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報告

グローバル人材教育のこれまで、そしてこれから
～連携する高大、産官学からグローバル人材へ～
（2018 年度全国大会全体報告）
アーナンダ・クマーラ A，柳沢
１ 基調講演

秀郎 A

多数の博士研究員を海外から受入れており、彼らと
大学院生が混住する国際交流ハウスでの交流に加え、
研究室内の国際対話の日常化などを通じ、キャンパス
内での国際性の育成に努めている。また、学部生の約
半数が参加する海外語学演習、修士学生の 3 割余が
参加する海外研究インターン、姉妹校である豊田工大
シカゴ校との教育・研究に関する協力関係を通じ、国
際的なコミュニケーション力と協働力を育てている。
世界各国が伝統と文化を基盤として、独自の価値観
や生活スタイルを大切にしつつ、健全でグローバルな

「グローバル時代における大学教育の在り方を探る

関係を維持・発展させていくことは容易でないが、不

（豊田工業大学の試行錯誤を中心に）
」

可能でもない。
他方、
異なる価値観や発想の出会いが、

講演者：榊 裕之（豊田工業大学学長）

新たな考えを生み、世界的課題の解決に繋がる可能性

大学では、同世代の友人達との共同生活を通じ、自
律心を養い、
人間の多様性を体験的に学ばせるために、

も少なくない。その意味で、日本の大学は、世界にも
独自の可能性と責任を担っていると思われる。

一年次全寮制を堅持している。また、人間や社会への
理解を深めるために哲学と経済学を準必修科目とする

２ シンポジウム：産学・高大接続連携から見るグロ

など、教養教育に力を入れている。グローバル時代に

ーバル人材育成

は、異国の人間や社会が持つ多様性を認識し、受容す
るだけでなく、自身の成長の糧とすることが望まれる
が、寮生活は、そうした姿勢を育む恰好な場と考えて
いる。
本学には、機械システム・電子情報工学・物質工学の
3 コースがあるが、全学生は先端基礎工学科に所属し、
学術の基盤である数学・物理学・化学および工学基礎
科目の履修に重点を置き、個別専門科目の履修は軽く
することで、分野横断力を養っている。建学の理念に
掲げられた「研究と創造」の精神に則り、創造への意
欲と能力を育てる取組みを進めている。
----------------------------------------------A: 名城大学 外国語学部

シンポジスト：大六野 耕作（明治大学副学長、モデ
レーター）
、福島 茂（名城大学副学長）
、梶田 朗（ジ
ェトロ名古屋貿易情報センター地域統括センター長
（中部）
・所長） 、岩崎 政次（名城大学附属高等学校
長）
、榊 裕之（豊田工業大学学長、コメンテーター）
大六野 耕作：この 10 年間、大学教育のグローバル化
に携わってきて、
いま大学で切実に感じることがある。
それは、
「いま自身が手にしているもの」を失うことへ
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の恐怖感。時代の変化に果敢に挑戦することへの拒絶

