。しか

し異文化間の活動であるが故に、相手に対する細心の

 
 

配慮やより明確な論理性が求められ、グローバル人材

要件としてインタビュー対象者に強く認識されている。 
4.3.1 課題解決のプロセスから 

仕事は常に、大小の課題解決の積み重ねである。①

状況・課題を把握し、②最適な解を考え、③提案し、

④調整・合意して実行するという一連の課題解決プロ

セスで論理的な思考力と発信力・調整力が求められる。 
課題解決の第一段階、①状況・課題の把握では、相

手の状況や立場を踏まえ、相手が求めていることを推

察する想像力が必要である。「その国の価値観や文化、

何を大切にして、どんなことが譲れなくて、どんなと

きに動いてくれるのか。言ったはずだ、メールしたは

ずだ、できないのは向うのせいだ（ではなく）…どう

すればそれを解決できるかを考えなければならない。」

偏見や先入観を持たずにその国の社会状況、仕事の流

儀や思考様式を踏まえて想像力をフル稼働させなけれ

ば課題の本質は見えてこない。 
②最適な解を考える際は、日本本社の立場でなく、

グローバル・チームとしての立場から解を導く視点が

求められる。「相手は本社でなくローカルの人材と思っ

ていると、見下すような態度がやはり現われてしまう。」

では、日本本社と現地が Win-Win の関係で仕事を進

めるとは、さらに日本と現地を超えて地球規模で思考

するとはどのようなことか？ グローバル人材になる

ための命題である。思考方法についても、「大きなもの

からブレークダウンして考えるか、下から積み上げる

発想かの違いがある。日本人は下から積み上げ式、ま

ず具体案があって、それを整合性を取って組み合わせ

るとこうなりますと進める。外国人は、課題は何か、

から入る。」相手がブレークダウンでロジックを組む欧

米式の思考の持ち主であれば、論理的に話を組み立て

なければ賛同は得られない。 
③提案では、伝わることばを発信する力が求められ

る。「日本人は察し合う文化。発信しなくても読み取る

姿勢。外国人は逆で読み取り力が低い。論理立てても

のごとを整理し、論理的に説明し、相手を納得させる

スキルが必要。」「日本と同じレベルで頭ごなしに命じ

てもうまくいかないし、納得しなければ相手も動かな

い。」一般にHigh Context文化（情報が共有されてい

る前提で、ことばにしなくても察し合う文化）と言わ

れる日本人同士であれば、文化を共有している分、言

外の意をくみ取ろうとする。しかし海外対応ではそう

した共有領域が少ない分、10すべきことは10説明し、

理由や意図も明確に伝えなければ動かない。そうした

論理性と発信力が切実に求められる。 
④調整・合意して実行する際は、ゴールを共有し、

新たな価値・シナジーを生み出す調整力が必要になる。

「日本の経済がこうだから日本をこうしたい、という

ような視点は、グローバルではない。国籍や人種など

を超えて、世の中のために、人類のためにこうしたい

というビジョンを語れること。」一方で、「会社の立場

で言わなきゃいけない、気持ちの中ではこちらがよい

と思っても、通さなければならないことがある」と本

社とローカルの狭間で苦悩することもある。 
4.3.2 思考力と発信力・調整力の位置付け 

前項の課題解決プロセスでは、たとえば①状況・課

題の把握のためには異文化適応の資質や現地の知識が

必要であり、②最適な解を考えるには担当業務の知

識・経験がものをいう。信頼関係構築力と同様、他の

要件と相互に絡みながら作用していることがわかる。 
「グローバル人材と国内人材を分ける傾向があるが、

そんなことはない。どれだけロジカルに話せるか。伝

えるべきことがあるかどうかの問題」との指摘のよう

に、思考力と発信力・調整力は国内外を問わず、職務

遂行上共通のジェネリック・スキルである。が、異文

化間のやり取り特有の困難さから、外国人との対応で

より切実に求められている。さらに、「（日本語はあい

まいだが）ものごとをロジカルに考えることができれ

ば適切に英語にできる。英語力そのものにフォーカス

するより思考力ではないか」のように、外国語による

コミュニケーション能力の土台に論理的思考力がある

と指摘する意見も複数あった。 
 
4.4 主体的な状況適応力 

外国人との対応において信頼関係を取り結び、仕事

の課題解決に向けて思考力や発信力を発揮し業務を遂

行する一連の活動を支える資質群は、異文化適応に係

わるもの、主体的な行動に係わるものに分けられる。 
4.4.1 異文化適応の資質群 
グローバル人材要件として、最も多くが重要とした

のが、オープンマインド、偏見を持たない、受容性、

柔軟性など異文化適応に係わる資質である（表2）。 
主な意見を例示する。「日本と同じように物事が進む、

順番はきちんと守る、という当たり前のことが海外で
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う考える、日本社会はこんな社会なんだ、ということ

を相手に示すことも、人間関係を作る上で大切。相手

は自分を通じて日本を知る。」日本のこと、自分の考え

を理解してもらうことが、自分の存在を認知してもら

う前提になる。「経営者との会合で試されたことがある。

（相手は私に）ビジネスモデルをまず聞いて、それが

いいなとなったら、次に人間的な深さ、レベルを測ろ

うとする。日本の経済はどうなっているの、アベノミ

ックスってどうなのと。」業務の範囲を超えて幅広い知

見または教養は、ビジネス・パートナーとして相応し

い相手かを判断する物差しにもなっている。 
さらに、「日本人としてのよさを守ること。たとえば、

時間に正確、礼儀正しいなど。時間にルーズな国では

自分も遅れていいではなくて、日本で当たり前のこと

は当たり前にすることで、ビジネスがしやすくなる。」

日本人としてアイデンティティを保持し、よい習慣は

堅持することで、「日本人とはどのような者か」が認知

され、リスペクトされることにつながる。 
今回の調査を通じて再認識させられたことが、業務

知識やスキルの重要性だった。それらはグローバル人

材に固有の要件ではない。しかし、多くの対象者が「国

内で仕事ができる人は海外でもできる。国内ではでき

ないが海外ではできる、はありえない」と述べている

ように、グローバル人材の必須要件なのである。「日本

人だからといって言うことを聞いてくれるわけではな

い。専門知識が大切。仕事で圧倒的な力を見せること

で、信頼を得、話を聞いてくれる。日本の商売の基本

を知らないと、海外でも商売はできない。英語ができ

るだけでは仕事はできない。」十分な業務知見を元に業

務を遂行し、仕事そのもので自分の実力を発揮し、周

囲に貢献する。それが信頼構築につながる。 
「若手社員が駐在すると、部下の方が経験豊かで年

上なのでナメられてしまう。何か聞かれて『わからな

いので聞いてきます』というのが重なると、あいつは

何もできない、と従わなくなる。いかにその状況を克

服するか。部下の前で、自分の判断としてきちんと話

ができるか。」20 代後半で海外勤務を経験させる企業

が多いが、職務上の信頼関係作りはそうした若手駐在

員に共通する関門である。 
4.2.4 お互いをリスペクトし、誠実に接する 

海外または異文化対応全般を通じて不可欠なのが、

相手に偏見や差別意識をもたずオープンマインドに、

対等の人間対人間として向き合い、一人の人間として

相手を理解しようとする姿勢である。もっともな話だ

が、具体的に何をどうすることなのか。 
「中国の場合、面子をつぶさない。あからさまに皆

の前で叱らない。こちらが親会社だから言うことを聞

けという姿勢でいくと絶対受け入れられない。自分か

ら向うに入る姿勢、一緒に頑張りましょうのスタンス

が大事。」現地には現地の価値観や習慣があり、それら

を尊重した思考と行動がまず求められる。「一人の人間

として、相手の人間の部分に触れられるかどうか。な

ぜ嘘つくのか、時間に遅れるのか、なぜいい加減なの

か、と自分の物差しだけで見ては分からない。その人

のライフ・ストーリーを聞いてみると、たしかにそう

なるよな、これは仕方ないな、と理解できることがあ

る。」短絡的に決めつけることなく、相手の思考や行動

の内側を根気よく理解する姿勢も重要である。 
仕事に対する責任感と倫理観は、誠実な対応のベー

スになる。「海外で勝ち抜く、という腹のくくり。初め

は、この商売がうまくいくかどうかなんてわからない。

不安だらけ。でも、絶対成功させるという意思。自分

たちを信じてついてきてくれるローカルスタッフを露

頭に迷わすわけにはいかない。」不確実な要素が多い海

外事業において、ミッションを遂行する責任感である。

さらに、「安全性、新技術など、どこまでそれを考えな

いといけないか。法律はこうだ、技術的にはここまで

できる、ではエンジニアとして、会社としてどこまで

していいか。途上国と先進国で同じ技術を投入する場

合、どこまでそれを推進するか。」安全性や影響など、

新技術やサービスを相手国に導入する際、技術者とし

ての倫理観も信頼構築には欠かせない。 
 
4.3 思考力と発信力・調整力 

仕事上よりよい成果を生み出すための思考力と発信

力および調整力はそれぞれが独立したスキルでありな

がら、業務遂行プロセスで相互作用しつつ発揮される

ものであり、一言で表しにくい。前述の経産省および

経団連がグローバル人材の共通要素として挙げた社会

人基礎力の一部に当たる。仕事は常に課題解決の連続

と捉えれば、広い意味での課題解決力と見なすことも

できよう。これらは、国内・海外に係わらず企業活動

では共通に必要なジェネリック・スキルである。しか

し異文化間の活動であるが故に、相手に対する細心の

 
 

配慮やより明確な論理性が求められ、グローバル人材

要件としてインタビュー対象者に強く認識されている。 
4.3.1 課題解決のプロセスから 

仕事は常に、大小の課題解決の積み重ねである。①

状況・課題を把握し、②最適な解を考え、③提案し、

④調整・合意して実行するという一連の課題解決プロ

セスで論理的な思考力と発信力・調整力が求められる。 
課題解決の第一段階、①状況・課題の把握では、相

手の状況や立場を踏まえ、相手が求めていることを推

察する想像力が必要である。「その国の価値観や文化、

何を大切にして、どんなことが譲れなくて、どんなと

きに動いてくれるのか。言ったはずだ、メールしたは

ずだ、できないのは向うのせいだ（ではなく）…どう

すればそれを解決できるかを考えなければならない。」

偏見や先入観を持たずにその国の社会状況、仕事の流

儀や思考様式を踏まえて想像力をフル稼働させなけれ

ば課題の本質は見えてこない。 
②最適な解を考える際は、日本本社の立場でなく、

グローバル・チームとしての立場から解を導く視点が

求められる。「相手は本社でなくローカルの人材と思っ

ていると、見下すような態度がやはり現われてしまう。」

では、日本本社と現地が Win-Win の関係で仕事を進

めるとは、さらに日本と現地を超えて地球規模で思考

するとはどのようなことか？ グローバル人材になる

ための命題である。思考方法についても、「大きなもの

からブレークダウンして考えるか、下から積み上げる

発想かの違いがある。日本人は下から積み上げ式、ま

ず具体案があって、それを整合性を取って組み合わせ

るとこうなりますと進める。外国人は、課題は何か、

から入る。」相手がブレークダウンでロジックを組む欧

米式の思考の持ち主であれば、論理的に話を組み立て

なければ賛同は得られない。 
③提案では、伝わることばを発信する力が求められ

る。「日本人は察し合う文化。発信しなくても読み取る

姿勢。外国人は逆で読み取り力が低い。論理立てても

のごとを整理し、論理的に説明し、相手を納得させる

スキルが必要。」「日本と同じレベルで頭ごなしに命じ

てもうまくいかないし、納得しなければ相手も動かな

い。」一般にHigh Context文化（情報が共有されてい

る前提で、ことばにしなくても察し合う文化）と言わ

れる日本人同士であれば、文化を共有している分、言

外の意をくみ取ろうとする。しかし海外対応ではそう

した共有領域が少ない分、10すべきことは10説明し、

理由や意図も明確に伝えなければ動かない。そうした

論理性と発信力が切実に求められる。 
④調整・合意して実行する際は、ゴールを共有し、

新たな価値・シナジーを生み出す調整力が必要になる。

「日本の経済がこうだから日本をこうしたい、という

ような視点は、グローバルではない。国籍や人種など

を超えて、世の中のために、人類のためにこうしたい

というビジョンを語れること。」一方で、「会社の立場

で言わなきゃいけない、気持ちの中ではこちらがよい

と思っても、通さなければならないことがある」と本

社とローカルの狭間で苦悩することもある。 
4.3.2 思考力と発信力・調整力の位置付け 

前項の課題解決プロセスでは、たとえば①状況・課

題の把握のためには異文化適応の資質や現地の知識が

必要であり、②最適な解を考えるには担当業務の知

識・経験がものをいう。信頼関係構築力と同様、他の

要件と相互に絡みながら作用していることがわかる。 
「グローバル人材と国内人材を分ける傾向があるが、

そんなことはない。どれだけロジカルに話せるか。伝

えるべきことがあるかどうかの問題」との指摘のよう

に、思考力と発信力・調整力は国内外を問わず、職務

遂行上共通のジェネリック・スキルである。が、異文

化間のやり取り特有の困難さから、外国人との対応で

より切実に求められている。さらに、「（日本語はあい

まいだが）ものごとをロジカルに考えることができれ

ば適切に英語にできる。英語力そのものにフォーカス

するより思考力ではないか」のように、外国語による

コミュニケーション能力の土台に論理的思考力がある

と指摘する意見も複数あった。 
 
4.4 主体的な状況適応力 

外国人との対応において信頼関係を取り結び、仕事

の課題解決に向けて思考力や発信力を発揮し業務を遂

行する一連の活動を支える資質群は、異文化適応に係

わるもの、主体的な行動に係わるものに分けられる。 
4.4.1 異文化適応の資質群 
グローバル人材要件として、最も多くが重要とした

のが、オープンマインド、偏見を持たない、受容性、

柔軟性など異文化適応に係わる資質である（表2）。 
主な意見を例示する。「日本と同じように物事が進む、

順番はきちんと守る、という当たり前のことが海外で
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はそうではない。戸惑うことにぶつかったときに、ど

うしてこうなるんだろうと考えたり、調べる柔軟性と

好奇心が必要。」「絶えず笑顔で、時にジョークも交え、

なるべく和やかに対応して、好かれることが大切。一

緒に働く相手としてよい相手と思ってもらうこと。国

同士のメリットの話だけでなく、人として向き合うこ

とが交渉として大事。」「スリランカに行った際、水の

シャワーしかない、雨が降ったら床が濡れるようなホ

テルに泊まっていた。途上国は何も出来上がっていな

い。こんなもんだと思うこと。」こうした姿勢で現地に

入っていくことが信頼関係の構築の土台になる。 
4.4.2 主体性発揮の資質群 

異文化適応とは質の違う用語として、インタビュー

対象者からは学習意欲、自律心、覚悟、責任感などが

挙がり、これらを主体性発揮の資質群とした。自ら当

事者意識をもって担当業務に当たる《主体性》は国内

業務においても必須である。自ら主体的に考えること

で、保有する知識やスキルを仕事の場でどう活用すれ

ばよいかがわかり、行動に移すことができる（市

村.2014）7 )。国内よりも不確実な要素が多い海外ビジ

ネスでは、未知の世界に入り込み、さまざまな知識を

吸収・学習しつつ、自らの判断で業務を遂行する意志

や行動力が殊に求められている。 

「海外赴任で環境が変わっても、その環境を自分な

りにどう理解するか。本社からのミッションを受けな

がら、現地でどう振る舞うのかを客観視して動き方を

考えること。」「海外の人達と仕事をしたいと思うかど

うか。嫌々やっていても全く仕事にならない。決意ほ

ど大袈裟なものではない。結果として成功すれば良い

ので、それまでに意欲をキープし続けていられること。」

「生産ラインに入って一緒にやることで、ではこうし 
てみよう、という姿勢に変わる。そこまでやる熱意を

分かってもらうこと。熱意は言語に関わらず伝わる。」

異質で困難な状況、時として孤独な環境下で職務遂行

する意志を持続させる主体性が、グローバル人材とし

ての行動の底流にある。 
 
５ 考察 
5.1 各要件の重要度 

前出の表2で抽出したグローバル人材要件は、最も

重要な要件を 3 つ程度（対象者によって 3～5 件）に

絞って対象者に列挙させた結果である。回答者18名 

図4 各要件を挙げた割合 
 
がそれぞれの要件を挙げた割合を図4に示す。 
人数が少なく値は参考値に過ぎないが、最も重要な

要件として挙げられた割合が一番高いのは異文化適応

の資質で 78％（14 名）に上る。グローバル人材の要

件だけに、異文化間でのやり取りに関わる要件が最重

要と認識されている。業務遂行スキルである信頼関係

構築力（67％）、同じく思考力と発信力・調整力（50％）

が続く。仕事で赴任する以上、担当業務を遂行するた

めのスキル群が次に重要ということである。業務遂行

に不可欠な担当業務の知識・経験は 33％と高くない。

これは国内でも共通に必要なこと、海外業務の前提条

件であることから重要な要件から外れたと推測される。 
一方で、最も重要な3つの要件に語学力を挙げたの

は4名（22％）に留まる。意思疎通を図る最低限の語

学力が必要であることは全員認めるところだが、それ

よりも資質や業務遂行スキルが信頼関係を構築し、仕

事を効果的に進めるために重要だからである。いまだ

一般には、グローバル人材＝英語力と連想されがちだ

が、ビジネス現場の人々の認識は異なることの証左と

言えよう。これは、資質等は海外現場に出てから俄か

に身につくものではないので、学生時代から心がけて

鍛えてほしいというメッセージでもある。 
 

5.2 グローバル人材要件と国内人材要件 

グローバル人材に求められるスキルまたは要件は、

国内業務では必要としない海外特有なものなのだろう

か。本インタビュー調査を通じて挙げられた意見では、

グローバル人材要件は基本的に国内でも同様に求めら

れるものであり、新規の要件は見当たらない。強いて

挙げれば狭い意味での「語学力」になり、英会話力を

中心に国内業務よりも高度な英語能力が求められる。

語学力は国内業務では主に日本語になる。もちろん、

母語と外国語とを同じ土俵では論じられないが、日本

語を母語とする日本人同士のコミュニケーションでも、

33%
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日本語能力の課題は散見される。 
広く社会で活動するために必要なスキルとして、職

業に係わらず共通に求められるジェネリック・スキル

がある。経済産業省の社会人基礎力では、「職場や地域

社会で活躍する上で必要となる能力」をa)人間性や生

活習慣を前提に、読み・書き・算数などの基礎学力、

b)どのような職業でも共通に求められるジェネリッ

ク・スキルである「社会人基礎力」、c)ある職業に必要

とされる専門知識の 3 つに整理している 8)。これら 3
つを国内で必要なスキル群とすると、グローバル対応

で必要なスキルは、新たなスキルとして国内スキル群

に上乗せされると考えるよりも、海外特有の条件によ

り既存の国内スキル群が強化されたものと考えるほう

が妥当である。日本人同士よりも異文化度合いの大き

い相手である分、社会人基礎力のa)に異文化適応の要

素が強まり、b)のジェネリック・スキルのうち、信頼

関係構築力と論理的思考と発信・調整力、さらに言語

力としての外国語能力がより強く求められている。 
 

5.3 日本人特有のグローバル人材要件 

異文化適応に必要な要件を明らかにする試みとして、

Deardorff(2006)の「異文化間能力のピラミッドモデル」

がある 9)。図 5 は同モデルを筆者が簡略化したもので

ある。Deardorff は(a)必要とされる態度を前提に、(b)
（異文化に関する）知識と理解力、(c)スキルが相互に

作用しつつ、(d)望ましい内的結果（異文化への適応） 
が生まれ、最終的に(e)望ましい外的結果（適切な対外

的態度）として外に表出されるとした。(a)態度は本調

査で抽出した図2の①資質に、(b)知識と理解力は②知

識･教養に相当する。(c)スキルは原文では、「Skills：
To listen, observe, and interpret. To analyze, 
evaluate, and relate.」とありジェネリック・スキルを

意味し、④業務遂行スキルの論理的思考力に近い。(a)
～(c)が作用した結果として、(d)望ましい内的結果およ

び(e)望ましい外的結果が生まれる。本稿の図2に置き

換えると、①～③を総動員しつつ④業務遂行スキルを

発揮することで相手とよりよい人間関係ができ、適切

に協業が進むという内的・外的結果を生む。その意味

でDeardorffのモデルと本調査結果は大枠で一致する。 
Deardorff のモデルは異文化間能力の汎用的なモデ

ルなので、ビジネス上必要な要件として図2に入れた

③業務の知識･経験はない。「異文化間能力」は異文化 

(a) 必要とされる態度

(b) 知識と理解力 (c) スキル

(d) 望ましい内的結果

(e) 望ましい外的結果

 
図5 異文化間能力のピラミッドモデル 

 
の相手を理解し受け入れる態度や知識、スキルである。

外国語でやり取りする際に必要な能力（言語能力を含

む）は「異文化間コミュニケーション能力」と呼ばれ

る（大木. 2014）。この定義からすると、Deardorffの
モデルは異文化間能力を表しているため、⑤語学力は

含まない。 
さらにDeardorffは、異文化間能力における言語の役

割と重要性の解釈は意見が分かれるとも指摘している。

同モデルは、欧米人、つまり文化的に近く、英語を共

通語としてやり取りすることをあまり苦にしない人々

を主対象に調査した結果であることから、欧米人以外

を主対象とした調査の必要性にも言及している。その

意味で、図2はヨーロッパ言語とは体系を異にする言

語を母語とし、海外駐在というビジネス上の活動にお

いて、欧米人同士よりは文化的に相違が大きい者同士

が協業する際に求められる異文化間能力の一つのモデ

ルと位置付けることができる。日本人であるが故に、

グローバル人材の要件として《語学力》が登場し、さ

まざまなジェネリック・スキルの中で《信頼関係構築

力》と《思考力と発信力・調整力》がクロースアップ

される結果となった。英語を共通語とする異文化対応

の場合、語学力は非ヨーロッパ言語圏の人々に共通す

る重要な要件になろう。また、重要視されるジェネリ

ック・スキルは、文化や思考様式、価値観などの違い

により、日本人のケースとは異なると推測できる。 
前掲の異文化間能力と異文化間コミュニケーション

能力の区分けに異を唱える意図は、筆者にはない。西

欧人ベースで作られたDeardorff の異文化間能力モデ

ルに、日本人の場合は狭い意味での語学力が加わった。

そして図2の①～⑤を総合的に活用することが、異文

化間コミュニケーション能力に相当するのではないか。 
 

６ おわりに：グローバル人材育成の課題 
日本人が海外に駐在する際、または外国人と協業す

る際、ビジネス上の共通言語として英語が必要である。

ただし、語学力はツールに過ぎない。語るべきコンテ
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はそうではない。戸惑うことにぶつかったときに、ど

うしてこうなるんだろうと考えたり、調べる柔軟性と

好奇心が必要。」「絶えず笑顔で、時にジョークも交え、

なるべく和やかに対応して、好かれることが大切。一

緒に働く相手としてよい相手と思ってもらうこと。国

同士のメリットの話だけでなく、人として向き合うこ

とが交渉として大事。」「スリランカに行った際、水の

シャワーしかない、雨が降ったら床が濡れるようなホ

テルに泊まっていた。途上国は何も出来上がっていな

い。こんなもんだと思うこと。」こうした姿勢で現地に

入っていくことが信頼関係の構築の土台になる。 
4.4.2 主体性発揮の資質群 

異文化適応とは質の違う用語として、インタビュー

対象者からは学習意欲、自律心、覚悟、責任感などが

挙がり、これらを主体性発揮の資質群とした。自ら当

事者意識をもって担当業務に当たる《主体性》は国内

業務においても必須である。自ら主体的に考えること

で、保有する知識やスキルを仕事の場でどう活用すれ

ばよいかがわかり、行動に移すことができる（市

村.2014）7 )。国内よりも不確実な要素が多い海外ビジ

ネスでは、未知の世界に入り込み、さまざまな知識を

吸収・学習しつつ、自らの判断で業務を遂行する意志

や行動力が殊に求められている。 

「海外赴任で環境が変わっても、その環境を自分な

りにどう理解するか。本社からのミッションを受けな

がら、現地でどう振る舞うのかを客観視して動き方を

考えること。」「海外の人達と仕事をしたいと思うかど

うか。嫌々やっていても全く仕事にならない。決意ほ

ど大袈裟なものではない。結果として成功すれば良い

ので、それまでに意欲をキープし続けていられること。」

「生産ラインに入って一緒にやることで、ではこうし 
てみよう、という姿勢に変わる。そこまでやる熱意を

分かってもらうこと。熱意は言語に関わらず伝わる。」

異質で困難な状況、時として孤独な環境下で職務遂行

する意志を持続させる主体性が、グローバル人材とし

ての行動の底流にある。 
 
５ 考察 
5.1 各要件の重要度 

前出の表2で抽出したグローバル人材要件は、最も

重要な要件を 3 つ程度（対象者によって 3～5 件）に

絞って対象者に列挙させた結果である。回答者18名 

図4 各要件を挙げた割合 
 
がそれぞれの要件を挙げた割合を図4に示す。 
人数が少なく値は参考値に過ぎないが、最も重要な

要件として挙げられた割合が一番高いのは異文化適応

の資質で 78％（14 名）に上る。グローバル人材の要

件だけに、異文化間でのやり取りに関わる要件が最重

要と認識されている。業務遂行スキルである信頼関係

構築力（67％）、同じく思考力と発信力・調整力（50％）

が続く。仕事で赴任する以上、担当業務を遂行するた

めのスキル群が次に重要ということである。業務遂行

に不可欠な担当業務の知識・経験は 33％と高くない。

これは国内でも共通に必要なこと、海外業務の前提条

件であることから重要な要件から外れたと推測される。 
一方で、最も重要な3つの要件に語学力を挙げたの

は4名（22％）に留まる。意思疎通を図る最低限の語

学力が必要であることは全員認めるところだが、それ

よりも資質や業務遂行スキルが信頼関係を構築し、仕

事を効果的に進めるために重要だからである。いまだ

一般には、グローバル人材＝英語力と連想されがちだ

が、ビジネス現場の人々の認識は異なることの証左と

言えよう。これは、資質等は海外現場に出てから俄か

に身につくものではないので、学生時代から心がけて

鍛えてほしいというメッセージでもある。 
 

5.2 グローバル人材要件と国内人材要件 

グローバル人材に求められるスキルまたは要件は、

国内業務では必要としない海外特有なものなのだろう

か。本インタビュー調査を通じて挙げられた意見では、

グローバル人材要件は基本的に国内でも同様に求めら

れるものであり、新規の要件は見当たらない。強いて

挙げれば狭い意味での「語学力」になり、英会話力を

中心に国内業務よりも高度な英語能力が求められる。

語学力は国内業務では主に日本語になる。もちろん、

母語と外国語とを同じ土俵では論じられないが、日本

語を母語とする日本人同士のコミュニケーションでも、

33%
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日本語能力の課題は散見される。 
広く社会で活動するために必要なスキルとして、職

業に係わらず共通に求められるジェネリック・スキル

がある。経済産業省の社会人基礎力では、「職場や地域

社会で活躍する上で必要となる能力」をa)人間性や生

活習慣を前提に、読み・書き・算数などの基礎学力、

b)どのような職業でも共通に求められるジェネリッ

ク・スキルである「社会人基礎力」、c)ある職業に必要

とされる専門知識の 3 つに整理している 8)。これら 3
つを国内で必要なスキル群とすると、グローバル対応

で必要なスキルは、新たなスキルとして国内スキル群

に上乗せされると考えるよりも、海外特有の条件によ

り既存の国内スキル群が強化されたものと考えるほう

が妥当である。日本人同士よりも異文化度合いの大き

い相手である分、社会人基礎力のa)に異文化適応の要

素が強まり、b)のジェネリック・スキルのうち、信頼

関係構築力と論理的思考と発信・調整力、さらに言語

力としての外国語能力がより強く求められている。 
 

5.3 日本人特有のグローバル人材要件 

異文化適応に必要な要件を明らかにする試みとして、

Deardorff(2006)の「異文化間能力のピラミッドモデル」

がある 9)。図 5 は同モデルを筆者が簡略化したもので

ある。Deardorff は(a)必要とされる態度を前提に、(b)
（異文化に関する）知識と理解力、(c)スキルが相互に

作用しつつ、(d)望ましい内的結果（異文化への適応） 
が生まれ、最終的に(e)望ましい外的結果（適切な対外

的態度）として外に表出されるとした。(a)態度は本調

査で抽出した図2の①資質に、(b)知識と理解力は②知

識･教養に相当する。(c)スキルは原文では、「Skills：
To listen, observe, and interpret. To analyze, 
evaluate, and relate.」とありジェネリック・スキルを

意味し、④業務遂行スキルの論理的思考力に近い。(a)
～(c)が作用した結果として、(d)望ましい内的結果およ

び(e)望ましい外的結果が生まれる。本稿の図2に置き

換えると、①～③を総動員しつつ④業務遂行スキルを

発揮することで相手とよりよい人間関係ができ、適切

に協業が進むという内的・外的結果を生む。その意味

でDeardorffのモデルと本調査結果は大枠で一致する。 
Deardorff のモデルは異文化間能力の汎用的なモデ

ルなので、ビジネス上必要な要件として図2に入れた

③業務の知識･経験はない。「異文化間能力」は異文化 

(a) 必要とされる態度

(b) 知識と理解力 (c) スキル

(d) 望ましい内的結果

(e) 望ましい外的結果

 
図5 異文化間能力のピラミッドモデル 

 
の相手を理解し受け入れる態度や知識、スキルである。

外国語でやり取りする際に必要な能力（言語能力を含

む）は「異文化間コミュニケーション能力」と呼ばれ

る（大木. 2014）。この定義からすると、Deardorffの
モデルは異文化間能力を表しているため、⑤語学力は

含まない。 
さらにDeardorffは、異文化間能力における言語の役

割と重要性の解釈は意見が分かれるとも指摘している。

同モデルは、欧米人、つまり文化的に近く、英語を共

通語としてやり取りすることをあまり苦にしない人々

を主対象に調査した結果であることから、欧米人以外

を主対象とした調査の必要性にも言及している。その

意味で、図2はヨーロッパ言語とは体系を異にする言

語を母語とし、海外駐在というビジネス上の活動にお

いて、欧米人同士よりは文化的に相違が大きい者同士

が協業する際に求められる異文化間能力の一つのモデ

ルと位置付けることができる。日本人であるが故に、

グローバル人材の要件として《語学力》が登場し、さ

まざまなジェネリック・スキルの中で《信頼関係構築

力》と《思考力と発信力・調整力》がクロースアップ

される結果となった。英語を共通語とする異文化対応

の場合、語学力は非ヨーロッパ言語圏の人々に共通す

る重要な要件になろう。また、重要視されるジェネリ

ック・スキルは、文化や思考様式、価値観などの違い

により、日本人のケースとは異なると推測できる。 
前掲の異文化間能力と異文化間コミュニケーション

能力の区分けに異を唱える意図は、筆者にはない。西

欧人ベースで作られたDeardorff の異文化間能力モデ

ルに、日本人の場合は狭い意味での語学力が加わった。

そして図2の①～⑤を総合的に活用することが、異文

化間コミュニケーション能力に相当するのではないか。 
 

６ おわりに：グローバル人材育成の課題 
日本人が海外に駐在する際、または外国人と協業す

る際、ビジネス上の共通言語として英語が必要である。

ただし、語学力はツールに過ぎない。語るべきコンテ

11グローバル人材育成教育研究　第5巻第2号　(2018)

11



 
 

ンツを作るのは担当業務に関する知見と、論理的思考

力と発信力、調整力であり、異文化の相手と協業する

上で信頼関係を構築する力が伴わなければ難しい。そ

れら一連の活動を支えるのが異文化環境に適応し主体

的に行動するための資質群と、幅広い知識や教養であ

る。これが海外経験のある社会人へのインタビューか

ら立ち現れた「肌感覚」のグローバル人材要件であり、

グローバルに活躍するためにカギを握る要件は語学力

以外のところにある。 
外国語は語学として学ぶことが可能であり、ある程

度の基礎力があれば、あとは場数を踏むことで意思疎

通が図れるようになるだろう。一方、グローバル人材

の土台を成す異文化に主体的に適応するための資質群

はどうか。「海外に行くのは優秀な人だけ。学ぼうとい

う意欲は、会社に入ってから身につくものではない。

学習意欲が高い人は入社後の成長の幅が違う」「教えて

できることと、できないことがある。周囲に配慮する

力、気づく力などは後付けではできない資質だ」とは

対象者の言である。産業界が学生の採用で重視する要

件の上位には、コミュニケーション能力に加え、主体性、

チャレンジ精神、協調性、誠実性、責任感など、資質が

上位に挙げられている 10)。学習意欲に限らず、こうし

た資質群は教室で知識として学ぶだけで身につくもの

ではない。各自の人生において、失敗を含めさまざま

な体験が経験化されてゆっくり培われるものである。

一朝一夕には身につかないものだからこそ、産業界は

採用時に重視するということであろう。 
では、それら資質や論理的思考力などのジェネリック・

スキルを鍛える教育に、我々大学人は真摯に取り組ん

でいるだろうか。英語が共通語の機能を果たしている

現在、英語力はグローバルに活躍できる人材の必要条

件になる。が、それは十分条件ではなく、英語力の強

化だけでは事足りない。留学など海外体験は、国内外

を問わず多文化社会で共生する意味を考える上で学生

たちに貴重な機会となる。しかし、海外に学生を送り

出す前に、大学内ですべきことがあるのではないか。 
吉見（2013）は哲学・文学・史学を中心に構成され

た西欧近代以降の古典的な教養、科学技術の進歩に寄

与すべく文理横断的知の獲得を目指した戦後の一般教

養に対し、近年のグローバル化の進展を受けて「グロ

ーバル教養知」および「課題発見・解決の実践知」の

必要を説いている 11)。本調査で浮かび上がった主体的

な思考や行動、多様な考えを受け止める資質、課題へ

のアプローチ方法としての論理的・批判的思考力、他

者と議論しよりよい解を導く発信・調整力は、国内を

含め多文化環境が拡大し、想定外のことが常に起きう

る現代社会をよりよく生き、かつ社会に貢献するため

の教養知、実践知と言える。そもそもこれらは、学問

探求を通じて培う能力ではないか。この古くて新しい

課題を、大学人として、一度立ち止まって考えたい。 
 
注 

[1]  本調査は調査実務を株式会社日本能率協会総合研

究所に委託し、2014 年 12 月～翌 2 月に実施した。

インタビューは執筆者と委託先が共同で行った。 
[2]  第 2～4 次調査は 2015～2017 年の毎年 9 月に横浜

国立大学が実施した。アジア、中東、欧州に赴き、

延べ15カ国、各国4名前後、合計69名の日系企業
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日本における外国人留学生の就職状況に関する一考察 
（英語コースに所属する外国人留学生のライフストーリー分析から） 
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A Study on International Students 

Searching for Work in Japan 
(Utilizing Life-Story Method for International Students Who Belong to 

an English-Taught Course) 
 

Maho NAKAHASHIA, Shawn ANDERSSONB

 
Abstract: This paper explores and expands upon previous research regarding the 
experiences of international students coming to Japan and actively looking for 
employment after graduation. By utilizing Life-Story methodology, the authors 
conducted interviews on three students from different countries who are currently 
attending a graduate school in Japan. The results show that there are three barriers to 
finding employment: 1. Inadequate Japanese language proficiency; 2. Corporate 
perception issues of ideal employees and a difficult job-hunting system; and 3. A lack of 
support from universities. The authors then suggest ways of overcoming these issues 
to help international students secure employment after graduation. 
 
Keywords: International students, job-hunting in Japan, life-story, globalization 
キーワード：外国人留学生、日本での就職活動、ライフストーリー、グローバル化 
 
 

１ はじめに 
産学官一体となりグローバル人材の育成が急速に求

められるようになった背景には、日本市場の縮小によ

る海外マーケット進出の必要性、インターネット普及

によるビジネスのボーダレス化、従来の日本のビジネ

スモデルの崩壊の3つの理由があるとされている 1)。 
三代（2015）は、グローバル人材育成は、第一に日

本人の人材育成を念頭に置いた企画であるが、同時に

日本社会・企業・大学のグローバル化の担い手として、

留学生への期待も大きいと指摘する 2)。さらに、『報告

書 ―産学官でグローバル人材の育成を―』を引用し、

優秀な外国人留学生を多く呼び込んで、多様な人材の

中で協力・協働させることにより、日本人、外国人双

                                                   
A:大阪大学大学院工学研究科国際交流推進センター 
B:大阪大学大学院工学研究科国際交流推進センター 

方に対してグローバル人材に必要な能力を高める手法

が効果的であり、留学生をグローバル人材として育成・

活用する視座が明確であるとしている 3)。 
こういった背景を受け、文部科学省により「留学生

10 万人計画」に続き 2008 年には「留学生 30 万人計

画」が制定された。内閣省による「高度人材受入推進

会議」では、外国人留学生を高度人材の卵として積極

的に受け入れる計画が盛り込まれ、2010年の留学生数

（141,774人）から、2020年には30万人と、10年間

で倍以上の留学生を日本に迎える計画が進んでいる。 
これにより、各大学では留学生支援センターなどの

設置や各種書式の英語併記など入学の際のいわゆる

「入口」の面では確実に整備が進んでいる。また、日

 
 

ンツを作るのは担当業務に関する知見と、論理的思考

力と発信力、調整力であり、異文化の相手と協業する

上で信頼関係を構築する力が伴わなければ難しい。そ

れら一連の活動を支えるのが異文化環境に適応し主体

的に行動するための資質群と、幅広い知識や教養であ

る。これが海外経験のある社会人へのインタビューか

ら立ち現れた「肌感覚」のグローバル人材要件であり、

グローバルに活躍するためにカギを握る要件は語学力

以外のところにある。 
外国語は語学として学ぶことが可能であり、ある程

度の基礎力があれば、あとは場数を踏むことで意思疎

通が図れるようになるだろう。一方、グローバル人材

の土台を成す異文化に主体的に適応するための資質群

はどうか。「海外に行くのは優秀な人だけ。学ぼうとい

う意欲は、会社に入ってから身につくものではない。

学習意欲が高い人は入社後の成長の幅が違う」「教えて

できることと、できないことがある。周囲に配慮する

力、気づく力などは後付けではできない資質だ」とは

対象者の言である。産業界が学生の採用で重視する要

件の上位には、コミュニケーション能力に加え、主体性、

チャレンジ精神、協調性、誠実性、責任感など、資質が

上位に挙げられている 10)。学習意欲に限らず、こうし

た資質群は教室で知識として学ぶだけで身につくもの

ではない。各自の人生において、失敗を含めさまざま

な体験が経験化されてゆっくり培われるものである。

一朝一夕には身につかないものだからこそ、産業界は

採用時に重視するということであろう。 
では、それら資質や論理的思考力などのジェネリック・

スキルを鍛える教育に、我々大学人は真摯に取り組ん

でいるだろうか。英語が共通語の機能を果たしている

現在、英語力はグローバルに活躍できる人材の必要条

件になる。が、それは十分条件ではなく、英語力の強

化だけでは事足りない。留学など海外体験は、国内外

を問わず多文化社会で共生する意味を考える上で学生

たちに貴重な機会となる。しかし、海外に学生を送り

出す前に、大学内ですべきことがあるのではないか。 
吉見（2013）は哲学・文学・史学を中心に構成され

た西欧近代以降の古典的な教養、科学技術の進歩に寄

与すべく文理横断的知の獲得を目指した戦後の一般教

養に対し、近年のグローバル化の進展を受けて「グロ

ーバル教養知」および「課題発見・解決の実践知」の

必要を説いている 11)。本調査で浮かび上がった主体的

な思考や行動、多様な考えを受け止める資質、課題へ

のアプローチ方法としての論理的・批判的思考力、他

者と議論しよりよい解を導く発信・調整力は、国内を

含め多文化環境が拡大し、想定外のことが常に起きう

る現代社会をよりよく生き、かつ社会に貢献するため

の教養知、実践知と言える。そもそもこれらは、学問

探求を通じて培う能力ではないか。この古くて新しい

課題を、大学人として、一度立ち止まって考えたい。 
 
注 

[1]  本調査は調査実務を株式会社日本能率協会総合研

究所に委託し、2014 年 12 月～翌 2 月に実施した。

インタビューは執筆者と委託先が共同で行った。 
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本語が一定のレベルに達していなくても英語での授業

により学位が取れる英語コースの開設も相次いでいる

4)。 
 
２ 先行研究および研究目的 

以上のように、「入口」の整備は着実に進められてい

るのに対し、卒業後の進路、つまり「出口」において

はまだ十分な調査やそれらに基づく整備がされていな

いといえよう。 
2015 年に JASSO が外国人留学生を対象に実施し

た調査では、大学または大学院卒業（修了）後、「日本

において就職希望」と回答した者が 64％で最も多く、

次いで、「日本において進学希望」が 45.3％となって

いる 5)。つまり大半は、後述する調査協力者 3 名のよ

うに学位取得後も日本での就職、もしくは進学を希望

していることが分かる。しかし、日本の大学で学位を

取り日本での就職を希望しているにも関わらず実際に

国内で就職できた学生は35％（8,367人）に留まり 6)、

決して多くはないのが現状である。 

留学生の就職を困難とさせている要因として先行研

究から、日本語の壁 7）や、留学生採用に消極的な企業

7)や留学生と企業との雇用のミスマッチ 8)、留学生に特

化した支援の不足 9)などが挙げられる。また横須賀

（2007b）は、留学生の就職に対する意向の把握が難

しく、大学機関の9割が留学生のための就職支援に困

難さを示しているとしている 10)。 
日本語の壁については、企業が留学生を採用したポ

イントとして、第 1 に日本語能力（66％）、第 2 に専

門知識・能力（51％）、第3に日本語以外の語学力（37％）

を挙げている 11)ことからも分かるように、専門知識や

日本語以外の語学力よりもまず、日本語能力を重視し

ていることが分かる。この点において、横須賀（2007a）
は、企業側が留学生採用に際して不安に思う要因にも

日本語能力が挙げられていると指摘する 12)。さらに日

本語と就業能力に関する調査では、企業が「非常に深

い関係がある」「誤認識で大損をしたことがある」「客

との打合せを任せられない」などを挙げた 13)。企業側

も、利益に直結する可能性のある点で、ビジネスレベ

ルで日本人の顧客や社員とコミュニケーションを円滑

に取れる能力や文化・慣習の熟知を期待しており、留

学生にとって高い日本語能力は必須であることが明ら

かである。 

また、企業の採用方法について久保田（2015）は、

留学生の就職活動の1番の問題点は、世界的に見て日

本の就職活動が独特な形態であることだと指摘する

13)。流れなどを十分に把握しないまま活動時期を逃し

たり、準備が不十分なまま挑み、結果的に諦めたりと

いった状況が多いとされている。さらに、エントリー

シートの「大学時代に最も力を入れたこと」の記入に

対し経済的に厳しい留学生が過酷であったアルバイト

体験などを書き、落とされたりと、日本人学生であれ

ば気づく質問の意図（例えば上記の例の場合、企業は

応募者の単なる体験を知りたいのではなく、努力、忍

耐力、協調性など人柄や適性を把握するためであるこ

とが予想される）に気づかないケースも見られる 14)。

この点に関して、「採用時の試験や検査の結果」を87％
の企業が重視するとしているのに対し、留学生の半数

は重視してほしいとは思っていないといった意識の格

差（横須賀, 2007a）が確認できる 12)。日本の企業は長

期雇用を前提とした採用・教育に始まり、個人として

よりも組織として出来ることを優先されるため、要求

されている資質が分かりにくく、さらに企業自身も留

学生を採用する目的が明確ではなく、採用の現場で「信

頼」形成・確認プロセスが欠けたまま「日本語が出来

る」「○○国出身」という点のみで採用が進んでいると

の指摘もある 15)。また、入社してからの人事体制にも

留学生の期待とのギャップが見受けられる。例えば、

職種について不明確な「総合職」という職種に対して

違和感を持つ留学生もおり、特に大学院生は、専攻を

生かした職種に就き、キャリアを積んでいきたいと考

える者が多いことが予想される。 
 また、企業における高度外国人活用促進事業（2010）
は、留学生の就職支援体制において大学間で大きな差

があることを指摘し、企業との連携を図りながら積極

的に支援を行う大学からの採用を企業が望んでいると

している 16)。一方、留学生を多く受け入れている大学

でさえも留学生に特化した就職支援を積極的に行って

いるという状況ではない 9)。さらに、その根底には専

門教育を目的に来日する留学生のための就職支援を大

学がすべきかといった懸念によるものではと指摘する。

そして、在日歴の長い留学生にさえも新たな適応を迫

る日本の特異な就職活動は、日本人学生同様の「支援」

だけではなく、ある程度教育的な要素を取り入れた留

学生に特化した支援に、教職員が一体となり取り組む
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べきとしている。また、それらの具体的な施策として、

