交換留学決定後から出発までの学生支援に関する考察
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学しないという声も聞かれ，留学を躊躇する学生の大

要旨

部分を占める理由が就職の遅れ（留年）及び経済面で

グローバル化に対応できる能力を持つ学生を育てる

あったが（「若者の海外留学を取り巻く現状について」

ため，大学は国や民間の支援を受けながら学生に留学

2014年文部科学省）近年は留学経験を重視している企

を後押ししており，その成果も少しずつ現れてきてい

業が増え，留学による卒業の遅れは不利にはならず，

る。一方で，留学が決定した学生への渡航前支援につ

むしろ経験が有利に働くという結果もある（「新卒採用

いては個々の大学に委ねられている部分が多く，十分

に関するアンケート」日本経団連）。大学も学生の留学

指導が行き届かないまま準備不足で渡航する学生も存

を後押しする「グローバル人材育成推進事業」，「スー

在するため，渡航後に現地での講義や生活への適応に

パーグローバル大学等事業」など，政府主導による国

時間を要し，留学直後は時間を有効に利用できない

際化推進事業の支援を受け，専任教員の配置や語学支

ケースも多々存在する。本稿では，これまで見過ごさ

援コースなどの設置を進めており，さらに官民協働の

れがちであった交換留学が決定した学生の留学準備期

「トビタテ留学 JAPAN」を筆頭に留学希望者への奨学

間に焦点を当て，渡航前の学生を対象に留学前の準備

金制度による支援も開始された。その結果，独立行政

期間についてのインタビューを実施し，インタビュー

法人日本学生支援機構（JASSO）が発表した日本国内

を通して見えてきた留学準備期間中の学生のニーズ，

の大学とその協定校との学生交流に関する協定等に基

そしてこれからの学生支援のあり方について考察す

づいた派遣数の調査（「平成26年度協定等に基づく日本

る。

人学生留学状況調査結果」2016年3月31日付発表）で
は，平成26年度の日本人留学生数は52,132人で，前年度
の45,082人より7,050人増加しており，大学主導による

キーワード

留学生数は伸びている。語学試験対策から渡航先や志

交換留学，留学支援，留学準備期間

望校の選び方に関するアドバイスなど，留学促進に関
する後押しが様々な大学において多く行われている中
（田中，高濱 2011; 山川，2016），名古屋大学において
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も入学時に実施される新入生全員を対象としたガイダ

1．国内の動向と本学の留学希望者への支援体制

ンスでの留学についての説明を始め，著者が所属する

2．交換留学候補生へのインタビュー結果と考察

国際教育交流センター海外留学部門が運営する海外留

3．今後の課題

学室にて，学期中は毎週留学入門セミナーを実施し，
短期研修及び交換留学についての説明会，さらに留学

1．国内の動向と本学の留学希望者への支援体制
世界で活躍できる人材の育成が急務と言われる中，

に関するワークショップ等を定期的に開催し，留学に
ついて考える場を提供している。留学に必要な語学支
援や準備についても，週末や長期休暇を利用した「留

それに対応するため政府は2020年までに日本人海外留

学準備講座」開講し，多くの学生の参加がみられた。

学生数を現状の6万人から倍の12万人にまで数を伸ば

専任教員が対応する個別相談件数も毎年1000件を超え

すことを掲げ（「日本再興戦略（2013）」），官民両面か

ており，留学を希望する学生への支援は整備されてい

ら学生への支援に乗り出している。以前は日本人が留

る。このように，名古屋大学をはじめ，国内全体で留
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学させるための支援が広がる一方，留学，特に交換留

