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言語文化研究紀要SCRIESIMUSNq6Ⅲ１９９７

外国人留学生のストレスの要因に関する実証的研究
一日本語力とストレス度の関係を中心に－

金城尚美

１．研究の背景

日本国内での外国人留学生数の増加とともに、琉球大学においても1986年に

わずか36名であった外国人留学生（以下、留学生）が1997年11月１日現在で

212人に達している（琉球大学庶務部国際交流課，1996）。1995年の同時期の

222人という数から言えば、わずかに減少傾向にあるが、県内７大学中では最
も多くの留学生を受け入れている。

このような状況を反映して、留学生の学習環境や生活適応状況に関して様々

な問題も表面化してきている。沖縄地域留学生交流推進協議会の「外国人留学

生生活実態調査」（1989年）によると何らかの悩みや不安を持っている学生は

70.3％にも上ることが明らかになっている。また本大学の留学生杷当カウンセ

ラーによると、1990年12月から1993年10月までの３年近くの期間に、何らかの

理由で留学生がカウンセラーに接触した件数は3261件にのぼっていると報告さ

れている（Randall,ｅｔ.a1.,1994）。その中で40.8％は日常生活や学業に何ら

かの支障をきたすほど深刻な問題についての相談で、特別なカウンセリングや

心理療法が必要であったということである．』･

留学生を受け入れている他大学でも、異文化の環境におかれた留学生の特に

心理的な側面の問題が予想以上に多く、日本での生活・学習環境への適応の難

しさが指摘されている。例えば東京外国語大学留学生日本語教育センター生活

指導部の相談室の利用状況を見ると、1992年４月から1993年１月までの10カ月

間の、のべ相談件数は1064件にも上っていることが報告されている（井上・鈴

木，1994）･相談内容は、学校・寮生活についての相談（181件）を始め、進

学・成績・勉学援助（135件）、生活情報・生活援助（108件）、ストレス・ホー

ムシック（97件）、コミュニティ・交流（95件）、異文化体験（64件）、友人

関係（57件）、日本人との人間関係（30件）等、多岐にわたっている。
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このような状況を背景として留学生が日本での生活環境にできる限り早く慣

れ親しみ、心理的・社会的・文化的に適応し、留学の目的が達成できるような

援助をするためにまず適応状況の実態や学習環境の実情を掌握し、留学生がス

トレスとして感じている特定状況を具体的に捉えることが必要であると考えら

れる。

そこで、本大学で学ぶ留学生の特有なストレスの要因を明らかにするために

｢学習・研究活動および日常生活に関する留学生適応基本調査」を実施した。

この調査は本学の外国人留学生を対象として、文化葛藤および精神衛生学的問

題に関する分析と、その予防と治療対策、効果的援助方法について検討するこ

とを目的として行った。さらにその結果からの知見を基にして学内教育環境の

改善、生活全般のサポートネットワークの整備、カウンセリングサービスの充

実、様々な支援プログラムの開発を検討することを目的として進めた調査研究

である。

２．調査の概要

留学生がストレスと感じている要因を明らかにするために、質問紙によるア

ンケート調査を実施した。アンケートでは留学生のストレスの感じ方の度合い

の時間的な変化をみるため、現時点での状況のみならず、来日直後から一週間

後、１カ月後、３カ月後、半年後、一年後、現在の六つの時点について回答し

てもらった。

（１）方法含アンケート調査（留学生を特定の場所に集めた一斉調査。都合

により参加できなかった学生は郵送で行った。）

（２）被験者：琉球大学の留学生193人（有効回答数は134件）

（３）調査実施時期：1994年２月

（４）調査項目：①コミュニケーションについて

②日常生活について

③学校生活について

④対人関係について

⑤個人的問題について
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⑥健康について（ＧＨＱ＝GeneralHealthQuestionaires）

