留学推進の取り組みが交換留学に与える影響についての実態調査
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近年，海外留学を望まない日本人学生の「内向き思考」

要旨

が取り上げられており，実際，文部科学省（2010）の

本稿では，留学生センター海外留学室が行った，学

発表にもあるように，日本人の海外留学者数は，平成

生留学派遣の取り組み：
「語学サポート」及び協定校へ

16年度の８万人をピークに，平成18年には７万人，平

の「おためし留学の推進」の紹介，そして，その成果

成20年には６万人，と減少傾向にある。国際化拠点整

の報告を行う。近年，日本人学生は，海外に出て行か

備事業（グローバル30）に採択されている本学は，留

ない，「内向き思考」と言われているが，多くの学生

学生の受け入れだけではなく，学生の海外への派遣も

は，実際には留学に興味を持っており，大学側の取り

広げていかなければならないが，現状は，学生数全体

組み次第で，派遣学生の人数増加は可能であるという

の１％程度しか海外留学を経験していない状態が数年

ことが示唆される結果を得た。「おためし留学」から交

続いている。交換留学生として協定校から受けいれて

換留学を実現させた学生の声も交え，どのように取り

いる人数も，ここ数年80名前後なのに対し，交換留学

組みが効果的であったか，報告する。

として派遣する人数は30名に満たない場合が多く，数
のみを見ると，いわゆる学生の「内向き傾向」に当て
はまっていると言える。しかしながら，海外留学室が

キーワード

受ける学生からの相談数は毎年260件に登り，留学に

短期プログラム，ショートビジット，交換留学，

関する説明会，留学シンポジウム等を開催すれば，100

日本人学生派遣

名を超す学生が参加するものも多くある。年間を通し
て受ける学生からの相談件数，留学関連のイベントへ
の多数の学生からの参加を考えると，渡航数だけを見

目次

て，
「内向き傾向」と単純に当てはめることはできない。

１．はじめに

一昨年度，学生の留学への意識を知るため，全学教

２．海外留学室の取り組み

養科目の講義を受講した271名を対象に，「海外留学に

３．アンケート結果と考察

ついてどう考えるか」，についての調査を実施したと

４．今後の課題

ころ，興味深いデータを得た（岩城・野水 , 2010）。全
体の学生のアンケートを，「留学に行きたい・行きたく
ない」というグループに分類すると，留学に「行きた

１．はじめに

い・行ってみたい」と答えた学生は83％，「行きたくな

名古屋大学留学生センター海外留学室では，学生の

い」と答えた学生はわずか17％であり，この結果から，

希望するさまざまな形の留学に対し，教育的支援をお

大半の学生は留学に対し，興味を持っていることが確

こなっている。留学の相談で最も大きい割合を占めて

認できた。しかし，
「行きたい」と解答した学生の83％

いるのは大学間全学交流協定に基づく交換留学を希望

のうち，45％の学生が，「行きたいけれど，（色々な理

する学生からの相談で，その他，学位目的留学，語学留

由で）躊躇する」と答えている。この理由の中で，一

学等の相談なども含め，幅広く支援している。しかし，

番を占めたものは，「卒業・就職活動の遅れ」であった
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が，次に多かったのが，「語学力（英語力）不足」「異

