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Abstract: In this paper, the author has described how studying abroad affects 
graduate school students who belong to the engineering/science field. By using 
Personal Attitude Construct and interviews, the author discovered that the students’ 
minds changed from pre-departure, during and post study abroad from their own 
perspectives. The results showed that throughout the program, participants improved 
their communication skills, deepened their cross-cultural understanding and 
expanded their network and perception. With these results, the author concluded that 
the short term study abroad will be beneficial for the students in becoming global 
human resources in the future.  
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１	 はじめに	 

1.1	 	 研究背景	 

グローバル社会の進展により国際競争が激化する中、

グローバル人材育成を目標に掲げ、各大学で短期海外

研修プログラムなどが実施されてきた。一方で、「内向

き志向」も指摘され、特に「留学意向あり」の割合は

文系女子 43％＞理系男子 23％と理系男子の海外への
関心は低い（リクルート進学センサス 2013）。しかし、
先端科学技術の担い手である理工系学生にとって世界

を舞台に活躍する能力は必要不可欠であり、これらの

人材の育成は急務の課題である。 
海外派遣とその効果や意識等に関する研究は、派遣

学生が増加した1990年代より実施されてきた（河合・
野口 2010、中川 2013他）。一方、従来の留学とそ 
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の効果や意識変化等に関する研究において、理工系の

大学生・大学院生の留学に焦点を当てたものは少なく

（奥西他 2013）、また、先行研究の多くが量的調査で
あり、当事者視点で異文化接触経験や意識変化を実証

的に明らかにする質的研究の蓄積は不十分である。 
異文化接触経験をどう捉えるか、留学がどう効果的

であったか、それらの要因は何か等は当事者の視点で

こそ明らかになるといえ、留学に関する研究において

も主役である学生の視点を取り入れた研究の発展が今

後益々必要であると考える。 
 
1.	 2	 	 研究目的 
以上を踏まえ本研究は、国立A大学が 10年以上に
渡り実施している理工系大学院生向けの短期海外研修

に参加する学生を対象に質的調査を実施する。 
短期海外研修参加学生の意識（異文化理解、アイデ 



 
ンティティ、ネットワーク等）は、研修前・中・後で

どのように変化したか、またそれには何が影響してい

るのかを明らかにすることで、大学における理工系分

野でのグローバル人材育成に資する短期海外研修の効

果と課題の検証を試みる。質的調査を援用することで、

研修に参加した理工系大学院生の異文化接触経験等に

関して、量的調査では知り得ないダイナミックに変動

する意識や環境をより当事者に近い視点から分析する。	  
なお、本題に入る前にグローバル人材の概念を整理

したい。文部科学省（2011）は「グローバル人材」に
ついて、要素Ⅰ： 語学力・コミュニケーション能力、
要素Ⅱ： 主体性・積極性、チャレンジ精神、協調、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といった3つの要
素を示すとともに、幅広い教養と深い専門性、課題発

見・解決能力、チームワークとリーダーシップ等を要

素として掲げている。本稿においても、これらの要素

を多角的に持ち合わせた人材、さらにその中でも理工

系分野におけるグローバル人材について着目する。 
 
２	 	 調査概要	 

2.	 1	 	 調査方法	 

本研究で用いる研究方法は、内藤（1993）により開
発されたPersonal Attitude Construct分析実施法（以
下、PAC）である。当該手法を用いた研究は多岐に渡
っているが、この手法の利点は、１．質的研究と量的

