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報告 琉球大学留学生センター紀要

第1号,2014

2013年慶照大学・琉球大学サマープログラムの実施について

真島知秀

1.はじめに

本稿は2013年に実施された韓国の慶照（キョンヒ）大学と琉球大学間のサマープログ

ラムについて報告するものである。

琉球大学留学生センターでは、2012年に初めて慶照大学からの日本語サマープログラ

ム研修生を受け入れた。受け入れ2回目となる今年は、前回好評だったプログラム内容に

加え日本人学生との交流を盛り込んだ。今回筆者はコーディネーターとしてプログラムの

企画・運営に携わった。本稿は今後同様のプログラム実施の際の参考資料にすることを

目的に報告するものである。

2慶照大学について

慶照（キョンヒ）大学（韓国での名称は慶照大学校、英称はKyungheeUniversity)は、

1949年に創立した私立の総合大学で、ソウル市のソウルキャンパス以外にも、水原（スウオ

ン)、光陵（カンヌン）の3カ所にキャンパスを構えている。19の大学と75の学部・学科

で構成されており現在3万8千人余りの学生が在籍している。教職員および学生の国際

交流も盛んで、300近くの海外姉妹校との充実した研修制度により、グローバルな人材育

成に積極的に取り組んでいる。また韓国語を学ぶための機関である国際教育院も人気が

あり、毎年世界各国から多くの韓国語学習者が集まる国際色豊かな大学である。

3.慶照大学の研修制度について

慶照大学では学生の国際的視野を広める目的で様々な海外研修制度を設けており、研

修先は主に、英語圏諸国や、日本、中国などである。所属学科ごとの研修以外にも所属

に関係なく参加できるものもあり、いずれの場合も大学側から100～150万ウオン（約10～

15万円）程度の学生支援金が支給される。慶照大学は海外交流に力を入れており、他の

大学より研修制度は充実しているといえる。

16時間の研修で最大3単位まで単位を与えることができ、日本での研修は通常16時間、

10日間程度の期間で行われる。このような制度が定着したのは2011年からで、日本語学

科では夏と冬の2回、研修が実施されている。研修に参加するためには、前学期に15単

位以上を取得していなければならず、成績も3.0以上であることが条件となっている。研

修を希望する学生は申請書（参加目的、研修後の学習計画を記入）を提出後、担当学科

の教員による面接を受け、最終的に参加者が選抜される流れになっている。

海外研修は、主に姉妹校協定を結んでいる大学にて実施されるが、東京や京都以外の
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日本を見せたいという現学科長の意向により、琉球大学留学生センターへ企画を提案し、