⑦日本留学の目的について

⑧デモグラフィック・データ

質問紙は日本語（振り仮名付き）と英語で併記し、医学的あるいは宗教的な

専門用語等、日本語でも英語でもわかりにくいと判断された言葉は、留学生の

出身地域の母語で多数を占める中国語とスペイン語の単語も併記した。

３．分析課題・仮説・分析方法

留学生が自国を離れた環境に置かれて感じるストレスには様々な要因がある

と考えられるが、日本で生活していく上で日本語が使用できるかどうかは非常

に重要な問題であることは想像に難くない。母国語と違う外国語を使っての学

習・研究活動や他者との意思の疎通の問題は、ストレスの大きな要因の一つで

あり、コミュニケーションがスムーズにいかない場合に生じるストレスは、か

なり大きいと予想される。そのため本稿では、留学生の「ことばの問題」とい

う側面からストレスの状況を探ることを目的として、コミュニケーション手段

である日本語の能力（語学力）がどれくらい留学生の心理的なストレスの要因

になっているかを中心に検討した。

従って本稿は、アンケート調査項目の一つであるコミュニケーションに関す

るデータの分析および考察を行った。コミュニケーションに関する質問には、

①来日前の日本語学習歴、②来日してから琉球大学に入学するまでの日本語学

習歴、③留学目的、④言葉の不自由さによるストレスの度合い（入学後の六つ

の時期別）についての四項目が柱となっている。

調査を実施するにあたっては、以下のような仮説をたてた。

仮説１：琉球大学に所属する以前に日本語の学習経験の無い留学生は、学習

経験の有る留学生よりストレス度が高い。

仮説２：日本語学習経験者で、上のレベルを学習した留学生ほどストレス度

は低い。

仮説３：自己の日本語力が低いと考えている者ほど、ストレス度が高い。

仮説４：男女によって、ストレス度に違いがある。
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仮説５：出身地域により、ストレス度に違いがある。

仮説６：研究活動において、日本語力が低いという点で問題があると認識し

ている留学生のストレス度は、日本語力に問題がないと答えた学生

より高い。

なお、ここでいうストレス度とは、留学生に五段階で自己評定してもらった

ストレスの度合いを指している。このストレス度の五段階の尺度は、低い順に、

１＝ほとんどなし、２＝少しあった、３＝あった、４＝かなりあった、５＝非

常にあった、である。

上記のような仮説を検証するため、調査結果で得られたストレス度の数値デー

タに基づき、各変数間で統計処理を行った。

４．調査結果

アンケート調査を実施した結果、193名の留学生のデータが集まった。その

中で有効であると認められた134名の学生のデータを分析の対象とした。また

項目によって回答が得られなかったケースに関しては、結果や分析の対象から

はずした。従って、データ数は必ずしも学生数と一致しない部分もある。

4-1来日前の学習歴

日本へ来る前に、日本語を学習したかどうかについて質問したところ、６０％

の留学生が学習経験があると答えている（図１）。また、学習経験がある留学

生では、初級段階の学習と答えた者が59％と半数以上を占めている（図２）。

ただし初級といっても幅広く、あいさつや数字の表現、ひらがなの書き方程度

の入門的なレベルから、中級に近い初級後半レベルも含まれている。日本の大

学で勉学や研究活動で十分通用するような日本語力としては、一般的には、中

級以上のレベルが必要とされる露2．
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４０％

無し 60％

有り

図１来日前の学習歴 図２学習したレベル

話す

霞とてもよくできる

国よくできる

園平均的

鍵まあまあできる

図あまりできない

聞く

読む

書く

0％２０％４０％６０％８０％100％

図３来日前の日本語能力の自己評価

また、来日前の日本語力を話す、聞く、読む、書くの各四技能別に自己評定

(あまりできない、まあまあできる、平均的、よくできる、とてもよくできる、

の五段階評定）してもらった結果（図３）、「よくできる」、または「とても

よくできる」と自信を持って答えた留学生はわずかで、「平均的」あるいは

｢まあまあできる」と答えた留学生が多かった。
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4-2琉球大学入学前の学習歴

来日してから琉球大学に入るまでの日本語学習歴を前記の質問項目と同様に

調査した。これは留学生の中には、来日後、日本語学校などで日本語を学んで

から琉球大学で学ぶ留学生もいるためである。

その結果、入学前に日本語学習経験のある留学生は全体の42％で（図４）、

学習したレベルも初級段階までという学生が半数以上を占めていることがわかっ

た（図５）。さらに、自己の日本語力に関して「よくできる」もしくは「とて

もよくできる」と評価した留学生はわずかであり、「平均的」あるいは「まあ

まあできる」と回答した者が多い。これは、来日前の学習経験に関する調査結

果とほぼ似通った傾向となっている。従って留学生は日本で生活するのに困ら

ない程度の日本語は身につけていると考えていることがうかがえる。

有り

42％

無し

５８％

図４入学前の日本語学習歴の有無
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図５入学前の日本鱈学習のレベル
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図６琉大で学習する前の日本語力の自己評価
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4-3琉球大学への留学目的

