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留学生は異なる大学環境にいかに適応しているか

　トリシア：私の大学（ポーツマス大学）は，学生数
22,500人という中規模の，ランキングも中位程度のイ
ギリスの大学です。国際化についても中くらいと言え
ましょう。約12％の留学生がいます。（イギリスには）
18％以上も留学生がいるような大学も中にはありまし
て，London School of Economicsのような有名な大学
だと，世界中の院生にとって魅力的であり，約65％
の学生が留学生なんですが，このような大学は例外で
す。
　留学生を教える立場から，国際化ということに興味
がありますが，私はずいぶん長い間留学生を教えてま
いりました。これまでにもさまざまな学生を見つめ続
けてきました。その多くは西洋人ですが，中東からの
学生も増えてまいりまして，最近では中国からも多く
なってきました。そういった学生が直面しております
問題についても議論がされているところです。
　申し訳ありませんが，私は日本語が話せません。フ
ランス語とドイツ語は話せます。ですから，もし皆様
方からの質問等があれば，今日は，それらの言語につ
いては使用することが可能です。
　では，こちらをご覧ください。これは，Higher Educa-

tion Academyという，政府出資の大きな組織です。教
育に関する調査研究のための資金を提供する国立の非
常に大きな組織で，政府からたくさんのお金をもらっ
ておりまして，Janet Ryanのやっていた，留学生を指
導するためのプロジェクトの一端を担っていました。
ここに本を１冊持ってきましたが，ほかにも Janet 

Ryanの書いた本を持っています。彼女とは親しくし
ておりますが，彼女はいくつも本を出版しています。
この本は，中国人留学生についてのものです。彼女は
一般的な留学生についての本も出版していますが，今
はこのプロジェクトをやっているようです。よろしけ
ればご回覧ください。彼女は以前，ポーツマスの私た
ちのところへ講演に来てくれたことがありました。
　また，大学関係者が，自分たちのアイディアや事
例，指導案，コースプランを出し合って，情報交換を
しあうというプロジェクトもありました。これは，

Muttaqiという学生の事例です。こういった様々な事
例を選び出してみましたが，アジアの学生や中国人学
生だけではなく，いろいろあります。国際化について
語る時，しばしばそれは中国人学生について語ってい
るのですが，実際には他の国からの留学生もいくつか
の問題点を抱えています。この最初の事例はMuttaqi

のものです。
　では，ここにある問題点についてみていきましょ
う。すでにいくつか問題点を挙げています。これはの
ちほど見てみることにしましょう。ここには５つの事
例がありまして，それらについての質問が示されてい
ます。学生が望んでいることは何か？　それについて
指導教員にどうアドバイスすればいいのか？　この事
例研究には，EU出身の学生２名も含まれていますが，
アジア圏の学生とそういった学生とでは，抱える問題
はどのように違っているのか？　質問は，適応に関す
るものです。
　今日は，これらの事例についてご説明したあと，30

分ほど討論の時間を取りたいと思っております。時間
もありませんので先に進みましょう。まず，最初の事
例をご覧ください。Muttaqiというのは，パキスタン
出身の学生です。Muttaqiについて分かりましたか？
Muttaqiの期待していることは何でしょうか？　何か
ご意見がありますか？
　Ｑ：入学が認められている人は１カ月早く入国でき
たらいいということが，最後に書いてあります。今年
度から政権が代わって，TOEFLとかで，英語の能力
が何点か以上でないと認められないという制度になっ
たと聞きました。英語が話せない奴は来るなという，
ちょうど逆のことかなと思って。
　通訳：留学生を受け入れるにあたって何か変化があ
りましたか？　入国審査の段階で……。
　トリシア：ありますね。そうですね。Muttaqiはこ
のことを最後のところで言っています。ここ２年間
で，イギリスの入国管理局は，英語のレベルについて
どんどん言うようになってきています。かつては，入
国管理局はそういうことは気にしなかったんです。そ
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ういうことは大学が見ていました。もし大学がその学
生の入学を許可したのであれば，入国管理局でもそれ
で OKというふうにみなしていたのです。ところが今
は，入国管理局でも語学のレベルを見るようになりま
した。学部生レベルの英語があるかどうかを見る基準
としては，IELTSというのがあります。International 

English Language Testing Service というのですが，
British Councilによって行われているテストサービス
で，最低5.5ポイントなければいけないと言われてい
ます。TOEFLや TOEICなどと同じようなものです。
TOEFLだと650点ぐらいだったと思うのですが，確
かではありません。テストのどの下位項目でもこのく
らいの点が必要なのです。つまり，読み，書き，会
話，聞き取り，です。どの項目でも5.5ポイント以下
ではいけないのです。こうしたことから，大学もあま
り多くの学生を受け入れられなくなってしまいまし
た。大学にとっては，経済的な側面から考えると非常
に大きな痛手となっています。しかし，これは政治的
な側面を含んでおります。我々の，ここ２年間の新政
府は保守党です。保守党の哲学からすれば，移民排除
ですからね。そうしたことに影響を受けているわけで
す。
　Muttaqiの事例につきましてほかに何か？　では，
彼の希望について考えていきたいと思います。
　Ｑ：すみませんが，この方，
　トリシア：Muttaqiですね。
　Ｑ：男性か女性か……
　トリシア：男性だと思います。
　Ｑ：イギリスの教授陣が彼の個性を引き出すことに
ついて書かれてありましたが，それはとても重要なこ

とだと思います。それについて彼が提案していること
ですが……
　トリシア：彼が考えていることは，すなわち，海外
で学ぶことは，自分自身の成長に役立つということで
すね。それこそが彼の期待するところです。彼は修士
課程にいますが，彼はすでにパキスタンで高等教育を
受けている准教授なんです。ただの20歳，21歳の若
者ではありません。すでに教育を終えているのです。
そういう人が海外で学ぶ利点を考えると，それは，個
性を磨くことという考えに行きつくだろうし，それは
正しいと思います。海外で学んだことのある人ならそ
れが分かるでしょう。しかし，彼はこのように言って
います。残念なことに，忙しすぎてそうする時間がな
かった，と。
　次のスライドを見てください。彼は，さまざまな文
化的社会的価値観について学ぶことを期待していま
す。他にも，最後の方で述べられていますが，コース
を始める日についても希望があります。彼は，準備の
ためにもう１カ月早く始められたらよかったのに，と
思っています。
　ここにあるのは事例研究なのですが，それは１件に
つき一人の人物ということを意味します。別のケース
では，学生たちは１，２カ月早く来ることができまし
た。学部生に対しては，学期前コースを開いていま
す。メインとなる学期の前に開講するのです。これ
は，学術的な準備という意味もあれば，社会生活的な
準備という意味もある，語学コースです。イギリスで
生活し，イギリスという国をよく知るためのコースで
す。バスの乗り方など，社会生活面にも配慮した実用
的なものです。しかし，Muttaqiにとってはそういう
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機会が与えられなかったため，そういう機会がほしか
ったと言っているのです。
　指導教員（tutor）に対するアドバイスなんですが，
Muttaqiが言っていましたが，指導教員にはそういう
ことに気付き，理解してほしかったそうです。彼は，
３年間も留学するような学部生と自分とを比較してい
ますが，彼らには学習や生活の方法を学ぶ時間がたく
さんあるのに，また，院生でも３年ほどいるような後
期課程の学生にはそういう時間がたくさんあるのに，
修士課程の学生にはたった９カ月しかない，と言って
います。
　Ｑ：９カ月と言うのは，修士号を取得する通常の長
さだと考えていいのですか？
　トリシア：極めて普通です。過去には，修士は２年
間ありました。アメリカでは，皆さんもアメリカに行
かれたことがあるかと思いますが，今でも修士は通常
２年間です。アメリカの修士は，イギリスのそれとは
少し異なりますが，この９カ月のコースが，我々のい
わゆる “Taught Masters” なのです。換言すれば，こ
の期間に我々は学生を “教え” ます。“研究しろ” と
は言いません。似たようなものにMBAがあります。
私にはわかりませんが，MuttaqiはMBAだったのか
もしれません。授業，セミナー，講義などがあって，
そこで指導を受けるのです。研究ばかりしているわけ
ではないのです。実際には９カ月の後さらに半年ほど
行うことがあります。９カ月というのが指導の時期
で，その後半年で論文を仕上げなければいけません。
３カ月ほどで仕上げることもあります。しかし，修士
課程は非常に速く過ぎ去ります。ですから，９月～10

