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言語文化研究紀要ＳＯＲＩ現SmIUSNQ10，２００１

留学生担当者のための異文化理解教育の意義と必要性

金城かおり

－はじめに－

1983年に提言された文部省の「留学生10万人計画」に沿ってわが国の留学生

交流は積極的に推進され、それ以来留学生のための受入れ体制も急速に整備さ

れてきた。特に奨学金、宿舎、チューター制度や医療費補助制度等の支援体制

等の整備や拡充が進められてきた。教育面では特別コースや短期プログラム等

の教育．研究プログラムの充実、最近ではUniversityMobilityinAsia

andPacific（ＵＭＡＰ)、ヤングリーダーズプログラム等、留学生対象のコー

スを多様化させ、各大学においても留学生のニーズにあわせたカリキュラムの

提供に力を入れている。このようにハード面における受入れ体制の整備、教育

プログラムの充実は各大学でいろいろな取り組みが行われているが、受入れ側

の人材育成やサポートネットワークの整備等を含むソフト面の充実にはあまり

積極的な取り組みがなされていないのが現状である。

本稿では、琉球大学における留学生担当者の意識調査の結果と先行研究をも

とに、大学における留学生支援の現状と問題点を把握し、留学生担当者のため

の異文化理解教育の必要性と今後の課題について考察する。

１．留学生受入れの現状

1-1．大学における留学生支援の位置付け

文部科学省『留学生受入れの概況』（2001）によると、平成12年５月現在の

留学生数は64,011名で、初めて６万人を突破した。伸び率も過去最高の14.8％

増で、ここ数年横ばい状態だった留学生数も今後の増加が期待される。

留学生の増加に伴い、受入れ大学における留学生支援体制の充実が大きな課

題となっている。留学生にとっての問題は学業面だけではなく、経済面、宿舎、

健康面、生活適応等多岐にわたっており、問題の背景も人それぞれである。

白土（1993）は、大学における留学生教育指導の領域には１）専門分野の教
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青指導、２）日本語教育、３）カウンセラー等による精神医学、心理学分野の

専門的指導、４）留学生の修学・生活適応上の問題に対する助言・援助がある

としているが、このうち４）についてはこれまでその重要性があまり認識され

ておらず、また指導体制づくりも立ち遅れていたと指摘している。日本の大学

では、従来、留学生支援は受入れ教官や事務職員など周囲の人が親切に相談に

のったり援助をほどこす単なる「世話活動」とみなされていた（白土，1999)。

また留学生が急増した80年代半ば以降、指導教官や受入れ大学だけでは留学生

のかかえる様々なトラブルや問題に対応できなくなり、多くの留学生は学外の

民間団体やボランティアに援助を求めた（栖原，1999)。

このような現状をふまえ、国立大学においては留学生数の多い学部・研究科

に「専門教育教官」が配置されるようになり、また1990年度より、目安として

留学生数200人以上の大学に留学生センターを設置、日本語教育部門と共に留

学生指導部門が置かれた。このように留学生指導は専門職化され、留学生支援

は留学生指導担当教官と留学生担当の事務職員との協力体制のもとに行われる

ようになった（白土，1993)。横田（1999c）は、留学生の受入れ大学には教育

的側面と事務的側面の他に「支援」の側面があり、留学生担当教官と同様に留

学生担当の事務職員にも支援の役割が期待されているとし、中心的な支援者と

して位置付けている。

研究分野としての「留学生教育交流」も近年注目されるようになってきた。

従来は留学生の教育や生活、問題点を総括的に扱った論文など留学生を対象と

した研究が多かったが、最近の傾向として受入れ大学における支援体制やカウ

ンセリングなど異文化適応問題のための具体的施策や、日本人学生や地域を含

む交流やネットワークなど受入れ側の視点に立った研究が増加している（横田

1996a)。また八重澤他（1998）は、異文化理解やカルチャーショックなどの

研究分野ではこれまであまり眼を向けられていなかった、異文化を受け入れる

側を対象とした異文化適応問題の研究の必要性を指摘し、留学生の価値観や行

動を日本人がどう受け止めるのか、受入れ側を異なるグループ（教官、事務職

員、学生、ホストファミリー）に分類し比較している。

白士・権藤（1991）は、大学教員と事務職員を対象に留学生指導の現状と問
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題点についてアンケート調査を行った。留学生担当職員に対しては業務に関す