日本語教育融合型・実践型の就職活動支援講座、留学

生に特化したキャリア教育、就職活動ネットワークの

構築、企業との接点づくり、心理面でのサポート、経

済支援、産学官連携への積極的関与を挙げている。 
以上のように、外国人留学生の就職に関する調査及

び研究は徐々に増えてきてはいるが、その多くが量的

調査による傾向の分析であり、個々の留学生の意識や

その要因の詳細について具体的に明らかにした研究は

概観の限り少ない。例えば、三代（2015）は、日本企

業に就職し3年間の就業後、母国への帰国を決めた中

国人（元）留学生へのインタビューから、「グローバル

人材」となるということを彼ら／彼女らのアイデンテ

ィティ交渉という視座から読み解き、そこにある課題

を明らかにした 2)。また、徳永（2013）は、外国人留

学生を採用している企業の人事や元外国人留学生へ就

職活動前後に関するインタビューから、企業と留学生

との間に生じる就職活動や人事諸制度に対する意識の

差を明らかにした 17)。 
量的調査によるデータで全体の傾向はつかめる一方

で、就職活動時の問題やなぜ就職に至らなかったのか、

その意識と要因については、あらかじめ質問項目の設

定された量的調査ではなく、学生の視点に重点を置い

た質的調査から考察することでこそ明らかになると考

える。また、先述したように優秀な学生を獲得するた

めの政策が世界で実施されている今、日本での就職の

機会を増やすための環境整備が必須となってくる。そ

して、これらに資する調査・研究も益々重要になると

考える。 
さらに、先述したように、各大学で開設が相次いで

いる英語コースではあるが、学位自体は英語で取れる

ものの、その後の就職となると日本企業では多くの場

合、日本語要件が設定されているのが現実である。大

西（2017）は、英語コースは優秀な外国人留学生の受

け入れを促進する上で有効であることを認めたうえで、

これらの留学生たちの就職及び進学という「出口」に

関する調査・研究の蓄積と実践への応用の必要性を指

摘している 18)。 
そこで本調査では、留学生の就職において先行研究

でしばしば指摘される「日本語の壁」、「企業の人事体

制」、「大学の就職支援」に焦点を絞り、日本の大学院

（英語コース）に所属する外国人留学生に対しインタ

ビューを実施する。そして、ライフストーリーにより

分析し、彼らが直面する就職活動状況と意識について

明らかにする。そしてそこから、今後の「出口」整備

に向けた課題について考察する。 
 なお、詳細に入る前に英語コースについて少し述べ

たい。2009年度、文部科学省が「国際化拠点整備事業

（通称G30）を開始、5年間にわたり採択された13大

学で新たに英語による学位コースの設置が進められた。

その規模の大小、設置時期の違いはあるものの、例え

ば九州大学では同事業で蓄積された経験と学内体制を

基礎として新たに英語による教養教育を行う学部開設

に向け事業終了後も努力を傾注するなど、各大学で概

ね軌道に乗り始めている 18）。優秀な留学生や日本人学

生の受け入れを目指し各大学で開設が相次いでおり、

2020 年の大学入試改革とともに英語で学位を取るこ

とのできる大学の更なる増加が予想されている 20）。 
また、例えば、日本語能力に関わらず門戸を広げる

ことで、従来の日本語コース[2]に比べ、G30 の英語コ

ースの方が留学生全体に占める中国人留学生の割合が

少なく、全体として国籍等の多様性が増しており 21）、

留学生の多様化への貢献も期待できる。 
 
３ 調査の概要  
桜井（2012）は、ライフストーリーとは個人のライ

フ（人生、生涯、生き方など）についての口述の物語

であり、個人のライフに焦点をあわせてその人自身の

経験をもとにした語りから、自己の生活世界そして社

会や文化の諸相や変動を全体的に読み解こうとする質

的調査法の1つとしている 22)。本研究でも、調査協力

者の経験やそれらを取り巻く環境などの全体を当事者

の視点から明らかにすることを試みる。 
特に、進路決定時の意識や周辺環境は、本人の視点

から具体的に語られてこそ明らかになるものであると

いえる。またそれを詳細に描写し「物語」とすること

で全体的な流れや枠を掴むことができると考える。さ

らに桜井（2002）は、従属的で抑圧された人達の言葉

を本人の口から語ってもらった時、彼らの文化理解を

促すだけでなく彼らの力ともなりうるという点で、マ

イノリティ等を調査するのに適していると述べている

23)。本研究の場合、留学生の「声」を伝える手段とし

てこの研究方法は適切であると考える。 
本調査は、A大学の大学院（文系、経営学系）の英
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語コースに所属し、日本での就職を希望する修士課程

2 年生 3 名（表 1）に対し、調査者の知人を介して調

査を依頼した。特定の国籍に限定した先行研究も多い

が、本研究では多様性を重視し様々な「声」を汲み取

るべく国籍による限定をしていない。 
また、日本では文系の場合、学部在籍時に新卒採用

枠で就職活動をするのが一般的である。しかし本調査

対象者は、大学院生であり過去に数年の職業経験があ

る。彼らを調査対象とした理由として、第一に、日本

では学部卒業後に就職し働き続けるというコースが一

般的なのに対し、他国では一度学部を卒業後に就職し

キャリアを積むために大学院に戻ることも珍しいこと

ではなく、こういった留学生が今後増える可能性があ

ること、第二に、現在開設されている英語コースの約

9割が大学院生を対象にしたコースであること 19)が挙

げられる。さらに、修士課程かつ英語コースに所属す

る学生を対象にすることで、現在各大学で開設が進め

られている英語コース特有の「出口」に関する課題も

明らかにする。 
調査協力者に自由に語ってもらうことを優先するた

め詳細な質問は事前に立てず、前述した研究課題を中

心に英語で半構造化インタビューを 2015 年 11 月に

それぞれ約1時間程度実施した。インタビュー時点で、

3 名とも既に十数社への応募をし、日本語による採用

試験や面接などで上手くいかず、不採用となっていた。 
 
        表１ 調査協力者 

名前 

(仮名） 

国籍 年齢 日本語

能力 

日本 

滞在歴 

性別 過去の 

業種・職種 

Aさん 南アフリカ 20代 

後半 

N2[1] 2年半 男性 建設業・企画管理 

（6年） 

Bさん 東アジア 20代 

後半 

N2 1年半 男性 商社・財務 

（5年） 

Cさん 東アジア 20代 

後半 

N1 2年 男性 建設業・企画管理

（6年） 

 

IC レコーダーで録音したインタビュー内容を文字

化、翻訳し、内容によって細分化した。その後、カテ

ゴリーごとに分析、内容を忠実に再構築したものをス

トーリーとし再度分析を行った。「」内は協力者が英語

で発言したものを和訳したものであり、日本語での発

言は「日本語」のように斜体で表記した。 
 
４ 調査の結果 

まず、調査協力者の渡日前から現在までの就職に 

対する意識について明らかにする。次に、語りから特

に「日本語の壁」、「企業の人事体制」、「大学の就職支

援」の部分について取り上げ、考察する。 

 
4.1 Aさんの事例 

Aは、幼い頃から日本のポップカルチャーに興味を

持っていた。「それに自国で学部時代、経営学の授業で

日本のメソッドが紹介され、日本の大手企業の経営方

法を学び大きな衝撃を受けた。そこから、日本語も勉

強し始めた。」次第に日本への憧れが強くなったAは、

6年間続けた仕事を辞め文部科学省の奨学金でA大学

大学院に進学する。来日当初、「単なる留学ではなく日

本でキャリアを積みたいと思っていた。かなりの日本

語力が就職活動時期までに身に付くだろうし、日本有

数のA大学で学位も取るし、日本はグローバル化が叫

ばれ企業は多様な才能を探していると思ったし、日本

で仕事は見つかるだろうと思っていた。」 
しかし大学院修了を5ヶ月後に控え、Aは、来日当

初の日本で働くという夢を諦めつつある。「最近その考

えは崩壊した。自意識過剰だった。理論的には可能性

はあったけれど実際は文化的な側面がそれを非常に難

しくしている。日本はグローバル化、特に外国人採用

に関して非常に遅れている。もし日本で仕事が見つか

るなら絶対日本で仕事をしたいのに。」 
一つ目の壁は日本語だ。日本で就職するには「日本

語が完璧でなくてはいけない。日本に来て2年の僕に

とってそれは不可能だ。会社側は全然柔軟ではなくて、

日本語が完璧な人がただ欲しいようだ。その会社で働

く機会がなければ、どうやってその分野での日本語を

上達させる？」 
企業の意識や体制についても、A自身は6か国語を

操り専門知識と経験があるにも関わらずスタートライ

ンにも立てないことに憤りを感じている。「自分の年齢

と職業経験から考えて、新卒として働きはじめるのは

避けたい。日本語能力には欠けても、経験でそれをカ

バーできると思っていた。でも実際は新卒採用の枠が

大きい。」「企業側はある程度の日本語プラスそれ以外

の能力を使いたいと思わない。それだけのキャパシテ
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ィがない。未来を見ずに今しか考えず、今のプロセス

で継続したいと思っている。とても官僚的で変化を拒

んでいる。」 
そして、これを解消する一つとしてインターンシッ

プが増えることを期待している。「日本企業でインター

ンをすることは双方にとっていいと思う（A）。」 
気がかりなのはビザの期限である。「仕事が見つから

なければビザを3か月延長して就職活動をして、それ

でも見つからなければ母国に帰る。」また、他国での就

職も視野に入れた。「確実に、日本で働くつもりだった。

でも今、韓国かシンガポールか香港かもっと国際的で

才能にオープンな国で仕事を見つけようかと考え始め

ている。」 
先輩留学生の現状についても「半数は帰国、他の半

数はビザを延長するために選択肢がなくて希望ではな

い職に決めた。そういうことは僕はしたくないから日

本以外で仕事を探し始めた。どこか他にチャンスがあ

る…アメリカなど多様で多くの外国人が働いている場

所。」 
Aはこれらの現状に対し大きな落胆を示した。「見切

りをつけて終わりにする。日本に雇ってもらえるよう

十分頑張った。もう十分だ。受けとっただけのものは

お返しした。日本は僕に沢山のものをくれた。奨学金、

知識、もてなし、素晴らしい経験。それらに、日本で

仕事をするということで恩返しをしたかった。僕は文

科省の学生で、政府に補償されてきたんだ。でも、も

し日本が僕にその恩返しのチャンスを与えてくれない

なら、お返しはいらないんだろうから帰るしかない。

見切りをつけて終わりにして、それだけ。」 
 
4.2  Bさんの事例 

Bは「母国でトップの大学」を卒業後5年間の社会

人経験を経て、A大学への進学を決めた。「来日理由は、

A大学はランキングが高く有名で、そこでの新しいプ

ログラムであり、授業料免除もあったから。また日本

は海外投資やファイナンスプロジェクト分野で有名だ

ったから（中略）この分野の知識を深めたかった。」 
そして、Bは2年間A大学で学んだ後、日本で3年

間仕事をしてから母国に帰る予定をしていた。「日本で

の職業経験は母国でかなり有利だし、日本でもっと経

験を積み、文化についても知りたかった。」 
Bも、来日当初からの心境の変化が窺える。「来日当

初に比べて日本をそれほど好きではなくなった。（中略）

日本の閉鎖的な文化、社会、言語のバリアが大きい。」   
そして、「渡日から1年で考えが変わった。留学生の

友達が、日本で仕事を見つけるのはほぼ不可能だと言

っていた。」その一つは日本語能力の壁だ。「最初は本

当に日本で働きたいと思っていたから、必死に日本語

を勉強して1年目にN2に合格した。しかしその後、

日本での就職はほぼ無理だと知って母国に帰ると決め

てからは日本語の勉強をやめた。希望の就職先も、応

募時点で日本語ネイティブレベルが条件だったから諦

めた。」これまでを振り返り「日本語が主専攻で、専門

が副専攻みたいな感じ。（中略）日本語を勉強すること

に集中し過ぎて一番大切なことを忘れていた。なぜ、

僕はここ日本にきたのかを。専攻を学ぶためにここに

きた。もっと自分の将来のキャリアに必要なスキルを

身に付けないといけない。」また、「渡日前から就職に

高い日本語力が要求されることは知っていた。でも日

本に来たらもっと早く習得できると思った。もしくは、

企業は（日本人よりは）比較的低めの日本語力と、プ

ラス高い英語力があれば受け入れてくれると思った。

でも僕が無知だった。」 
大学の支援も十分ではないと感じている。「大学から

案内のあったセミナーは一般的な内容だった」とし、

「大学を通したインターンシップも地方の高校で国際

交流など名ばかりでほとんど有効なものがなかった。」

インターンシップは、「企業にとって留学生を知る機会

になり同時に留学生にとっても企業や文化を知る機会

になる。留学生をあまり採用しないから知る機会もな

い。日本人社員と雇用されたほんの少しの外国人も完

璧な日本語を話す日本人風外国人のみだから日本企業

のグローバル化はうまくいっていない。留学生と企業

がもっと理解を深められるような機会が必要。」 
さらに、「日本の企業は仕事の能力があるかを見るだ

けではなくその会社で一生働くかも見ている。（採用後）

長い間トレーニングをさせるから、大学で学んだこと

や成績は関係なく会社に合った人物を探している。だ

からたくさん試験をして、会社側が欲しい性格かを確

認する。友達の中には会社の性格診断テストによって、

性格を変えるようにしていたり。」 
Bはさらに、企業は「何か描ける真っ白な紙が欲し

いだけ」と表現する。「僕は職業経験があって頭にはた

くさんの知識があるから日本の会社は僕を必要としな
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いんだ。これらの経験を企業側は消去しないといけな

いかもしれなくて、それには時間がかかるから。」 
就職のシステムも難題だ。「一定の時期に情報を集め

エントリーシートやウェブテストを日本語でこなし、

母語話者と競争するのは大きな壁だ。」そして「職業経

験があるのにそれを活かせる職種ではなく、全てを一

から学ばないといけない。母国にいた時よりも自分の

レベルを下げたくない。だから母国に帰ってしたいこ

とをする。自分の価値を保ちたい。」 
 

4.3 Cさんの事例 

C は、「母国で 1 番の大学」を卒業し 4 年間働いた

後、自身のやりたいことについて考え直したことがき

っかけで日本への留学を決める。「学部時代の教授に相

談をしたら、A大学の英語コースを勧められた。日本

に来てA大学で専門分野の知識を深め、学位を取れば

何か変わるかもと思い仕事を辞めて渡日した。」 
来日当初、大学院修了後は「10年間は日本で働いて

母国に帰国する予定だった。A大学で学位を取ったら

夢の仕事とはいかなくても何かしら日本で仕事が見つ

かると思っていた。」 
しかし C も、就職活動で躓いていた。「A 大学のネ

ームバリュー、英語と中国語スキル、職業経験から、

理想の仕事とはいかなくても日本で仕事を見つけるの

は容易だと思っていた。」 
しかし現実は違った。C はN1 を持っているがそれ

でも十分ではないと感じている。「一定の日本語能力は

必須だと理解している。でもN1 を持っていても、日

本人と仕事をする際にはもっと日本語を上達させなけ

ればいけない。（中略）就職活動の際のテストが全て日

本語で、失敗した。だから作戦を変えた。普通の就職

は諦めてまず何かしらの職に就き、数年働いている間

に日本語を上達させて本当に就きたい職に応募しよう

と思う。」 
就職後の環境についても不安を抱えている。「日本企

業の上下関係や、毎晩遅くまで残業をする環境をきい

たりする」ため、「外資系企業の方が合っていると思う。」

さらに、「日本の企業はもっと海外へと出ていくべきな

のに留学生の雇用に積極的だとは感じない。」 
大学のサポートについても「日本語が出来れば、も 

う少しリソースにリーチできたかもしれないが、現状

では英語での情報は限られており、それほど役には立

っていない。」とし、「大学が企業と留学生との橋渡し

となりインターンシップの促進を推し進めて欲しい。」

と考えている。 
今後は、ビザの期限まで日本で就職活動をし、それ

で無理なら母国で就職活動を続けるか、中国やシンガ

ポール、ヨーロッパ、アメリカも視野に入れる。「日本

人は、他の国、例えば欧米と比べて外国人をあまり受

け入れたくないように感じる。本当は他国へと開かな

ければいけないと思う。そうすれば、外国人を雇用す

る必要性も出てくる。グローバル化を謳う企業は多い

けど実際は国内で日本人を雇用する状態に留まりたい

んだ。」 
 
５ 考察 

 以上のように、日本への留学の理由は様々であるが、

3 名とも来日当初、単に学位を取得するだけではなく

大学院修了後に日本での就職を目指して来日している

ことが分かる。 
しかし、期待を胸に留学した 3 名だが、5 か月後に

大学院修了を控え、就職活動と将来に対する意識の変

化が見られる。語りから分かるのは、来日当初の意識

とは大きく異なり、3 名ともが就職活動において困難

さを感じ、半ば諦めている状態にあるということであ

る。さらに、日本語や文化的側面、日本企業の体制な

どがそれらの要因であることも明らかとなった。 
先述したように、留学生の就職においてしばしば問

題となる「留学生の日本語能力不足」、「企業の意識・

採用方法・人事システムの問題」、そして「大学におけ

る就職支援不足」の 3 つについて、3 名の語りおよび

先行研究のデータから考察していきたい。 
 
5.1 留学生の日本語能力不足 

 先行研究での結果と同様、3 名の留学生にとって日

本語能力不足が就職活動において大きな壁となってい

ることが語りから分かる。特に留意したいのは、3 名

が留学中に日本語能力も就職活動に必要なレベルにま

で自ずと身に付くと予測し、実際には就職活動の時期

までに能力の向上が間に合わなかった点である。彼ら

は、必要要件の高さに落胆しあきらめの心境を抱くと

ともに、日本語学習に費やした時間を後悔さえしてい

る。大学院に通う2年間で日本語のレベルがある程度

つくであろうという期待、日本語がネイティブレベル
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ではなくとも「ある程度の日本語」と「高い英語力」

「留学生としての強み（経験、英語などの語学力、異

文化力など）」の両スキルを評価するなど企業側に日本

語要件への柔軟性を期待していることが分かる。 
 一方、日本企業が求める日本語能力には、業務遂行

に必要な言語運用能力に加えて、相手の気持ちや場面

を把握して行動する能力も含まれている 14)。これらを

念頭に入社してからのOJT（On the job Training）を

スムーズに進める目的で、「日本人と同等」の基準で合

否が判別される 24)。そこで、就職活動の段階から、エ

ントリーシート、試験、面接といった各段階で、大学

や日常生活で運用する日本語とは異なり、ビジネス用

語、日本企業文化を理解した上でのマナーなどを含ん

だ日本語が要求されるため、留学生にとって内定を獲

得することは難しいとされる 13)。大学生活で必要な日

常会話レベル程度では、就職活動において様々な日本

語能力が問われた際、躓く大きな原因となることが分

かる。 
特に、英語コースでは入学時点で日本語能力が求め

られず、日々の授業やクラスメイト・教職員との会話、

書類等も英語が中心となっており、日常的に日本語が

必要とされないことも大きな要因といえよう。英語コ

ースに所属しながら、日本企業への就職を目指しN２

もしくはN１を取得したことから、調査協力者3名の

日本語学習及び就職への意欲は高いことは明らかであ

る。そういった3名の語りから、日本語試験のレベル

や企業の採用ポイントなどの数値では割り切れない、

個々人の主張が窺える。 
 以上のように、就職活動において文化的側面を含む

総合的な日本語、プラス、ビジネス日本語といった、

高い日本語能力が、留学生にとって大きな壁となって

いる。また、3 名は留学開始時にこれらが必要である

ことを自覚しN1 又はN2 を取得するまでの努力をし

てはいたものの、語りから、そのギャップの大きさは

想像以上であったことが明らかとなった。 
 一方で、採用ポイントの第一位が日本語能力では、

真に優秀な人材の採用に直結するのかという点に疑問

が残る。留学生を採用する目的、長いスパンで考えた

時に必要とする能力は何か、企業側も今一度明白にす

る必要があろう。また、大学側も入学時点で日本での

就職希望者に対し日本語の必要性と習得の難しさを意

識づけ、就職活動時期に照準を合わせビジネスレベル

まで引き上げる体系的なシステムが今後益々重要とな

る。 
 
5.2 企業の意識・採用方法・人事体制の問題 

3 名の語りにもあるように留学生は日本語のハンデ

ィを克服するため、優位性として「日本人と異なるメ

ンタリティー」「日本人にない発想」といった「外国人

としての特性」の重視を望んでいるのに対し、企業は

それらよりも日本社会で問題なく就業できるような日

本人との同質性を求めており 12)、双方で大きなミスマ

ッチが生まれている。 
Bが、留学生にとって一定の時期に情報を集めエン

トリーシートやウェブテストを日本語でこなすことに

困難を感じているように、流れを理解していないため

十分な準備をしないまま就職活動に挑んでいること、

企業側も外国人採用を日本人と同じ基準で進めている

こと 15)などが、採用に繋がらない 1 因となっている。

また、Bは、終身雇用前提の採用方針や学業成績等で

はなく性格診断等で判断されることに疑問を抱いてい

る。彼らのように、SPI[3]などの筆記試験が難しいとい

う留学生も多い 25)。多くのSPIは「能力検査」と「性

格適正検査」に分かれており、日本人学生の多くも参

考書などで対策に時間をかける。欧米各国はもとより

中国、東南アジア各国においても基本的には職務主義

の慣行をとっており、日本の採用試験に見られる職務

能力や専門性を直接的に問題にしない採用試験は留学

生にとって理解し難い点であることは間違いない 14)。 
就職後の人事体制についても、Aは、職歴や専門性、

言語スキルに見合った賃金からスタート出来ない点に

疑問を抱いている。Bが日本企業を「何か描ける真っ

白な紙が欲しいだけ」と表現したように、典型的な日

本型企業経営では、企業は新規大卒者に専門的な技術

や能力を期待せず、むしろ入社後の社員教育の中での

育成を容易にするための潜在能力を重視するとされて

いる 12)。日本企業の文系職の多くはジェネラリスト育

成型を採用しているのに対し、3 名の留学生はプロフ

ェッショナルを目指そうとしているといった意識のズ

レも確認された。母国のトップ大学を卒業し就業経験

もあり、キャリアアップを目指し渡日した留学生にと

っては、このような方針を理解し難いことも語りから

窺える。3 名のように新卒枠からはみ出た場合のキャ

リア採用の充実および意識のズレを明らかにするなど
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の支援も求められるだろう。 
太田（2014）は次の点を指摘する 26)。ほとんどの

企業は業務に耐えうる日本語力と英語力、母国語に加

え、異文化を理解し生き抜く力、及び日本の労働文化

への理解・対応力を留学生に対して求めるにも関わら

ず、大卒（院卒）として同じ待遇・給与水準で働かな

ければならない。日本企業で新卒の段階から給与格差

をつけることは難しいにしても、能力や実績で将来の

キャリアステップやプロモーションでどんな展開があ

るのか、そこにどの程度の可能性があるのかを示す必

要があるとしている。さらに、日本の大卒者は卒業年

齢が若く同質的な集団である 27)が、3名のように留学

生は過去の学歴や就業経験から日本人学生に比べ年齢

が比較的高いのが一般である 12)。留学生は、大学新卒、

大学院新卒の場合でも、母国での社会経験があったり、

26歳を超える場合が少なくない 14)。しかし、長期雇用

を見据えた企業内訓練、曖昧な職種分野に基づく働き

方やジェネラリスト型の人事制度、年功序列賃金など

を重視する企業にとって、留学生の職歴や学歴などの

専門性に必ずしも価値を置くとは限らないといえよう。 
以上のように、留学生は日本企業の採用方針、雇用

形態、働き方などに疑問や不安を抱いており、その対

策として外資系企業への就職を検討していることが分

かる。さらに、中国やシンガポール、米国などを「よ

りインターナショナルで才能にオープン」と認識し、

日本での就職を諦め他国での就職を視野に入れている

現状も窺える。日本に興味を持ち日本での就職を希望

している貴重なグローバル人材が、これらの理由で結

果的に他国へ流れることは避けたい事実である。 
このような状況に対し志甫（2009）は、「単なる通訳」

でも「日本人と全く同じことを期待された人材」でも

ない職種を実質的に設けることが有益であると考えら

れるとしている 8)。そしてこのためには、ジェネラリ

スト型人材とは別のキャリアパスおよび賃金体系の設

置が必要で、その意味ではある種のプロフェッショナ

ル人材として留学生を取り扱うことが企業には求めら

れていると指摘する。徳永（2013）は、文系大学院修

了者に対し専攻に準じた職種の採用を提案している

17）。大学院への教育投資を無にしない就業機会の提供

がなされれば、キャリアパスについても見えやすくな

り、専門性を高めキャリアを求める留学生にとって魅

力ある就業場所として選ばれるのではと指摘する 17)。

3 名のようにキャリアアップを想定し留学した学生に

とって魅力的かつ活躍できるパスを用意しなければ、

日本での就職、さらには留学自体を希望する優秀な人

材の確保にはつながらないのではないだろうか。 
 
5.3 大学における就職支援不足 

大学の支援不足についても指摘があった。多くの大

学は情報提供や留学生向け学内セミナーを実施してい

るが、各校で共通して参加者の伸び悩みが報告されて

いる 8)。大学支援が十分ではないと感じる要因につい

ては、3 名の語りから日本語の壁も大きい点が語りか

ら分かる。現に、A大学には留学生向け就職情報ペー

ジが開設されているものの日本語のみである。また、

留学生向けに特化した具体的な取り組みが学内で実施

されているわけではなく、外部サイトのリンクを紹介

するのみにとどまっている。大学側がセミナーなどを

実施しても日本語が十分でない場合、その情報さえつ

かむことが難しく、結果、留学生側は「十分ではない」

と感じ、大学側は「参加者の伸び悩み」を懸念してい

るといった状況が生まれているのではないだろうか。

英語コースであればなおのこと、こういった状況が顕

著であると予想される。また、Aの語りにあったよう

に、大学（院）在学中の就職活動に関しては時期が明

確な新卒枠の方が情報がつかみやすく、周りの日本人

学生も就職活動に励んでいる流れから、職歴があるに

も関わらず新卒枠を中心に活動をしている点にも問題

があると考えらえる。確かに、キャリア枠は時期が統

一されておらず、情報収集が困難である可能性はある。

しかし、これまでの多くの日本人が歩むルート（新卒

で就職、終身雇用）のみを対象としたものでは、多様

な人材に対応できない。職歴がありキャリアアップの

ために日本へ留学する学生も少なからずいることを考

えると、大学ができる「出口」整備の一つとして、新

卒枠だけではなくキャリア枠の情報を提供することも

必要だと考える。 
志甫（2009）はまた、日本人学生と違い留学生の場

合は特有の「日本社会」教育が不可欠であると指摘す

る 8）。A 大学でも、日本の企業で働く際に必要とされ

るビジネスマナーなどを含むビジネス日本語が週一回

開講されてはいるが、日本語上級クラスの更に上のク

ラスという位置づけになっており、幅広く留学生が受

講できるものではない。 
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また、彼らの周辺には就職を諦めたいわゆるアンチ

ロールモデルの存在も度々確認された。先にも述べた

ように、卒業後に日本で就職する割合が約3割である

ことからも、就職をしなかった（できなかった）先輩

の方が多い環境がモチベーションを下げる悪循環を生

み出している大きな1つの要因と考える。縦・横のネ

ットワークが希薄な留学生は、日本人学生に比べ情報

収集面でかなり不利であり、外国人として日本企業で

働くことのイメージが掴めないまま活動を続けるなか

でモチベーションを失い、挫折してしまうケースが多

い 12)。このような悪循環を断つためには、大学の役割

として卒業後の進路把握、同窓会、留学生の就職成功

例の収集と公開、橋渡しなどは非常に重要となってく

るであろう。 
以上のように、一般的な情報提供などに留まらず教

育的側面も含めた実践的な支援と、ロールモデルを活

用した心理面での支援等多岐に及ぶ支援体制の整備が

必要であると考えらえる。 
  

６ まとめ 

留学生の受け入れが進む中、「出口」の部分で躓く学

生は多く、またその要因も多岐にわたる。ただ、どの

点にも共通するのは留学生、企業、大学、そして社会

それぞれの求めているもの、提供しているもの、期待

していることへの「ズレ」が要因であると考えられる。 
読売新聞（2012）は、ある企業の採用担当者に「理

想の留学生」をたずねた際の「日本人みたいな留学生

がいい」との返答を取り上げ、留学生雇用のミスマッ

チを日本企業に問題があると指摘する 28)。企業は採用

の際に重視する項目の上位に「日本語力」「日本人との

協調性」「採用時の試験や検査の結果」などを挙げてい

る 12)が、これらはすべて3名が語った躓きであり、彼

らが企業に評価してほしい部分とずれている点でもあ

る。つまり、横須賀（2007a）が指摘した通り、企業は

日本語力に優れ、日本人と協調ができる、いわゆる日

本人と同質的な「日本人性」の高い人材を求めている

のに対し、留学生はそればかりでなく「外国人性」も

求めて欲しいと望んでいる。日本社会で活躍するため

には、日本文化習慣への理解は必須であるが、Aの語

りにもあるように、それらを揺るがない基準とし留学

生に押し付けるのでは、留学生のそれぞれの強みを無

碍にしかねない。双方の歩み寄りと「ズレ」を解消す

る施策が必要となるが、その1つの手段として3名は

留学生向けのインターンシップの充実を提案している。 
また、外国人に日本企業での適応を要求するのでは

なく、日本人社員も外国人社員に適応していくことを

しなければグローバル企業とはいえない 17)。さらに、

いずれ国に帰るといった計画にも見合った雇用形態も

必要であろう。長期勤続を期待せず退職が決まった際

はそれを補充する形で留学生を採用し、常に元留学生

が特定の部門に在籍する形態をとる中小企業もある 8）。

語学力についても、入社時点で日本語は不十分である

が戦力となると判断した学生を雇い、一定期間トレー

ニングをするなど、留学生に従来の採用方法への適応

を求めるのではなく各人の能力や価値に見合った採用

方式を構築する必要があろう。彼らの提案にあるよう

にインターンシップなどを活用し、留学生と企業での

相互理解を深める機会を増やすなど、単にグローバル

化を謳うのではなく留学生採用の目的の明確化とそれ

に合った柔軟な改革が早急の課題といえる。 
大学側も初期段階での日本語授業受講の促進、就職

先データの蓄積、インターンシップに関しても理解を

得られる企業を増やし地道に次へつなげる試みが必要

であろう。アンチロールモデルを生み出し続ける状態

では、30万人計画によるグローバル化は本末転倒とな

りかねない。特に3名の語りから危惧されるのは、現

状の日本に対する怒りにも近い感情である。来日当初

の日本への興味、将来への期待を失い落胆した状態で

日本を去った際の先々の影響には留意する必要がある。

留学生受け入れ数を増やすだけではなく、ロールモデ

ルを生み出し次につなげることでこそ、優秀な人材の

受け入れの循環が生まれてくる。 
そして、留学生も語学力の不十分さ、留学向けの情

報の少なさ、入手の困難さを理由に業界・企業理解を

怠ることなく、積極的に取り組む姿勢を強く持つこと

29)が必要である。さらに、「逃げ場」のない日本人学生

と比べ帰国という選択肢を持つ留学生の近視眼的な傾

向は、多くの大学関係者の共通認識である 8）。日本語

以外の語学力や専門性や職業経験だけでは不十分なこ

とを謙虚に受け止め、積極的に情報を収集し、早い段

階から日本語力を含め企業のニーズに合った能力を身

に付けることも必要であろう。特に 3 名の語りから、

つまずきの原因の一つに留学生側の「ブランド志向」

が背景にあることも考えられる。3名は、「外国人人材」
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ではなく、日本人と同じ枠組みでの、「国籍を問わず優

秀な学生を採用する」会社を中心に就職活動をしてい

る。日本語能力が不十分で、「外国人としての特性」を

評価してほしいのであれば、前者の枠組みで就職先を

探し応募することで可能性は広がるであろう。しかし

実際は、母国でトップレベルの大学を卒業し、職業経

験を積み、ステップアップのために日本有数の大学へ

進学したという留学生の自己認識としての「優秀な自

分」と、それを評価しない「時代遅れの日本企業」と

いった二項対立的な考えが生じているともいえる。こ

の段階で足踏みしている状況が、適切な就職指導の不

足を浮き彫りにしているともいえよう。留学生、大学、

企業がこの点をより意識し、スムーズなマッチングを

実現することが重要だと考えられる。 
横田（2008）は、大学卒業後に日本企業へ就職でき

るということは留学生にとって大きなインセンティブ

となりうると指摘する 30)。優秀なグローバル人材を海

外から受け入れるためには、「出口」の整備も同時並行

で早急に進める必要がある。留学生の良さが評価され

る採用方法や人事を提供する企業、またそれらに向け

た大学支援、そしてロールモデルを目標に就職活動に

励む留学生が増えること、さらにこういった双方の歩

み寄りと連携により、真の意味でのグローバル化が進

むことが期待される。 
 人の移動が世界規模で活発になるなか、日本への留

学機会を提供することだけで留学生数を増やせた時代

は終わりつつある。今後は、日本で学位取得後に日本

で就職を実現するといった日本留学の期待収益を高め

ることが、優秀な留学生を海外からより多く受け入れ

ることのできる鍵となる。 
 
７  おわりに 

本研究のストーリー自体は極めて個人的であり、量

的調査に比べ3名と少なく全てを標準化、一般化する

ことはできない。特に本調査は、文系修士課程の英語

コースに所属する外国人留学生を対象としており、一

般的な文系学部に所属する学生と異なる状況での就職

活動に関する調査である。しかし、谷（2008）が「も

し自分が聞きとらなかったら、これらの言葉はずっと

日常性のなかにうもれたままだっただろう（p.221）」
というように 31)、3名の今の複雑な思いや状況を彼ら

の視点から明らかにすることができたといえる。大学

や企業側は多様性を求め留学生を受け入れるからこそ、

質的研究により今後も多様な「声」を汲み取り、解決

の糸口を探り、実践へと応用していくことが重要であ

る。今後は、文系学部に所属し、新卒採用を目指す留

学生や理系学生など、より多様な外国人留学生を対象

とした調査・研究の蓄積も必要であろう。出身国、日

本語能力、日本滞在年数、留学動機などにより異なり、

例えば3名は文系だが、理系はより専門性が重視され

るなど、異なる結果が予測される。また今後、彼らが

仮に日本で就職したとしても就職先での適応問題や転

職、帰国の可能性も十分考えられることから、継続的

な調査により持続可能な就職支援のあり方についても

検討していく必要があると考える。 
 
注 
[1] 日本語能力試験（N2 は上から 2 つ目のレベルであ

り、日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、

より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解

することができるレベルである。） 
[2]  ここでの「従来の日本語コース」とは、基本的に日

本語による講義を受講し学位を取得するコースの

ことである。通常、入学時点で日本語での講義を理

解できる程度の日本語能力が必須となる。 

[3]   SPI は、Synthetic Personality Inventory の略。 
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１ はじめに―グローバル人材育成に係る課題 
日本政府は、世界的に競争と共生が進む現代社会に

おいて日本の成長を牽引するグローバル人材の育成を

推進しており、留学し一定の英語力（TOEFL iBT 90
点相当）を身につけた者を年 10 万人養成することを

目指している（自民党2013）1)。また、海外展開する

日本企業980社を対象に総務省（2017）2)が行った調

査では、留学により体得する語学力や多様な価値観を

受容する経験が業務に生かされるとし、8 割以上の企

業が半年〜1 年以上の長期留学を奨励している。しか

し、高等教育機関における協定派遣学生数を見ると、

2016 年度が約 9.6 万人で内 6 割以上が 1 ヶ月未満の

短期留学であり、半年〜１年以上留学した学生数は 2
割に届かない状況である（文部科学省2017）3)。政府

は2020年までに海外留学する大学生を年12万人、高 
------------------------------------------------ 
A: 神戸大学国際教育総合センター 

校生を年6万人（2013年時点で4.2万人）に増やす目

標を掲げている。留学（特に長期留学）の阻害要因と

して、英語力不足、経済面や就職活動の問題に加え、

安全志向でコンフォートゾーンである日本から抜け出

そうとしない日本人学生の特性が認識されている（太

田 2013）4)。より多くの学生を留学に導くためには、

学生が早期から語学学習や国際的な活動を通し留学の

動機づけや準備につながる学修環境を整備していく必

要があるだろう。 
また、多くの大学にて英語開講コース・科目の増設

とそれに伴う外国人留学生数の増加等、キャンパスの

国際化が進んでいる。学生主体の能動的な学修を重視

しアクティブラーニングを広く導入し、日本人と留学

生が共修し、英語でグループワークやディスカッショ

ンを行なう授業も提供され、学内における国際的な学

修機会が充実しつつある。しかしながら、英語力不足

による授業理解度の低下、従来の知識伝達型の授業に

 

慣れた日本人学生の受動的な授業態度、それ以前に日

本人学生が英語開講科目の履修を避ける傾向も見られ、

結果、教室内外における日本人学生と留学生のインタ

ーアクションが限定的となる等課題も多い。 
この様に、グローバル人材の育成において、学内外

の国際的な学修機会と参加学生の量的拡大、及び学修

の質的向上が課題となる。しかし実際のところ、就職

活動を含む大学教育期間内に限られた担当教員による

対応には限界がある。また、グローバル人材とは単に

英語を使い世界で活躍する職業人ではなく、グローバ

ル社会において広い視野を持ち多様な文化・社会的背

景を持つ人々と協働し世界的な課題に取り組む市民で

あり、国際志向のある一部の学生でなく全学生を対象

に教育を行なうべきであろう。よって大学全体で取り

組むだけでなく、初等・中等教育段階も含めたK-16[1]

の視点から育成を考えることが重要である。 
本稿では異校種間の連携によるグローバル人材育

成の重要性について、日本の現状に加え、同じく教育

段階の縦断的な連携による国際化の必要性が認識され

ている欧州の状況も参考にしながら説明し、更に初等

から高等教育まで一貫性のある K-16 カリキュラムの

研究開発の可能性を考察する。 
 
２ 異校種間の連携 

2.1 日本の政策的観点 

異校種間の連携・接続は中教審の答申及び学習指導

要領にてその必要性が明示されている。特に新1年生

が新しい学校生活になじめない状態となる、いわゆる

小１プロブレム・中１ギャップ・高１クライシスの問

題を受け、幼小中高がそれぞれ子供の発達段階に応じ

た役割を認識し、一貫した教育を行うことが重視され

ている。2005年の答申「我が国の高等教育の将来像」

（中央教育審議会2005）5)では、大学は初等・中等教育

を基礎に成り立つものと同時に初等・中等教育の在り

方に大きな影響を及ぼすものとし、また、知識基盤社

会における社会の発展に寄与する 21 世紀型市民の育

成にあたり、大学は初等・中等教育との接続に十分留

意することが提言されている。 
グローバル人材の育成に関しては、日本経済団体連

合会（2013）6)が初等・中等教育段階から外国語、異文

化、国際情勢等の関心を高め、社会人に求められるグ

ローバル人材の基盤ともなる主体性、コミュニケーシ

ョン能力、課題解決能力等の基礎的能力を生徒にある

程度身につけさせ、大学はそれに応じ、企業と協働に

よるインターンシップ等の学外活動を含めた教育プロ

グラムを開発することが望ましいとしている。文部科

学省（2013）7)も学校教育段階における国際的素養と

英語力を備えた「グローバルJr.」の育成に注力してい

る。2014年度からは国際的に活躍できるグローバル・

リーダーの育成を重点的に行うスーパーグローバルハ

イスクール（SGH）に122校を指定して財政支援を行

ない、高大接続・連携による人材育成に関する研究開

発を主要な活動に位置づけ推進している（SGH 2017）
8)。 

2020年から小学校、中学校、高等学校の順に実施さ

れる新学習指導要領（中央教育審議会 2016）9)では、

グローバル化・情報化、技術革新の進展により急速に

変化し将来の予測が困難な時代に求められる資質・能

力の3要素（①知識・②スキル・③情意—人間性等）を

高等学校卒業時までに身に付けるよう、小・中・高の

各学校段階で教育・学習目標を系統的に設定し、一貫

性のある学習機会の提供と成果の評価を目指している。

大学においても、学力の3要素を多面的・総合的に評

価する大学入試選抜改革、及び修得した資質・能力が

更に伸ばされるよう学校教育カリキュラムとの整合性

を図るべく教育改革が求められている。グローバル人

材の育成に向け、生徒・学生が各教育段階で必要な力

を修得し次段階へ進むことができるようこれまで以上

に初等・中等・高等教育機関の密接な連携が期待され

ている。 
 

2.2 欧州の視点 

欧州連合 (EU)は28の加盟国の文化・言語の多様性

を尊重しつつ、1 つの共同体として結束しグローバル

社会における政治的・経済的な影響力を高めている。

教育、訓練、雇用を含む社会的な統合も進め、法的拘

束力を持たない教育政策を打ち出している。1999年の

ボローニャ宣言[2]で欧州高等教育圏の創設を目指し、

更に lifelong learning（生涯学習）を基本理念に青年

から社会人を主対象にEU域内及び域外を移動し学ぶ

ことを奨励するための資金助成プログラム（Erasmus
＋[3]）を展開し、国際性、流動性の高い教育機会を提供

している。2006年にはグローバル社会にて仕事・社会

参画するための鍵となる 8 つのキー・コンピテンス[4]
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日本政府は、世界的に競争と共生が進む現代社会に