本学で学ぶ留学生の中で日本語科目を受講している学生は、大学院生や研究

生、学部生よりも学部や大学院等に進学準備をするために科目等履修生として

学ぶ学生が多いという特徴がある（図７）。

等履修生１８％

学部学生

研究生２１

院生４３％

図７琉大の留学生の身分別内訳

(琉球大学庶務部国際交流課，1996）

３番目の質問項目では留学の目的として、日本語学習であるかどうかをたず

ね（図８）、さらに日本語学習が目的であると答えた学生に対して、なぜ日本

語を学ぶ必要性があるかを質問した（図９）。その結果、日本語学習が目的で

あると回答した学生が48％と約半数であった。また日本語を学習する目的とし

ては、進学準備であると答えた学生が半数以上であった。

その他

５２％
日本語学習

４８％

図８日本語学習が主目的である学生の割合
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進学準備

仕事・生活

その他

０ 10 2０ 40(人）3０

図９日本語学習の目的

4-4留学のために必要な日本語力

「日本へ留学するために、どの程度の日本語力が必要だったと思うか」を、

話す、聞く、読む、書くの各四技能のレベル別（初級、中級、上級）に答えて

もらった結果が図10である。どの技能に関しても中級レベルの日本語力が必要

だと答えている留学坐が多い｡また日本語は必要ない(特に書く力)と答えて
いる学生もいるが、これは琉球大学には、英語で授業を受講したり、研究活動

を行う大学院レベル（理学部）の国費留学生の特別コースがあるためではない

かと考えられる。
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lllIll作文力

鰯上級

ｚ中級

Ⅱ初級

鰯必要ない

■わからない

｜||||’読解力

聴解力

会話力

0１０２０３０

図１０留学に必要だと思う日本語能力

4０

4-5日本語が原因となるストレス度

琉球大学での留学生活の中で、言葉（日本語）に関わる問題でストレスや不

安を感じたことがあるかどうかについて、「あった」と答えた学生に対してス

トレスの度合（ほとんどなし、少しあった、あった、かなりあった、非常にあっ

たの５段階評定）を期間ごとに（－週間後、１カ月後、３カ月後、６カ月後、

１年後、現在）答えてもらった。

日本語がストレスの要因となったという留学生は55％で半数以上おり（図11)、

その留学生が感じたストレスの度合も、１週間、１カ月、３カ月と、時間が経

過するにつれ、低くなっていっている様子がはっきり現れている（図12）。こ

れは予想通り、言語の習得が進むにつれコミュニケーション手段である言葉の

操作の困難度が低くなってくるからだと言える。
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図１１自分の日本語能力がストレスになっていると

感じている学生の割合

1週間後

１カ月後

３カ月後

６カ月後

１年後

現在

鰯非常にあった

□かなりあった

ｚあった

鰯少しあった

国ほとんど無し

図１２日本語が原因となったストレス度の時期別変化
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５．調査結果の分析