研究の長所を掛け合わせたものであり、２．調査者は

調査協力者の枠組みを用いて調査協力者の体験を理解

しようとでき、３．調査協力者の報告及びその解釈は

デンドログラムに基づいているので再現性が高いとい

う3つが挙げられる（末田2001）。海外研修参加者を
対象にこの分析方法を用いて実施された調査は、渡部

（2009）、中川（2013）などがある。渡部は、研修参
加前後に留学・海外研修についてのイメージを連想さ

せ、その背景にある体験や意識などを明らかにした。

中川は、特に「留学」と「自分自身」のイメージの変

化の模索を通して、異文化接触によるアイデンティテ

ィの変容について考察している。これらを参考にしな

がら、本稿は特に、先に述べたように比較的留学志向

の低い理工系学生に焦点を当てる。 
なお、調査協力者の負担を軽減するため、土田[1]の

開発した PAC 分析支援ツール（PAC-assist）を使用
し、PAC分析を実施した。PAC分析の流れは以下の
通りである。 

 
１）調査者が、調査協力者に、連想刺激文（本研究で

は「あなたにとって本研修はどのような意味を持っ

ていますか。思い浮かんだ言葉やイメージを、思い

つくだけ挙げてください。単語でも、短い文でもか

まいません。」）を提示する。 
 
２）調査協力者が、刺激文からイメージする言葉や文

をPAC-assistに入力する（数に制限はない）。 
 
３）入力した言葉（文）を重要度順に数字を付ける。 
 
４）PAC-assistの比較開始ボタンを押すと、入力した
言葉（文）が2ずつランダムに表示される。調査協
力者に、それらのイメージの近さを（１）非常に近

い～（７）非常に遠い、の7段階で評価してもらう。 
 
５）４）で得られた類似度距離行列に基づき、ウォー

ド法によるクラスター分析（SPSS Version.22）を
行い、デンドログラムを出力する。 

 
６）デンドログラムをもとに各項目やクラスターにつ

いてインタビューを実施する（ICレコーダで録音）。 
 
７）６）までのデータをもとに、調査者により全体的

な分析と考察をする。 
 
2.	 2	 	 調査協力者	 

調査協力者はA大学の理工系大学院生向け短期海外
研修に参加した学生（理工系の大学院博士前期課程 1
年生、または2年生）から募集した。研修は約1か月
（8月～9月）、アメリカ、カリフォルニア州にある州
立 B 大学にて実施された。国際学会の発表を想定し、
自身の研究内容を題材にプレゼンテーションスキルと

それらに必要なスキルを総合的に高める訓練を重ね、

習得することを研修での主な目的としている。さらに、

講義のみならず、理工系企業、研究施設、他大学訪問

等もプログラムの一環として組み込まれている（表１）。 



 

表1 	 カリフォルニア州B大学での授業	  

 
研修参加者 28 名から募集をした調査協力者 14 名

（男性 13名、女性 1名）に対し、研修前（2014年 7
月）、研修中（2014年 9月）、研修後（2015年 2月）
の3回に渡り調査を実施した。 
 
３	 	 調査結果	 

クラスター分析の結果出されたデンドログラムをも

とにインタビューを実施した。同様の分析を行った14
名の中から紙幅の関係上、以下の3名（A、B、C）の
デンドログラムとインタビューを抜粋し、クラスター

（以下、CL）ごとの解釈を研修前、研修中、研修後に
分けて提示する。これらをもとに、残りの 11 名の結
果とともに考察をする。 
 
3.	 1	 AのPAC分析	 
	 A（博士前期課程1年・男性）のデンドログラム（研
修前～研修後）と各解釈を以下に示す（図1～3）。 
3.	 1.	 1	 研修前	 

CL1:	 アメリカと英語 
先日、留学生とディスカッションをする機会があっ

たが、留学生が「こう思う！」と主張すると日本人は

反論できず、理論的に説明も出来ず悔しい思いをした。 
英語がもともと苦手だが、嫌いではない。ただ、現

在は実際に使う機会はほとんどないため、アメリカに

行くことによって自身の英語力を確かめ、向上させた

いと思っている。それに伴い、コミュニケーション能

力も高まると予想している。現地では、英語しか使え

ない環境が不安でもあるが、楽しみでもある。 
 
CL2: 異文化 
ホームステイや現地の人との交流を通してアメリカ

文化、アメリカ人などの異文化を知ることが出来ると

思う。ほとんど海外に行ったこともないので、具体的

にはまだ想像がつかない。 
 
CL3: 脱・現状 
現在は、基本的に朝から晩まで、土日も多くの場合

研究室に籠っていて、研究室のメンバー以外とほとん

ど話す機会がない。社会に出る前にこのままではいけ

ないと感じている。新しい人と出会い、コミュニケー

ションをとりたい。 
 
CL4: 大学院について 
自身の研究発表を英語でしたり、単位を取得したり

といった現状の大学院生活をよりよくすることと、他

国の学生の学習意欲や休み時間の過ごし方など学生生

活を知ることにも興味がある。 
3.	 1.	 2	 研修中	 

 
 