おいて日本の成長を牽引するグローバル人材の育成を

推進しており、留学し一定の英語力（TOEFL iBT 90
点相当）を身につけた者を年 10 万人養成することを

目指している（自民党2013）1)。また、海外展開する

日本企業980社を対象に総務省（2017）2)が行った調

査では、留学により体得する語学力や多様な価値観を

受容する経験が業務に生かされるとし、8 割以上の企

業が半年〜1 年以上の長期留学を奨励している。しか

し、高等教育機関における協定派遣学生数を見ると、

2016 年度が約 9.6 万人で内 6 割以上が 1 ヶ月未満の

短期留学であり、半年〜１年以上留学した学生数は 2
割に届かない状況である（文部科学省2017）3)。政府

は2020年までに海外留学する大学生を年12万人、高 
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A: 神戸大学国際教育総合センター 

校生を年6万人（2013年時点で4.2万人）に増やす目

標を掲げている。留学（特に長期留学）の阻害要因と

して、英語力不足、経済面や就職活動の問題に加え、

安全志向でコンフォートゾーンである日本から抜け出

そうとしない日本人学生の特性が認識されている（太

田 2013）4)。より多くの学生を留学に導くためには、

学生が早期から語学学習や国際的な活動を通し留学の

動機づけや準備につながる学修環境を整備していく必

要があるだろう。 
また、多くの大学にて英語開講コース・科目の増設

とそれに伴う外国人留学生数の増加等、キャンパスの

国際化が進んでいる。学生主体の能動的な学修を重視

しアクティブラーニングを広く導入し、日本人と留学

生が共修し、英語でグループワークやディスカッショ

ンを行なう授業も提供され、学内における国際的な学

修機会が充実しつつある。しかしながら、英語力不足

による授業理解度の低下、従来の知識伝達型の授業に

 

慣れた日本人学生の受動的な授業態度、それ以前に日
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結果、教室内外における日本人学生と留学生のインタ

ーアクションが限定的となる等課題も多い。 
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に教育を行なうべきであろう。よって大学全体で取り

組むだけでなく、初等・中等教育段階も含めたK-16[1]

の視点から育成を考えることが重要である。 
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た役割を認識し、一貫した教育を行うことが重視され
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化、国際情勢等の関心を高め、社会人に求められるグ
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ョン能力、課題解決能力等の基礎的能力を生徒にある

程度身につけさせ、大学はそれに応じ、企業と協働に

よるインターンシップ等の学外活動を含めた教育プロ

グラムを開発することが望ましいとしている。文部科

学省（2013）7)も学校教育段階における国際的素養と
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を尊重しつつ、1 つの共同体として結束しグローバル
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を打ち出し、幼児教育段階から外国語能力（2 ヵ国語

以上）、異文化理解、社会・市民活動参加等の修得を目

指した教育を行なうことを加盟国に推奨している

（European Commission 2017）10)。 

また、欧州ではインターナショナルスクール、バイ

リンガルスクール、国際バカロレア（IB）プログラム

[5]等で国際的な学校教育を受けた大学進学者が増加し、

大学はそれに応じた学修環境の整備が求められている。

これまで Erasmus＋等を通した海外派遣が中心だっ

たが、カリキュラムやキャンパスを国際化し自国生と

留学生の異文化交流や国際経験を重視する

「Internationalisation at Home」が推進されている

（Beelen 2017）11)。また、更なる国際化の進展のため、

大学と他の教育段階（初等・中等・職業・成人教育機

関）との経験、活動内容、発展のための選択肢の共有、

及び連携のための教育段階縦断的なネットワーク構築

の重要性が認識されている（De Wit et al. 2015）12)。 
各国レベルにおいても、例えばノルウェーでは政府

が「all-inclusive internationalisation」を打ち出し、

初等から大学教育までの生徒・学生を対象に世界市民

の育成を目的とした教育の国際化を推進している（De 
Wit et al. 2015）12)。また、オランダでは、Nuffic（高

等教育国際協力機構）が初等・中等・職業・高等教育

の国際化を目的に専門知識とサービスを提供し、また

大学と学校関係者が国際化に関するそれぞれの課題を

共有し意見交換を行うワークショップ等も開催されて

いる（Coelen 2017; De Wit et al. 2015）13), 12)。 
 
2.3 日本における異校種間連携の現状 

欧州と同様に日本の学校教育段階でも国際教育が進

展しており、大学を含めた異校種間の連携によりグロ

ーバル人材・市民の育成を行っている。 
 日本に 1,000 校以上あるユネスコスクール[6]では、

加盟する幼稚園から教員養成大学までの国内外のネッ

トワークを生かし、情報や経験を共有しながら地球規

模の諸問題への対処、人権、民主主義の理解、異文化

理解、環境問題等に関する教育内容や手法の開発を行

なっている。加盟校間の主な交流としては、合同会議

やセミナーへの参加、公開授業や視察による教員や生

徒・児童の往来、協働プロジェクトの実施、ICTを使

用した遠隔交流等がある。また、加盟校が大学との連

携に期待することとして、学校の学習・活動の支援（大

学生の授業参加、または学習成果や教育内容の評価・

活動の価値付け）、国内外のユネスコスクールとの橋渡

しによる小・中・高等学校、地域との繋がりの促進、

研修会や勉強会の開催等が挙げられている（ユネスコ・

アジア文化センター2017）14)。 
前述の SGH においては、大学及び企業や NGO と

連携した様々な取り組みがある。高大連携による主な

活動として、大学教員によるグローバルなテーマの出

張講義、大学が開講する語学・教養・専門科目、セミ

ナー、その他イベントへの高校生の履修・参加、大学

の外国人留学生が高校に出向いて行う異文化交流、大

学教員による高校の課題研究（探求型学習）に関連す

る講義、学習指導・評価、グローバル人材育成に関す

る教育プログラムの有効性の評価・検証等が行われて

いる。更に、課題研究や特定科目において能力を高め

た生徒を多面的・総合的に評価し選抜する推薦入試の

導入が複数の国立・私立大学で始まっている（SGH 
2017）8)。 
また、スーパーグローバル大学（SGU）を中心に IB

入試も実施されている。グローバル人材育成の施策と

関連し、政府は IB プログラムをグローバル社会で必

要な資質・能力を育成するための中心的な学習と位置

づけ、2018年度までに IB認定校を200まで増やす目

標を掲げている。岡山大学では IB のコア科目である

TOK（Theory of knowledge：知識の本質について考

え批判的・論理的思考力を養う科目）を教養科目とし

て導入を始めており、学校教育と接続性のある探究的

な学びが大学でも進展しつつある（国際バカロレアを

中心としたグローバル人材育成を考える有識者会議

2017）15)。 
課外活動においても様々な取り組みが見られる。例

えば、グローバル人材育成教育学会・教育連携部会（奥

山・金丸・村松・赤塚・内田2017）16)では、グローバ

ルコンピテンスの養成を目的に複数の高校と大学の生

徒、学生、教員、及び企業人のメンターが協働で行う

課題探究型学習を企画し実施している。グループ毎に

設定したタスクを考察・発表し、ルーブリックを活用

した事前・事後の自己評価による振り返りを行うもの

で、正課学習の枠組みでは実現が難しい学校・大学の

横断的な実践活動の開発が進んでいる。 
このように、学校と大学の連携は、大学教員による

出前授業をはじめとした大学の知的・人的資源を活用

 

した知識やノウハウを学校関係者に伝授する従来の形

から、生徒と学生の共修、学校教諭と大学教員の協働

による教育手法・評価や研修会、更には高大接続入試

へと多角的な展開が見られる。 
他方で連携がなかなか進まない状況も明らかになっ

ている。前述のユネスコスクールに対して昨年実施し

たアンケートによると、約7割の学校が高等教育機関

から何も支援を受けていないと回答している（ユネス

コ・アジア文化センター2016）17)。また、その他学校

関係者からは「大学はどのような生徒を求め、その生

徒をどう育成しようとしているかが見えない」、「大学

に学校での活動についてもっと知って欲しい」等の声

があり、大学と学校の交流、相互理解の欠如、それ以

前に異校種（特に下位段階）の教育に対する関心の低

さが見て取れる。また、連携は必ずしも機関同士で行

われておらず、学校関係者の個人レベルの繋がりで協

力を依頼し、大学担当者は本務と別に任意で応じてい

る実情も聞かれる。連携の相手と内容の不明確さや担

当者の時間的制約等で取り組みが限定的または先送り

となっている可能性が考えられ、より組織的且つ有機

的な連携が望まれる。 
 
３ K-16カリキュラム研究開発の可能性 

 グローバル人材・市民の育成には、求められる資質・

能力を初等・中等・高等教育段階でそれぞれどの程度

身につけ、それらを次段階でどのように伸ばしていく

のかという K-16 の視点から一貫性のある教育目的、

学修目標、目標達成のための正課・課外活動の内容・

方法、学修支援、学修成果と教育効果の評価等の検討

が必要と考える。 
初等・中等教育段階では、学習指導要領等にて各教

科の教育・学習目標が系統立てて設定されており、一

定の接続性が担保されている。例えば、英語教育にお

いては、小学校から高等学校までの学習到達目標値（中

学卒業時に5割以上の生徒が英検3級以上、高校卒業

時に5割以上の生徒が英検準2級〜2級以上を取得）

や can-do リストによる技能別の詳細な学習目標が提

案されている。外国語科目以外にも、情報、道徳教育、

特別活動、総合的な学習・探求の時間、キャリア教育

等において、国際理解、国際的視野、国際協調の精神

を養い日本人の自覚を持ちグローバル社会の平和と発

展に寄与する人材の育成を目的に、資質・能力の3領

域の教育目標が系統的に示されている（中央教育審議

会2016）9)。大学においては、新学習指導要領を踏ま

え、2020年から導入される大学入学共通テスト（いわ

ゆる新テスト）で英語4技能の総合的な評価を含めた

入試改革が検討されている。それに伴い、大学は高校

卒業時までに修得する資質・能力、及びキー・コンピ

テンシーや 21 世紀スキル等国際社会で求められる汎

用的能力を踏まえ、人材育成の方針を3 ポリシー（ア

ドミッション・カリキュラム・ディプロマ）にて明示

することが期待されている。学校と大学がグローバル

人材・市民の育成を共通の目的に、互いに整合性のあ

る教育・学修目標を立てることで初等から高等教育、

更にその後のキャリアに至り、基礎、応用、発展そし

て完成へと段階的に生徒・学生を導くことが可能とな

る。 
また、ユネスコスクール、SGH、IBプログラム等を

通して高度な国際教育を受けた者とそれ以外の生徒と

の異なる経験や能力もしくは生徒・学生の多様な関心

やニーズに応じた学習機会の提供が必要となる。学校・

大学間の連携により正課・課外活動の充実を図ること

で、それぞれの発展段階に適した国際経験を積ませる

ことが可能となり、先に課題として挙げた留学の動機

付けにも繋がる。特に異校種間の生徒・学生・留学生

の共修や探究型の協働学習活動は今後更なる開発が見

込まれる。国際経験豊かな者がそうでない者のロール

モデルとなり、更なる成長への意識を互いに高め合う

双方にとって有意義な学びの機会となるだろう。 
学習評価についても、ルーブリックを用いて学力の

3 要素の観点から学校と大学教員が協働で評価基準、

及び段階毎の到達目標を設定し、到達度に応じた指導・

支援を K-16 の学修過程を通して継続的且つ包括的に

行うことが考えられる。  
附属校を持つ大学を中心にグローバル人材の育成

における一貫教育研究[7]が進んでいる。また、上述の

課題探究型学習を推進するグローバル人材育成教育学

会をはじめとする学会・研究会または地域単位[8]でも、

大学、学校、企業関係者による教育段階縦断的かつ産

学連携による研究・実践活動が行われている。今後、

異校種間の連携を更に促進し K-16 のカリキュラムの

開発に繋げていくには、従来の大学が学校に知的・人

的資源を与える上から下の一方向的な関係から、互い

に改善し合う双方向の協力関係を築くことが重要とな
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を打ち出し、幼児教育段階から外国語能力（2 ヵ国語
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初等から大学教育までの生徒・学生を対象に世界市民

の育成を目的とした教育の国際化を推進している（De 
Wit et al. 2015）12)。また、オランダでは、Nuffic（高

等教育国際協力機構）が初等・中等・職業・高等教育

の国際化を目的に専門知識とサービスを提供し、また

大学と学校関係者が国際化に関するそれぞれの課題を

共有し意見交換を行うワークショップ等も開催されて

いる（Coelen 2017; De Wit et al. 2015）13), 12)。 
 
2.3 日本における異校種間連携の現状 
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トワークを生かし、情報や経験を共有しながら地球規

模の諸問題への対処、人権、民主主義の理解、異文化

理解、環境問題等に関する教育内容や手法の開発を行

なっている。加盟校間の主な交流としては、合同会議

やセミナーへの参加、公開授業や視察による教員や生

徒・児童の往来、協働プロジェクトの実施、ICTを使

用した遠隔交流等がある。また、加盟校が大学との連

携に期待することとして、学校の学習・活動の支援（大

学生の授業参加、または学習成果や教育内容の評価・

活動の価値付け）、国内外のユネスコスクールとの橋渡

しによる小・中・高等学校、地域との繋がりの促進、

研修会や勉強会の開催等が挙げられている（ユネスコ・

アジア文化センター2017）14)。 
前述の SGH においては、大学及び企業や NGO と

連携した様々な取り組みがある。高大連携による主な
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張講義、大学が開講する語学・教養・専門科目、セミ
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の外国人留学生が高校に出向いて行う異文化交流、大
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いる。更に、課題研究や特定科目において能力を高め

た生徒を多面的・総合的に評価し選抜する推薦入試の

導入が複数の国立・私立大学で始まっている（SGH 
2017）8)。 
また、スーパーグローバル大学（SGU）を中心に IB

入試も実施されている。グローバル人材育成の施策と

関連し、政府は IB プログラムをグローバル社会で必

要な資質・能力を育成するための中心的な学習と位置

づけ、2018年度までに IB認定校を200まで増やす目
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て導入を始めており、学校教育と接続性のある探究的

な学びが大学でも進展しつつある（国際バカロレアを

中心としたグローバル人材育成を考える有識者会議

2017）15)。 
課外活動においても様々な取り組みが見られる。例

えば、グローバル人材育成教育学会・教育連携部会（奥

山・金丸・村松・赤塚・内田2017）16)では、グローバ

ルコンピテンスの養成を目的に複数の高校と大学の生

徒、学生、教員、及び企業人のメンターが協働で行う

課題探究型学習を企画し実施している。グループ毎に

設定したタスクを考察・発表し、ルーブリックを活用

した事前・事後の自己評価による振り返りを行うもの

で、正課学習の枠組みでは実現が難しい学校・大学の

横断的な実践活動の開発が進んでいる。 
このように、学校と大学の連携は、大学教員による

出前授業をはじめとした大学の知的・人的資源を活用
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たアンケートによると、約7割の学校が高等教育機関

から何も支援を受けていないと回答している（ユネス

コ・アジア文化センター2016）17)。また、その他学校

関係者からは「大学はどのような生徒を求め、その生

徒をどう育成しようとしているかが見えない」、「大学

に学校での活動についてもっと知って欲しい」等の声

があり、大学と学校の交流、相互理解の欠如、それ以

前に異校種（特に下位段階）の教育に対する関心の低

さが見て取れる。また、連携は必ずしも機関同士で行
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力を依頼し、大学担当者は本務と別に任意で応じてい

る実情も聞かれる。連携の相手と内容の不明確さや担

当者の時間的制約等で取り組みが限定的または先送り

となっている可能性が考えられ、より組織的且つ有機
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することが期待されている。学校と大学がグローバル

人材・市民の育成を共通の目的に、互いに整合性のあ

る教育・学修目標を立てることで初等から高等教育、

更にその後のキャリアに至り、基礎、応用、発展そし

て完成へと段階的に生徒・学生を導くことが可能とな

る。 
また、ユネスコスクール、SGH、IBプログラム等を

通して高度な国際教育を受けた者とそれ以外の生徒と

の異なる経験や能力もしくは生徒・学生の多様な関心

やニーズに応じた学習機会の提供が必要となる。学校・

大学間の連携により正課・課外活動の充実を図ること

で、それぞれの発展段階に適した国際経験を積ませる

ことが可能となり、先に課題として挙げた留学の動機

付けにも繋がる。特に異校種間の生徒・学生・留学生

の共修や探究型の協働学習活動は今後更なる開発が見

込まれる。国際経験豊かな者がそうでない者のロール

モデルとなり、更なる成長への意識を互いに高め合う
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及び段階毎の到達目標を設定し、到達度に応じた指導・

支援を K-16 の学修過程を通して継続的且つ包括的に

行うことが考えられる。  
附属校を持つ大学を中心にグローバル人材の育成

における一貫教育研究[7]が進んでいる。また、上述の

課題探究型学習を推進するグローバル人材育成教育学
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大学、学校、企業関係者による教育段階縦断的かつ産

学連携による研究・実践活動が行われている。今後、
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的資源を与える上から下の一方向的な関係から、互い
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る。そして大学が連携の中心となり、高大だけでなく

初等と中等教育、更に産業界や地域との橋渡し役を担

うことで首尾一貫した人材育成が可能となる。同時に、

海外の教育機関、国際機関等を含めたグローバルなネ

ットワークを構築し、それを通じて国内外の産官学が

それぞれの活動、経験、課題、可能性を共有し相互交

流・理解を深め、教育段階の縦断・横断的な国際連携

を強化することで、グローバル人材・市民の育成に係

る教育と研究そしてカリキュラム開発・マネジメント

の更なる発展に繋がるだろう。 
 
４ おわりに 

本稿では、グローバル人材・市民の育成における異

校種間の連携の必要性、及び初等から高等教育まで一

貫した教育学修目標・機会・サポート・評価を提供し、

児童、生徒、学生が段階的に資質と能力を養うことが

できる K-16 カリキュラムの研究開発の可能性につい

て述べた。引き続き国内外の連携の進捗状況やグッド

プラクティスを調査し、グローバル人材育成教育学会

を拠点に情報共有や意見交換を通して本研究を推進し、

更に同テーマに関わる研究者と実務者のネットワーク

を構築していきたいと考えており、ご指導、ご協力を

いただけると大変有り難い。 
 
注 
[1] Kindergarten（幼稚園）のKから始まり大学卒業ま

での 16 年の教育期間のことで、学校種間の教育の

連結性及び一貫性を重視したコンセプトとして用

いられる。 
[2] 欧州諸国の異なる学位認定制度・水準を整備しヨー

ロッパ高等教育圏の創設を目指し 1999 年に 29 の

ヨーロッパ諸国の教育相による宣言・調印が行われ

た。 
[3] 2014年（〜2020年）から始まった教育・訓練・青

少年・スポーツを対象とする統合的な資金助成プロ

グラム（総額147億ユーロ）で3つのキーアクショ

ン：1）学生・教員の個人移動、2）改革のための協

力と優良な実践の情報交換、3）政策改革の支援、に

大別される。 
[4]  EUは2006年（現在改訂中）に8つの主要な資質

を設定：1）母語能力、2）外国語能力（2 ヵ国語以

上）、3）数学力と自然科学・工学の基礎学力、4）ICT
スキル、5）学習計画力 6）社会・市民性、7）率先

力・企業家精神、8）異文化理解・コミュニケーショ

ン、加盟国に対し幼児教育段階からこれらの習得を

目指す人材育成を行うよう促している。 
[5]  IB は国際社会で貢献できる人材の育成を目的に、

グローバル化に対応した素養・ 能力を育成する特

色的なカリキュラムを組んだプログラム：小学校段

階のPYP（プライマリー・イヤーズ・プログラム）、

中学校段階の MYP（ミドル・イヤーズ・プログラ

ム）、高等学校段階のDP（ディプロマ・プログラム）

を設置している。日本では 69 校（H29 年度時点）

が IB校に認定されている。 
[6]  ユネスコ憲章に示された理念に基づく国際理解教

育や持続可能な開発のための教育（ESD）等を実践

する学校で、世界に約1万校あるユネスコスクール

のグローバルなネットワーク（ASPnet: Associated 
Schools Project Network）に加盟する。日本では幼

稚園から教員養成大学まで1,034校（2017年10月

現在）が認定されている。 
[7] 例えば、筑波大学と附属小・中・高等学校が「四校

研」と呼ばれる研究会を定例的に開催し、学校と大

学による一貫したグローバル人材の育成を推進し

ている。 
[8] 例えば、徳島県の地域活性化事業の枠組みにおいて、

徳島大学、徳島市立高等学校、地域住民が連携し地

域の国際化、異文化・地域文化の理解、多文化共生

等を推進している。詳しくは以下のリンクを参照。 
   http://repo.lib.tokushima-u.ac.jp/ja/109415  
   http://repo.lib.tokushima-u.ac.jp/ja/109426 
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実践報告  
 
オムニバス形式授業による海外留学促進講座の意義と課題 

 

天木 勇樹 A 
 

Significance and Challenges of a Team-Taught Course 
Promoting Study Abroad 

 
Yuki AMAKIA 

 
Abstract: Students enrolled in a team-taught course promoting study abroad were 
given a survey. The survey was designed to track three separate changes in the way 
students thought about study abroad after having completed the course. Specifically, 
the objectives were to track changes in (1) what goals students associated with study 
abroad, and (2) what types of international programs they considered when planning 
their own study abroad experience. The third aim of the survey was to analyze (3) what 
influence the course might have had on students’ career goals. The course format, 
consisting of a series of guest lectures, was designed to promote study abroad, and to 
encourage more students to work overseas after college. The course consisting of 12 
guest lectures was offered to provide an opportunity to hear from individuals with 
various kinds of overseas experience. The course focused on promoting both short-term 
and long-term study-abroad programs and global internship programs for those 
wishing to pursue careers within international organizations. Drawing on the various 
perspectives of the 12 guest speakers, the course was designed to help students plan 
study abroad and eventually become fully engaged members of the global community. 
The 173 students who responded to this survey questionnaire were interested in 
studying abroad. Also, reflective papers on guest speakers were used in the analysis of 
the qualitative research. The survey found that they offered valuable insight as to how 
the course changed their values and motivation for study abroad, though the course 
did not greatly affect the types of study abroad programs they chose or their future 
career plans. 
Keywords: higher education, team teaching, study abroad preparation, global careers, 
undergraduate 
キーワード：高等教育、チームティーチング、海外留学準備、グローバルキャリア、学士

課程 
 
 

１ はじめに 
1.1 留学の意義を考える 
グローバル化が進展する社会の中で、国際的に活躍

できる人材に求められる能力は多様化し、国際社会が

求める人材として必要な素養を身に付けるために、留

学が果たす役割は計り知れないものがあると考える。

留学は、異なる環境で育った様々な学生たちと知り合

いになり意見を交わすことを通して、他の文化や価値

観を受け入れることができる柔軟性に富んだ人材に成 
------------------------------------------------ 

A: 明治大学国際連携機構 

長する機会を得る場である。留学生活では、日本の大 
学生活とは異なり、文化や言葉の壁など様々な困難に

直面する。明確な目標や目的を持ち、失敗を恐れずに 
何事にも無我夢中で取り組むことが留学生活を成功に 
導くための大切な鍵となる。これらのことを著者自身 
も十年間におよぶ米国留学を通し学んだ。留学する学

生の性格に向き不向きなどなく、精神的にタフになれ

るかどうかが重要である。失敗や挫折という経験は決

して遠回りなどではなく、失敗から学ぶことも沢山あ

り、留学経験は必ず自分自身の人生における財産にな

ると著者が担当する講義で学生たちにいつも伝えてい
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る。 
本学は、世界300大学と協定を結び、様々な国に学

生たちを送り出している。本学全体の国際化推進の責

務を担う国際連携機構や国際教育センターが、海外大

学との学生交流、留学生サポート等、様々な形で留学

推進を行っている。この様な取り組みによって、現在、

本学在籍期間中に長期留学や短期留学等で海外へ渡る

学生の数は毎年1,500人以上となり、年々増加傾向に

ある。各学部や国際教育センターでは、海外留学に向

け効率的かつ効果的に準備・計画を進め、実現してい

くためにいくつかの留学準備講座を開講している。そ

の一つが、国内外で活躍する留学経験者による講演や

留学後のキャリア形成等について議論する「国際キャ

リア特論－留学のすすめ－」（全学部対象科目）である。

本稿では、「国際キャリア特論－留学のすすめ－」の概

要と特色、学生の留学目的や留学に対する不安等の変

化、学生が目指す就職先や進路に関する意識の変容に

ついて、講義初日と講義最終日にアンケート調査を行

なった結果について分析し、オムニバス形式による留

学促進講座の今後の展開について考察する。 
 
1.2 「国際キャリア特論－留学のすすめ－」の特色 
 本学では国際的に活躍できる人材に必要とされる素

養の備わった人材を育成するためのカリキュラム改革、

海外協定校数の拡大や海外留学推進プログラムの開発

等が進められている。その一環として 2011 年度から

全学部の学生が受講可能な留学促進講座「国際キャリ

ア特論－留学のすすめ－」を開講した。本講座は、国

内外で活躍する社会人をゲスト講師として毎週招聘し、

留学の価値、キャリア設計において留学が果たす役割、

留学を通じて高めることができる能力についての講座

を通じ、受講者の留学に対する意識を高めていくこと

を目的としている。さらに、カルチャーショックや逆

カルチャーショックなど、留学体験から派生する課題

について議論し、異文化適応能力の意義についても学

んでいく。入学後の早い段階から多くの学生が、明確

なキャリア意識を持ち、一学期間から一年間の長期交

換留学、四週間程度の短期海外研修や、二週間から一

学期間の海外インターンシップなどに参加するように

促し、受講者に自らのキャリア・デザインの在り方を

客観的に分析する機会を提供しているのが本講座の特

色である。 

1.3 「国際キャリア特論－留学のすすめ－」の概要 
 本講座の概要は以下の表 1 及び表 2 の通りである。 
表1 国際キャリア特論－留学のすすめ－シラバス 
【単位数】 2単位 【開講期】 春学期 
【授業の概要・到達目標】 

本講座では、国際的に活躍する講演者たちが自身

の留学体験や海外での勤務経験をもとに、留学の意

義や留学が自身の人生にもたらした変化などにつ

いて講演し、受講者は講演者の経験した実例をもと

に、受講者の留学に対する意識を高めていくことを

目的としている。学生は本講座を通じて、海外留学

に対する明確な目的や目標を持つことの重要性を

認識し、海外に目を向け、異なるバックグラウンド

を持つ人々との交流や海外生活での学びに強い意

欲を持つとともに、短期留学や長期留学等の海外留

学に挑戦する人材として必要になる素養を身に付

けることを到達目標とする。 

【準備学習（予習・復習等）の内容】 

事前に、次週のゲスト講師の著書等を読み、予備

知識を得ておくこと。復習として、ゲスト講師の話

や討論をもとにした振り返りのレポート（リアクシ

ョンペーパー）を毎週作成する。 

【成績評価の方法】 

以下の諸点により、最終評価を行う。 

（１）授業における貢献度：40% 

※授業の中で自主的に課題を発表し、積極的に発言

することを評価する。 

（２）リアクションペーパー：30% 

※ゲスト講師の話や討論をもとにした振り返りの

レポートを毎週作成すること。（A4用紙1枚、文字

数：1,000字～1,100字以内） 

（３）期末レポート：30% 
※本講座で学んだことをもとに、レポートをまとめ

ること。（A4 用紙 1 枚、文字数：1,400 字～1,500
字以内） 

 

表2 講師一覧 

 講義テーマ ゲスト講師 

1 イントロダクショ

ン：海外留学の意義

について 

担当教員 

2 English Study 
Methods to Prepare 
for Your Study 
Abroad  

安河内 哲也 

（東進ハイスクール

英語講師） 

3 グローバルに活躍す

るための「伝える極

意」 

長井 鞠子 

（会議通訳者/株式会

社サイマル・インタ

ーナショナル顧問） 
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 講義テーマ ゲスト講師 

4 グローバル社会の中

で自分をどのように

磨けばよいのか？新

時代は英語力ではな

く発信力で勝ち抜

く！ 

ルーシー・ジャーマ

ン 

（株式会社ジャーマ

ン・インターナショ

ナル代表取締役） 

5 世界を知ろう！英文

報道の現場から見え

ること 

大門 小百合 

（株式会社ジャパン

タイムズ執行役員） 

6 海外に出る大事さ 吉田 ちか（動画クリ

エーター） 

7 若者（あなた）がき

っと世界を変える 

三輪 開人 

（NPO法人e-
Education代表） 

8 パリの国連で夢を食

う。 

川内 有緒（ノンフィ

クション作家） 

9 ライフネット生命の

挑戦 

岩瀬 大輔（ライフネ

ット生命保険株式会

社代表取締役社長） 

10 Follow Your Passion 松田 悠介（認定

NPO法人Teach For 
Japan創設者） 

11 Believe in Yourself 
－海外留学で得た人

生への自信－ 

南 壮一郎 

（株式会社ビズリー

チ代表取締役社長） 

12 世界から国際NGO
へ 

吉岡 利代 

（国際人権NGO 
Human Rights 
Watch上級プログラ

ムオフィサー） 

13 次世代マインド

Global Citizenship & 
未来づくり

Workshop 

辰野 まどか 

（一般社団法人グロ

ーバル教育推進プロ

ジェクト専務理事兼

事務局長） 

14 総括  

講義全体の振り返り 

担当教員 

 
1.4 研究の目的 
 オムニバス形式の授業を通じ、学生の留学目的や留

学形態などにどのような変化が起こっているのかにつ

いてのアンケート調査結果を分析する。また、学生の

キャリア意識にどのような変化が起こっているのかに

ついて調査する。さらに、オムニバス形式による授業

が海外留学を希望する学生に与える意識の変化につい

てゲスト講師の講義に関する振り返りレポートを質的

データとして分析し、オムニバス形式による留学促進

講座の意義と今後の課題について明示する。 

２ 調査概要 

2.1 調査方法（量的調査） 
本調査では、本学が毎年春学期に開講する学部間共

通講座「国際キャリア特論－留学のすすめ－」を受講

する学生を対象に第1回目の授業と第14回目の授業

最終日にアンケート調査を実施し、履修学生の海外留

学先や留学形態の変化、就職希望先等についてのキャ

リア意識の変化を調査する。 
アンケート調査の質問項目とそれぞれの分析内容を

以下に示す。本調査で使用した調査紙の詳細は付録

[1]を参照のこと。 
【問1】基本データ（学年） 
文系学生のみが在籍するキャンパスで実施したた

め、文系・理系の区分を設けていない。また、回答者

個人を特定する可能性があるため性別区分も含めてい

ない。 
【問2】一番関心がある留学形態 
【問3】留学希望先国 
【問4】留学目的 
学生の留学目的については、長期留学及び短期留学

に参加する学生60名を対象に記述式で行った事前調

査の結果を踏まえて、回答数が多かった11項目を本

調査の選択項目として用意した。留学目的は11の目

的から学生の気持ちに一番近いものを3つ選ぶこと

ができる。選択項目を1つに絞った場合、「語学力の

向上」を選ぶ学生が8割～9割以上になる可能性があ

るため、留学目的として一番近いものを3つ選ぶよ

う求めた。本講座の授業初日と最終日での留学目的に

関する学生の意識の変化を調査する。 
【問5】留学に対する不安・心配 
 留学に対する不安や心配なことについても、事前調

査の結果を踏まえ、8つの選択肢から学生の気持ちに

一番近いものを3つ選択することができる。12名の

ゲスト講師からの授業を通じ、授業初日と最終日での

不安や心配なことに関する学生の意識の変化について

調査する。 
【問6】就職希望先・希望進路 
 本講座の授業初日と最終日での学生の就職意向の変

化について調べる。海外勤務の可能性の有無を含めた

国内企業及び海外企業、国内外の大学院進学を選択肢

に含めた。 
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【問7】留学を検討する際に必要な準備サポート 
学生が求める留学準備サポートサービスについて、

本講座の授業初日と最終日で学生が必要とするサポー

ト体制に変化があるのか調査する。 
 

2.2 調査方法（質的調査） 
講義終了後に振り返りレポートを提出することが成

績評価の一つであり、講義を受けた学生の反応は様々

である。各講義の振り返りレポートを質的データとし

て扱い、本講座が学生に与える意識の変化について考

察する。 
 
３ 調査結果 

3.1 回答者の概要（量的調査結果） 
本調査での有効回答数は、講義初日では173件

（学部1年生100人、2年生73人）、講義最終日で

は165件（1年生94人、2年生71人）である。 
 

3.2 留学形態 
学生の中で一番関心がある留学形態は多い順に、表

3の通りである。講義初日と講義最終日で比較する

と、休学して私費で長期留学を希望する学生が講義最

終日の調査では僅かに増えたことが示されたが、全体

的に学生が希望する留学形態については大きな変化は

見られなかった。 
表3 留学形態 

講義初回日 講義最終日 
半年から1年間の

交換留学 
52% 半年から1年間の

交換留学 
47.3% 

2週間から4週間

程度の短期語学研

修 

30.6% 2週間から4週間

程度の短期語学研

修 

24.8% 

休学して半年から

1年間の私費留学 
6.9% 休学して半年から

1年間の私費留学 
14.5% 

6ヶ月程度の長期

海外インターンシ

ップ 

8.1% 2週間から4週間

程度の短期海外イ

ンターンシップ 

7.9% 

2週間から4週間

程度の短期海外イ

ンターンシップ 

2.3% 6ヶ月程度の長期

海外インターンシ

ップ 

5.5% 

 
3.3 留学希望先国 
 一番留学したいと思う国について調査した結果は、

表4の通りである。北米への留学希望者が最も多かっ

た一方で、オセアニアの大学への留学希望者が講義初

日と比べ、講義最終日には半減していることが示され

た。イギリス英語やアメリカ英語に比べ、オーストラ

リ英語にあまり馴染みがないことや長期留学のための

語学要件が他国に比べ高いことなどが理由として考え

られるが、確たる理由が思い当たらないため、今後、

インタビュー調査を通じ、半減した理由について調査

する必要がある。全体的に見ると、学生が希望する留

学形態と同様に留学希望先国についても講義初日と講

義最終日では大きな差は見られなかった。 
表4 留学希望先国 

講義初回日 講義最終日 
北米（アメリカ合

衆国・カナダ） 
53.2% 北米（アメリカ合

衆国・カナダ） 
56.4% 

ヨーロッパ（フラ

ンス、ドイツ等） 
26.2% ヨーロッパ（フラ

ンス、ドイツ等） 
24.2% 

オセアニア（オー

ストラリア、ニュ

ージーランド等） 

12.1% 東南アジア（シン

ガポール、タイ

等） 

6.7% 

東アジア（中国、

韓国等） 
3.5% 東アジア（中国、

韓国等） 
4.8% 

東南アジア（シン

ガポール、タイ

等） 

2.9% アフリカ（南アフ

リカ、ケニア等） 
1.2% 

中南米（メキシ

コ、ブラジル等） 
1.7% 東欧（ロシア等） 0.6% 

 
3.4 海外留学の目的  
 海外留学の目的について 11 項目から一番当てはま

るものを 3 つ選択するように求めた。本調査の結果、

表5に示してあるように、本講座参加前後では、講義

初日よりも回答者が増えた項目が3つある。まず、「語

学力を向上させたいから」を選択した学生は、講義初

日の69.4%から講義最終日には75.2%に増加した。次

に、「周囲の人たちと違う経験をしたいから」を選択し

た学生は、講義初日の 8.1%から最終日は 18.2%に増

加した。また、「国際感覚を身につけたいから」を選択

した学生は、講義初日の 21.5%から講義最終日では

31.5%にまで増加した。留学体験や海外での勤務経験

があるゲスト講師らは、英語を学ぶことのみを最終目

的とするのではなく、コミュニケーションの道具とし

て英語を使いこなし、自分自身の目的を成し遂げるこ

とが最終目的であると力説したことが学生の意識に影

響した可能性がある。また、様々な経歴を持つゲスト

講師の話を聞き、学生一人ひとりが在学中にコンフォ

ートゾーンから抜け出し、「留学」という周囲とは異な

ることに挑戦する気持ちが高まっていることが推測で

きる。 
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一方で、講義初日に比べ講義最終日に回答者が減っ

た留学目的の項目が4つある。一つ目は、「異文化の中

での生活を通じ、視野が広がると思うから」を選択し

た学生は、講義初日の69.9%から最終日には61.2%に

減少した。次に、「コミュニケーション能力を高めたい

から」を選択した学生も講義初日の28.3%から最終日

には21.2%に僅かに減ったことが示された。また、「国

内外のグローバル企業に就職したいから」を選択した

学生は、講義初日の25.4%から講義最終日に15.8%に

減少した。「海外で働きたいから」を選択した学生は、

講義初日の20.8%から講義最終日には13.9%に減少し

たことが示された。就職先としてグローバル企業や海

外勤務を希望する学生が減った理由について、インタ

ビュー調査を通じ、さらに分析する必要がある。今後

は、国内に勤務しているゲスト講師だけではなく、海

外で勤務しているゲスト講師に現地から Skype 等を

通じ特別講義をお願いし、グローバル企業や海外勤務

が求める人材とはどのような素養の備わった人材であ

るかについて話を聞くことにより、学生一人ひとりが

海外留学や英語の重要性を認識し、学生自身のキャリ

ア・プランの幅が広がると考える。 

表5 海外留学の目的の意識の変容 

留学目的 講義初回日 講義最終日 

語学力の向上 69.4% 75.2% 
視野の拡大 69.9% 61.2% 
行動力と自信の獲得 37.6% 35.8% 
コミュニケーション能力の

向上 

28.3% 21.2% 

国内外のグローバル企業へ

の就職準備 

25.4% 15.8% 

就職に有利 13.9% 13.9% 
周囲と異なる経験希望 8.1% 18.2% 
外国人の友人作り 9.2% 12.1% 
海外勤務希望 20.8% 13.9% 
専門知識の習得 11.6% 8.5% 
国際感覚の習得 21.5% 31.5% 

 

3.5 留学に対する不安・心配 
 留学に対する不安や心配なことについて、8 つの項

目の中から 3 つ選ぶよう求めた。本調査の結果、表 6
に示してあるように、講義初日と講義最終日を比較し

た際に、変化が見られた項目がある。「留学の費用が心

配である（経済的な理由）」を選択した学生は、講義初

日の69.4%から講義最終日は61.2%に僅かに減少した。

講義とは別に様々な留学プログラムの募集説明会など

でも留学奨学金の情報提供を随時行っていることもあ

り、学生たちの経済的な面での不安が少し軽減された

のではないかと推測できる。また、「就職活動などの時

期との兼ね合いが不安である」を選択した学生は、講

義初日の32.4%から講義最終日には22.4%に減少した。

就職活動と留学の兼ね合いに対する不安については、

多くのゲスト講師たちが、海外留学経験者を積極的に

採用する企業が多数出展する米国ボストンで開催され

る就職イベント（ボストンキャリアフォーラム）等の

情報提供を行っているため、留学経験者は就職活動に

不利であると考えていた学生たちが減ったことが考え

られる。 
表6 海外留学に対する不安・心配 

留学に対する不安・心配 講義初回日 講義最終日 

語学力不足 68.8% 69.7% 
経済的負担 69.4% 61.2% 
卒業時期 31.2% 30.3% 
留学先の授業レベル 54.3% 58.8% 
現地生活での環境適応力 25.4% 15.8% 
就職活動との兼ね合い 32.4% 22.4% 
親や家族の理解 9.2% 6.7% 

 

3.6 就職希望先・希望進路 
 本講座の授業初日と最終日において、将来目指す就

職先や希望進路について、第1志望と第2志望を選択

するように求め、学生の就職意向の変化を調査した。

図1は第1志望の就職希望先や進路である。本調査の

結果、図1で示してあるように、授業初日と授業最終

日ともに海外勤務の可能性がある日本企業を志望する

学生が約4割を占め、次いで海外勤務の可能性がある

外資系企業を選択した学生も授業初日と最終日ともに

2 割程度にとどまり大きな変化が見られなかった。海

外勤務の可能性がない日本企業を選択した学生は授業

初日と最終日ともに15%程度であり、海外の現地企業

での就職希望者は授業初日と最終日では1割程度にと

どまった。全ての項目において、第1希望の就職希望

先については大きな変化が見られなかった。 
一方で、第2志望では本講座初日と最終日では、学

生の就職意向に大きな変化が見られた。図2は第2志

望の就職希望先や希望進路である。授業初日と最終日

において大きな変化が示された就職希望先を見ると、

日本企業（海外勤務の可能性あり）を選択した学生は、

講義初日の17.4%から講義最終日では24.2%に増加し

た。外資系企業（海外勤務の可能性あり）では講義初

日の18.6%から講義最終日では32.7%に増加した。第
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2 志望の就職希望先ではあるが、このことからもゲス

ト講師のキャリアに関する話が、学生たちのキャリア

意識に影響を与えていることがわかる。 
 

 
図1 将来の就職先や進路（第1志望） 

 