月に来た学生は，２学期で120単位を取ります。夏の
６月には授業が終わり，９月～10月，もしくは12月ま
でには論文を提出しなければなりません。たいていの
学生は国に戻り，論文を自国で仕上げるのですが，図
書館などの問題もあって，それには大変苦労するよう
です。ですからMuttaqiは，こうした状況を指導教員
に分かってもらいたかったのです。
　私は主任講師なのですが，学生の指導もやっており
ます。指導教員という言葉はいろいろな意味があるの
ですが，ここでの意味は，私には個人指導を行ってい
る学生が何人かいる，という意味です。彼らにとって
私は指導教員なのです。
　では次のケースです。時間も押していますね。もう
10分も経ちました。Szerenke，女性だと思います。確
かではありませんが，大学院生で，ルーマニアとハン
ガリーの出身なので，その２国のバイリンガルです。

ルーマニアにあるハンガリー系の大学に通っていまし
た。修士レベルの勉強をしています。彼女の希望は？　
なにが不安か？
　彼女が言うには，非常に多くのことに不安を抱えて
いて，たとえば，どうやって言葉を覚えようか，と
か，この大学で必要とされているスキルを理解できる
ようになるのだろうか，とか，非常に悩んでいます。
しかし，実際に始めてみたらうまくいったということ
です。ただ，１つ問題があって，私どものコースでは，
学生にリーディングリストを渡すのですが，通常，リ
ーディングリストというのは，１～３本の核となるテ
キスト（Core Text）があって，それが主な書籍です。
他に，Suggested Readingと呼んでいるたくさんのブッ
クリストがあります。時折，留学生がそれを見ると，
「なんてたくさんの本なの！　こんなにたくさんの本
を読まなければならないの！」となることもありま
す。こういう経験をした時，あなたならどう思うでし
ょうか？
　Ｑ：主な書籍だけでも十分なんですね，Suggested

がなくっても……。
　トリシア：Core Textですね。
　Ｑ：そうです。それだけで十分なんですね。
　トリシア：そうなんです。別の事例でも，書物の多
さとか読むスピードの遅さについても意見がありまし
た。それで，学生たちには，すべての本を全ページ読
む必要はない，と言っています。そのうちの何冊か，
何章か，目次を見ながら部分的に読めばいいんです。
でも，母国では丸々１冊読むという文化で勉強してき
た留学生もいて，そういうところでは，コース内で読
む本がたった１冊だけだったりします。それがコース
の中心になっているのです。なので，Suggested 

Readingというものの意味が分からないのです。なん
て言うか，パニックになってしまうのです。本当に不
安になって……。そういう時は，指導教員から本当に
アドバイスを与えてあげなければいけないのです。ど
うすればよいか，という……。
　先ほどのアジア系の学生とはまた異なる問題です。
数の上ではそれほどたくさんの問題を抱えているわけ
ではありませんが，Szerenkeに関して，誰がその適応
につきあうべきだと思いますか？
　Ｑ：さっきのリーディングリストですが，あれはネ
イティブの人にとっても，びっくりされるんですか。
それとも，もう知ってるんですか。留学生だからびっ
くりしただけで，あちらの方はみんな，初めからそう
いう教育を受けているのかなと思って，妙に感心した



Μεταπτυχιακά 名古屋大学大学院文学研究科 教育研究推進室年報 Vol. 7

6

んです。
　トリシア：イギリスの学生は，全部読まなくてもい
いということを知っています。そういうものだからで
す。ずっと大学にいて，そういうシステムが分かって
います。イギリスの学生は，15～18歳くらいの若い
ころから，研究するのに書物を利用してきています。
ですからすでに，自分の研究を進めていくための考え
を理解しています。でも，そうですね，中には多少怠
け者もいますし，そういう者は，そんなに読書もして
いないでしょうけど，学部の最終学年にもなります
と，一生懸命勉強しなければいけないことが分かって
きて，実際一生懸命やるようになります。これでお答
えになるでしょうか？
　Ｑ：ドイツだと，４月から授業が始まると，２カ月前
にはそのカリキュラムが分かっていて，そのリーディ
ングリストが，春休み前に分かる。で，春休み中に幾
つか読んでおく，というふうにこちらも記憶していま
すが。
　通訳：Suggested Reading Listがシラバスの一部であ
るということは，学生たちはどのようにして知るので
すか？
　トリシア：はい，紙媒体とか電子媒体で彼らに与え
るのです。
　通訳：この Suggested Reading Listについてはいつ知
るのですか？
　トリシア：コースが始まる前には見ることができま
す。
　通訳：コースが始まる前ですか？
　トリシア：はい。通常，授業開始の何週間か前には
見られます。すべてのコースはオンライン化されてい
て，全情報もオンライン化されています。
　通訳：コースが始まる数週間前ですね。
　トリシア：そうです。常にオンライン化されてい
て，情報が消されることはありません。
　通訳：ということは，すべてのシラバスの情報を，
コースが始まる数週間前にアップロードするわけです
ね。
　トリシア：いつもそうです。ユニットごとコースご
とに，大学のシステムにアップします。
　通訳：分かりました。
　トリシア：すべての情報は公開されなければいけな
いのです。バックアップとして，紙のコピーも渡しま
す。時間が押していますね。次のケース，Xi Yangに
移りましょう。
　この学生は，名前から判断しますと中国人留学生だ

