名古屋大学生の東南アジア留学に対する意識調査
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５．アンケート結果への考察

要旨

６．まとめと今後の課題

日本企業が新規市場開拓や安価な労働力を求め，東
南アジア諸国（主に ASEAN 諸国）に進出し始めてい
る。それに呼応して，日本政府の大型補助金事業を通

１．はじめに

して，大学が国地域との国際教育交流を促進し，人材

2010年以降から文科省が主導となり，「グローバル

育成を試行錯誤で実施している。その一方で，日本人

人材育成推進事業」や「大学の世界展開力強化事業」

の海外留学者数は減少し続けている。東南アジア諸国

などの大型補助金事業が始動している。同事業は「大

への高い人材需要と海外留学者数減少の２つの現状の

学における国際学生移動の活性化」，「大学間の国際連

狭間で，大学生が東南アジア諸国への海外留学（以下，

携の確立」，そして，大きな意味で「大学の質向上」を

「東南アジア留学」）に対してどのように認識を持って

促進する活動を奨励している。また，これら一連の補
助金事業では，日本が将来重要視していくべき国・地

いるかはあまり知られていない。
本報告では，名古屋大学学部生（以下，「名大生」）
（56人）へのアンケート調査に基づいて，海外留学に興
味がある名大生が東南アジア留学についてどのような

域（中国，韓国，東南アジア諸国，インド，ロシア，
アメリカ）を中心に学生の教育・学術交流を重視して
いることがわかる。
その一方で，文科省（2014）の統計によれば，日本

態度や意見を持っているのかをまとめ，報告する。
アンケート調査の結果，名大生には「東南アジアに

人の海外留学者数は年々減少し続けている（ピーク時

おける英語使用への複雑な態度」と「東南アジアに精

の2004年度は82,945人，2011年度は57,501人）。また，

通する必要性の認識の低さ」があることがわかった。

米国への留学者数も，2001年の46,810人に対し，2012

これに対して，World Englishes（世界英語）の概念や

年度は半分以下の19,568人へと減少している（Institute

東南アジア諸国の経済・人口成長等のデータを提示す

of International Education, 2013）。日本の若者の「内

ることで，学生の現在の態度を改善していける可能性

向き志向」の増加や「少子化」が原因との見方が一般

を示した。

である。
反対に，今日，多くの日系企業が進出している東南
アジア地域への人材需要は高まっている。そして，企

キーワード

業が東南アジア留学を経験した日本人大学生を評価

大学生の海外留学，東南アジア，グローバル人材，留

し，新卒採用として獲得しようと積極的に動いている

学意思・態度

動向も報告されている（株式会社ディスコ，2014）。そ
の中で，東南アジア留学に対して大学生はどのような

目次
１．はじめに

態度をもっているのか，文部科学省や日本学生支援機
構（以下，
「JASSO」）が公表している統計からはその
実態はわからない。

２．本報告書の目的
３．アンケート調査概要
４．アンケート結果
－33－

名古屋大学国際教育交流センター紀要

創刊号

や「英語を学ぶ場所」といった回答が多かった。逆に

２．本報告書の目的

ヨーロッパ留学だと，芸術，文化，歴史への印象が強

本報告では，今後日本が進出していく（いる）東南

く「過ごし易い」や「おしゃれ」という回答が目立っ

アジア諸国（ASEAN 加盟国に限定）における大学生

た。言語に対しての印象は比較的少ない。アフリカ留

の海外留学状況が整理されていない現状に着目し，そ

学で最も多い回答は，「生活の不便性」，「不安定な治

の一端として学生調査から名大生の東南アジア留学へ

安」といった内容であった。また，中南米留学では，

の現状をまとめ，報告する。

「発展途上」という意味ではアフリカ留学と共通してい

具体的には筆者の所属の名古屋大学において，留学

るが，
「明るく陽気」といった，その地域の人々を印象

に興味を持つ学部生に対して実施した東南アジア留学

づける回答が得られている。総じて，先進国・地域に

についてのアンケートをもとに，彼らの留学態度と意

はプラスのイメージ，発展途上国・地域には，プラス

見を明らかにする。

とマイナスのイメージが混在していることがわかる。
東南アジア留学のイメージについての回答結果を整
理したものが図１になる。
「発展途上の現場」，
「日本と

３．アンケート調査の概要

の距離」，「費用」等に対してはプラスの印象が見える

2013年度前期（４〜７月）に開講された「グローバ
ル人材と海外留学」
（全学教養科目２単位

野水勉先生

反面，「生活環境・治安」，「先端技術」，「食事等」に対
してはマイナスの印象を持っていることがわかる。

担当）を受講した名大生56名に対して実施した。男女
比は約85％が男性，専攻は77％が理系，学年は98％が

図１：留学イメージ（東南アジア）

１年生であった。
アンケートは６月に実施し，内容は海外留学全般に
ついて回答していく過程で東南アジア留学に関する設
問を混ぜた。質問の内容は大きく分けて，①「留学の動
機」，②「留学地域ごとのイメージ」，③「第一希望の
留学先」，④「東南アジア留学を選択しない理由」（第
１希望に入れなかった学生対象），⑤「留学先を決定す
る最重要素」，⑥「東南アジア留学するとしたらどこ
の国か」，について回答してもらった（Appendix 1）。
この回答結果を，KJ 法（川喜田，1967）に当てはめ，