表１
H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

文化適応への懸念」であった。卒業や就職活動への遅
協定校への短期
プログラム派遣数

れについては現段階で海外留学室として取り組めるこ
とは少ないが，語学力，異文化適応に対して不安を抱

11
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12

43＊

59

＊

4 3名中，20名は別途説明会を開催したモナシュ春期語学研
修参加者

き，留学を躊躇している学生に，何か支援できるので
はないか，と考えた。そこで，海外留学室は，
「留学に
興味があるのに躊躇している」学生に対し，躊躇して

料不徴収，寮の提供など）として扱われるものも多く，

いる理由として挙がった２点，語学（英語スキルアッ

参加を希望する学生にとって，民間の機関を利用する

プ）のサポート，そして，異文化適応を促進する方法

より，負担が軽減される。また，プログラムの期間も，

として，協定校に短期間留学（１ヶ月前後）する，
「お

数週間から40日程度のものがほとんどで，いきなり半

ためし留学」を推進する取り組みをおこなった。この

年から１学年間の留学を躊躇している学生にとって，

調査報告は，海外留学室の留学推進への取り組み，ま

「おためし」として，短期間，海外での大学生活を体験

た，実際に「おためし留学」に参加した後，交換留学

できるチャンスになる。さらに，先のアンケートの結

に応募し，合格した学生の声をまとめたものである。

果で，学生の「異文化への躊躇」が留学の妨げになって
いることも受け，始めの一歩を踏み出すきっかけ作り
として，協定校が主催する短期プログラムを大々的に

２．海外留学室の取り組み

宣伝し，
「留学実現のあと一歩」の後押しをする活動を

２．１．TOEFL 勉強会

行うことにした。毎年，海外留学室ホームページ上に

先に述べたように，多くの学生が海外へ行くことに

て，これらプログラムの情報は掲載していたが，説明

対して懸念している大きな要因の一つとして，英語力

会等はおこなっておらず，毎年，自主的にプログラム

不足がある。全学教育科目として，特別英語セミナー

を探した10名程度の学生が参加していた。今回，協定

を開講しているが，一定の英語レベルが無いと受講で

校が夏休み・春休みに開催するプログラムを「長期留

きないため（TOEFL-iBT 71以上など）英語力不足の

学の前のおためし留学」と名付け，
「協定校へ行く短期

学生が TOEFL，IELTS といった語学試験に取り組む

留学説明会」を開催したところ（資料１参照）約60名

のは，自習以外なかった。そこで，平成22年度より，

の学生からの参加があった。この説明会では，各協定

英語力を問わない，やる気がある学生であれば，誰で

校のプログラムについて詳細の説明を行い，前年度の

も参加可能の，TOEFL 勉強会を海外留学室主催で開

参加者から，実際の経験，必要だった経費についてな

始した。初回を皮切りに，夏休み，後期の計３回（各

どの説明をしてもらった。実際にプログラムに参加し

勉強会平均10回）開催し，その後も継続して開催して

た学生の生の声を聞くことで，説明会参加者には短期

いる（参加した学生の口コミも手伝って，１回目以降，

留学がより身近なものに感じたようであった。この説

希望者が殺到したため，現在は受講者を抽選で決定）。

明会後，短期プログラムについての相談が多数寄せら

勉強会には，現在までに，104名が受講し，うち，交換

れ，結果，昨年度の派遣数は，毎年10名前後であった

留学合格者が26名，短期留学に参加した学生は８名に

数から，59名に飛躍的に伸びた（表１参照）。この頃，

上っており，大きな成果を出している。この勉強会は，

文部科学省が従来の短期留学制度の３ヶ月～１年間よ

海外留学室が自主的に行っているものなので，単位が

り短い期間の，留学生受け入れ及び学生の海外派遣を

認定されるものではないが，
「留学」が共通目標の，さ

支援する「ショートビジット・ショートステイ」制度

まざまな学年，学部・研究科の学生が集まり，お互い

開始の可能性の話が出てきた頃であったため，奨学金

の存在が良い刺激となっているのが伺える。

給付の可能性がある旨も伝えた。人数の飛躍的な増加
は，ショートビジット・ショートステイによる給付の

２．２．協定校への「おためし留学」

可能性を示唆したことも大きいが，３月の時点では，

海外留学室では，全学間交流協定校が主催する短期

開始については，確実なものではなかった。また，各

プログラム（語学研修や集中講義など）への派遣も扱っ

協定校への申し込みの時点（４月上旬）でも，詳細は

ており，これらプログラムは，交換留学の枠組み（授業

未定であり，ほとんどの学生は，給付の有無に関わら
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ず参加を決意した，と考えられる。数年前からほぼ同