ネイティブ教員や交換留学生といつでも英語でコミュ

意識である。
「行動を起こさないで、現状を守れる」と

ニケーションが楽しめるスペース、英語学習のアドバ

思っているわけではない。しかし、行動に伴う個人的

イス、
各種のワークショップ、
英文多読図書コーナー、

“リスク”と“コスト”を考え、結局は「行動を起こさない」 英語ＡＶ学習コーナーなどを兼ね備えた、
快適な交流・
という結論に至る人が少なくない。人間の心理として

学習空間を整備した。平日一週間に約 800 人の学生

は当然かもしれない。ましてや、現状が「自分にとっ

がグローバルプラザを利用している。国際化計画の重

て心地よいもの」であれば、敢えてこの “Comfort

点プロジェクトとして新設した「外国語学部」では、

Zone” から抜け出そうとはしないのだろう。昨今、英

英語の実用的な運用能力だけでなく、異文化理解と日

語 4 技能試験、アクティブラーニング、PBL、CLIL、

本アイデンティティに通じ、また、副専攻として経営

反転授業といった教育手法が、グローバル人材育成の

学を学ぶことでプラス・アルファの専門性も兼ね備え

手段として、大学のみならず高校においても導入され

たグローバル人材を輩出しようとしている。

ている。どうすれば日本社会全体としてグローバル化

名城大学附属高校は SGH に選定されており、課題

に対応しうる「新たな知恵」を生み出せるかは大事な

テーマの探究学習や東海地域の SGH 指定校のイベ

ことである。

ントである Global Festa の幹事校としての活動も、

この 10 年で、
「グローバル人材」の定義については

大学教員が支援している。そして、専門教育の一環と

大方の合意が生まれてきている。いわく、
「多様な価値

してのインターンシップや企業とのコラボレーション

観を持つ人々の間で、
自らの考えを論理的に主張でき、

による商品開発、そして初年次教育の一環で実施され

場合によっては論争を通じて合意を生み出し、これを

ているフューチャー・スキル・プログラム（FSP）な

協働して実行する能力を持つ人材。できれば、すべて

どは企業との連携によるものである。

を英語でこなせる人材」
。このシンポジウムでは、そう

今年度から主に 1 年生を対象にした「名城チャレ

した人材を生み出すための高大連携のあり方、産業界

ンジ支援プログラム」は、
「時代感覚」と「グローバル」

との連携のあり方について議論を深めた。

「キャリア」
「リーダーシップ・協働連携」という 3 つ
のマインドを涵養し、学生が主体的に自らの時代を生

福島 茂：
「総合大学としての強みを活かしてグローバ

き抜く力を身に付けさせるものである。急速に発展す

ル人材を養成し、
地域の国際化と国際社会に貢献する」

る東南アジアのダイナミズムや ICT 技術をコアに革

というミッションを掲げて、2013 年に国際化計画

新的な技術やビジネスを創造する米国シリコンバレー

（2013-2018）を策定した。この計画では、専門性、国

を体験する海外研修を含んでいる。

際性、海外で活躍できる人間力を兼ね備えるグローバ

大学は 2026 年に開学 100 周年を迎える。大学戦

ル人材育成を目指しており、学生の海外派遣に重点を

略 MS-26 では、
「生涯学びを楽しむ」という教育ビジ

置いている。1、2 年次という早い段階で海外での語学

ョンを掲げ、現在、次期国際計画（2019-2026）を策定

研修、各学部・研究科による専門に根差した国際専門

中であり、
研究と教育双方向の 国際交流を進めてキャ

研修プログラム、そして 3 年次以降は、専門分野での

ンパスの国際化、国際的な研究拠点形成を図ることが

海外研修や海外協定校などでの学術交流に参加できる

計画されている。

システムを構築してきた。米国臨床薬学研修、建築都
市デザイン交流研修、グローバル機械設計研修、アジ

梶田 朗：政治・経済を巡る世界の情勢は、その変化の

ア・欧米企業フィールドワーク、海外インターンシッ

スピードを増している。日本国内では少子高齢化と人

プなど、各学部がそれぞれユニークな海外専門研修を

口減少が進んでいるが、他方、中国、ASEAN、インド

用意している。この他、外国語学部が開始したセメス

などアジア市場は成長を続け、それに応じて日本企業

ター留学、交換留学、国際学会発表などを含めて、全

のグローバル化も進展している。電子商取引の拡大や

学の約 2 割の学生が在学中に 1 度は大学プログラ

IoT、AI 等の技術を活用したイノベーションが発展し、

ムを通じて海外体験を行うことに相当する。また、二

次世代産業も成長するなど、時代は急速な変化に直面

つのキャンパス内には
「グローバルプラザ」
を設置し、

している。このため、これからの世界では、人も企業
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も社会もグローバルな対応が求められている。
日本企業の海外ビジネスの最大の課題は「人材」と
言えよう。日本人のグローバル人材の育成や高度外国

