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1．はじめに

　新型コロナウィルス感染症の流行が急速に拡大する

のを受け，愛知県は2020年4月10日に県独自の緊急事

態宣言を発令し，県内の大学へ休業を要請した。それ

までにも政府の要請により全国の小中学校が一斉に休

校していたが，大学キャンパスがロックダウンされる

という事態に，学生のみならず教職員の間にも大きな

戸惑いが広がった。留学生にとって大学キャンパスは

単なる学習・研究の場にとどまらず，友人関係を構築・

維持する，外国人居住者として必要な知識や情報を収

集する，生活に関する支援を受けるなど，いわばライ

フラインとして機能している。このライフラインの遮

断は，特に渡日したばかりの新入生や，一人暮らしの

留学生の孤立化に直結してしまう危険性が高い。全学

の留学生相談・支援を担当する国際教育交流センター

国際教育交流部門にとっては，これまで経験したこと

のない大学閉鎖中の留学生支援にいかに取り組むかが

最優先課題となった。

　本稿ではこの時期の支援策の一つとして，2020年4

月から毎週金曜日に開催したオンラインによる交流イ

ベント，「オンラインカフェ」の取り組みについて紹介

する。「オンラインカフェ」は，モデレーターを中心

に留学生がオンライン上で集い，毎週様々なトピック

について語り合う場である。留学生活に大きな制約を

課せられた留学生に，人とつながる機会を提供すると

同時に，留学生支援の関係者にとっては留学生と定時

的に接触する機会を保つことで，留学生の動向やその

時々の留学生支援のニーズを把握するという点で大き

な意義があった。「オンラインカフェ」の企画・運営

の詳細を紹介しながら参加留学生の分析を行うととも

に，ウィズコロナ時代におけるオンライン国際交流イ

ベントの開催意義について考察したい。

２．「オンラインカフェ」の概要

　「オンラインカフェ」の企画が始まった2020年4月の

段階で，留学生相談・留学生支援体制には，以下の3

つの課題が重くのしかかっていた。

1）外出自粛が徹底される日本はもちろんのこと，海

外に在住する留学生にも人的交流の機会を提供し，精

神的不調や孤立化を防ぐ。

2）留学生を取り巻く環境が流動化する中で，留学生

との接触機会を保ち，留学生支援のニーズを把握す

る。

3）コロナ禍で失われた学びの機会を補い，留学経験

の「質」の維持に寄与する。

　前述したように2020年4月10日に急遽大学の閉鎖が

発表された。その2週間後の4月24日に第1回目の

「オンラインカフェ」が実施できたのは，国際化推進

教員を中心とした留学生支援担当者の間で上記危機意

識が強く共有されていたからに他ならない。不安を抱

えているであろう留学生に，できるだけ早く手を差し

伸べたいと，とにかくスピード感を重視に準備を進め

た。後に様々なオンラインによる交流イベントが企画

されるようになったが，「オンラインカフェ」は学内に

おいて最も早く開催された試みの一つだった。以後，

春学期の終わりに近づいた7月17日まで，毎週金曜日

の昼休みに計25セッションを開催した。

　各セッションには，モデレーターを1名配置し，モ

デレーターが毎回ディスカッションのテーマと使用言

語を設定した。主にモデレーターを務めたのが筆者を

含む国際化推進教員である。ディスカッションテーマ

は，「オンランカフェ」を始めた動機でもある留学生

相談・留学生支援に関わる3つの課題，つまり1）精

神的不調と孤立化の防止，2）留学生支援ニーズの把

握，3）留学経験の質の維持に即して設定した。全25

回のディスカッションテーマを，支援の目的別に以下

の五つに分類してみる（表1～表5）。テーマ分類1が
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課題1）に，テーマ分類2が課題2）に，そして残る

テーマ分類3－5が課題3）に対応している。各テー

マ分類の詳細については後述する。

　「オンラインカフェ」の特長の一つが，多言語によ

る開催である。毎週日本語セッションと日本語以外の

セッションを準備した。日本語によるセッションは毎

週実施し，それ以外に他言語として英語，中国語，韓国

語，スペイン語，ロシア語によるセッションを行った。

また場合によっては，参加学生に合わせて日英両言語

を用いたセッションなども実施した。これだけの他言

語対応が可能だったのは，モデレーターを務めた国際

化推進教員の半数を外国人教員が占めており，日本人

教員も複数言語での対応が可能なためである。留学生

にとっては，母語や自分が話しやすいと感じる言語で

交流に参加できる機会は本当に貴重である。また，ど

の言語で実施する場合でも，学生が言語の壁を気にせ

ずに発言できるように特に注意を払った。

図1．オンラインカフェのポスター例

テーマ分類1：日常生活・学生生活に生じた変化への適応支援（表1）

開催日 言語 テーマ

4/24 英 So, what do you really think about online classes?