る意識、留学生からの生活相談内容や留学生とのコミュニケーション・ギャッ

プ等について調査した。この中で留学生の生活上の問題、家族の問題、地域と

の交流行事など、どこまでを本来の職務ととらえるか、その範囲や認識が様々

であることを示しており、「留学生支援体制」の確立が難しいことがわかる。

またコミュニケーション・ギャップについては、第一に日本語による意思疎通

の問題、次に国民性、宗教、生活習慣の違いをあげ、留学生と担当者の間に言

語的・文化的な行き違いが生じていると報告している。

1-2．琉球大学における受入れ体制

琉球大学における留学生数は2001年５月現在で239名である。日本語を主に

学習する科目等履修生を含め、法文学部に最も留学生が多く在籍する。理学・

医学・工学・農学系の学部・研究科には大学院生や研究生が多く所属し、国費

留学生の割合が高い（琉球大学学生部留学生課，2001)。

受入れ体制としては、1998年に留学生センターが設置され、留学生の日本語

教育、生活指導等が行われている。留学生数が多い２学部には留学生専門教育

教官が配置されている。また異文化間精神医学を専門とする非常勤カウンセラー

も配置されている。事務組織としては、留学生関連業務全般を総括する留学生

課があるが、各学部の事務でも学務担当職員が日本人学生だけでなく、留学生

を含む在籍学生の様々な業務や指導を行っている。

２．留学生担当事務職員の意識調査

2-1．調査目的・方法

留学生課や学部の事務職員が留学生と接する機会は多く、留学生支援を考え

る上では欠かせない存在であるが、留学生センター教官や留学生専門教育教官

と違い、事務職員は必ずしも本人の希望で留学生関連業務に携わるとは限らな

い。それでは担当者はどのような意識で日常的に留学生と接し、またどのよう

な問題をかかえているのだろうか。

これらの点を明らかにすべく、過去３年以内に留学生課あるいは学部事務に
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て留学生関連を含む学務に携わった経験のある職員20名を対象にインタビュー

形式で意識調査を行った。インタビューは１人あたり平均1時間であった。

2-2．対象者

[Ａ］性別：男性・・・１０名、女性・・・１０名

[B］経験した担当業務

１）主に留学生関連業務（留学生課・留学生係等）・・・８名

２）日本人学生・留学生を含む学務全般（学部学務係等）・・・８名

３）両方・・・４名

[C］これまでの留学生関連業務の経験年数

１）1年未満・・・１名２）１年以上３年未満・・・９名

３）３年以上５年未満・・・６名４）５年以上・・・４名

2-3．調査項目

インタビューの質問事項については、以下のとおりである。なお、［８]の質

問項目の設定にあたっては、後述するアルセン（1999)、富田・渡邊（1999）

の先行研究を参考にした。

［１］留学生担当者になったときに、どのように感じたか。また留学生や国際

交流について、関心はあったか。

[２］担当者として留学生と接するようになって、留学生に対してどのような

印象を持ったか。

[３］留学生への対応で、これまで困ったことや問題点があったか。

[４］どのようなときに、留学生とのコミュニケーション・ギャップを感じた
か。

[５］留学生に「こういうところは理解してほしい」と思うことはあるか。

[６］受入れ業務を通じて、留学生に対する見方や考えが変わったか。またど

のように変わったか。

[７］担当者として反省した点、あるいは改善すべきだと思う点はあるか。

[８］担当者として、どのような知識、能力、資質が必要だと思うか。
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[９］担当者のための異文化理解教育や研修等の必要性を感じるか。

2-4．分析方法

インタビューで得た回答や意見は、主に以下のような視点から分析した。ま

た、個人的な要素が強く関連していると思われるものは除外した。

・言葉の能力に関すること

・学業面に関すること

・経済的な問題

・国民性や価値観に関するもの

・生活習慣に関すること

・宗教に関すること（宗教上の習慣を含む）

、コミュニケーション・スタイルに関すること

・日本人としてのアイデンティティー、自文化の認識に関すること

・日本の制度や大学のシステムに関するもの

[１］担当者になったときの感想、関心度

留学生や国際交流について「関心があった」「希望していた」と回答したの

は３名だけで、大部分の担当者は外国人と交流した経験がほとんどなく、語学

にも自信がなかったので、とまどいと不安を感じたと答えている。

[２］留学生に対する印象

学業面については、特に日本人学生と比較して「まじめ｣、「目的意識が高い｣、

｢日本語や日本文化に対しての学習意欲が強い」など評価が高かった。また

｢研究熱心な留学生が多いので、日本人学生や大学にとってもよい刺激になる」

と好印象でとらえている担当者が多かった。しかしながら、非正規学生の多い

学部の担当者からは「一部の留学生は目的意識があまりなく、何のために留学

しているのか疑ってしまうこともある」との感想があった。学業以外では、

｢一口に留学生と言っても、国民性や価値観などいろいろ違って驚いた」と文

化や価値観の多様性をあげた担当者もいた。また「自己主張の強い留学生が多

い」と述べた職員も数名いた。

[３］留学生への対応で困ったこと、問題点
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最も多かった回答は言葉に関する問題であった。これには担当者の外国語の