ンケートを実施し，短期留学が交換留学にどのように

じプログラムが存在しており，ホームページ上では学

影響を及ぼしたのかを調査した。

生に紹介してきたが，今回のように，説明会を開催し，
過去の参加学生の発表を聞いたことで，参加を決意し
た学生数に如実に違いが現れた結果を受け，学生への

３．アンケート結果と考察
アンケートは，平成23年度及び平成24年度交換留学

周知の大切さ，必要さを痛感すると共に，今後の学生

候補者に決定し，事前の語学短期留学に参加した学生

への情報提供のあり方を考えるよい機会となった。
短期プログラムに参加した学生は，現地でさまざま
な影響を受け，交換留学，又は長期留学への呼び水に

全員に対しておこなった。表２は，参加学生の学部，
学年，参加した短期留学先及び交換留学先である。

なるのでは，と期待し，今回の「おためし留学」を推
進したが，実際に，どの程度の学生が交換留学に短期

３．１．アンケート項目

留学を結びつけるのかは，未知であった。しかし，今

交換留学決定後，全員の参加学生に電子メールに添

１

付の形で送付し，12名全員から回答があった。学生へ

年度，モナシュ大学（オーストラリア）短期英語研修

に参加した学生20名中，７名の学生が来年度の交換留

のアンケートは以下の通りである。

学に応募し，合格をした。また，アメリカで開催され

１．なぜ短期留学に参加しようと思いましたか？ 具
体的に書いて下さい。

た語学研修に参加した学生，さらに，台湾，香港，中
国の協定校が主催する短期研修にそれぞれ参加した学

２．短期留学参加前と，参加後では，自身の語学力は

生４名も，交換留学へ応募，合格しており，協定校へ

伸びたと感じますか？ 短期留学への参加は，反

の「おためし留学」が，その後の交換留学へ効果的に

映されていると思いますか？

働いている可能性があることわかった。もしそうであ

（以下，短期留学以前から交換留学を考えていた学生

れば，どのように，短期留学が効果的だったのか，ど

への質問）

う具体的に交換留学に結びついたのか，短期留学の効

３．短期留学に参加したことで，交換留学への意識が

果を探るため，交換留学が決定した12名の学生に，ア

高まりましたか？

表２
学部

学年＊

経済学部

U3

シンシナティ大学（アメリカ）

教育学部

U2

ビルケント大学（トルコ）

教育学部

U2

コペンハーゲン大学（デンマーク）

文学部

U2

文学部

U2

ミネソタ大学（アメリカ）

文学部

U2

梨花女子大学（韓国）

工学部

U2

シンシナティ大学（アメリカ）

情報文化学部

U2

経済学部

U4

台湾政治大学（台湾）

南京大学（中国）

工学部

U2

香港中文大学（香港）

台湾国立大学（台湾）

経済学部

U2

情報文化学部

U2

短期派遣大学名

モナシュ大学（オーストラリア）

交換留学先

セントオラフ大学（アメリカ）

ノースカロライナ州立大学（アメリカ） 南イリノイ大学カーボンデール校（アメリカ）

同済大学（中国）

上海交通大学（中国）
香港大学（香港）

＊

学年＝短期申込時，全員学部生

１

日本の７大学を対象としたプログラム。「オーストラリアでの暮らし」「多文化国家オーストラリア」「環境と持続可能性」「グ

ローバリゼーション」をテーマとした英語を学びながら，コミュニケーション能力，学術的な英語能力，国際文化適応能力を伸ば
すことを目的としている。
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４．交換留学前に短期留学に参加することは，役立つ
と思いますか？