5-1日本語の習得度とストレス

琉球大学に入る以前に日本語の学習経験の有る留学生と無い留学生の間でス

トレス度に差があるかどうか有意性の検定を行った結果、有意差は出なかった。

従って学習経験の有無は、ストレスとは関係がないと言える。よって仮説１は

支持されなかった。この結果を別の視点から捉えると、日本語が既習であるか

どうかに関係なく留学生はストレスを感じていると言えるのではないだろうか。

また、日本語既習者で習得のレベルの異なりによりストレス度に違いがある

かどうかを調べるために有意性の検定を行ったが、既習レベルの上下によるス

トレス度の差は認められなかった。従って仮説２も支持されなかった。これも

仮説１の結果と相まっており、学習経験の有無や日本語の習熟度によってスト

レスの度合に差はないと言える。

5-2日本語力の個人評価とストレス

留学生自身の日本語力の自己評価とストレスの相関関係を調べた。まず留学

生に自分の日本語力を話す、聞く、読む、書く、の四技能別に自己評定（五段

階評定）してもらった。その時期としては来日以前と、来日してから日本語学

校などでの学習経験のある者の場合には、本学での学業開始前までの日本語力

の評定（五段階尺度）をしてもらった。その自己評価と本学での学業生活開始

後の時期別のストレス度に関する基礎データ（表１）を基に分析を試みた。表

中の四技能別についているＡ・Ｂの記号は、Ａが来日前、Ｂが来日後から本学
の入学前までの日本語力の自己評定である。

日本語力の四技能の自己評定と時期別のストレス度の間に相関があるかど

うかを分析した結果、来日前に学習歴のある留学生の「話す」能力の評定とス

トレス度の間に負の相関が認められた（表２）。さらにこの相関関係が有意か

どうかを検定したところ、１カ月後のストレス度以外に有意な差が認められた。

従って仮説３はほぼ支持され、自分の話す能力を低く評価している学生ほど、
ストレスの度合いが高い傾向があると言える。
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表１時期別のストレス度と四技能評定に関する基礎データ