能力と留学生の日本語能力のどちらも含まれるが、半数の担当者が「細かい部

分での意志疎通に不安を感じる」と答えている。また言語力以外にも日本語の

あいまいな表現がトラブルの元になるケースもいくつかあった。次に多かった

のは大学の規則や手続きに関する問題で、８名の担当者が「大学の規則や期限

を守らない」と、留学生側の理解不足や認識不足を指摘している。中には「い

くら説明しても自己主張してくる」「自己主張が通らないと、すぐに学部長や

学長に直訴すると言い出す」などの事例もいくつかあげられ、担当者の頭を悩

ませる問題となっている。また経済面での問題として、奨学金の募集や選考に

関するトラブルがあげられている。「成績によって決定されたといくら説明し

ても納得しない」ケースや、「成績以外にも国籍や学部のバランスを考慮して

選考するが、このような事情は留学生にあまり理解してもらえず、不平等と受

け取られる」ケースも報告された。これは奨学金の「平等性」について、大学

側と留学生のとらえ方の違いによって生じる問題と思われる。国際交流会館や

学寮の宿舎を担当する職員からは、「ごみや清掃、騒音など入居者としてのマ

ナーの問題」や「日本人学生とのトラブル」があげられた。また「入居者の選

考は規則に沿って行っているのに、不平等だと言われたり泣きつかれたりする｣、

｢入居期限は決められているのに、退去したくないと主張されることがある」

という回答もあった。さらに担当者の切実な問題として、「留学生特有の問題

は多岐にわたっており、日本人学生の業務より窓口対応やトラブル対応に時間

とエネルギーがかかる」と、留学生担当者の負担が大きい点が指摘された。そ

の一例として、家族への対応があるが、家族の病気、子供の出産や学校のこと

など指導教官ではケアできない問題が担当者へ持ち込まれるケースがいくつか
報告されている。

[４］留学生とのコミュニケーション・ギャップ

コミュニケーション・ギャップについては、８名の担当者が「宗教」をあげ

ている。特にイスラム教についてはあまり知識がなかったという担当者がほと

んどで、お祈りや食べ物に関する規律、ラマダン、そして信仰心の深さに驚い

たとの声が多かった。また沖縄では料理に豚肉を多用するので、パーティーや
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引率の際の食べ物の配慮に苦労したという回答もあった。次に多かったのは生

活習慣の違いで、特にゴミや清掃、騒音などに対する意識にとても違いを感じ、

生活面での指導がむずかしいとの意見があった。言葉やコミュニケーションの

問題については、意志疎通の難しさや日本語のあいまいさが指摘されている。

｢日本語がわかる留学生でもその意味の受け取り方は人それぞれ。誤解の原因

となりかねないので、日本人学生よりはっきり対応するよう心がけている」と

いう回答もあった。また価値観の違いについては、「時間の感覚」「自己主張が

強い」「約束や締め切りについての意識」などがある。中には、国費留学生は

宿舎の配慮や日常生活面のサポートを何でもやってもらえると考える人がいる

という「国費留学生の特権意識」の指摘もあった。また「家族」の価値観につ

いても、「家族が大切という考えもわかるが、家族の様々な問題に振り回され

て本来の研究に支障をきたしている留学生もおり、そこまでして家族を呼び寄

せる意義が理解しにくい」という意見もあった。

[５］留学生に理解してほしいと思う点

最も多かった意見は、「日本や大学の規則、システムをわかってほしい」で、

13名がこの点を指摘している。「できることとできないことを理解・判断して、

規則を無視した自己主張は控えてほしい｣、「自国のやり方を押しつけないでほ

しい」という声が多かった。これは前出の「問題点」でも意見が多く、担当者

が時間をかけて説明し理解してもらおうと試みても、留学生のほうも差し迫っ

た事情やその人なりの言い分があってなかなか納得してもらうことが難しいと

いうケースが多かった。その他には、「日本で生活する上での地域の一員とし

ての最低限のマナー（ゴミ問題など）を守ってほしい｣、「もっと積極的に日本

人と交流して、日本や沖縄の文化について学んでほしい」などがあった。

[６］留学生に対する見方、考え方の変化

留学生業務を通じて、担当者自身にとっても「外国が身近になり、お互いの

国や文化を尊重する気持ちや国際交流へのモティベーションが高まった」とい

う意見もある一方で、「以前は外国人と友達になりたいと思っていたが、仕事

で関わるようになってからは、仕事とプライベートを区別してあまり交流を持

たなくなった」という回答もあった。また「一口に留学生と言っても一人一人
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背景が違うことがわかった」という人や、逆に「外国人と言ってもみんな同じ