り入れ、全員が探究活動に取り組むことにより、
「主体
的に学ぶ力」と「突破力」を備えた生徒を育成するこ
とを教育ミッションと考えている。

人材等の活用が喫緊の課題となっているのである。日
本人社員の育成のため、海外滞在経験の機会を与える
企業は多いが、多くの選択肢の中で、海外派遣インタ
ーンシップは一つの有効な手段である。他方、外国人
材の採用・雇用には生活環境の整備など課題も多く、
社内外の体制の整備なども急務となっている。今後は
高度外国人材の積極的活用も求められる。外国人活用
の手段の一つとして、外国人材受入れのインターンシ
ップについても、日本政府や自治体等の支援を積極的
に活用することが推奨される。グローバル人材の育成
には、産官学連携による課題解決型教育、体験型学習
の機会創出が必要である。企業の海外展開における課

３ シンポジウム：企業のグローバル化対応

題を解決する実践的ワークショップ、
留学生就職支援、

シンポジスト：アーナンダ クマーラ（名城大学外国語

企業インターシップも非常に有効な手段と言えよう。

学部学部長、コーディネーター）
、林 隆春（
（株）アバ
ンセコーポレーション社長）
、
伊藤 卓司
（三菱商事
（株）

岩崎 政次：本校では普通科（特別進学クラス・一般進

中部支社総務部 総務・人事・情報チームリーダー）
、

学クラス・スーパーサイエンスクラス・国際クラス）

川瀬 広行（LEGOLAND Japan（株）ヒューマンリソ

に加え、総合学科に数理・社会探究・地域交流・ビジ

ースディレクター）
、万浪 靖司（
（株）地球の歩き方、

ネスの４系列を置く、
多彩な教育課程を展開している。

社長）

2006 年 SSH 事業の指定を受けて現在は 3 期目を
迎え、2014 年には同じく SGH 事業の指定を受けて
いる。
特色ある活動として、野依教授や天野教授などのノ
ーベル賞受賞クラスの講師を招聘して全校生徒に行う
高大連携講座、東京大学の研究室や JAXA など各種
研究所の見学、愛知県地場産業を中心とした産学連携
のフィールドワーク、海外での交流・フィールドワー
クや学会への参加を目的とした研修などを展開してい
る。
そのような取り組みの成果のひとつとして、海外の
中・高校生の訪問が年々増えている。愛知県観光協会
との連携による台湾との生徒交流や JST 主催のさく
らサイエンスプランによるアジアの青年との交流、本
校との連携協定校・連携協力校の訪問交流、交換留学
生が来校するなど、校内でも海外の文化に触れ、生徒
同士が交流する機会がある。また、愛知県県民文化部
との協働により「多文化共生」の在り方を提言する授
業づくりなど様々な取り組みを行っている。現在、本
校ではすべてのクラスの教育課程に先進的な学びを取
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アーナンダ クマーラ：現在、諸外国において急速に浸
透しているグローバル化に伴い、企業の取り巻く環境
が大きく変わりつつある。日本においても、国内にお
けるグローバル対応だけではなく、
「国外」をどのよう
に見るのかによって、企業活動は大きく変化してしま
う。企業の国際競争力を高める上で、
「人材」の側面が
果たす役割が大きい。しかしながら、昨今では、外国
の若者と比較して、日本の若者の国際競争力が低いと
の議論が多くなされている。こうした中、大学や高等
学校などの教育機関がグローバル人材育成に力を入れ
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ている一方で、最近では民間企業もグローバル人材の