全員の学生と共通する点は，海外で暮らすという経
験を体験したかった，と書いたことである。①や，②

５．交換留学希望者に，交換留学前の短期留学に参加
することを勧めますか？

にあるように，学生は元々，海外に行きたい気持ちが
あり，実際の海外生活体験が，交換留学へつながった
という事が伺える。海外に行き，生活・勉強がしたい，

３．２．アンケート回答，結果（抜粋，原文ママ）と

と考えている学生が多いこともこのアンケートから見

考察

えてくるので，
「おためし留学」を推奨する取り組みは

質問順に，学生の回答を紹介及び，学生の回答から，

今後も進めていくべきだと感じる。

短期留学と長期留学の関係についての考察をおこなっ

２．短期留学参加前と，参加後では，自身の語学力は

た。

１．なぜ短期留学に参加しようと思いましたか？ 具
体的に書いて下さい。

どの程度伸びたと感じますか？ 短期留学への参
加は，反映されていると思いますか？

・留学をしたいとなんとなく考えていたけれど，交

・ある程度（リスニングなど）には反映されたと思

換留学を考える前に，海外で暮らすという経験を

う。たぶん TOEFL で５点くらい。それ以上に

してみたかった。モナシュ短期留学は日本の大学

③英語を勉強する上でのモチベーションの維持に

生と共に参加するので，初めての長期滞在でも安

貢献した。

心だと思った。

・帰国してすぐはまだそれほど伸びていなかったが，

・ 海外に行ったことがなかったため，まずは日本人

半年後に受けた IELTS では成長を感じられた。

が周りにいる環境・大学のプログラムという点で

モナシュで友達になった友達（ネイティブ）と連

安心なのでモナシュ短期留学に参加しようと思っ

絡をとったり，来日した時に一緒に遊んだり，な

た。

ど短期留学後の交流の中で英語力が向上したと思

・ 以前から２年生で交換留学に応募しようと思って

う。また，④英語を話すことへの抵抗があまりな

いたけれど，①いきなり１年間海外で生活するの

くなったので，名古屋大学に来ている日本語が話

はかなり勇気がいるので１ヶ月という期間は海外

せない留学生とも気軽に仲良くなれるようにな

での生活を経験すること，長期留学することにつ

り，それも英語力 UP につながったと思う。

いて考える良い機会だと思ったから。 また２ヶ月

・直接的に反映されているとは思わないが，帰って

以上ある春休みを日本でバイトをしたり遊んだり

きた頃リスニング能力が多少伸びているとは感じ

するだけでおわらせてしまったらもったいないと

た。しかし勉強を継続していかないと意味がない

思った。

し，また一ヶ月という短期の短期留学だったの

・英語を使って生活をするという経験が交換留学に
行ってからも役に立つだろうと思って参加した。

で，自分の英語力がすごく伸びたと実感すること
はなかった。

・高校生のときから留学に興味があったが，②海外

・語学力そのものよりも英語を理解するために，伝

で暮らすという感覚もつかめていないまま，いき

えるためにはどうしたらいいのかを考える力がつ

なり交換留学等の長期留学をするのはちょっと抵

いたと思う。

抗があった。モナシュに１ヶ月行くことで自分の

・初級では飛躍的な効果は期待できないが，⑤帰国

モチベーションのアップや自分の留学意思の確認

後やこれからの課題，効率のよい勉強方法を発見

をしたいと思い参加を決めた。寮よりもホームス

できる。英語圏ではない場合には，現地の言語に

テイを希望していたので，その制度があった点も

加え英語の練習もできるため，英語の上達が感じ

魅力的だった。

られた。

・できる限り，早い時期から海外を経験して，留学
がどんなものか知っておきたかった。

・中国語の発音が良いと授業で言われるようになっ
た。読める漢字も増え，技能的な部分は伸びた。
短期留学への参加はその後，大いに反映された。
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短期留学と語学力について，飛躍的な効果は特に感