5/1 韓 코로나와 스마트한 대학생활（コロナとスマートな大学生活）

5/8 英 Tips on how to cope with a 'stay-home' order

5/22 英 How can we enjoy our free time at home?

5/29 英 Financial and sociological effects of current situation and what we can do about it

6/19 日 オンライン授業みんなどうしてるの？〜メリット・デメリットから悩みまで自由に話そう

テーマ分類2：学生の交流・ネットワーキング構築支援（表2）

開催日 言語 テーマ

4/24 日 ジョギング好きな人，これからやりたい人，集まれ！

5/1 露 Давайте обсудим начало семестра и онлайн занятия（新学期とオンライン授業の感想）

5/22 日 日本における育児

6/12 西  Vamos a relajarnos hablando español!（スペイン語を話してリラックスしましょう）

6/19 英 Unforgettable Dishes around the World: A Session for Food Lovers

7/10 日英 DIY Day! Let's share DIY items/ideas together!!!

!
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　オンラインカフェは途中参加，途中退出可能で企画

していたために，厳密な参加人数を把握できていな

い。4月24日～7月17日の合計25セッションの延べ参

加人数は，凡そ170名ほどだったと推測している。な

お，参加登録者数は延べ233名である。図2は参加登録

者の推移を示している。セッションによって参加登録

者数の増減が大きいのは，使用言語が韓国語・スペイ

ン語・ロシア語などで学内にそもそも母語話者が少な

い場合や，テーマの設定上当初から少人数による交流

が想定された場合などである（一例として「日本にお

ける育児」には，出産間近の学生や子を帯同中の学生

など4名のみが参加した）。対照的に，就職活動関連の

セッションは毎回参加登録者が多かった。コロナ禍に

おいて，多数の学生が進路選択や就職活動などに不安

を感じていたと考えられる。

　また，実施時期によっても参加登録者数は変動して

いる。グラフから明らかなように，参加者が最も集中

したのは，ロックダウンが始まった期間の4月～5月

である。その当時，留学生にとって学内で唯一交流で

きる場が「オンラインカフェ」だった。一方，大学の

休業が解除され，大学構内への入構制限が徐々に緩和

された6月以降は参加人数が減少している。またこの

時期には，学内で次々にオンラインイベントが提供さ

れはじめ，「オンラインカフェ」以外にも選択肢が増え

てきていたことも，参加者減少の一因である。

テーマ分類3：研究・学習支援（表3）

開催日 言語 テーマ

5/15 中 关于自动驾驶技术和汽车未来的自由讨论（自動運転技術と自動車の未来についての自由討論）

6/26 英 Foreign languages: to learn or not to learn? Reasons and tips

7/3 日 5分間チャレンジ：あなたの研究内容を専門用語を使わずに説明できますか？

7/3 英 Let's learn world languages

7/17 日英 How to make your study abroad experience fulfilling?

テーマ分類4：日本語・日本文化学習支援（表4）

開催日 言語 テーマ

5/1 日 日本での友人について

5/15 日 日本語に関する質問に何でも答えます 

6/12 日 日本人とのコミュニケーションについて

テーマ分類5：対面での実施が中止となったガイダンスなどの代替（表5）

開催日 言語 テーマ

5/8 日 「日本での就職に関心のある人，集まれ！」／ Everyone who is interested in working in Japan

5/29 日 日本での就職に関心のある人集まれ！〜面接の受け方編〜

6/5 日 お部屋探しのオリエンテーションと情報交換会

6/5 英 How to find a room in Japan: Info session and Discussion

6/26 日 日本での就職に関心のある人集まれ！〜先輩の就活体験を聞いてみよう〜
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　次に学年別の参加状況についても見ておこう（図

