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e universities―A preliminary study for planning the Collaborative Online International

 Learning (COIL)― 

安田 美央 

 

要旨 

 本稿では, まず初めに,日本の国際化に対応した教育施策に関する先行研究を整理検討した上

で,地方の私立大学等の困難さを明らかにする。教育施策の潮流を追うと, 国際化に対応した教育

の理念は,育てる人物像が「グローバル人材」「多文化市民」など様々に混在してきた様相や,大学

教育が初等中等教育に比べ人材育成の対策を始めた時期に遅れをとっていた実態が明らかになる。

教育施策は国公立大学や大規模な私立大学等を焦点としており,地方の私立大学等を取り巻く状

況からは留学生誘致や日本からの留学推進に困難さも浮かび上がった。次に,地方において求めら

れる人材像を描くための論点を整理すると,地域社会の活性化を担う人材像を描くには,国際化・

グローバル化・多文化化する社会の変容を,それぞれの地域の文化的文脈・社会的文脈に基づいて

論じる必要があることがわかる。最後に,それらの考察や本学の現状と課題を踏まえ,COIL等実施

の取り組みに向けた教育上の課題及び今後の教育上・研究上の方向性を見出した。COIL が身近

になった今,学生が自立に向けて成長する過程に,外国の学生との対話が重要な位置づけになりう

る可能性を含んでいる。 

 

１. はじめに 

2020 年から続く新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大(以下,コロナ・ショック)に

より,大学の教学活動は急激な変化を余儀なくされたばかりか,社会の急激な変容は,学生達が今後

社会から求められる資質や能力を先行き不透明にする状況も生み出している。コロナ・ショック

を経た新たな時代(以下,ポストコロナ)の到来を受け,学生をどう育てるのかという問題を再考し,

理念を見直す時期を迎えていると言えよう。栗田(2021)は,「先行き不透明な時代を自らの判断と

行動力で生き抜き,世界や社会が抱える喫緊の課題に取り組める人材を育成する」ことが国際教育

の役割だという意味で,コロナ・ショックを経て国際交流の重要性を再認識したと言う。国際教育

のゴールはもはやエリートの育成ではなく,全ての学生が対象なのである。 

その中で注目されているのが,オンライン上での国際的な交流や学修である。近年 COIL(Colla

borative Online International Learning,国際協働オンラインプログラム)と呼ばれ,すでに多く

の大学でその方法が模索され,研究紀要で報告がなされている(蕪木ら 2021, 栗田 2021,國江ら,山

崎 2021,ウィルソンら 2021)。八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部(以下,本学)においても,国

際教育・グローバル人材の育成の強化が掲げられ,実践へとつなげる動きが進行しており 2),中国や

タイの大学とオンラインで交流する活動が国際交流・留学生支援委員会により試みられた 3)。 

村山ら(2021)は,コロナ・ショック下での教学活動を通して,大学教職員にとっては,「学生が大

学で何を学ぶのか,大学は何を教育し,何を求め,どんな学生に育てるべきなのかを再考する必然

性」が生じたことを指摘し,「教育の質の担保をいかにして行うのかという視点は,大学の内部質

保証の議論へと関連し発展するとも考えられ,慎重かつ多角的に取り組むべき内容を含んでいる」
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ことを強調する。国際化を始めとする時代の変化に対応する学生を育てるには,一つ一つの教学活