実施の運びとなった。研修地に沖縄を選んだ理由には、沖縄の歴史や文化を学び、韓国

と沖縄の関係性というフィルターを通して日本を理解しようという目的があったようだ。

実は韓国にも米軍が駐屯しており、慶照大学の水原（スウォン）国際キャンパスは米軍

基地も近く、米軍機の騒音のため授業を妨害されるという状況は沖縄と似ている。その

米軍が何故沖縄にも駐屯していて、歴史的に何があって現在の状況になっているのかなど、

韓国人として考えるべきことも多いことから、研修を通じて学生にいろいろなことを伝え

ることができる沖縄での研修を選んだようである。その趣旨からみて、沖縄返還40年とい

う節目を経た沖縄が、平和学習の場としても、歴史や文化に対する見聞を広める上でも、

絶好の研修地であったことはうなずける。

4.参加学生について

今回サマープログラムの受け入れを行ったのは、慶照（キョンヒ）大学の水原（スウォン）

国際キャンパス日本語科の学生である。大学1～4年次までの選抜メンバー20名（1年次

5名、2年次9名、3年次2名、4年次4名）で、男女比は4:16と女子学生が多い。日

本語学習歴は1～10年までと様々で、日本への留学経験者も数名含まれる。日本語の勉

強を大学に入ってから始めたという学生もいるが、高校生の頃に第二外国語として習った

り、独学で学んできたという学生がほとんどである。日本語能力はJLPT日本語能力試験

N1合格者が8名、N2が6名、N3が1名で、これとは別に韓国国内で実施されるJPT日本

語能力試験受験者も数名いる。

日本語学習のきっかけは、日本の漫画・アニメや、テレビ・ラジオ番組の視聴、そして

たまたま第二外国語で選択したというケース等があるが、中には好きなコンピューターゲー

ムの表示が日本語だったため、ゲームを楽しむために独学で勉強を始めたという学生もい

た。家族や親戚の影響で日本語を始めた学生もおり、日本語が身近な存在であることが

うかがえる。ただ韓国では日本語を実際に話す機会が限られているため、今回のサマー

プログラムの参加理由に、自分の日本語能力を試し、コミュニケーション能力を高める機

会にしたいという学生が多かった。

研修生がサマープログラムに期待することは、一番に沖縄の人との交流を挙げているが、

それ以外では沖縄の歴史・生活・文化・自然・言葉などについて知りたいという意見が

多かった。学生たちは慶照大学で沖縄についての事前学習を受けているため、話で聞い

た沖縄を実際に見てみたいというモチベーションが高く、日本や韓国との比較の中で沖縄

を理解していくプログラム内容を期待しているようだった。
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5.サマープログラムの内容