 
図2 将来の就職先や進路（第2志望） 

 
また、講義初日よりも就職希望先として選択した学

生が減った就職希望先がある。外資系企業（海外勤務

の可能性なし）は、講義初日の18.6%から講義最終日

は6.7%に減少した。海外での就職希望を選択した学生

は、講義初日には16.3%であったが、講義最終日には

10.3%にまで減ったことがわかった。本講座を通じ、

海外留学への意識は高まっているが、大学卒業後、海

外で働きたいと考える学生は少ないことがわかる。そ

の他の項目では、あまり大きな差は示されなかった。

株式会社ディスコキャリアリサーチ（2017）が正規留

学、交換留学、語学留学などに参加した日本人留学生

507 名を対象に行った調査では、ぜひ海外で勤務した

いと回答した学生が72.8%、どちらかといえば働きた

いと回答した学生が19.1%となり、海外勤務を希望す

る学生が 9 割を超えているという調査結果がある 1)。

大学在学中の留学又は社会人留学を経験した130名を

対象に ICC 国際交流委員会（2017）が行った現在の

勤務先に関する調査では、日系企業が 76%、残りの

24%が外資系企業であった 2)。 
本講座は留学希望の学生が履修しているが、海外留

学未経験の学生に対し、海外で働きたいというキャリ

ア意識を高めることは難しいことがわかる。受講者は

大学1年生または2年生であるため、就職希望先につ

いては漠然としたイメージだけであり、明確な目標が

定まっていないことも考えられる。 
 
3.7 留学を検討する際に必要なサポート 
学生が海外留学を検討する際に必要だと思うサポー

トについての項目において複数選択を求めた結果、講

義初日と講義最終日では大きな変化が示されなかった。

学生が希望するサポート制度の選択肢の中で多い順に、

留学経験のある学生による留学相談会の提供であり、

講義初日と講義最終日ともに約6割を占めた。先輩や

後輩などの中で実際に留学経験のある学生からのアド

バイスを求めている学生が多いことがわかる。次いで、

留学相談を行う留学カウンセリングの提供についても

約 6 割、留学に役立つ留学準備講座の提供は約 5 割、

短期留学や長期留学に関する留学説明会を選択した学

生は約3割に留まった。本学では、2017年度から留学

経験者による学生留学アドバイザーを設け、学生自身

の留学経験に基づく留学アドバイスを気軽に受けるこ

とができる交流の場を提供している。また、留学準備

における悩みや相談においても、3 名の留学カウンセ

ラーが個別相談に応じる支援サービスを設け、万全の

体制で学生一人ひとりの留学準備サポートを行ってい

る。 
 
3.8 受講後の学生の意識の変化（質的調査結果） 
学生の講義に関する振り返りのレポートについて、

学生が重要であると認識している点に着目し、データ

をコーディングしカテゴリ化を行なった。学生の授業

に対する反応は様々であるが、カテゴリ化した結果、

海外留学に際し、学生は3つの重要性を認識している

ことが示された。1 つ目はコミュニケーションの道具

としての英語、2つ目はアイデンティティの確立、3つ
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目は行動力や積極性である。 
 

3.8.1 コミュニケーションの道具としての英語 
学生は、コミュニケーションの道具としての英語の

重要性を認識している。東進ハイスクール講師の安河

内氏は、海外留学に行く重要性や留学前に実践的な英

語を習得する学習方法などについての講義を行った。

学生はコミュニケーションの道具としての言葉の大切

さと自分の意見や考えをはっきりと伝えることの重要

性を強く認識していることがわかる。以下、学生の振

り返りレポートの一部である。 
 
学生A：世界で活躍するためには、もっと積極性を持

つこと、オープンに人と関わることが必要であると学

んだ。また、留学に行くのは英語を勉強するためでは

なく、活字情報を実体化するためだという言葉には、

改めて自分の目で世界を見ることの重要性に気づかさ

れた。自分の自信のなさを見つめ直し、できない自分

をしっかり受け入れる必要がある。自信の無さは自分

の能力を制限し、できることの幅も狭まる。上達して

いくためにも、英語が流暢でない自分をきちんと受け

入れて、英語をどんどん勉強していきたいと思う。 
 
また、会議通訳者の長井氏は、グローバルに活躍す

るための伝える極意と題し、言葉や国境を越えて活躍

するために大切なことは何かについて学生に伝えた。

会議通訳者として活躍する長井氏が話す言葉には重み

があり、母国語ではない言葉でコミュニケーションを

取ることの難しさを学生たちに伝えることと同時に、

相手に自分の意志を伝えるためには、情熱（Passion）、
内容（Content）、技術（Skill）の3つを上手く組み合

わせることが最も重要であることを力説した。以下、

学生の振り返りレポートの一部である。 
 

学生B：長井さんは、長年に渡って数多くの首脳会議

の通訳をされ、2020年の東京オリンピックの招致に関

わっておられ、「伝える」プロだという印象を持った。

初めはどんな努力をしたのだろうとか、どんなテクニ

ックを教えてくれるのだろうと構えました。しかし、

長井さんが教えてくださった「伝える極意」はたった

の3つ（Passion, Content, and Skill）だった。最初に

聞いた時は、それだけでは大雑把すぎると思ったが、

後から大事なことに気がついた。それは、「伝えるのは

あくまで自分」ということだ。この3つのポイントを

軸に自分なりの伝え方を探していかなければと思った。 
 

3.8.2 アイデンティティの確立 
 ゲスト講師の講義を通じ、学生は、異なるバックグ

ラウンドを持つ人々と交流を図る際に自分自身を知り、

自身のアイデンティティを持つことの重要性を認識し

ていることが示された。株式会社ジャーマン・インタ

ーナショナルのジャーマン氏は、日本滞在歴 30 年以

上のキャリアを通じ、グローバル社会の中で、自分を

どのように磨けばよいのかについて力説した。講義を

通じ、異文化の環境の中では、異なる文化や価値観等

の全てを受け入れる必要はなく、日本人としてのアイ

デンティティをしっかりと持ち、臨機応変に対応する

ことが必要であることを学生たちに伝えた。以下、学

生の振り返りレポートの一部である。 
 

学生C：留学に対する考え方が変わった。そして、こ

れからのグローバル化に向けて私たちが外国の人たち

とどのように接していくべきか考えさせられる非常に

興味深い講義だった。海外に行くと、自分が当たり前

のことが、海外では受け入れられず、逆のパターンも

多くあると思う。そういった時に、「自分のアイデンテ

ィティは守るべき」とおっしゃったジャーマンさんの

言葉は非常に重みがあり、自分を理解してもらう上で

も、相手を理解する上でも、譲れないものを言えるこ

とが、異なる文化を持つ人々との関係の中で大切であ

ると思った。 
 
また、ノンフィクション作家の川内氏は、自身の海

外経験から得た人生論を語り、学生自身の将来の生き

方や価値観に影響を与えていることがわかる。川内氏

は他のゲスト講師とは異なり、人生の中でロールモデ

ルを必ずしも見つける必要はなく、人生に「線路はな

く、特急列車も目的地も正解もない」という川内氏の

言葉は、これからの進路に迷っている学生たちが海外

留学という選択肢を選ぶ上でも背中を押してくれる言

葉になったのではないかと考える。以下、学生の振り

返りレポートの一部である。 
 
学生D：大切であると感じたことは、「衝動で動いても、
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何とかなるだろう」と思えるようになったことだ。講

義の中で話されていたように人生は衝動で動く時があ

り、その衝動はとても大きなものなので損得を与えな

いで思いっきり飛び込むべき時があるということだ。

次に、「留学は、自分を変えることができる」というこ

とだ。現地の生活や文化を経験することで、自分を変

え、自分自身を成長させることができるきっかけとな

る。川内さんに気付かされた2つのことを実践できれ

ば、経験に基づく自分のアイデンティティが確立され、

グローバルに生きられる自信がつくと感じた。 
 
ライフネット生命保険株式会社の岩瀬氏は、ハーバ

ード大学大学院留学を通じ修得したことや帰国後のラ

イフネット生命保険設立に参画した経緯など、留学と

キャリアについて語った。岩瀬氏は、自身の海外留学

が一つの起爆剤となり、留学後の人生においても様々

な影響を与えていることが、学生たちに伝わっている

ことがわかる。岩瀬氏は、何かに挑戦している人をロ

ールモデルとして見つけ、常に明確な目標を持ち、そ

の目標の実現のために努力することの重要性を学生た

ちに伝えた。以下、学生の振り返りレポートの一部で

ある。 
 
学生E：岩瀬さんの話から、ほとんどの外国人が自分

の国に対して誇りを持ち、自国の歴史などもしっかり

知っているということがわかった。今まで、自分のア

イデンティティを意識していなかったが、留学中に、

これが自分のアイデンティティであるとしっかりと主

張できるようになりたいと思った。また、Planned 
Happenstance（計画された偶然性）など、興味深い言

葉や話を聞くことができ、偶然といっても、しっかり

と準備をしている人にしか偶然は起こらないので、講

義でも話されていた好奇心、持続性、柔軟性、楽観性、

冒険心のあらゆる面で、将来の準備をする必要がある

と感じた。 
 
3.8.3 行動力と積極性 
 講義を通じ、英語を学ぶことのみを最終目的とする

のではなく、海外生活で特に必要とされる行動力と積

極性を持ち、自分の目的を成し遂げることが最終目標

であることを学生は認識している。ジャパンタイムズ

の大門氏は、米国、ニュージーランド、サウジアラビ

アでの自身の海外経験から得られたことについて語っ

た。英語はコミュニケーションの道具に過ぎず、重要

なことは自分の意志で物事を考え、積極的に行動を起

こすことこそが、将来、世界を舞台に活躍できる人材

となるために必要なことであることを力説した。以下、

学生の振り返りレポートの一部である。 
 
学生 F：これから求められる力は、宇宙船の中で生き

る力だという大門さんの言葉にはとても共感した。確

かに、宇宙船内は現代のグローバル社会の縮図と捉え

ることができる。そこで求められる力の一つである常

識の外側から考えることのできる力は、多くの人にと

って訓練しないと手に入らないものだろう。その中で

も「Ability to think outside the box.」は、私が手に入

れたいと思っている力で、枠に捉われずに考えること

の必要性を感じていた。特にこれからは発想力が求め

られる時代だと思うので、その力を鍛えていこうと考

えている。 
 
また、Teach for Japan創業者の松田氏は、留学する

ことから得られた価値や、留学したからこそ踏み込む

ことができた社会起業の世界について講義した。松田

氏の話を聞き、学生は、これからの人生の中で直面す

る様々な困難や苦労をどのように乗り切り、その困難

を克服した経験を留学先や帰国後にどのように活かす

ことができるのかについて考えることの重要性を学ん

だことが伺える。以下、学生の振り返りレポートの一

部である。 
 
学生G：留学ということだけでなく自分の生き方につ

いても考えさせられた。松田さんは教育の現場に違和

感を覚え、教育を変えたいと思ったからこそ、留学を

決めた。留学の形としては、様々なものがあると思う

が、このように明確な目標を持って留学する場合とそ

うでない場合がある。私は、生き方を考えた時に、逆

境を大事にしたいと思った。逆境があってこそ人は成

長できるし、そこでそれについて考えてみることで、

色々とわかってくるのではないかと思う。そこで、松

田さんの言っていた推進力をもった飛行機は、風（逆

境）をうけて初めて飛ぶことができるという話を聞き、

自分には推進力が足りていないということと、逆境の

大切さを認識することができた。 
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以上のように、全 14 回という限られた授業回数で

はあるが、ゲスト講師の経験した実例をもとに、学生

はコミュニケーションを行う道具としての英語の役割

や重要性を認識し、異文化に対する理解と新たな気づ

きを得ることと同時に自身のアイデンティティを理解

することの重要性を認識している。本講座を通じ、海

外に目を向け、異なるバックグラウンドを持つ人々と

の交流や海外生活での学びに強い意欲を示しているこ

とが明らかになった。 
 
3.9 考察 
質的調査結果からは、オムニバス形式の講義が学生

の留学に対する意識に変化をもたらすことがわかった。

学生はコミュニケーションの道具としての英語の習得

や、異文化社会の中で生活する上での自身のアイデン

ティティを確立することの重要性、強い行動力や積極

性を持つことの重要性を認識するようになった。筒井・

船山（2015）は、「グローバル人材として成長するため

の行動へと最終的に導くためには、目標を教育者や国

から押しつけられるのではなく、その大学生自身がた

だ単に目標を定めるだけでなく、その前にしっかりと

自己について考えるように促すことが肝要である」3)

と自己理解の重要性について述べている。筒井・船山

（2015）が述べている自己理解の重要性において 3)、

本講座は学生の意識に大きな変化を促しているといえ

る。 

一方で、量的調査結果からは、授業初日と最終日で

学生の留学形態、留学希望先国、留学目的などについ

て大きな意識の変化が見られず、学生の具体的な行動

計画にまで影響を与えているとは言えない。第1志望

の将来の就職希望先や進路についても講義初日と最終

日を比較すると、変化が見られなかったが、第2志望

の将来の就職先や希望進路については大きな変化が見

られた。新見（2015）が行ったオーストラリアへの短

期留学に参加した学生を対象とする調査結果によると、

参加者自身が様々な課題に対し、「自ら乗り越えていく

ように促し、そのような経験から培われた自信が、将

来の仕事上で、海外における業務を志し、対応してい

く意欲を養う上で役立つ」4)と述べる。また、横須賀

（2017）が行った日本人学生と留学生が経験したイン

ターンシップ後のキャリア意識に関する調査結果にお

いて、「日本人学生の業界や企業に関する情報は、幼少

期から両親などの身近な他者と共有する育成環境の中

で見聞きしたり、自身の直接的な体験から得たりした

もの」5)であると論じる。学生の育成環境の中で将来の

就職希望先に関する情報が蓄積されるのであれば、14
回のオムニバス形式の講義型授業だけでは、学生のキ

ャリア意識に影響を与えることには限界があると考え

る。オムニバス形式の講義を通じ変化した学生の意識

を、留学形態や留学希望先等の具体的な行動へと移す

ためには、学生が次の目標に向かってどのような行動

を取るべきかを明確にすることが必要になると考えて

いる。 
 

４ おわりに 

4.1 今後の課題  
 本調査では、無記名でのアンケート調査を実施した

ため、授業初日と授業最終日で各学生の留学意識にど

のような変化が起きたのかについての追跡調査を行な

うことができなかった。本講座を履修した学生を対象

に、在学中に短期留学や長期留学への参加の有無や留

学形態などについても追跡調査を行なう必要がある。

個人情報の取り扱いに注意し、追跡調査の方法につい

て今後の課題としたい。 
また、今後は学生の習熟度に関する調査が必要であ

る。江川・村上（2013）は、オムニバス形式の授業形

態のデメリットとして、教員と教員の授業間に統一性

を持たせることは難しく、授業内容が広く浅くなるこ

とは避けられないと指摘する 6)。また、オムニバス形

式の講義と一人の教員が教える通常の学部生向け講義

のメリットとデメリットについてLittle・Hoel (2011)
やMoney・Coughlan (2016)が調査した結果、オムニ

バス形式の授業では、より深く洞察力を養成できるメ

リットがある一方で、講義テーマの重複、担当教員同

士の意見の対立等がある 7) 8)。通常の一人の教員が教

鞭を取る授業形式のメリットは、講義テーマや教え方

がぶれることなく、安定していることなどを挙げ、デ

メリットとして情報や知識の偏り等があると述べる。

本講座のキーワードは「留学」であり、異なる海外留

学経験を持つゲスト講師が講義を行うため、講義テー

マの重複はないと考える。今後は、授業時間数が決ま

っているため、14回の全講義で毎週ゲスト講師が入れ

替わりで講義をするべきか、または隔週でゲスト講師

が授業を行い、ゲスト講師の授業がない週は振り返り
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のためのディスカッション形式の授業を行う授業形式

を検討することも考えている。アメリカ等の海外の大

学で開講しているオムニバス形式の講義では、毎週

様々な分野のゲスト講師による 90 分間の講義が行わ

れた後、学生が15人から20人程度のグループに分か

れ、大学院生の教育助手（TA）の主導のもとで講義の

振り返りのためのディスカッション形式の 60 分間の

授業が週1回行われる。講義形式の授業とディスカッ

ション形式の授業を組み合わせることにより、学生の

理解状況を確認することができる。今後、講義の振り

返りのためのディスカッション形式の授業を導入する

ことの有効性を調査し、効果的な実施に向けて検討す

る必要がある。 
本学では、留学経験で得た能力や知識をどのように

今後の人生の中で応用すべきかを学生一人ひとりが考

え、キャリア設計を行う上で留学が果たす役割を客観

的に分析する機会を今後も提供するため、引き続きオ

ムニバス形式の講座を実施する予定である。大学卒業

後、社会人として国際的に活躍できる人材としての土

台を築くためにも、生まれ育った環境とは全く異なる

環境の中で得た経験や人格的な成長の機会を得ること

ができる「留学」が果たす役割は大きいと考える。本

講座を受講した一人でも多くの学生が、日本にとどま

らず世界を舞台に活躍することを切に願い、本講座の

コーディネートを担当している。 
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付録 
[1] 調査紙 
【問1】当てはまるものを１つ選び○をつけてください。 
学年：①１年生   ②２年生 
 
【問 2】一番興味がある留学形態はどれですか。1 つ選び

○をつけてください。 
①協定校への交換留学（半年～1年間） 
②休学して私費留学（半年～1年間） 
③短期海外語学研修（夏休みや春休み期間） 
④短期海外インターンシップ（2週間～4週間） 
⑤長期海外インターンシップ（6ヶ月程度） 
⑦その他 
 
【問 3】留学したい国はどこですか。1 つ選び○をつけて

ください。 
①東アジア（中国，韓国等） 
②東南アジア（シンガポール，タイ等） 
③北米（アメリカ合衆国・カナダ） 
④ヨーロッパ（フランス，ドイツ等） 
⑤東欧（ロシア等） 
⑥オセアニア（オーストラリア，ニュージーランド等）⑦

中南米（メキシコ，ブラジル等） 
⑧アフリカ（南アフリカ，ケニア等） 
⑨その他 
 
【問4】海外留学を希望している場合、留学の目的は何で

すか。下記より3つ選び○を付けてください。 
①語学力を向上させるため 
②異文化の中での生活を通じて，視野が広がると思うか

ら 
③行動力や自信などをつけるため 
④コミュニケーション能力を高めるため 
⑤国内外のグローバル企業に就職したいから 
⑥就職に有利だと思うから 
⑦周囲の人たちとは違う経験をしたいから 
⑧外国人の友人を作るため 
⑨海外で働きたいから 
⑩専門知識を身につけるため 
⑪国際感覚を身につけたいから 
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実践報告 
 

開発途上国への海外派遣プログラムにおける 

学生たちの「学び」について 
（関西学院大学「国際ボランティア」プログラムの事例） 

 

安居 信之 A 
 

Student’s Learning in Overseas Long/Medium-Term Participatory Program 
to Developing Countries 

(A Case Study of “the International Volunteers” in Kwansei Gakuin University) 
 

Nobuyuki YASUIA 
 

Abstract: The learning experience in overseas provides not only educational 
opportunities but also impacts for students’ personal growth. They can have good 
chances to think globally which they have not done before. Meanwhile, teachers and 
staffs are always searching for program contents, teaching methods and materials to 
educate undergraduates, and then encourage them to be globally-minded individuals. 
Now a challenge is the way how we can help developing those students effectively. 
Kwansei Gakuin University (Center for International Education and Cooperation) was 
awarded both “Go Global Japan Project (GGJ)” and “Top Global University Project 
(SGU)” by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT). 
It has been engaged in global competency education and practiced with the 
International Volunteers Program. Through close monitoring and careful observations, 
the university learned that the students who completed their volunteer activities in 
developing countries could really expand their capabilities such as awareness for 
poverty gap, historical view points and cross-cultural understanding. In this article, 
while introducing two different theoretical concepts; Situated Learning by Lave and 
Wenger and Problem-Posing Education by Freire, the author finds out what and how 
impact students’ capability and what is lying down behind those changes. 
 
Keywords: Situated Learning, Problem-Posing Education, Overseas volunteer activity 
キーワード：状況的学習、問題解決型教育、海外ボランティア活動 
 
 

１ はじめに 
海外経験で得た「学び」[1]は、ことさら若い世代の学

生たちにとっては、自らを大いに成長させる糧となる。

また将来のキャリア形成にも少なからぬ影響を与える

ことは言うまでもない。昨今、我が国において、グロ

ーバル人材の育成に積極的に取り組んでいる大学は決

して少なくはない。例えば、「グローバル人材育成支援」

事業（GGJ）には 42 の大学が、さらにスーパーグロ

ーバル大学（SGU）には37の大学が採択されている。

それ以外にも各々の大学においては、短期のみならず 
------------------------------------------------ 
A: （株）国際開発センター 経済社会開発部 

中長期にわたった特色のある海外派遣プログラムが運

営されている[2]。その一方で、グローバル人材の育成

にあたっては、学生に対して、どういった教育内容を、

いかなる方法にて行えば、実りある「学び」をもたら

すことができるのか。高等教育機関の現場では、多く

の教職員が日々、暗中模索の中、試行錯誤と創意工夫

を積み重ねているのが実情ではないだろうか。 
2013 年より関西学院大学[3]において実践されてい

るグローバル人材育成の試みのひとつ「国際ボランテ

ィア」プログラムでは、参加した学生たちは、現地で

様々な困難に直面するが、それを克服して任期を終え

 

⑫その他 
 
【問5】留学に対する不安や心配なことは何ですか。下記

より3つ選び○をつけてください。 
①語学力不足が不安である。 
②留学費用が心配である。（経済的な理由） 
③留学した場合，4 年間で卒業できるかどうか不安であ

る。 
④留学先での勉強についていけるかどうか不安である。 
⑤現地での生活に順応できるかどうか心配である。 
⑥就職活動などの時期との兼ね合いが不安である。 
⑦親や家族が理解してくれるかどうかが不安である。 
⑧不安なことは特にない。 
⑨その他 
	
【問6】将来、あなたが目指す就職先や進路について、下

記より第 1志望と第 2志望を選び、番号を記入してくだ

さい。	
第1志望：＿＿＿＿  第2志望：＿＿＿＿	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

①日本企業（海外勤務の可能性あり）	
②日本企業（海外勤務の可能性なし）	
③外資系企業（海外勤務の可能性あり）	
④外資系企業（海外勤務の可能性なし）	
⑤海外で働きたい	
⑥大学院進学（日本国内の大学院）	
⑦大学院進学（海外の大学院）	
⑧その他	
 
【問7】海外留学を検討する際に、必要だと思うサポート

は何ですか。下記より選び、○をつけてください。（複数

回答可）	
①本講座のような留学準備講座の提供	
②留学準備のためのカウンセリングや相談	
③短期留学や長期留学に関する留学説明会	
④留学経験のある学生による留学相談会	
⑤サポートは特に必要ない	
⑥その他	
 
受付日 2018年1月11日、受理日 2018年3月10日 
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Abstract: The learning experience in overseas provides not only educational 
opportunities but also impacts for students’ personal growth. They can have good 
chances to think globally which they have not done before. Meanwhile, teachers and 
staffs are always searching for program contents, teaching methods and materials to 
educate undergraduates, and then encourage them to be globally-minded individuals. 
Now a challenge is the way how we can help developing those students effectively. 
Kwansei Gakuin University (Center for International Education and Cooperation) was 
awarded both “Go Global Japan Project (GGJ)” and “Top Global University Project 
(SGU)” by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT). 
It has been engaged in global competency education and practiced with the 
International Volunteers Program. Through close monitoring and careful observations, 
the university learned that the students who completed their volunteer activities in 
developing countries could really expand their capabilities such as awareness for 
poverty gap, historical view points and cross-cultural understanding. In this article, 
while introducing two different theoretical concepts; Situated Learning by Lave and 
Wenger and Problem-Posing Education by Freire, the author finds out what and how 
impact students’ capability and what is lying down behind those changes. 
 
Keywords: Situated Learning, Problem-Posing Education, Overseas volunteer activity 
キーワード：状況的学習、問題解決型教育、海外ボランティア活動 
 
 

１ はじめに 
海外経験で得た「学び」[1]は、ことさら若い世代の学

生たちにとっては、自らを大いに成長させる糧となる。

また将来のキャリア形成にも少なからぬ影響を与える

ことは言うまでもない。昨今、我が国において、グロ

ーバル人材の育成に積極的に取り組んでいる大学は決

して少なくはない。例えば、「グローバル人材育成支援」

事業（GGJ）には 42 の大学が、さらにスーパーグロ

ーバル大学（SGU）には37の大学が採択されている。

それ以外にも各々の大学においては、短期のみならず 
------------------------------------------------ 
A: （株）国際開発センター 経済社会開発部 

中長期にわたった特色のある海外派遣プログラムが運

営されている[2]。その一方で、グローバル人材の育成

にあたっては、学生に対して、どういった教育内容を、

いかなる方法にて行えば、実りある「学び」をもたら

すことができるのか。高等教育機関の現場では、多く

の教職員が日々、暗中模索の中、試行錯誤と創意工夫

を積み重ねているのが実情ではないだろうか。 
2013 年より関西学院大学[3]において実践されてい

るグローバル人材育成の試みのひとつ「国際ボランテ

ィア」プログラムでは、参加した学生たちは、現地で

様々な困難に直面するが、それを克服して任期を終え
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帰国した姿には、概して成長の跡が見て取れる。現地

での「学び」が学生たちの成長に何らかの形で寄与し

ていることは疑うべくもない。 
そこで本稿では、実践の中から得られた具体的な証

左を通じて、学生たちの中で何が「学び」として芽生

え、それが如何に育まれていくのか、そのプロセスに

ついて分析並びに検証を試みたい。 
 
２ 「状況的学習」と「問題解決型教育」 
本稿では、理論的なバックボーンとして、レイヴと

ウェンガーによる「状況的学習」と、パウロ・フレイ

レの「問題解決型教育」に着目する。学生の「学び」

を分析するにあたって、この二つの理論を援用して考

察を進めてゆく。 
2.1 レイヴとウェンガーの「状況的学習」 
 文化人類学者のレイヴとウェンガーは、その著書『状

況に埋め込まれた学習：正統的周辺参加』1, 2)において、

「状況的学習 “situated learning”」という概念を、「正

統的周辺参加 “legitimate peripheral participation”」
という新たな分析的考え方を提示して説明することで、

この斬新な学習論をより広く一般に普及させた。 
「状況的学習」のコンテキストでは、本来学習とは、

教室の場などで所与の教育カリキュラムに沿って何か

特定のスキルや知識を教えられるということに限った

ものではなく、日常生活の中の様々な場面そのものの

中に埋め込まれていて、そこから取得していくものと

されている。特にレイヴとウェンガーは、西アフリカ・

リベリアでの仕立屋をはじめとする徒弟制に関する研

究を通じて、学習は「実践コミュニティ “community 
of practice”」へ参加する過程で生ずるものであり、そ

の過程は学び手が当該のコミュニティに正式メンバー

として活動に加わることから始まるとしている。そし

てその参加の形態は、初歩的なものから徐々により深

い部分に関わっていくように変化していくものと述べ

ている。このような「実践コミュニティ」に対するか

かわり方を、レイヴとウェンガーは、「正統的周辺参加」

と呼び、「社会的実践の一側面として学習理論を定式化

する」3)ことで、これまでとは異なる新たな理論として

の「状況的学習」の構築を試みた。ちなみに「正統的

周辺参加」の対象となる「実践コミュニティ」の一例

としては、例えば学校のサークルや各種ボランティア

団体、ボーイスカウトや消防団など、その人が所属し

ているという意識を明確に得られる集団と考えれば理

解し易いであろう。また窪田(2011)4)は従来の学習と状

況的学習を比較検討する中で、特に学習材料の選択に

関して、従来の学習では教え手の視点で媒介されるの

に対して、状況的学習では学習材料は日常の実践の中

に置かれているものなので、学習者自らの視点で求め

るものであると指摘している。 
 

2.2 フレイレの「問題解決型教育」 

一方、ブラジル人の教育学者であり教育思想家のパ

ウロ・フレイレは、その著書『被抑圧者の教育学（原

タイトル“Pedagogia do oprimido”）』5, 6, 7)の中で、「銀

行型教育 “banking education”」と「問題解決型教育 
“problem-posing education”」[4]という、教育に対する

相対峙する二つの概念モデルを提起している（以下の

表１を参照）。 
「銀行型教育」とは、知識の伝達を中心にして、教師

による講話形式のアプローチによってなされ、教師と

生徒の関係は常に教える者と教えられる者に二分され

る。学習の対象は、まず教師が認識し熟考するものと

され、その後、生徒に伝えられることによって学ばれ

る。これに対して「問題解決型教育」は、問題の解決

を指向して、対話を重視した学習のアプローチとなる。

教師と生徒の関係は、共に学ぶ者として、互いに教え、

教えられる立場である。学習の対象は、生徒にとって

は省察のきっかけとなるものであり、教師にとっては

自ら主体[5]として認識するとともに、さらに生徒と共

に常に熟考し直し続けるものであるとしている。 
 

表1 銀行型教育と問題解決型教育 

 銀行型の教育 問題解決型の教育 

学習 

アプローチ 
知識の伝達中心 問題解決指向 

授業の 

スタイル 

教師による講話、反

対話的 

対話重視 「対話なくして問題

解決型学習はない。」 

教師と生徒

の関係 

教える者と教えられ

る者 

互いに教え、教えられる立場。

共に学ぶ者。 

学習の対象 
まず教師が認識し、

生徒に伝える。 

生徒にとって、省察を求めるき

っかけ、学びの起爆剤。 

出典：フレイレ著, 三砂訳『新訳 被抑圧者の教育

学』7)より筆者作成 

 

フレイレ自身、「問題解決型教育」を「世界と共にあ

るいは世界の内にある人間の存在の仕方を批判的に自

分で発見していく不断の努力の現れ」としている。さ

らに彼は、世界と意識について、「人間は自分と世界を

同時に省察できるようになると、自らの認識は広がっ

ていき（中略）『それ自身としてみえていない』ものに

『意識的』な『まなざし』を向けられるようになる」。

その結果、「以前にすでに客観的なものとして存在して

いたけれども、深い意味で認識されていたわけではな

く、ときには認識されていたかどうかもわからないも

のが、問題化され挑戦されるものとして『立ち上がっ

て』くる 」7)と述べている。また里美(2010)8)は、問題

解決型教育について、「訝りをもって世界と対する、自

明とされているものを疑い、世界を「問題」としてと

らえる、といった意味合いが、この言葉にはつよくこ

められている 」と指摘している。「問題解決型教育」

における「学び」のエッセンスは、里美の言葉を借り

れば、自ら「問題を立てる」こと、すなわち「みずか

らの状況を対象化し、問題化する」ことにあると言え

る。 
 
３ 学生たちの「学び」： 実践からの再考 
3.1 関西学院大学における「国際ボランティア」プロ

グラムについて 
現在、関西学院大学では、国際教育・協力センター

のもとで、「国連ユースボランティア」と「国際社会貢

献活動」の二つのサブプログラムからなる「国際ボラ

ンティア」プログラムが運営されている。本稿におい

て分析の対象である学生たちが実際に参加してきた当

該のプログラムについて、以下に概観する。 
「国連ユースボランティア」は、元々は2004年に「国

連情報技術サービス（UNITeS）ボランティア」として

始まったものであるが、その後 2013 年に国内の 5 大

学、2016年にさらに３大学が参画し、現在、関西学院

大学が基幹校となって、８つの連携校とともにコンソ

ーシアムを形成している。なお、関西学院大学からは、

筆者が在職していた2016年度末までの累計で延べ90
人の学生が派遣されており、派遣先はアフリカやアジ

ア、大洋州、中米、欧州など 29 ヶ国にまたがってい

る。 
他方、「国際社会貢献活動」は、関西学院大学が独自

にコーディネートするものとして 2013 年にスタート

した。2016 年度末の時点で計 108 人が参加し、派遣

先は東南アジアの諸国を中心に、欧州、豪州を含む 9
ヶ国にのぼる。 
この２つのサブプログラムで構成される「国際ボラ

ンティア」プログラムは、端的に言えば、学生が大学

在学中に約５カ月間、主として開発途上国のNGOや

学校、国連の現地事務所等にインターン生やスタッフ

として赴き、現地のカウンターパートとともに現場の

業務に従事する。任期を全うすることで単位の認定も

なされることから、大学の正規の授業の一環として、

ある程度の長いスパン、直に国際開発の現場経験を積

めるという意味では、斬新で挑戦的な教育プログラム

と言える。また本プログラムに関係する教職員は、派

遣前、派遣中、派遣後のすべてのプロセスにわたって

学生への積極的な指導及び支援にあたっている[6]。 
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て、三輪(2010)9)は「参加者自身が活動のなかで学んで

いる。（中略）このような意味での学習は、活動対象の

日常生活の状況と切り離されるのではなく、それらと

表裏一体的な関係のもとに生まれている」として、状

況的学習がなされていることを指摘している。同様に

して、本稿で取り上げている関西学院大学における「国

際ボランティア」プログラムも、まさに状況的学習が

豊かに展開されている実践の一つと言えるであろう。 
 また本プログラムの運営にあたっては、学生が現地
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へ赴任した後も、担当教員は毎週初めに現地から送ら

れてくる学生のWeekly Reportに丁寧に目を通し、そ

の一つ一つにメッセージを送り返している。このこと

で教員と学生は、学生の気づきや「学び」をタイムリ

ーに共有するとともに、そこからまたさらに教員と学

生間の対話が形成されていくのである。この点におい

て本プログラムは「問題解決型教育」の考え方が底流

に息づいていると言えるのではないだろうか。 
 
3.2 現地での「学び」： Weekly/Final Reportより 

ここでは国際社会貢献活動のプログラムの一環とし

て、フィリピンおよびマレーシアのNGOに派遣され

た筆者担当の学生たちを取り上げ、派遣期間中を通じ

て各週の活動と振り返りの記録として提出される

Weekly Report、並びに派遣を終えるにあたりそれま

での活動全体を振り返って作成される Final Report
の記述を引用しつつ、学生たちが現地でどのようにし

て「学び」を深めていったのか、以下、３つのテーマ

に事例を絞って検討する。尚、レポートの原文が日本

語の場合は日本語で、英文の場合には英文として、記

述された表現をそのまま引用することとしているが、

便宜上、一部筆者が説明を加えた部分についてはカッ

コで括った。 
 

3.2.1 【事例１】貧困と格差について 
まず最初のテーマとして、貧困と格差について取り

上げる。フィリピンに派遣された学生たちの多くは、

赴任後、比較的早い段階で、このテーマについて意識

する。 
 
・「マニラには大きな近代的なショッピングモール

や、大きなホテル、マンションがたくさんあります

が、その一方で、ボロボロの建物や、路上に座り込

んでいる人々、道に散乱する多くのゴミなど格差を

とても感じます。高速道路の高架下にはトタンでで

きた家に住む人々の姿もありました。フィリピンは

格差が大きいとは聞いていましたが、都市の中での

格差、都市と農村の格差を実際に目の当たりにしま

した。」（3回生, Ａさん） 
・「ビルが次々と立ち並ぶ中で貧困層の人々は生き

ていくために物乞いをしなければならないという

状況を目の当たりにして改めて貧富の格差がどれ

だけ拡大しているかを理解することが出来た。」（2
回生, B君） 
・“Many people, especially child and woman are 
begging me. Poverty problem is more serious. In 
fact, there is no work, so many people are slept on 
the road.”（3回生, C君） 

 
Aさんは首都マニラの街中や地方出張の折に訪れた

村の様子に、また B 君と C 君は物乞いの人たちに直

面して、この国の貧困と格差の現実を自らのこととし

て意識するようになった。この他にも、派遣学生の多

くが、フィリピンにおける現状について同様の言及を

している[7]。実際、学生たちは赴任前から講義やニュ

ースの中で、その事実自体を知っていたはずである。

にもかかわらず、驚きをもってこの現実を受け止める

のはなぜだろうか。これは、派遣された途上国に自ら

の生活を置いたことで、状況的学習が展開される環境

が生まれた。その上で、今まで頭だけで理解していた

貧困や格差が、現実に身近な存在として初めて自身の

こととして結び付いたからではないか。そして、それ

が新鮮な発見となって現れたのであろう。これがまさ

に「状況に埋め込まれた学習」からの気づきであり、

かつ問題意識が芽生えるということである。このよう

な「学び」の萌芽を踏まえて次のステップとして、直

接間接に、仕事や学ぶことへの動機付けへと繋がって、

自身の変化及び成長に至るものと推察される。 
実際、離任を目前にして、Final Report内の記述に

は、次のような学生の変化や成長が伺われる。 
 
・マニラという世界的に見ても格差のひどい都市に

住んでみると、毎日のように物乞いする人々を目の

当たりにする。ジプニーに乗ると、床を這って私た

ちの靴を拭いてお金をもらおうとする人にもよく

遭遇する。はじめは、現地の人の貧しい人々に対す

る無関心さにひどく心が痛んだ。しかし、怖いこと

に、数ヶ月住んでみると、その光景に慣れを覚え始

めてしまっている自分がいた。この意識の変化に気

付いた時は、罪悪感に苛まれた。自分が社会貢献を

しているはずなのに、その貢献は毎日、目の当たり

にする貧困の人たちになんの影響も与えられてい

 

ないと感じたからだ。（2回生, D君） 
 

D君がこのプログラムへ応募するきっかけは、たま

たま機内で隣に乗り合わせた男性からかけられた「本

当に途上国を知りたいのなら現地の人たちと同じもの

食べ、住んで、働いてみなさい」という一言だった。

そして「今回の派遣で、良くも悪くもこの意味が分か

った気がする。」と締めくくっている。これがまさに、

誰に教えられたものではなく、自らが考え、感じ、掴

んだ彼自身の「学び」の成果である。 
 
3.2.2 【事例２】日本人としての歴史への認識 

次に、日本人としての歴史への認識について見てみ

たい。右テーマは、日本との歴史的な繋がりを背景に

抱えるフィリピンに派遣になった学生たちに、とりわ

け意識され易いものである。学生らは、現地の人との

対話を通じて、また現地の博物館や戦跡で目にしたこ

とを題材にして、以下のように綴っている 。 
 
・「戦時中に旧日本軍が行った残虐行為が語られる

ことも多く、そのたびなんとも言い難い気持ちにな

ります。会話は必ず『私たちは今友達だから』『ずい

ぶん昔のことだから気にしないで』という言葉で終

わりますが、そういった話題が持ち上げられる度、

今後世界に出る際の歴史教育の重要性を改めて感

じる。」“I believe that looking forward is very 
important, but looking back the history is also 
very important to live NOW.”（2回生, Eさん） 
・「旧日本軍がフィリピン人を虐殺している絵画や

骸骨が並べられた絵画などが置かれていた。（一緒

に参観したフィリピン人同僚）二人から Don’t 
worry.と言われた。旧日本軍の占領・虐殺は人道を

踏みにじった間違った行為と思うが、その行為を私

たちの先代の日本人が行ったと考えるとどのよう

に対応すればよいのか非常に戸惑った。」「戦争が人

を残忍にさせるということに非常に恐怖心を抱い

た。二度とこのようなことを繰り返さないためにも

この歴史を戦争経験のない私たち世代が後世に伝

えていかなければならないと感じた。」（2 回生, F
君） 
・“The place we stayed was where the Japan army 

set up base camp during World WarⅡ... I think it 
is important to review the history because our 
lives are based on history,”（3回生, 前出Ａさん） 
・“I knew Japan had invaded the Philippines but 
I did not know how Japan had ruled.”（2回生, 前
出D君） 
・“history between the Philippines and Japan...I 
have to learn “true history”, because sometimes 
information is limited and restricted.”（3回生, G
君） 

 
Eさんの場合は現地の人の口から直接話を聞かされ

る形で、またF君は同僚と行った博物館で戦時下の様

子を描いた絵画を目にすることで、さらにAさんは戦

跡に足を運びそこに立ったことで、自らの目の前に現

れた過去の戦争の現実が新たな気づきとして意識され

るに至った。他方、D君が述べているように「どのよ

うに統治（ruled）したのか」という点においては、日

本の教育の中ではほとんど言及されることはないし、

またG君は「時として（歴史の）情報には制約がかけ

られる」といった問題にも目を向けている。 
このように、学生自身が今まで知らなかったこと、

知識が不十分だったことについて、新たな気づきとし

て意識が開かれ、さらにはそのこと自体も含めて現実

に対して率直に問題を提起している。このことからし

て、学生自身の中に何がしかの変化がもたらされたこ

とは言うまでもない。同時にこれらの省察を経て、今

まで明確には意識していなかった自らが日本人である

ことを、ここに来て初めて強く意識するきっかけにも

なったのではないだろうか。 
 
3.2.3 【事例３】異文化理解： 他の宗教の人々とと

もに 
最後に事例３では、イスラム教徒の人々との関わり

を通じて、異文化に対する向き合い方が変わったケー

スを取り上げたい。 
 
・「（同い年の同僚との対話）の中で学んだのは、イ

スラム教徒でも根本的に考えていることは日本人

の私とあまり変わらないということ。彼女と話をす

る前は、宗教を中心に据えているイスラム教徒は西
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へ赴任した後も、担当教員は毎週初めに現地から送ら

れてくる学生のWeekly Reportに丁寧に目を通し、そ

の一つ一つにメッセージを送り返している。このこと

で教員と学生は、学生の気づきや「学び」をタイムリ

ーに共有するとともに、そこからまたさらに教員と学

生間の対話が形成されていくのである。この点におい

て本プログラムは「問題解決型教育」の考え方が底流

に息づいていると言えるのではないだろうか。 
 
3.2 現地での「学び」： Weekly/Final Reportより 

ここでは国際社会貢献活動のプログラムの一環とし

て、フィリピンおよびマレーシアのNGOに派遣され

た筆者担当の学生たちを取り上げ、派遣期間中を通じ

て各週の活動と振り返りの記録として提出される

Weekly Report、並びに派遣を終えるにあたりそれま

での活動全体を振り返って作成される Final Report
の記述を引用しつつ、学生たちが現地でどのようにし

て「学び」を深めていったのか、以下、３つのテーマ

に事例を絞って検討する。尚、レポートの原文が日本

語の場合は日本語で、英文の場合には英文として、記

述された表現をそのまま引用することとしているが、

便宜上、一部筆者が説明を加えた部分についてはカッ

コで括った。 
 

3.2.1 【事例１】貧困と格差について 
まず最初のテーマとして、貧困と格差について取り

上げる。フィリピンに派遣された学生たちの多くは、

赴任後、比較的早い段階で、このテーマについて意識

する。 
 
・「マニラには大きな近代的なショッピングモール

や、大きなホテル、マンションがたくさんあります

が、その一方で、ボロボロの建物や、路上に座り込

んでいる人々、道に散乱する多くのゴミなど格差を

とても感じます。高速道路の高架下にはトタンでで

きた家に住む人々の姿もありました。フィリピンは

格差が大きいとは聞いていましたが、都市の中での

格差、都市と農村の格差を実際に目の当たりにしま

した。」（3回生, Ａさん） 
・「ビルが次々と立ち並ぶ中で貧困層の人々は生き

ていくために物乞いをしなければならないという

状況を目の当たりにして改めて貧富の格差がどれ

だけ拡大しているかを理解することが出来た。」（2
回生, B君） 
・“Many people, especially child and woman are 
begging me. Poverty problem is more serious. In 
fact, there is no work, so many people are slept on 
the road.”（3回生, C君） 