授業項目	 内容	 

Public Speaking Skills プレゼンテーションスキル（ジェスチャ

ー、トーン、ペース等）を習得する。	 

Workshop for Professional 

Presentations 

自分の研究を題材とし、国際学会発表を

想定した訓練を行う。	 

Pronunciation and 

Listening in Technology 

理工系トピックを用いたリスニング・発

音指導を実施する。	 

Hot Topics in Science and 

Engineering 

理工系トピックをディスカッションし、

批判的思考の育成を行う。	 

Introduction to Regional 

Business and Industry 

理工系施設訪問。事前の下調べから訪問

後のディスカッションまでを実施する。	 

図1 	 Aのデンドログラム（研修前） 図2  Aのデンドログラム（研修中） 



 
CL1: 脱・現状 
研究室にいる限り他のことを考えたり、他のコミュ

ニティに参加したりすることもなかった。でも、この

研修で多くの人と出会い、交流して一気に世界が広が

った。国内外へネットワークが拡大していることを実

感している。さらに、それらが結果的に研究室へのモ

チベーションにもつながっている。 
 
CL2: 語学力の向上 
学生のうちに海外で自身の英語がどの程度通用する

のか確認し、向上させることが研修で成し遂げたかっ

たことの1つだった。結果、自身の語学力は良くも悪
くも予想通りで、ある程度会話は出来るがまだまだ思

ったことが文章にならないと痛感している。それが明

らかになったことで、これから上達に向けて挑戦して

いきたい。まさに今、毎日が挑戦だと感じている。 
また、中学、高校で先生が言っていた英語に関する

知識や受験英語を、この実践の場になってよく思い出

す。無駄ではなかったと感じている。 
 
CL3: プレゼン力の向上 
見せ方のスキル、ジェスチャーなど、普段意識しな

いことを繰り返し訓練する機会があり、確実な変化を

実感した。同じことを伝えるにしても、その伝え方で

大きく違うのだということを知った。自身の研究につ

いても改めて考える機会になっている。 
 
CL4: アメリカを堪能する 
文化、価値観、食事、インフラ関係など、いい部分

も悪い部分もたくさん体験することが出来た。その上

でそれらを楽しむことが出来ている。違いを拒否する

のではなく堪能する、というポジティブな姿勢を取れ

ていることが、自信にもつながっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.	 1.	 3	 研修後	 

 
 
CL1: コミュニティを広げる 
現地の学生やホストファミリーとの交流、観光地へ

の訪問などを通して、視野も広がり、話の幅も広がっ

た。実際に行って体感することが重要だと実感した。

それは英語においてもそう、実際に現地で使ったとい

う経験が、今の自信や度胸につながっている。 
 
CL2: 脱・日常 
完全に研究室から離れ、普段出会わない人に出会っ

た1か月は今思えば脱・日常だった。一気にコミュニ
ティが広がった。その分、帰国して研究に打ち込むこ

とが出来た。正直、今はまた日常に戻っているが、例

えば参加者メンバーや現地の学生とは何かしらのきっ

かけがあれば、今後もつながることが出来ると思う。 
 
CL3: アメリカ文化を知る 
特に、向う（アメリカ）は適度に休養を入れる生活

でそういう世界があることを知れただけでもよかった。 
授業に関しても、向こうでは常に学生が参加しよう

という意識を持っていた。日本の授業の多くは、「何か

質問がありますか」と先生が言っても誰も質問をしな

い。そういうところが、今はもどかしかったりする。 
自身の置かれている文化、世界が必ずしも普通では

ないと客観的に捉えられる視点は非常に重要だと思う。 
3.	 1.	 4	 	 Aに関する総合解釈	 
	 Aの所属研究室は、「拘束時間が長く、とても厳しい。」
研究自体は好きで真面目に取り組んできたが、研究室

以外の人とほとんど話さない日々に危機感を抱いてい

た。そんなAにとって本研修の大きな意義としてイン
タビューで繰り返し語られた「脱・現状」が挙げられ

図3  Aのデンドログラム（研修後） 



 

る。研修前・中・後の3つのクラスターにも示されて
いるように、研究室と下宿先との往復の日々を「とて

も狭い世界」と捉え、「単なる旅行なら先生に許しても

らえないが、大学主催の研修に参加するという名目で

外の世界を体感したい」と考えている。実際に研修に

参加したことでそこから離れ、コミュニティや視野が

大きく広がり、結果的に帰国後の研究へのモチベーシ

ョン向上にもつながることとなる。これに関連し、研

修後にはコミュニティの拡大やコミュニケーション力

の向上がクラスターとして表れたと考えられる。 
また、語学力の向上に関しては、「ずっと受験英語と

して学んできたことをはじめて実践した」としている。

研修前は自身の語学力の確認、研修中は確認と挑戦へ

変化し、研修後は英語力を把握することで今後のモチ

ベーションへとつなげている。 
研修前はデンドログラムの項目が示すように漠然と

していた研修の意義が、研修中は特に「異文化」「語学

スキル」の内容において具体的になり、全体的にポジ

ティブな姿勢へと変化している。さらに、研修後はコ

ミュニティや視野がどう拡大したのか具体的に示され

ており、それらが脱・日常と関連していることが分か

る。また、アメリカの生活や食文化のみならず、教育

や仕事までへと意識が広がっている。 
 
3.	 2	 	 BのPAC分析	 
	 B（博士前期課程1年・男性）のデンドログラム（研
修前～研修後）と各解釈を以下に示す（図4～6）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 

3.	 2.	 1	 研修前	 

 
 