全員が「高まった」と答えている。⑥，⑦など，旅

じなかったようだが，③，④，など，「語学（英語）」

行で行く海外や，民間の語学学校ではなく，大学に行

に対して，ハードルが下がるような気持ちの変化や，

く，という形の短期留学が効果的に作用したようであ

⑤のように，学習方法の習得，継続して語学を学習し

る。「協定のある大学で学ぶ」ということが，学生に

ていく意味を見いだしている学生が多数であった。ま

とって大きな意味があり，今後も，現在の短期プログ

た，海外に行けば飛躍的に語学力が伸びる，といった

ラム協定校への学生派遣を継続すると共に，更に，協

過度な期待をする学生も多くいるが，１ヶ月余りの経

定校が持つ同様のプログラムを探すことも必要だと感

験から，過度な期待の予防にもなることが伺える。

じる。

設問３以降は，交換留学を短期留学以前から目指し

４．交換留学前に短期留学に参加することは，役立つ

ていた学生に対しての質問であったが，12名は，設問

と思いますか？

１，２からも伺えるように，全員が交換留学を視野に

・じっさいに比較的長期間の留学をする際のイメー

入れての短期留学だったので，全員から回答があっ

ジ作りができる。海外での適応が得意になり，次

た。

の留学での勉強がスムーズになる。
・海外で生活することに慣れることができた。
（モナ

３．短期留学に参加したことで，交換留学への意識が
高まりましたか？

シュ短期留学の場合，周りが全員日本人なので初
めての海外での生活でホームシックなどになる可

・高まった。現地の大学生であると，地元の人々と

能性がほとんどない）。TOEFL を勉強する上での

交流がしやすいと感じ，やはり⑥旅行や語学学校

モチベーションに繋がった。（実際に英語を使っ

への私費留学ではなく交換留学がしたいと強く

て生活することで，より自分の英語力を高めたい

思った。また１ヶ月という期間はとても短く，ハ

という気持ちになった）

ネムーン期だけで終わってしまう感じがして，物

・短期研修をする前までは分からなかった自分が生

足りなさも感じた。もっと自分が強くなるために

活するうえで必要としているものが明らかになっ

も交換留学をしたいと思った。

た。長期での留学を考えるうえではもちろん，日

・はい。特に，モナシュ短期留学に参加した他の学生

本で生活するときにも，自分はなにがあれば生活

も，意識が高く，交換留学を目指す学生が多かっ

していけるのかを把握しておくことは大切なこと

たので，彼らから刺激を受けて，交換留学を目指

だと思う。

すことにした。

・⑧海外で生活することに少しでも慣れることでカ

・高まった。行ってすぐの頃は勝手も分からず英語

ルチャーショックに対応できるようになると思

も聞けず話せずで，やっぱり短期で十分かもと

う。短期留学での反省を活かして（もう少し沢山

思ったが，だんだんとまだ吸収できてないことが

英語を話せばよかった，など）交換留学先での時

たくさんあるのに帰りたくないな，１ヶ月じゃ物

間の無駄を省けるといいと思っている。

足りないなと思うようになり，交換留学に応募し

・間違いなく役立つ。短期留学に行くことで自分が

たいという気持ちが強くなった。留学の良い面も

本当に長期海外留学をしたいのかという意思を確

悪い面も経験できるのに，短期というところが交

認することもでき，また短期留学先において，ホ

換留学に応募しようか迷っている人にはとても良

ストファミリーや自分と同じく海外に興味のある

いと思う。

学生と知り合うことで語学の勉強のモチベーショ

・短期留学以前は，交換留学に行くか行かないかと

ンも上がる。

いう気持ちもあやふやだったが，⑦実際に短期留

・役立つと思う。短期とはいえ，⑨海外の大学の授

学に参加してみて，やはり行きたいという気持ち

業を実際に受け，雰囲気を味わうことができるの

が強くなり長期留学に応募した。

で，自身にとって，とても良い経験になる。ま

・とても高まり，それをきっかけにすぐに交換留学
に申し込んだ。

た，本留学に対するモチベーションアップにも繋
がる。
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設問３同様，全員が「役立つ」，と答えており，⑧，