動について慎重かつ多角的に検討しながら,次の活動の実施に反省を役立てていくことが望まし

いのは,論を待たないであろう。 

コロナ・ショック以前から,社会や経済・文化が国際化・グローバル化・多文化化してきたと言

われて久しく,その変化に伴い,社会や国家の要請に応じて教育の場でも対策が講じられてきた。

日本の教育について,佐藤(2007)は,国際理解教育の展開を追った上で,そこに内在する問題を複数

明らかにした。その問題点のうちの一つが,教育の理念の混在である。社会的な課題を受け止め国

際理解教育に後から導入されたグローバル教育や市民教育等の,起源や理念と成立した社会的背

景が異なったため,現場で焦点を定めにくいという問題が生じたのである。したがって,これまで

の多様な実践を踏まえて「どのように理論的な枠組みを構成するか」が課題だと言う。そこでの

焦点は義務教育段階と高等教育段階であり,大学,短期大学,高等専門学校,専門学校(以下,大学等)に

ついての言及はない。しかしながらこの研究における指摘は,大学等の国際化への対応を論じてい

く上でも非常に重要であると言えよう。 

大学教育については,近年,「キャンパス・アジア構想」や「スーパーグローバル大学創生事業」

等で盛んに研究や教育実践が行われており,採択大学はグローバル人材の育成や,大学の国際化戦

略に次々と乗り込んでいる 3)。また大学等の国際化について,日本からの留学や外国からの学生の

受け入れ等を観点に論じられることが多く,国際的な移動を経て日本の大学で学ぶ学生(以下,国際

学生。留学生を含む 4))を受け入れる大学は,これまで国立大学や大規模私立大学が中心であった。

地方の小規模な私立大学や短期大学(以下,地方の私立大学等)での大学の国際化戦略や留学等の研

究は多いとは言えないのが現状である。 

そこで本稿では, まず初めに,日本の国際化に対応した教育施策や,それに関する先行研究を整

理検討した上で,地方の私立大学等の困難さを明らかにする。次に,地方において求められる人材

像を描くための論点を整理していく。そして最後に,それらの考察や本学の現状と課題を踏まえ,

COIL 等実施の取り組みに向けた教育上の課題を明らかにして,今後の研究上の方向性を見出す。

今後 COIL はますます展開が期待されるだろうが,COIL を通じて学生は何を学び,大学は学生に

その活動の意義をどう伝え,どのような学生像を目指し,どのように学びの場を工夫していくのか。

それらの問い全てを解き明かすことは本稿の域を超えるのだが,大きな問いの一端を担うべく,考

察していきたい。 

 

２. 日本における国際教育の潮流と,大学等における国際教育の芽生え 

日本の教育は,どのように展開しながら国際化に対応してきたのだろうか。本章では,教育施策

において,国際理解教育,国際教育,グローバル人材,多文化市民,シティズンシップ教育等さまざま

な用語が用いられてきた実情を挙げ,それらの概念を整理しつつ,大学等教育において国際化・グ

ローバル化に対応した教育がいかにして始められたのかを読み解いていく。 

第二次世界大戦後の国際社会における“国際教育”(International Education)の源は,1945 年

のユネスコ(国際連合教育科学文化機関,UNESCO=United Nations Educational, Scientific an

d Cultural Organization)の発足にある 6)。ユネスコ憲章はその前文で以下のように宣言をして

いる。 

 

戦争は人の心の中で生まれるものであるから,人の心の中に平和のとりでを築かなければな



産業文化研究 31 地方の私立大学等における国際化・グローバル化・多文化化 1)に対応した教育について 

        ―国際協働オンラインプログラム(COIL)等実施のための予備的考察― 

- 3 - 

 

らない。(中略)ここに終わりを告げたおそるべき大戦争は,(中略)無知と偏見を通じて人類の不

平等という教養を広めることによって可能にされた戦争であった。文化の広い普及と正義・自

由・平和のための人類の教育とは,人間の尊厳に欠くことのできないものであり,かつ,すべての

国民が相互の援助及び相互の関心の精神を持って,果たさなければならない神聖な義務である。 

 

日本は 1951 年にユネスコに加盟 7)し,共同学校計画への参加など国際教育に関連する教育はユ

ネスコに主導された。共同学校の実践では,目標も内容も明確に「規定」され,それをいかに「実

験」するかに力点が置かれた(佐藤 2007:78)。 

1974 年にユネスコは「国際理解,国際協力及び国際平和のための教育並びに人権及び基本的自

由についての教育に関する勧告」を出した。この勧告では,その指導原則で,以下のように示して

いる。ちなみに用語の異なった意味をまとめて「国際教育」という簡潔な表現を用いるとしてい

る。 

 

国際教育は,学習,訓練,情報及び行動を組み合わせ,個人の適当な知的及び感情的発達を助長

すべきである。国際教育は,社会的責任感及び恵まれていない集団との間の連帯感を発達させ

るべきであり,かつ,日常の行動における平等の原則の遵守に導くべきである。(中略)教育は,拡

張,侵略及び支配を目的として戦争をすること並びに抑圧を目的として武力及び暴力を用いる

ことが許されるべきではないこと(中略)を強調すべきであり,かつ,平和の維持に対する各自の

責任をあらゆる人々に理解させ負担させるようにするべきである。 

 