ところが，言語（英語・現地語）に対しての印象は，

似通った項目ごとにグルーピングして，見出しをつけ
た。この作業の際，筆者以外に職員に１人立ち会って

プラスとマイナスの両局面が伺える。例えば，
「英語以

もらい客観性を保った。

外も身に付く」，「聞き取り易い英語」や「英語だけで

本報告では，②「留学地域ごとのイメージ」，③「第

生活すると不便」というコメントは，東南アジアにお

一希望の留学先」，④「東南アジア留学を選択しない

ける英語の使用頻度の高さを認識しながらも，現地語

理由」，⑥「東南アジア留学するとしたらどこの国か」

の必要性を理解していることがわかる。
③「第一希望の留学先」の質問では，東南アジア地

にしぼり，名大学生の東南アジア留学の態度を報告し

域に限らず，学生の留学先国の第１希望を聞いた。こ

ていく（全アンケート結果は Appendix 2を参照）。

の問いに関しては，中国の順位を除いて，JASSO が公
表している大学生の留学先上位国とほぼ同様の結果と

４．アンケート結果

なっている（図２）。ここでは，英語母語国が圧倒的に

②「留学地域ごとのイメージ」の質問では，北米，

名大生の支持を得ていることがわかる。これは，アン

ヨーロッパ，アフリカ，中南米，東南アジアの地域に

ケートを回答した学生の大半が理系専攻で，先端技術

わけて，それぞれの留学のイメージを記述式に回答し

に富んでいる国を留学先として選ぶ傾向があったこと

てもらった。北米留学のイメージは「留学の主要地」

も想定できる。経済学部や文学部等の文系の学生が多
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くいた場合はまた違う結果が得られた可能性がある。

図４：東南アジアを留学希望に入れなかった人へ
東南アジアを希望に入れなかった理由は？

図２：どの国に留学したいか（複数回答）？

本アンケート調査結果からわかることは，名大学生
が持つ「東南アジアにおける英語使用への複雑な態度」
そして，⑥「東南アジア留学するとしたらどこの国

と「東南アジアに精通する必要性の認識の低さ」と言

か」の質問では東南アジアを留学先と考えた場合の第

える。②の「東南アジアのイメージ」の回答で，英語

１希望国を聞いた（図３）。しかし，筆者が東南アジ

が使用言語として活用できることを理解しながらも，

アを明確に定義せずにアンケートを記入させてしまっ

④では，東南アジア留学をしない理由としては「英語

た。そのため，学生が東南アジアを東アジア（中国・

圏ではない」ことが挙げられている。また，名大学生

韓国等）と西アジア（インド）を含めてしまった回答

の英語ネイティブ志向があることがわかり，東南アジ

結果になっている。ここでは，先進国として認識され

アにおける英語の訛りを気にする傾向が明らかになっ

ている国（シンガポール），又は東南アジアではない

ている。更に，大学生が東南アジアそれ自体に関心が

が，日本近隣の国（中国・韓国）への支持がわかる。

薄く，欧米文化に強い興味があることもわかる。

図３：東南アジア留学するとしたら行きたい国

５．アンケート結果への考察

（複数回答）

東南アジア地域は日系企業が近年進出し始め，国と
しても重要視し始めている一方で，上記学生アンケー
ト調査から，名大生は東南アジア留学を留学先の選択
に入れていない現状がわかった。特に，上述したよう
に「東南アジアにおける英語使用」と「東南アジアに
精通することの意義」が名大生にとって明確になって
いないために，東南アジア留学の必要性と認知度が上
がっていないと推測する。この２点について，名大生
が態度を見直せるような現状を挙げていきたい。
〈東南アジアにおける英語使用と World Englishes（世
④「東南アジア留学を選択しない理由」（図４）で

界英語）について〉

は，留学を希望する名大学生が欧米志向で，東南アジ

今日，非英語母語国の高等教育において英語を使用

アに目を向けない理由の一側面がわかる。この問いか

言語として授業を開講し，最終的には学位取得まで可

ら，
「使用言語としての英語」，
「東南アジア文化への関

能にするプログラムが増加している（De Wit 2010）。

心度の低さ」，「生活環境・衛生水準」が大学生のニー

筆者所属の名古屋大学が採択された国際化拠点整備事

ズを満たしていないため，希望者が少ないと言える。

業（グローバル30）はその一例と言える。また，名古
屋大学の大学間交換協定校であるタイのチュラロンコ
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ン大学やカセサート大学，インドネシアのガジャマダ