人々との調整力に対して柔軟な考え方を持つ必要につ

確保およびその育成に力を入れているのが実情である。

いてアピールした。

こうした実情を受け、それぞれ業態の異なる 4 つの
企業の担当者から
「グローバル化」
「グローバル人材」
、

万浪 靖司：企業経営の生命線は、いうまでもなく、
「ヒ

および「その育成や管理」について議論を行い、国際

ト・モノ・カネ」
。なかでも、
「ヒト」は脳であり、心

競争力を高めるために企業はどう考えるべきなのかを

臓であり、血液（カネ）や肉体（モノ）を司る役割で

検討した。

ある。海外に進出するために、まずは優秀な人材を確
保することが重要である。こうした背景のなかで、
「グ

林 隆春：現在は、少子高齢化で労働力人口が減少し続

ローバル人材」の必要性が産業界を中心に取り沙汰さ

け、その歪みは企業の倒産件数の 3 倍以上という休

れるようになったのである。真のグローバル人材に必

廃業件数にも表れている。耕作放棄地、技能実習生、

要とされる「グローバル人材力」を身に つけるプログ

精神障害者、生活保護や扶助費の増加、これらの多く

ラム開発に取り組み、アジア TOP10 大学との連携モ

の原因は時代の望む形と人心の乖離だと考えられる。

デルを成立させ、アジアの企業連携による PBL 型プ

そしてついに第 3 の開国が始まろうとしている。二

ログラムで、数多くのメンバーを送りだしている活動

度の変革のような大きな外圧ではなく、現在は内なる

内容を紹介した。

改革勢力を育て、国の形そのものを変えていく必要が
ある。海外と連携し、現地で外国人の適応教育と日本

４ 教育連携シンポジウム：高大連携の理想モデルを

語教育を行った後日本に呼寄せ、日本に住む外国人に

探る～さまざまな連携例から見えてくること～

は技術教育と日本語教育で高度人材へ育成。日本で受

シンポジスト：奥山 則和（学校法人桐蔭学園、モデレ

入れられるには、日本人にとって「違和感のない」人

ーター）
、伊藤 高司（名城大学附属高等学校教諭）
、川

材の育成が重要である。

名 典人（札幌学院大学教授・観光学部長）
、髙城 宏行
（玉川大学准教授・国際教育センター副センター長）

伊藤 卓司：三菱商事は、国内外の約 90 ヶ国・地域に
200 超の拠点を持ち、約 1,300 社の連結対象会社 と
協働しながらビジネスを展開している。地球環境・イ
ンフラ事業、新産業金融事業、エネルギー事業、金属、
機械、化学品、生活産業の 7 グループ体制で、幅広い
産業を事業領域としている。
弊社および連結対象会社では、世界中で約 7 万人
の社員が働いており、多様な人材がそれぞれの持つ能
力を存分に発揮し、働きがいのある活き活きとした職
場としていくために、連結・グローバルベースでの人
材育成・活躍促進に取り組んでいる。

文部科学省では、平成 19 年に「一人一人の個性を
伸ばす教育を目指して」と題された報告書で、大学へ

川瀬 広行：LEGOLAND Japan も外資系企業として

の早期入学を軸に話を展開するなかで、高大連携にも

グローバルな働き方をしている社員を多く抱えている。

言及している。その後、社会での議論が深まりつつあ

LEGOLAND Japan の開設後の経験をもとに、グロ

り、本大会でも産学連携がテーマの企画もあった。し

ーバルな環境で働くために今後どのような人材が必要

かし、未だに高大連携といえば、大学側が高校のため

とされ、求められるのかについて紹介。特に、多様な

になにかするというイメージが強い。初等・中等教育

文化や言語の下で育てられた多国籍従業員との協働の

から高等教育を経て社会へとスムーズな「トランジシ

ためには、外国語の能力はもちろんだが、異文化に対

ョン」を考慮した教育課程の編成が求められる現代、

する理解、そして同じ課題に対して複数の意見を持つ

さまざまな事例から高校と大学間の効果的な「連携」
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の形を模索することは意義があると思われる。
教育連携部会では、関東支部大会で二度高大連携企
画を企画し、大学生も高校生も共に伸びるような連携