と思いますが，修士課程で経済学を勉強しています。
主な問題は，読書に非常に時間がかかるということで
す。イギリスの大学では，教科を学ぶというときには
読書を意味します。これがイギリスの伝統です。学位
を取るためには読書をしなければいけないのです。で
すから常に大量の読書が必要となります。彼女は，修
士課程で経済学を学んでいますが，読むのが非常に遅
いし，非常に難しいと思ったのです。さらに他にも問
題を抱えていたのです。なんだか分かりますか？
　ここに何枚かスライドがあります。リスニングも彼
女にとっては非常に難しかったのです。講義に出席し
て理解しなければいけないのですが，教員は黒板にも
講義の内容を書きますし，講義の前に準備として，学
生たちはパワーポイントのスライドを見ることもでき
ます。語彙の準備のためです。もちろん，すべての学
生がそういうことをするわけではありませんが，良い
学生はします。ですから，より講義を理解することが
できます。しかし，そういったことはちょっとしたこ
とです。すべての大学で，すべての教員が同じことを
してくれるわけではありません。みんながみんな全く
同じことをいつもするわけではないのです。
　リスニングの技術は，学生にとって非常に高度で
す。彼女も，用語の問題にとらわれてしまっているの
です。彼女の場合は，ある１つの問題が別の問題を引
き起こし……，と，芋づる式になっているような気が
します。それで，同時にいろんな問題を抱えてしまっ
ているのです。彼女の問題は，翻訳と理解です。本人
は，テクストを理解するために母語に翻訳する必要が
あるので遅くなってしまうのだと言っています。確か
に彼女の読み取りのスピードは遅い方です。他の人の
ように速くは読めません。中国人学生の中には，一生
懸命学ぼうとする者もいます。毎晩家で夜中まで読む
のです。毎晩です。外出することもなく，社交生活を
送れないので，実際ちょっとさみしいようです。彼ら
はいつも勉強ばかりしていますが，異なる考え方につ
いても学びたいと思っています。ここに文献をいくつ
か持ってきましたので回覧して下さい。異なる考え方
ということについてたくさん書かれてあります。特に
これは，中国人留学生について書かれたものです。中
国人留学生だけが対象でなく，ディベートとかディス
カッションといったものもあります。彼女は，異なる
考え方があるということは感じていますが，そういう
ものを学ぶのには時間がかかるのです。確かに，私が
教えている学生たちは，最初はそういったことが難し
いと思っているようですが，二学期目に入ると適応で
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きるようです。
　そこで質問ですが，彼らが適応すべきなのか，我々
が彼らに合わせるべきなのか？　どのようにお考えで
しょうか？　彼らか，我々か？　私としては，両方が
歩み寄るべきなのでは，と考えています。中間で突き
合わせるといった方法です。
　そこで，指導教員へのアドバイスですが，もっとゆ
っくり話す，講義室外でも一緒に活動することで学生
を助ける，こういったことを彼女は求めています。こ
の学生が意図しているのは，ある種の論理的な議論だ
と思います。経済学では，学生は公式をおぼえなけれ
ばいけません。経済学での計算に使用する公式です。
それに彼女は，これらの公式の途中式やその使い方に
ついて，いつも理解しているわけではない，と言って
いました。ですから，講師からさらに説明をしてほし
いのだと言っていました。それで，最後に私からの提
案として，外国でのビジネスを理解するために，イン
ターンシップの機会，会社での労働，勤労学生として
働く，などをするのがよいのでは，と話させていただ
きました。私の大学ではそういうコースがいくつかあ
りますが，インターンシップの機会をもっと増やそう
と考えています。このことについて何かコメントがあ
りますでしょうか？　速読できなかったり，しゃべる
のが苦手だったりというような学生さんをお持ちでは
ありませんか？
　Ｑ：私も留学生に，「先生，話すのが速いです」と
言われました。
　通訳：日本語ですか？
　Ｑ：そう，日本語で。やっぱり記録に採って，その
学生は後で復習していると言っていましたが，話すの
が速いから何回も聞き直すと。
　トリシア：そうですか。それらの学生は，いろんな
国からきているのですね。どちらの国から？
　Ｑ：その留学生ですか？　中国です。
　トリシア：中国人留学生ですか。この例も中国人留
学生だと思います。名前を見た限り，中国名だと思い
ます。そうですか。ゆっくり話してください，という
ことですね。たぶん，最初の頃はゆっくりにしてあげ
るとよいと思います。学生の方で進歩が見られ，リス
ニングが上達してきたら，もっと早くできると思いま
す。学生は，適応していくにつれて学習していくから
です。
　それでは先へ急ぎましょう。こちらも中国人留学生
です。この方は，中国では著書もある方です。最初の
事例で見たMuttaqiのようです。若くはないし，未経

験でもない。むしろ著書も持ち，dissertation（修士論
文）かもしくは thesis（博士論文）も執筆しているで
しょう。中国でのトップクラスの大学で首席を取って
います。ですから，経験不足の人というわけではあり
ません。この学生に一体何の問題があるのでしょう？
　Ｑ：それはおもしろいですね。欧米式と中国式との
違いだから，より合わせって難しいですね，論文の書
き方って。
　通訳：そうですね。これは文化差の問題ということ
ですね。西洋と，中国や日本のような東洋との間の違
いが反映されている。
　トリシア：そうですね。中国と日本の間でも，学術
論文の書き方などについて違いはあるのでしょうか？
　Ｑ：あると思いますね。このことについては，以前
先生にもお話ししたことがあるかと思うのですが，こ
の大学にいる多くの中国人留学生は，リーディングの
スタイルを日本式に合わせるのが難しいようなので
す。彼らは内容を要約することはできますが，どのよ
うに批判すればよいのかわからないようなのです。著
名人，著名な作品を理解できても，自分たちがそれを
批判してよいとは感じていないようなのです。
　トリシア：これらの偉大な著者に対して批判しては
いけないように感じているということですね。それは
興味深いです。我々にも中国人留学生のような点はあ
ります。彼らも，後々そういうことはできるようにな
ります。
　この学生は，こんなふうに言っています。文献のレ
ビューにショックを受けたと。なぜならば，これは文
献レビューではないからだ，と。学術論文の書き方
は，中国人留学生が学びたいと思っているものの１つ
です。しかし，ここにあげた事例は，どれもすべてイ
ギリスのものです。日本との類似点もいくつかあると
思いますが。文献レビューは，その時の学問の状況に
ついて，学生本人が理解していることを示すという点
で，イギリスでは重要なものだと考えられています。
その他，この学生の西洋的な思考形式について，ある
いは，どんなことが重要であるかということを示す，
教員側の（academic）ケアについても語っています。
Academicという言葉は，大学の教員，教授，という
意味合いで使っています。ここだけでなく，我々が使
うのはだいたいそういう意味で使います。
　この学生から得た教訓というのは，学生たちに論文
の書き方を教える，ということです。名古屋大学でも
やっていると思いますが。
　通訳：学部やコースにもよります。
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　Ｑ：だんだん良くなってきていると思いますよ。
Writing centerのようなものもありますし。
　トリシア：（そういうスキルは）２つありますね。
１つは，Academic Skills Unitで，それは，留学生の
writingや試験，あるいは留学生たちの学習すべての面
において助けるためだけでなく，イギリスの学生のた
めでもあります。また，English for Academic Purposes

というのもありますが，それは，どの学生も課外コー
スとして選ぶことができ，それによって writingだけ
でなく他のこと，研究スキルとか図書館の使い方，要
約の書き方，文献レビューの書き方，などを磨くこと
ができます。名古屋大学でも，academic writingにつ
いてのポスターを見かけたことがありますよ。
　通訳：そうですね。中央図書館にあります。我々も
時々，英語や日本語による writingを教えることがあ
ります。ポスドクなんかがスタッフになって，英，
仏，中，など多言語で，writingを教えるのです。問
題は，誰が academic writingを教えるのか，というこ
とです。つまり，各学部の教員がそれを教えるべきか
どうかというのが問題なのです。
　トリシア：私たちの大学には，学生たちが適応でき
るように援助するための集中システムがありますし，
実際英語の学術的な目的の拠点となっています。しか
し，学校ごと，あるいは学部ごとに，同様な感じの独
自のガイドラインがあります。たとえば歴史学では，
私の同僚が歴史学出身の他の同僚と調査したことがあ
るのですが，歴史学の論文を書くためには非常に特殊
な書き方があり，それは文学の論文やレポートなどを
書く時とは異なっているそうなのです。歴史学ではそ
の分野のための学術的なスタイルというものがあっ
て，それは他の分野でも同様のことが言えるというの
です。つまりそれぞれの分野特有のスタイルがある，
ということです。
　また，私たちの大学ではオンラインによる演習もあ
ります。学生たちはそういった演習を行うことが可能
です。コンピュータは彼らに正誤，もしくは，あとも
う一歩，などというフィードバックをします。しかし
これは，限られた分野でのレポート作成方法を学ぶ，
限られた学生に対するものです。
　いいですか？　それでは先を急ぎましょう。この事
例は Alineのものです。簡単に終わらせたいと思いま
すが，Alineはドイツ人留学生です。ドイツ人留学生
というのはかなり優秀です。彼らは学校教育で19歳
になるまで非常に良く教育されています。こちらには
ドイツ人留学生はいますか？