〈東南アジア地域に精通する必要性について〉

大学やバンドン工科大等では，英語での授業履修が可

前述しているように，日本企業は新たな市場開拓や

能であり，英語圏の留学先として名大学生に提示して

安価な労働力を求めて，東南アジア諸国をはじめとす

いる。これらの英語プログラムの拡大は，東南アジア

る新興国に進出し始めている。特に東南アジア地域で

地域だけではなく，ヨーロッパ諸国でも拡大している

は ASEAN 諸国を中心に注目されている。今後日本の

ことが報告されている（Coleman 2006）。この拡大は

総人口が10％減少（18歳人口20％減）する間にインド

英語が世界における共通言語になりつつある現状を受

ネシアは20％増，ASEAN 諸国全体では日本の総人口

けての各国地域の対応と言える。

分が増加することが予想されている。GDP も10年後に

その中で，World Englishes という考え方は，日本

ASEAN は倍増し，日本と同程度になると予想され，

人大学生にとっても非英語母語国における英語を使用

経済的にも海外展開は必須となることが予想される。

言語とした留学を奨励できる１つの理由となる。同時

企業は新興国に進出するにあたり，同地域に精通し

に，日本人がグローバル社会で英語を運用していく上

ている人材を採用することで，その進出を強固にして

で励みとなる。World Englishes は英語を母語とする

いくことは想像しやすい。それを示唆するように経済

国々（例：米国・英国等）以外に世界中で広く使用さ

産業省（2010）の統計で，企業が今後５年間の最重要

れている事実から，様々な母語言語の影響や文化的背

拠点としてあげた国・地域は，高い順に中国（39.8％），

景を含んだ英語の多様性とその正当性を許容する意味

ASEAN 諸国（22.8％），インド（10％），米国（7.1％）

合いがある。

となっている。また，株式会社ディスコ（2014）の

こ の World Englishes の 概 念 を 説 明 し た Kachru

新卒者の採用活動に関する企業調査によると，企業

（1990）のモデルとその人口分布を推測した Cristal

が評価する大学生の留学先国の最上位３カ国は米国

（2003）の統計は分かり易い。Kachru は英語話者を国

（31.8％），英国（24％），中国（24％）ではあるが，上

別に，英語を母語として使用する国（Inner Circle），

位10位内に，シンガポール（16.2％），タイ（15.1％），

第２言語・公用語と使用する国（Outer Circle），そし

インドネシア（11.7％），ベトナム（11.7％），マレー

て外国語として使用する国（Expanding Circle）とし

シア（9.5％）の ASEAN 諸国が入っている。その一方

て大別した。Cristal はその後，そのグループごとの人

で，留学した国や地域にはこだわらないという企業は

口を概算し，Inner Circle は3.2〜3.8億人，Outer Circle

48.6％もある。

は３〜５億人，そして，Expanding Circle は５〜10億

ところが，経済産業省（2010）の「大学生の将来働

人とした。つまり現在の70億人の人口のうち，約20億

いてみたい国・地域」では，中国（7.2％），ASEAN

人が使用頻度とレベルは別にして英語でコミュニケー

諸国（12.6％，うちシンガポールが7.5％を占める），米

ションができることを意味する。更に，英語母語話者

国（63.4％），英国（36.3％）と企業の将来的展望と学

より，英語を第２言語・公用語や外国語として使用す

生の興味とは乖離があることがわかる。このような企

る人口のほうが圧倒的に多いことがわかる。

業先行の動向に呼応して，政府が大型補助金等を活用

つまり，日系企業が今後，東南アジアを含む新興国
に市場を開拓していくことを想定すると，日本人大学

して，大学生を東南アジア諸国に派遣して人材育成を
実施していることになる。

生は就職後，米国や英国出身の英語母語話者よりは，

この現状を踏まえると，東南アジア地域の政治的・

英語の第２言語・外国語話者とコミュニケーションす

経済的先見性と発展性を名大生に提示していくこと

る可能性の方が高いことが想定される。日本人大学生

で，大学生の興味を欧米志向から転換させることは可

が義務教育等で米国・英国英語を中心に聞き慣れてき

能と言える。ただ，東南アジア留学が欧米留学よりも

たことを前提とすると，多様化した英語（第２言語・

優れているというわけではなく，このような情報を学

外国語としての英語）に慣れていく必要性はある。そ

生に前もって提示することで，学生の留学先の選択肢

のため，非英語圏で今後台頭してくる英語プログラム

として入れてもらい，その学生にとって最もふさわし

を活用する留学の選択肢は，一貫した理由があると言

い国を決めていくことが必要となる。

える。
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創刊号

Appendix 1: 留学の意識態度についてのアンケート

学部

学年

年

性別： 男

女

質問１：もし留学するとしたら，留学する一番の理由は何ですか？

質問２：以下の地域への留学について，持つイメージを教えてください。
（イメージがない場合は無しと答えてください）
北米
東南アジア
ヨーロッパ
アフリカ
中・南米

質問３：もし留学に行けるとしたら，どの国を第一希望にしますか？

質問４：「質問３」で東南アジアを希望しなかった学生に，聞きます。
「東南アジアを希望しなかった理由は何故ですか？」

質問５：留学先を選択する時の一番の基準（最も重要視）は何ですか？

質問６：東南アジアに留学するとしたらどの国ですか？
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Appendix 2: 名大生の留学の意識態度についてのアンケート結果（1/2）
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Appendix 2: 名大生の留学の意識態度についてのアンケート結果（2/2）
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