本プログラムは2013年8月5日～15日までの10泊l旧の日程で行われたが、実施時期の

決定にはいくつか考慮する点があった。今回はいかにして日本人学生との交流の機会を

作るかに重きを置いていたため、期末試験の期間を避けるなど、まずは日本人学生が参

加しやすい時期を検討した。また教職員も休日出勤等で必要以上の負担にならないよう

にすることも求められた。さらに時期的に沖縄の旧盆とも重ならないような日程で最終的

に調整したが、実は日本のお盆シーズンと重なっていることが後になって気づき、予約や

料金面で宿舎の場所を再検討するという一幕もあった。ただ実施時期は総合的に判断し

てベストな時期であったといえる。

5.1.プログラムの構成

実施時期が決まれば授業内容や体験学習の手配など、具体的な計画が立てられる。今

年も前年同様に多彩なプログラムを準備し、学生たちに多くのことを学んでもらえるよう

な内容を盛り込んだ。プログラムは大きく講義形式、見学・体験形式、発表形式の3つ

の形式に分けられる。

講義形式

沖縄の文化①(沖縄の生活）

沖縄の文化②(うちな－ぐち）

沖縄の歴史①②(歴史と祭り）

平和学習①②(戦争と平和）

平和学習③(米軍基地問題）

日本語会話(市場探検予習）

日本語作文(レポート執筆）

日本語聴解(転勤ドラマ視聴）

日本語プレゼン(発表指導）

見学･体験形式 発表形式

伝統芸能(エイサーと三線） サバイバルトリップ(市場探険）

海洋実習(スノーケリング） 異文化交流(韓国語勉強会）

平和学習(アブチラガマ見学） 発表会(テーマ別発表）

史跡探訪(首里城とその周辺）

文化芸能(琉球村）

文化体験(備瀬古民家集落）

自然学習(美ら海水族館）

それぞれのプログラムに専門の講師を招き、日本語で分かりやすい授業を行ってもらっ

た。学生は日本語能力を高めると同時に、沖縄についての見聞を広めることができるプロ

グラム構成になっている。
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52.全体日程

授業は1コマ60分で行われ、主に午前中に講義形式、午後は関連する見学・体験形式

の授業を行い、より一層の学習効果を図った。今回のサマープログラムは以下の日程で進

められた。

日付 曜日

8/5 月

8/6 火

8/7 水

8/8 木

8/9 金

8/10 土

8/11 日

8/12 月

8/13 火

8/14 水

8/15 木

午前

09:00-10:00 10:30-11:30

ソウルー那覇

(沖縄到着）

レベルチェックテスト

および面接

沖縄の歴史①

歴史と祭り

平和学習①

戦争と平和

平和学習③

米軍基地問題

沖縄文化①

沖縄の生活

沖縄の歴史②

歴史と祭り

平和学習②

戦争と平和

(北部移動）

自然学習

美ら海水族館

13:00-14:00

(宿舎移動）

沖縄文化②

うちな－ぐち

午後

14:30-15:00

自由行動

伝統芸能

エイサーと三線

史跡探訪

首里城とその周辺

平和学習

アブチラガマ見学

文化体験

備瀬古民家集落

(那覇移動）

自由行動

日本語聴解 日本語会話 サバイバルトリップ

転勤ドラマ 市場探検予習 市場探険

自由行動
文化芸能

琉球村

海洋実習

スノーケリング

日本語作文

レポート執筆

日本語プレゼン

発表指導

発表会

テーマ別発表
修了式

自由行動 (空港移動）
那覇一ソウル

(韓国帰国）

※l伝統芸能の授業終了後､留学生センターにて実施15:30-17:00)

※2異文化交流(韓国語勉強会)の授業は夕食後に実施(21:00-22:30)
※3那覇市内の飲食店にて実施(18:00-21:00）

※1歓迎会

※2異文化交流

韓国語勉強会

※3送別会

なお学生には研修前に学習の記録の冊子を配布し、授業ごとの評価とプログラム終了

時の総評を行ってもらった。毎日書き込みをさせることで日々の研修を振り返ってもら

い、研修に来ているという意識を持たせることを目的とした。また研修中にコーディネー

ターが一度回収して内容確認を行い、問題を訴える学生がいないかどうかを観察するなど、

トラブル等を未然に防ぐことにも心がけた。
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53各日程の詳細