人間だし、心が通じ合えると実感した」という担当者もいた。留学生に対して

の受け取り方は人それぞれだが、大部分の担当職員が留学生受入れや国際交流

に何らかの意義を見いだしていることがわかった。以前は「国際交流は自分と

は無縁」と考えていた職員も、留学生業務を担当することによって少なくとも

大学の「国際交流」に対する認識が高まったようである。

[７］担当者として改善すべき点

このように多岐にわたる留学生受入れ業務をこなし、日々留学生への対応を

する中で、６名の担当者が改善すべき点として「英語など語学力の必要性」を

あげている。日常会話はどうにかできても、細かい説明や意志疎通を深めるた

めには文章力や会話力を向上させる必要があると答えている。次に「業務が忙

しくてゆとりがあまりないが、もっとていねいな対応をしたい」「手続きだけ

の対応ではなく、もっと交流し理解を深めたほうがいい」という回答が多かっ

た。知識については、「外国の文化や宗教、教育システムなどについて知識や

情報が不足」「自分自身が日本や沖縄についてもっと勉強すべき」とする意見

もあった。また留学生受入れ業務は通常の学務と異なる業務も多いことから、

｢留学生関連の制度や規則についての知識をもっとつけるべき」という回答も

多く、さらに「このような制度や規則についてしっかりと理解し、はっきりと

した説明や態度で留学生に対応することも重要」という意見もあった。受入れ

体制全般として、「外国語による手続きや情報提供などの体制をもっと整える

べき」との意見もあった。

[８］担当者にとって必要な知識、能力、資質

まず資質としては、「異文化への関心」「決断力」「価値判断を押しつけない

態度」「他人を尊重する心」「積極性」の回答が多かった。知識では「外国の文

化・社会」「異文化理解」「異文化コミュニケーション」などの文化的要素のも

のと、「出入国・在留資格」「外国の教育制度」「留学生政策」などの留学生関

連制度や法律の知識のニーズが高かった。能力に関しては、「英語能力」「中国

語能力」「情報収集・提供する能力」「判断力」「説得力」が多かった。

[９］担当者のための異文化理解教育や研修等の必要性
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［１]の「感想」でもわかるように、担当者は希望や関心の有無に関わらず留

学生関連業務に携叺そこで価値観のギャップや不安を感じながらいろいろな

背景を持つ留学生に日々対応している。回答者の中で文部省の「留学生担当者

研修会（あるいは以前の国際交流担当者研修会)」に参加したことのある担当

者は５名のみで、担当者の多くはそのような研修を受ける機会もないというの

が現状である。異文化理解教育については、大部分の担当者（17名）が「研修

は必要」と答えている。「いきなり担当になって初めて留学生と関わるように

なったので、とまどうことがとても多かった」「担当になった後、早い時期に

留学生関連制度等の実務的内容と共に異文化コミュニケーションに関する研修

があれば、仕事に役立つ」「異文化理解の研修は、留学生担当者だけではなく

全職員を対象に受講させ、国際交流への認識を高めることが大切」などの意見

があった。また協定大学への事務研修や視察等の海外研修の必要性を指摘した

担当者も４名おり、「海外研修を通じて日本の中と外の双方からの視点を持つ

ことが重要」との意見があった。「必要ない」と答えた担当者の中には、「２～

３年で人事異動する担当者を教育するより、留学生担当業務を専門職化して人

材育成すべき」と指摘する声もあった。

３．留学生アドバイジング

意識調査で得られた回答や意見を見ても、留学生担当者が業務内容に対して

も留学生への対応についても、不安を感じたり困難にぶつかることが多いこと

がわかる。留学生関連業務は、一般の学務とは違う制度やシステムが多く、幅

広い知識や専門性が求められることもある。また、日本人学生にとっては必要

とされないような生活面でのアドバイスや援助などを提供することも多い。窓

口対応にしても、日本人学生とはお互い当たり前に理解できることが、相手が

留学生になると意志疎通が難しかったりトラブルに発展する可能性もある。

留学生担当者としての業務や役割などを明確にすることは、留学生にとって

必要な支援とは何か、把握する手がかりとなる。また支援を提供するためには、

どのような知識や能力が必要とされるか、担当者としてどうあるべきか、とい

うことも視野に入れて、受入れ体制を考えなければいけない。
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3-1．留学生アドバイジングにおける活動