CL1: 視野の拡大 
違う地で色々な考えを吸収し、価値観に触れ、観光

地に行き、日本を客観的に見るなどすることで、モノ

の見方が変化したり視野が広がったりするのではない

かと、今は漠然とだが予想している。 
 

CL2: チャレンジ精神 
普段は狭い世界にいると感じていて、研修では様々

な出会い、異文化、冒険などが予想される。また、そ

れによって、自己啓発されるのではないかと考えてい

る。研修に参加すること自体がとても不安で、大きな

挑戦だと思っている。 
 

CL3: コミュニケーション力の向上 
普段は人見知りなので、研修をきっかけに変わりた

い。そのためにも語学力は必要だと考える。新しい経

験が出来るだろうという期待と、楽しく、充実した研

修が送れるのかという不安の両方ある。今は研究に忙

しい毎日で、逆に研修で自由な時間が出来た際にしっ

かり充実させられるか自信がない。研修を成功させる

うえで重要な鍵はコミュニケーションだと感じている。 
コミュニケーション力、特に人見知りの脱却と、英語

を話せるようになりたい。 
 

図4  Bのデンドログラム（研修前） 



 
3.	 2.	 2	 研修中	 

 
 
CL1: プレゼンテーションスキル 
日本で実施したプレゼンテーションと、研修で学ん

でいるプレゼンテーションが全然違うことに驚いた。

（アメリカのプレゼンテーションは）全身を使ってプ

レゼンテーションをする。いいプレゼンテーションは、

ああ、こんなにも心の中に入ってくるんだということ

を知った。研修中に、少しでも身に付けようと日々努

力している。 
 
CL2: 語学力 
話さざるを得ない時が多いため、おのずと研修開始

直後よりは上がったと感じる。最初は全然話せず good, 
OKの繰り返しだったのが、徐々にフレーズになって、
短文になってといった上達を実感した。 
ただ、語学力というより、コミュニケーションを取

ろうとする姿勢が大切だということに気づいた。「あり

がとう」を必ず言おうという心がけなど、ホストファ

ミリーにも褒められて嬉しかった。 
 
CL3: ポジティブで新しい経験 
研修前はほとんど不安で占められていたのが、行っ

てみたら案外生きていけるんだなということを実感し

た。さらに、楽しいこともいっぱいあり、物事を積極

的に楽しむことが大切だと感じた。積極性がないと何

も進んでいかないし、授業でも友達との交流も、参加

して自分から話しかけないといけない。	  
ただ、やはり、もっと積極的になれるかと思ったが、

自分は自分のままで大きな変化はない。どちらかとい

うと積極性が身に付いたというより、もっと積極性が

自分にあったら、それが身に付けられたら、世界が広

がることを実感した。それに気づけただけでも、大き

な進歩だと思う。 
 
CL4: 異文化理解 
アメリカは皆オープンマインドというか、気さくに

話しかけてくれる態度などがいいと思った。ホストフ

ァミリーや現地の学生と交流して、心を柔軟にして、

適応していくことを心がけている。そして、自分には

案外適応力があることにも気が付いた。自分の人生に

おいて、とても必要な経験だと思う。 
 
CL5: 視野の拡大 
今、日本を離れて、日本そして自分を見つめ直して

いる。自分だけではなく、日本人にとって別の国でし

ばらく暮らすというのは必要な経験じゃないのかと感

じた。閉ざされた島国で、同じ日本人同士、同じ枠組

み同士で人見知りの人が多いと思うので…もっと外に

目を向けていくのが大事だと思う。そういった意味で

視野が拡大したと感じている。 
3.	 2.	 3	 研修後	 

 
 
CL1: グローバル 
帰国後も英語はやらないといけないと思いながら

日々忙しい。特に研究結果に翻弄されている。ただ、

研修を通して得たグローバルな視点は活きている。例

えば、就職活動の際にも広い視野で柔軟に考えられて

いて、20代のうちに海外でも仕事を出来たらいいなと

図5	 Bのデンドログラム（研修中） 
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考えている。研修の際に自国を客観的に見て、日本は