以下サマープログラムの全日程を時系列に紹介する。

研修1日目（8月5日（月））

アシアナ航空171便（ソウル9:40発、沖縄11:55着）の直航便にて来沖。国際課の職員が

出迎えに行くも大学が準備したマイクロバスが故障し、急遼他のバスに変更するというア

クシデントが発生。代車の小型のバスとタクシーで対応し無事宿舎まで送り届ける。宿

舎へチェックイン後は自由行動。宿舎付近の北谷エリアで異国的な雰囲気を満|奥していた。

研修2日目（8月6日

レベルチェックテストと面接を行い、学生の日

本語のレベルを観察。日本語レベルに差は見られ

たが、慶照大学側で選抜されたメンバーのため、

修学上、大きな問題はない。

面接後にさっそく沖縄の生活と、うちな－ぐち

の授業を受ける。慶照大学で事前学習として沖

縄についての授業を受けていたので、大変興味

(火)）

一 一 － ＝ ＝
ユー

を持って受けていた。特にうちな－ぐちの授業は日本語との違いに驚いていた。

エイサーと三線の授業は大学会館の体育館で行い、実際にエイサーの衣装を着てパー

ランクーで演舞する実習だった。見るだけでなく実際に教わって短時間で一曲を仕上げ

る形式だったため、達成感もあり満足している様子だった。

その後行われた歓迎会では日本人学生との顔合わせをさせた。琉球大学と沖縄国際大

学で韓国語を学んでいる学生約10名の参加があり、自由に交流してもらった。

ヨ（8月7日（水））

午前中に沖縄の歴史の授業を受ける。この授

業は午後の見学と関連性があるもので、学生から

は分かりやすい資料の提示と、難しい用語を詳し

く解説してもらったことが良かったとの意見が多

かった。

午後は首里城見学だったが、午前の授業の後、

現地で説明を聞いたので理解に役立ったようだ。

:変だったと口にしており、日傘を準備してくれた

研修3日目

ただ、非常に暑く、ほとんどの学生が大変だったと口にしており、

ら良かつたという意見もあった。

－45－



20J3年慶照大学・琉球大学サマープログラムの実施について（真島）

研修4日目（8月8日

午前中に平和学習の授業を受ける。重いテーマ

であったが平和とは何かを考える機会になったと

いう意見が多かった。単に沖縄戦についての理解

を深めるだけでなく、当時の人の考えやエピソー

ドを聞けたのが印象的だったようだ。

午後は南城市のアブチラガマヘの見学。皆口々

に洞窟の中で当時の人がどのような怖い思いをし

(木)）

ていたのかを感じる貴重な経験になったという感想を述べていた。そして再び悲惨な戦

争を起こしてはならないという思いと、命の大切さを感じていた。「命どう宝（ぬちどう

たから)」を、平和学習のキーワードとしてしっかりと受け止めたようだった。ただ日本

語の聴解レベルによっては、ガイドの話す説明が少し速く、大切な話が聞き取れなかった

という意見もあった。

研修5日目ヨ（8月9日（金））

午前中は米軍の基地問題を扱った授業。慶照

大学の水原（スウォン）国際キャンパスも近隣に

烏山（オサン）空軍基地があり、アメリカ軍が駐

屯している。沖縄県と|司じように米軍機による騒

音問題を抱えている地域でもある。よってこの問

題を沖縄ではどのように考えているのか深い関心

を持って授業を受けていた。沖縄の人たちが韓国

ようと努力し、行動していることを感じたというと同じように苦痛を受け、それを克服しようと努力し、行動していることを感じたという

意見が多かった。

午後は北部へ移動し、1泊211の日程で北部の自然と環境に触れる体‘験を行う。まず

は備瀬のフクギ並木を散策しながら古民家集落を見学したり、Illmに出て海洋生物を観察

したりした。この日も天気に恵まれ大変暑かつたため、自由時間を長く設け、自分の体調

に合わせて見学できるようにした。北部での研修は日本人学生が数名同行してくれたので、

レンタル自転車で並木道を一緒に廻るなどしながら自由に交流していた。

夕食は宿舎周辺に歩いて行ける飲食店がなかったため、団体受入可能で送迎してもら

える店を探す。見つかった飲食店は民謡のステージも行われ、最後は学生たちも一緒に

カチヤーシーを踊る機会があり、結果的に良い店を選べた。また向かいにコンビニもあり、

買い出しのために再び店を探すという手間も省けた。しかし場合によっては、団体受入が

困難だったり交通の便に問題が生じるなど、不測の事態も十分想定されるため、予め現

地での飲食店やコンビ二等の場所を確認しておくことが必須であると実感した。
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宿舎に戻ってから、日本人学生との韓国語勉強会を行った。韓国語勉強会とはいって