　通訳：ほとんどいません。
　トリシア：ごくわずかですね。彼らが我々の大学に
来るときには，EUの学生ということで来ますから，
授業料や入学資格という点については，英国人学生と
全く同じ条件ということになります。たとえば心理学
を学びに来た彼女の場合，文学士の学位を得るのに３

年かけたということになります。ですから，非常に多
くの経験を積んでおり，彼女のコメントは非常に核心
をつくものであり，心理学について深く考えており，
非常に専門的なコメントができるということになりま
す。もちろん，これは事例研究ですから，どの大学で
もこういったことが言えるかというとそうではありま
せん。
　彼女はスタッフに，「私たちの大学では，スタッフ
と言う場合は事務職員を指すのではなく，アカデミッ
クな立場の人間で経歴の浅い人を指します」と言って
いました。彼女が１，２年生だった頃は，スタッフは
あまり話しもせず，興味深いことを教えてもくれませ
んでしたが，最高学年になった頃には非常に興味深
く，いろんな情報に基づいた研究についても話してく
れたそうです。それでイギリスの心理学についても興
味を持ったところ，彼らは認知行動療法について話を
してくれたそうです。それは，ドイツ心理学独特の療
法ですから，授業内容もイギリスとは異なっているか
ら，英語圏の国々，イギリスやその他の英語を話す
国々とそうでない国々の間の違いを考えてみるといい
のでは，というアドバイスを受けたそうです。この点
については相当な相違点があります。というのも，そ
れぞれの国特有の心理学の伝統がありまして，ドイツ
の大学とイギリスの大学ではそれぞれ別の伝統がある
のです。たぶん，イギリスにいればそういうこともよ
くお分かりになるのではないかと思います。それぞれ
のアプローチについて何かご存知でしょうか？　日本
と似たところはありますか？
　Ｑ：私の分野では違いがあるようには思われませ
ん。
　トリシア：違いがない？　同じ基礎をもつというこ
とですね。古代史ではどうですか？
　Ｑ：同じだと思います。
　トリシア：同じ，ということですね。はい。たぶ
ん，この分野特有のことではないかと思います。彼女
は，サポートについてさらに多くの情報を与えるべき
だということが言いたかったのでは，と思います。イ
ギリスの大学では，学生に対するサポートも多様で，
たとえば教員は，学生に対して，先ほど申し上げたよ
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うな academic writingやその他の学術的なスキルにつ
いての手助けをしなければなりません。また，個人的
なカウンセリングによる助けというものもあります。
アメリカの大学であれば，非常に良いカウンセリング
サービスがあるのではないかと思いますが，それは個
人的な問題に関するものであり，アカデミックな問題
に対処するものではないと思います。
　ここまでで何かご意見はありませんか？　ここまで
25分でした。あと35分残っています。何かこの事例
に関して質問やご意見があれば。こちらのリンクか
ら，もっと興味深いことを見つけられるかもしれませ
ん。留学生を教える際の事例研究だけでなく，100ペ
ージほどの報告がそこに載っているのですが，たとえ
ば，留学生への工学の教え方だとかも載っています。
全分野にわたる学生について，数々の役立つ情報が載
っています。
　よろしいでしょうか。ここからは，講義についての
お話をしたいと思います。いくつかのスライドをお見
せしたいと思いますが，非常に短いものです。小さな
講義です。ただ，いくつかはすでに皆さんにお見せし
たことがあるものです。というのも，先ほどいくつか
の事例研究をお見せしたからです。ここでの質問は，
留学生にどの程度の適応を求めるか，ということで
す。これについて我々はすでに討論してまいりました
が，学生や教授，その他のスタッフについて，まず
は，Janet Ryanからちょっと引用してみましょう。こ
のスライドは，彼女がポーツマスに来た時のものです
が，学会中に彼女は講演をしています。その学会は国
際化に関するもので，私が実行委員を務めたもので
す。2010年９月に開かれました。2011年４月にも，
彼女は，アカデミックな目的のための英語に関する講
演者として，英国の大きな学会に参加しました。
　彼女の話の要点は２つです。まず１つめは，新参者
つまり新しい学生に対して，彼らの新しい学習環境へ
適応するよう変化を求めるというのが，伝統的な反応
だということです。この意味するところがお分かりに
なりますか？　この部分です。次の部分はもう少し難
解です。Janet Ryanは，それに賛同しているわけでは
ありませんが，ある人々が書いていることを引用して
います。特に中国人学生について書かれたものについ
てなんですが，学習スタイルに欠点があり，丸暗記で
あると。
　ここでちょっと訳をお願いしたいのですが。
　通訳：はい。あまり見られない単語ですが，deficient