5 大学、愛知県庁や岐阜県庁、JETRO 名古屋等の公
共団体、さらには地域の経済団体も複数名前を連ねる
形で、
産官学のコンソーシアムを作り運営をしている。

を発信してきた。今回は、三者三様の取り組みをされ
てきたパネリストに登壇いただき、それぞれの長所や

森 晶子 ・瀧沢 佳宏：東京都教育委員会が、グローバ

課題などを共有した。詳細は、モデレーターの奥山氏

ル人材育成、特に「使える英語力の育成」を目指す英

が執筆された本学会誌に掲載されている報告書を参照

語教育改革の象徴的な取組と位置付ける、
体験型英 語

されたし。

学習 施設東 京都 英語村 「 TOKYO GLOBAL
GATEWAY」
（以下、TGG）が、臨海副都心の青海に、

５ グローバル化教育特別セッション

今年 9 月にオープンした。

プレゼンター：土井 康裕（名古屋大学総長補佐） 、

これまでの座学中心であった教室での授業に加え、

森 晶子・瀧沢 佳宏（東京都教育庁国際教育事業担当

外国人と直接接することや、諸外国の文化や考え方を

課長）

知る機会など、
体験や実践を通じた学習が非常に重要」
という認識のもと、
「東京にいながら海外生活や異文化
が体験できる『英語村』を開設」することとした。TGG
は、よりリアルな環境の中で、実践的な英語を話す楽
しさを味わえる施設である。店やレストラン、飛行機
内等、海外にいるかのような生活を体験できる「アト
ラクション・エリア」と、プログラミング、ニュース
キャスター、ダンス、金融、SDGs などの国際貢献に
関するテーマ等を、専用機材を使いながら英語で学ぶ
「アクティブイマージョン・エリア」の大きく 2 系統
のエリアに分かれる。TGG では、児童・ 生徒 8 人

土井 康裕：2010 年以降、積極的に大学の国際化を進

のグループに一人ずつ、
「エージェ ント」と呼ばれる

めており、その中で①英語によるカリキュラムの G30

イングリッシュ・スピーカーが付き、彼らは子供たち

プログラム、②「大学の世界展開力強化事業」に代表

が入場してから退場するまで付き添い、子供たちの発

される派遣・受入プログラム、③「留学生就職促進プ

話を促す。このほか、主にアクティブイマージョン・

ログラム」などが中心的なプログラムである。グロー

エリアで、各プログラムについての専門性をもつ「ス

バル人材に必要な能力は、テキストと講義室で学ぶだ

ペシャリスト」と呼ばれるイングリッシュ・スピーカ

けではなく、企業で実際に活躍するための実践が必要

ーも指導にあたる。

不可欠だと考える。
G30 プログラムでは、学部プログラムとして自動車

また、国際機関、海外の行政機関、グローバ ル企業
等とも連携 ：都教委が連携する海外の教育行政機関や、

工学等の理系プログラムと経済や法学の社会科学の

東京に集積する国際機関、グローバル企業等、幅広い

11 プログラム、大学院では 10 プログラムを提供する

機関と連携し、
より本物志向のプログラムを提供する。

こととし、これまで日本語で教育してきた内容を英語

英語教育としての TGG での体験が、面白さだけにと

で提供することを目標とした。応募者数の上昇、留学

どまらず学習指導要領も見据えた英語教育としての質

生の多様化、学部生の学内・世界のトップ大学への進

を担保できるよう、プログラムの内容は、英語教育や

学も多くみられるようになった。しかし、留学生の場

グローバル人材育成に関する有識者による監修を受け

合、優秀な学生であっても日本国内での就職活動を避

ている。

ける傾向がみられた。2017 年に採択された「留学生就
職促進プログラム」では、名古屋大学を中心に地域の
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６ 名城大学附属高校生×名城大学外国語学部生高

生まれ草の根からの高校と大学の連携が図れたと実感

大接続連携学生シンポジウム 2018

している。当シンポジウムでは、①「日本とフィリピ

「学生たちが考えるグローバル化～食・生物・グロー

ンをつなぐ食べ物」
、②「生物川をのぞいてみよう～こ

バル化の意義から考える～」

んなにいたんだ外来種～」③「不変の真理」
、という 3

コーディネーター：伊藤 高司（名城大学附属高等学校

つの分科会を設け、大学生や高校生たちは発表や討論

教諭）
、アーナンダ クマーラ（名城大学外国語学部学

を行い、企業代表者を含む数名のコメンテーターから

部長）

意見を求める形式を採用しており、シンポジストだけ

シンポジスト：
（名城大学外国語学部 1 年生） 大口 真

ではなく参加者にとっても有益であった。

史（モデレーター）
、他 4 名。
（名城大学附属高等学校
1 年生）坂本 拓登、他 11 名（企業代表及び学生コメ

７ シンポジウム：新設外国語学部におけるグローバ

ンテータを含む）
。

ル人材育成へのチャレンジ～名城大学外国語学部の事
例
シンポジスト：
（名城大学外国語学部）アーナンダ ク
マーラ（コーディネーター）
、 柳沢 秀郎、ポール・ウ
ィキン、ジェイムス・ロジャース、ボイス・ニコラス