 
Aさんは首都マニラの街中や地方出張の折に訪れた

村の様子に、また B 君と C 君は物乞いの人たちに直

面して、この国の貧困と格差の現実を自らのこととし

て意識するようになった。この他にも、派遣学生の多

くが、フィリピンにおける現状について同様の言及を

している[7]。実際、学生たちは赴任前から講義やニュ

ースの中で、その事実自体を知っていたはずである。

にもかかわらず、驚きをもってこの現実を受け止める

のはなぜだろうか。これは、派遣された途上国に自ら

の生活を置いたことで、状況的学習が展開される環境

が生まれた。その上で、今まで頭だけで理解していた

貧困や格差が、現実に身近な存在として初めて自身の

こととして結び付いたからではないか。そして、それ

が新鮮な発見となって現れたのであろう。これがまさ

に「状況に埋め込まれた学習」からの気づきであり、

かつ問題意識が芽生えるということである。このよう

な「学び」の萌芽を踏まえて次のステップとして、直

接間接に、仕事や学ぶことへの動機付けへと繋がって、

自身の変化及び成長に至るものと推察される。 
実際、離任を目前にして、Final Report内の記述に

は、次のような学生の変化や成長が伺われる。 
 
・マニラという世界的に見ても格差のひどい都市に

住んでみると、毎日のように物乞いする人々を目の

当たりにする。ジプニーに乗ると、床を這って私た

ちの靴を拭いてお金をもらおうとする人にもよく

遭遇する。はじめは、現地の人の貧しい人々に対す

る無関心さにひどく心が痛んだ。しかし、怖いこと

に、数ヶ月住んでみると、その光景に慣れを覚え始

めてしまっている自分がいた。この意識の変化に気

付いた時は、罪悪感に苛まれた。自分が社会貢献を

しているはずなのに、その貢献は毎日、目の当たり

にする貧困の人たちになんの影響も与えられてい

 

ないと感じたからだ。（2回生, D君） 
 

D君がこのプログラムへ応募するきっかけは、たま

たま機内で隣に乗り合わせた男性からかけられた「本

当に途上国を知りたいのなら現地の人たちと同じもの

食べ、住んで、働いてみなさい」という一言だった。

そして「今回の派遣で、良くも悪くもこの意味が分か

った気がする。」と締めくくっている。これがまさに、

誰に教えられたものではなく、自らが考え、感じ、掴

んだ彼自身の「学び」の成果である。 
 
3.2.2 【事例２】日本人としての歴史への認識 

次に、日本人としての歴史への認識について見てみ

たい。右テーマは、日本との歴史的な繋がりを背景に

抱えるフィリピンに派遣になった学生たちに、とりわ

け意識され易いものである。学生らは、現地の人との

対話を通じて、また現地の博物館や戦跡で目にしたこ

とを題材にして、以下のように綴っている 。 
 
・「戦時中に旧日本軍が行った残虐行為が語られる

ことも多く、そのたびなんとも言い難い気持ちにな

ります。会話は必ず『私たちは今友達だから』『ずい

ぶん昔のことだから気にしないで』という言葉で終

わりますが、そういった話題が持ち上げられる度、

今後世界に出る際の歴史教育の重要性を改めて感

じる。」“I believe that looking forward is very 
important, but looking back the history is also 
very important to live NOW.”（2回生, Eさん） 
・「旧日本軍がフィリピン人を虐殺している絵画や

骸骨が並べられた絵画などが置かれていた。（一緒

に参観したフィリピン人同僚）二人から Don’t 
worry.と言われた。旧日本軍の占領・虐殺は人道を

踏みにじった間違った行為と思うが、その行為を私

たちの先代の日本人が行ったと考えるとどのよう

に対応すればよいのか非常に戸惑った。」「戦争が人

を残忍にさせるということに非常に恐怖心を抱い

た。二度とこのようなことを繰り返さないためにも

この歴史を戦争経験のない私たち世代が後世に伝

えていかなければならないと感じた。」（2 回生, F
君） 
・“The place we stayed was where the Japan army 

set up base camp during World WarⅡ... I think it 
is important to review the history because our 
lives are based on history,”（3回生, 前出Ａさん） 
・“I knew Japan had invaded the Philippines but 
I did not know how Japan had ruled.”（2回生, 前
出D君） 
・“history between the Philippines and Japan...I 
have to learn “true history”, because sometimes 
information is limited and restricted.”（3回生, G
君） 

 
Eさんの場合は現地の人の口から直接話を聞かされ

る形で、またF君は同僚と行った博物館で戦時下の様

子を描いた絵画を目にすることで、さらにAさんは戦

跡に足を運びそこに立ったことで、自らの目の前に現

れた過去の戦争の現実が新たな気づきとして意識され

るに至った。他方、D君が述べているように「どのよ

うに統治（ruled）したのか」という点においては、日

本の教育の中ではほとんど言及されることはないし、

またG君は「時として（歴史の）情報には制約がかけ

られる」といった問題にも目を向けている。 
このように、学生自身が今まで知らなかったこと、

知識が不十分だったことについて、新たな気づきとし

て意識が開かれ、さらにはそのこと自体も含めて現実

に対して率直に問題を提起している。このことからし

て、学生自身の中に何がしかの変化がもたらされたこ

とは言うまでもない。同時にこれらの省察を経て、今

まで明確には意識していなかった自らが日本人である

ことを、ここに来て初めて強く意識するきっかけにも

なったのではないだろうか。 
 
3.2.3 【事例３】異文化理解： 他の宗教の人々とと

もに 
最後に事例３では、イスラム教徒の人々との関わり

を通じて、異文化に対する向き合い方が変わったケー

スを取り上げたい。 
 
・「（同い年の同僚との対話）の中で学んだのは、イ

スラム教徒でも根本的に考えていることは日本人

の私とあまり変わらないということ。彼女と話をす

る前は、宗教を中心に据えているイスラム教徒は西
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洋の考え方とは違った考え方をしており、根本的な

ところで違いがあるのではないかと思っており、今

考えると一種の偏見を持っていた。しかし、彼女と

話す中でその考えは払拭され、「宗教」というくくり

にとらわれすぎず、その人自身を見て、相手の気持

ちを考えながら付き合っていける人でありたい。」

（2回生, Hさん） 
・”People could have negative impression against 
Islamic people, however at least they (Muslims) 
are very good persons and they always keep in 
their mind that they should be helpful to people in 
any kind of ways. I do not want people to get 
negative images to Islamic people from these 
kinds of terrorisms that only a few of them took.” 
（3回生, 前出G君） 
 

Hさんは、多民族国家でありイスラム教徒が多いマ

レーシアへ派遣された学生である。派遣先での同僚と

の日常的な交流を通して、人としての本質的な部分に

共感することで、自らの異文化に対する不十分な理解

に気づき、本来あるべき異文化の人々との向き合い方

について考えを巡らせている。またフィリピンに派遣

になったG君は、イスラム教徒の友人知人らとの関わ

りを通じて、Hさんと同様に異文化との向き合い方を

見つめ直すとともに、多くの人がイスラム教徒に対し

て抱いている誤ったイメージついて疑問を投げかけて

いる。 
HさんにしてもG君にしても、これまで異文化との

関わり合い方について学習する機会は幾度となくあっ

たはずである。しかし実際に身近な存在として日常の

中で接することで、異国の地での自分の立ち位置を見

いだすとともに、真の意味で異文化の人々と向き合う

ことを自分のこととして自らの中に取り込むことがで

きたのであろう。 
 
４ まとめとして 

以上、３つのテーマ事例をもとに、学生たちが派遣

期間中、自らが活動する環境下において、如何に問題

に気づき、問題提起をするのか見てきた。これらの観

察をもとに、学生たちの「学び」の構造をまとめたも

のが以下の図2である。 
学生らは、自身の置かれた状況を、現地の人々との

かかわりの中で、直接目で見、肌で感じることで、自

分のこととして対象化する（状況的学習）。この過程で、

自分自身と身の回りのことを関連付けて省察すること

で、意識が向けられる対象が深まる。それによって新

たな気づきとともに、問題の背景や原因にも思考を巡

らせ、自ら問題を提起するようになるのである（問題

解決型の教育）。そして、そのことをきっかけに、内面

的な部分に変化をきたし、結果、考え方や日々の行動

にも影響が及ぶものと考えられる。状況的学習の環境

の下、この意識が深まる「学び」のプロセスこそが、

学生たちを成長させる上で、重要な要素となっている

のである。 
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注 
[1] 本稿では、「学び」を「人を内面的に変化させるた

めに必要とされる無形の投入物」と定義し、「学

び」の結果、その人の考え方や行動規範にも影響

が及ぶものであるとする。 
[2] 例えば、恵泉女学園大学が実施している北タイ地域

に1セメスター学生を派遣する長期フィールドスタ

ディプログラムなどがある。 

[3] 本稿の内容は、あくまでも筆者個人の見解によるも

のであり、従って本論文の内容に関係するいかなる

組織・団体のそれを代表するものではない。 
[4] フレイレの原文で用いられているポルトガル語の

"educação bancária","educação problematizadora"
を、小沢ほか(1979)6)では「銀行型教育」「課題提起

型教育」、三砂(2011)7)は「銀行型教育」「問題解決型

教育」、里美(2010)8)では「預金型教育」「問題化型教

育」と、それぞれ別々の訳が付けられている。本論

文の論旨や訳語の普及状況等についても考慮した

ものの、本稿では、文中の引用がすべて三砂(2011)7)

からのものであることに鑑み、整合性の観点から、

三砂(2011)7)の訳語に統一した。 
[5] 「問題解決型教育」のコンテキストでは、学びにお

ける主体は、生徒であるとともに教師でもあること

に留意する必要がある。教師は「知る」という行為

を通じて思考し、熟考し続けるわけであるが、そこ

には里美(2010)も指摘しているように「自分だけが

主体なのではなく、相手もまた主体であることの徹

底的な認知」8)のもと、生徒が考え導き出した答えに

対して、教師はそれを受けてまたさらに熟考すると

いった、いわゆるらせん状に対話を繰り返すことが

求められている。すなわち「相互主体的なやりとり

の場」8)でなければならない。 
[6] ちなみに派遣任期を終えて帰国した後も、派遣を終

えた学生のみを対象にしたゼミナール形式の授業

が用意されている。その中では、派遣中に自ら立て

た問題をあらためて省察し直し、それを学生間で共

有し合うことで、さらに意識のレベルを高めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

その上で、自らの「学び」を、高校生や大学の後輩た

ちに向けて、今度は教える側の立場に立ってプレゼ

ンテーションを行う。この経験は、現地での「学び」

を別の角度から眺め、整理し直す、いわゆる省察の

良い機会にもなり、学生にとって非常に有意義なも

のとなっている。 

[7] 例えば、“the thing that I have learnt and I was 
surprised about life in the Philippines is about its 
disparity.”（2回生, D君）。「身に染みて思ったのは

『マニラの貧富の格差が深刻』ということだ。（中略）

私は1つの都市でこれほど貧富の差がはっきりして

いるケースを見たことが無かったために非常にシ

ョックだった。」（2回生, F君）。“I recognized gap 
between the rich and the poor and it is bigger 
comparing to the one in Japan. But I do not know 
why they gap is so big.” （3回生, G君）など、フ

ィリピンに派遣された学生は、必ずと言って良いほ

ど、このテーマについて意識を向けている。 
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論壇  
 

高校生は英語外部検定試験[1]1-6)についてどれほど知っているのか 
（大学入試改革を高校生の視点から眺めてみる） 

 

 奥山 則和 A 

 
 
１ はじめに    
教育改革の一つ、大学入試において英語の4技能（聞

く・話す・読む・書く）を測ろうという試みが次のよ

うに始まっている[2]。 
 

表１ 大学入試における外部英語検定試験利用状況 

――――――――――――――――――――――― 

 
――――――――――――――――――――――― 
 
① 大学入試で英語外部検定試験を利用している大学

は、旺文社の調査[3]7-9)による3年の推移を見ても確

実に増加している（表1）。 
② 国立大学協会は『平成32年度以降の国立大学の入

学者選抜制度－国立大学協会の基本方針－』10)の中

で「国立大学としては…認定試験[4]を『一般試験』

の全受験者に課す」と発表した。 
③ 英語外部検定試験を活用している大学が集まって

議論する「TEAP連絡協議会」（日本英語検定協会

主催）11)では、次のような発表があった。(1)どの

ようなシステムで活用し、どの程度の受験者があっ

たか。(2)そのような試験を利用して入学した学生

が、他の学生と比べて成績がどうであったか[5]。こ

れらの発表にあるように、英語外部検定試験の利用

に関し、大学はノウハウや、それにはメリットがあ

ることも共有し始めている。 
④ 英語外部検定試験は次のような外圧としての役割

が期待できる[6]12)。(1)アクティブラーニング型授業

の波及に伴い、改善傾向にあるとはいえ、講義調の 
------------------------------------------- 
A:学校法人桐蔭学園グローバル教育センター 

授業に終始し、実用性の伴わない英語指導を続けて

いる高校の授業を変えさせる。(2)アクティブラー

ニングが高校以下で進み、講義調の授業を続けられ

ないと危機感を感じている大学教員の授業を変え

させる。 
今後、英語外部検定試験利用が国公立・私立大学で

増えることは必至の情勢だ。 
以上の議論で顔が見えなくなっているステークホル

ダーは、大学受験生である。リンガフランカとしての

英語で異文化の人とコミュニケーションが取れ、グロ

ーバル人材となる可能性のある者たちだ。その彼らは、

大学入試の英語外部検定試験に関して、どれほど知っ

ているのか。筆者は、この春大学入試を受験した生徒

約1,000人を対象に、彼ら・彼女らが受験体制に入り

始める頃の2016年10月22日にアンケートを行った。 
 

２ 本校の英語教育 
桐蔭学園は、昭和39年（1964年）に男子校の高等

学校として開校した。今では、幼稚園から大学院まで

ある。中等教育機関としては中学校・高等学校男子部、

同女子部、中等教育学校（男子校）の3部署から成る

総合学園である。在籍全生徒が大学進学を目指す進学

校の本校は、次のような英語環境にある。 
① 最寄りの駅から学校へは公共バスを利用して通う。

そのバスの中には『週刊ダイヤモンド』13)の広告が

必ずある。この週刊誌はビジネス誌であるが、定期

的に英語学習や大学に関する特集を組んでいる[7]。

生徒は、日常的にその広告を目にする環境にある。 
② 各種検定試験を受けやすいような支援をしている。

本校では、小学 1 年生から英語教育を行い、小学

部から英検は団体受検している。英検は、内容や取

得級から想定される実力までの理解を、保護者、生

徒、教員が共有している。このことから、本校の軸

となる検定試験である。 
③ TOEIC の実施団体である IIBC[8]の賛助会員にな

  

っている。本校は習熟度別制を採用している。中学

男子部以外すべての部署に帰国子女を対象とした

英語の特別クラスがあり、そのクラスに所属する生

徒（例年150名弱在籍）はTOEIC SW試験を受検

している。 
④ 中等教育学校後期課程の帰国子女特別クラスに所

属する生徒は、TOEFLの教材を用いてアカデミッ

ク英語のトレーニングをしている。 
⑤ 英語最上位者には IELTS[9]14)の団体受検の場を提

供している。事前無料対策講座も実施している。 
⑥ 同じキャンパス内にある大学は、英検およびTEAP

の公開試験会場となっている。 
⑦ ②～⑥の環境をより多くの生徒に理解してもらえ

るように、図 1 のポスターを高等学校・中等教育

学校後期課程のすべての教室に掲示し、啓発もして

いる。 
 

 
図1 本校で掲示されているポスター[10] 

 

３ 大学入試までの大まかな流れとアンケート 
大学受験へ向けて生徒は、高校1年から2年への進

級時に文系・理系の選択をする。そして高校2年の後

期に「受験生宣言」をする。高校2年の夏以降、順次

大きな大会ごとに部活、特に運動部に所属する生徒た

ちは引退していく。この頃から教員は、大学受験を意

識した生徒への接し方が色濃くなる。高校3年生にな

ると、「第 1 志望宣言」というものを行い、それに保

護者の署名をもらうことで、生徒には自身の選択に責

任を持たせるよう工夫している。[11] 
このような大学入試への流れのなか、受験体制に入

り始める頃の2016年10月22日に、本校に在籍する

高校2年生・中等5年生全員を対象に、表2にあるア

ンケートを実施した。回答数932件（在籍数1,054名）

の内、回答内容に矛盾のない810件[12]に関し、その内

容を調べた（表3）。受験体制に入り始める頃とはいえ、

まだ部活を続けている生徒がいたり、志望大学や学部

についてイメージが明確になっていなかったりする中

でのアンケート実施である。 
なお、この2016年度とは、GTEC CBTリリースよ

り3年目、TEAP実施3年目、TEAP CBT導入年で

あり、英検2級が4技能化された年度である。 
 

表2 アンケート内容 

――――――――――――――――――――― 

 
――――――――――――――――――――― 

 
表3 回答数内訳 

――――――――――――――――――――― 

 
――――――――――――――――――――― 
 

４ アンケート結果の分析 
アンケート結果の分析は、5 グループに結果を分け

て行った。そのグループ分けとは以下の通りである。 
①全体      ②英検準2級以上取得者 
③中等教育学校  ④理数科     ⑤普通科 
全体とは別に、実際に大学入試で検定試験を活用で
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論壇  
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きる実力を備えていると判断できる、高校2年生の第

1 回までに英検準 2 級以上を取得した（とアンケート

に答えた）生徒について分析した。また特進コース扱

いとなる中等教育学校や理数科[13]の生徒たちが、一般

クラス扱いでありスポーツ推薦で入学した生徒も在籍

する普通科の生徒たちに比べて、検定試験に関する受

検経験や知識について差があるかについても分析した。 
表4にあるように、どのグループでも英検の認知度

100%というのは、本校の英語教育環境から当然の結

果である。英検の次に認知度が高いのは、TOEIC(89%)
とTOEFL(64%)だ。TEAPは、特進の中等・理数で、

普通科に比べて若干高くなっている（全体65%・中等

65%・理数科77％・普通科54%）。 
先に述べたように、生徒たちはバス内で定期的に英

語が特集されるビジネス誌の広告を見る機会や、自分

たちが日常を過ごす教室で英語の資格試験について説

明をするポスターを目にする環境にある。しかし、そ

のポスターに記載されている資格試験すべてが認知度

100%ではない。アンケートの回答者である生徒が、

試験の内容を知らないために選ばなかった可能性があ

る。生徒たちが英検2級（図1でいう英検以外の試験

を受けるに足る英語力）にまだ届いておらず、ポスタ

ーの内容がまだ自分には関係のないものであると思っ

ている可能性もある。 
中等教育学校では、GTEC CBT の認知度が高等学

校に比べて高いが（全体17%・中等79%）、それは表

5 の受検経験から説明できる。アンケートに答えた中

等 5 年生たちは、中等 3・4 年と 2 年連続で（旧称）

GTEC for Students(GfS) [14] 15)を団体受検してきた。

彼らの中に、GTEC CBT を受検した者はいない。そ

れでも受検したことがあると答えた生徒が 52%も出

たのは、GfS を CBT であると誤っての認識である。

また、GfSではタブレットを用いた面接試験を実施し

ているので、そこで CBT であったと勘違いした生徒

もいると考えられる。 
その表5では、全体の英検受検経験者が94%であっ

た。本校では、年3回実施される英検はすべて受検の

手続きが校内ででき、2 級までは校内で受けられる。

特に中学（中等教育前期）段階では、年度内に1度も

英検を受検しようとしない生徒には、担任から事情を

訊かれる。また各学期の成績会議では、何%の生徒が

どの級まで取得できているかを、全ての学年で必ずチ

ェックする。受検経験がないと答えた生徒は高等学校

のみなので、そのほとんどの生徒は高校から本校に入

学した生徒の一部であるのは確かだ。しかし、本校は

高校入試でも英検準2級取得者には利点がある高校入

試制度[15] 16)を整備している。それでも受検体験がある

生徒が95%を割る結果が出ていることは、英検を推し

ている側の筆者からすると驚きである。 
本校では帰国子女特別クラスに在籍している生徒と、

受検を希望する他クラス在籍の生徒には、TOEIC SW
試験を年に1回受けさせている。目的は、以下の2点

だ。 
① 英語力の上位にある生徒たちに、同じ物差しの試

験を受けさせて、英語力の伸長をスコアで観るため。 
② 英語の言葉遣いが稚拙な者が多い生徒たちに、電

話での苦情処理や役所へのメールといった大人の

文脈で英語を使用する機会を与えるため。 
例年各学年に 30 名程度、該当する生徒がいる（こ

の学年は高 1 時に 29 名が受検、高 2 時の団体受検は

アンケート後）。810名中44名が受検経験があると回

答しているので、帰国子女以外で TOEIC を受けてい

るのは、15名ほどであることが読み取れる。 
若干名の受検ということであれば、TOEFL（810

名中 20 名）も同じである。学校として団体受検のサ

ポートをしていないのにもかかわらず、TOEIC より

も自ら希望して校外で受検した数が多かった。 
アンケートに答えたのは進学校を標榜する学校に在

籍する生徒たちである。表6にあるように、大学入試

で英語の検定試験が使えるという事実を知らないとい

う生徒はどのグループでも少ない（810 名中 32 名・

各グループ3～5%）。 
表7は、どの検定試験が大学入試で活用できるかに

ついて、生徒たちがどれくらい知っているかを表して

いる。英検が圧倒的に認知され（全体で 82%）、つい

でTOEIC（全体で50%）・TEAP（全体で48%）とな

り、その二つとは少し離されてTEOFL（全体で26%）

となっている。 
最近導入が進む CBT という形態に関しては、どれ

ほど認知が進んでいるのであろうか（表8）。全体的に、

知らないと答える生徒が多い(79%)。タブレットで面

接試験を受検したことのある中等教育学校の生徒の方

が、より CBT を認知しているように見える（「はい」

の回答：中等32%・理数科25%・普通科15%）。 
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5 の受検経験から説明できる。アンケートに答えた中

等 5 年生たちは、中等 3・4 年と 2 年連続で（旧称）

GTEC for Students(GfS) [14] 15)を団体受検してきた。

彼らの中に、GTEC CBT を受検した者はいない。そ

れでも受検したことがあると答えた生徒が 52%も出

たのは、GfS を CBT であると誤っての認識である。

また、GfSではタブレットを用いた面接試験を実施し

ているので、そこで CBT であったと勘違いした生徒

もいると考えられる。 
その表5では、全体の英検受検経験者が94%であっ

た。本校では、年3回実施される英検はすべて受検の

手続きが校内ででき、2 級までは校内で受けられる。

特に中学（中等教育前期）段階では、年度内に1度も

英検を受検しようとしない生徒には、担任から事情を

訊かれる。また各学期の成績会議では、何%の生徒が

どの級まで取得できているかを、全ての学年で必ずチ

ェックする。受検経験がないと答えた生徒は高等学校

のみなので、そのほとんどの生徒は高校から本校に入

学した生徒の一部であるのは確かだ。しかし、本校は

高校入試でも英検準2級取得者には利点がある高校入

試制度[15] 16)を整備している。それでも受検体験がある

生徒が95%を割る結果が出ていることは、英検を推し

ている側の筆者からすると驚きである。 
本校では帰国子女特別クラスに在籍している生徒と、

受検を希望する他クラス在籍の生徒には、TOEIC SW
試験を年に1回受けさせている。目的は、以下の2点

だ。 
① 英語力の上位にある生徒たちに、同じ物差しの試

験を受けさせて、英語力の伸長をスコアで観るため。 
② 英語の言葉遣いが稚拙な者が多い生徒たちに、電

話での苦情処理や役所へのメールといった大人の

文脈で英語を使用する機会を与えるため。 
例年各学年に 30 名程度、該当する生徒がいる（こ

の学年は高 1 時に 29 名が受検、高 2 時の団体受検は

アンケート後）。810名中44名が受検経験があると回

答しているので、帰国子女以外で TOEIC を受けてい

るのは、15名ほどであることが読み取れる。 
若干名の受検ということであれば、TOEFL（810

名中 20 名）も同じである。学校として団体受検のサ

ポートをしていないのにもかかわらず、TOEIC より

も自ら希望して校外で受検した数が多かった。 
アンケートに答えたのは進学校を標榜する学校に在

籍する生徒たちである。表6にあるように、大学入試

で英語の検定試験が使えるという事実を知らないとい

う生徒はどのグループでも少ない（810 名中 32 名・

各グループ3～5%）。 
表7は、どの検定試験が大学入試で活用できるかに

ついて、生徒たちがどれくらい知っているかを表して

いる。英検が圧倒的に認知され（全体で 82%）、つい

でTOEIC（全体で50%）・TEAP（全体で48%）とな

り、その二つとは少し離されてTEOFL（全体で26%）

となっている。 
最近導入が進む CBT という形態に関しては、どれ

ほど認知が進んでいるのであろうか（表8）。全体的に、

知らないと答える生徒が多い(79%)。タブレットで面

接試験を受検したことのある中等教育学校の生徒の方

が、より CBT を認知しているように見える（「はい」

の回答：中等32%・理数科25%・普通科15%）。 

  

表4 知っている検定試験について 

 
＊他に IELTS:10･SAT[16]:4･観光英検[17]:1･国連英検[18]:6(単位:件) 

 
表5 受検経験について 

 
＊他に IELTS：2・SAT：1・国連英検：1(単位：件) 

 
表6 大学受験に検定試験が使えるか知っているか 

 
 

＊本ページにある「他に」はすべて全体（810人）中の件数 

表7 どの検定試験が入試で使えるかについて 

 
＊他に IELTS：3・SAT：1(単位：件) 
 

表8 CBTという試験を知っているか 

 
 
表9 CBTと紙とどちらで試験を受けたいか 

 
  

17)       18)              19)
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表10 CBT版と紙での試験に関するコメント 

――――――――――――――――――――― 

 
――――――――――――――――――――― 

 
「紙とCBT版とどちらで試験が受けたいか」という

問いには、約過半数の生徒が紙の方がいいと答えた

（表9）。生徒が特に ICTに特化して何かを実施してい

る学校ではない[19]ため、普段から使っている紙の方が

馴染みがあるようである。若干名ながら CBT 版に興

味を持つ生徒もいた。 
表10は、「CBTと紙ベースと、（試験を）受けるな

らどちらがいいですか」という質問に対する自由記述

の回答を整理したものである。紙を志向する生徒が

「CBTはよくわからない」と答えていることと、CBT
を志向する生徒の「マークミスが減る」というのは、

CBT という試験がよく分かっていないという点で同

じである。「なんでもデジタルという風潮はよくない」

や「パソコンにはロマンがある」「紙より当たりそう」

という意見は、イメージ先行である。 
CBT という試験の性質を理解した上でのコメント

は「TOEFLを目指している」「活用できるのは上智（大

学）のみ（TEAP CBTを指すと思われる）」「CBTは

書き込みができないから」「予備校で(CBT)を経験して

よくできなかった」の4点である。 
今後の大学入試では、論述問題が増えるなどより多

くの情報量を捌かなければならないということで、

CBTの導入も検討されている。今回のアンケート結果

からは、CBTの導入には啓発活動が必要であることが

わかる。 
 

５ 大学入試で検定試験を活用することについて 

さまざまな検定試験がある。筆者は、生徒たちが自

分の英語力を確認しながらステップアップしていける

ようなポスターを用意したりして、英検以外の検定試

験の団体受検の機会を整備している。その立場から、

大学入試で英語外部検定試験を活用することについて、

4点論じる。 
 

5.1 試験間の整合性 

アンケート対象の一つ上の学年で、センター試験の

英語（筆記）の得点と、英検取得級との相関を調べて

いる。2017 年 1 月のセンター試験で同問題は、全国

で529,688名が受験し平均点は112.43点であった20)。 
表 11 からわかるように、英検取得級が高いグルー

プほどセンター試験の得点は高い。 
 
表11 2017年センター試験得点と英検取得級の相関 

――――――――――――――――――――― 

 
――――――――――――――――――――― 

 

表12は、「4skills.jp」21)が掲載している2017年度

のCEFRと各検定試験との対照表である。各試験それ

ぞれがCEFRのレベル表記とどのように相関関係が

あるかを示している。しかし、それがこの表の意図で

はないとはいえ、この表で見えてしまう各試験間の相

関関係には、筆者は納得していない部分がある。 

 

表12 CEFRと各検定試験の対照表 
――――――――――――――――――――― 

 
――――――――――――――――――――― 

  

先述の通り、本校では主に帰国子女を対象にTOEIC 
SW試験を毎年団体受検させている。受検者数は、毎

年100名強である。そのスコアを見ると、英検1級

(CEFR・C1)をすでに取得しているだけでなく、その

中でも上位にいる者がようやくCEFR・B2に匹敵す

るTOEICのスコアを出している。英検・TOEIC双方

でC1を達成した者は、毎年3名程度しかいない（平

成27年度3名、平成28年度4名、平成29年度2名）。

B2に相当する英検準1級の取得者で、前述のカテゴ

リーに入らない生徒の中にTOEICでB2を達成した

生徒はいない[20]。 

以上表11・12から論じた以上の現象は、当然のこ

とである。 

日本の学習指導要領に沿って出題されるセンター試

験と英検に相関があるのは当然だ。 

TOEICは、そういうことをまったく考慮せずに出

題されている。同試験はビジネス英語の基礎力がどれ

ほどあるかを測るための試験である。（校則でアルバイ

トが禁止されていて）試験が想定するような社会経験

が足りていない生徒たちが、英検と同じように力を発

揮するようなものではないと筆者は認識している。 

本稿執筆時、日本英語検定協会は、複数の4技能型

外部英語検定試験を受検したことのある高校3年生を

対象に、有償でスコア提出の協力を呼び掛けている 22)。

これは上で問題視している点について、英検協会が把

握をし、調査を始めている証拠である。このような調

査が進み、いまある相関表がより日本の生徒の実情を

反映したものになることを望んでいる。 

 

5.2 4技能をバランスよく伸ばす高大接続について 

大学入試では4技能型の検定試験が使用は増加して

いる。アンケートの結果から、大学入試を突破しよう

と思っている生徒たちに4技能をバランスよく伸ばし

てもらいたいというメッセージは伝わっている。 

大学入学後、学生が4技能をバランスよく伸長して

いるかをどれだけの大学が調べているのであろうか。 

本学会の賛助会員であり試験実施団体である会社

(IIBC・CIEE[21])に所属する方々との情報交換による

と、多くの大学でTOEIC LRまたはTOEFL ITPと

リスニング・リーディングの2技能の試験を課してい

る。大学入学時の英語のクラス分けなどで使用されて

いるケースが多いようである[22]23)。筆者が知る限り、

大学入学後も4技能の試験を体系的に学生に課してい

るところは、入学後のクラス分けと1年後の伸びを測

るためにTEAPを実施している上智大学のみである。 

大学という場所は、学生が自身の専門を学び始める

場所である。多くの学生にとって英語は道具であり、

彼ら・彼女らにとって大学は英語力自体を伸ばすため

に勉強するところではない。しかし、大学入学後も英

語を学び続け、英語を使ってより正確に論文を読みこ

なし、より正確に自分のいいたいことを発表し、論文

に書けるように研鑽を続けていくことは必須である。 

本学会の大会で、大学で学生の英語力を伸ばす試み

が発表されている。加えて大学側に、「高校生に 4 技

能をバランスよく伸ばすよう求めるのであれば、大学

入学後にそういった者がどのように4技能をそれぞれ

伸ばしていくのか経年で調査してほしい」と提案する。 

 

5.3 受検期限つき外部英語検定試験について 

文部科学省によると、2020年度大学入試より変更さ

れる大学入学共通テストで大学入試センターが各大学

に提供する受験生の外部英語検定試験の成績は、2019
年4～12月に受検したものに限られるようである 24)。

これはナンセンスとしかいいようがない。なぜ期限付

きなのか。 

本稿で紹介したアンケートに答えた生徒の中には、

例えば本校入学前にすでに英検1級に合格している生

徒もおり、早い場合は小学校6年生から英検1級を受

け始めたケースもある。また、中学入学後本格的に英

語の勉強を始めたものの、高校1年時に英検1級に合

格し、2年夏に IELTS総合バンド7.5達成後、その年

末にはケンブリッジ英検 CPE[23]にB合格した者もい

る。現在公表されている制度では、こういった生徒は、

再度高校3年生になった時点で検定試験を受検しなけ

れば、自身の英語力のアピールができないことになる。 

このような稀なケース以外にも、受検期限をつける

と次の事態が想定されうる。それは、高校入学後の英

語検定試験の受け渋りだ。英語力が大事であるという

認識だからこそ、大学入試で検定試験の結果を活用で

きるようにしているはずである。しかし、高校生活で

は、「高校3年生のときのスコアしか意味がない」との

認識で、検定試験の受検を控え、結果として在学中の

英語力の伸長が測りにくくなるのであれば、本末転倒

である。文部科学省には受検期限について再考を促し
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先述の通り、本校では主に帰国子女を対象にTOEIC 
SW試験を毎年団体受検させている。受検者数は、毎

年100名強である。そのスコアを見ると、英検1級

(CEFR・C1)をすでに取得しているだけでなく、その

中でも上位にいる者がようやくCEFR・B2に匹敵す

るTOEICのスコアを出している。英検・TOEIC双方

でC1を達成した者は、毎年3名程度しかいない（平

成27年度3名、平成28年度4名、平成29年度2名）。

B2に相当する英検準1級の取得者で、前述のカテゴ

リーに入らない生徒の中にTOEICでB2を達成した

生徒はいない[20]。 

以上表11・12から論じた以上の現象は、当然のこ

とである。 

日本の学習指導要領に沿って出題されるセンター試

験と英検に相関があるのは当然だ。 

TOEICは、そういうことをまったく考慮せずに出

題されている。同試験はビジネス英語の基礎力がどれ

ほどあるかを測るための試験である。（校則でアルバイ

トが禁止されていて）試験が想定するような社会経験

が足りていない生徒たちが、英検と同じように力を発

揮するようなものではないと筆者は認識している。 

本稿執筆時、日本英語検定協会は、複数の4技能型

外部英語検定試験を受検したことのある高校3年生を

対象に、有償でスコア提出の協力を呼び掛けている 22)。

これは上で問題視している点について、英検協会が把

握をし、調査を始めている証拠である。このような調

査が進み、いまある相関表がより日本の生徒の実情を

反映したものになることを望んでいる。 

 

5.2 4技能をバランスよく伸ばす高大接続について 

大学入試では4技能型の検定試験が使用は増加して

いる。アンケートの結果から、大学入試を突破しよう

と思っている生徒たちに4技能をバランスよく伸ばし

てもらいたいというメッセージは伝わっている。 

大学入学後、学生が4技能をバランスよく伸長して

いるかをどれだけの大学が調べているのであろうか。 

本学会の賛助会員であり試験実施団体である会社

(IIBC・CIEE[21])に所属する方々との情報交換による

と、多くの大学でTOEIC LRまたはTOEFL ITPと

リスニング・リーディングの2技能の試験を課してい

る。大学入学時の英語のクラス分けなどで使用されて

いるケースが多いようである[22]23)。筆者が知る限り、

大学入学後も4技能の試験を体系的に学生に課してい

るところは、入学後のクラス分けと1年後の伸びを測

るためにTEAPを実施している上智大学のみである。 

大学という場所は、学生が自身の専門を学び始める

場所である。多くの学生にとって英語は道具であり、

彼ら・彼女らにとって大学は英語力自体を伸ばすため

に勉強するところではない。しかし、大学入学後も英

語を学び続け、英語を使ってより正確に論文を読みこ

なし、より正確に自分のいいたいことを発表し、論文

に書けるように研鑽を続けていくことは必須である。 

本学会の大会で、大学で学生の英語力を伸ばす試み

が発表されている。加えて大学側に、「高校生に 4 技

能をバランスよく伸ばすよう求めるのであれば、大学

入学後にそういった者がどのように4技能をそれぞれ

伸ばしていくのか経年で調査してほしい」と提案する。 

 

5.3 受検期限つき外部英語検定試験について 

文部科学省によると、2020年度大学入試より変更さ

れる大学入学共通テストで大学入試センターが各大学

に提供する受験生の外部英語検定試験の成績は、2019
年4～12月に受検したものに限られるようである 24)。

これはナンセンスとしかいいようがない。なぜ期限付

きなのか。 

本稿で紹介したアンケートに答えた生徒の中には、

例えば本校入学前にすでに英検1級に合格している生

徒もおり、早い場合は小学校6年生から英検1級を受

け始めたケースもある。また、中学入学後本格的に英

語の勉強を始めたものの、高校1年時に英検1級に合

格し、2年夏に IELTS総合バンド7.5達成後、その年

末にはケンブリッジ英検 CPE[23]にB合格した者もい

る。現在公表されている制度では、こういった生徒は、

再度高校3年生になった時点で検定試験を受検しなけ

れば、自身の英語力のアピールができないことになる。 

このような稀なケース以外にも、受検期限をつける

と次の事態が想定されうる。それは、高校入学後の英

語検定試験の受け渋りだ。英語力が大事であるという

認識だからこそ、大学入試で検定試験の結果を活用で

きるようにしているはずである。しかし、高校生活で

は、「高校3年生のときのスコアしか意味がない」との

認識で、検定試験の受検を控え、結果として在学中の

英語力の伸長が測りにくくなるのであれば、本末転倒

である。文部科学省には受検期限について再考を促し
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たい。 

 

5.4 CBTの認知度について 

アンケート結果に反映されている通り、CBTの認知

が低すぎる。本格導入を目指すのであれば、啓発努力

が今まで以上に必要となってくる。 

 

６ 終わりに 
高校で英語を教えている側から、高校生がどの程度

英語外部検定試験について知っているかの調査を通じ

て、次の4つの提案をした。 
① 試験間の整合性を 
② 4技能をバランスよく伸ばす大学の調査を 
③ 外部英語検定試験の受検期限の再考を 
④ CBTの啓発活動を 
本学会がさまざまな大会で確認してきた通り、英語

ができるからグローバル人材であるとは限らない。し

かし、リンガフランカとしての英語で異文化の人とコ

ミュニケーションが取れるということは、グローバル

人材として必要な素養である。現在行われている大学

入試改革の議論を進めていく上で、本稿の内容が少し

でも役に立てば幸いである。 
 

注 

[1] 英語の4技能（聞く・話す・読む・書く）を測る試験

のこと。本稿では、資格試験、検定試験、外部試験と

いう表現も同じものを指す。本稿に出てくるアンケー

トでは、以下の検定試験について調査した。 

・実用英語検定試験（英検） 
・Global Test of English Communication Computer 

Based Testing (GTEC CBT) 
・Test of English for Academic Purposes (TEAP) 
・Test of English for International Communication 

(TOEIC・Listening & Reading{LR}、Speaking & 
Writing{SW}という2種類のテストがある)  

・Test of English as a Foreign Language (TOEFL) 
・Cambridge English （ケンブリッジ英検） 
なお本稿では、読みやすさを考えて、大学入試に関し

ては「受験」、検定試験に関しては「受検」と記して

いる。 
[2] 本稿は高校生の英語外部検定試験の認識度について

論ずるものであるので、大学入試改革の詳細について

は割愛する。 
[3] 旺文社教育情報センター調べ。 

[4] ここにいう「認定試験」とは「大学入学共通テスト」

で活用される外部検定試験のこと。 

[5] 2017 年 12 月 8 日に立教大学で第 8 回協議会が行わ

れた。金沢大学は、外部資格試験のスコアを変えたこ

とで、外部試験を利用する受験者が前年度より増えた

ことを発表した。また早稲田大学戸山キャンパスの2
学部は、外部試験利用で入学した学生と、それ以外の

学生との入学後の成績を比較し、前者の方が英語及び

第二外国語の成績がよいこと、それ以外の科目で両者

に差が見られないことを発表した。 
[6] このようなことは、さまざまな英語教育に関する勉強

会で言及されている。例えば、2016年12月26日に

上智大学で開催された英検協会主催の英語教育セミ

ナー「大学入試改革を踏まえた新しい英語教育の方向

性」では、このような趣旨の発表が主だった。 
[7] 本稿で紹介されるアンケートのあった 2016 年には、

以下のような特集があった。 
・「塾・予備校－入試改革で先手を打つ！－」（3 月 5
日号） 

・「関関同立－関西に君臨するトップ私学を完全解剖

－」（9月24日号） 
・「商社の英語－門外不出のサバイバル習得法－」（12
月10日号） 

[8] IIBC （The Institute for International Business 
Communication・国際ビジネスコミュニケーション

協会） 
[9] IELTS (International English Language Testing 

System) 
[10] 例えばTEAPは英検準2級程度の実力があれば受検

が可能であるが、日本英語検定協会も、TEAP受検に

関して問い合わせがあった場合は「まず英検2級に受

かりましょう」と勧めている。なお、このポスターは

試験実施団体に勤める方々にもご覧いただいている

が、内容がおかしいと反論されたことはない。 
[11] あくまでも大まかな流れである。大きな学校であり、

学年主任ごとの判断で「受験生宣言」や「第一志望宣

言」扱いや順番が異なる場合がある。典型的な「受験

生宣言」では、紙の絵馬に自分の目標を書き、それを

教室掲示する。こうすることで、部活中心であった生

徒も勉強中心になるいい契機となっている。「第一志

望宣言」は、保護者へ自分のキャリア志向を説明する

ことで、自身の選択に責任を持たせる狙いがある。 

[12] ここでいう「矛盾」の例として、①で知っていると

答えていない検定試験に関し、②や③で受検したこと

がある・または大学入試で活用できると知っていると

答えたもの、というものがある。 
[13] 厳密にいうと、桐蔭学園高等学校女子部は普通科の

みで、理数コース・普通コースに分かれている。しか

し、前者が中等教育学校や男子部理数科と伍していく

コース、後者が男子部普通科に相当する多様性のある

コースであるのは確かであり、ここでは議論をスムー

ズに進めるためにも本文中にあるような区分けとし

ておく。 
[14] 2017年度に改称された。本試験も大学入試で活用さ

れている外部試験の一つではある。本校では基本的に

同試験の団体受検を行っておらず、また同試験で測れ

る英語力は英検でも測れるために、アンケートからは

割愛した。 

  

[15] 本校では、推薦入試や書類審査のB方式にて、英検

準2級程度の英語の資格を持つ受験生には、出願に必

要な評定点が1点低くなる優遇制度がある。 
[16] SAT（Scholastic Assessment Test）はアメリカの大

学入学に考慮する要素の一つで、英語検定試験ではな

い。しかし、本校ではこれを外部検定試験として受検

したとアンケートの答えた生徒がいた。 
[17] 観光英語検定（これも外部検定試験ではない） 
[18] 国際連合公用語英語検定試験（これもまた非外部検

定試験） 
[19] 本校では、全教室に電子黒板またはプロジェクター

が設置され、中学・中等教育学校前期課程に在籍する

生徒全員に iPad が貸与されている。しかし、本アン

ケート回答者である生徒が IT 機器を使う機会は少な

い。 
[20] 母体の少ないデータなので、詳細を提示することは

避けたい。しかし、大人の語彙・文脈でテストされる

TOEIC で C1 というレベルを達成することが、高校

生以下にとって難しいことは感じていただきたい。 
[21] CIEE （Council on International Educational 

Exchange・国際教育交換協議会）、TOEFLテストの

実施団体。 
[22] 本学会で横川が発表してきたように、大学によって

は英語の資格試験の成績を進級要件にしているとこ

ろもあるが、これも2技能での選考となっている。 
[23] CPE (Certificate of Proficiency in English) 
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たい。 