表２時期別のストレス度と話す（Ａ）能力評定の相関関係

－２６９

－３１－

変数 Ｎ 平均 標準偏差

１週間後 106 3.4717 1.5132

１カ月後 103 3.3398 1.3398

３カ月後 101 3.0297 1.1871

６カ月後 8８ 2.6705 1.1216

１年後 7９ 2.3291 1.0827

現在 9５ 2.2526 1.1296

話す（Ａ） 6６ 2.4545 1.0404

話す（Ｂ） 6０ 2.2333 0.8102

聞く（Ａ） 6６ 2.6515 1.2088

聞く（Ｂ） 6１ 2.4590 0.9233

読む（Ａ） 6５ 2.4615 1.0319

読む（Ｂ） 5９ 2.2881 1.0348

書く（Ａ） 6５ 2.2154 0.9762

書く（Ｂ） 5９ 2.1356 0.9183

1週間 １カ月 ３カ月 ６カ月 1年 現在

相関係数 ￣

□ 2690 -

0 2594 ■■

● 3191 ￣

己 4257 ■■

● 4828 ■■

● 3351

Ｆ分布
､０４３＊

Ｐ〈､0５
､054

､020＊

Ｐ〈､0５

､002＊

Ｐ〈､0５

､００１＊

Ｐ〈.0５

､０１４８＊

Ｐ〈､0５



5-3性別・地域別とストレス度の関係

性の違いによってストレス度に差があるかどうかを調べるため男女間でスト

レス度の時期別に分散分析を行ったが、有意な差は認められなかった。従って

仮説の４は支持されなかった。

次に出身地域によってストレス度に相違があるかどうかについて検討した。

留学生の出身地域は使用言語等により、①アジア地域、②中国語使用地域、③

中南米地域、④欧米地域、⑤アフリカ地域の五つのグループに分類した。特に

中国語使用地域の留学生は全体に占める割合が大きいため、一つのグループと

した。また表３に示すように欧米地域とアフリカ地域の学生の有効アンケート

データ数が少なく、コミュニケーションのアンケート項目における有効データ

数はさらに少なくなるため、データとして不適切であると判断し、この二地域

出身留学生のデータを除外して分析を行った。つまり、アジア系、中国系、中

南米系の留学生のデータを比較分析した。

出身地域別．時期別のストレス度の基礎データは、表４から表９に示した通

りである。

表３出身地域別留学生有効データ数

１２６ (人）

－３２－

出身地域 学生数

１ 中国系 ４８

２ アジア系 ４０

３ 中南米系 1８

４ 欧米系 １４

５ アフリカ系 ６

合計 １２６



表４１週間後のストレス度

１１７９ ０２４６０

３６４４ ０２８４５

１４０８１ ０１８１８

表５１カ月後のストレス度

２１２６

１２７７４ ０３４１４

０１７０６

表６３カ月後のストレス度

２３１９

１２８６９ ０２６８３

１１２１ ２９９８

０１６２０

－３３－

Ｎ 平均 標準偏差 標準誤差 95％信頼区間

アジア系 2３ 4.1304 1.1795 0.2460 3.6204 4.6405

中国系 2３ 3.9565 1.3644 0.2845 3.3665 4.5465

中南米系 1４ 2.5000 1.2247 0.3273 1.7929 3.2071

全体 6０ 3.6883 1.4081 0.1818 3.3196 4.0471

Ｎ 平均 標準偏差 標準誤差 95％信頼区間

アジア系 2３ 3.6957 1.0196 0.2126 3.2548 4.1365

中国系 2３ 3.8261 1.4350 0.2992 3.2055 4.4466

中南米系 1４ 2.6429 1.2774 0.3414 1.9053 3.3804

全体 6０ 3.5 Ｌ３２１３ 0.1706 3.1587 3.8413

Ｎ 平均 標準偏差 標準誤差 95％信頼区間

アジア系 2３ 3.3478 1.1123 0.2319 2.8668 3.8288

中国系 2３ 3.2609 1.2869 0.2683 2.7044 3.8174

中南米系 1４ 2.2143 1.1217 0.2998 1.5666 2.8619

全体 6０ 3．０５ 1.2545 0.1620 2.7259 3.3741



表７６カ月後のストレス度

１０８ ０２２５９

02658

１１２１ ０１４４８

表８１年後のストレス度

表９調査時のストレス度

０１４０８

－３４－

Ｎ 平均 標準偏差 標準誤差 95％信頼区間

アジア系 2３ 2.9130 1.0835 0.2259 2.4445 3.3816

中国系 2３ 2.5217 1.2011 0.2505 2.0023 3.0411

中南米系 1４ 2.2857 0.9945 0.2658 1.7115 2.8599

全体 6０ 2.6167 1.1213 0.1448 2.3270 2.9063

Ｎ 平均 標準偏差 標準誤差 95％信頼区間

アジア系 2３ 2.5217 0.9472 0.1975 2.1121 2.9313

中国系 2３ 2.2174 1.2777 0.2664 1.6649 2.7699

中南米系 1４ 2.0714 0.9972 0.2665 1.4956 2.6472

全体 6０ 2.3000 1.0939 01412 2.0174 2.5826

Ｎ 平均 標準偏差 標準誤差 95％信頼区間

アジア系 2３ 2.1739 0.8869 0.1849 1.7904 2.5574

中国系 2３ 2.0000 Ｌ2060 0.2515 1.4785 2.5215

中南米系 1４ 2.2143 1.2514 0.3344 1.4918 2.9368

全体 6０ 2.1167 1.0907 0.1408 1.8349 2.3984



この３つの地域のストレス度の平均値を見てみると、１週間後、１カ月後、

３カ月後の時期で、中南米系が中国系、アジア系よりも低い傾向がある。この

日本語のストレスの度合いの平均の差に有意性があるかどうかを調べるため分

散分析を行った。その結果、被験者間比較で表10の通り有意な差が認められた。

従って仮説の５は支持され、出身地域によってストレスを感じる度合いに差が

あると言える。特に中南米地域の留学生のストレス度が中国系、アジア系より

も有意に低いという結果が出た。