を必要な準備，として位置づけ，その期間に実際の留

⑨などの回答があった。短期留学の経験を通して，交

学のスケジュールを立てる，ということをした学生も

換留学の気持ちを再確認し，異文化体験を経て，自身

いた。

の長期留学の姿を想像できることに繋がったようであ

・モナシュ研修は，私を期待通りに大きく成長させ

る。２年前に実施したアンケートで，思った以上に異

てくれるものではありませんでしたが（たった一

文化適応を懸念する学生が多く，驚いたが，１ヶ月の

カ月の間では人間変わりませんでした），⑫自分

滞在で克服できているようである。また，交換留学生

の将来やりたいことや，自分の生活の中で何を優

として学ぶ自分のイメージトレーニングにも繋がって

先すべきなのかなど，色々なことを考える機会と

おり，短期でも大学に派遣することの重要性を感じ

なりました。モナシュに行ったことで留学への意

た。

識が高くなるかは人それぞれだと思いますが，私
はモナシュ研修に参加していなかったら，交換留

５．交換留学希望者に，交換留学前の短期留学に参加

学に応募していないと思います。

することを勧めますか？

・留学に来たばかりの頃は，自分の興味や「時間が

・勧める。モナシュ短期留学に参加したことがきっ

限られている」というプレッシャーからいろいろ

かけで，もっと長期間海外に滞在して学びたい，

なことに手を出し，消化不良になりがちだが，短

大勢の友人を作りたい，と思うようになり，交換

期留学というプレ留学を経験したおかげで，⑬今

留学を目指すようになった。

の時期に集中してやるべきことなどの，１年を通

・強く勧める。⑩この短期留学を通じて海外留学に

した留学生活のスケジュールを考えることができ

対するハードルが下がったように感じる。

た。短期留学は交換留学に必要な準備の１つ，ス

・いきなり長期で海外留学するのは，よほどの強い

タートダッシュと考えてみると良いと思う。

心や研究分野への意思がない限りフラストレー
ションの溜まるものだと思うので，まず短期留学

「おためし留学」が初めての海外経験だった学生も多

に行き，多少の海外経験をつけておくと力の抜き

く，短期間だが，海外で生活したことで「自分でもやっ

方がわかって役に立つと思う。

ていける」という自信を学生が持ったこと，また，現

・強く勧める。交換留学の具体的な行動プランが立
てやすくなる。

地の大学で講義を受けたことが，
「長期で行きたい」と
いう気持ちに繋がったことがアンケートから伺えた。

・⑪「外国語を話すことに慣れること」これが短期留

また，多くの学生が感じていた「異文化」という壁も，

学に参加する最大のメリットだと思う。１ヶ月程

一度経験するとそれが取り払われ，心配していた学生

度の短期留学で流暢に話せるようになれるわけな

にとってプラスに作用している。その上でも，短期留

いが，外国語を話すことに慣れることで，留学初

学は，大変大きな意味合を持つことがわかった。

期に感じる「聞きとれない・伝わらないというス
トレス」がやわらぐ。
・いきなり１年間の留学をするよりも，まずは１ヶ

４．今後の課題

月で雰囲気を知ってから交換留学について考えた

今回の調査では，学生が留学を考える上での２つの

方が，後になって後悔することもないと思いま

大きな問題点，語学力と異文化適応への懸念につい

す。

て，海外留学室の取り組みを紹介した。また，短期留
学を経験し，交換留学に合格した学生に対してアン

問５も，全員が勧める，と答えている。⑩や，⑪な

ケート調査を行った結果，
「おためし留学」の経験が効

ど，敷居が高いと感じる交換留学に対し，一度海外生

果的に作用し，交換留学に結びついたことが伺える結

活を体験したことで，構えて挑む必要がなくなること

果を得ることができた。語学力に対してのサポートの

が最大の利点と感じているようであった。

必要性，そして，比較的楽な気持ちで構えずに参加で

また，おためし留学中に，以下，⑫のように，自分
の将来について考えたり，⑬のように，おためし留学

きる短期留学，さらに，学生への周知の方法について
の重要性がわかった。アンケートから，短期留学は，
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た調査の必要性も感じる。また，どの短期留学でも，
交換留学の枠組みを使用し，学費免除等を受け，更に
ショートビジット・ショートステイ等のサポートを得
たとしても，必ず金銭面の負担は参加学生にかかる。
冒頭紹介した，一昨年実施した学生へのアンケートで
も，「経済的理由」が留学に対し二の足を踏む理由と
して挙げている学生も多数おり，すべての学生が，短
期留学を経験してから交換留学，という手順を踏める
わけではない。学内にて可能な異文化交流は限られて
いるが，留学生センターが取り組んでいる，ランゲー
ジシャワー２やスモールワールド・コーヒーアワー３を
始め，異文化交流に興味を持つ学生や本学に留学中の
学生と交流できる場所は多く存在しており，異文化理
解への第一歩として，これら活動に参加することも大
きな意味がある。海外留学室として，今後も，語学サ
ポート，短期留学プログラムの紹介，参加への後押し
をおこなうと同時に，学内で可能な活動を増やすこと
も検討していきたい。

資料１

２

外国語での会話を楽しむ機会を提供。言語は開催毎に変わる。平成23年度は英語，フランス語，中国語を開催。

３

日本人学生や留学生などが自由に参加できる多文化交流プログラム。
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