欧米の大学では「留学生アドパイジング」と呼ばれるこのような留学生支援

に関する業務は専門職として確立されているが、日本の大学ではまだ新しい分

野である。日本における留学生アドパイジングは、国立大学では留学生指導担

当教官や事務職員で分担、私立大学では主に事務職員が担当しており、日本で

はこれらの教職員を広く「留学生アドバイザー」と捉えることができる（白土，

1999)。白土（1999）は、日本の留学生アドバイジングのアプローチとして以

下の活動をあげ、その活動領域を図１にまとめている。

(1)問題解決的アプローチ

①留学生に対する相談活動（アドバイジングとカウンセリング）

②留学生交流や留学生問題についての研究と研修

(2)予防的アプローチ

①留学生への情報提供活動（オリエンテーション・キャンパスツアーなど）

②文化交流のコーディネーション（企画・連絡・調整など）

図１留学生アドバイジングの活動領域
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水野（1997）は、留学生アドバイザーの役割や活動の領域について既存の論

文を再検討し、留学生援助には留学生アドバイザーやカウンセラーなどの

｢専門的ヘルパー｣、指導教官や日本語教師、留学生担当者などの「役割的ヘル

パー｣、そして日本人学生、自国や他国の留学生、地域のボランティアなどの

｢ボランティアヘルパー」が連携して協力体制をつくることが重要としている。

また「留学生援助モデル」の中で、留学生の問題を日本人学生や大学の国際化

の課題と捉え、日本人学生や大学教職員の意識改革を含む受入れ側に対しての

異文化間教育の必要性を指摘している（図２参照)。

F１

淵奔：

の2戸JP腹（日

,〕』

特定の
ｆＷ･樅化

にＡＩす

る擬助

問題解決的援助

図２留学生の援助モデル

3-2．留学生担当者の資質・能力

留学生アドバイザー・留学生担当者として、留学生とのコミュニケーション

を円滑にすすめ、適切な援助を与えるためには、どのような資質や能力が必要

とされるのだろうか。

アルセン（1999）は、アメリカの大学の「留学生アドバイザー（Foreign

StudentAdviser・ＦＳＡ)」に必要な資質として、次の10項目を挙げている。
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（１）知性