表１０出身地域別によるストレス度の相違

次に、本学での学業開始から現在までの間の時間的な経過では、どの段階で

地域別のストレス度に相違があるかを吟味するため、学業開始後から１週間、

１カ月、３カ月、６カ月、１年、現在の各時期のストレス度との分散分析を行っ

た。その結果、表11から表16に示したように、入学後１週間後と１カ月後にグ

ループ間で有意差が認められた。このことから、中南米地域出身の留学生はア

ジア系と中国系の学生より、本学での学業開始直後のストレス度は有意に低い

と言える。

表１１１週間後のストレス度の分析

－３５－

平方和 自由度 平均平方和 F比

地域別

誤差

全体

279.79

35.83

315.62

5７

２

5９

4．９１

17.91

３．６５＊

Ｐ〈､0５

平方和 自由度 平均平方和 F比

地域別 25.9181 ２ 12.9591
8.1114＊

Ｐ〈､0５



表１２１カ月後のストレス度の分析

表１３３カ月後のストレス度の分析

＝■■
■■■■

表１４６カ月後のストレス度の分析

Ｆ比

表１５１年後のストレス度の分析

＝■■Ｕ
-■■、

表１６現在のストレス度の分析

＝■■
■■■■

－３６－

平方和 自由度 平均平方和 F比

地域別 13.6118 ２ 6.8059
4.3399＊

Ｐ〈､0５

平方和 自由度 平均平方和 F比

地域別 12.8407 ２ 6.4203
4.5740＊

Ｐ〈､0５

平方和 自由度 平均平方和 Ｆ比

地域別 3.7610 ２ 1.8805
1.5221

(NS）

平方fロ 自由度 平均平方和 Ｆ比

地域別 2.0193 ２ 1.0096
0.8391

(NS）

平方和 自由度 平均平方和 F比

地域別 0.5218 ２ 0.2609
0.2135

(ＮＳ）



5-4専門の学業・研究上のストレス度

専門の学業・研究を進めていく上で、日本語力が問題になってストレスを感

じていると回答した留学生は、特にストレス度が高いかどうかを吟味するため

分散分析を行ったが、有意な差は認められなかった。従って仮説の６は支持さ

れなかった。

６．考察

本調査の結果の分析により、以下のことが明らかになった。

（１）日本語の学習経験の無い留学生と学習経験の有る留学生ではストレス度

に違いはない。

（２）日本語学習経験者でより高いレベルの日本語を学習した留学生が特にス

トレス度が低いわけではない。

（３）日本語の語学力が低いと自己評定している留学生ほどストレス度が高い。

（４）性別によってストレス度に違いはない。

（５）出身地域によって、ストレスの感じ方に違いがある。

（６）学習・研究活動で、日本語力が低いという点で問題があると認識してい

る留学生と、日本語力に問題はないと答えた留学生のストレス度には違い

はない。

予想に反して日本語の学習経験があるからといって、必ずしもストレス度が

低いとは限らず、また日本語力があると感じている学生のストレス度も低いと

は言えないことが明らかになった。これは日本語をある程度身についていたと

しても、新しい環境、それも文化差の大きな外国に身を置くという状況下では

誰しもストレスを感じるものであることを示していると言える。これはモイヤー

(1987）が東京周辺の大学の留学生に行った心理ストレスに関する調査結果と

も一致している。モイヤーの行った調査によると、アジアの留学生は実際の日

本語能力が高いにもかかわらず、強いストレスを感じている傾向が認められた

ということである。留学生の言葉に起因するストレスは、日本語の習得状況ば

かりでなく、外国での生活経験の有無や、内向的か外交的かといった性格など

の個人内の要因なども大きく係わっていると考えられる。この点については今

－３７－



後研究を深める必要がある。

一方、日本語の四技能別の語学力の自己評定値とストレス度には関係がある

ことがわかった。特に「話す能力」があまり高くないと自己評価している留学

生のストレスは、本学での学業開始時期から調査時点までのほとんどの時期で

ストレス度が高いことがわかった。この結果は、自己評価の低い者が直接的な

日本人との対人関係において自信のない、不安な気持ちを抱いていることの表

われであると捉えることができるのではないだろうか。ここでいう日本語能力

はあくまでも自己評価であり、実力を反映したものではない。自己を過小評価

している可能性もある。言い換えると、自己を過小評価する者ほど、ストレス

が高いということも考えられるのではないだろうか。このように対人関係を形

成するためにたいへん重要な言語活動である「話す」というコミュニケーショ

ン能力が充分であるかどうかの自己評価は、ストレスに与える影響が大きいよ

うである。ということはつまり、留学生に日本語を使用する場面での心理的な

自信を与えるような指導を考えねばならないということである。

以上のことから、やはり日本語教育を進める上では、まず「話す」技能を伸

ばすよう留意することが重要であることが改めて認識できた。留学生が様々な

生活・学習場面において日本語によるコミュニケーションが円滑に行えるよう、

配慮すべきである。本研究結果から、伝達能力を養成する日本語教育を進める

ことが留学生のストレスの軽減につながる重要な点であることが数値の上から

も証明された。今後、言語の使用面という視点からより充実した日本語教育の

方法を模索していくことが課題である。

さらにストレス度に性差はないことが判明したが、地域によって差があると

いう結果が出た。データはアジア系、中国語系、中南米系と限られたが、留学

生の出身地域が日本語によるストレス度と係わりがあることが明らかになった。

特に中南米地域出身の留学生が１週間後、１カ月後、３カ月後のストレス度に

ついて、他地域と比較して有意に低いということがわかった。その理由の一つ

として、中南米地域の留学生は沖縄県からの移民子弟が多いということが考え

られる。彼らにとって沖縄は異国の地であるとはいえ、他の地域からの留学生

よりも親近感があり、また日本語という言語や日本の文化・習慣にもいくらか
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親しんできた留学生が多いからではないかということが考えられる。さらに来