3）。学士課程，博士前期課程において1年次の参加者

が最も多くなっている。また，在籍種別では人数の少

ない研究生の参加者も比較的多くなっている。これは

在籍生と比較して新入生の方が，より交流機会を欲し

ていると推測することができる。特に2020年4月入学

の新入留学生の多くが，日本入国制限のために渡日で

きず，母国で入学・新学期を迎えることとなった。こ

れらの留学生の中には，少しでも大学との接点を求め

て，毎週のように「オンラインカフェ」に参加する者

も多くいた。

図3．参加登録者の学年別割合

　図4は，参加登録者の所属部局別割合を示してい

る。在籍留学生の人数が多い人文学研究科や工学研究

科の参加率が高い他，モデレーターとして協力回数が

多かった環境学研究科や情報学研究科などからの参加

者が多い。国際化推進教員が精神的不調を心配する留

学生らに声をかけ，積極的に誘うケースもあった。

図4．参加登録者の所属先別割合

3． 「オンラインカフェ」の実施事例から見るオ
ンライン交流の開催意義に関する考察

3.1． 非常時における留学生のニーズ把握および孤立

化防止等の支援

　以上で「オンラインカフェ」の概要と実施について

まとめたが，次に具体的なセッションを取り上げなが

ら，留学生相談および留学生支援におけるオンライン

交流の意義についても検討したい。開始当初は，あく

までも対面での留学生支援活動や国際交流イベント

図２．参加登録者の推移

参
加
登
録
者
数
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の代替案としてオンラインによる交流を企画したが，