幅広い知識を駆使して建設的かつ創造的に問題対処する能力。

（２）忍耐力

言葉が十分でなく制度や習慣にも慣れていない留学生の言うことに辛抱強く

耳を傾け、繰り返し丁寧に答える姿勢。

（３）価値判断を押しつけない態度

自分とは違うものに対して「こうあるべき」という観念からできるだけ離れ、

客観的・中立的な視点で人をありのまま受け止める姿勢。

（４）異文化への関心

個人的に異文化への関心を持つだけではなく、大学の学生、教職員、地域の

人々に対して文化的な違いをどのように受け止め、対処していくのか、オリエ

ンテーション等を通じて学ぶ機会を提供すること。

（５）他人を尊敬する心

他人を評価しようとする独断的な気持ちと常に戦い、相手を尊重し敬意を持っ

て接する姿勢。

（６）暖昧さを許容する力

異文化接触の場面で見られる「出来事の原因がわからない｣、「事態が把握で

きない｣、「期待した成果が得られない」など暖昧な状況をあせらずしっかり理

解し、またこのような状況を受け入れる能力。

（７）社交性

異なるものの見方に対しても価値判断を下すことなく敬意を表し、人の話を

上手に聞ける能力。

（８）自己認識

よりよい人間関係を築くためにも、自国の文化について理解し、その文化の

影響について認識する文化的なレベルと、自分自身の考え方、感情や行動など

の自己洞察を深める個人的レベルでの客観的な認識を持つこと。

（９）親切心

他人に対する好意的な感情、共感や配慮を持って留学生、あるいは留学生の

周囲の人々に必要な手助けをする心。
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（10）判断力

できるだけ情報を集め、それらを十分検討した上で決断を下し、実行するこ

と、またその結果が望ましくなくても受け入れる心構えを持つこと。

富田・渡邊（2000）は、留学生や研究者交流に携わる「国際教育交流担当者」

に必要とされる知識と能力について、国内の大学や団体等の担当者167名を対

象にアンケート調査を行った。その結果、学術関連で必要な知識として、１）

異文化理解とコミュニケーション（56%)、２）異文化適応（48%)、３）カウ

ンセリング（35%)、法律・制度関連の知識として、１）日本の出入国・在留

資格（64%)、２）留学生の権利・義務（44%)、３）諸外国の教育制度（42%)、

また政策・社会情勢関連の必要な知識として、１）日本政府の留学生政策（４６

%)、２）日本事情｛社会・文化・生活・習慣）（43%)、３）諸外国の文化、社

会、習慣、生活（40%)、が上位にあげられた。担当者に必要な能力としては、

ｌ）ワープロ操作能力（59%)、２）情報提供、アドバイスカ（54%)、３）情

報収集、処理能力（53%)、４）英語能力（49%)、５）カウンセリング能力

(45%）の順となっている。

前出の意識調査でも異文化やコミュニケーションについての知識、語学か

情報収集・提供する能力などが必要という声が多かった。このような知識、能

力、資質の中には、学習の機会を与えて知識を深めたりスキルを向上させるこ

とが可能なものもあり、また視野を広げることによって考え方や態度に変化が

あらわれることも期待できる。担当者の資質や能力の向上は、留学生受入れ体

制のソフト面を充実させる上でも、欠かせない要素であると言える。

４．異文化理解教育の重要性

4-1．留学生のための異文化理解への取り組み

留学生の異文化不適応の問題については、これまでも留学生のメンタル・ヘ

ルスやカルチャーショックについて、多くの研究や調査が行われてきた。岩男・

萩原（1988）は、留学生にとって日本社会へ適応する上で障害となっている原

因を調査したうえで、日本に長く滞在するほど「外国人に対する日本人の態度」

や「日本人の考え方」に感じる障害が顕著になると報告し、異文化環境で学ぶ
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留学生の適応の難しさを示唆している。

モイヤー（1987）は、留学生の適応上の心理ストレスとなる要因を分析した

結果、対人関係の暖昧な状況を示す「多様性」が最も多く、以下「拒否」「価

値観のずれ」と続いている。また実際の体験による不快感の分析では、アジア

系の留学生は日本人からの「拒否」による不快な経験が多く、欧米系の留学生

は外見に基づき「外人」として扱われる「先入観」によるストレスを多く体験

していることがわかった。

このような留学生の異文化適応上の問題などに対処するために、多くの大学

において異文化カウンセリングやアドバイジング等の指導相談が行われている。

また不適応問題を予防したり自分で対処できるコミュニケーションスキルをつ

けることを目的として、留学生を対象とした異文化理解教育やオリエンテーショ

ン等が実施されている。横田（1998b）は、いろいろな大学において実践され

ている留学生のための異文化理解教育を１）日本語教育、２）日本事情、３）

オリエンテーション、４）専門基礎教育の分野に分けて報告している。

しかしながら、留学生だけに異文化理解教育を行うだけでは十分とは言えな

い。最近の傾向として、留学生と日本人学生の合同授業で相互理解を深める試

みも増えつつある。さきほどの横田（1998b）の報告の中にも、留学生と日本

人学生を対象としたインターフェイスとしての授業の取り組みを紹介し、留学

生のための教育から留学生と共に日本人学生の異文化理解を深める「相互援助

的」な教育の重要性を指摘している。

4-2．受入れ側の異文化理解教育の必要性

留学生の受入れに際し、受入れ側の大学教職員はもちろんのこと、日本人学

生、あるいは学外で関わりのある地域住民など、多数の者がさまざまな形で留

学生と接触する。その内容や度合いはそれぞれ異なるが、いかなる場面でもそ

こには「異文化間のコミュニケーション」が発生する。なぜなら、われわれは

「コミュニケートしないことはできない」のである（Samover，Porter＆

Jam，1981:12)。

一口に「留学生」と言っても、国籍はもちろん、年齢、職業、宗教、留学の
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目的、経済状態、家族構成等さまざまである。そのような留学生個人の背景や