内向き志向だなと感じた。技術力はあるのに、世界に

発信できていない、もったいないと感じた。自分の研

究分野でもガラパゴス化が懸念されているが、食い止

めたい。そういうグローバルな視点が研修の収穫だと

感じる。 
 
CL2: 自己啓発 
今振り返ると異世界、今までの生活と全然違う生活、

世界にいたような感じがする。行く前は本当にとても

不安だった。今も完全に自信がついたわけではないが、

英語が出来なくてもコミュニケーションしようという

気持ちさえあればなんとかなっていくんだなという度

胸がついた。留学ということのハードルが高かったの

で研修参加自体が冒険だった。そして乗り越えた今、

かけがえのない経験になった。 
 
CL3: 語学スキルの向上 
実際に話す機会がたくさんあった中で、語学力も必

要だが、コミュニケーションを取りたいという気持ち

が大切だということを身を持って実感した。ホストフ

ァミリーとの交流は、そういった意識が特に重要だと

いうことを感じた。語学力というより、語学スキルと

いった方がこの考えに合っているように思う。 
3.	 2.	 4	 	 Bに関する総合解釈	 
研修前は、研修の意義に関して漠然としたイメージ

を持ち、期待と不安の入り混じった状態であった。「変

化するであろうことは予想しているが、どのように変

化するかは予想できていない。」しかし研修中は、たと

えばプレゼンテーションスキル、語学力を付けるため

に必要な要素など、項目がより具体的に変化する。ま

た視野の拡大においてはどのような影響があったかも、

具体化されている。 
研修前は不安が強調されていたが、研修中は全体的

にポジティブな姿勢へと変化し、帰国後は、研修その

ものだけではなく、今後どう生かしていくか、他へど

う応用できるかにまで意識が及んでいる。自信がない

と語っていた B だが、研修後、「一番、自分の中で変
わったのは、本当に今回この留学に行くのは自分にと

ってハードルが高く、不安で行きたくなかった。でも

今は時間とお金があれば、半年、1 年位の留学に行き
たいと強く思う」という意識まで変化する。 

さらに、「漠然とだが、海外に今研究しているこの技

術を供給できるようにしていきたいと、研修前よりも、

実践に行動に移そうという気が少し増したというか、

本当に出来たらいいなと思う」と、今後の将来展望に

も変化が見られた。さらにこの意識は「そのためにも

っと英語をがんばらなきゃいけない」と英語学習への

モチベーションにもつながっている。 
 
3.	 3	 CのPAC分析	 
	 C（博士前期課程2年・男性）のデンドログラム（研
修前～研修後）と各解釈を以下に示す（図7～9）。 
3.	 3.	 1	 研修前	 

CL1: 自分をより高める 
1 つ目は英語力を高めたい。今まで中高大と、英語
を勉強してきて、リーディングやリスニングなどの受

け身の英語はだいたい出来るようになった。一方、ス

ピーキングやライティングなどの自分で発信する点が

まだまだ弱い。国際学会で発表した際にも、英語での

質疑応答やディスカッションでは相手の話を聴いて、

考えて、英語で考えを発言するというアウトプットの

部分が弱いと痛感した。今回の研修を通してそういう

面で成長したいと思う。 
2 つ目は人間関係についてである。海外で、バック
グラウンドの違う人とうまくやっていくという面での

成長もしたい。 
これらは社会に出た際にも生きてくると思う。就職

先は、今現在の段階ではそれほど海外と密に結びつき

のある企業ではないが、長いスパンで見ると、絶対海

外とのつながりを持たないと、企業としても生き残っ

ていけないと感じる。逆に、今の段階から私がこうや

図7	 Cのデンドログラム（研修前） 



 
って1か月間だけではあるが留学したことが、後々社
会人として働いていく上で有利に働いてくるのではな

いかと思う。 
 
CL2: 具体的なスキル向上 
例えば日本でも、外国人の観光客を見かけた際に助

けたい気持ちはあるが、なかなか自分から積極的に助

けることは、出来ていない。研修1か月でペラペラに
はなれないというのは分かっているが、最低限、何か

しら単語が出てきて物怖じせずにコミュニケーション

を取ろうという意欲だけでも身に付けたいと思う。 
就職先は、海外にも支部を持っている。今後、海外

展開の部分が会社の中で割合が大きくなってくると思

うので、そういったときに、海外に一人で行っても上

手く仕事や、生活をしていけるような力、基礎を今回

築けたらいいなと思っている。 
 
CL3: 幅広い視野を持つ 
今まで、ほとんど日本人のコミュニティの中でしか

生活してこなかった。海外に行くと、当然育ってきた

環境も言葉も違う人がたくさんいると思うので、そう

いう人たちと話すことで、日本では当たり前だと思っ

ていたことが違うこととか、それこそカルチャーショ

ックと言われるようなことを経験して、それを踏まえ

た上で、改めて日本人の自分としてどうあるべきか、

これからの日本がどうやっていくべきか考えたい。仕

事の上でも、政治の面でも、色々と知るという意味で

も、様々な異文化を持った人と触れたいと思う。 
今回アメリカの大学で実際に勉強し、アメリカの大

学の講義やキャンパスがどんな感じか、雰囲気を感じ

てみたい。就職後に取り扱う製品に関しても、アメリ

カに行くことで現地の状況や人々の意識も体感できる。 
今まで日本の中でしか考えらえていなかった物事と

いうのが、もう少し広い視点から見られるのではない

かと期待している。 
 
CL4: 学生ならではの経験 
実際にそのアメリカで暮らしている一般の家庭で生

活し、旅行だけでは見えてこないようなアメリカの生

活スタイルが見えてくるのではないかと予想している。

そういったところが経験できるというところがホーム

ステイならではだと思う。今は研究室と学校の往復。

何かしら学生のうちに新しい環境に身をおくことで高

い壁を作って、その壁を乗り越えることで成長したい

というのが1番大きな動機だと思う。 
3.	 3.	 2	 研修中	 

 
 