「オンラインカフェ」の実施を通じて，対面での活動

とは異なるオンライン交流の様々な可能性が見えてき

た。ここでは「テーマ分類1：日常生活・学生生活に

生じた変化への適応支援（前掲表1）」および「テーマ

分類2：学生の交流・ネットワーキング構築支援（同

表2）」のセッションをいくつか取り上げながら，オン

ライン交流による精神的不調や孤立化の防止および留

学生ニーズの把握について論じてみたい。

　第1回目のセッションである「So, what do you 

really think about online classes?」（4月24日）で

は，早速参加学生からオンデマンド形式のオンライン

授業が続く中で生活リズムを維持するのに苦労する声

や，経済的苦境を訴える声が多く聞かれた。このよう

な学生の声に対応するために，急遽ストレスマネジメ

ントと時間管理に着目した「How can we enjoy our 

free time at home?」（5月22日）と，経済支援に特

化した「Financial and sociological effects of current 

situation and what we can do about it」（5月29日）を

企画した。これらは「オンラインカフェ」をニーズの

掘り出しだけで終わらせず，即座に支援の場へと転換

した例である。参加者からも「I enjoyed the time with 

you, thank you very much. We can find new ways to 

overcome the situation by sharing our ideas.」等と好

評であり，オンラインで実施するからこその時機を得

た，柔軟な対応だと言えるだろう。

　もう一つの具体例は，ロシア語によるセッショ

ン「Давайте обсудим начало семестра и онлайн 

занятия（新学期とオンライン授業の感想，5月1日

開催）」である。大学の縦割り制度は学生のネットワー

キングにも影響を及ぼしており，課外活動や留学生会

などに参加しない限り，所属部局や学籍種別の異なる

留学生同士が交流を深める機会は少ない。しかしこの

セッションには，異なる部局の大学院生，学部生，交換

留学生などの，普段であれば知り合う機会がなかった

であろう留学生が集まった。参加学生はゼミや研究室

内の人間関係や日本のキャンパスカルチャーへの適応

上の悩み，アパートのトラブルや近所付き合いに関す

る悩み，卒業・修了後の進路や就職に関する不安など

について，母国語で語り合い，励ましあった。ロシア

語母語話者であるモデレーターは，学生同士の母国語

による語らいだからこそ表出した深層の支援ニーズを

探ることができたという。また，学生の相談事項に対

しても，母国の文化との違いに則した助言とフォロー

アップを行うことができた。

　このような所属部局や学籍種別を超えたネットワー

キングへのニーズは，他のセッションでも浮き彫りに

なっており，セッション中に参加者同士がチャットを

用いて連絡先を交換したり，開催後に参加者から他の

参加者と連絡先を交換したいとの希望が寄せられたり

するケースがあった。これらの要望を受け，後に連絡

先交換の希望受付用にオンラインアンケートフォーム

も設置した。

　全面的にオンライン授業に切り替わり，大学構内に

立ち入ることすら許されない状況下では，一人暮らし

が多い留学生は最も孤立しやすい。実際，どのセッ

ションにおいても，孤独感を訴える参加者が多数い

た。そのため，純粋にストレス発散の場として楽しむ

ことに重点をおいたセッションも準備した。「料理好

き」をキーワードに開催された「Unforgettable Dishes 

around the World: A Session for Food Lovers」（6

月19日）はその一例で，ヴァーチャル旅行の雰囲気を

作り上げたセッションである。共同作業プラットホー

ム Padlet を用いて，参加者は東南アジア，北米，ヨー

ロッパなど世界各国の旅行先で食べた料理について

自由に書き込んだ（図5）。参加者からは「The topic 

about dishes abound the world was really interesting 

because it reminded me the variety of foods from 

different countries that I had traveled and tasted in 

the past.」との，コロナ禍で海外渡航が叶わない中で

かつての海外旅行を懐かしむコメントが寄せられた。

図5． Unforgettable Dishes around the World: A Session 
for Food Lovers の参加者が作成した世界地図

　住み慣れた環境から離れて異文化で暮らす留学生の

多くは，コロナ禍に限らず，普段から孤独感を抱えて

いる。しかし，「自分は孤独だ」と面と向かって声に
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出せる学生はほんの一握りである。ここに留学生支援