生の学年，専攻，渡航先は表1を参照）。また，非英語

学のような長期留学が決まった学生に対して大学はど

圏に派遣される学生を含むすべての学生が現地にて英

のような支援を実践しているのか。交換留学とは原則

語で提供されているそれぞれの専門に関連した授業を

1学年間又は1学期間，所属大学と協定を締結してい

履修する。

る大学に通い，現地の学生とともに自身の専門を学ぶ
表1

ことが基本であるため，交換留学の合格は1つの通過
点に過ぎず，実際に渡航するまでの8ヶ月間に（例：

渡航先

人数

学年

人数

学部

人数

翌年度8月以降の留学の場合，前年度の11月に留学は

アメリカ

4

2年生

10

医学部

2

決定している）更なる語学力向上は当然のこと，自身
の専門に関する準備が必要になる。名古屋大学では，
渡航が決定した学生に対してワークショップやオリエ

イギリス

1

3年生

8

教育学部

1

イタリア

1

4年生

1

経済学部

8

オーストラリア

7

工学部

2

タイ

1

情報文化学部

2

ンテーション等を通して準備支援を実施しているが，

デンマーク

1

農学部

1

渡航直後の学生を対象に現地での様子を聞くアンケー

ドイツ

3

文学部

3

トを実施したところ，「留学前の8ヶ月間でもっとで

ノルウェー

1

きたことがあった」，
「（留学決定後も）英語を継続して
勉強しておくべきだった」，「日本の情勢について説明
できるようにしておくべきだった」など，渡航前にで

2.1

きたこと，するべきことがあった，などと感じた学生

り抜粋，原文ママ）

が多かったことが明らかになっている（岩城，2013）。

Q1: 交換留学学内選考に合格してから派遣大学先に

本稿では，交換留学が決定し，渡航直前の学生を対象

渡航するまでについて，語学面（英語）で一番苦労し

に実施したインタビューの結果を基に，交換留学決定

たこと，していることは何ですか。その理由を教えて

後から渡航までの準備期間，大学ができる支援や教育

ください。また，それをどう乗り越えましたか，又は

的指導の可能性について考察する。

乗り越えようとしていますか。

2．交換留学候補生へのインタビュー結果と考察

・

インタビュー Q1 回答（19名のインタビューよ

後期に英語で受講する授業を取ってみて，しゃべ

る機会が設けられていたのですけど，①自分の言いた

交換留学が決定した学部学生を対象に，調査の目

いことっていうのが，すぐに出てこないっていう大き

的，用途について説明し，協力の同意を得た19名（男

な問題にぶち当たって，そこで落ち込んでしまいまし

子学生9名，女子学生10名）を対象にインタビューを

た。自分の状況をちゃんとすぐに英語で伝えるという

実施した。学生への質問は以下の通りである。

点が，一番苦労している点です。その状況をどうしよ

Q1: 交換留学学内選考に合格してから派遣大学先に

うと，悩んでいたときに，④使う機会を増やさなけれ

渡航するまでについて，語学面で一番苦労したこと，

ばと思ったのでチューターをして留学生の子としゃべ

していることは何ですか。その理由を教えてくださ

る，帰国子女の友達もいるのでその子たちに頼んで，

い。また，それをどう乗り越えましたか，又は乗り越

英語でしゃべるようにしたり，メッセージのやり取り

えようとしていますか。

を英語でしたりする機会を増やすようにしました。ま

Q2: 交換留学学内選考に合格してから派遣大学先に

だ乗り越えてはいないので，今，頑張っている最中で

渡航するまでについて，手続きなどで一番苦労したこ

す。

と，していることは何ですか。その理由を教えてくだ

・

さい。また，それをどう乗り越えましたか，又は乗り

うことは，あまりしなくなってしまいました。時々同

越えようとしていますか。

じような問題集を開けてやってみてはいるのですけれ

なお，今回のインタビューは，大学院生，母国語が日本

ども，①使わないと下がってきてしまうと思って，な

語ではない学生，海外経験がすでにある帰国生は含ま

るべく④ドラマを見たり，ネットで配信されているド

ず，日本国内で教育を受けた学部学生のみとした（学

ラマを見たり，あとは，洋書を読んだりもしています。
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私は③留学先が決まって，そういう試験勉強とい