立場を考慮しなければ、時としてそこに誤解や摩擦が起きかねない.いくら留

学生の日本語力を高め、あるいは日本の文化や価値観に関する理解力を深めよ

うと試みても、コミュニケーションの相手となる日本人の意識が障害となって

コミュニケーションがうまくいかなくなることは、前述の岩男・萩原（1988）

やモイヤー（1987）の調査結果を見ても明らかである。受入れ側の意識改革、

異文化理解やコミュニケーション能力の向上は、留学生支援体制を充実させる

ためにも、また「大学の国際化」といった見地からも受入れ大学にとっての大

きな課題である。

東京大学留学生生活実態調査専門委員会（2001）の最終報告の中でも、大学

教職員による留学生対応の改善策として、全教職員に対する研修．啓蒙活動の

推進や、留学生担当教職員の研修参加による専門家養成などが提言されている。

田中（1997）は、教育関係者をはじめとする留学生の援助者には知識の詰め込

みではなく、異文化対処能力向上を含む臨床心理学的な知見と手法を取り入れ

た異文化適応教育が必要だと指摘している。またホスト側への教育には、自分

が受けるカルチャーショックを克服するだけでなく、留学生に対して積極的に

異文化適応を促す役割があるとしている。

4-3．受入れ側の異文化理解教育の取り組み

それでは、受入れ側の教職員や関係者に対する異文化理解教育として、どの

ような取り組みが行われているのだろうか。国内では、主に以下の留学生担当

者研修が実施されている。

①留学生担当者研修会

文部科学省.（財）日本国際教育協会（以下ＡＩＥＪとする）・’)国際教育交

流協議会（以下ＪＡＦＳＡとする）共催により年１回（３日間）実施される。

国公私立大学、高等専門学校、専修学校、留学生関係団体職員が参加する（自

由参加は認めていない)。

②２)AIEJ／ユネスコ青年交流信託基金プログラム

これはユネスコからの委託を受けてＡＩＥＪが平成１２年度より実施している事

－１３５－



業で、大学生交流、高校生プログラム、そして国際交流担当者プログラムに分

かれている。「国際交流担当者プログラム（受入れ・派遣)」は、日本の大学、

国際交流団体にて国際教育交流や留学生交流に携わる教職員や職員と、ユネス

コ加盟国を中心とした外国の大学の担当者との特定のテーマによる研究・研修

で、日本と相手国において交互に開催される。第１回は、東北大学、名古屋大

学、京都大学、九州大学、ＪＡＦＳＡの５大学・機関にて実施された。

③ＪＡＦＳＡ研修プログラム

ＪＡＦＳＡは、分野別・階層別研修としてProfessionalDevelopment

Program（PDP）を実施している。留学生受け入れに関するテーマとしては、

｢国際教育交流実務入門コース（受入れ編)」「留学生担当者のためのアドバイ

ジング・カウンセリング実務コース」などがあり、実務経験にあわせた研修を

提供し、専門家育成を目指している。

④名古屋異文化コミュニケーションセミナー

代表者近藤祐一氏（南山大学)、ＪＡＦＳＡ共催で開催している研修で、年１

回３～４日間の日程でテーマごとに実施されている。2000年に実施された研修

には、「異文化間カウンセリング」「外国人留学生アドバイジング」「異文化教

育としてのオリエンテーション」などのテーマがある。

このように文部科学省主体の研修、民間レベルでの研修が実施されているが、

このようなニーズを反映して大学レベルでの異文化理解教育の取り組みや専門

家によるセミナーなどが注目されつつある。

岡山大学留学生センター相談室では、日本人学生や市民で組織される「留学

生ボランティア」を対象に「異文化トレーニング合宿」を実施した。これは異

文化に直面したときに適切な判断を下す知識と技能を習得し、留学生やその家

族との生産的な人間関係を構築することを目的としており、日本人ボランティ

アと留学生を小グループに分けて一緒にプロジェクトに取り組み、その共同作

業を通じて相互理解を深めるものである。参加者からは自己認識、自己開示、

異文化への理解の面で成果があったと評価されている（庄司，1998)。

一橋大学留学生センター（2000）では、学内の留学生支援組織の学生や地域

ボランティアを対象に「留学生理解のための基礎講座」を開講している。1999

－１３６－



年に開講された講座は、留学生関係者のためのカウンセリング入門、シミュレー

ション、入国管理関連、留学生支援等をテーマとしている。

新しい試みとしては、井上（2001）の「異文化間臨床心理学セミナー」があ

る。これは、異文化接触によって生じる心理的現象について、臨床心理学の視

点から理解を深めることを目的として、留学生教育関係者を対象に実施した

研修である。井上の報告によると、このセミナーでは、独自に開発した

ＷＡＫＳＡＳモデル（図３）という「気づき」「知識」「行動技術」を基本にした

異文化理解のためのストラテジーを適用している。

セミナー参加者からは、異文化間臨床心理学の分野の知識や技法を得ること

ができた、気づきを高め自己開発的な効果があったと高く評価されている。

「Ｗ：導入warm-up」の「Ａ：気づきawareness」→「Ｋ：知識

knowledge」の「S：行動技術ｓkill」の「Ａ：気づきawareness」

今「S：行動技術ｓkill」

図３

白土（1999）は、日本人関係者の異文化間教育における「教育的アプローチ」

として、下記の（１）から（８）の活動をあげているが、九州大学留学生センター

では、このような活動の一環として、教職員向けの『留学生相談指導のための

ガイドブック』の発行やボランティアによるサポートネットワークへの指導な

ど、幅広い教育．啓蒙活動を実施している。さらに、1992年より日本人学生や

ボランティアを対象とした「九州大学留学生問題セミナー」を開催し、留学生

と受入れ側の関係者との相互理解を促進している（白土・高松，1997)。

（１）教職員向けの留学生問題援助のためのガイドブックの作成

（２）日本人学生を対象にした留学生事情や教育交流に関する授業

（３）日本人学生と留学生との交流を目的にした授業

（４）留学生交流ボランティアのためのセミナー

（５）ボランティア団体の会合への出席、活動への指導や助言

－１３７－



（６）留学生による地域での講演の斡旋

（７）留学生問題についての地域での講演や地方の新聞や雑誌への執筆

（８）留学生団体による自国の社会や文化についての課外セミナーの実施

このように、受入れ側のための異文化間理解教育は、留学生関係者にも必要