このようなユネスコの影響を強く受けた戦後の日本の国際理解教育政策は,偏狭で攻撃的なナ

ショナリズムを除去し,人類の福祉と平和な世界の構築を目指した平和のための教育であったの

である(嶺井 2014:121)。 

しかし 1970 年代半ば以降,日本ではユネスコの共同学校の実践が急速に後退 (嶺井 2014:123,

佐藤 2007:78)し,より現実的な課題に即して国際理解教育が展開されていくこととなる。国際化の

中で日本が直面しつつあった海外・帰国児童生徒教育という現実的な課題が浮上し,この課題に即

した実践を国際理解教育と位置づけるようになった。その結果,国際理解教育は,海外・帰国児童

生徒教育,外国語教育,さらには国際交流活動として展開されていくことになった(佐藤 2007:78)。

日本の学校教育における「国際理解教育」は,異文化理解や外国語教育を中心とした国際化対応の

教育として位置づけられていく。嶺井(2014:121)は,1974年を日本型(国際化対応)国際理解教育政

策への転換点として捉えている。その年に出された「教育・学術・文化における国際交流につい

て(答申)(第 23回答申(昭和 49年 5月 27日))」は,その前文でユネスコ憲章を想起しつつ,国際社会

の中での日本の存在感を意識したものだった。 

 

現今の我が国は,欧米諸国と並んで国際社会に対して,大きな影響力を持つに至り,また,我が

国に対する国際社会からの期待も大きなものとなっている。(中略)政府間の政治的及び経済的

取り決めのみに基づく平和は永続するものではなく,真の平和は,人類の知的精神的連帯の上に

築かれるというユネスコ憲章の前文を想起し,人類の知的精神的連帯を深める基盤ともいうべ

き教育・学術・文化の国際交流の重要性を正しく評価するべきである。(中略)国際理解と協調

の精神を持ち,国際社会において信頼と尊敬を受けるに足る日本人の育成に積極的に取り組む
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とともに,相互の連帯と発展向上の基盤となるべき(中略)国際交流活動を,(中略)改善し拡大し

なければならない。 

 

この答申では,国際理解教育は学校教育や社会教育で行うものとされた。大学の国際化について

は別項で定められたが,体制の整備を求めるに留まり,大学生をいかに育てるかという点には言及

していない。 

さて,その答申から数年後の 1980 年前後の教育の動きについて佐藤(2007:78)は,多様な教育が

概念整理を経ないままに持ち込まれたことにより混乱を引き起こしていると解釈した。多様な教

育とは,ユネスコの流れを汲む国際理解教育,開発・環境など地球規模の課題に焦点をあてた教育,

さらに現実的な課題に即した海外・帰国児童生徒教育である。この 3つは,その起源や理念・目標,

目指す方向が違っていたため教育現場にいったとき,混乱を引き起こすことになったという。 

1990 年代には,「グローバル化」「グローバリズム」「グローバルマインド」「世界市民性」「グ

ローバル・アイデンティティ」といった言葉が頻繁に登場するようになり,新聞等でも人材育成に

ついて論じられる等,経済界からの人材育成への提言が活発化する 8)。グローバル教育とは,人やモ

ノ,カネ,情報が国境を超えて広がる世界及び社会(以下,グローバリゼーション)とそれが引き起こ

す地球的な諸問題について,教育はどう対応すべきか,どんな資質や価値観を育てていけばいいの

かといった問題意識をもった教育である(藤原,日本国際理解教育学会編 2012:219)。佐藤(2007:8

0)は「グローバル教育」の概念は論者により異なっており,起源や理念の異なる多様な国際理解教

育を統合するには無理があったことを指摘する。この頃は,国際理解教育の概念が整理されたもの

の十分ではなく,教育現場に多様な考え方が導入された時期なのである。 

日比野(2010)は,国際理解教育から国際教育への転換のきっかけは,2001 年中央省庁再編と 200

5 年の「初等中等教育における国際教育推進検討会報告」にあると注目する。文部省が科学技術

庁と統合して文部科学省になり,初等中等教育局の中に国際教育課が新設された。同課の所管事項

は①国際理解教育・外国語教育②国際交流③海外子女教育④帰国・外国人児童生徒教育などであ

り,この時“国際理解教育”は“国際教育”という包括概念の中に下位分類として位置づけられた

という(日比野 2010:54-64)。そしてその後,「初等中等教育における国際教育推進検討会報告」で

は,「単に理解するだけでなく,理解した上で受容しながら共生する」ことの重要性が強調され,“国

際教育”の定義がなされた。 

 