①しゃべる能力を一定で保つ機会があまりないので，

・

それをどうしようかと思っています。今，実行してい

あって，一つはモチベーションが下がってしまってい

るのが，自分が友達とかほかの人と会話したあとに，

るっていうのがあります。特別セミナーのプレゼン

心の中で，今，その言葉を英語で言うのだったら，どう

テーションの授業を取っているのですけれども，①人

すればいいのか，④相手に対して口では日本語で言っ

前で英語のプレゼンをする授業で，私はもともと人前

て，心の中では英語で言うような練習をしています。

でしゃべるのも得意ではないし，あとそれをまたさら

ただ，それがどういう効果が出るのかはまだわかって

に英語でやるっていうのにも，苦労しているところで

いないです。

す。

・

・

渡航してからうまくできるのか，という不安は，

交換留学が決まって，③ほっとしているところも

一番苦労しているのが，本当情けないのですけ

例えば①授業中英語を使ったり，日常的に英語を使っ

ど，①英語に接する機会が少なくなっているってこと

たりするときにふしぶしに感じて。それで何かをやら

で。もちろん専門科目が本格的になってきて実験があ

なくては，という①③焦燥感はあったのですけど，あ

ることが言い訳になっちゃうのですけど，何とかして

まり具体的にそのプランが練れなくて，もどかしさを

時間を作ろうと頑張っています。

1

感じていたっていうところです。④ G30 の授業で日

・

本人1人の環境で受けたりはしました。

もうないので，かといって取れる時間を確保できるわ

・

後期に専門が英語で開講している授業があったの

けでもないので，自分でやってかなきゃいけないので

で取っていたのですけど，②専門を全部英語で聞い

すけど，そこが今なかなか，①②やらなきゃと思いつ

て，試験で専門の知識を英語で書くっていうことを実

つ，ちょっとやりきれてないところが正直なので，さ

際にしてみて，やはり専門だと難しい，一般的な単語

すがに今どうにかしなきゃと思っているところです。

に比べて難しいところもあって，ちょっと専門的な自

・

分の専門に関する英語の知識，単語力が要るなとつく

らいと日本人は私1人で，その授業を履修しました。

づく感じました。

②日本文学の授業で毎回課題の英語が20ページとか，

・

自分で英語に日頃ふれるようにはしているのです

もう多いときは何十ページも出て，それが読めていな

けども，③それに対するゴールがなくて，何を目標に

くて苦戦しています。今は①②日本語で読んで内容を

すればいいのかっていうところで，ちょっと立ち止

理解して，授業に参加しているっていう状況なので，

まってしまう部分が多いっていうところが，苦労では

留学先ではそういうわけにはいかないので，少し不安

ないですけどちょっと思っているところですね。でも

です。その授業はディスカッション形式なので，②最

それに対して自分の中でゴールがないのだったら④徹

初はそのディスカッションに入っていけなくて，本当

底的にやるしかないし，もしあまりやれていなくて，

に留学とか海外の大学で学ぶことは向いてないかも，

もし現地で痛い目を見ても，逆にその痛い目見て，成

と思ったのですけど，やっと④次の授業からは一言言

長できるかなって，突き詰めて考えすぎないようにし

おうとか，そういうふうに自分の中で目標を設定し

ています。

て，少しずつですが発言するようにしています。ほか

・ 留学が決まって，いざ留学行くってなったときに，

の国から来ている留学生は，すごく英語力が高くて，

今までやってきたのはテストで点を取るための英語

今圧倒されている状況なので，まだ発言とかも，課題

だったので，実際行ったら何が必要かなって考えて，

をこなす能力とかについては苦戦している状況で。こ

授業と人間関係みたいなところが大事だなと思ったの

れだと海外の大学ではもう単位が出ないぐらいかなと

で，④今，G30の授業1個取って，それでちょっと英

思って，そんなふうだったら④留学に参加する意味も

語の授業に慣れようとしています。あとは④留学生と

ないので，一言，少し言うようにしています。

今学部の勉強が忙しくて，英語の授業はもちろん

後期に G30授業を取ることにして，留学生10人ぐ

話したりして実際に人としゃべる英語を強化したりと
か，英語のドラマ見たりして実際のスピードの英語を
聞いたりしています。
1

インタビューから最初に汲み取ることが出来るの
は，学生はそれぞれ協定校が指定する語学力はクリア

G30とは英語のみによる授業で学位が取得できる教育プログラムを指す。
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しているものの，英語で授業を履修するということ，