 

5.4 CBTの認知度について 

アンケート結果に反映されている通り、CBTの認知

が低すぎる。本格導入を目指すのであれば、啓発努力

が今まで以上に必要となってくる。 

 

６ 終わりに 
高校で英語を教えている側から、高校生がどの程度

英語外部検定試験について知っているかの調査を通じ

て、次の4つの提案をした。 
① 試験間の整合性を 
② 4技能をバランスよく伸ばす大学の調査を 
③ 外部英語検定試験の受検期限の再考を 
④ CBTの啓発活動を 
本学会がさまざまな大会で確認してきた通り、英語

ができるからグローバル人材であるとは限らない。し

かし、リンガフランカとしての英語で異文化の人とコ

ミュニケーションが取れるということは、グローバル

人材として必要な素養である。現在行われている大学

入試改革の議論を進めていく上で、本稿の内容が少し

でも役に立てば幸いである。 
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１ はじめに 
 小学校5年生から高等学校までの8年間、あるいは

大学まで英語教育を受け続け、実際に英語が使えるレ

ベルになったと自信をもって言える日本人はどのくら

いいるだろうか。英語が使えるレベルという定義は

様々考えられるが、外国語の熟達度の目安を示す欧州

言語共通参照枠(CEFR)の B2 レベル（複雑な文章の

主要な内容を理解したり、 幅広い話題について、明確

で詳細な文章を作ることができたりする）に到達でき

ていることが高校卒業時の世界的な標準であると言え

る。例えば、新聞や書物、電子メールやウェブ上の記

事等を読んで内容を十分に理解したり、様々な文体で

英文を書いたりすることが該当する。一方、日本の現

状に目を移すと必ずしもそのようなレベルに到達でき

ているとは到底言えない。筆者が非常勤講師を勤めて

いる大学の学部1年生のうち、筆者の授業を履修した

240 名に、高校生の時にどのような英語授業を受けて

いたかアンケートをとったところ、「生徒に単語・ 
------------------------------------------------ 
A: 早稲田大学本庄高等学院 

 
文法を覚えさせ、確認テストを実施する」ことや「教

科書の英文を和訳させる」こと。そして、「受験対策と

して問題集を解かせ、答え合わせと解説を行う」とい

った英語授業を受けた学生が 8 割以上に上った。1 年

生の春学期始めに、筆者の授業を履修した学生240名

に英語コミュニケーション能力テストである CASEC
を受検させたところ、学生の半数以上がCEFR A2レ

ベル（なじみのある内容や基本的な文が理解でき、簡

単で単純な情報交換ができる）に該当し、CEFR B2レ

ベルに達していた学生は1割にも満たなかった。 
こうした結果から、2009年度版（平成21年3月告

示）の高等学校学習指導要領で「授業は英語で行う」

ことが明記され、教科書の英文を和訳するといった偏

った指導を見直すきっかけになっているはずだが、そ

うとは言えない現状も垣間見える。日本の英語授業は

世界標準の英語授業からほど遠い「ガラパゴス的な英

語教育」（小池2013）1)になっており、次期学習指導要

領が目指す主体的・対話的で深い学びに到達するため

には相当な改革が必要であると考えるが、その参考と

 
 

なるのが国際バカロレア[1]の外国語（英語）授業であ

る。 
 
２ 国際バカロレアの外国語（英語）教育 

 では、なぜ国際バカロレアの外国語（英語）授業が

参考となるのか。近年、グローバル人材育成が日本の

国家的な教育課題として取り上げられ、グローバルな

場面で活躍できる英語力育成が大きな課題であるとし

ている。特にグローバル人材育成に役立つ教育プログ

ラムとして、文科省は国際バカロレアに注目し、これ

までに国際バカロレアの教育プログラムの指導内容、

評価内容やその方法についての文科省の大臣官房国際

課国際協力企画室が音頭を取って調査を行ってきた。

また、グローバルな場面で活躍できる生徒の英語力育

成についても、「今後の英語教育の改善・充実方策につ

いて 報告～グローバル化に対応した英語教育改革の

五つの提言～」（平成 26 年 9 月）（文部科学省 2014）
2)等で議論されるなど、グローバル人材育成と英語力

育成はいわばパッケージとして議論されてきた経緯が

ある。国際バカロレアの外国語（英語）科目である

「Language B(English)」では発表や議論、様々なコン

テクストでのライティング活動を行い、自分の意見や

考えを論理的にかつ説得力をもって相手に伝えるよう

な内容となっている。そして世界標準の教育プログラ

ムである国際バカロレアでは様々な言語背景をもつ生

徒達が同じクラスで学ぶことを前提としており、授業

中の使用言語は原則として英語、フランス語、あるい

はスペイン語を使用するよう規定している。当然、外

国語（英語）授業では英語を使用することになるので、

日本語を挟む余地はほぼ無いに等しい。こうした

Language B(English)の特徴は、文科省が目指そうと

する英語教育改革の考え方に共通する部分があり、こ

れからの新しい英語教育に向けた示唆に富んだ内容と

言える。 
ところが、筑波大学が主導で行った「国際バカロレ

ア教育推進のための公聴会」(2017年)では、国際バカ

ロレアの教育効果の検証は途上であると指摘されてお

り、Language B(English)に関する国内での調査・研

究は少ないのが現状である（例:赤塚 20173）, 河野

20164)等）。そこで、本稿ではグローバル人材として必

要な英語力育成につながる「Language B(English)」
について、その特徴を評価活動と学習内容の視点から

解説したい。 
 
３ Language B(English)の評価活動 

ここではLanguage B(English)でどのような評価活

動を行うのか、その特徴を解説する。 
 

3.1  Language B(English)の評価活動 

Language B(English)の評価活動は全世界共通で実

施され、北半球の国や地域は主に11月に、南半球の国

や地域では主に5月に行われることが多い。日本の学

校の場合、多くが11月に実施される。また評価活動は

全部で3種類あり、１つめがPaper 1と呼ばれるライ

ティング試験、2つめがPaper 2と呼ばれるリスニン

グとリーディングの試験、そして3つめが Individual 
oralと呼ばれる口頭試問である。なお、評価活動には

次の表1に示すようなものがある。 
 
表1  Language B(English)の評価活動とその概要 

名称 内容 
Paper 1 ライティング能力を測る試験。試験

時間は 1 時間 15 分。3 つのトピッ

クから1つを選び、250語から400
語で筆記する。 

Paper 2 リスニングとリーディングの力を

測ることを目的とする。リスニング

では 2～3 分程度の音声が流れる

が、リスニング問題用に加工された

ものではなく、実生活の場面で使用

されているオーセンティックなも

のが出題される。そのため、周囲の

雑音や話し手同士がオーバーラッ

プしながら会話するような場面も

含まれる。 
Individual 
Oral 

写真や絵が提示され、15分程度で自

分の意見や考え言うための準備を

行う。その後、3-4分で発表を行う。

さらに教師と議論を行う。 
International Baccalaureate Organization. (2017).5)より作成 
 
表1に示した評価活動のうち、とりわけ Individual 

Oralが特徴的である。様々なトピック（例：サブカル
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いいるだろうか。英語が使えるレベルという定義は

様々考えられるが、外国語の熟達度の目安を示す欧州

言語共通参照枠(CEFR)の B2 レベル（複雑な文章の

主要な内容を理解したり、 幅広い話題について、明確

で詳細な文章を作ることができたりする）に到達でき

ていることが高校卒業時の世界的な標準であると言え

る。例えば、新聞や書物、電子メールやウェブ上の記

事等を読んで内容を十分に理解したり、様々な文体で

英文を書いたりすることが該当する。一方、日本の現

状に目を移すと必ずしもそのようなレベルに到達でき

ているとは到底言えない。筆者が非常勤講師を勤めて

いる大学の学部1年生のうち、筆者の授業を履修した

240 名に、高校生の時にどのような英語授業を受けて

いたかアンケートをとったところ、「生徒に単語・ 
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文法を覚えさせ、確認テストを実施する」ことや「教

科書の英文を和訳させる」こと。そして、「受験対策と

して問題集を解かせ、答え合わせと解説を行う」とい

った英語授業を受けた学生が 8 割以上に上った。1 年

生の春学期始めに、筆者の授業を履修した学生240名

に英語コミュニケーション能力テストである CASEC
を受検させたところ、学生の半数以上がCEFR A2レ

ベル（なじみのある内容や基本的な文が理解でき、簡

単で単純な情報交換ができる）に該当し、CEFR B2レ

ベルに達していた学生は1割にも満たなかった。 
こうした結果から、2009年度版（平成21年3月告

示）の高等学校学習指導要領で「授業は英語で行う」

ことが明記され、教科書の英文を和訳するといった偏

った指導を見直すきっかけになっているはずだが、そ

うとは言えない現状も垣間見える。日本の英語授業は

世界標準の英語授業からほど遠い「ガラパゴス的な英
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領が目指す主体的・対話的で深い学びに到達するため
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る。 
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チャー、習慣・伝統、コミュニケーションとメディア、

テクノロジー等）に関連する写真あるいは絵が教師か

ら提示され、15分間の準備時間が与えられた後に3-4
分でプレゼンテーションを行う。プレゼンテーション

では、生徒は写真や絵から読み取れる情報を伝えると

ともに、トピックとどのような関連性があるのかを説

明することが求められる。さらに自分の意見や考えを

付け加える。その後の教師との議論では、即興で教師

による質問に答えたり、英語圏の文化と自国の文化と

の比較等を行ったりする。Individual Oralで使用され

る写真・絵は英語圏で撮影されたものを使用すること

になっており、サンプルは Cambridge University Press. 
(2013)6)等で閲覧可能である。なお、Individual Oralの
結果は、以下の評価規準に基づき得点が付けられる（表

2）。 
 

表2 Individual Oralの評価規準 
①基準A 言語（12点満点） 
語彙や文法、イディオムが適切に使用されている

か、発音やイントネーションが適切か。 
②基準B1 メッセージ（写真・絵）（6点満点） 
写真や絵についての描写が的確か、英語圏の文化に

ついて明確に説明しているか。 
③基準B2  メッセージ（会話）（6点満点） 
教師による質問に適切に答えているか、深いレベル

で議論ができているか。 
④基準C インタラクションスキル（6点満点） 
会話の内容を理解し、自分の意見や考えを明確に述

べているか、会話が継続できているか。 
International Baccalaureate Organization. (2018)7)

より作成 
 
４ Language B(English)の学習内容 

4.1 検定教科書とLanguage B(English)の教材の違い 

例えば、地球温暖化について学ぶ場合、文部科学省

が発行する学習指導要領「外国語」に基づいた検定教

科書では以下のような質問が学習者に投げかけられる。 
 

1) Why do some politicians disagree on the Kyoto 
Protocol? 
2) Which countries are mostly damaged by global 

warming?  
 
これらの質問は検定教科書に掲載さている論説文を

読むと答えが見つけ出せるようになっており、解答に

あたっては自分の意見・考えを述べるようなことは特

に求められていない。いわゆる低次思考力（記憶・理

解・応用）を測る問いが中心となっているのが特徴で

あり、検定教科書ではこうした問いが多くを占めてい

る。一方、Language B(English)の教材では以下のよ

うな問いが投げかけられる。 
 
（小さい氷の上で北極熊が１頭だけ座っている写真や、

洪水の中ゴムボートに乗って避難している東南アジア

に住む家族の写真を見て）“Which do you find more 
effective in warning against the dangers of global 
warming? ”(Cambridge University Press. (2013)6)よ

り作成) 
 
検定教科書の低次思考力を測る問いとは異なり、自

分の意見・考えを相手に伝える力、いわゆる高次思考

力（分析・評価・創造）が求められていることが分か

る。このように同じ地球温暖化という切り口で英語学

習を行う場合でも、検定教科書に基づいた英語授業と

language B(English)では学びの視点が大きく異なる。

Language B(English)では答えが1つは限らない問い

について答えるタイプのものが多くを占めるが、授業

中に繰り返しこうした問いについて答えることで多様

で複雑なグローバルな諸課題に対応できる人材育成に

つながるのではないだろうか。 
 

4.2 Language B(English)の教材構成 

検定教科書では、①学習の到達目標を知る、②語彙

の発音練習・意味確認を行う、③英語で書かれた論説

文を読む、④内容理解の程度を確かめる質問に答える、

⑤言語材料（文法）の演習を並び替え等を通して行う、

といった流れになっている。検定教科書のタイトルに

は「Communication English」と書かれているが、肝

心なCommunication を促す場面がほとんど見られず、

そのほとんどが英文読解と文法演習といった内容とな

っているのが現状である。 
一方、Language B(English)の教材は概ね以下のよ

うな流れとなっている。ここでは Cambridge 

 
 

University Press. (2013)7)のLeisure（余暇）について

扱う単元(pp. 240-267)について解説したい。 
 
①背景知識（スキーマ）の活性化 
レッスンに入る前に、Write down three things you 

do in your leisure time on a piece of paper.のような問

いに答え、その後ペアやグループで意見交換を行うと

いった活動が用意されている。 
 

②知識を深める 
Leisure に関することわざを読み、それぞれがどの

ような意味なのかを知り、そしてどのことわざに自分

が賛同するかしないのかをペアやグループで意見交換

する。 
 （紹介されていることわざの一例） 
‘In our leisure we reveal what kind of people we are.’ 
(Ovid 43BC-AD18) 
‘Idle hands are the devil’s tools.(Geoffrey Chaucer 
1343-1400) 
 
③語彙の意味を確認する 
 これから読む英文に登場する語彙の一覧を見て、ど

のような意味なのかを確認する。また、語彙の一覧を

見て、どのようなことが書かれているのかを類推する

学習活動もみられる。 
（掲載されている語彙の一例） 
hazards = dangers or threats, submerged = 
underwater, corpses = dead bodies, deceleration = 
slowing down. 
 
④オーセンティックな素材を読む。 
英語圏の雑誌や新聞、パンフレット等に掲載されて

いるオーセンティックな英文（教材用に加工されてい

ない素材）を読む。なお、leisureの例として、教材で

は「危険なスポーツ（dangerous sports）」というタイ

トルのブログ記事が取り上げられている。日本の検定

教科書とは異なり、様々な文体の英文が素の状態で取

り上げられていることが大きな特徴である。 
 
⑤内容理解を測る問いに答える。 
 英文の内容理解の程度を確かめる質問に答える。例

えば、 ‘What are two dangerous aspects of heli-

skiing?’ や ‘What makes cave diving so dangerous?’
といった問いが投げかけられている。このような問い

は日本の検定教科書でも同様に見られるものである。 
 
⑥自分の意見や考えを求める問いに答える。 
 日本の検定教科書ではこういったタイプの問いはほ

とんど見られないが、Language B(English)の教材で

は多くみられる。例えば、教材では危険なスポーツに

そのリスクをユーモアと共に紹介されているが、‘Go 
back and find three humorous quotes from the text. 
Why are these parts of the text funny? How does the 
author use language to make you laugh? Do you 
think it is acceptable to make a joke of these injuries 
and deaths?’ (Cambridge University Press. (2013)7) 

p.257より引用）といった問いが投げかけられており、

自分の意見や考えを教材の英文を引用したり、エビデ

ンスを付け加えたりしながら相手に伝える活動が用意

されている。 
 
⑦特定の素材形式に沿って、ライティングを行う。 
電子メールを作成したり、ブログを書いたり、新聞

記事を書いたり、といった学習活動が用意されている。

例えば教材では、IOCに手紙を書く場合を想定してラ

イティングを行う活動がある。 
 

（例）”Write a letter to the IOC in which you 
recommend that a particular sport becomes an 
official Olympic sport. In your letter give evidence to 
support your arguments.”( Cambridge University 
Press. (2013)7) (p. 262)より引用) 
 

 検定教科書では主に 70～80 語程度で “Which do 
you prefer to play major sports or dangerous sports?
のように与えられたテーマでパラグラフライティグを

行う活動が多くを占め、読み手や目的といったことは

特に意識されることは少ない。一方、Language 
B(English)では様々な文体を読み、その文体に沿って

自分で意見や考えを書くという活動が行われることが

特徴である。 
加えて、Language B(English)のライティングでは

読み手として誰を想定しているのか、書いているメッ

セージの目的は何か（例：読み手へのリクエストなの
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チャー、習慣・伝統、コミュニケーションとメディア、

テクノロジー等）に関連する写真あるいは絵が教師か

ら提示され、15分間の準備時間が与えられた後に3-4
分でプレゼンテーションを行う。プレゼンテーション

では、生徒は写真や絵から読み取れる情報を伝えると

ともに、トピックとどのような関連性があるのかを説

明することが求められる。さらに自分の意見や考えを

付け加える。その後の教師との議論では、即興で教師

による質問に答えたり、英語圏の文化と自国の文化と

の比較等を行ったりする。Individual Oralで使用され

る写真・絵は英語圏で撮影されたものを使用すること

になっており、サンプルは Cambridge University Press. 
(2013)6)等で閲覧可能である。なお、Individual Oralの
結果は、以下の評価規準に基づき得点が付けられる（表

2）。 
 

表2 Individual Oralの評価規準 
①基準A 言語（12点満点） 
語彙や文法、イディオムが適切に使用されている

か、発音やイントネーションが適切か。 
②基準B1 メッセージ（写真・絵）（6点満点） 
写真や絵についての描写が的確か、英語圏の文化に

ついて明確に説明しているか。 
③基準B2  メッセージ（会話）（6点満点） 
教師による質問に適切に答えているか、深いレベル

で議論ができているか。 
④基準C インタラクションスキル（6点満点） 
会話の内容を理解し、自分の意見や考えを明確に述

べているか、会話が継続できているか。 
International Baccalaureate Organization. (2018)7)

より作成 
 
４ Language B(English)の学習内容 

4.1 検定教科書とLanguage B(English)の教材の違い 

例えば、地球温暖化について学ぶ場合、文部科学省

が発行する学習指導要領「外国語」に基づいた検定教

科書では以下のような質問が学習者に投げかけられる。 
 

1) Why do some politicians disagree on the Kyoto 
Protocol? 
2) Which countries are mostly damaged by global 

warming?  
 
これらの質問は検定教科書に掲載さている論説文を

読むと答えが見つけ出せるようになっており、解答に

あたっては自分の意見・考えを述べるようなことは特

に求められていない。いわゆる低次思考力（記憶・理

解・応用）を測る問いが中心となっているのが特徴で

あり、検定教科書ではこうした問いが多くを占めてい

る。一方、Language B(English)の教材では以下のよ

うな問いが投げかけられる。 
 
（小さい氷の上で北極熊が１頭だけ座っている写真や、

洪水の中ゴムボートに乗って避難している東南アジア

に住む家族の写真を見て）“Which do you find more 
effective in warning against the dangers of global 
warming? ”(Cambridge University Press. (2013)6)よ

り作成) 
 
検定教科書の低次思考力を測る問いとは異なり、自

分の意見・考えを相手に伝える力、いわゆる高次思考

力（分析・評価・創造）が求められていることが分か

る。このように同じ地球温暖化という切り口で英語学

習を行う場合でも、検定教科書に基づいた英語授業と

language B(English)では学びの視点が大きく異なる。

Language B(English)では答えが1つは限らない問い

について答えるタイプのものが多くを占めるが、授業

中に繰り返しこうした問いについて答えることで多様

で複雑なグローバルな諸課題に対応できる人材育成に

つながるのではないだろうか。 
 

4.2 Language B(English)の教材構成 

検定教科書では、①学習の到達目標を知る、②語彙

の発音練習・意味確認を行う、③英語で書かれた論説

文を読む、④内容理解の程度を確かめる質問に答える、

⑤言語材料（文法）の演習を並び替え等を通して行う、

といった流れになっている。検定教科書のタイトルに

は「Communication English」と書かれているが、肝

心なCommunication を促す場面がほとんど見られず、

そのほとんどが英文読解と文法演習といった内容とな

っているのが現状である。 
一方、Language B(English)の教材は概ね以下のよ

うな流れとなっている。ここでは Cambridge 

 
 

University Press. (2013)7)のLeisure（余暇）について

扱う単元(pp. 240-267)について解説したい。 
 
①背景知識（スキーマ）の活性化 
レッスンに入る前に、Write down three things you 

do in your leisure time on a piece of paper.のような問

いに答え、その後ペアやグループで意見交換を行うと

いった活動が用意されている。 
 

②知識を深める 
Leisure に関することわざを読み、それぞれがどの

ような意味なのかを知り、そしてどのことわざに自分

が賛同するかしないのかをペアやグループで意見交換

する。 
 （紹介されていることわざの一例） 
‘In our leisure we reveal what kind of people we are.’ 
(Ovid 43BC-AD18) 
‘Idle hands are the devil’s tools.(Geoffrey Chaucer 
1343-1400) 
 
③語彙の意味を確認する 
 これから読む英文に登場する語彙の一覧を見て、ど

のような意味なのかを確認する。また、語彙の一覧を

見て、どのようなことが書かれているのかを類推する

学習活動もみられる。 
（掲載されている語彙の一例） 
hazards = dangers or threats, submerged = 
underwater, corpses = dead bodies, deceleration = 
slowing down. 
 
④オーセンティックな素材を読む。 
英語圏の雑誌や新聞、パンフレット等に掲載されて

いるオーセンティックな英文（教材用に加工されてい

ない素材）を読む。なお、leisureの例として、教材で

は「危険なスポーツ（dangerous sports）」というタイ

トルのブログ記事が取り上げられている。日本の検定

教科書とは異なり、様々な文体の英文が素の状態で取

り上げられていることが大きな特徴である。 
 
⑤内容理解を測る問いに答える。 
 英文の内容理解の程度を確かめる質問に答える。例

えば、 ‘What are two dangerous aspects of heli-

skiing?’ や ‘What makes cave diving so dangerous?’
といった問いが投げかけられている。このような問い

は日本の検定教科書でも同様に見られるものである。 
 
⑥自分の意見や考えを求める問いに答える。 
 日本の検定教科書ではこういったタイプの問いはほ

とんど見られないが、Language B(English)の教材で

は多くみられる。例えば、教材では危険なスポーツに

そのリスクをユーモアと共に紹介されているが、‘Go 
back and find three humorous quotes from the text. 
Why are these parts of the text funny? How does the 
author use language to make you laugh? Do you 
think it is acceptable to make a joke of these injuries 
and deaths?’ (Cambridge University Press. (2013)7) 

p.257より引用）といった問いが投げかけられており、

自分の意見や考えを教材の英文を引用したり、エビデ

ンスを付け加えたりしながら相手に伝える活動が用意

されている。 
 
⑦特定の素材形式に沿って、ライティングを行う。 
電子メールを作成したり、ブログを書いたり、新聞

記事を書いたり、といった学習活動が用意されている。

例えば教材では、IOCに手紙を書く場合を想定してラ

イティングを行う活動がある。 
 

（例）”Write a letter to the IOC in which you 
recommend that a particular sport becomes an 
official Olympic sport. In your letter give evidence to 
support your arguments.”( Cambridge University 
Press. (2013)7) (p. 262)より引用) 
 

 検定教科書では主に 70～80 語程度で “Which do 
you prefer to play major sports or dangerous sports?
のように与えられたテーマでパラグラフライティグを

行う活動が多くを占め、読み手や目的といったことは

特に意識されることは少ない。一方、Language 
B(English)では様々な文体を読み、その文体に沿って

自分で意見や考えを書くという活動が行われることが

特徴である。 
加えて、Language B(English)のライティングでは

読み手として誰を想定しているのか、書いているメッ

セージの目的は何か（例：読み手へのリクエストなの
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報告  
 

海外とのミッション遂行に求められるもの 

（2017年度全国大会 シンポジウムⅠ 報告） 

 

中山 健一郎 A 
 
 

 

 
 
 

１ 企画の意図 
2017 年 9 月 9 日、北海道情報大学において開催さ

れた第5回全国大会において午後1時15分から15時
55分のシンポジウムⅠでは、上記のテーマで3人のシ

ンポジストを迎えて議論した。 
シンポジストの1人目は、トヨタ自動車で長年、海

外駐在員を務めた後、トヨタトルコ初代社長を務め、

トヨタ退職後も曙ブレーキ工業で海外経営の陣頭指揮

を執られるなど、多くの国で豊富な経営者としての経

験を有する小林浩治氏、2 人目は米国ホンダの立ち上

げから海外赴任し、25年もの間、長期にわたり海外駐

在員としての経験を有する野部英一氏、3 人目は、長

年、国際人的資源管理の研究に携わり、現在、国際ビ

ジネス研究学会会長である、早稲田大学政治経済学術

院教授の白木三秀先生である。 
実は小林氏、野部氏には大学人としての顔がある。 

小林氏は、愛知工科大学の非常勤講師をはじめ、東北

------------------------------------------------ 

A: 札幌大学地域共創学群 

学院大学、国際ビジネス研究学会等での数多くのご講

演を有するほか、北海道大学新渡戸カレッジフェロー

としてもグローバル人材の育成教育に携わっている。

また、野部氏も本田技研工業を退職後、北海道に移り

住み、札幌大学で3年間、非常勤講師を務め、グロー

バル人材とは何か、また本シンポジウムのテーマ、海

外とのミッション遂行に必要なこととは何か、これら

のテーマを中心に教育活動に携わられた経験を有する。 
今回のシンポジウムⅠでは、企画段階から2つの意

図があった。１つは、大学でのグローバル人材教育が

どこまで社会ニーズに応えるものであるのか、２つは、

近年、新興国市場の開拓や競争激化が進展する中で、

グローバル人材に求められる必要な要素とは何かであ 

る。特に2つ目の環境変化に適応したグローバル人材

は、「多国籍企業論」の分野で盛んに論じられ、日本企

業の国際化戦略（輸出戦略時代→海外生産戦略時代→

多国籍化戦略時代→グローバル戦略時代）において異

なる人材像が描かれてきた。 
例えば、桑名義晴・笠原伸一郎・高井透(1996)『国

 
 

か、提案なのか、説明なのか等）といったことを考え

ながらライティングを行うことも大きな特徴である。 
 
５ 今後の展望 

Language B(English)は世界標準のプログラムの中

に設置されている科目であり、当然授業中はほぼすべ

てが英語である。日本語を挟む余地はほぼ皆無であり、

試験内容についても、どの国や地域にいってもレベル

感や内容は同一である。日本人に配慮した問題、とい

うのも一切なく、試験ではどこの国や地域にいようと

も同じ規準で評価される。また、Language B(English)
は学ぶ内容や指導方法も統一されており、多くのオー

センティックな英語素材を読み、そして様々な形式で

文章を作成していくことを特徴としている。2017 年

12月には文部科学省主導で、国際バカロレアの教育プ

ログラムを高等学校に広く取り入れていく官民・研究

機関合同のコンソーシアム構想が公表された。今後、

国際バカロレアの外国語科目Language B(English)を
参考とした英語授業が日本各地の高等学校で取り入れ

られ、グローバルな場面で活躍できる英語力を備えた

人材が数多く輩出されることを期待したい。 
 

注 

[1] 国際バカロレアは1968年に創立されたスイス政府認

可の非営利教育団体で、本部はスイスのジュネーブに

ある。英語表記で International Baccalaureate®、略

して IB と呼ばれ、日本国内には国際学校（インター

ナショナルスクール）や学校教育法第1条に規定され

ている学校を併せて計46校ある（2017年12月30日

現在）。 
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海外とのミッション遂行に求められるもの 
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際ビジネス』（中央経済社）では、先の戦略の変化の中

で、求められる人材像は「語学力とセールス能力のあ

る人材、子会社の管理能力のある人材、国際マネジャ

ーと現地マネジャー、グローバルマネジャー」という

段階的に変化してきたことが示される。また、大石芳

裕・桑名義晴・田端昌平・安室憲一(2012)『多国籍企

業と新興国市場(文眞堂)では、近年、新興国市場での競

争環境をとらえて「本社の指示に従うのみならず、自

ら創造力を発揮し、先頭に立ってビジネス・チャンス

を探索するような開拓者精神や起業家精神に溢れた人

材」が求められていると指摘する。 
今回、ご登壇下さった小林氏、野部氏は、時代こそ

異なるものの、お二方とも駐在員経験豊富にして、日

本企業の海外進出と現地化経営のパイオニアとして最

前線で活躍されてこられた。現代の課題を紐解くヒン

トは、きっとこうした経験からも得られることになる

だろう。 
 

２ 議論の展開 

最初にモデレーターの中山が、問題提起として、札

幌大学のグローバル人材教育の実践例として、能力と

思考性のあり方について紹介を行った。 
札幌大学では図１にあるように、ピラミッドを４層

に分けて、底辺にコミュニケーション能力を置き、そ

の上に問題解決思考能力、さらにその上層にはイノベ

ーション思考、最上層にはグローバル思考をあげ、学

内での選抜方式による特別プログラムにおいてそれら

の能力と思考性を学習し、実践機会を提供してきた。 

 
 

しかし、こうした取り組みに対して小林氏、野部氏

は揃って異論を唱える。両氏の見方は、むしろ真逆で

あり、底辺にグローバル思考を置き、その上層にイノ

ベーション思考、次の上層には問題解決思考を置き、

最上層にコミュニケーション能力を掲げる。つまり、

もっとも重視すべきはコミュニケーション能力ではな

く、グローバル思考にあるというのである。 
少なくとも両氏がパイオニアとして切り開いてきた

世界市場の開拓、現地化経営を進める過程にあって、

体験的に会得してきた世界では、明らかに必要とされ

る要素が異なっていたこと、また先人が築いた土台で

継続的にミッションを遂行する者にとっても、この構

図は何ら変わらないとされる。 
こうした前座の議論を踏まえつつ、各氏より 30 分

程度の講演を頂き、その後に議論を行った。 
小林氏からは、トヨタトルコ社での経験から、大き

く3点、１つは、モチベーション、コミュニケーショ

ン、チームワークの重要性と、日本語がグローバルラ

ンゲージであったこと。２つは、「読書考動」＋語学力

が海外でのミッション遂行に必要であること、３つは

和魂洋才としての「人間力」、すなわち個としての強さ

（教養、実務能力など）の重要性が示された。これによ

り、やるべきことをやるべき時に、やり切る能力を育

てていく必要性が強調された。 
野部氏からは、25年間に及ぶ米国HAMでの駐在員

経験（工場の自立化、北米事業の自立化、北米本部機

能の自立化）から、駐在員としてのミッション遂行に

何が必要であったのかについて講演を頂いた。論点は

大きく3点。１つは、「信頼されるのは言葉ではなく、

実力」にあり、現地従業員が駐在員に求めたのは、言

葉ではなく、現物と絵で示し、やって見せ、理解・納

得してもらう努力であり、技術、知識、行動力であっ

たこと。２つは、溶接技術に関わり、12mmのCap Tip
を現地スタッフと共創概念で一緒に作り上げた例を挙

げ、パートナー意識、物事を伝える努力と方向性のシ

ェアの重要性、３つは、パートナーと共にチャレンジ

する姿勢の重要性が述べられた。 
白木先生からは、大きく2つ。１つは、ライフステ

ージよる日本人駐在員の役割変化である。創業まもな

い、スタートアップ期においては、日本人から学ぶ意

識が強く、現地スタッフからリスペクトされやすい傾

向にあるものの、創業から 30 年以上が経過し、ロー

図1 グローバル思考に基づく能力と思考 

 
 

カル人材が育ってくると、日本人へのリスペクトは変

化すること。２つは、ローカルスタッフが日本人に求

めることは、経営者と駐在員とでは異なること。すな

わち、経営者に対しては、経営手腕とリーダーシップ

を、駐在員に対しては行動の柔軟性と現地文化の理解

を強く求めていること。また、こうした状況にあって、

駐在員の自己評価と上司評価は、傾向的に自己評価は

厳しくなる一方、上司評価は相対的に甘いなど、評価

に違いがあること、またローカルスタッフから駐在員

はどう見られているのかを中心にお話しを頂いた。 
こうした三者の講演の後、シンポジスト間での議論

の他、各氏の補足説明が行われた。 
ホンダとトヨタのやり方には一見相違があるように

思われるものの、ホンダウェイ（ホンダのものづくり

の思想）は日本の考え方を英語化したものであること、

日米のマネジメントが一緒に議論し、理念共有化を深

める努力をしてきたこと、またトヨタウェイはホンダ

ウェイのモノマネであるが、創業理念を新人教育に取

り入れ、危機意識と顧客意識を大事にしてこられた点

も参考になった。 
シンポジストの顔ぶれ上、グローバル化の最先端を

行く日本自動車産業の議論にはなったものの、このシ

ンポジウムⅠは、学会員以外にも一般開放され、北海

道中小企業家同友会、国際ビジネス研究会北海道部会、

日本商業教育学会の方々も加えて、高大教育、社会人

教育にまで踏み込んだ新しい観点からの議論形成の機

会となったことは大きな成果であった。 
 
受付日2018年1月19日 受理日2017年3月10日 
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する姿勢の重要性が述べられた。 
白木先生からは、大きく2つ。１つは、ライフステ

ージよる日本人駐在員の役割変化である。創業まもな

い、スタートアップ期においては、日本人から学ぶ意

識が強く、現地スタッフからリスペクトされやすい傾

向にあるものの、創業から 30 年以上が経過し、ロー

図1 グローバル思考に基づく能力と思考 

 
 

カル人材が育ってくると、日本人へのリスペクトは変

化すること。２つは、ローカルスタッフが日本人に求

めることは、経営者と駐在員とでは異なること。すな

わち、経営者に対しては、経営手腕とリーダーシップ

を、駐在員に対しては行動の柔軟性と現地文化の理解

を強く求めていること。また、こうした状況にあって、

駐在員の自己評価と上司評価は、傾向的に自己評価は

厳しくなる一方、上司評価は相対的に甘いなど、評価

に違いがあること、またローカルスタッフから駐在員

はどう見られているのかを中心にお話しを頂いた。 
こうした三者の講演の後、シンポジスト間での議論

の他、各氏の補足説明が行われた。 
ホンダとトヨタのやり方には一見相違があるように

思われるものの、ホンダウェイ（ホンダのものづくり

の思想）は日本の考え方を英語化したものであること、

日米のマネジメントが一緒に議論し、理念共有化を深

める努力をしてきたこと、またトヨタウェイはホンダ

ウェイのモノマネであるが、創業理念を新人教育に取

り入れ、危機意識と顧客意識を大事にしてこられた点

も参考になった。 
シンポジストの顔ぶれ上、グローバル化の最先端を

行く日本自動車産業の議論にはなったものの、このシ

ンポジウムⅠは、学会員以外にも一般開放され、北海

道中小企業家同友会、国際ビジネス研究会北海道部会、

日本商業教育学会の方々も加えて、高大教育、社会人

教育にまで踏み込んだ新しい観点からの議論形成の機

会となったことは大きな成果であった。 
 
受付日2018年1月19日 受理日2017年3月10日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
モデレーターの中山氏 

 

 
左から白木氏、小林氏 

 

 

左から小林氏、野部氏 
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報告  
 

観光立国日本をグローバル人材育成の観点からどう支えるか 

～北海道の観光を例として～  

（2017年度全国大会 シンポジウムⅡ 報告） 

 
竹内 典彦 A 

 

 

 

１ 企画の意図 

2017 年 9 月 9 日、北海道情報大学において開催さ

れた第 5回全国大会において午後 4時 10分から5 時

30分のシンポジウムⅡでは、上記のテーマで4人のシ

ンポジストを迎えて議論した。 
シンポジストの1人目は、株式会社プレミアム北海

道代表取締役であり、長年、北海道の経済界で活躍さ

れてきた張相律（チョウ ソウリツ）氏、2人目は、株

式会社四季の旅代表取締役で、苦難を乗り越えて着実

に業務拡大に努めてこられた鄭眞旭（ジョン ジンウク）

氏、3 人目は、知床での高大連携プロジェクトの中心

を担われた札幌国際大学教授の川名典人氏、4人目は、

観光分野の人材育成に努めている北海道文教大学准教

授の佐野愛子氏である。 
------------------------------------------------ 

A: 北海道情報大学経営情報学部 

張氏は、本学会の第2回北海道支部大会でもご講演

をいただき好評を博したので再登場していただくこと

になった。鄭氏は全国大会の実行委員である北海道情

報大学の福澤先生からご推薦をいただいた。川名氏と

佐野氏は、それぞれグローバル教育におけるご活動が

顕著なため筆者が推薦した。 
今回のシンポジウムⅡでは、観光王国北海道でグロ

ーバル人材として実際に企業経営を担っている方々と

大学教育の観点からグローバル人材輩出に力を入れて

いる方々の実践をお話しいただくという企画の意図が

あった。時間に限りのある中で、結果的にテーマの意

図に沿った発表になったのではないかと自負している。 
 

２ 議論の展開 

時間の制約のため、早速張氏から話していただいた。 
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張氏のトピックは「通訳ガイドの認定制度について」

である。『通訳案内士』とは、1949年（昭和24年）に

施行した通訳案内士法により、国家資格を得た上で、

報酬を得て訪日外国人旅行者に外国語を用い旅行案内

をすることができる人を言う。都道府県に登録する事

が義務付けられており、登録人数は、2016年時点で約

2 万人と言われる。無資格者が報酬を得て外国人の観

光案内業務を行うことは出来ない。 

しかし、現行の通訳案内士の4分の3は都市部に偏

在し、その言語も3分の2が英語であるため、近年増

加している中国語・韓国語に対応できなくなっている

ことから、2017年（平成29年）には、外国人観光客

の急増に対応するため法改正が行われ、通訳案内士の

業務独占から名称独占へと規制を緩和し、資格がなく

ても有償で通訳ガイドができるようになり、ガイドで

きる地域を限定した「地域通訳案内士」制度も新たに

設けられるようになった。 

 要するに、誰でも通訳ガイドができるようになった

のだが、レベルの低い通訳ガイドが旅行の品質を落と

し、観光業界全体に悪影響を与えかねない。そこで、

必要なのが通訳ガイドのレベル認定制度の創設である。

通訳ガイドの登録制に加え、レベルを認定することに

よって、お客様に分かりやすくすることである。また、

レベルに応じて報酬が上がる仕組みも導入し、通訳ガ

イドのキャリアアップを後押しすることが大事である。

認定のための観光人材育成システムも必要である。 

次に、鄭氏の話である。北海道は素晴らしい観光資

源が沢山ある。自然、雪、温泉、涼しい気候、ゴルフ

場、スキー場、花、おいしい食べ物（海産物など）、シ

ョッピング（札幌など）等の観光地として魅力ある要

素を沢山持っている。このような観光資源は観光客に

とって魅力的であり、また行ってみたい観光地につな

がる。東京で旅行会社に勤めていた時、北海道に憧れ、

移住することを決心した。インバウンド市場も伸びる

だろうと確信していた。当然、自分の役割も大きくな

るだろうと考えていた。 
実際に住んで思ったことは雪が多くて冬が長いので

大変ということだった。しかし、北海道に住んでいる

人は嫌だと思う雪が、今は一番の観光資源になってい

る。身近にあり過ぎて、その価値を分からないものが、

意外と素晴らしい観光資源になることが沢山ある。 
韓国からの訪日観光客数は、2014 年が 275 万人

2015年は400万人、2016年は509万人と年々伸びて

いる。日本は安心、安全、近くて旅行しやすい。これ

からも韓国のみならずインバウンドはまだまだ伸びる。 
鄭氏はまた、外国人社員と日本人学生及び社員を比

較した。外国人社員は母国を離れ、日本で生活する為

に、「学ぶ」という強い信念と目標を持っており、新し

い環境でのチャレンジを恐れず積極的な人が多い。自

分の夢（目標）の実現に向けて一生懸命に努力をし取

り組む。一方で日本人社員は礼儀正しく、とてもまじ

めである。指示する内容及び求める業務内容をよく理

解する。しかし新しいことをチャレンジすることに不

安を持ち、それが受け身の姿勢につながり、消極的な

人が多いと指摘した。 
次に川名氏の発表である。札幌国際大学は平成26年

に「観光教育の充実に関する高大・地域連携協定」

を斜里町、北海道斜里高等学校と結んだ。この連

携協定に基づき平成 26年から「実践力を養う観光英

語教育」をテーマにしたグローバル人材育成教育を斜

里高校と実施している。 
平成26年度は、1. 知床での観光英会話セミナー  2. 