ものごとの規模が国家の枠組みを超え地球規模で拡大し,国際的相互依存関係の中で生きる

現代人には,一人一人が,国際関係や異文化を単に理解するだけでなく,国際社会の一員として

の責任を自覚し,どのように生きていくかという点を一層強く意識する必要がある。(中略)多様

な人々との日常的な交流が拡大する中にあっては,異文化や異なる文化をもつ人々を理解する

だけでなく,理解した上で,それらを受容しながら共生することのできる力が重要となる。 

(中略)国際教育とは,国際化した社会において,地球的視野に立って,主体的に行動するために

必要と考えられる態度・能力の基礎を育成するための教育である。(文部科学省 2005) 

 

2000年以降,多文化共生と結びついた国際理解教育は,「市民性」を育成する教育との関連を強

めつつあった(佐藤 2007:80)。多文化教育とは,人種や民族,社会階層,ジェンダー,性的指向性,障が

いの有無など,あらゆる文化集団に属する人々に構造的な平等,及び集団間の共存・共生の実現を
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目指す教育理念及び,教育実践であり,教育改革運動でもある(森茂,日本国際理解学会編 2012:216)。 

経済産業省は,2006年に「シティズンシップ教育と経済社会での人々の活躍についての研究会」

報告書を出し,シティズンシップ教育の必要性と目標を以下のように示している。 

 

今後,我が国において,成熟した市民社会が形成されていくためには,市民一人一人が,社会の

一員として(中略),急速に変革する社会の中でも,自分を守ると同時に他者との適切な関係を築

き,職に就いて豊かな生活を送り,個性を発揮し,自己実現を行い,さらによい社会づくりに参

加・貢献するために必要な能力を身につけることが不可欠だと考えます。(中略)これまで述べ

てきたような能力を市民一人一人が身に付けることを目標にした教育を「シティズンシップ教

育」と呼び,(中略)成熟した市民社会が形成されることを期待します。(経済産業省・株式会社

三菱総合研究所 2006:9) 

 

そして,英米におけるシティズンシップ教育の現状を参考にしながら,シティズンシップを以下

のように定義する。 

 

本報告書において,シティズンシップとは,「多様な価値観や文化で構成される社会において,

個人が自己を守り,自己実現を図るとともに,よりよい社会の実現に寄与するという目的のため

に,社会の意思決定や運営の過程において,個人としての権利と義務を行使し,多様な関係者と

積極的に(アクティブに)関わろうとする資質」と定義します。(経済産業省・株式会社三菱総合

研究所 2006:20) 

 

シティズンシップ教育を巡る議論は,社会全体がグローバル化し,国民国家が相対化される中で

登場してきたものであり,国民国家に代わる新しい社会(グローバル社会や市民社会)に貢献できる

ポストナショナルアイデンティティを育成するために必要とされてきた(唐木,嶺井(編)2007:44)。 

さて,大学の国際化・グローバル化に対応した教育において,学生をいかに育てるかという議論

を政府が推進し始めた転換点として注目すべき施策は中央教育審議会(2002)の「新しい時代にお

ける教養教育の在り方について(答申)」である。この答申で,「変化の激しい流動的な社会を生き

る我々にとって必要な資質や能力は何か,これを培うための教育はどうあるべきか」という観点で,

教養の要素を５点挙げ,その中の一つに,グローバル化に言及されたものがある。 

 

東西の冷戦構造の崩壊後,グローバル化が進む中で,他者や異文化,更にはその背景にある宗

教を理解することの重要性が一層高まるなど,世界的広がりを持つ教養が求められている。そ

のためには,幾多の歳月を掛けてはぐくまれてきた我が国の伝統や文化,歴史等に対する理解を

深めるとともに,異なる国や地域の伝統や文化を理解し,互いに尊重し合うことのできる資質・

態度を身につける必要がある。世界の人々と外国語で的確に意思疎通を図る能力も求められる。

(文部科学省,中央教育審議会 2002:17) 

 

そして,大学教育における教養教育の課題について,「新たに構築される教養教育は,学生に,グロ

ーバル化や科学技術の進展など社会の激しい変化に対応しうる統合された知の基盤を与えるもの

でなければならない。」とし,その具体的方策のうちの一つに,異文化との交流の機会を挙げている。
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これまで大学の国際化については制度上の問題に言及するに留まっていたので,この施策が国際