・

派遣大学に渡航するまでの手続きで大変だなと

さらに言うと，英語そのものに対して何らかの形で不

思ったのが，①寮への手続きです。大学とオンキャ

安を抱えている点がある，ということである。そこか

ンパスの寮がかなり独立したかたちを保っているの

ら見えてきたそれらの理由を，①話すこと，②専門知

で，大学への手続きと寮への手続きもしなくてはなら

識や授業に対する不安，③モチベーションの維持，と

ず，大変でした。初めて③海外で長期にわたって住む

分類し，④は，①から③をどのように工夫し乗り越え

というのは，今までに一度もないので，どういう状況

たか，もしくは乗り越えようとしているか，とした。

なのか，そのための準備も，何をそろえていいのか調

まず，どの学生にも共通していたのが，①の，話すこ

べなきゃいけなかったので，④交換留学を経験された

と，英語を使うことに対しての不安である。
「自分の言

部活の先輩にアドバイスをいただいたり，海外の大学

いたいことがすぐに出てこない」，「話す能力を一定で

に行っていましたっていう方にもお話を聞いたり，ど

保つ機会がない」など渡航後自身が置かれる英語環境

ういう準備をすればいいのか，④書類を早く片づける

に対して準備不足と感じ，焦っている様子が見受けら

にはどうすればいいかとかアドバイスをいただきなが

れた。それらに対しての策としては，「使う機会を増

ら，準備をしました。

すようこころがけた」，「ドラマなどを英語字幕付き見

・

るようにした」，など，自ら英語に触れる機会を増や

苦労したかなと思います。なぜかというと，英語で長

すよう努力していることがわかる。次に，交換留学で

い文章が書いてあり，英語で記入したことがないの

は自身の専門を学びに行くため，②のように，英語で

で，それを一回一回，ネットでどのように住所を書

の講義についていくことができるのか懸念する声が聞

いたらいいのだとか調べました。私の大学の場合は，

かれた。こちらは，多くの学生が学内で英語にて開講

ネットで応募したあとに，メールが返ってきて，その

されている授業に出ることで英語の環境，講義スタイ

書類を読んで，書いてまた送信するっていう2回の送

ルや課題への対応に慣れる努力をしているようであっ

信のタイミングがあったのですけど，それが最初は③

た。交換留学決定後の英語及び留学に対するモチベー

どういう状況なのか全くわからなくて，なので④先生

ションの維持に関する③は，先にも述べたように，交

たちに逐一質問して，お答えをいただくっていうよう

換留学は選考から実際の渡航まで8ヶ月ほど間が空く

なかたちを取りました。先生方の協力のもと，その苦

ため，「焦燥感はあるけれど具体的にプランを立てら

労を乗り越えたと思います。

れない」，「勉強（語学の）をしなくなってしまった」，

・

②派遣先大学に応募する書類を提出するのが一番

② VISA の申請がもちろん全部英語なので，全部

「目指すものが無くなりモチベーションが下がり気味

それを読まなきゃいけないっていうのもあったのです

になっている」など，準備期間どのように留学のモチ

けど，苦労しました。でもほかの④先輩方にもいろい

ベーション維持させていくのか課題になっていること

ろ聞いて，助けてもらいました。

が見えてくる。モチベーション維持に関しては具体的

・

な解決策はあげられておらず，なんとなく過ごしてし

ルも電話と違ってじっくり書けるのであまり苦労はし

まった，という学生が多くを占めるため，この部分を

なかったのですけど，③ちゃんとできているのかなっ

どのように海外留学部門として指導できるのか，課題

ていう不安が一番でした。留学いけなくなったらいや

だと感じる。

なので，くだらない手続きミスとかで。③本当ずっと

手続き自体は，実際英語でじっくり読んで，メー

気が張っていた状態でした。
2.2

インタビュー Q2 回答（19名のインタビューよ

・

大学への手続きの一環で一番苦労したのは①寮の

り抜粋，原文ママ）

アプリケーションです。何か自分のことについて書

Q2: 交換留学学内選考に合格してから派遣大学先に

くっていうのがあって，自分が今までやってきた芸術

渡航するまでについて，手続きなどで一番苦労したこ

活動，スポーツ，パーソナリティとか，あなたがこの寮

と，していることは何ですか。その理由を教えてくだ

に入ったら寮にどんないいことがありますか，とか，

さい。また，それをどう乗り越えましたか，又は乗り

そういう内容のちょっとしたエッセイを書くみたいな

越えようとしていますか。

やつだったのですけど，③今まで自分のことを日本語
ですらそんなふうに表現する機会もあまりなかった
－30－

し，自分を売り込む，みたいのをやったことがなかっ

を始められたのが5月入ってからになっていて，そこ