も韓国語の意味を日本語で説明しなければならず、韓国人学生にとっては日本語を駆使

する絶好の機会となった。また日本人学生にとっても韓国語と韓国の文化を学べる大変

意味のある交流の時間となった。韓国語勉強会は予想通り大成功で、夜遅くまで盛り上がっ

ていた。韓国人学生と日本人学生の目的が合致する大変良いプログラムであるが、韓国

人学生に対して日本人学生の数が少なかったため、もう少し日本人学生が参加しやすい

環境を作り、交流への参加者を増やす必要があると感じた。

研修6日目8月10日（士)）

翌朝、宿舎で朝食を済ませ、開館時間に合わせて徒歩で美ら海水族館へ向う。途中写

真を撮るため立ち止まったりしたため、開館時間から30分ほど経過してから入館。それで

も観覧客は結構いて、時間の経過とともに人で溢れかえっていった。学生たちにはイルカ

ショーの時間を案内し、あとは好きな場所を自由に見学させた。仲の良い友達同士で行動

したり、日本人学生と一緒に廻るグループもあった。

帰りの渋滞の時間も考慮し、午後2時には那覇に向けて出発。そのため北部での研修

が短いという意見もあった。北部での研修は飲食店や交通手段の問題で不便な点が多い

ため、手放しに自由行動ということも簡単ではない。離島へ行くなど何らかのプログラム

を設け、宿泊数を伸ばすことを検討しても良いと感じた。

研修7日目8月110日））

全日自由行動の日程。那覇の国際通りを拠点に徒歩で散策したりモノレールに乗ったり、

各自自由に行動していた。また研修の疲れが溜まっている学生は宿舎でしばし体を休め

るなど、このタイミングでの自由行動は学生にとって良かったと思う。親しい友人とショッ

ピングを楽しんだり、市内の観光地へ足を運ぶなどして、那覇の街を満喫していた。また

自分で船の時間を調べて渡嘉敷島まで行き、レンタル自転車で島の中を見学してきたとい

う学生もいた。ある学生は北部の研修で親しくなった日本人学生と連絡を取り合い、自由

行動の日も交流していた。

研修S日目(8月12日（月））

午前の1コマ目は沖縄関連のドラマを視聴しながら、沖縄の習‘慣や文化を紹介する授業。

視聴覚資料を用いながら日本との比較を行っていたため、沖縄の文化風習を楽しく学べ

たという意見が多かった。2コマ目は午後に予定している市場探検のための事前学習として、

日本人に市場でインタビューする内容を考える授業を行う。何の準備もせずにインタビュー

してきなさいと言われてもうまく出来ないが、事前に何を話すのか、何を調べるのかを考

える時間があり、さらに敬語表現や日本語らしい自然な表現も学べたのが良かったという
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評価が多かった。