というのは，欠陥を持ったとか欠けたところがあると

か，そんな意味です。つまり，留学生の学習スタイル
はどこか欠陥があるとみなす考え方が伝統的にはあっ
て，その時に，我々のスタイルに留学生が合わせるべ
きだというのが，基本的な態度です。留学生のほう
が，我々の考え方に同化すべきなんだというスタンス
に立てば，留学生の学習スタイルというのは，どこか
欠落した部分とか足りない部分があるとみなす考え方
です。その次に，rote learnersというのがありますが，
あれは丸暗記という意味なんですが，丸覚えするよう
な学習スタイルとか，批判的な思考をしないとか。あ
と，plagiarismは，これは日本語であまり普段使わな
い言葉なんですけど，剽窃（ひょうせつ）です。つま
りカンニングのことです。留学生に対して，留学生と
いうのは丸暗記したり，すぐ剽窃をしたりしやすいの
だというふうに，ちょっと偏見を持ちやすいという，
そういう意味です。これは割と古典的なものです。
　トリシア：ありがとうございました。こういったこ
とが，特に中国人学生についてはしばしば書かれてい
るのです。これに対して「いや，そうではない。これ
は完全に間違っている」という人もいたりするのです
が，いまだにこういったことを書く人もいるのです。
Brown & Jones著の本などがそこにありますが，そこ
には，留学生について書かれた文献のレビューが載っ
ています。それで，そういったことに反対する人もい
て，John Biggsという人は，中国人学生が利用してい
る記憶法のことなんかを非常によく知っていて，彼ら
はそういう方法を物事を理解するためにちゃんと使っ
ており，ただ記憶したり考えることもなくテクストを
丸暗記したりするのに使っているわけではない，と言
っています。彼らは記憶した後にそれらについて考え
ており，記憶を通して深い学習を行っていると言って
います。しかし他の人々はそういう意見には反対して
おり，この点に関してよく論争が起こっています。批
判的な思考技術が欠けている，といってもいいでしょ
う。ここにあげた２つの中国人の事例から考えると，
学生たちは，思考スタイルの確立が難しいと述べてい
ます。これは，学生たちが知的でない，ということを
意味しているのではありません。彼らは十分知的なの
だけれど，他国での思考方法というものに適応しなけ
ればならない，ということなのです。そして，先ほど
の事例研究でも述べたように，こういった問題は，日
本に来ている留学生の間でも起こりうる問題なので
す。彼らは，授業での討論に参加したくないのです。
こちらで２つ３つばかり私が授業を受け持ったことが
ありましたが，討論の際に中国人学生は，実際には非
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常に良い意見を述べていました。英語も非常に良かっ
たし，彼らは修士レベル程度でしたが，よく話せた
し，話すことが楽しそうでした。しかし，おそらく彼
らは通常の修士よりは年配の学生だったと思います。
時には，若い学生というのは発言を嫌がるものですか
ら。しかしこの時は，議論は大いに盛り上がりまし
た。しかし，これだけでは学生たちが本当によい考え
方を身につけているとは言いきれないのです。彼らは
似たようなバックグランドをもつ者たちと話している
にすぎません。ただ同じ国出身の他の学生と会話して
いるにすぎないとも言えるのです。そうではないです
か？
　Ｑ：そうとも言えるし，そうでないとも言えます。
アメリカでは，多くの中国人学生が自国民同士でたむ
ろしているのを見かけました。でも，いつもではあり
ません。
　トリシア：そうです，いつもではありません。
Amatica Botionerが言っていますが，学生たちが必要
としているのはある種の感情的なサポートです。こう
いったことが留学生には非常に難しいのです。そし
て，彼らはある種の感情的なサポートを，自分たちを
理解し，自分たちと同じ言葉をしゃべり，同じ経験を
分かち合った人たちから受けたいと願っています。そ
して，他の国から来た留学生たちとも知り合いになり
たいと思っています。さらに，自分たちが学んでいる
国の他の学生たちとの交流も持ちたいと思っていま
す。つまり，３つのレベルの友達が必要なのです。
Botionerは言っていますが，自国の学生たちと会話し
てはいけないと言ってはいけないのです。なぜならそ
ういうレベルでのサポートも必要だからです。
　過去に近田先生と私が行った共同研究が，名古屋大
学高等研究センターから刊行されましたし，2010年
の AC21会議でも共同で発表しましたが，これはそこ
から抜粋したものです。中国の上海会議でも発表して
います。これは，大きな上海会議でした。そこで発表
したことは，Janet Ryanが述べていることと同様のこ
とでした。
　日本の教授たちにとっては，言語スキルの問題がも
っとも難しいものなのです。授業運営能力もいくらか
必要です。おそらく，たとえば討論の場では，その討
論に加わりたくない学生も何人かはいるでしょう。基
礎的な知識や技術が欠けてもいるでしょう。カリキュ
ラムを作る際には少人数で TAを入れる。私はこのこ
とをまず伝えたかったのです。研究指導の場において
は，こういったことはもちろん目に見えないところに

現れてきます。彼らは人間関係にいくらか問題がある
のでは，ということは分かっています。学生同士の人
間関係とか，何度も申しますように，その際の言語的
なスキルの問題ももちろんあります。研究を行う際の
指導教員との関係もあります。先ほど申しました，批
判的思考の問題もあります。10人以下であれば，よ
り少人数だといえます。私は，こういった点を指摘し
ているのです。ここ名古屋大学で行った研究は，他の
研究者たちからも賛同を得ています。
　我々は，日英を比較し，ポーツマスと名古屋双方の
教授からの意見の類似点を得ています。適応や教授ス
タイルについての小さな違いはありますが，イギリス
の教授たちの多くが，自分たちの教授スタイルを彼ら
に適応させてきたと言っています。イギリスでは少数
の教授たちしか調査できませんでしたが，彼らの多く
は，自分たちのやり方を変化させてきたと言っていま
す。説明を増やし，学生に与える情報を増やし，いろ
んなやり方で講義を行ったと言っています。こういっ
たことは可能であると我々は思っています。なぜな
ら，イギリスはなにしろ非常に多文化的な国家である
からです。
　言語的なスキルは重要だと考えられていましたし，
その点については，ここでも述べたと思います。事務
的な手続きや情報システムについて，この手の問題は
日本でもイギリスでも見られると思います。先ほど述
べた査証の問題も見られますね。こういったことを踏
まえると，こちらも読みやすくなるのではないかと思
います。
　非常に短い文章ですが，名大にも所蔵されていま
す。私はこのデータ（留学生の在籍者数）を大学のウ
ェブサイトで見つけました。2011年５月１日時点の
ものです。ポーツマス大学では12％です。日英両国
ともに，中国人留学生は最も大きな集団となっていま
す。で，こちらが新しいものだと思います。すみませ
ん。ポーツマス大学の留学生のうち，26％が中国人で
す。名古屋大学では，私の試算では53.6％です。日本
ではさらに大きな割合となっています。地理的な距離
の近さを考えれば驚くことではありません。ともかく
ポーツマス大学の留学生の26％が中国人だというこ
とで，これは非常に大きい数ということになります。
　Ｑ：20年前は，確か，香港からの学生が非常に多
かったと思います。
　トリシア：そうなんですか。
　Ｑ：おそらく26％以下だったとは思いますが。
　トリシア：そうですか。
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　Ｑ：２年前になると，香港からの学生はほとんどい
ません。
　トリシア：そうですね。非常に面白いですね。最初
のところで述べたように，私はヨーロッパからの留学
生を教えていたのですが，それが中東からの学生にな
り，さらに今では，大多数が中国からの学生です。香
港のような国がどうなったかといいますと，自国の大
学システムが発達し，良質の大学システムになったと
いうことが考えられます。ですから，学生も，もうよ
その国へ行って学ぶ必要性を感じなくなったのではな
いでしょうか。これは私見にすぎません。データや，
これを支持するような研究があるわけではありませ
ん。中東の学生でもこのようなことが起きたことを知
っています。私が中東の学生を教え始めた時，1983

年だったと思いますが，彼らはクウェートから来てい
ました。クウェートにはその頃大学がありませんでし
たが，今はあります。サウジアラビアやクウェートな
ど，湾岸諸国はみな，自国の大学を発展させてきてい
ます。それらの国では，欧米の大学から教員を引っ張
ってきています。ですから学生たちはわざわざ渡航す
る必要がないのです。もちろん，中東の学生は今でも
渡航はしていますよ。特にマレーシアに行くことが流
行みたいです。彼らはムスリム諸国が好きですし，マ
レーシアもムスリム国家ですから。香港なんかだとお
そらく20年前からもっと発展を遂げてきたんだろう
と思います。
　通訳：香港はむしろ世界ランキングで日本の大学よ
りも上になっちゃって。むしろ留学生を集めるほうに
今，変わっているかもしれません。中国本土から非常
にたくさんの中国人学生が，今，北京大学や精華大学
へ行くよりも香港のほうにかなり向かいつつありまし
て，流れがちょっと変わってきていて，中国のトップ
大学はかなりそれを警戒しているようです。
　トリシア：私がここで中国についてお話ししたと
き，香港の学生も含めてお話ししたつもりです。１つ
質問なんですが，香港と中国をひとくくりにするカテ
ゴリーで皆さんは考えていらっしゃいますか？　理屈
で言えば，今はこれらは１つの国家です。学生の特徴
はちょっと異なりますが。私どもの学生のうち約
1000人が中国人です。そのうち190～200人が香港出
身です。
　日本でも同じことが繰り返されていると思います。
イギリスでの留学生の出身国トップ５は，中国，イン
ド，アメリカ，ドイツ，フランスです。これらの国々
とは，歴史的な繋がりがいくらかあります。インドな