大学で「アジアを学ぶ」で学生シンポジウムを行っ
たことが始まりである。このシンポジウムで得られた
成果としては大学に入学して約 4 カ月で学生を適切
に指導することによって学生の発信力は伸びることが
実感できた。さらに発表した 5 人は自ら発表者とし
て名乗りを上げ、自信をもって発表を行った。
学生シンポジウムから高大連携シンポジウム ：これ

アーナンダ クマーラ：日本の若者はなんて恵まれた学

をきっかけに一つの疑問が浮かび上がった。
「グローバ

習環境を与えられているか、その恵まれた環境は、果

ル化とは何だろうか。
」素朴な疑問である。しかし、現

たして彼らの能力を高めるために十分に生かしきれて

代においてグローバル化に関する情報は私たちの身の

いるのだろうかと疑問視する人は多くいる。大講義室

回りにあふれかえっている。だが、その実態について

での授業において、集中力を大きく欠いた学生の学習

私たちはどれほど理解しているだろうか。グローバル

姿勢にも問題がある。また、長い年月をかけて英語を

化が問いかける「真の答え」に到達すべく更に理解を

学んできたにもかかわらず、大学入学時に相応の英語

深め、人類はこれからどのように歩むのかを考えなけ

運用能力が育まれていないのも日本の悲しき現状だろ

ればならない。そして、これからの将来を担う学生目

う。こうした現状のまま社会に送り出された日本の若

線で考える必要がある。

者は、ハングリー精神の下で育てられる開発途上国の

従来の高大連携は大学と高校が連携し、著名人の講
演や授業の一環として行うことが多い。しかし、今回

若者と競争できるはずもなく、グローバル社会での活
躍の場を奪われかねない。

の高大連携は授業の一環ではなく大学生、高校生が自

こうした課題や諸問題を解決するため、本学の外国

主的に行い、企画から当日の発表までを学生主体で行

語学部では、学習者の「内発的動機付け」の必要性を

った。これによって大学生と高校生の対話がより多く

重視し、アクティブラーニングや課題発見・解決型の
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学習活動、そして学習成果を全教員が共有するための