 
CL1: 視野を広げる 
来年から社会人として働いていく前に1回、アメリ
カでの生活を経験して、将来的に海外で働いていく可

能性とか、海外に事業が広がっていく可能性があるの

で、自分はこれから仕事を通じてどういうことを実現

していきたいのかというのを考えるきっかけにしたい。 

 
CL2: アメリカについて学ぶ 
やはり、来てみないと分からないことばっかりだっ

た。自分の目と耳で経験するのは全然違うと実感して

いる。旅行やホームステイ、毎日生活している中で、

なんとなく文化を感じることはできたかなと思う。	  
ただ、アメリカは1つの国ではあると思うが本当に
色々な国からの移民で国が出来ているので、日本みた

いに1つの日本という文化があるというよりは多様性
があるのがアメリカの文化なのかなというのを感じた。 

 
CL3: 自分のスキル向上 
まずは、プレゼンテーションのスキル。上手な人の

プレゼンテーションは身振り手振りを見てみても、話

し方が上手いと感じられる。そういうところを少しで

もテクニックを盗めたらいいと思う。 
スピーキング能力に関して、まだ自分で実感できる

ほど向上したかはわからないが、何かしら単語を組み

図8	 Cのデンドログラム（研修中） 



 

合わせて、なんとか自分のいいたいことを伝えるとい

う姿勢は、出来たかとは思う。実際に英語をツールと

してコミュニケーションをするという経験を今体感で

きている。生きた英語を使っているという体験により、

モチベーションは高まった。 
また、社会人として働いていくとしても、色々な人

と出会い、仕事をしていかなければならない。自分の

良く知っている仲間とだけではなく、初めて会った人

とであってもうまく何かうまく仕事をやり遂げていく、

うまく人をまとめていく能力などが求められていくと

思うので、そういった部分の訓練になっていると思う。	  
3.	 3.	 3	 研修後	 

 

 
 
CL1: 言語スキルの向上 
もう読み書き等は今までの教育の中で一通り網羅し

てきたし、実際現地でも読み書きの面で苦労すること

はなく、やはり足りてないのは直接英語を使ってコミ

ュニケーションを取るという経験だった。英語での研

究発表でも最初は研修先で英語を磨くイメージがあっ

たが、実際は英語自体を磨くというより、英語をツー

ルとして使いながらどのように自分の伝えたいことを

相手にとって興味深いと思ってもらえるように伝える

かという点だと実感した。 
帰国後もそういう経験を積極的にしないといけない

というモチベーションはあった。反対に、TOEIC 用
の勉強など、そういう座学はもう必要ないかなと感じ

ている。ただ、残念ながら帰国後は研究で手がいっぱ

いになってしまっているのが現状である。 
 

CL2: 人間力を上げる 
やはり異国の地に、海外に行ったこともない状態か

ら自分で未知の環境に飛び込んでいって、ホームステ

イをしたり、現地の人と交流したり、週末旅行にいっ

たりと、なんとかする力、度胸というか、なんとかや

っていけるっていうことが分かった。自分の知らない

世界でうまくやっていくための挑戦であり訓練であっ

た。それは、これから社会人になり、また同じような

環境、国内外に関わらず、何も分からない環境から手

探りでしながらなんとかやっていくところでは共通し

ている。そういう意味で、研修で人間力が上がったと

実感している。 
3.	 3.	 4	 	 Cに関する総合解釈	 
	 来春から大手メーカー企業に就職が決まっているC
は、研修前、「今まで日本でしか生活したことがなかっ