んかは明らかにそうですね。非常に人口の多い国です
が。ドイツやフランスも歴史的な繋がりがあります
し，アメリカももちろんそうです。
　日本の場合，中国，韓国，台湾，ベトナム，マレー
シアと，お互いに歴史的にも地理的にもつながりがあ
ります。このようなことにもし興味があれば，この
Project Atlasというのは非常に面白いサイトです。こ
のサイトは Institute for International Education (IIE) が作
成したものですが，この団体はアメリカの非常に大き
な組織で，すばらしい統計を集めています。おそらく
Open Doorsをご存じだと思います。Open Doorsは非
常に有名ですから。それも，IIEが出版しています。
　外国人の大学教員について調べてみたことがありま
す。名古屋大学のウェブサイトで見つけました。そん
なに沢山はいませんが，いくつか例を取り出してあり
ます。国際言語文化研究科には，２名の外国人教授が
います。本当はもっと多くの外国人を期待していたか
もしれませんが，あとは５人の准教授に１人の助教で
す。レスター大学院では，助教が一人です。前にも申
し上げましたように，教授の経験が豊富であれば，学
生にとっても非常に有効です。他国で暮らしたことの
ある教授は，学生の置かれた立場や問題をよく理解す
ることができるでしょう。国民性というものに寄り添
うことができます。
　さて，すべての事例研究について通して見てみまし
た。最後になりましたが，国際化とは一体何でしょ
う。名古屋大学では国際化に関する施策があります
ね。それはいったい何を意味しているのでしょう。た
だ単に留学生をリクルートするという意味だけではあ
りません。もっと深いものです。これは定義の一つと
いえるかもしれませんが，Jane Knightが国際化につ
いて非常に多く書き記しています。つまり，中等教育
卒業後の人材を確保するという目的での国際的で多文
化的な地球規模での統合です。ほとんどの大学が，外
国人のリクルートを始めています。時には大学が，自
分たちを国際的であると言ってみたり，たくさん留学
生がいるよと言ってみたりもしていますが，本当は，
大学はもっと深いところで考える必要があります。カ
リキュラムを国際化することだってできるんです。
　たぶんこの大学ではすべての分野にわたって学ばれ
ていると思いますが，カリキュラムを内在化していく
ことはさらに難しいことです。経済学部では行われて
いると思います。教員や新規の外国人スタッフ，従来
からのスタッフの国際化のために，３カ月，６カ月，１
年ほど海外に送りだすという方法もありますが，簡単
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ではありません。私もそうです。私はここへサバティ
カルで来ました。大学から５カ月という長期間の許可
を得ることは，容易ではありませんでした。そういう
ことを大学が組織化していくことも容易ではありませ
ん。では，自分たちで自分たち自身を国際化していく
ことは可能なのでしょうか？　自分の考え方を変える
ことは？　そういう経験を積み上げることはできるの
でしょうか？　もっとたくさんの書物を読み，できる
ことは実践していく。こうしたことは３つの段階に分
けられます。これは私見です。先ほど申し上げたこと
と重複するかもしれません。非常によくあることです
が，いったん留学生を教え始めると，いくらかカリキ
ュラムや教え方や説明を変えることになるでしょう。
ただ，もっとも難しいことは，教員を国際化していく
ことなのです。名古屋大学でも始められています G30

のスキーマには，外国人教授のリクルートが含まれて
います。この学部にもいらっしゃいますか？　いませ
んか？　まだですか？　この学部では G30を実践し
ていないということですね。大学内でもわずかのコー
スだけのようです。
　結論を申し上げます。時間が少なくてすみません。
適応というのは，学生と大学の双方が行うべきことで
す。学生たちには適応していく時間が必要だというこ
とを頭に置いてください。教員は成功を，自分の学生
たちが成功することを求めています。もしそうである
ならば，それには適応が必要です。以前と同じやり方
で同じことを教えているだけではだめなのです。我々
は教授スタイルについて適応することができますし，
我々が何を期待しているのかをもっとよく説明するこ
とができますし，思考スタイルについても説明するこ
とができます。これは時間のかかることです。なぜな
ら，非常に難しいことだからです。自分が中国で留学
生だったら，やはりそこで自分の思考スタイルを変え
ていくことは非常に難しいことだったと思います。カ
リキュラムの変更についても検討すべきです。そのた
めには海外での経験を積むようにしていくことも必要
ですし，少なくとも，そういう問題について書かれた
書物を読んで，自分自身を国際化していくことが必要
でしょう。できれば，大学の上層部へこうしたことを
伝えていくことが必要です。
　この紫色の本には，Albert Jones & Sally Gramの著
作が入っていますが，彼らは大学で非常に高い地位に
いる副総長補佐です。この副総長補佐というのは，国
際化を担当しています。こういった構造があるのは，
リーズメトロポリタン大学です。それらは参考文献で

す。その中で，電子ファイルの形ですが送ってほしい
と思うものがありましたら，私にメールをいただけれ
ば，と思います。まだ，名刺を差し上げていませんで
したね。そこに詳細な連絡先があります。もう議論を
する時間があまりないのですみません。ただ，お話の
途中でいくらか議論ができたと思います。何かご意見
はありますか？
　Ｑ：その著作の中には，ほとんど中国人の名前が出
てきませんが，これが中国の大学のことについて書か
れているとしても，アジアの他の国々での高等教育の
国際化に関する研究についてもいくらか含まれている
のではありませんか？
　トリシア：非常に良いところに気づかれましたね。
この本は，リーズメトロポリタン大学の実践に基づい
て書かれていますが，すべてがそこの実践というわけ
ではありません。私は Elizabeth Brownと知り合いで，
彼女は非常にダイナミックな方なんですが，彼女は，
こういったことのできる人材を集めています。また彼
女はオーストラリアの大学ともつながりがあって，オ
ーストラリアの大学の多くの方がこれに執筆していま
す。この本は，私が Paulと一緒に編集していますが，
３人の中国人執筆者にもお願いしています。それが，
私のしたかったことの１点目です。執筆をお願いした
だけではなくて，次のようなことも考えていました。
まず見下したようにはしないこと。そして，中国人学
生について西洋人だけが執筆しないこと。そして，発
展のために時間をかけること。
　たとえば，アメリカやイギリス，オーストラリアに
ついて考えた時，これら３国は最も多くの留学生を世
界中から受け入れています。全留学生のほぼ半数が，
この３国に行っているのです。我々３国は確かに大き
な特長があります。英語が母語なのです。そして，そ
のことにより，留学生のリクルートがしやすくなって
いるのです。もちろん留学生の受け入れについても長
い歴史があります。ですから，こういった留学生に対
する認識の高さも，経験によって裏打ちされたもので
あるということもできるでしょう。中国は，国際化に
ついては非常に新しい国です。今は留学生を受け入れ
つつあるところです。私の息子も北京へ中国語を学び
に行っておりました。中国語は，今ではイギリスでは
非常に人気の高い科目です。流行です。学ぶのによい
とされています。英語話者にとっては非常に難しい科
目ですが，私が中国でちょっと調査したところにより
ますと，中国でデータをとるのは非常に難しいんです
が，中国の大学は，まだ留学生をうまく受け入れてい
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るとは言えません。というのも，彼らにとってはまだ
新しい経験だからです。たぶん将来的には，こうした
留学生をうまく受け入れていくでしょう。少しずつ体
制が整ってきているところです。留学生のアドバイザ
ーというのもいますし。ただ，指導するということに
なりますと，以前と変わらず，といった感じです。で
すから将来的には，ということで考えています。た
だ，この質問は非常に良い点をついていました。私も
皆さんと同じようにそう思いますが，こういった他国
について，植民地的な発想で語るということはしたく
ありません。しかし，人々がそれに気づくということ
も難しいことですね。
　Ｑ：韓国からたくさん留学生がいると話していまし
たよね。
　室長：ええ。この前，北京大学の先生に来ていただ
いて，ワークショップでお話してもらったんですけど
も。その時にもお話しておられますけど，北京大学の
場合は，韓国からの留学生がもう圧倒的に多くて，韓
国人天下と呼ばれているらしくて。
　通訳：そうですか。
　室長：ええ。だから多分，外国人をたくさん受け入
れているということであっても，中身は韓国からの人
が，数から言えば多いということではないでしょう
か。
　通訳：北京大学では，今，非常に多くの韓国人を受
け入れているところですか？
　トリシア：ああ，そうですね。
　通訳：じゃあ，韓国人学生は，留学生の多数派にな
っているということですね。
　トリシア：そうです。
　室長：昔は日本からもだいぶ行っていたんですが，
日本から中国への留学生も最近は少なくなっています
し。どこの国から行っているのか，ちょっと私はよく
分からないのですけど。今，中国でたくさん受け入れ
られ始めていると言われましたけれども，理科系のほ
うのことは私は全然分かりませんけど。
　通訳：そうなんですか。
　室長：ええ。それこそ，香港も，数から言うと，全
体で言うと中国に入るでしょうから，香港での受け入
れが多くなっているということなんでしょうかね。
　通訳：中国，韓国。先生の今のご質問は，中国の学
生が香港に行く……
　室長：いえいえ。
　通訳：香港からの学生が中国に。
　室長：一国二体制と言っても，実際，形の上ではや