性が認識され始め、その取り組みはセミナーや講義などの形で展開しつつある。

５．今後の課題

日本における留学生受入れは、これまでどちらかというと留学生数増加を目

指した制度や経済的支援、設備の拡充等に重点が置かれ、受入れ大学の支援体

制の確立や人材育成にはあまり積極的な取り組みはなされていなかった。留学

生数の増加に伴い、留学生の学業や生活面での問題、日本文化への適応上の問

題などが表面化し、受入れ大学においても留学生へのカウンセリングや異文化

理解教育などに力を入れるようになった。しかし、留学生が異文化に適応する

ためには、一方だけの教育では十分な効果は期待できない。日々留学生と接す

る受入れ大学の教職員も自国の文化について再認識し、留学生の背景にある文

化や価値観等に対する知識を持ち、それらを尊重することが、留学生にとって

の適切な学習環境、生活環境をつくるためにも重要となる。受入れ側の「意識

の国際化」なしには「国際交流」の発展は困難であろうと思われる。

日本においては、受入れ側関係者のための異文化間教育は、まだ新しい分野

である。受入れ大学もその重要性を認識し、異文化理解力や異文化コミュニケー

ション能力の向上のために、異文化理解教育や研修等に積極的に取り組まなけ

ればならない。前項で紹介したとおり、日本国内で実施されている留学生担当

の教職員や関係者のための研修はまだ数少ないが、大学としては教職員の研修

への積極的な参加を奨励すると同時に、研修や人材育成を促進する環境づくり

として、予算や研修規程など組織的な支援体制を整備することが課題となって

くる。さらに留学生担当の教職員だけではなく、教職員全体、チューターを含

む日本人学生、地域のボランティアなどを対象とした幅広い異文化理解教育も

視野に入れなければならない。そのためには、学外での研修への教職員派遣だ

けではなく、大学独自でオリエンテーションや研修を展開すると同時に、この
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ような研修を実践できるスキルを持った専門家の育成が望まれる。

受入れ大学教職員や関係者の異文化理解教育は、留学生のための支援体制の

質的向上だけではなく、真の「大学の国際化」の実現のためにも、真剣に取り

組まなければならない課題と言えるのではないだろうか。

【注】

１）ＪＡＦＳＡとは、1968年に創立された国際教育交流協議会という非営利・非

政府団体で、主に日本の大学や日本語教育施設等の国際教育交流分野に携

わる教職員、国際教育交流団体職員、民間の国際交流ボランティア等によっ

て組織される調査・研究・研修・情報交換等のためのネットワーク。

２）『留学交流』2001．ｌｖｏＬ１３ｎｏ、１，ぎようせいロ「第１回AIEJ／ユネ

スコ青年交流信託基金プログラムの実施について」pp30-31参照
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Summary

The Necessity· and Significance of
Intercultural Education for University Staff

Administering International Students

KINJO, Kaori

Abstract
In order to provide better services for international students,

Japanese universities have put great emphasis on developing various

educational programs, providing financial support, housing assistance,

and so on. Unlike American universities, however, the area of foreign

student advising has not been regarded as a specialized field. Thus,

the support systems that have been developed and subsequently

implemented to perform its role are somewhat less efficient than

American counterpart.

This paper focuses on how administrative staff responsible for

advising and dealing with international students view their jobs.

Through interviews conducted with these staff members, this paper

endeavors to expose and clarify the difficulties that are involved in

dealing with international students. An emphasis is placed upon the

knowledge, skills, and qualifications that are necessary for the jobs.

The main aims of this paper are: 1) to examine the roles this

support system plays for international students, 2) to emphasize both

the necessity and the growing importance for intercultural education

among university staff, and 3) to discuss the possibilities of
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intercultural education for hosts, including university stafL' Japanese

students, and local communities, such as seminars and activities.
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