午後は実際に那覇の公設市場に行って、何名

かにインタビューするというタスクをこなした。

市場でいろいろな日本人と話す機会があって良かっ

たという一方で、インタビューに答えてもらえず

恥ずかしい思いをしたという意見もあった。しか

し良くも悪くもいい経験になったと肯定的に捉え

る学生が多かったようだ。

研修9日目ヨ（8月13日（月））

この日の授業は見学・体‘験形式のみ。研修も

終盤に差し掛かり学生たちが疲れていることも考

慮し、午前中は自由時間を多めにとり、昼食前に

宿舎を出発。まずは琉球村に向かい、そこで沖縄

の歴史と文化に触れる。古民家を見るだけでなく

沖縄の昔の生活や文化も体‘験することができ、歴

史を越え実際の琉球に来ている感じがしたという

意見があった。また琉球村の人たちがとても親切だったということから、施設の人との交

流も上手くできている様子だった。

琉球村の後は海洋体験プログラム。真栄田岬でのボートスノーケリング体‘験は、学生

たちが最も楽しみにしていたプログラムで、沖縄の自然を全身で感じていた。初めてスノー

ケリングを体1険する学生がほとんどで、ウエットスーツを着たり装具を装着するのに手間取っ

たりしたが、何とか乗船しポイントまで向かう。学生たちは間近で魚を観察することがで

きて大変満足していたが、体験時間がもう少し欲しかったという意見もあった。

研修10日目(8月14日｜

ぶぼ至震壷蝋憩典蛮§
ログラム。午前中にレポートとパワーポイントのざ

作成、そして発表の練習まで行うというタイトな『
計画であったため、前日の海洋体験の帰りのバス

でグループ．ごとにテーマを相談しておくようにと“

言ってあった。授業を始めると、ある程度レポー

トをまとめてきている学生が多く、前日の夜にグルーう

ていたようだった。学生たちの頑張りによってレポート

(火)）

写
Ｉ
”
Ｉ

る学生が多く、前日の夜にグループごとに集まってしっかり話し合っ

学生たちの頑張りによってレポート執筆とプレゼン指導も順調に行う

－48－



琉球大学留学生センター紀要第1号.2014

ことができた。学生の指導にあたってはグループごとに教員を配置し、細かな指導を行う

ことができた。学生からも今回の研修を振り返ることができ、レポートを添削してもらう

過程で日本語能力の向上につながったという意見が多かった。

午後に聴衆を前に発表会を行う。発表は沖縄の歴史、生活・文化、平和問題、方言、

人間性など様々なテーマが取り上げられた（各グループのタイトルは次のとおり。lグルー

プ：沖縄で会った人たち、2グループ：私たちが感じた沖縄と韓国との比較、3グループ：

沖縄の内面、4グループ：生活・歴史・平和、5グループ：若者が使うことば)。それぞ

れグループの特徴を出していて、どの発表も素晴らしかった。パソコンのデータ移行にア

クシデントがあったり、大学側の映像機器に不具合が生じるなどの問題もあったが、何と

か解決し無事発表会が終了。事前に機材の動作確認を徹底しておくことが課題として残った。

最後に修了式にて一人一人に修了証を手渡し、

記念写真撮影にて全プログラムを終えた。学生

たちの達成感に満ち溢れた笑顔が印象的だった。

送別会は那覇市内の飲食店を予約していたの

で、日本人学生にも呼びかけて最後の交流をして

もらった。送別会終了後には、韓国人と日本人の

学生たちがお互い抱き合って号泣するなど別れを

惜しむ姿も見られ、学生間の交流を取り入れたサマープログラムを実施したことに意味が

あったと感じる場面だった。学生たちには今後も個人的に交流が続いてくれることを望む。

研修11日目（8月15日（水））

アシアナ航空172便（沖縄13:00発）の直航便にて帰国。空港で見送りをしてサマープロ

グラムのホスト側としての全日程を終える。

6.満足度評価

研修終了後に今回のサマープログラムに参加した韓国人学生20名の満足度アンケート

を実施した。結果は以下の通りである。

6.1.全体の内容

非常に満足 満足 ’ 普通 やや不満 不満足 非常に不満

9 11 0 0 0 0

全ての学生が満足だったと評価をしているため、今回のサマープログラムは成功した

と言えるだろう。半数近くが「非常に満足」ではなく「満足」の評価をしているが、宿

舎以外は全て良かったという学生のコメントからも、宿舎の問題で全体的な評価が下がっ

たと推察される。
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6.2実施時期および期間

－－－ 非常に満足 満足 普通 やや不満 不満足 非常に不満

実施時期‘ 5 7 7 1 0 0

実施期間 4 14 2 0 0 0

実施時期は概ね満足だったと評価できる。「普通」という評価はどの時期でも構わない

という意味と判断される。「やや不満」の評価の理由については、特にコメントが書かれ

ていなかったため検証できなかった。

実施期間は参加者全員が不満ないという結果が出ている。10日間は様々なことを体験

できる期間であるが、一方で研修や旅の疲れが蓄積してくる長さでもある。適度に自由時

間を与え、自分のリズムで研修を受けられるようにしたのが良かったと思われる。

6.3.日本人との交流

非常に満足 満足 普通 やや不満 不満足 非常に不満

活動内容 12 8 0 0 0 0

友人関係の構築 11 7 2 0 0 0

活動内容は「非常に満足」の評価が過半数を超え、全員が満足したようである。可能

な限り日本人学生と一緒に行う活動を入れたが、それでも諸条件の調整上、日本人学生

の参加枠を制限したり、韓国人学生のみの活動のプログラムも組まなければならなかった。

プログラムを工夫することで日本人学生との交流の機会が増えれば、より高い評価を得ら

れると考察される。

友人関係の構築については概ね満足との評価だが、「普通」の評価をした学生のコメン

トからは、韓国人学生に対し日本人学生の数が少なく、十分に交流する機会を与えてほしかっ

たという意見があった。例えばホームステイ等でゆっくりと時間をかけて友人関係を構築し、

同時に日本人の生活そのものを体験できるプログラムがあってもいいと感じた。

6.4.教職員について

非常に満足 満足 普通 やや不満 不満足 非常に不満

事務担当スタッフ 15 5 0 0 0 0

コーディネーター 15 5 0 0 0 0

授業担当教員 14 6 0 0 0 0

教職員に対する評価も高かった。学生からのコメントはどれも感謝の言葉で埋め尽くさ

れ、親切に優しく接するだけでなく、常に気を配って積極的にサポートしてくれたのが大

変有り難かったとの意見が多かった。
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6.5.特に興味深かったプログラム