日経験のある者や親戚がこちらにいる留学生などは、他の地域からの留学生よ

りも心理的な負担はいくらか軽いと予想される。

本稿では触れられなかったが、「学校生活」についてのアンケート調査結果

によると、留学生の学習上の不満の中で最も多かったのが「自分の日本語力が

足りないこと」（55％）であった（大城他，1995）。また日本語力が足りない

点が不満であるとした留学生は大学院生が主であった。このように大学院生は

研究を進める上で自分の日本語力の不足を認識してはいるが、学業が忙しく、

日本語のクラスを受講する時間的な余裕がないのが現状である。このような事

情で、勉強したいが時間がないというジレンマに陥っているのではないかと推

察される。しかしながら、留学生の身分と言語要因のストレスには相関関係は

ない（大城他，1995）。これは学習・研究活動を進める上で日本語力が足りな

いという点で問題があると認識している留学生と、日本語力に問題はないと答

えた留学生の間では、ストレス度には有意な差はないという本稿の分析結果を

反映している。しかし、実際には特に大学院レベルの留学生で、日本語力の不

足を感じている留学生が多いということは、これからチューターの活用も含め

た大学院生レベルの留学生に対する日本語教育の在り方なども検討していく必

要があると思われる。

ストレスには身体的な健康状態を始め様々な心理的な要因が複雑に交錯して

おり、ある－面だけを取り上げて論ずることはできない。本研究も、他の調査

項目との関連性と合わせて分析を深めていくことが課題である。それによりさ

らに新たな視点を得、研究を発展させ、教育実践の場で生かしていければと思

う。

留学生は言葉の問題のみならず、文化、習慣、対人関係、など数多くの問題

に直面し、困難にぶつかりながら自分の目的を達成するよう努力している。こ

のような留学生のストレスをできる限り軽減し、生活を安定させ、実り多い留

学生生活を送ってもらうためにはどのように彼らをサポートしていけばよい

のか、今後さらに考えなければならない課題である。
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７．終わりに

本研究は、学内の異なる学部、機関に所属する研究者の協力で行われた。こ

のように専門分野を異にする研究者が集まって－つのテーマについての研究を

取り組むことができた意義は大変大きいと思われる。言うまでもなく、異分野

の研究者同士刺激しあい、それぞれの専門分野の立場からばかりでなく、様々

な視点から学際的に研究課題を進めていくことは、相互の研究を発展させるた

めにも重要であろう。今後このような試みが増えることを期待したい。

*本研究は、平成５年度および６年度教育研究学内特別経費による「外国人留

学生の学習教育環境の整備ならびに異文化適応への効果的援助システムの研

究」（研究代表者：名嘉幸一、医学部教授）の一部である。その他の研究分

担者は、次の方々である。

MaxineRandall、小椋力、仲本晴男、山本和儀（医学部）、松岡洋一、川

平博一（法文学部）、瀬名波榮喜（現名桜大学国際学部）、大城宜武（沖縄

キリスト教短期大学）。

【注】

廟1本学の外国人留学生に対するカウンセリングは、MaxineRandall先生が

担当している。カウンセリングは国際交流会館と琉球大学附属病院（異文

化カウンセリング・クリニック）で週に２回ずつ行われている。使用言語

は英語か日本語である。

･２日本の国立大学の学部に入学するための日本語力として、一般的に日本語

能力試験（１級から４級）の１級に合格していることが要件とされている。

ただし、研究生や大学院生に関してはその限りではない。
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Summary

An Investigation of Factors Contributing to Psychological Stress

Among the Foreign Students: A relationship between their

language ability and stress

Naomi Kinjo

The number of foreign students studying in the University of the

Ryukyus has increased year by year. Accordingly, their intercultural

mental helth problems have increased. This paper mainly concerns the

mental health status of the foreign students, that is submitted as a part

of a broader research project pertaining to the mental health of the for

eign students of the university.

Subjects were 134 foreign students. Data were collected in February,

1994 by comprehensive self-reporting / self-rating questionaires adminis

tered at a foreign students group meeting. The main objective of this

study was to investigate and analize stress levels, which foreign students

had experienced through their language problems or difficulties at differ

ent time periods of their study experience in this university.

This study shows that the stress level of Latin American students is

significantlly low during the first three months. And the level of stress

of students whose Japanese speaking skill estimate low is significantlly

higher than other group. The result indicates importance of Japanese

education for the foreign students to whom communicative ability is to

be mainly promoted.
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