たのでアメリカで生活するのはかなり不安な面もある

が、あえて自分でハードル／目標を作って乗り越える

という意味で、自分への挑戦である」としていた。特

に、「英語を自らアウトプットするというスピーキング

の面で少しでも成長したいので、日常会話であれば物

怖じせずに話せるようになりたい、そして色々な人と

交流して視野を広げたい」という、「英語運用能力を高

める」「幅広い視野をもってグローバルな体験をする」

という2つを目標として掲げていた。研修中には、そ
れらを実現するには何が必要か具体的に提示されてい

る。同時に、日本や自己を振り返る機会になっている

ことが分かる。 
これらの経験を踏まえ帰国後は、「旅行ではなくホー

ムステイを通して向こうの生活や交流を体験し文化を

知ることが出来たことと、研究を発表する訓練を受け

ることが出来たことの2つにおいて意義があった」と
振り返る。そしてそれは、クラスターに示されたよう

に、言語スキルの向上と、人間力を上げることにつな

がっている。 
	 研修前・中に示された「視野を広げる」点について

は例えば、アメリカで格差問題を目の当たりにし、日

本の将来についても語っている。「日本もこの平和な状

況が野放しで続くわけではないので、なぜ今日本がこ

ういう風に平和で安全化しているのかを考えて、これ

からもこういったことを考えていくべきだと思った」

や、「身近であれば選挙に行くとか、政治に参加すると

か、普段のニュースをきちんと見るとか。まだ正直あ

まり理解していないところがあるため、自分の意見を

持つところまではいけていない。ただ、少なくとも色

図9	 Cのデンドログラム（研修後） 



 
んな情報に触れて、今世の中がどういう風に動いてい

るのかとか、これから日本がどうしていくべきか、考

えていかないといけないと思う」といった、身近な問

題にも改めて意識が向いていることにも着目したい。 
 
４	 考察	 

	 以上、A、B、Cの研修前、研修中、研修後の意識を
PAC分析により明らかにした。これら 3名と他の 11
名の結果から、研修に対する意識や異文化接触経験、

意識の変化などについて考察する。さらにそこから、

本研修の特徴と効果、そして今後の課題について検討

し、まとめとする。 
 
4.	 1	 	 意識変化	 

	 第 1 に、「視野の拡大」が挙げられる。理工系の大
学院生にとって、学生生活の中心となるのが研究であ

ろう。一方、研究室と下宿先を往復する生活を送って

いく上で、調査協力者の3名とも「視野が狭い」と自
覚していた。3名のみならず、14名中 11名が研修前
に「視野拡大」を期待し項目に挙げている。これは、

後に述べるコミュニティとも関わってくるが、多くの

学生が数年以内に社会に出る状況で、現在の環境を「限

られた行動範囲、限られた人と関わる状況」とし危機

感を覚えている。理工系特有ともいえるこのような状

況を打破することが1つの大きな研修の目的となって
いることが明らかとなった。危機感を持って参加した

学生だが、研修を通して「大きく視野が拡大した」と

の意見が共通して確認された。そしてこれらは、「ガラ

パゴス化を食い止めたい」「海外へ技術を供給したい」

といった日本の将来を担う理工系研究者、技術者とし

ての意識にも影響していることも分かる。日々の研究

から離れ視野を広げることにより、研究へのモチベー

ションが高まる結果となった。 
	 第 2に、14名中全員が項目に挙げた「異文化理解」
である。先に述べた視野の拡大とも大きく関連してい

るが、例えば日本で生まれ育った 3名が、1か月間ア
メリカで生活することで、「異文化への理解」が深まっ

ている様子がインタビューから分かる。さらに、単に

異文化を理解するだけではなく、それに適応する力が

自分に備わっていることを実感し、自信へとつながっ

ていることも明らかとなった。また、これらの適応力

とそれに対する自信は、海外での生活のみならず、今

後社会に出た際にも応用することが出来ると捉えてい

る。 
	 第 3 に、「ネットワークの拡大」である。先述した
ように1日の大半を研究室で過ごす理工系大学院生に
とって、研究室を軸にしたネットワークが中心となる。

一方、研修に参加した学生は、それを「狭い世界」と

捉え、それ以外のネットワークを求めていることが分

かる。研修前は、研修に参加することでネットワーク

が大きく拡大されると期待し、研修後は実際に大きく

分けると 2つの点で変化が見られた。1つ目は、現地
の人とのネットワークである。ホストファミリーをは

じめ、現地の大学生や先生などが挙げられる。2 つ目
は、研修に参加した学生同士である。同じ大学に所属

していても、研究分野の違う者と交流する機会という

のは大学院生になると減少する傾向にある。そういっ

た状況で、理工系の中でも様々な分野の学生が参加し

研修でともに切磋琢磨したことが互いの刺激になり、

視野拡大にもつながっている。さらに、グローバルな

社会において、このようなネットワークの構築自体が

重要であるといった意識も確認された。 
「自身の能力の把握と成長」についても触れたい。

14名中10名が「自己成長（自己を高める）」を項目に
挙げている。先の3名も、研修への参加を「挑戦」で
あると捉え、研修前は研修を通して海外に身を置くこ

とで自身の能力を客観的に把握し、成長することが出

来ると期待していた。実際、3 名のインタビューから
は主に3つの点で成長が確認された。はじめに、語学
力である。受験英語として蓄積してきた英語を、はじ

めて実際に使ったと実感している。そして、流暢では

なくても英語を話すことへの抵抗感が軽減されている

ことが分かる。さらに、文法等の語学力のみならず、

コミュニケーションを取ろうとする姿勢が重要である

ことを、様々な交流から体感している。 
	 次に、プレゼンテーション力である。理工系大学院

生にとって、国際学会での発表や共同研究など、英語

を使って研究を発信する能力は今後益々重要となって

くるであろう。これらに焦点を当て、トレーニングを

することで、発信力が向上したと認識している。先の

3名のみならず、14名全員が、研究発信力が身に付い
たとしている。 
	 最後に、人間力である。視野の拡大、異文化理解、

ネットワークの拡大、様々なスキルの向上などを通し



 