っぱり中国の中に香港は含まれていますよね。だか
ら，香港でたくさん留学生を受け入れているというこ
とで，結果的には中国は。
　通訳：そうか，そういう意味なんですね。
　室長：そういう意味なのかもしれないなと。
　通訳：統計上ということですか。すごく分かりまし
た。統計学的には，留学生は，香港で学んでいる留学
生の数も含まれている？　もしくは香港の学生数は含
まれていない？
　トリシア：そうですね。特に香港についてはよく分
からないです。１つには，中国で統計をとることは非
常に難しいのです。イギリスでは，全大学が国公立大
学です。お金はすべて公金によるもので，情報も公に
されます。中国も国公立というのはそうなんですが，
統計結果の透明化ということになりますとそうもいか
なくて，なかなか数値を調べることができません。私
は香港が受け入れている留学生については存じませ
ん。中国本土から受け入れているということは知って
います。それは，今では留学生といわれるのでしょう
か？　解釈の問題になってきますよね。政治的には香
港は中国に含まれていますし，中国の特別地区という
扱いです。（しかし，）香港の教育システムは中国本土
とは異なります。ですから，例えば上海の学生が香港
に学びに来ていたとしたら，それは留学生の扱いにな
るのでしょうか？
　通訳：統計的にはトリシアさんも，厳密にどうなの
かというのは，ちょっと不明ですが。例えばユネスコ
が出している統計とかを見ますと，香港は割合に別扱
いになっています。中国本土の留学生の受け入れと
は，大体分けられています。
　トリシア：そうですね。
　通訳：非常にシステムが異なりますから。
　トリシア：異なりますね。
　室長：しばらく前に中国政府は自分のところの学生
をどんどん海外に出すというのをやって，同時にここ
で受け入れているということなんですか。中国公派
……
　通訳：国家公派。中国政府は，どうやって中国人学
生を海外に送り出し，かつ留学生を受け入れているの
でしょうか？　政府のやり方というのは？
　トリシア：私の同僚ですが，Lin Chinという若い中
国人女性がいます。彼女がこのことについて書いてい
るのですが，実際に彼女は新しい本の章を１つ書きあ
げたところです。中国のかつての国際化は，外へ向け
てというものでした。学生が中国から他国へ行くわけ
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です。いま中国政府は，留学生を受け入れることで中
国国内の国際化を奨励しています。
　中国の教育省は，国内の大学全体を統制下に置いて
います。たとえば，中国の大学が外国の大学と協定を
結ぶとき，教育省の許可を得るのはとても時間のかか
ることですし，書類もたくさん必要です。官僚や事務
方の労力も必要です。たとえば，イギリスの大学に多
くの複雑な書類の記入をお願いしたり，事務仕事をお
願いしたりということになりますと，イギリスではい
つも喜んでそれをしてくれるわけではありません。な
ぜなら，どうしてそういうことが必要かということを
彼らは理解していないからです。しかし，中国政府は
国際化を推進しており，留学生を受け入れることは経
済的な観点からいっても国にとってためになると分か
っています。ですから，彼らはそういったことを喜ん
でやってくれるのです。
　通訳：ただ，ちょっと補足しますと，中国の大学が
受け入れている留学生というのは，大体短期留学で
す。いわゆる語学留学がほとんどです。
　室長：相当多いと思います。１カ月だけとか。そう
いうのを入れると相当な数だと思います。
　通訳：日本の場合は，長期留学といいますか，学位
をここで取ることを目的として来る留学生がかなり多
いですけど，中国の場合はまだ数カ月間で，しかも語
学留学。
　Ｑ：孔子学院という公的な語学学校をご存知です
か？　時には中国大使館に付随していますが。
　トリシア：私のいたところにもありました。九州の
立命館アジア太平洋大学で，先週の金曜日にも行って
きたんですが，そこにも孔子学院がありました。イギ
リスの大学にも２，３校あります。ハンブルグ大学を
たずねたときにもありました。そこが，中国語や中国
文化の学習をサポートするところですか？　そこは中
国政府の支援を受けているのですか？　政府そのも
の？
　通訳：中国で学ぶ準備をしている人たちが行くとこ
ろという位置づけで……
　トリシア：たぶん，というか，そこが，各国で中国
語の授業や中国文化の授業をして，同時に一般教養的
な中国語の学習もしている。
　通訳：孔子学院は世界中にありますよね。イギリス
にはたくさんあるんですか？
　トリシア：非常に少数です。以前数えた時には約
15校ありました。今はもう少しあると思います。
　通訳：ポーツマスにもありますか？

　トリシア：いいえ，ポーツマスにはありません。ポ
ーツマスにもほしいと思っているのですが，ありませ
ん。
　通訳：名古屋あたりだと愛知大学にあります。
　トリシア：そうですか。
　通訳：愛知大学は，中国研究では非常に有名な大学
なんです。それで孔子学院をもっているのです。残念
なことにこの大学にはありませんが。
　Ｑ：質問があります。イギリスの外国人学生の割合
の人数的な推移についてですが，というのも，10年
前には授業料は大学ごとに異なっていて，イギリス人
学生にとっては無料で，ヨーロッパコミュニティの学
生にとってもそんなに高くはなかったんですが，日本
にとっては非常に高額で，イギリスや海外の学生でも
そんなに高くはなかったとしてもそれは非常に限られ
た国だけのことで。
　英語が堪能であればよかったのですが，私は非常に
英語が苦手だったもので，語学では非常に苦労しまし
た。それに少数派ですから。それが変わってきたので
はないかと思ったもので。外国人留学生の割合が増え
ていると思うのですが。
　トリシア：そうですね，加速度的に増えています。
授業料と関連させて考えるのはよいですね。長い間，
留学生はイギリス人と同じか，もしくは非常に低額の
授業料を払っていました。ところが突然，政党（保守
党）がこのことに気づきまして，彼らが払っている分
では大学の授業に必要な費用に満たないではないか，
と言い出したのです。そして突然授業料を５回にわた
って上げ出したのです。これはおそらく1980年代半
ばのことです。たぶん90年代初期にかけてです。そ
れまでは，親が相当の金持ちでもなければ，払わなく
てもよかったのです。私が学生の頃は，通常授業料を
払う必要はなく，私も払いませんでしたが，当時は
18歳のうちごくわずかしか大学には行きませんでし
た。大学進学率が上がるに従って大学運営のコストも
上がり，授業料徴収制度が導入されてきたのです。私
の姪のことなんですが，彼女はいま36歳です。彼女
が学生の頃，１年生のときには授業料を払わなければ
いけませんでした。約17年前のことです。１年に
1000ポンドなのでそんなに高くはありません。それ
からちょっと後になると，年間3000ポンドに跳ね上
がりました。今はイギリスの学生は3000ポンド，留
学生は年間8000ポンド払っています。なぜかという
と，大学は国から補助金をもらっていますが，それは
イギリスの親，家庭が払っている税金だからです。だ