インターネットを利用したテレビ英会話レッスン  
3. フィールドワークで収集したデータを利用した

知床観光スポットの紹介サイト作成を行なった。

集中セミナーでは、知床のウトロ地区で観光に関

する英会話を実施した。またタブレット端末を利

用して写真や動画を撮り、プレゼンテーション形

式で発表を行った。 インターネットを利用したテレ

ビ英会話ではタブレット端末の映像アプリを利用し

たレッスンを定期的に実施した。会話の内容はSNSを

利用して発信し学びの定着を図った。 学習管理サイ

トでは、テレビ英会話の予約や学習内容、そして質疑

応答の一括管理を行なった。また SNS リンク集に e
ラーニングサイトを設けて自主学習できる環境を提

供した。更に知床の日本語・英語紹介サイトをセ

ミナー参加者が収集した写真素材を利用して構築し

た。 
 平成 27 年度の研究は「実践力を養う英会話の研究 
- 集中学習型の吟味」というテーマで実施した。「英

語による観光情報の発信」 という手法で実践的な英

会話教育を目指した。またこの教育を通して「何

が観光として価値があるか」を判断するためのク

リティカル・シンキング・ スキル(批判的思考力)の
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養成も視野に入れた。平成27年は知床国立公園51周

年、そして知床世界自然遺産10周年の年にあたり、

テレビ北海道の番組である『けいざいナビ北海道』の

取材クルーが 2 日間同行し、インタビューを含む高

大連携活動を取材した。その様子は平成27年8月23
日の『けいざいナビ北海道』で「高校生が熱くぶつか

る夏密着・観光教育進行中」で放送された。また新

聞社の取材もあり活動内容が新聞に掲載された。 こ
のような取り組みの他に前年度より継続している

インターネットを利用したテレビ英会話を 14 回実

施した。 
 平成 28 年度は「外国人観光客をターゲットとし

た英語版観光案内書の作成」というテーマで実施

した。内容は斜里町の魅力ある店舗や建物を撮影

すること、そしてそのデータを利用したデジタル

版斜里町案内書を作成することであった。データ

ベースアプリのフォーマットに写真、日本語と英

語の解説文、そして生徒が録音した英語解説の音声

ファイルを入れた。斜里町の店舗や建物 44 カ所を紹

介するガイドブックを完成させた。  
平成 26 年から 3 年間続けた知床をフィールドと

したこの取り組みでは、”距離と時間” の問題を ICT
の利活用で克服した。その結果、参加者は英語の習

熟度を上げるだけでなく、通常の授業では体験で

きない「学びの深さ」 を知り、効果的な学習に必要

な”Positive Learning”という積極性を身に付けること

ができた。 
最後に佐野氏に登場していただいた。近年人口移動

のボーダレス化が加速する中で、政治・経済・社会す

べての側面において「グローバル人材」の育成が急務

とされている。そうした中、国際通用語である英語を

自在に操る人材を育成すべく英語教育界に向けられる

期待は年々高まっており、2020年から全面実施される

新学習指導要領においては小学校の高学年から「外国

語科」が新たに教科として組み込まれることになった。

また、中・高の英語教育をさらに充実させるための「生

徒の英語力向上推進プラン」（GOAL 2020）も策定さ

れるなど、英語教育改革にかかわる動きは加速する一

方である。 

では、グローバル人材に求められる英語力とはどの 
ようなものか。それは単なるコミュニケーションの手

段としての英語ではなく、交渉の場面で相手の主張を

理解しつつ、瞬時にその弱点を見出して自分の主張の

強さをアピールできるようなディベート力や異なる専

門性を持つ集団の中にあって自分の専門的見地からそ

の集団としての意思決定に寄与することができるよう

なディスカッション力ととらえ、そうした力を育てる

ためにどのような英語教育が可能なのか。 
改めて指摘するまでもなく、こうした英語力をはぐ

くむためには文法及び語彙の知識の積み重ねに主眼を

置いてきた従来的な教育から脱却する必要がある。同

時に、文部科学省が新学習指導要領でも強調している

とおり、学生の主体的で協働的な学び、アクティブ・

ラーニングを根幹に据えるための変革が、英語教育の

みならず日本の教育全体に求められている。 
こうした流れを踏まえつつ、さらに北海道文教大学

の学生の希望職種として観光産業が多い実態を勘案し、

新カリキュラムにおいては「観光を英語で学ぶ」とい

うコンセプトを打ち出した。多読やアカデミックライ

ティング及びスピーキングのような英語の基礎的な技

術を学ぶ科目とともにこのカリキュラムの重要な位置

を占めているのが北海道の観光、世界遺産、地域観光

論など、観光のコンテンツを英語で学ぶ科目群である。 
これらの講義においては教員は知識の伝達者ではな

く、学生の主体的な学びを主に言語的な面から支える

ファシリテーターとしての役割を果たすことが求めら

れている。基本的に英語で行われるこれらの講義の中

で学生は、テーマにかかわるリーディング及びリスニ

ングでのインプットをもとに、プレゼンテーションや

レポートの形でのアウトプットの機会を与えられ、実

践的な英語運用能力を高めつつ観光分野における問題

解決能力を高めることが期待されている。その後佐野

氏は、実際に学生が行った阿寒でのフィールドワーク

とその後の学びについて報告した。 
 

受付日2018年1月17日 受理日2017年3月10日 
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モデレーターの竹内氏 

 
左から張氏、鄭氏 

 
 

 
左から川名氏、佐野氏 
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報告  
 

次期学習指導要領が中等教育と大学に与える影響 

～国際バカロレアとイングランドのカリキュラムとの関連性～ 
（2017年度全国大会教育連携部会企画報告） 

 

 奥山 則和 A 

 
 

2017年9月9・10日に、北海道情報大学にて開催

された第5回全国大会において、9月10日の13時00
分から14時25分に標題の企画が開催された。開催意

図は以下の通り。 
現行の学習指導要領は知識・技能の習得と思考力・

判断力・表現力等の育成のバランスを重視している。

しかし、この趣旨を踏まえた教育が現場では実践され

ていないとの批判がある。こうした現状を踏まえ、次

期学習指導要領では、一歩踏み込んで「主体的・対話

的で深い学び」を強調している。その「主体的・対話

的で深い学び」という考え方は、既にイングランドの

ナショナル・カリキュラムや、国際バカロレア(IB)の
探究型・問題解決型の学習手法で実践されてきている。

2つの外国のカリキュラムについて、日本の学習指導

要領や検定教科書との関連性を述べ、日本の中等教育

に関して議論をした。 
本企画は、国際教養大学の勝又美智雄名誉教授がモ

デレーターとなってリードし、3名のパネリストが議

論した。パネリストの経歴は、以下の通り。 
赤塚祐哉氏：日本国際バカロレア教育学会理事 
奥山：イングランド教員免許保持者 
斉藤智氏：検定教科書発行会社社長 

 
まずは、早稲田大学本庄高等学院の赤塚祐哉教諭で

ある。赤塚氏は日本の公立高等学校では初となる IB
プログラムを提供するコースの立ち上げに携わられた。

その経験から、以下のような問題点を指摘した。 
① 文部科学省は、次期学習指導要領において、IB

の教育理念や手法を参考にしている。国の意向

としては、ディプロマプログラム(Diploma 
Programme・DP)実施校を増やすことを望んで 

------------------------------------------- 
A:学校法人桐蔭学園グローバル教育センター 

 グローバル人材育成教育学会教育連携部会長 

いる。 
② 文部科学省は IBが認定する高等学校でDPを

実施した場合、高等学校学習指導要領上の各教

科・各科目と対応関係があるとしている。しか

し、IB実施校で検定教科書が必ずしも用いられ

るわけではないなど、両者には相違点がみられ

る。 
③ 学習指導要領は、高次の思考スキルについて、

そのスキルを活用することは明記されているも

のの、それをどのように育てるかについて記載

がない。IB・DPのカリキュラムは学習者の批

判的思考力を高めるためのプロセスや評価方法

が具体的に記載されている。後者では、教科横

断的に「知の理論」のエッセンスを取り入れて

いるからこそ、そのようなことが可能となって

いる。学習指導要領に則って教える際にも、教

科を越えてどのように高次の思考スキルを身に

着けさせるかを考える必要がある。 
 
次に奥山がイングランドのナショナル・カリキュラ

ムについて紹介した。筆者はイングランドでの教員経

験があり、同国の教員免許(Qualified Teacher Status)
を持っている。 
① イングランドのカリキュラムの特徴は、知識量

を押さえて、生徒の議論する力を育てようとす

る点にある。その手法やカリキュラムがどのよ

うに整備されているかを、網羅主義との比較か

ら具体的に紹介した。 
② イングランドのカリキュラムは、日本の学習指

導要領と比べるとその情報量の少なさに特徴が

あり、各教師に任されている部分が大きい。検

定教科書はない。 
③ 生徒が何を考え、どのように議論するかを詳し

  

く見て評価をするわけであるから、評価には時

間がかかる。文部科学省も議論や討論を授業内

に増やし、試験では論述問題を増やすことを目

指している。その実現には、このような時間と

手間をかける評価方法が受け入れられるように

するために、教科書内容を網羅的に教えたり、

客観採点と言う名の下の一問一答形式の出題を

したりという従来型の教授法からの脱却が必要。 
 
二人の問題提起を受けて、検定教科書を発行する桐

原書店の斉藤智社長が教科書検定制度の歴史的な経緯

と教科書出版社の対応などについて解説し、以下のよ

うな問題点を指摘した。 
① 検定調査の流れを具体的に紹介。理屈上、検定

教科書は文部科学省が定める学習指導要領の内

容・精神を忠実に反映したものである。 
② しかし、現場の教師が使いたいと求めるモノ・

市場のニーズが必ずしも学習指導要領の目指す

ところと一致しているわけではない。よって、

検定意見には応えたものの、学習指導要領の内

容とは乖離がある教科書も出回っている。 
③ その乖離には(1)生徒の学力不足、(2)大学入試の

影響、(3)高校教員の過重負荷などが考えられる。

また、少子化の影響により、「売れる」教科書づ

くりをせざるを得ない教科書発行会社の事情も

ある。 
 
パネリストたちの問題提起を踏まえ、勝又氏が3人

の間でのQ&A をリードしていき、次第に議論は会場

にいた聴衆にまで広がった。参加者のほとんどは大学 
関係者であったが、学習指導要領の内容を学んできた 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

者たちが将来自分たちの大学に入学してくることが念

頭にあるのか、当事者意識のある発言が相次いだ。 
 
「主体的・対話的で深い学び」とはなにか、「教科書

の役割とは」など、それだけで論文が何本も書けそう

な内容についての議論である。パネリスト間からフロ

アーへと移って行った議論が蛇行しているように感じ

させずに進行できたのは、勝又氏の手腕に負うところ

が大きい。 
 
さまざまな面について言及があった企画なので、無

理に一言でまとめることは避けたい。しかし、教育改

革が声高に言われているこの時期に、こうして多くの

人を巻き込んで議論する場を設けられたことには意義

があったと感じている。企画段階から相談に乗ってい

ただいた赤塚祐哉氏、パネリストとしての役割を快諾

くださった斉藤智氏、司会進行でうまく議論を整理し

てくださった勝又美智雄氏、全国大会での企画実施に

許可をくださった実行委員の皆さま方には深く感謝し

ている。 
教育連携部会は、分科会A「語学」と分科会B「高

大接続」とがある。分科会Aでは語学教育における教

員間連携および産学連携を専門に扱っている。分科会

Bではグローバル化のための教育イノベーション（国

際バカロレア、SGH・SGU など）における連携・接

続を専門としている。今回は、分科会Bの議論の場と

して、部会企画を開催した。今後も、分科会A・Bの

議論を活性化させる機会を探っていきたい。 
 

受付日2018年1月15日、受理日2018年3月10日 
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報告  
 

次期学習指導要領が中等教育と大学に与える影響 

～国際バカロレアとイングランドのカリキュラムとの関連性～ 
（2017年度全国大会教育連携部会企画報告） 

 

 奥山 則和 A 

 
 

2017年9月9・10日に、北海道情報大学にて開催

された第5回全国大会において、9月10日の13時00
分から14時25分に標題の企画が開催された。開催意

図は以下の通り。 
現行の学習指導要領は知識・技能の習得と思考力・

判断力・表現力等の育成のバランスを重視している。

しかし、この趣旨を踏まえた教育が現場では実践され

ていないとの批判がある。こうした現状を踏まえ、次

期学習指導要領では、一歩踏み込んで「主体的・対話

的で深い学び」を強調している。その「主体的・対話

的で深い学び」という考え方は、既にイングランドの

ナショナル・カリキュラムや、国際バカロレア(IB)の
探究型・問題解決型の学習手法で実践されてきている。

2つの外国のカリキュラムについて、日本の学習指導

要領や検定教科書との関連性を述べ、日本の中等教育

に関して議論をした。 
本企画は、国際教養大学の勝又美智雄名誉教授がモ

デレーターとなってリードし、3名のパネリストが議

論した。パネリストの経歴は、以下の通り。 
赤塚祐哉氏：日本国際バカロレア教育学会理事 
奥山：イングランド教員免許保持者 
斉藤智氏：検定教科書発行会社社長 

 
まずは、早稲田大学本庄高等学院の赤塚祐哉教諭で

ある。赤塚氏は日本の公立高等学校では初となる IB
プログラムを提供するコースの立ち上げに携わられた。

その経験から、以下のような問題点を指摘した。 
① 文部科学省は、次期学習指導要領において、IB

の教育理念や手法を参考にしている。国の意向

としては、ディプロマプログラム(Diploma 
Programme・DP)実施校を増やすことを望んで 

------------------------------------------- 
A:学校法人桐蔭学園グローバル教育センター 

 グローバル人材育成教育学会教育連携部会長 

いる。 
② 文部科学省は IBが認定する高等学校でDPを

実施した場合、高等学校学習指導要領上の各教

科・各科目と対応関係があるとしている。しか

し、IB実施校で検定教科書が必ずしも用いられ

るわけではないなど、両者には相違点がみられ

る。 
③ 学習指導要領は、高次の思考スキルについて、

そのスキルを活用することは明記されているも

のの、それをどのように育てるかについて記載

がない。IB・DPのカリキュラムは学習者の批

判的思考力を高めるためのプロセスや評価方法

が具体的に記載されている。後者では、教科横

断的に「知の理論」のエッセンスを取り入れて

いるからこそ、そのようなことが可能となって

いる。学習指導要領に則って教える際にも、教

科を越えてどのように高次の思考スキルを身に

着けさせるかを考える必要がある。 
 
次に奥山がイングランドのナショナル・カリキュラ

ムについて紹介した。筆者はイングランドでの教員経

験があり、同国の教員免許(Qualified Teacher Status)
を持っている。 
① イングランドのカリキュラムの特徴は、知識量

を押さえて、生徒の議論する力を育てようとす

る点にある。その手法やカリキュラムがどのよ

うに整備されているかを、網羅主義との比較か

ら具体的に紹介した。 
② イングランドのカリキュラムは、日本の学習指

導要領と比べるとその情報量の少なさに特徴が

あり、各教師に任されている部分が大きい。検

定教科書はない。 
③ 生徒が何を考え、どのように議論するかを詳し

  

く見て評価をするわけであるから、評価には時

間がかかる。文部科学省も議論や討論を授業内

に増やし、試験では論述問題を増やすことを目

指している。その実現には、このような時間と

手間をかける評価方法が受け入れられるように

するために、教科書内容を網羅的に教えたり、

客観採点と言う名の下の一問一答形式の出題を

したりという従来型の教授法からの脱却が必要。 
 
二人の問題提起を受けて、検定教科書を発行する桐

原書店の斉藤智社長が教科書検定制度の歴史的な経緯

と教科書出版社の対応などについて解説し、以下のよ

うな問題点を指摘した。 
① 検定調査の流れを具体的に紹介。理屈上、検定

教科書は文部科学省が定める学習指導要領の内

容・精神を忠実に反映したものである。 
② しかし、現場の教師が使いたいと求めるモノ・

市場のニーズが必ずしも学習指導要領の目指す

ところと一致しているわけではない。よって、

検定意見には応えたものの、学習指導要領の内

容とは乖離がある教科書も出回っている。 
③ その乖離には(1)生徒の学力不足、(2)大学入試の

影響、(3)高校教員の過重負荷などが考えられる。

また、少子化の影響により、「売れる」教科書づ

くりをせざるを得ない教科書発行会社の事情も

ある。 
 
パネリストたちの問題提起を踏まえ、勝又氏が3人

の間でのQ&A をリードしていき、次第に議論は会場

にいた聴衆にまで広がった。参加者のほとんどは大学 
関係者であったが、学習指導要領の内容を学んできた 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

者たちが将来自分たちの大学に入学してくることが念

頭にあるのか、当事者意識のある発言が相次いだ。 
 
「主体的・対話的で深い学び」とはなにか、「教科書

の役割とは」など、それだけで論文が何本も書けそう

な内容についての議論である。パネリスト間からフロ

アーへと移って行った議論が蛇行しているように感じ

させずに進行できたのは、勝又氏の手腕に負うところ

が大きい。 
 
さまざまな面について言及があった企画なので、無

理に一言でまとめることは避けたい。しかし、教育改

革が声高に言われているこの時期に、こうして多くの

人を巻き込んで議論する場を設けられたことには意義

があったと感じている。企画段階から相談に乗ってい

ただいた赤塚祐哉氏、パネリストとしての役割を快諾

くださった斉藤智氏、司会進行でうまく議論を整理し

てくださった勝又美智雄氏、全国大会での企画実施に

許可をくださった実行委員の皆さま方には深く感謝し

ている。 
教育連携部会は、分科会A「語学」と分科会B「高

大接続」とがある。分科会Aでは語学教育における教

員間連携および産学連携を専門に扱っている。分科会

Bではグローバル化のための教育イノベーション（国

際バカロレア、SGH・SGU など）における連携・接

続を専門としている。今回は、分科会Bの議論の場と

して、部会企画を開催した。今後も、分科会A・Bの

議論を活性化させる機会を探っていきたい。 
 

受付日2018年1月15日、受理日2018年3月10日 
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報告 

 

コスモポリタン教育の核心 

～「内にコスモスを持つ者」たちの軌跡とその展望～ 
（2017 年度中部支部大会 シンポジウム 報告） 

 

鈴木 繁夫 A 

 
左から、福田謙之氏、堀口英則氏、坂本宗明氏、南寿樹氏。 参加者 34 名 

（写真撮影：田中忠芳） 
 

2017 年 10 月 26 日、金沢工業大学において開催さ

れた第4回中部支部大会において、約2時間（午後1
時 40 分～午後 3 時 55 分）にわたるシンポジウムで

は、上記のテーマで4人のパネリストを迎え、会場で

はフロアを巻き込んで活発な議論が展開した。 
冒頭、鈴木（司会）から、トランプ政権誕生後の世

界において顕在化したのは、グローバル資本主義にふ

さわしいグローバル人材の育成だけではなく、自らの

守備範囲において共生を試みている人材、言い換える

なら「内にコスモスを持つ者」、コスモポリタンの育成

であることが指摘された。そしてその意味では登壇者

はいずれもコスモポリタンであり、またそのような人

材を生み出すべく活動していることが紹介された。 
最初に、福田謙之氏（金沢工業大学）は同大学の一

期生であり、事務方の長として母校の改革に乗り出し 
 

------------------------------------------------ 
A: 名古屋大学大学院・人文学研究科 

た。そこで氏が目指したのは、質が保障されたアメリ

カ型の教育課程の実現化であった。授業番号制、GPA
はいうまでもなく、学生自身がテーマを決め、実験・

工作設備を24時間自由に使える場の提供（「夢考房」）

を始めた。こうした流れを理解してもらうために、大

学負担で、ほぼすべての教員に、米国大学へ視察研修

をしてもらった。また夢考房のような場の提供には、

運営時間の負担と事故責任への不安が伴うが、「学生が

主役の大学」という信念から、ひいては様々な分野の

研究者と学生との交流による「知的なディズニーラン

ド」構築という構想から、工房独自の運営体制を作り

上げていった。氏の心意気は、方向こそ違うが、欧米

へ日本文化を発信し続けた金沢人コスモポリタン・鈴

木大拙のそれを感じさせた。 
『偏差値37なのに就職率９割の大学』で著名な堀口

英則氏（金沢星稜大学女子短期大学部）は、4 年間の

居場所を競う大学受験ではなく、43年間のそれを競う

就職活動という発想の転換が基本にある。当初は就職 

  

支援センターの長として、氏自らが企画立案したプレ

ゼン力、論理思考を鍛えるユニークな就活講座を設け、

また講座運営にも深く関わっていった。現在では同校

は圧倒的な就職率と優良企業への就職を実現している

が、これは大学受験への単なる「倍返し」ではない。

講座・就活・内定を通じて学生は自己効力感を高める

だけでなく、講座の中には大学補助によるセブ島留学

とスラムでのボランティア活動も含まれ、「自分はこん

なに恵まれていたのか」と他者への共感度も強くして

いる。また上海やウラジオストックへの「就職合宿ク

ルーズ ほし☆たび」（現地集合・現地解散）では、船

内で行われる自己分析を通じて学生が自己肯定感を強

めていく。このように、人間力を高める教育プログラ

ムを氏は実践しており、学生が輝き出すことに深い喜

びを感じている。 

坂本宗明氏（金沢工業大学）は、「夢考房」をさらに

一歩進め、モノ作りを媒介とした日本人学生とアジア

人学生との協働を通じた課外活動プログラム

Learning Expressを実践している。氏は、その特徴を

次のように要約した。 
(1) 国際的な技術者教育の基準であるCDIO標準

に基づいて設計されている。 
(2) 新興国における生活体験を通じ，地域社会に

存在する課題を住民の立場から考える没入体験

型学習プログラムである。 
(3) 複数国の学生と現地居住者が，文化的差異を

超えて協働し，問題発見・解決に取り組む「共

創」プログラムである。 
(4) 工学系・理学系のみならず，経営系や心理系，

メディア系など多様な専門分野を学ぶ学生が参

加する異分野横断型プロジェクトである。 
(5) 大学初年次から大学院生まで幅広い学生の参

加が可能である。 
(6) 全ての活動がチーム協働として実施される。 
(7) 問題発見・解決活動においては，人間の行動

と心理に重点を置いたイノベーション技術であ

る “design thinking” を用い，ただ単に技術的 
 
 
 
 
 

な解決案を導くのではなく，地域社会における

生活や文化的背景を共有し，実現可能かつ現地

の人的・物的資源によって持続可能な解決案を

創り出す。 
これら7項目には、横断と縦断、そして共同と共生

という意匠が貫かれており、このプログラムが学生を

コスモスポリタンへと変身させる跳躍台になっている

ことがわかる。「地球上の何処にあれど、物事を楽しめ

る学生を育てたい」という氏の思いがにじみ出ている。 
四人目のパネリストは、愛知県立大府特別支援学校

の教諭でありながら、その卒業生とともに人形劇団を

作り活動している南寿樹氏である。氏は「ハンディキ

ャップを持つ子の小さな願いの実現に力のベクトルを

合わせてほしい」という熱い思いの持ち主である。氏

の劇団は、国内の被災地での上演にとどまらず、その

活動は海外にも及んでいるが、それは氏が独りでなし

得ることではない。人形製作、歌、通訳などのプロを

始め、移動にあたって進んで介助を申し出る人々がい

ればこそである。人形は障がいを乗り越えるための単

なる道具でもなければ、劇団活動は障がい者でもここ

までやれますという憐憫機会でもない。この活動は、

「小さな願い」を火種として、人形という仲間を介して、

それまで互いに交流のなかった人たちのつながりを生

成させ共生を作り出していくものなのだ。 
これら4氏の活動は、自分のポジションが脅かされ

ず今日が昨日と同じであればよいという内向き志向と

は無縁である。各氏の思いは頭の中の夢想や言葉で説

く理想ではなく、地に張り付いてその根を広げ、現実

を、そしてその場で生活する学生・青少年たちの自己

効力感・肯定感を高め、彼らの人生を豊かにしていっ

ている。物質的に豊かである日本では、各氏のような

コスモポリタンを育てること、また各氏の活動を通じ

て生まれるコスモポリタンたちがいることは忘れては

ならない。 
 

受付日2017年12月10日、受理日 2018年3月10日 
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報告 

 

コスモポリタン教育の核心 

～「内にコスモスを持つ者」たちの軌跡とその展望～ 
（2017年度中部支部大会 シンポジウム 報告） 

 

鈴木 繁夫 A 

 
左から、福田謙之氏、堀口英則氏、坂本宗明氏、南寿樹氏。 参加者 34 名 

（写真撮影：田中忠芳） 
 

2017 年 10 月 26 日、金沢工業大学において開催さ

れた第4回中部支部大会において、約2時間（午後1
時 40 分～午後 3 時 55 分）にわたるシンポジウムで

は、上記のテーマで4人のパネリストを迎え、会場で

はフロアを巻き込んで活発な議論が展開した。 
冒頭、鈴木（司会）から、トランプ政権誕生後の世

界において顕在化したのは、グローバル資本主義にふ

さわしいグローバル人材の育成だけではなく、自らの

守備範囲において共生を試みている人材、言い換える

なら「内にコスモスを持つ者」、コスモポリタンの育成

であることが指摘された。そしてその意味では登壇者

はいずれもコスモポリタンであり、またそのような人

材を生み出すべく活動していることが紹介された。 
最初に、福田謙之氏（金沢工業大学）は同大学の一

期生であり、事務方の長として母校の改革に乗り出し 
 

------------------------------------------------ 
A: 名古屋大学大学院・人文学研究科 

た。そこで氏が目指したのは、質が保障されたアメリ

カ型の教育課程の実現化であった。授業番号制、GPA
はいうまでもなく、学生自身がテーマを決め、実験・

工作設備を24時間自由に使える場の提供（「夢考房」）

を始めた。こうした流れを理解してもらうために、大

学負担で、ほぼすべての教員に、米国大学へ視察研修

をしてもらった。また夢考房のような場の提供には、

運営時間の負担と事故責任への不安が伴うが、「学生が

主役の大学」という信念から、ひいては様々な分野の

研究者と学生との交流による「知的なディズニーラン

ド」構築という構想から、工房独自の運営体制を作り

上げていった。氏の心意気は、方向こそ違うが、欧米

へ日本文化を発信し続けた金沢人コスモポリタン・鈴

木大拙のそれを感じさせた。 
『偏差値37なのに就職率９割の大学』で著名な堀口

英則氏（金沢星稜大学女子短期大学部）は、4 年間の

居場所を競う大学受験ではなく、43年間のそれを競う

就職活動という発想の転換が基本にある。当初は就職 

  

支援センターの長として、氏自らが企画立案したプレ

ゼン力、論理思考を鍛えるユニークな就活講座を設け、

また講座運営にも深く関わっていった。現在では同校

は圧倒的な就職率と優良企業への就職を実現している

が、これは大学受験への単なる「倍返し」ではない。

講座・就活・内定を通じて学生は自己効力感を高める

だけでなく、講座の中には大学補助によるセブ島留学

とスラムでのボランティア活動も含まれ、「自分はこん

なに恵まれていたのか」と他者への共感度も強くして

いる。また上海やウラジオストックへの「就職合宿ク

ルーズ ほし☆たび」（現地集合・現地解散）では、船

内で行われる自己分析を通じて学生が自己肯定感を強

めていく。このように、人間力を高める教育プログラ

ムを氏は実践しており、学生が輝き出すことに深い喜

びを感じている。 

坂本宗明氏（金沢工業大学）は、「夢考房」をさらに

一歩進め、モノ作りを媒介とした日本人学生とアジア

人学生との協働を通じた課外活動プログラム

Learning Expressを実践している。氏は、その特徴を

次のように要約した。 
(1) 国際的な技術者教育の基準であるCDIO標準

に基づいて設計されている。 
(2) 新興国における生活体験を通じ，地域社会に

存在する課題を住民の立場から考える没入体験

型学習プログラムである。 
(3) 複数国の学生と現地居住者が，文化的差異を

超えて協働し，問題発見・解決に取り組む「共

創」プログラムである。 
(4) 工学系・理学系のみならず，経営系や心理系，

メディア系など多様な専門分野を学ぶ学生が参

加する異分野横断型プロジェクトである。 
(5) 大学初年次から大学院生まで幅広い学生の参

加が可能である。 
(6) 全ての活動がチーム協働として実施される。 
(7) 問題発見・解決活動においては，人間の行動

と心理に重点を置いたイノベーション技術であ

る “design thinking” を用い，ただ単に技術的 
 
 
 
 
 

な解決案を導くのではなく，地域社会における

生活や文化的背景を共有し，実現可能かつ現地

の人的・物的資源によって持続可能な解決案を

創り出す。 
これら7項目には、横断と縦断、そして共同と共生

という意匠が貫かれており、このプログラムが学生を

コスモスポリタンへと変身させる跳躍台になっている

ことがわかる。「地球上の何処にあれど、物事を楽しめ

る学生を育てたい」という氏の思いがにじみ出ている。 
四人目のパネリストは、愛知県立大府特別支援学校

の教諭でありながら、その卒業生とともに人形劇団を

作り活動している南寿樹氏である。氏は「ハンディキ

ャップを持つ子の小さな願いの実現に力のベクトルを

合わせてほしい」という熱い思いの持ち主である。氏

の劇団は、国内の被災地での上演にとどまらず、その

活動は海外にも及んでいるが、それは氏が独りでなし

得ることではない。人形製作、歌、通訳などのプロを

始め、移動にあたって進んで介助を申し出る人々がい

ればこそである。人形は障がいを乗り越えるための単

なる道具でもなければ、劇団活動は障がい者でもここ

までやれますという憐憫機会でもない。この活動は、

「小さな願い」を火種として、人形という仲間を介して、

それまで互いに交流のなかった人たちのつながりを生

成させ共生を作り出していくものなのだ。 
これら4氏の活動は、自分のポジションが脅かされ

ず今日が昨日と同じであればよいという内向き志向と

は無縁である。各氏の思いは頭の中の夢想や言葉で説

く理想ではなく、地に張り付いてその根を広げ、現実

を、そしてその場で生活する学生・青少年たちの自己

効力感・肯定感を高め、彼らの人生を豊かにしていっ

ている。物質的に豊かである日本では、各氏のような

コスモポリタンを育てること、また各氏の活動を通じ

て生まれるコスモポリタンたちがいることは忘れては

ならない。 
 

受付日2017年12月10日、受理日 2018年3月10日 
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報告 
 

国際教育プログラムと成果測定・評価を考える 
（2017 年度関西支部大会 シンポジウム 報告） 

 
横川 綾子 A 

 

 
 

2018年2月17日関西大学千里山キャンパスにおい

て、2017年度関西支部大会が開催されました。「グロ

ーバル人材を育成する国際教育プログラムの学習効果

～留学や学習活動で『何』を習得したのか～」を大会

テーマに、古村由美子教授（長崎大学）による特別講

演「異文化対応力測定方法開発の試み：カテゴリーと

質問項目の観点から」に続いて、約1時間のシンポジ

ウムが開催されました。 
 本シンポジウムは、「国際教育プログラムと成果測

定・評価を考える」をテーマに、小野博グローバル人

材育成教育学会会長をファシリテーターとして、以下

4名のシンポジストを迎えて進められました。 
【登壇者】 
古村 由美子（長崎大学 教授） 
青柳 達也（佐賀大学 非常勤講師） 
横川 綾子（明治大学 特任准教授） 
池田 佳子（関西大学 教授） 
─────────────────────── 
A : 明治大学国際連携機構 

まず、横川からは、明治大学の海外派遣プログラム

の概要とその教育効果として期待される能力を提示し、

古村先生が特別講演で発表された「異文化対応力測定

テスト（案）」に関する提案をいたしました。参加者に

配布されたプレテストは、1 つの設問に対して 2 択ま

たは4択の回答形式を採用していますが、こうした選

択式の自己評価に加え、タスクベースの設問（例：あ

る異文化衝突の設定において適切な言動や解決策を述

べる）を追加する可能性を検討する意義を述べました。 
次に、青柳先生からは、「国際教育プログラムと効果

測定・評価を考える～高等学校の場合～」と題したご

発表があり、高校生を対象とした国際教育プログラム

の現況と高校での成果測定・評価の妥当性を、佐賀県

内の公立・私立高校の英語科教員5名へのインタビュ

ー結果も交えて、論じられました。その中で、大学の

合格実績に注力せざるを得ない高校では、グローバル

人材育成まで手が回らない現実もあり、都心と地方で

の教育格差や意識の違いも顕著であると、見解を述べ

られました。 

 

さらに、池田先生からは、関西大学における2016年

度海外派遣実績のご報告があり、短期留学560名、中

長期留学435名、その他合計1063名とのことでした。

そして、海外派遣プログラムの運営・拡充に必要な予

算獲得における論拠の1つとなる効果測定の必要性を

強調されました。効果測定方法の検討には、松下佳代

教授（京都大学高等教育研究開発推進センター）によ

る学習評価の構図（松下, 2012）1)を参照されていると

のことでした。 

図1 学習評価の構図 
 
まとめとして、古村先生が、国際教育プログラムの

効果測定の必要性を再度強調され、その教育効果を

種々のステークホルダーに対して客観的な数値で示す 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ことの重要性に言及されました。「異文化対応力測定テ

スト（案）」はそのニーズに応える試みであり、産学を

問わず協力を仰ぎつつ、異文化対応力育成専門部会を

中心に開発を進めていきたいと述べられました。 
フロアからは、異文化対応能力の「伸び」を測定す

るのであれば、調査対象者の海外派遣前のバッググラ

ウンド（例：身近な異文化交流の機会の有無）等を問

う質問項目があっても良いのではないかというご意見

が出ました。また、日本語を母語としない学生に対し

ても調査できるよう、将来的には英語版もあると良い

のではないかというご提案もいただきました。 
 最後に、小野会長から、関西支部大会当日に実施さ

れた「異文化対応力育成専門部会ミーティング」での

議論を受け、引き続き「異文化対応力測定テスト（案）」

の改良を進めること、グローバル人材育成教育に携わ

る関係者の協力を仰ぎたいこと、ご意見ご提案は古村

先生までお寄せくださるよう、要請がありました。 
 
引用・参考文献 
1) 松下佳代.(2012). パフォーマンス評価による学習

の質の評価 ：学習評価の構図の分析にもとづいて. 
京都大学高等教育研究 (18), 75-114, 2012-12-01.  
https://ci.nii.ac.jp/els/contents110009535957.pdf?
id=ART0009984458 （2018年2月23日参照） 

 
受付日2018年2月23日、受理日2018年3月10日 
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報告 
 

国際教育プログラムと成果測定・評価を考える 
（2017 年度関西支部大会 シンポジウム 報告） 

 
横川 綾子 A 

 

 
 

2018年2月17日関西大学千里山キャンパスにおい

て、2017年度関西支部大会が開催されました。「グロ

ーバル人材を育成する国際教育プログラムの学習効果

～留学や学習活動で『何』を習得したのか～」を大会

テーマに、古村由美子教授（長崎大学）による特別講

演「異文化対応力測定方法開発の試み：カテゴリーと

質問項目の観点から」に続いて、約1時間のシンポジ

ウムが開催されました。 
 本シンポジウムは、「国際教育プログラムと成果測

定・評価を考える」をテーマに、小野博グローバル人

材育成教育学会会長をファシリテーターとして、以下

4名のシンポジストを迎えて進められました。 
【登壇者】 
古村 由美子（長崎大学 教授） 
青柳 達也（佐賀大学 非常勤講師） 
横川 綾子（明治大学 特任准教授） 
池田 佳子（関西大学 教授） 
─────────────────────── 
A : 明治大学国際連携機構 

まず、横川からは、明治大学の海外派遣プログラム

の概要とその教育効果として期待される能力を提示し、

古村先生が特別講演で発表された「異文化対応力測定

テスト（案）」に関する提案をいたしました。参加者に

配布されたプレテストは、1 つの設問に対して 2 択ま

たは4択の回答形式を採用していますが、こうした選

択式の自己評価に加え、タスクベースの設問（例：あ

る異文化衝突の設定において適切な言動や解決策を述

べる）を追加する可能性を検討する意義を述べました。 
次に、青柳先生からは、「国際教育プログラムと効果

測定・評価を考える～高等学校の場合～」と題したご

発表があり、高校生を対象とした国際教育プログラム

の現況と高校での成果測定・評価の妥当性を、佐賀県

内の公立・私立高校の英語科教員5名へのインタビュ

ー結果も交えて、論じられました。その中で、大学の

合格実績に注力せざるを得ない高校では、グローバル

人材育成まで手が回らない現実もあり、都心と地方で

の教育格差や意識の違いも顕著であると、見解を述べ

られました。 

 

さらに、池田先生からは、関西大学における2016年

度海外派遣実績のご報告があり、短期留学560名、中

長期留学435名、その他合計1063名とのことでした。

そして、海外派遣プログラムの運営・拡充に必要な予

算獲得における論拠の1つとなる効果測定の必要性を

強調されました。効果測定方法の検討には、松下佳代

教授（京都大学高等教育研究開発推進センター）によ

る学習評価の構図（松下, 2012）1)を参照されていると

のことでした。 

図1 学習評価の構図 
 
まとめとして、古村先生が、国際教育プログラムの

効果測定の必要性を再度強調され、その教育効果を

種々のステークホルダーに対して客観的な数値で示す 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ことの重要性に言及されました。「異文化対応力測定テ

スト（案）」はそのニーズに応える試みであり、産学を

問わず協力を仰ぎつつ、異文化対応力育成専門部会を

中心に開発を進めていきたいと述べられました。 
フロアからは、異文化対応能力の「伸び」を測定す

るのであれば、調査対象者の海外派遣前のバッググラ

ウンド（例：身近な異文化交流の機会の有無）等を問

う質問項目があっても良いのではないかというご意見

が出ました。また、日本語を母語としない学生に対し

ても調査できるよう、将来的には英語版もあると良い

のではないかというご提案もいただきました。 
 最後に、小野会長から、関西支部大会当日に実施さ

れた「異文化対応力育成専門部会ミーティング」での

議論を受け、引き続き「異文化対応力測定テスト（案）」

の改良を進めること、グローバル人材育成教育に携わ

る関係者の協力を仰ぎたいこと、ご意見ご提案は古村

先生までお寄せくださるよう、要請がありました。 
 
引用・参考文献 
1) 松下佳代.(2012). パフォーマンス評価による学習

の質の評価 ：学習評価の構図の分析にもとづいて. 
京都大学高等教育研究 (18), 75-114, 2012-12-01.  
https://ci.nii.ac.jp/els/contents110009535957.pdf?
id=ART0009984458 （2018年2月23日参照） 

 
受付日2018年2月23日、受理日2018年3月10日 
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報告  
 

ボストン訪問報告 
（第 3回論文賞副賞） 

 
横川 綾子 A 

 
「グローバル人材育成教育研究」第 3巻第 2号に掲載の実践報告[1]に対し、第 3回
論文賞をいただき、副賞として 2017年 11月にボストンを訪れる機会に恵まれた。
関係各位の多大なるご理解とご協力のおかげで今回の訪問が実現したことに、この

場を借りて深謝するとともに、本報告の執筆を通じて、筆者が得たグローバル体験

を共有する機会をいただいたことを大変光栄に思う。 
 

 

【主な行程】 

11月23日（木）18:30  
JAL 8便にて成田発、同日17:05ボストン着 

11月24日（金）13:00 
ボストン交響楽団「ピアノ協奏曲第１番（ベートー

ヴェン）／交響曲第4番（ブルックナー）」鑑賞 
場所：Symphony Hall 

11月25日（土）13:30 
ボストン・バレエ団「くるみ割り人形」鑑賞 
場所：Boston Opera House 

11月26日（日）10:00 
ハーバード大学下見 
場所：Harvard University・Harvard Square周辺 

11月27日（月）13:00 
ハーバード大学サマースクール関係者と会談 
場所：Harvard Division of Continuing Education 

11月28日（火）10:00 
ノースイースタン大学社会人文学部政治学科

Thomas Vicino教授と面会 
場所：Northeastern University 

11月28日（火）18:30 
近藤信之氏らと会食 
場所：Moooo, The Beacon XV Hotel  

11月29日（水）12:30 
JAL 7便にてボストン発、翌日16:00成田着 

 

１ ボストンという街

ボストンは、アメリカ北東部マサチューセッツ州の

州都で、歴史と現代が融合する港町である。マサチュ

ーセッツ工科大学やハーバード大学といった世界有数

のトップユニバーシティを擁する学術都市であり、文

化・芸術活動も盛んである一方、大リーグのボストン・

レッドソックスのお膝元で、世界有数の金融センター

でもある。こうした街の多面性に加え、地下鉄等の公 
------------------------------------------------ 

A: 明治大学国際連携機構 

共交通機関が発達しており、治安も比較的良いことか

ら、観光地や留学先として人気がある。 

ボストンに長期滞在するなら、自転車があると便利

だ。道路はおおむね平坦だし、市内を南北に分けるよ

うに流れるチャールズ川に架かる橋も、気軽に行き来

できる。ちなみに今回の宿泊先は、チャールズ川北側

のケンブリッジにした（写真1）。地下鉄の最寄り駅か
ら2マイルはあったが、旅先での運動不足解消のため
ホテルのシャトルバスは使わず、歩くことにしていた。 

 

 
写真1 川に面した部屋からは日の出が見える 

 
ボストンは 2016年 8月に続く再訪だったが、筆者
が到着したThanksgiving Dayからホリデーシーズン
に突入した初冬の街には、異なる趣があった。タクシ

ードライバーにBlack Friday（感謝祭翌日の金曜日に
クリスマスセールが始まり小売店が大きく黒字になる

ことから名付けられた）に話題を振ると、「仕事が終わ

ったらセールが始まる深夜0時に店に並ぶ」とのこと
だった。ボストン交響楽団の演奏会で隣席となった女

性は、「オーケストラ（1階席）に空席があるなんてや
っぱり感謝祭の週末ね」と言っていた。ちなみに彼女

は、84歳の今でも毎月のように車でSymphony Hall
（写真2）に駆けつける長年のBSOファンだ。高齢の
女性が着席に手間取る様子を優しく見守りながら、「年

を取るって嫌ねぇ」と茶目っ気たっぷりに話しかけて

くれたのが、会話のきっかけだった。 

 

 
写真2 ボストン交響楽団の本拠地Symphony Hall 

 
今回の旅は大学訪問を主な目的としていたが、裏テ

ーマは「芸術から知るボストン」だった。海外の一人

旅で、安全かつ有益に時間を使う方法の1つが、暗く
ならないうちに宿に戻れる昼間の観劇であることも、

その理由だ。演奏会とバレエのチケットは、ウェブサ

イトから事前購入して現地でピックアップしたが、こ

れが至極便利だった。特に、演奏会のチケットは、希

望する座席をクリックすると席からの眺めを写真で確

認できるため、購入を即決できた。一見さんが多く、

現地語に不慣れな観光客にとって便利なこうした機能

は、「おもてなし」として見習うところが多い。 
ボストン・バレエ団による「くるみ割り人形」は、

例年、感謝祭の翌日から年末まで上演される（写真3）。
開幕初日の主役である「金平糖の精」は、アジア人初

の最高位ダンサーである倉永美沙さんが今年も演じた。

筆者が観た2日目昼の部では、澤井玲奈さんが「花の
精」のリードダンサーを務めていた。体格や容姿で不

利とされるバレエ界において、グローバルに活躍する

日本人ダンサーが少なくないことは大変誇らしい。 
 

 

写真3 オペラハウス近くの大通りに掲揚される 
「くるみ割り人形」の広告 

 
 一人旅で苦労するのが、食事の場所だ。日本と違い、

女性のおひとりさまなど、アメリカのレストランでは

ほとんど見かけない。とはいえ、ボストンに来たら食

べておきたい料理はクラムチャウダー（写真4）、飲ん
でおきたいビールはサミュエル・アダムスで、その 2
つを制覇する方法を考えた。検索エンジンを駆使して

出した結論が、ホテルから徒歩圏内のLEAGAL SEA 
FOODS Kendall Square[2]でのランチだった。 

 
写真4 クラムチャウダーにはクラッカーが付く 

 

 レストランに行ったのは日曜の昼だったが、店はそ

こそこ客で埋まっていた。すぐ近くのマサチューセッ

ツ工科大学の学生と思われる男女3人組、品の良い高
齢の紳士2人、若いカップル、家族連れなど、客層も
様々だ。筆者のテーブルについたウエイターは感じの

良い青年で、ガールフレンドのインターンシップ先で

あるボストンに帯同し、博士課程入学前の自由時間を

アルバイトしながら過ごしているとのことだった。 

 

２ 大学訪問 

2.1 ハーバード大学 

1 つめの訪問先は、ハーバード大学サマースクール
のオフィス（写真5）である。勤務先の明治大学では、
同大学のサマーコースへの学生派遣を計画しており、

付属の明治高等学校も高校生向けのサマープログラム

に関心があるとのことで、その関係者3名と約1時間
にわたり会談し、情報交換した。 

 

 
写真5 ハーバード大学サマースクールのオフィス 

    があるDivision of Continuing Education 

 
世界中の秀才が目指す狭き門のハーバード大学だが、

サマースクールは Open admission（誰でも申し込め
る）が売りだそうだ。ただし、それなりの選考基準は

あり、英語を母語としない場合は、TOEFL iBT 100+
あるいは IELTS 7.5+が必須だ。とはいえ、このスコア
があれば、ハーバードのエッセンスを体感でき、共に