たので，何を書けばいいのかっていうところで，まず

でまだ大丈夫なのかなという不安がありました。最終

一番苦労しました。さらにそれを英語に直さなければ

的にはちゃんと出願できたので，そこは一応乗り越え

いけなかったので，それも大変でした。④とにかく時

ることはできました。

間がかかってもいいから，毎日その文章と向き合っ

・

て，何を書こうかっていうのもひねり出して，こつこ

いいのかなとか，ミールクーポンとかご飯がついてい

つ少しずつ毎日書き上げていったことで，何とかアプ

るところがいいのか，ついてないほうがいいのかと

リケーションを完成させることができました。

か，そういうのが全然わからなくて，少し困りはしま

・

①寮の手続きで苦戦しました。寮のアプリケー

した。けど，④今行っている子に友達を通じてちょっ

ションをしても，しばらくたっても何の連絡もこなく

と連絡を取らせてもらって，その子から少しアドバイ

て，催促のメールも二度ぐらい送ったのですけど，そ

スをもらいました。

れもこなかったので，④先生に相談して，電話するっ

・

ていうことで電話して，解決しました。

いていて，まずそれの許可を取るのに各教授にメール

・

②大学に提出する書類の履修希望は前期と後期で

で，この授業取ってもいいですかっていうのを聞くの

選びなさい，ときたのですけど，自分が選びたい科目

に苦労しました。もう③直接取りたかった講義の教授

を選ぼうとすると，時間がかぶってしまっていて，そ

のところに直接メールを送って，で，いつ自分が誰に

の中でも，かぶっていてもそのまま自分の受けたい順

メールを送ったのかを，メモとか取って把握しておい

に出すか，それともどちらかが受けられなくなるのな

て，返信きたらすぐ返してってやっていたら，例えば

ら，ほかの時間で選んでいくかっていうのを考えまし

経済学の授業だと，経済学の学部長みたいな人が僕の

た。最終的には，④希望を出す時点から，自分の受け

スケジュールいじってくれまして，それで何とかなり

たいものを時間がかぶらないように希望を提出しまし

ました

た。

・

・

一番苦労したのは②大学のホームページ，英語

寮の申し込みとかするときに，①実際どこの寮が

②自分の取りたい専門科目には大体事前必修がつ

②派遣先の大学が交換留学生の出願のシステムを

今年から変えていて，それが出るのが遅かったので，

なのでやっぱりいつも見ている日本語とは慣れない

それで何を準備すればいいかも結構ぎりぎりまでわか

ので，それを一つ一つ読んでやってくってのがすご

らなかったので，去年までのものを参考にして準備し

く大変でした。そういうときに一応，向こうのアドバ

ていたのですけど，何かほかの大学だともう受け入れ

イザーの人にも聞くのですけど，③その前に一応その

の許可とかも出ているとこもあるみたいで，③ちょっ

大学に留学していた人に聞いたりして何とか，まあも

と焦りはありました。

ちろん最初は自分で一応読み解くのですけど，できな
かったらいろんな人に聞いてってかたちで何とかして

留学決定後から出発までの手続きに関する苦労は，

います。

①寮への申請，②協定校への申請，③精神的な不安と，

・

③唯一思ったのは，ちゃんと自分がアプライでき

こちらも大きく3つに分けられ，Q1同様，④をそれ

たのかっていう，確認のメールとかは何もなくて，自

ぞれの解決策とした。留学の手続きは協定校によって

動送信とかがなくて，本当にできていたのかなってい

異なるためそれぞれ担当教員が個別に対応して準備を

う。オンライン上でやったはいいけどそれが果たして

進めており，どの学生も何らかの苦労はするものの，

ちゃんとできていたのか，自動送信のシステムとかが

最終的に無事終了するため，問題点を今まで強く意識

なくて，③ちょっとそれが不安でした。けど，ちゃん

されてこなかった。しかし，改めてインタビューを実

とできていてちゃんときたのでよかったですけど。

施したことで，困っている点が多くの場合共通してい

・

②アプリケーションフォームが出るのがすごく遅

ること，また，学生が解決方法をどのように導き出し

くて。あがってからも，それでリンクを開いても，Not

ているのかということが見えてきた。まず，①寮につ

found とか開けないみたいなのが多々出ていて，まず

いて，希望する寮とやりとりを個別に行わなくてはい

そもそもアプライする段階までいけないっていう時期

けない場合，相手からの返事が来ない，希望が通らな

が長くて，結局実際に出願に，③本格的に出願の行動

い，など相談を受けるが，今回のインタビューを実施
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した学生たちにも先方とのやりとりで苦労があったこ