の難しさがあるのだが，「オンラインカフェ」では率

直に自らの心情を吐露する留学生が多かった。オンラ

インによる交流イベントは参加者間のインタラクショ

ンが限定的で，また参加者の満足度も低いという指摘

があるが，その一方でオンラインというフィルターを

通した環境であるからこそ発することのできる，助け

を求める声があることを「オンラインカフェ」は示唆

している。実際，デジタル技術や SNS に慣れているデ

ジタルネイティブ世代の学生には，画面越しの交流に

手軽さを感じたり，カメラオフモードの「匿名感」に

よって発言を使い分けていたりする者も少なくない。

また，「オンラインカフェ」に参加した留学生支援者

からも「今回のオンラインカフェでは普段出会う学生

とは異なる留学生像」を知ったとのコメントも寄せら

れた。これらの経験からは，対面かオンラインかと二

者択一に考えたり，オンラインによる交流を対面の単

なる時限的な代替ととらえたりするのではなく，今後

は留学生相談・留学生支援の場におけるコミュニケー

ション方法を多様化させる努力が求められていると言

えるだろう。ウィズコロナ時代においては，オンライ

ン交流イベントを普段は可視化できない学生の多様な

姿，異なる声と接する新たなコミュニケーションの場

と捉える積極的な検討が必要であろう。

3.2． 学びの機会提供をはじめとする留学経験の「質」

の維持へ寄与

　続いて，留学経験の質の維持という観点から，オン

ライン交流について論じてみたい。コロナパンデミッ

ク下での留学生相談・留学生支援が直面した大きな課

題の一つが，留学経験の「質」の維持である。コロナ

禍によって，留学生は多くの学びの機会を失った。自

宅から外出せずに引きこもったり，そもそも日本に入

国することもできずに母国でひたすらオンラインで授

業を受けたりするような学生生活が，果たして「留学」

と呼びうるのか，多くの留学生が自身の留学経験に不

満を抱き，失望していた。中には，入学後一度も日本に

入国することなく，退学してしまう留学も出ていた。

「オンラインカフェ」では，留学生の学業・研究支援，

キャリア教育，さらには日本語や日本文化の理解促進

などの観点から，コロナ禍で失われた学びの機会を補

い，留学経験の「質」の維持に寄与するという難しい

課題にも取り組んだ。ここではテーマ分類3：研究・

学習支援（前掲表3）テーマ分類4：日本語・日本文

化学習支援（同表4），テーマ分類5：対面での実施が

中止となったガイダンスなどの代替（同表5）から具

体例を取りあげてみる。

　大学の閉鎖や厳しい外出制限により，留学生の日本

語や日本文化への接触機会は極端に削減された。日本

人と日本語でコミュニケーションを図るという，通常

であれば至極当たり前の留学経験が，すっぽり抜け落

ちてしまったのである。このような中，日本語能力の

維持や強化を望む声は強く，そこで設定したのが「日

本語に関する質問に何でも答えます」（5月15日）の

セッションである。本セッションでは，その名の通り，

通常の日本語のクラスでは聞くのが憚られるような素

朴な疑問から高度なビジネス日本語まで，留学生から

のあらゆる質問に経験豊富な日本語教師が答えていっ

た。このような取り組みは，大学が提供するカリキュ

ラム主体のレベル別日本語クラスとは異なり，留学生

同士が学びのヒントを与え合う，日本語学習という経

験の共有に重きをおいた新たな学びの場として機能し

たと言える。続いて6月12日に開催した「日本人との

コミュニケーションについて」は，日本語学習ではな

く実践的な日本語によるコミュニケーションがテーマ

だった。留学生だけではなく日本人学生も参加して，

留学生と日本人学生との間のコミュニケーションや国

際共修の在り方について議論を行った。

　キャリア教育・支援については，常に日本での就職

を希望する留学生からのニーズが根強いが，コロナ禍

においては特に要望が高まった。世界各国における経

済活動の縮小が企業の採用計画にも悪影響を及ぼすの

ではないか，今後就活スケジュールやスタイルが変わ

るのではないかと不安を訴える留学生が増えたのであ

る。これに対応するために，キャリアサポートセン

ター専門カウンセラーに協力を求め，「オンラインカ

フェ」においてキャリア関係のセッションを3回開催

した。特に参加者から好評を得たのが内定者学生との

交流会だった。学生から「This career event helps me a 

lot! Thanks!」や「This event helps my anxiety down for 

job searching in Japan and me to think positively about 

my future career in Japan.」等の感謝が寄せられた。通

常の学生生活であれば，大学の研究室やゼミの先輩な

どの就活の様子を見聞きしたり，アドバイスをもらっ

たりすることができるが，コロナ禍は留学生からその

ような機会すら奪ってしまう。これも「オンラインカ
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フェ」が失われた機会を補填した一例である。