化・グローバル化・多文化化に対応して大学生をいかに育てるかという問題に取り組み始めた転

換点と読み取ることができる。 

2000 年前後までの初等中等教育における国際化に対応した教育の理念は,社会や経済・文化の

グローバル化に伴い,育てる人物像が「グローバル人材」「多文化市民」など様々に混在してきた。

そして,大学に関する政府施策では,大学の国際化を目指しつつも長らく制度上の問題点と改善を

言及するに留まっていたが,2002年の施策を契機に,学生をいかに育てるのかという問題に取り組

み始めた。このように本章では,教育施策の潮流を追うことにより,社会の変化や要請に応じて国

際化に対応する教育の理念が混在してきた様相と,大学教育が対策を始めた時期が遅れをとって

いた実態が明らかになった。 

 

３. 地方の私立大学等の困難さ―教育施策の焦点と大学等を取り巻く状況― 

大学等の国際化・グローバル化について,日本からの留学や外国からの学生の受け入れ等を重要

視して論じられることが多い。例えば横田(2012)は,「学生をグローバル人材としていかに育成で

きるのかが問われている」と大学等教育における課題を投げかけ,大学がグローバルな人材を育成

しようとする場合,その最も効果的な方法の一つが学生の海外派遣と外国人留学生の受け入れだ

と述べた。国際学生―留学を経験した日本人学生や留学生等,国際的な移動を伴い日本で学ぶ学生

―の存在が,大学の国際化・グローバル化に大きく寄与してきたのである。本章では,日本からの

留学と外国からの留学生の受け入れの双方についての議論や施策を読み解くことを通して,地方

の私立大学等の困難さについて考察する。 

まず,日本からの留学について考えてみたい。大学生が海外に目を向けにくく,内向き・安定志

向であると問題視する論が少なくない(杉村,北村編 2010:193,丹羽ら 2015:5)。しかし太田(2013)

は,海外留学者の減少を挙げ,果たして日本の学生が本当に内向き化していることの根拠になるの

か疑問を投げかける。就活の早期化・長期化や英語圏の大学の学費の高騰化,日本の家計の悪化等

の学生を取り巻く状況を挙げ,在学中の留学が学生時代の活動の選択肢に入れることは現実的で

はないと懸念を持っているのである。過去の経済成長期からは大きく変化し,将来に向けて回り道

をしてでも自己研鑽したり,大きな夢に向かってじっくり時間をかけたりといった余裕がなくな

り,国内で要領よく,効率的にそれなりの成果を収められればよい,という志向が大勢になっている。

そして,そのような学生の心理的な変化―内向き化―は,若者特有の変化ではなく,日本そのものの

変化であり,現状の日本のありようが彼らの目線を内側に向かわせていると解釈している 9)。 

国内学生の外国に向けた心理的な変化として,内向きではあっても必ずしも消極的ではないと

いうエビデンスを示した研究調査もある。久保ら(2016,2018,2019)は,国際看護学教育についての

現状の文献調査を踏まえ,国際看護活動等に関する学生の意識を調査している。看護学を専攻する

学生を対象にした一連の調査結果から「ボランティア活動や現地の人,及び大学生との交流から,

国際的な視野を広め,将来のキャリアにつながる学習意欲が強まる」ことが示唆されたと述べ,多

国籍の人々へのヘルスケアに対応できる人材育成の重要性と,さらなる国際教育交流プログラム

の開発への期待を示唆している。この示唆は,看護学のみならず他の分野にも通じる可能性がある

ことは言うまでもないだろう。そしてこの調査の中で注目すべきなのは,初年次の半数以上の学生

が海外研修に関心が「ある」と回答し,参加型や行動型のアクティブなものを希望している点であ

る。本調査の対象は初年次であることは特筆すべきで,学生達が学生生活の全貌を見通す前の初年
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次の段階では,外国で学ぶことに夢を膨らませたり,見知らぬ土地で自己研鑽したいと意気込んだ

りする姿が想像できる。しかしながら,看護学専攻の学生は実に多忙である。学年を重ねることで

「それなりに効率よく成果を出そうとする」心理が働けば,初年次に海外研修を希望していたとし

ても,金銭的な制約や実習や国家試験への対策,就職活動等の時間的制約を自覚し,海外研修に行く

ことが現実的ではないといったように学生の判断が変化することは想像に難くない。学生の時間

的,金銭的な困難さを乗り越えることはもちろんだが,海外研修によって自己研鑽の成果を効率的

に出せることを学生に明らかに示せるかどうかが,学生の心理が海外研修に向くかどうかの瀬戸

際となる。 

次に,外国からの留学生の受け入れについて考えてみよう。大学教育における国際化について,

答申によると外国からの学生の受け入れに伴って大学等の学修環境が向上することが期待されて

いる。 

 