けではなく，何かしなくてはいけないが，何をして良

とが伺えた。また，「海外で長期にわたって住むとい

いかわからず立ち止まっているような学生も多くいる

うのは，今までに一度もないので，どういう状況なの

ことがわかった。現地に行く前から少しでも英語の環

か」とあるように，海外で暮らすことはもちろん，一人

境に慣れるため，渡航前に英語で開講されている専門

暮らしもはじめての学生が多いので，メンタル面も含

講義の紹介，学習方法のアドバイス，さらに，その環

め，しっかりと指導する必要があると感じた。次に，②

境を提供することも望ましいと考える。海外留学部門

協定校への申請に関しては，手続きを進める上で英語

では，交換留学の渡航2ヶ月前に学生を召集し，留学

を正しく読むことが出来ているのか（理解できている

先で必要なアカデミックスキルズとして，数日間に渡

のか），ということ，記入方法の戸惑い（住所や電話番

りノートテイキングやディスカッションへの参加の練

号など），希望する履修科目登録についてなど，多岐に

習をすると提供しており，一定の成果は上げてきた

渡っていることがわかった。特に，申請をオンライン

が，今後は更に工夫し，それらを定期的に開催するな

で実施する際，正しく入力できているのか，確認方法

どしていくことで，学生の渡航前の不安や懸念を今よ

で戸惑っていることが伺える。さらに，大学が紙媒体

りも払拭できるのではないかと考える。次に，モチ

での申請からオンライン申請に切り替えた年にあたる

ベーションの維持である。留学決定までは熱心に語学

と，受け入れ側もまだ不慣れなため，現地の担当者に

勉強に取り組み，希望する大学について調べていたも

よって言うことが異なる，オンライン上で情報が正確

のの，一旦留学が決まると渡航まで8ヶ月間ほど空く

に反映されていない，ということも多く，そこでも学

こともあり，気持ちの維持に苦労している学生も多く

生は苦労することがある。また，英語圏の大学はウェ

存在することがわかった。留学予定の協定校からすで

ブサイトが比較的しっかりしているものが多いが，非

に名古屋大学に受け入れている留学中の交換留学生が

英語圏の英語サイトは情報が古かったり，リンク切れ

在席している場合は，その学生と面識をえて，色々な

をしていたりする場合もある。③のように，留学に向

情報を得ること，国際教育交流センター開催されてい

けて準備を進めていくにあたり，「間違って進めてい

るさまざまな国際交流の場利用し，それらの活動に積

ないか」という不安は多かれ少なかれどの学生もすべ

極的に参加すること，定期的に派遣先のウェブサイト

てが完了するまで抱えていることも見えてきた。これ

等を見ることなどを提案してきたが，今後も，学生か

ら①から③の解決方法として挙げられていたのが，ほ

らの意見を取り入れながら彼らのモチベーションを維

ぼ全員が共通して，留学経験者の先輩に聞く，海外留

持する方法を検討していきたい。また，Q2の回答か

学室の教員に相談する，であった。Q1のように，そ

ら見えてきたように，学生は困ったことは教員や留学

れぞれ個々のアプローチや解決方法があったのと異な

経験者に相談し，解決していることがわかった。現時

り，どの学生も事情を知っている人に相談することで

点で学生が頼るのは，寮や書類などの事務手続きに関

解決していたようである。

することが中心であるが，留学決定後から渡航前まで
の間にできる英語学習，モチベーションの維持や事前
に準備しておくべきだったことなども，留学経験者か

3．今後の課題

ら渡航前の学生に伝えることで準備期間の留学への取

今回の調査で，留学を希望する学生は，留学を決意

り組み方も変わってくるのではないかと考える。留学

してから合格するまでの支援も必要であるが，留学決

を支援する筆者は，学生に対し，不安を抱えているの

定後から渡航までの間もさまざまな困難や悩みがあ

は自分だけではないこと伝え，学年，学科を超えた横

り，それに対する教育的指導や助言などが必要である

の繋がりの構築をしながらお互い助け合う環境を作

ということが見えてきた。まず，英語や現地での授業

り，さまざまなことを共有する場をより提供していき

に関する渡航前までの悩みへの解決策として，学生に

たい。準備期間をどのように工夫して過ごすかで，現

英語に触れることができる場を提供することが一番に

地での充実度が変わってくることを理解させ，準備期

挙げられる。今回のインタビューでも，英語で行われ

間の8ヶ月を乗り切ってほしいと考える。

る専門の講義に参加したり，留学生との交流を積極的

* 本稿は，2016年2月及び6月に交換留学派遣候補生

にしたりする学生もいたが，全員が自ら動いているわ

を対象に村山かなえ特任助教と共に実施したインタ
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ビューデータの一部を抜粋したものである。

statistics/.../2016/.../short_term14.pdf>
日本経団連（2016）
「2016年度新卒採用に関するアンケート
調査結果」，<https://www.keidanren.or.jp/policy/2016/
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