特に興味深かったプログラム（複数回答可）の項目では以下のような授業があった（山

括弧は回答数を表す)。

海洋実習(ｽﾉー ｹﾘﾝグ)<14>、自然学習(美ら海水族館)(12)、異文化交流(韓国語勉強会）

<11>、伝統芸能(エイサーと三線)<11>、日本語聴解(転勤ドﾗﾏ)<10>、沖縄の歴史①②(歴

史と祭り)<9>、平和学習(アブチラガマ見学)<8>、平和学習①②(戦争と平和)<8>、沖縄の

文化②(うちな－ぐち)<7>、沖縄の文化①(沖縄の生活)<6>、平和学習③(米軍基地問題)<7>、

史跡探訪(首里城とその周辺)<3>、文化芸能(琉球村)<3>、サバイバルトリップ(市場探険）

<2>、文化体験(備瀬古民家集落XI、全て<1>

スノーケリング体験や美ら海水族館の見学は、自然の魅力を最も感じられるプログラム

だろう。韓国語勉強会を通じた日本人学生との異文化交流も大変評価の高いプログラムだった。

日本語聴解や沖縄の歴史等の授業で使用した視聴覚教材は、興味を誘発し内容を理解す

る上で効果的だったというコメントも多かった。また授業の中でいかに集中できたか否か

を評価する学生が多く、教師中心でなく学生参加型の活動的なプログラムを求める声も挙がっ

ていた。

6.6.特に日本語能力向上に役立ったプログラム

特に日本語能力向上に役立ったプログラム（複数回答可）の項目では以下のような授

業があった（山括弧は回答数を表す)。

異文化交流(韓国語勉強会)<16>、日本語会話(市場探検予習)<6>、日本語聴解(転勤ドﾗﾏ）

<6>、日本語能力向上に役立ったプログラムはなかったく4>、沖縄の歴史①②(歴史と祭り）

<4>、日本語作文(レポート執筆)<4>、サバイバルﾄﾘｯブ(市場探険)<3>、沖縄の文化①(沖

縄の生活)<2>、沖縄の文化②(うちな－ぐち)<2>、史跡探訪(首里城とその周辺)<2>、平和

学習①②(戦争と平和)<1>、平和学習③(米軍基地問題)<1>、平和学習(アブチラガマ見学）

<1>、日本語プレゼン(発表指導)<1>、文化体験(備瀬古民家集落)<1>、自然学習(美ら海

水族館)<1>、伝統芸能(エイサーと三線)<1>、文化芸能(琉球村)<1>、全て<1>

日本人学生との異文化交流は言うまでもなく、市場探検の事前学習としての日本語会

話の授業や、日本語聴解の授業でのドラマ視聴では、場面に応じた自然な会話を学べる

ため、高い評価を得ていた。一方で「日本語能力向上に役立ったプログラムはなかった」

との意見もあった。それについて検証してみると、当該学生は比較的日本語能力が高く、

何よりも日本人との会話の機会を増やしたいという考えを持っている学生が多かった。知

識としては得られるものがあっても、日本語能力向上にはすぐに結びつかないという意味

で厳しい評価を下したものと思われる。
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7.所感

ここではプログラム全体を通じて気付いた点をいくつか述べておく。

食事スタイルの選択については、判断が難しいこともあった。団体で予約を入れる際に、

一律料金のプランを選択している場合もあったが、飲食をさほどしない学生にとっては割

高になってしまうため、可能な限り飲食した分だけ支払うスタイルの方が好まれるようだった。

限られた予算の中で研修中の食費も切り詰めていかなければならない事情があったのだろう。

また今回の研修では、学生が帰国後に大学に提出しなければならないとのことで、行

く先々で一人分ずつ領収書を切ってもらっていた。しかし飲食店によっては、その方法が

煩雑さを招き、レジの前で長蛇の列を作るといった他の客の迷惑にもなりかねない状況も

発生していた。予め学生に会計方法を確認しておき、可能な限り簡素化・明瞭化できる

会計方法で柔軟に対応していくことが求められると感じた。

宿舎の問題は受け入れ側としては、事前に泊まる機会もないため、交通の便や近隣

店舗の有無以外は施設の具体的な善し悪しが分からないというのが正直なところである。