Μεταπτυχιακά 名古屋大学大学院文学研究科 教育研究推進室年報 Vol. 7

15

留学生は異なる大学環境にいかに適応しているか

から実際には，留学生が払うお金とイギリスの学生が
払うお金はほぼ同じだといえます。ただ，留学生にし
てみれば，それは全部学生自身が払うことになります
し，一方でイギリスの学生は，政府経由と学生から直
接とで払うことになります。今年，また授業料のシス
テムが変わります。大学へ行く若者の率が50％，そ
うですね49～50％まで増加しています。それで，新
政府はシステムを変えると公言しています。旧政府も
こういった変革を行うと公言したことがあったんです
が，人文系の学生は授業料をすべて自分持ちで払わな
ければいけない，というものなんです。人文系には補
助金を出さない，というんですが，これは非常に大変
なことで，8500ポンド，3000ポンドから8500ポンド
に跳ね上がるということなのです。
　２つ目のポイントは，留学生に関するものです。か
つて，それほど多くの留学生がいるわけではないとし
ても，彼らはまさに優秀な学生たちであり，私の教え
子の中にもいました。そういう中国からの学生はごく
少数だった代わりに，中国からの学生は政府からの奨
学金をもってやってきており，選抜された本当の意味
でトップの学生でした。今では非常に多くの中国人学
生がいる代わりに，もはやトップの学生とは言えなく
なってしまいました。優秀な学生も中にはいるでしょ
う。しかし授業料のシステムはこういったことに影響
を与えてしまいます。しかもそれは留学生だけではな
く，イギリスやヨーロッパの学生にまで影響してしま
うのです。
　室長：学生の暴動をニュースで見たことがありま
す。
　トリシア：そうですね，そういうこともありまし
た。先生がおっしゃっているのがどの暴動かは詳しく
は分かりませんが，私が言っているのは夏のことで
す。あれは学生の暴動ではありませんでした。イギリ
スにとっては非常に衝撃でした。人々が本当に望んだ
ことではなかったんですが，都市に住む人々が暴動を
起こし，店の商品をたくさん略奪したのです。多くの
人々は貧民街に住んでおり，彼らは都市の貧民街から
暴動に参加していたのです。彼らは最下層と呼ばれる
こともあります。このことをご存じだったかどうか分
かりませんが，失業者たちは家族全員が失業状態で，
そういう家庭の文化はちょっと異なっているのです。
ですから何度も申しますが，この暴動は，みんながみ
んな賛成しているわけではなく，議論の余地があると
思います。しかし，いろいろと分析もなされてきてい
て，なぜこんなことが起きてしまったんだろう，とい

う人たちもいます。これは恐ろしいことです。それ以
来，大きな学生運動もおこっていて，2010年12月だ
ったと思いますが，それは授業料値上げに対する反対
運動でした。ロンドンでは約100万人の学生が参加し
ました。非常に大きな運動でしたが，平和的な行為で
した。少なくとも，そのほとんどは穏やかだったよう
です。100人ほどの学生が暴れたようですが，平和的
に行うために，学生の全国的な組織が一生懸命かかわ
っていたようです。
　Ｑ：この話題から外れる質問なんですが，われわれ
の G30プログラムについては，率直に言ってどう思
われますか？
　トリシア：あなたがたの G30プログラムですか？　
非常に素晴らしい理想を含んでいると思います。G30

の授業をまだ拝見したことはありませんが，G30プロ
グラムの目的は，非常に実現困難だと思います。たと
えば，カリキュラムの国際化をうたっていますが，伝
統的な大学の教授たちは，しばしば自分のカリキュラ
ムを変えたがりません。私はそういう方には個人的に
まだお会いしたことはありませんが，ここ名古屋大学
でも，たとえば自然科学分野の教授の中には変えたく
ないと思っている人がいるという話を聞いたことがあ
ります。言語の先生，日本語の先生だったと思います
が，たった１年しかないのだから，日本語を一通り，
非常に早く教えなければいけないと言っていました。
何人かの留学生とも話をしたことがあるのですが，早
すぎて理解しがたいと言っていました。
　しかし G30プログラムはたった１年，10月に始ま
ったばかりです。名古屋大学の G30の目的は，非常
に高い理想だと思います。同時にすべてのことをしか
も直ちに遂行するのは難しいです。
　Ｑ：日本の学生たちはそれについて準備が整ってい
ると思われますか？
　トリシア：分かりません。あなたはどう思います
か？
　Ｑ：先生の発表を聞く限りでは，まだやらねばなら
ないことがたくさんあるようです。
　トリシア：そうですね。教員たちというのが最も曲
者ですね。
　Ｑ：先生はアジア太平洋大学のような大学もいくつ
か見学されたことがあるようですが，ほかの大学とは
ちょっと違いますよね。なぜアジア太平洋大学は国際
化できたとお考えでしょうか？
　トリシア：アジア太平洋大学は，九州で始まりまし
たが，国際化という考えのもとにできた大学です。私
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がそこにいた時には委員会があって，大学のヴィジョ
ンを示していただきましたが，国際化というのが当初
からのヴィジョンだったのです。国際化などというこ
とは，トップダウンでもなければ本当には成功しませ
ん。総長や副総長などが重要だという信念を持たなけ
ればだめなのです。それはリクルートさえしてこれば
いいというものではないということを，総長や副総長
が思わなければいけません。なぜなら，留学生のリク
ルートぐらいのことなら比較的簡単にできるからで
す。それよりも難しいのは，大学内部を変革すること
です。アジア太平洋大学は，スタートの時からそこが
違っていたのです。
　通訳：名古屋大学でも，総長の濱口さんは，名古屋
大学の国際化の重要性を強調しています。多くの教員
が変えたがらないのですが……。
　トリシア：まったくそうですね。先生の最初のご挨
拶を伺ったとき，e-learningの話をなさいましたが，
それは私の関心分野です。教員が変えたがらないもう
１つの分野です。徐々に変革していく，それはゆっく

りとした過程となるでしょう。人々を励まし，説得
し，押していく，それは，かつての私の仕事でした。
学問の世界というのは，本当に伝統を重んじるところ
なのです。
　通訳：なぜ教員というのは自分自身を変えたがらな
いものなのでしょうか？　特にこういった保守的な大
学では。
　トリシア：先生は前にもここが非常に保守的な大学
だとおっしゃいましたね。
　司会：じゃあ，そろそろよろしいでしょうか。今日
はいろいろありがとうございました。
　トリシア：大変ありがとうございました。今日はい
らしていただいてありがとうございました。このよう
にお話しする機会を与えていただき，ありがとうござ
いました。私にとっても興味深い，非常に興味深い質
問や意見もありがとうございました。近田さんには語
学的に助けていただき，ありがとうございました。
（拍手）