い社会との狭間にできたつかの間の安息期間として捉

ICT 活用等、様々な工夫がある。

えてしまいがちな日本の教育制度自体が孕む根深い問
題である。こうした学生たちに内発的に学びを促すた

柳沢 秀郎：海外で学びたい学生ひとりひとりの希望に

めには、
彼らと信頼関係を構築することは必要である。

沿えるよう、セメスター留学をはじめ、長期・短期留
学、海外研修、海外フィールドワークなど、さまざま

ボイス・ニコラス：英語の授業で取り入れているアク

な海外学修プログラムが整備されている。他大学の国

ティブラーニングの事例として「コメントカード」に

際系学部と異なり、
本学部の海外学修は強制ではない。

ついて紹介した。コメントカードは、言語を学ぶこと

にもかかわらず、これらのプログラムに一つ以上参加

だけではなく、異文化の理解、そして学生とのコミュ

している学生の割合は、9 割を超える。このことは、

ニケーションツールとしても使うことができる。クラ

異国に踏み出すのに必要な知識と自信が、本学部の教

スルームにおける同級生や教員との交流を通じて、学

育によって学生の内に十分に育まれている査証だと受

習に対するモチベーションが高くなるだけでなく、そ

け止めている。

の内容に対する理解が深まることも確認されている。

個々の学生による海外での学習経験は、ポートフォ

しかしながら、忙しさの中でコメントカードなどを使

リオなどの形で記録されることが求められる。そうし

いながら学生との交流を行う余裕のない教員がいるの

た海外修学記録のポートフォリオ化 を 大 学 共 通

も事実である。授業内だけでなく、授業外においても

の LMS (Learning Management System) である

学生との交流のため、このようなコメントカードの利

Web Class によって実現している。本来、一科目ごと

用が推奨される。

の授業支援システムである LMS に、外国語学部は学
部統合型エリアを独自に整備し、学生一人一人の学修

８ トークショー：グローバル人財育成～今後の展望

カルテ（ポートフォリオ）を学部教員全員で共有でき

について思うこと

る体制を整えている。

亀山 郁夫（名古屋外国語大学学長）
、勝又 美智雄（国

ポール・ウィキン：グローバル人材育成に関して①

際教養大学名誉教授）

外国語能力、②国際理解、③ ICT 能力が重要な柱で
ある。多くの大学では、そのような能力を向上させる
ために、
座学を中心の教育プログラムを導入している。
しかしながら、それぞれの側面に対する単独的なプロ
グラムを実施するのではなく、それらを統合させた形
式の教育プログラムの方がより有効であると考える。
学生達はインターネットを通じてオーストラリア及び
香港の大学の学生達と交流を行うことで、外国語の能
力を高めるだけなく、異なった文化背景をもつ学生と
交流することで国際理解を深め、そしてそのツールと
してインターネットを使うことで ICT 能力も向上す
るという、一石三鳥ともいえる成果を得ている。

勝又名誉教授の司会で進められたこのトークショー
は、亀山学長との意見交換という形式で行われた。ま
ずは、
「グローバル人材」という言葉への感想・意見・

ジェイムス・ロジャース：日本人の大学生は、大学入
学直後に二通りの課題に直面する場合がある。そのひ
とつは、90 分授業や答えのない問への取り組みなど、
高校と異なる教育プログラムに対する戸惑いであり、
もうひとつが、大学時代のモラトリアム化である。特
に後者は、大学での 4 年間を厳しい受験戦争と世知辛
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違和感についてお尋ねした。文学者・文学研究者とい
う「言葉」の専門家としての見方はどうなのかという
質問から始まり、
「グローバル人材」の定義、その必要
性、そして、
「グローバル人材」はどのように育成でき
るのかに焦点を当て、勝又名誉教授と亀山学長との間
の専門的かつ意味深い意見交換となった。
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次に、大学が「グローバル人材」の育成教育に取り