成長できる生涯の仲間に出会えるのだから、若い人は

果敢にチャレンジしてほしい。ちなみに、サマーコー

スはオンライン履修が可能で年齢制限もないことから、

筆者も受講を勧められた。プログラム内容は、同大学

のウェブサイト[3]に詳しい。 
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報告  
 

ボストン訪問報告 
（第 3回論文賞副賞） 

 
横川 綾子 A 

 
「グローバル人材育成教育研究」第 3巻第 2号に掲載の実践報告[1]に対し、第 3回
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できる。ちなみに今回の宿泊先は、チャールズ川北側
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ホテルのシャトルバスは使わず、歩くことにしていた。 
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スはオンライン履修が可能で年齢制限もないことから、

筆者も受講を勧められた。プログラム内容は、同大学
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2.2 ノースイースタン大学 

チャールズ川を挟んで北にハーバード大学、南にノ

ースイースタン大学がある。明治大学政治経済学部に

はノースイースタン大学との長い交流の歴史があり、

その縁で今回の訪問が実現した。毎年5月には米国か
ら約30名の学生が来日して明治大学で講義を受け、8
月には明治大学の学生が渡米してノースイースタン大

学で講義を受ける。Dialogue of Civilization[4]と題され

た本プログラムを担当され、夏には受け入れ側として

講義を担当くださるThomas Vicino教授を訪ね、ボス
トンの街を一望できるオフィスで1時間ほどお話を伺
った。Vicino教授のオフィスがある建物は地下鉄の駅
（写真6）の向かいにあり、アクセスも申し分ない。 
 

 
写真6 地下鉄 Orange Lineの Ruggles駅 

 
Vicino教授とは、短期の海外派遣プログラムをいか
に成功させるかを中心に話が進み、多くの示唆をいた

だいた。Dialogue of Civilizationは、日本だけでなく
様々な国で実施しているそうだが、渡航前セッション

をかなり丁寧に行っている印象を受けた。出発4か月
前の1月から毎月参加者を集め、プログラム内容の説
明から現地滞在のシミュレーションまで、グループ・

ダイナミクスの醸成を促す、実践的な事前研修を充実

させている。また、海外滞在中は週に3回ほどテーマ
を与え、ブログ記事のようなミニエッセイを書かせて

いるとのことだ。インプットとアウトプットを循環さ

せ、主体的な学びを支える工夫が施されている。 
日本の学生が留学前に身に着けるべき英語力につい

てVicino教授に伺ったところ、生活面・学業面ともに
Asking for help（助けを求める）を可能にする語学力
とマインドが必要とのことだった。加えて、自国と留

学先の講義スタイルや、期待される成果物の違いを理

解しておくことも重要である、と指摘された。講義や

課題はボーリングのような個人競技、対話やディベー

トは対抗戦のテニス、ディスカッションやプロジェク

トは団体競技のサッカーというように、学びの形が違

えば、求められるコミュニケーションの手法も異なる。

「基本的にはやりながら学んでいくしかないが、知識

として知っていると順応が速い」とVicino教授は仰っ
ていたが、筆者も全く同感である。特に、短期留学の

場合は、環境に適応するまでの時間の猶予が限られる

ため、より練られた事前研修が必要だろうと思う。 

３ 近藤氏らとの会食 

 論文賞副賞のスポンサーである近藤信之氏（写真7）
が、滞在最終日の夜に会食を催してくださった。JAL
ボストン支店長の遅塚周太郎氏、ディレクターのブラ

ザース真理子氏を交えた歓談は深夜まで続き、思い出

に残る楽しい夜となった。 

 

 
写真7 近藤氏（右）とレストランMooooにて 

 

近藤氏と親しくお話しさせていただく機会は今回が

初めてだったが、同氏が米国社会の第一線で長く活躍

されている理由が、筆者なりに理解できたように思う。

Product differentiation（製品の差別化）というキーワ
ードで表現されていたが、他者と自分との違いを自覚

し、その違いを「強み」に変えるべく、戦略的に時間・

労力・資金を投資しながら、ご自身で道を切り拓いて

きた結果が、今のお立場なのだろう。加えて、近藤氏

の言葉の端々に感じられる、何事も「面白い！」と捉

える陽転思考と適度な楽観主義も、不確実な時代を生

きるグローバル人材には重要な資質だと思った。 

 会食に先立ち、近藤氏が出資している「頑固一徹ラ

ーメン」[5]を表敬訪問した。地下鉄Green Line支線の
Coolidge Corner駅から徒歩 3分ほどの至便な場所に
あり、筆者が入店した際に席は7割ほど埋まっていた
が、店を出た昼過ぎには 10 人前後が外で待っていた
（写真8）。近藤氏の故郷でもある北海道の「西山製麺」
から生麺を空輸、チャーシューにもこだわっており、

店長のKenさんは商品開発に余念がない。ボストンの
有力紙 The Bostin Globeでも度々取り上げられるな
ど、開店から2年余りですっかり地元に根付いている
ようだ。アメリカにいながらジャパニーズ・スタンダ

ードの美味しい札幌ラーメンを堪能した。 
 

 
写真8 昼時はすぐ行列が出来る「頑固一徹ラーメン」 

 

JALボストン支店長の遅塚氏（写真9）には、翌朝
のローガン国際空港で大変お世話になった。快適なラ

ウンジを使わせていただいたり、手荷物検査から入国

審査を経て搭乗口までエスコートくださったりと、通

常ではあり得ない VIP待遇でのお見送りに感激した。
遅塚氏は支店長に着任されて1年半だそうだが、現地
スタッフの力を引き出すマネジメントを実践されてい

る。例えば、現地採用の社員を積極的に本社での研修

に送り出し、世界各地から研修に参加するスタッフと

の意見交換の場を提供するよう努めておられるそうだ。

日本での新卒採用について伺うと、本社と海外支社と

の橋渡しが出来るようなグローバル人材を求めており、

意思疎通には、言葉の壁が低い方がより良いだろうと

仰っていた。なお、JAL では大学等への出張講座も、
積極的に行っているそうだ。老舗グローバル企業の視

点から、現地化の成果と課題、問題解決のために必要

とされる資質、海外の同業他社との差別化などについ

て、学生にご教示いただく機会をぜひ設けたい。 

 

 
写真9 搭乗までエスコートくださった遅塚氏（右） 

 
４ 訪問を振り返って 

今回のボストン訪問では、グローバル人材育成教育

に携わる教員自身が、グローバル人材としての資質を

アップデートし続ける必要性を改めて感じた。不慣れ

な街を一人で歩き、事故や犯罪に遭わず健康を維持し、

地図を読み、交通機関を利用して指定の場所に赴き、

初対面の人々と外国語で会談し、自国のビジネスパー

ソンらから話を聞き、現地の文化もそれなりに堪能し、

人々と交流する―こうした経験を定期的に繰り返すこ

とで、机上の空論ではないグローバル人材育成教育を

実践できるのだと思う。筆者が得たこの貴重な経験を、

まずは身近な学生に還元したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

論文賞はリニューアルされ、副賞のスポンサーであ

る近藤氏の当初からのご意向通り、今後は若手研究者

に限定して、ボストン訪問の機会が提供されることに

なる。これは素晴らしいことだと思う。ボストンは知

的な刺激に満ちた、それでいて人情味も感じさせる街

だ。歴史・文化・芸術・スポーツでの見どころも多い。

こうした表彰を通じて、学生・教職員等の区別なく、

若い世代の育成を進めるグローバル人材育成教育学会

に心からの敬意を表し、本学会のさらなる発展を祈念

する。学会入会当初から折に触れて論文投稿を勧めて

くださった小野博会長、執筆にあたり数々のご示唆を

頂戴した内田富男事務局長、拙稿を論文賞に選出くだ

さった理事各位、そして、素晴らしい副賞をご提供く

ださった近藤信之氏に、改めて感謝の意を表し、この

報告の結びとする。 

 

注

[1] 横川綾子. (2016). TOEIC®600点 4年次進級要件導
入の現況と考察：小規模理系大学による野心的な試

み. グローバル人材教育研究, 第3巻第2号, 31-40. 
最終的に進級要件導入初年度の要件達成率は 98%
となり、関係者の予想を大幅に上回った。 
http://www.j-agce.org/wp- 
content/uploads/2017/04/31_Yokogawa.pdf 

[2] LEAGAL SEA FOODSはボストン市内やその周辺 
に展開しているシーフードレストランチェーンで、 
空港にも複数の店舗がある。 

[3] ハーバード大学サマーコース： 
https://www.summer.harvard.edu/summer-
courses 
高校生向けプログラムは2週間と7週間の2種類： 
https://www.summer.harvard.edu/high-school 
programs 

[4] ノースイースタン大学主催の海外派遣プログラム
Dialogue of Civilizationは学生に人気で、日本派遣
プログラムの2017年度競争率は2倍（25人定員に
50人が応募）とのこと。 

[5] 筆者が食したのは看板メニューの「頑鉄醤油ラーメ
ン」で、価格は14ドル。ベーシックな「醤油ラーメ
ン」は、お値頃な11ドルだ。ニューヨークにある人
気店「一蘭」では一杯約19ドルなので、15ドル前
後がアメリカのラーメン価格の相場なのだろう。 
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2.2 ノースイースタン大学 

チャールズ川を挟んで北にハーバード大学、南にノ

ースイースタン大学がある。明治大学政治経済学部に

はノースイースタン大学との長い交流の歴史があり、

その縁で今回の訪問が実現した。毎年5月には米国か
ら約30名の学生が来日して明治大学で講義を受け、8
月には明治大学の学生が渡米してノースイースタン大

学で講義を受ける。Dialogue of Civilization[4]と題され

た本プログラムを担当され、夏には受け入れ側として

講義を担当くださるThomas Vicino教授を訪ね、ボス
トンの街を一望できるオフィスで1時間ほどお話を伺
った。Vicino教授のオフィスがある建物は地下鉄の駅
（写真6）の向かいにあり、アクセスも申し分ない。 
 

 
写真6 地下鉄 Orange Lineの Ruggles駅 

 
Vicino教授とは、短期の海外派遣プログラムをいか
に成功させるかを中心に話が進み、多くの示唆をいた

だいた。Dialogue of Civilizationは、日本だけでなく
様々な国で実施しているそうだが、渡航前セッション

をかなり丁寧に行っている印象を受けた。出発4か月
前の1月から毎月参加者を集め、プログラム内容の説
明から現地滞在のシミュレーションまで、グループ・

ダイナミクスの醸成を促す、実践的な事前研修を充実

させている。また、海外滞在中は週に3回ほどテーマ
を与え、ブログ記事のようなミニエッセイを書かせて

いるとのことだ。インプットとアウトプットを循環さ

せ、主体的な学びを支える工夫が施されている。 
日本の学生が留学前に身に着けるべき英語力につい

てVicino教授に伺ったところ、生活面・学業面ともに
Asking for help（助けを求める）を可能にする語学力
とマインドが必要とのことだった。加えて、自国と留

学先の講義スタイルや、期待される成果物の違いを理

解しておくことも重要である、と指摘された。講義や

課題はボーリングのような個人競技、対話やディベー

トは対抗戦のテニス、ディスカッションやプロジェク

トは団体競技のサッカーというように、学びの形が違

えば、求められるコミュニケーションの手法も異なる。

「基本的にはやりながら学んでいくしかないが、知識

として知っていると順応が速い」とVicino教授は仰っ
ていたが、筆者も全く同感である。特に、短期留学の

場合は、環境に適応するまでの時間の猶予が限られる

ため、より練られた事前研修が必要だろうと思う。 

３ 近藤氏らとの会食 

 論文賞副賞のスポンサーである近藤信之氏（写真7）
が、滞在最終日の夜に会食を催してくださった。JAL
ボストン支店長の遅塚周太郎氏、ディレクターのブラ

ザース真理子氏を交えた歓談は深夜まで続き、思い出

に残る楽しい夜となった。 

 

 
写真7 近藤氏（右）とレストランMooooにて 

 

近藤氏と親しくお話しさせていただく機会は今回が

初めてだったが、同氏が米国社会の第一線で長く活躍

されている理由が、筆者なりに理解できたように思う。

Product differentiation（製品の差別化）というキーワ
ードで表現されていたが、他者と自分との違いを自覚

し、その違いを「強み」に変えるべく、戦略的に時間・

労力・資金を投資しながら、ご自身で道を切り拓いて

きた結果が、今のお立場なのだろう。加えて、近藤氏

の言葉の端々に感じられる、何事も「面白い！」と捉

える陽転思考と適度な楽観主義も、不確実な時代を生
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ードの美味しい札幌ラーメンを堪能した。 
 

 
写真8 昼時はすぐ行列が出来る「頑固一徹ラーメン」 

 

JALボストン支店長の遅塚氏（写真9）には、翌朝
のローガン国際空港で大変お世話になった。快適なラ

ウンジを使わせていただいたり、手荷物検査から入国

審査を経て搭乗口までエスコートくださったりと、通

常ではあり得ない VIP待遇でのお見送りに感激した。
遅塚氏は支店長に着任されて1年半だそうだが、現地
スタッフの力を引き出すマネジメントを実践されてい

る。例えば、現地採用の社員を積極的に本社での研修

に送り出し、世界各地から研修に参加するスタッフと

の意見交換の場を提供するよう努めておられるそうだ。

日本での新卒採用について伺うと、本社と海外支社と

の橋渡しが出来るようなグローバル人材を求めており、

意思疎通には、言葉の壁が低い方がより良いだろうと

仰っていた。なお、JAL では大学等への出張講座も、
積極的に行っているそうだ。老舗グローバル企業の視

点から、現地化の成果と課題、問題解決のために必要

とされる資質、海外の同業他社との差別化などについ

て、学生にご教示いただく機会をぜひ設けたい。 

 

 
写真9 搭乗までエスコートくださった遅塚氏（右） 

 
４ 訪問を振り返って 

今回のボストン訪問では、グローバル人材育成教育

に携わる教員自身が、グローバル人材としての資質を

アップデートし続ける必要性を改めて感じた。不慣れ

な街を一人で歩き、事故や犯罪に遭わず健康を維持し、

地図を読み、交通機関を利用して指定の場所に赴き、

初対面の人々と外国語で会談し、自国のビジネスパー

ソンらから話を聞き、現地の文化もそれなりに堪能し、

人々と交流する―こうした経験を定期的に繰り返すこ

とで、机上の空論ではないグローバル人材育成教育を

実践できるのだと思う。筆者が得たこの貴重な経験を、

まずは身近な学生に還元したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

論文賞はリニューアルされ、副賞のスポンサーであ

る近藤氏の当初からのご意向通り、今後は若手研究者

に限定して、ボストン訪問の機会が提供されることに

なる。これは素晴らしいことだと思う。ボストンは知

的な刺激に満ちた、それでいて人情味も感じさせる街

だ。歴史・文化・芸術・スポーツでの見どころも多い。

こうした表彰を通じて、学生・教職員等の区別なく、

若い世代の育成を進めるグローバル人材育成教育学会

に心からの敬意を表し、本学会のさらなる発展を祈念

する。学会入会当初から折に触れて論文投稿を勧めて

くださった小野博会長、執筆にあたり数々のご示唆を

頂戴した内田富男事務局長、拙稿を論文賞に選出くだ

さった理事各位、そして、素晴らしい副賞をご提供く

ださった近藤信之氏に、改めて感謝の意を表し、この

報告の結びとする。 

 

注

[1] 横川綾子. (2016). TOEIC®600点 4年次進級要件導
入の現況と考察：小規模理系大学による野心的な試

み. グローバル人材教育研究, 第3巻第2号, 31-40. 
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となり、関係者の予想を大幅に上回った。 
http://www.j-agce.org/wp- 
content/uploads/2017/04/31_Yokogawa.pdf 
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に展開しているシーフードレストランチェーンで、 
空港にも複数の店舗がある。 

[3] ハーバード大学サマーコース： 
https://www.summer.harvard.edu/summer-
courses 
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programs 

[4] ノースイースタン大学主催の海外派遣プログラム
Dialogue of Civilizationは学生に人気で、日本派遣
プログラムの2017年度競争率は2倍（25人定員に
50人が応募）とのこと。 

[5] 筆者が食したのは看板メニューの「頑鉄醤油ラーメ
ン」で、価格は14ドル。ベーシックな「醤油ラーメ
ン」は、お値頃な11ドルだ。ニューヨークにある人
気店「一蘭」では一杯約19ドルなので、15ドル前
後がアメリカのラーメン価格の相場なのだろう。 
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大会プログラム（2017 年度後半期） 

 

第 4回中部支部大会 プログラム 

 

大会テーマ：トランプ政権誕生から考えるグロ

ーバル人材教育：地域共同体作りの担い手とし

てのコスモポリタン 

開催日：2017年 10月 28日（土）  

開催場所：金沢工業大学（扇が丘キャンパス）  

プログラム： 

10:00-12:00 異文化対応力育成研究専門部会 

13:00-13:05 開会の挨拶 

13:05-13:35 ＜基調講演＞ 

「大学のグローバル化におけるこれからの教育

の役割を考える」小野博（本学会会長） 

13:40-15:55 ＜第一部 シンポジウム＞ 

「コスモポリタン教育の核心：『内にコスモス

を持つ者』たちの軌跡とその展望」 

 司会：鈴木繁夫（名古屋大学） 

13:45-14:35 コスモポリタンの原点 

 「金沢工業大学の教育改革と夢考房」 福田謙

之（金沢工業大学） 

 「Think local、Act local：定員割れから志願

者 5倍, 入学者 2倍に。金沢星稜大学改革 10

年の軌跡」堀口英則（金沢星稜大学女子短期大

学部） 

14;35-15:25 世界へ発信するコスモポリタン 

 「Learning Express：東南アジア圏におけるソ

ーシャルイノベーション活動を通じたグローバ

ルマインドの涵養」坂本宗明（金沢工業大学） 

 「いのち輝く車いす人形劇団の国際・国内活

動：願いの実現を支援する人のつながりはどう

生まれたか」南寿樹（愛知県立大府特別支援学

校） 

15:25-15:55 パネルディスカッション 

16:15-17:55 ＜第二部 研究発表＞ 

  

司会：糸井重夫（松商学園短期大学） 

 「Improving Critical Thinking and Media Aw

areness Through CLIL」REVIS Curtis, JOHNSO

N Benjamin, and AMANAI Kazuhito（徳山工業

高等専門学校） 

 「グローバル人材育成を目指した大学生の長期

留学の意義：韓国留学を通じた異文化接触によ

る自己変容の観察・分析を中心に」服部圭子・

武知薫子・酒勾康裕・高橋朋子（近畿大学） 

 「英語 e-learning教材の効果的な活用方法に

ついての考察：異なる２つの学習目的の教材利

用の比較から」村田美穂・太田絵里（東京工業

大学） 

 「日本・タイの異文化交流を通じた課題解決型

講義により育成される素養に関する比較分析」

太田絵里（東京工業大学） 

17:55-18:00 閉会の挨拶 

18:00-19:30 ＜第三部 情報交換会＞ 

 司会：田中忠芳（金沢工業大学） 

 

 

第 3回中国四国支部大会 プログラム 

 

大会テーマ：大学における国際化推進の課題 

開催日：2017年 12月 2日（土）  

開催場所：広島大学高等教育研究センター（東

広島キャンパス） 

プログラム： 

13:30-13:35 開会式・会場校挨拶 

大膳司（広島大学高等教育研究開発センター

長） 

13:35-14:20 ＜基調講演＞ 

 「英語学位プログラムで大学は国際化するの

か」小竹雅子（広島大学職員、博士教育学） 

14:30-17:00 ＜一般発表・学生発表＞ 

 「海外留学の教育効果－社会人基礎力形成を中

心として－」大膳司（広島大学）・長岡朋子

（広島大学教育学研究科院生） 

 「地域産官学協働によるインドとの大学連携の

展望と課題」青晴海（島根大学） 

 「広島修道大学『グローバル・コース』に参加

して」石井ひかり・東奈々香（広島修道大学

学生） 

 「新サークル発足までの道のり」山田紗季（広

島文教女子大学学生） 

 「中四国国際協力学生連合発足と今後の展望」

松井 稜弥・猪野蕗子（広島大学教育学部学

生） 

 「私たちが目指す国際協力活動」松本誠也（広

島市立大学学生）・山崎汐里（安田女子大学

学生） 

17:15-17:35 会長挨拶 

17:35-17:40 閉会式・支部会長挨拶 

 三上貴教（広島修道大学） 

18:00-19:30 情報交換会 

 

 

第 4回関西支部大会 プログラム 

 

大会テーマ：グローバル人材を育成する国際教

育プログラムの学習効果：留学や学習活動で

「何」を習得したのか 

開催日：2018年 2月 17日（土）  

開催場所：関西大学（千里山キャンパス） 

プログラム： 

10:00-12:00 異文化対応力育成専門部会 ミー 

ティング 

13:30-13:35 開会式・会場校挨拶 

 前田裕（関西大学国際部部長／副学長） 

 

 

 

 

13:35-14:20 ＜特別講演＞ 

 「異文化対応力測定方法開発の試み：カテゴリ

ーと質問項目の観点から」古村由美子（長崎大

学） 

14:30-15:30 ＜シンポジウム＞ 

 「国際教育プログラムと成果測定・評価を考え

る」 

 ファシリテーター：小野博（本学会会長） 

 登壇者：古村由美子（長崎大学）・青柳達也

(佐賀大学)・服部圭子（近畿大学）・横川綾子

（明治大学）・池田佳子（関西大学） 

15:30-17:40 ＜一般発表＞ 

 「日米の海外体験プログラムのあり方から考え

る−海外派遣プログラムの果たす役割と異文化

理解教育」根本斉（国際教育交換協議会,CIE

E） 

 「留学生というグローバル人材の育成」古川智

樹（関西大学）・吉田圭輔(関西大学 success- 

osaka推進コーディネーター) 

 「キャンパスの国際化『海外と繋げて共修する

COIL』」エルヴィタ ウィアシー（関西大国際

部 KU-COILアシスタント・コーディネータ

ー）・池田佳子（関西大学）他 

「米国非営利教育機関から見た 1学期・1年間の

留学経験のアセスメント」ブレット・ラミンジ

ャー（SAF日本事務局 ディレクター）・藤本 

実千代（プログラム運営・学生支援 マネージ

ャー） 

17:40-17:50 会長挨拶 

17:50-17:55 閉会式・支部長挨拶 

 池田桂子（関西大学） 

18:30- 情報交換会 
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大会プログラム（2017 年度後半期） 

 

第 4回中部支部大会 プログラム 

 

大会テーマ：トランプ政権誕生から考えるグロ

ーバル人材教育：地域共同体作りの担い手とし

てのコスモポリタン 

開催日：2017年 10月 28日（土）  

開催場所：金沢工業大学（扇が丘キャンパス）  

プログラム： 

10:00-12:00 異文化対応力育成研究専門部会 

13:00-13:05 開会の挨拶 

13:05-13:35 ＜基調講演＞ 

「大学のグローバル化におけるこれからの教育

の役割を考える」小野博（本学会会長） 

13:40-15:55 ＜第一部 シンポジウム＞ 

「コスモポリタン教育の核心：『内にコスモス

を持つ者』たちの軌跡とその展望」 

 司会：鈴木繁夫（名古屋大学） 

13:45-14:35 コスモポリタンの原点 

 「金沢工業大学の教育改革と夢考房」 福田謙

之（金沢工業大学） 

 「Think local、Act local：定員割れから志願

者 5倍, 入学者 2倍に。金沢星稜大学改革 10

年の軌跡」堀口英則（金沢星稜大学女子短期大

学部） 

14;35-15:25 世界へ発信するコスモポリタン 

 「Learning Express：東南アジア圏におけるソ

ーシャルイノベーション活動を通じたグローバ

ルマインドの涵養」坂本宗明（金沢工業大学） 

 「いのち輝く車いす人形劇団の国際・国内活

動：願いの実現を支援する人のつながりはどう

生まれたか」南寿樹（愛知県立大府特別支援学

校） 

15:25-15:55 パネルディスカッション 

16:15-17:55 ＜第二部 研究発表＞ 

  

司会：糸井重夫（松商学園短期大学） 

 「Improving Critical Thinking and Media Aw

areness Through CLIL」REVIS Curtis, JOHNSO

N Benjamin, and AMANAI Kazuhito（徳山工業

高等専門学校） 

 「グローバル人材育成を目指した大学生の長期

留学の意義：韓国留学を通じた異文化接触によ

る自己変容の観察・分析を中心に」服部圭子・

武知薫子・酒勾康裕・高橋朋子（近畿大学） 

 「英語 e-learning教材の効果的な活用方法に

ついての考察：異なる２つの学習目的の教材利

用の比較から」村田美穂・太田絵里（東京工業

大学） 

 「日本・タイの異文化交流を通じた課題解決型

講義により育成される素養に関する比較分析」

太田絵里（東京工業大学） 

17:55-18:00 閉会の挨拶 

18:00-19:30 ＜第三部 情報交換会＞ 

 司会：田中忠芳（金沢工業大学） 

 

 

第 3回中国四国支部大会 プログラム 

 

大会テーマ：大学における国際化推進の課題 

開催日：2017年 12月 2日（土）  

開催場所：広島大学高等教育研究センター（東

広島キャンパス） 

プログラム： 

13:30-13:35 開会式・会場校挨拶 

大膳司（広島大学高等教育研究開発センター

長） 

13:35-14:20 ＜基調講演＞ 

 「英語学位プログラムで大学は国際化するの

か」小竹雅子（広島大学職員、博士教育学） 

14:30-17:00 ＜一般発表・学生発表＞ 

 「海外留学の教育効果－社会人基礎力形成を中

心として－」大膳司（広島大学）・長岡朋子

（広島大学教育学研究科院生） 

 「地域産官学協働によるインドとの大学連携の

展望と課題」青晴海（島根大学） 

 「広島修道大学『グローバル・コース』に参加

して」石井ひかり・東奈々香（広島修道大学

学生） 

 「新サークル発足までの道のり」山田紗季（広

島文教女子大学学生） 

 「中四国国際協力学生連合発足と今後の展望」

松井 稜弥・猪野蕗子（広島大学教育学部学

生） 

 「私たちが目指す国際協力活動」松本誠也（広

島市立大学学生）・山崎汐里（安田女子大学

学生） 

17:15-17:35 会長挨拶 

17:35-17:40 閉会式・支部会長挨拶 

 三上貴教（広島修道大学） 

18:00-19:30 情報交換会 

 

 

第 4回関西支部大会 プログラム 

 

大会テーマ：グローバル人材を育成する国際教

育プログラムの学習効果：留学や学習活動で

「何」を習得したのか 

開催日：2018年 2月 17日（土）  

開催場所：関西大学（千里山キャンパス） 

プログラム： 

10:00-12:00 異文化対応力育成専門部会 ミー 

ティング 

13:30-13:35 開会式・会場校挨拶 

 前田裕（関西大学国際部部長／副学長） 

 

 

 

 

13:35-14:20 ＜特別講演＞ 

 「異文化対応力測定方法開発の試み：カテゴリ

ーと質問項目の観点から」古村由美子（長崎大

学） 

14:30-15:30 ＜シンポジウム＞ 

 「国際教育プログラムと成果測定・評価を考え

る」 

 ファシリテーター：小野博（本学会会長） 

 登壇者：古村由美子（長崎大学）・青柳達也

(佐賀大学)・服部圭子（近畿大学）・横川綾子

（明治大学）・池田佳子（関西大学） 

15:30-17:40 ＜一般発表＞ 

 「日米の海外体験プログラムのあり方から考え

る−海外派遣プログラムの果たす役割と異文化

理解教育」根本斉（国際教育交換協議会,CIE

E） 

 「留学生というグローバル人材の育成」古川智

樹（関西大学）・吉田圭輔(関西大学 success- 

osaka推進コーディネーター) 

 「キャンパスの国際化『海外と繋げて共修する

COIL』」エルヴィタ ウィアシー（関西大国際

部 KU-COILアシスタント・コーディネータ

ー）・池田佳子（関西大学）他 

「米国非営利教育機関から見た 1学期・1年間の

留学経験のアセスメント」ブレット・ラミンジ

ャー（SAF日本事務局 ディレクター）・藤本 

実千代（プログラム運営・学生支援 マネージ

ャー） 

17:40-17:50 会長挨拶 

17:50-17:55 閉会式・支部長挨拶 

 池田桂子（関西大学） 

18:30- 情報交換会 
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会誌『グローバル人材育成教育研究』投稿規程

第１条 本誌はグローバル人材育成教育に関する論文等を掲載する。

第２条 掲載する論文等の種別は、研究論文、研究ノート、実践報告、論壇、展望、解説・講

座、報告、巻頭言とし、種別ごとの内容とページ数は別表の通りとする。

第３条 研究論文、研究ノートおよび実践報告は本会の会員が筆頭著者であるものに限る。

２ 論壇、展望、解説・講座、報告、巻頭言については、編集委員会が特に認めた場合は

非会員が筆頭著者となることができる。

第４条 掲載する論文等は、編集委員会が委嘱する査読者による査読審査を経るものとし、査

読審査を経て編集委員会が公表するのにふさわしいと認めた原稿について、編集委

員長がその掲載を決定する。

第５条 著者に対して原稿料の支払いはせず、掲載料の徴収も行わない。

第６条 原稿は、日本語または英語を使用し、指定された形式で作成する。

２ 研究論文、研究ノートおよび実践報告に関しては、本文で使用する言語に関わらず、

語以内の英文の要約を付けるものとする。

第７条 投稿の際は、学会ホームページの指定されたフォームに必要事項の記入を行い、原稿

のファイルを添付して送信する。

第８条 原稿は未発表のものに限り、二重投稿を禁じる。本誌に投稿した原稿の採否が決定す

るまでは、著者は同内容の原稿を他の雑誌等に投稿してはならない。

第９条 本誌に掲載された論文等の全ての著作権（著作権法第 条及び第 条に規定する

権利を含む）は、グローバル人材育成教育学会に帰属する。

第１０条 著者には、要望があれば本誌に掲載された論文等の抜き刷りを本人の実費負担に

より渡す。

第１１条 著者は、本誌に掲載された論文等の抜き刷り、あるいは電子ファイルを配布するに

あたり、学会の許諾は必要なく、出典を明記し、完成版のみとする。

第１２条 本誌は原則として年二回以上発行する。

第１３条 この規程を改廃するときは、編集委員会の議決を経て理事会で承認するものとす

る。

（ 年 月 日改訂）

別表

種別 内容
ページ数

（図表等を含む）

研究論文 グローバル人材育成教育に関する研究成果に

ついて論じたもの
～

研究ノート 論文に準じ、速報性を有し、研究過程で得ら

れた結果・知見などをまとめたもの
～

実践報告
グローバル人材育成教育に関する実践活動

（授業など）から得られた成果などについて

述べたもの

～

論壇 グローバル人材育成教育に関して意見や主張

などを述べたもの
～

展望 主題について、最近の進歩や将来の予測を広

い視野に立って述べたもの
～

解説・講座

① 主題について、会員の啓発に資するよう

に、平易に説明したもの

② グローバル人材育成教育に関する技術、

手法、教材および教育プログラムなどに

ついて客観的に説明したもの

～

報告

① 本会に設置されている委員会・支部・専

門部会からの報告

② 会員にとって有用な情報、記録にとどめ

るべき資料や情報などをまとめたもの

～

巻頭言
会長などが、巻頭に述べるもの 以内
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会誌『グローバル人材育成教育研究』投稿規程

第１条 本誌はグローバル人材育成教育に関する論文等を掲載する。

第２条 掲載する論文等の種別は、研究論文、研究ノート、実践報告、論壇、展望、解説・講

座、報告、巻頭言とし、種別ごとの内容とページ数は別表の通りとする。

第３条 研究論文、研究ノートおよび実践報告は本会の会員が筆頭著者であるものに限る。

２ 論壇、展望、解説・講座、報告、巻頭言については、編集委員会が特に認めた場合は

非会員が筆頭著者となることができる。

第４条 掲載する論文等は、編集委員会が委嘱する査読者による査読審査を経るものとし、査

読審査を経て編集委員会が公表するのにふさわしいと認めた原稿について、編集委

員長がその掲載を決定する。

第５条 著者に対して原稿料の支払いはせず、掲載料の徴収も行わない。

第６条 原稿は、日本語または英語を使用し、指定された形式で作成する。

２ 研究論文、研究ノートおよび実践報告に関しては、本文で使用する言語に関わらず、

語以内の英文の要約を付けるものとする。

第７条 投稿の際は、学会ホームページの指定されたフォームに必要事項の記入を行い、原稿

のファイルを添付して送信する。

第８条 原稿は未発表のものに限り、二重投稿を禁じる。本誌に投稿した原稿の採否が決定す

るまでは、著者は同内容の原稿を他の雑誌等に投稿してはならない。

第９条 本誌に掲載された論文等の全ての著作権（著作権法第 条及び第 条に規定する

権利を含む）は、グローバル人材育成教育学会に帰属する。

第１０条 著者には、要望があれば本誌に掲載された論文等の抜き刷りを本人の実費負担に

より渡す。

第１１条 著者は、本誌に掲載された論文等の抜き刷り、あるいは電子ファイルを配布するに

あたり、学会の許諾は必要なく、出典を明記し、完成版のみとする。

第１２条 本誌は原則として年二回以上発行する。

第１３条 この規程を改廃するときは、編集委員会の議決を経て理事会で承認するものとす

る。

（ 年 月 日改訂）

別表

種別 内容
ページ数

（図表等を含む）

研究論文 グローバル人材育成教育に関する研究成果に

ついて論じたもの
～

研究ノート 論文に準じ、速報性を有し、研究過程で得ら

れた結果・知見などをまとめたもの
～

実践報告
グローバル人材育成教育に関する実践活動

（授業など）から得られた成果などについて

述べたもの

～

論壇 グローバル人材育成教育に関して意見や主張

などを述べたもの
～

展望 主題について、最近の進歩や将来の予測を広

い視野に立って述べたもの
～

解説・講座

① 主題について、会員の啓発に資するよう

に、平易に説明したもの

② グローバル人材育成教育に関する技術、

手法、教材および教育プログラムなどに

ついて客観的に説明したもの

～

報告

① 本会に設置されている委員会・支部・専

門部会からの報告

② 会員にとって有用な情報、記録にとどめ

るべき資料や情報などをまとめたもの

～

巻頭言
会長などが、巻頭に述べるもの 以内
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原稿執筆・投稿ガイドライン

グローバル人材育成教育学会 編集委員会

学会誌『グローバル人材育成教育研究』はグローバル人材育成教育に関する論文等

を掲載します。原則として年 回（ 月末、 月末）発行します。投稿はいつでも受け付

けています。投稿規程を参照の上、以下のガイドラインに沿って原稿を執筆し、投稿

してください。

【原稿執筆について】

原稿の種別は、研究論文、研究ノート、実践報告、論壇、展望、解説・講座、報

告、巻頭言です。種別ごとの内容とページ数を表 に示します。

研究論文、研究ノートおよび実践報告は本会の会員が筆頭著者であるものに限り

ます。論壇、展望、解説・講座、報告、巻頭言については、編集委員会が特に認

めた場合は非会員からの投稿を掲載することがあります。

原稿は、日本語または英語を使用し、指定された形式で作成してください。原稿

作成用テンプレート ファイル をダウンロードし、上書きして作成してくださ

い。

原稿確認・著作権等に関する確認書（ ファイル）をダウンロードし、記載内容を

確認してください。

題名は、読者が内容を把握できるよう、具体的な情報を含みかつ適切な長さで付けて

ください。必要に応じて副題をつけることができます。

新規投稿時および修正原稿提出時には、査読者に著者情報を開示しないため、原稿に

含まれるすべての著者氏名（和名および英名）および所属名について、記載スペース

を確保して空白の状態としてください。文中等でも著者が特定される箇所を伏せ字に

するなどして、著者が推測されにくいように配慮してください。

のテンプレートは、和文原稿用です。英文原稿の場合は、和文の題名・和文の著者

名の部分は不要です。

研究論文、研究ノートおよび実践報告については、和文原稿・英文原稿とも、英文

アブストラクト（ ～ 語以内）を記載してください。

すべての種別の原稿について、英文および和文のキーワードをそれぞれ 語以内（ ～

語）で記載してください。

原稿の構成と内容について、表 、表 に示す「査読の評価項目」を参考にしてくださ

い。また、十分に推敲してください。

引用・参考文献の書式は、 ページ以降を参照してください。

受付日・受理日は、空白としてください。掲載決定後にお知らせします。

2 
 

原稿の各ページにページ番号を付けてください。

題名、著者名、脚注、注、文献、日付等を含め、刷り上りページ数が原稿の種別ごと

のページ数の制限を越えないように作成してください。

【投稿方法】

作成した原稿（著者情報の含まれないもの）をＰＤＦファイルで保存してください。

学会誌入稿フォームに、題名、著者名、所属、連絡先等、必要事項を記入し、原

稿のＰＤＦファイルをアップロードしてください。

原稿を確認して、著者の連絡先に受付のメールを送信します。

お問合せ等は、学会誌問合せフォームにお願いします。

【査読審査】

査読審査を経て、編集委員会が公表するのにふさわしいと認めた原稿について、編

集委員長が掲載を決定します。

研究論文、研究ノートおよび実践報告は、著者情報を開示しないで、編集委員会

により選任された匿名の査読者 名による査読を行います。

論壇、展望、解説・講座、報告、巻頭言は、編集委員会により選任された編集委

員 名による査読を行います。

原稿の種別ごとの評価項目について、表 、表 に示します。原稿を作成する際の

参考にしてください。

査読の判定は「採録（このまま掲載）」「条件付採録（修正後掲載可）」「照会（照

会後再判定）」「不採録（返却）」です。

査読者から著者へのコメントや照会事項がある場合は、著者照会を行います。コメン

トに対する回答と修正原稿を期限までに学会誌入稿フォームに提出してください。

査読期間は原則として最短で、初回は 週間、照会は 週間、再査読は 週間です。

【判定から掲載まで】

掲載が決定した場合、受付日・受理日をお知らせします。

空白としていた著者名、所属、受付日・受理日を記入し、ページ番号・ヘッダー・フ

ッターを削除した完成原稿を作成し、 ファイルおよびＰＤＦファイルで保存して

ください。

完成原稿は、画面上で確認するだけでなく、印刷した上でご確認ください。

学会誌入稿フォームに必要事項を記入し、完成原稿の ファイルおよびＰＤＦフ

ァイルをアップロードしてください。

原稿を確認して、著者の連絡先に受理のメールを送信します。

原稿確認・著作権等に関する確認書を印刷し署名したものを、学会事務局宛に郵送し
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てください。

【郵送先】〒１０１ ８３０１ 東京都千代田区神田駿河台１ １

明治大学 研究棟 ８１２号室（大六野研究室）

グローバル人材育成教育学会事務局

【引用・参考文献の記述について】

本学会誌の記法を、以下に示すいくつかの例に従って定めます（これらの例には、一部

架空の情報が記述されていることをあらかじめお断りしておきます）。

著者名は、全員分を省略せずに原文に忠実に記述してください。英文原稿における引

用・参考文献の記載については、 スタイルに

準拠してください。なお、英文以外で書かれている文献については、ローマ字表記のタイ

トルの後に英訳タイトルを記載してください。

和文誌・和文論文集などに掲載される一部の記事の場合

西山潔 石原和宏 活火山地帯における震源地特定について（第 報 計算

手法の提案） 火山列島

外国語雑誌・外国語論文集などに掲載される一部の記事の場合

図書 冊の場合

岩井實，佐久田博 基礎応用 第三角法図学 第 版 東京：森北出版．

5) Dörnyei, Z. (2001). 

6) García, O. (2009). 

図書の一部の場合

月本 洋 日本人の脳に主語はいらない 音声と文字 講談社

選書メチエ．

4 
 

会議報告書や研究発表講演会講演論文集・予稿集などに掲載された一部の記事の場合

三田純義 松田稔樹 年 月 力学と関連づけた設計入門教材の開発（第

報） 日本設計工学会平成 年度春季大会研究発表講演会講演論文集 東京理科

大学森戸記念館．

ウェブサイトや ファイルなどの電子文献（ からはリンク（下線）を削除して

おいてください）

グローバル人材育成教育学会： （ 年 月 日参

照）
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表 原稿の種別ごとの内容とページ数

種別 内容
ページ数

（図表等を含む）

研究論文 グローバル人材育成教育に関する研究成果に

ついて論じたもの
～

研究ノート 論文に準じ、速報性を有し、研究過程で得ら

れた結果・知見などをまとめたもの
～

実践報告
グローバル人材育成教育に関する実践活動

（授業など）から得られた成果などについて

述べたもの

～

論壇 グローバル人材育成教育に関して意見や主張

などを述べたもの
～

展望 主題について、最近の進歩や将来の予測を広

い視野に立って述べたもの
～

解説・講座

① 主題について、会員の啓発に資するよう

に、平易に説明したもの

② グローバル人材育成教育に関する技術、

手法、教材および教育プログラムなどに

ついて客観的に説明したもの

～

報告

① 本会に設置されている委員会・支部・専

門部会からの報告

② 会員にとって有用な情報、記録にとどめ

るべき資料や情報などをまとめたもの

～

巻頭言
会長などが、巻頭に述べるもの 以内

6 

表 査読の評価項目（研究論文、研究ノートおよび実践報告）

表 3 査読の評価項目（論壇、展望、解説・講座、報告、巻頭言） 

以 上

原 稿 種

別

評 価 基

準

評価項目

原稿種別
◆評価記号と評価基準（５段階評価）

Ａ：非常に良い。

Ｂ：良い。

Ｃ：現時点でも，最低基準はクリアしている。

Ｄ：現時点では，最低基準に至っていない。

？：現時点では判断できない。照会後に判定する。

研
究
論
文

研
究
ノ
ー
ト

実
践
報
告

分野，内容 
の妥当性 

原稿の内容は本会で扱うものとして適当か。 
広く公表するのにふさわしい内容か。 

構成，記述 
の妥当性 

全体の構成が適切であるか。目的と結果が明確であるか。既往の研究との関係

性が明確であるか。表現は正確か。理解困難な表現はないか。 
有用性 この成果が教育において有用か。教育効果向上が期待できるか。 

得られた知見，手法等が教育分野において将来的発展・拡大に寄与する可能性

があるか。 
新規性 
独創性 

従来にない新しい考え方，理論，実践，手段，事例等が示されているか，従来

のものに，意義のある成果を付与しているか。 
信頼度 データ収集は適切な方法で行われているか。データの解釈は適切か。内容に矛

盾や誤りはないか。論理の展開に無理はないか。 
完成度 内容にまとまった成果が得られており，独立したものとして評価できる段階に

あるか。教育効果に対する考察がなされているか。 

分野，内容 
の妥当性 

原稿の内容は本会で扱うものとして適当か。 
広く公表するのにふさわしい内容か。 

構成，記述 
の妥当性 

全体の構成が適切であるか。 
表現は正確か。理解困難な表現はないか。 

有用性 有用な情報を提供しているか。 
グローバル人材育成教育に寄与するか。 
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