て、総合的に人間力が上がったと実感していた。これ

は今後グローバルに活躍する上で必要となる力であり、

「自信」にも大きく影響すると考えられる。 
	 以上、3名のPAC分析とインタビューを中心に確認
された研修の意味とその変化について概観した。彼ら

が挙げた各クラスターをまとめると、各項目がそれぞ

れ意義をなしつつ関連し合っており、これらは先に定

義として述べたグローバル人材に必要な要素と一致す

る。つまり、本研修が少なからず、グローバル人材育

成に資するものであることが当事者の視点から、明ら

かになったといえよう。 
  
4.	 2	 研修の効果と課題	 

「理工系」とは、経済成長の国策が生み出した日本

特有の区分であり（梅木 1995）、モノづくりを通して
国に貢献してきた。一方で、専門分野以外のことや社

会の動きに無関心であり、知識偏重で融通が利かず、

世間に疎く付き合い下手（毎日新聞科学環境部 2007）、
英語の苦手意識が比較的高い（ALC	 2008）との指摘
もある。さらに、研究等が忙しいなどの理由から海外

留学を敬遠する者も見受けられる。 
これに対し、グローバル人材には、語学力、思考能

力、発信力、ディベート力、プレゼンテーション力が

求められている（宮本	 2013）。研究者や技術者、科
学者としてグローバルに活躍するには、高い専門性に

加え、コミュニケーション力、多角的に物事を捉える

ことの出来る広い視野、異なる文化への理解、相互の

信頼関係を築いてゆくネットワーク力などを総合的に

身に付けなければいけない。 
日々真摯に研究に取り組み、日本そして世界の将来

を担う理工系学生が、社会に出る前に海外を経験し、

アイデンティティ、人間力（積極性・主体性・自信等）、

コミュニケーション能力（英語力、対話力等）、専門力

（学会発表、海外の研究者とのネットワーク等）を身

に付ける機会の提供は急務を要する課題であると先に

述べた。この点において本結果から、海外研修により、

少なからずこれらの要素を習得できるといえよう。 
本研修の特徴として、単なる語学研修ではなく自身

の研究を題材とした研究発信力を総合的に身に付ける

ことに焦点を当てていることや、米国の企業や研究施

設訪問がプログラムに組み込まれている点が挙げられ

る。国際学会を想定するといったより実践的な内容が、

理工系学生にとってスキル、意識の両面において向上

が期待出来、実際に帰国後、参加者の中には積極的に

国際学会に参加し受賞するなどの成果が報告されてい

る。今日、単に留学機会を提供するといった初期段階

から、教育プログラムの内容が問われる状況にある

（孫・村山 2008）。各専門を高めると同時にグローバ
ルに活躍することを意識づけ、自信を持たせる研修の

開発が今後益々期待される。 
一方、帰国後には研究などが忙しくなることでモチ

ベーションが低下する、語学力が下がるといった懸念

も観察された。今後の課題として、教育内容を体系化

し、研修前後の講習等を開発するなど、より体系的か

つ効果的なプログラムへと改編することが課題として

挙げられる。 
また、より多くの学生がこういった機会を持つため

の施策、例えば経済的な支援、学内での国際交流機会

の提供などが益々重要となってこよう。 
 
５	 おわりに	 

PAC分析は、一般的な平均値としての人間（行動）
を解明することを目的としている法則定立的な研究法

とは異なり、人間を「自身の行動を意味づける存在」

とみなし、個人を全体的に捉えようとするホリスティ

ックな観点に立つ研究法としている。そして、「人間は

それぞれに独自な世界を持つ異質な存在である」とい

う分析法の概念に従い、唯一無二の対象者を研究の対

象とするに十分な研究価値が存在すると考えられると

している（中川 2013）。本稿で取り上げた3名も、デ
ータ全体の傾向を代表するものではない。しかし、質

的調査はその代表性を明らかにするものではなく、

個々をより深く理解する点に意義がある。誰にも当て

はまらない平均値ではなく、PAC分析の特徴である3
名の意識を内面から確認することにより、意識変化、

そして研修の効果と課題が明らかとなったといえよう。 
学生の意識を視野に置く効果的な留学プログラムの

展開が、高等教育での国際的人材教育を通じての日本

国際化に資する可能性がある（孫・村山 2008）と指
摘されるように、引き続き、留学と意識変化、その中

でも特に理工系学生に焦点を当てた研究の促進、そし

て理工系学生にとってより効果的な短期海外研修プロ

グラムの開発と実施が期待される。 
 



 
注	 

[1]土田先生よりツールソフトを直接送っていただい 
た。

http://wwwr.kanazawa-it.ac.jp/~tsuchida/lecture/pa
c-assist.htm（2014年6月9日参照） 
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