複数の学生からより快適な環境が望ましかったという意見が挙がっていため、今後は可

能な限り宿舎の施設環境を調査する必要があると感じた。

長期の研修期間では、体調不良を訴える学生が出ることも十分想定できるが、今回は

関係者が現場で臨機応変に対応していた点が目を引いた。スノーケリング体験では直前

になって入水を取り止めた学生のために、本来体験終了時まではバスを邪魔にならない

場所へ移動させて施錠する予定だったのを、運転手の方の判断で、空調を稼働させたバ

ス内で学生と一緒に待機してもらうことに変更していた。また授業中に体調不良を訴えた

学生へも、事務の方々が安静にできるスペースを準備したり、最寄りの医療機関に問い

合わせる等、迅速かつ的確に対応していた。それ以外にも関係者がそれぞれの立場で学

生をサポートしていたことが、トラブルやアクシデント等を未然に防ぎ、最後まで安心し

て研修を受けられる環境を作ったものと考える。研修過程で大きな病気や事故等がなかっ

たのが何よりも幸いであった。

学生交流に関しては、日本人学生への呼びかけをもう少し広く行ってもいいのではと感

じた。今回は琉球大学および沖縄国際大学で韓国語を学ぶ日本人学生15名がいずれかの

プログラムに参加してくれたが、平均するとプログラムごとに3～5名という参加状況だっ

た。韓国人学生20名に対して日本人学生の数が少なく、密な交流ができた学生もいれば、

そうでない学生もいただろう。欲を言えばプログラムごとに10名程度の日本人学生がいれ

ばとも感じたが、移動手段の確保や個々のプログラムの調整の難しさを考えると、それも

簡単ではなさそうだ。

ただし一つのアイディアとして移動や細かな調整を伴わない、講義形式の授業への日

本人学生の参加があっても良いのではと感じた。今回のプログラムでは一般の講義形式

の授業では韓国人学生のみで行われ、どうしても「教師→学生」の一方向な知識の伝達
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が多かった。日本人学生の授業への参加、もしくは日本人学生が主体となった討論会・

座談会のような授業があれば、「教師→韓国人学生」に加え、「日本人学生→韓国人学生」

｢韓国人学生→日本人学生」といった様々な方向'性が生まれ、より活動的な授業になるの

ではと感じた。

日本人学生との交流に関連してもう一点挙げるとすれば、可能な限り経済的な負担を

かけないような仕組みが必要ではないかということである。彼らは純粋に韓国人学生と交

流がしたくて参加しており、経済的な補助があれば参加、なければ不参加という立場で

はない。中には休日の自由行動の時も個人的に連絡を取り合って交流をしていた学生もみ

られた。彼らがプログラムに参加してくれることで同年代の同じ目線からの交流が生まれ、

自然とお互いについて知りたいと思う雰囲気が作られていくのである。それが沖縄を知る

場となり、逆に韓国を紹介する場にもつながる。このような日本人学生の頑張りを経済的

に応援するための何らかの仕組みがあれば、学生間交流はより活発なものになると感じた。

8.おわりに

筆者自身も留学時代は多くの方にお世話になってきた。今の自分があるのはこれまで出

会ってきた全ての人との関わりがあったお陰である。今、全ての人に出向いてお礼を言う

ことはできないが、代わりに感謝の気持ちとして、誰かに自分ができる何かをしてあげる

ことはできる。これがお世話になった方々への最高の恩返しだと考えている。

韓国人学生も皆一様に感謝の気持ちを抱いて韓国へ戻っていった。彼らもこの研修で

出会った人たちへの感謝の気持ちとして、どこかで誰かに何かをしてあげることだろう。

そうやって交流の輪が広がっていくのである。その中で自分が感じたありのままの沖縄を、

自分の言葉で伝えていってくれればと思う。学生たちの今後の活躍を期待する。
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