　また，「オンラインカフェ」では，参加者を大学院

生に限定した研究に関するセッションもいくつか設け

た。「关于自动驾驶技术和汽车未来的自由讨论（自動運

転技術と自動車の未来についての自由討論）」（5月15

日）や「5分間チャレンジ：あなたの研究テーマを専門

用語を使わずに説明できますか？」（7月3日）などで

ある。前者では関連分野の中国人大学院生が集まり，

自分たちの研究テーマを紹介しながら思い思いに未来

の自動車について議論した。これも通常であれば，研

究室やゼミなどで気軽に話し合えるような，それでい

て自分の研究にインスピレーションを与えてくれるよ

うな，自由な語らいの場を「オンラインカフェ」が提

供した。後者は研究に関するスピーチスキルの向上を

目的にしたセッションである。参加者は予め自分の研

究計画を5分間にまとめて発表した。聴衆である他の

参加者はその分野の専門家ではないので，専門用語は

使わずに誰にでも分かるような平易な言葉で説明しな

くてはらない。発表後はそれぞれの研究テーマに対し

て質疑応答を行ったが，専門分野が異なる者同士だか

らこその自由な発想の議論が生まれた。ちなみに，こ

の「5分間チャレンジ」の経験を通じて，学際的な交

流や自分の研究に関するスピーチスキル向上の必要性

などの支援ニーズが留学生支援関係者の間で認識され

ることとなり，2021年度に「Open Mic: 3 minute talk on 

your research」という新たなオンライン交流イベント

を立ち上げることとなった。

　改めて指摘するまでもないが，大学が提供する様々

な教育・研究プログラムの充実度や，日常生活におけ

る日本語・日本文化への接触の過多は，留学経験の質

や満足度に直結する。これらがオンラインに移行して

しまう場合，留学生は留学の意義自体を見失いかねな

い。修学意欲が低下してしまい，場合によっては退学

などの望ましくない決断に結び付くこともありうる。

一方で「オンラインカフェ」の経験からは，オンライ

ン交流が持つ，分野横断型の学際性やコラボレーショ

ンに対する強みが見えてきた。一般的に指摘されてい

るオンライン特有の物理的な距離や移動時間の短縮と

いった利便性以外に，オンライン交流イベントは，特

定のトピックに関心があるという共通点で人々が結び

付き，即自的に議論の場を作りうるというメリットが

ある。学術研究における専門分野の高度化や細分化

は，留学生同士の交流にも影響を及ぼし，異なる分野

を学ぶ留学生同士が交流する機会は少なくなってい

る。しかし，トピック型のオンライン交流イベントで

は，学術的背景，文化的背景を超えたつながりの形成

が可能である。また，豊富なデジタルリソースを活用

することで，トピック型のオンライン交流イベント

は，将来的なプロジェクトやコラボレーションに発展

する可能性も秘めている。今後のオンライン交流イベ

ントは，トピックの設定やディスカッションの可視化

や共有方法などを工夫することで，新しい学びの場と

して機能しうるし，それが留学経験にこれまでにない

価値を与える可能性も秘めていると言える。

4．おわりに

　本稿では，「オンラインカフェ」の企画背景，およ

び運営に関する実施報告を行うとともに，ウィズコロ

ナ時代におけるオンライン交流イベントの開催意義

について考察した。「オンラインカフェ」の企画につ

いては，とにかく留学生支援を何かの形にしたい一心

で始めたために，走りながら考えたところが多分に大

きい。それゆえに反省点も多くあるところは率直に

認めなくてはならない。「オンラインカフェ」の参加

者からは，「同じ悩みを抱えている友人を周囲で見つ

けられず，ずっと一人で不安だった。でも，オンライ

ンカフェのおかけで仲間が見つけられて本当にうれし

い」や「The discussion was freely enjoyable together 

with learning from and sharing with the participants. It 

has been a good time making new international friends 

and observing novel ideas and things during the hard 

time.」等の好意的なコメントが多数寄せられた。他方

で，一部の参加者からは，ネット環境等の技術的なト

ラブルに加え，「（オンラインでは）皆の表情や雰囲気

が把握しにくく，自分の発言に対するリアクションも

見えにくい」，「積極的な人ばかりに発言が集中してし

まいって，自分が発言するタイミングが分からない」

というような，対面での会話では生じない問題を指摘

する意見も寄せられた。

　また，毎セッションともに，セッション開始直後は

参加学生から発言があまり出ず，モデレーターが苦戦

する場面も多かった。モデレーター自身にとってもオ

ンライン交流は初めての経験であり，その意味にお

いてはモデレーターも留学生と同じく一人の参加者

であった。参加学生が抱える悩みや要望については，
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セッション中に率直に伝えられる内容のほか，それぞ

れのモデレーターが会話の中で注意深く読み解く部分

も大きかった。モデレーター自身の力量が問われる場

面も多く，オンライン交流イベントのモデレーターに

求められるスキルについては今後検討されるべき課題

であろう。

　オンライン交流イベントについては，一部留学生の

間で「オンライン疲れ」が広がっているのは事実であ

る。オンラインではなく対面で，顔の見える交流がし

たいという要望も相変わらず根強い。しかし，前述し

たように対面交流とオンライン交流を二項対立的にと

らえる必要はなく，オンライン交流を留学生相談・留

学生支援の環境調整に積極的に活かす柔軟性が求めら

れている。オンライン交流によるコミュニケーション

には，オンライン特有のスタイルがあり，これまでの

留学生相談や支援の現場では救いきれなかった留学生

の声が反映されやすい。また，オンライン交流のもつ

分野横断的なプロジェクトとの親和性は，新しい学び

の場を生み出すことが期待できる。

　新型コロナウィルス感染症のパンデミックは，留学

の意義や留学経験を激変させた。留学生が翻弄される

一方で，留学生支援者側もまだこれからの新しい「留

学像」や「留学生像」を提示できていない。本稿執筆

時点では日本国内の感染流行はまだまだ予断を許さな

い状況ではあるが，新型コロナウィルス感染症の封じ

込めに早い段階から成功していた国やワクチン接種率

の高い国を中心に，海外渡航の制限が徐々に緩和され

始めている。ウィズコロナ時代の留学の意義と価値に

ついて，オンライン交流が有する可能性を含めた積極

的な議論が求められている。