標に各自準備をした。そして学期の終わりに、5 人グ

組むことについて質問され、亀山学長自身が東京外国

ループで各生徒が発表、ピアフィードバックシートを

語大学（国立）と名古屋外国語大学（私立）の学長・

用いた生徒間相互評価を行った。各グループで最も評

大学経営者として感じていること、その課題などにつ

価の高かった生徒は、次の授業で全体の前で発表、そ

いて伺った。 そして、大学経営、新学部開設などの経

の他の生徒は評価を行った。

験が豊富な亀山学長に対して、東外大、名古屋外大で

そして、高校 3 年生 1 学期には、実証実験の結果

の工夫についても意見を求め、社会の発展のために大

を分析、研究の課題や今後の展望を含めたレジュメを

学がやるべきことと、義務教育・高校段階でやるべき

作成し、全員が発表した。発表の手順は 2 年生 3 学

こととの違いはあるかなども確認した。

期と同様、グループで予選、全体で決勝という流れで

最後の部分では、日本の大学の現状や、大学におけ
る問題、
「知の鎖国」論、
「開かれた大学づくり」など

あるが、この時は 1 年間の取り組みの総括として自
己評価も行い、採点に取り入れた。

をキーワードとするトークとなった。ここでは、世界

このセッションにおいて、そのような教育プログラ

の大学と比較して足りないものや良いものについて、

ムを通じて訓練された愛知高校の複数の生徒達が研究

大学が本来果たすべき役割、大学・教員の教育と研究

発表を行った。高校 3 年の発表事例では、国連による

と社会貢献のバランスについての考え方などについて

World Happiness Report (2018) を中心にオンライン

の議論となった。勝又名誉教授の国際教養大学での経

アンケートを中心の調査研究発表を行い、また高校 1

験なども踏まえながらのこのバトルトークはとても有

年生の発表ではボランティア活動に関するアメリカの

意義なものだった。

事例を研究し、自らがボランティア同好会を立ち上げ
た結果などを紹介した。

９ 中部地域の高等学校におけるグローバル人材育成
の取り組み

羽石 優子：名城大学附属高等学校では、2003 年の国

プレゼンター：五十嵐 真人（愛知高等学校教諭） 原

際クラス創設以来、英語と課題研究活動を重視した学

田 貴之（愛知高等学校教諭）
、羽石 優子（名城大学附

習プログラムを実施しており、2014 年に文部科学省

属高等学校教諭 ・教育開発副部長）
、五十嵐 真人、原

事業 SGH（スーパーグローバルハイスクール）の指

田 貴之（愛知高等学校教諭）

定を受けたことを契機に事業の精選・深化を目指して
いる。本セッションでは、SGH グローバルフィール

愛知高等学校では高校 1 年生における学年指導と
して「ミッション（生まれた使命）
」を絶えず意識させ

ドワークに参加した 3 年生による報告を中心に SGH
の取り組みを紹介した。

るよう指導している。これは、
「自分が生まれた使命」
を頂上に、それを達成するための「長期的目標」や「短
期的目標」
、それを実現することができると考える「個
人的経験」を可視化する活動を日本語・英語で行って
いる。
2016 年度より英語科が中心となり ICT を活用し
たアカデミックプレゼンテーションを指導している。
高校 2 年生選抜クラス 3 クラスを対象に、2 学期か
らコミュニケーション英語の 1 時間を配当し、LL 教
室で実施された。生徒は、自分の関心のある研究テー
マを見つけ、先行研究論文を 2 本以上読み、200 ワー
ド程度の英文でまとめた。3 学期には研究テーマから
仮説を立て、実証方法を考え、予測される結果までを

生徒発表１：
「バリ島における観光開発―グローバルと

パワーポイントでプレゼンテーションを行うことを目

ローカルの視点から―」
（ 3 年生）
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2017 年 10 月、観光活動が盛んなバリ州での研修に
参加し、開発により引き起こされる問題に注目した調

生徒発表２： 愛知県における車いす利用者の観光活動
を促すための提案（ 3 年生）

査研究を行った。観光開発による問題のうち、①環境

これは、車いす利用者の観点から見る愛知県の現状

破壊、②地域社会とのかい離、③固有の文化・伝統の

に焦点を当てた研究発表である。
車いす利用者は外出、

衰退の 3 点を取り上げ、事前学習・現地調査を行った。 観光活動には高い関心があると知られている。しかし
①では、ごみがマングローブ林に絡みつき生育を妨げ

ながら、車いすでの外出の場合課題が多いのも現状で

ている様子が見られ、ごみ処理の習慣やシステムが確

ある。探求課題として、名古屋城でのフィールドワー

立されていない印象を受けた。②は、ヌサドゥア地区

クなどを行いながら、車いす利用者の外出や観光活動

をはじめとして、地域社会とは隔離する形での大型の

を妨げる要因を分析した。具体的には、バリアフリー

リゾート開発が開発初期には行われていた。③では、

トイレの不足による問題、駅や買い物施設などの建物

外国人が再編した民族舞踊が観光資源になっていた。

における階間の移動に関する問題、また車いすでの移

観光開発による問題は、ステイクホルダーそれぞれ

動の困難さによる疲れの問題などである。バリアフリ

の立場によって受ける影響が違うことを実感した。ま

ー観光パッケージが開発されても、既存の施設はバリ

た、対策が必要なものだけではなく、固有の文化や伝

アフリーの考えを取れ入れていないことから、車いす

統についてなど、捉え方を変えるべきものもあること

利用者にとって課題が多いことを明らかにした。

がわかった。バリ島における観光開発は、ローカルと
グローバルが相互に影響を受け、変化しているという
ことが今回の研修で明らかになった。
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受付日 2019 年 3 月 10 日、受理日 2019 年 3 月 16 日