多様な価値観や異文化を持つ学生が相互に刺激を与えながら切磋琢磨するキャンパスの実

現のためには,留学生受入れに特化した教育プログラムから脱却し,日本人学生・留学生・社会

人学生等が共に学ぶことのできる教育プログラムを提供していくことが重要である。加えて,

優秀な留学生の受入れや多様な国・地域からの留学生の受入れを推進することが求められる。

(文部科学省,中央教育審議会 2018:15) 

 

村山(2020)は,国際学生と国内学生が互いに交流をする場や仕掛け作りがより一層必要に迫ら

れており,さらなる創意工夫で対応する必要があると述べる。近年の大学国際化政策には「グロー

バル人材育成推進事業」,「キャンパス・アジア構想」,「大学国際化促進フォーラム」等がある

が,それらの中でもとりわけ目を引くのは,文部科学省が 2014年に「スーパーグローバル大学創生

支援事業 10)」を開始したことである。当事業に採択された大学に求められるのは「徹底した大学

改革と国際化を断行」することであり,世界トップレベルの大学との交流・連携を実現,加速する

ための新たな取組や,学生のグローバル対応力育成などが期待されている 11)。 

このように国立大学や大規模な私立大学では,大学を国際色豊かな環境にすることを通してグ

ローバルな舞台で活躍する優秀な人材を育てること等を目的に,政府主導の取り組みとして国際

化戦略が展開されており,取り組みが継続されている。そして,この戦略は学生を育成するという

目的のみならず,研究や質保証における大学の国際競争力を高める目的もまた非常に重要視され

ている事実も見過ごせない。この方針は,教育再生実行会議(2021:29)が「グローバルな視点での

新たな高等教育の国際戦略」として,「グローバルリーダーの育成や教育研究における国際的な連

携・協働の推進等」を掲げていることから現在も引き継がれていることがわかる。「グローバルな

視点を持って地域社会の活性化を担う人材の育成」等を戦略的に進めることが必要だという記述

から,地方大学等も対象に入っているようにも読み取れるが,依然としてこれらの政策の焦点は国

公立大学や大規模私立大学に絞られている印象が拭えない。 

文部科学省(2021)が地方大学の役割のうちの１つとして「医療,福祉,教育といった地域にとって

必要不可欠な分野に従事する者を育成する」ことを挙げていることからも明らかなように,地方の

私立大学等は,地域への密着度が高く,都市部の大学に比べると地域に貢献する意識が強い。そし

て,都市部の大規模な私立大学や国公立大学に比べると,研究や質保証における国際的な競争力を

高める動きは少ない。地方大学への外国からの学生の受け入れについては,高等教育機関における
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外国人留学生の受入推進に関する有識者会議(2017)で,「今後の我が国が受入れを促進すべき留学

生には大きく 2つのカテゴリーがあることを認識しなければならない」とされた。第一のカテゴ

リーは「我が国として戦略的に受入れを強化すべき学生」,第二のカテゴリーは「日本文化ないし

高度産業社会としての日本に関心を持つ多様な学生」である。地方の私立大学等は,第二のカテゴ

リーの留学生を受け入れるために,魅力ある多様な教育プログラムの提供を促すことが必要であ

るとしている。 

しかしこれまで地方の私立大学等は,順調に留学生を受け入れてきたとは言い難い。佐藤(2018:

190)は,留学生誘致政策においては地方大学に配慮した施策はあまり行われていなかったことが,

地方大学における留学生受け入れ人数の減少に反映されていると指摘する。その論考を踏まえ,

楊ら(2020)は地方大学等での留学生誘致の難しさを感じ,青森県で学ぶ留学生と中国の短期大

学・日本語学校等に在学中の学生を対象としたアンケートを通じて,行政や大学等による今後の取

り組みの可能性について論じた。そこでは,地方において留学生の存在が地域活性化につながるこ

とを期待しつつも,留学生が地方で生活する上での地理的な困難さや,大学の知名度等の点で,教育

機関以外の行政や民間の協力なしには留学生獲得が発展しにくいことを示唆している。 

また,地方の私立大学等には若年人口の減少に伴い受験生の減少が続いているという問題もあ

り,大学存続上の経営戦略として外国から学生を誘致する取り組みを行う大学もある。荒木(2017:

79-91)は「受験生の減少」という大学存続上の問題意識に加え,大学を取り巻く地域の状況として

「地方にある企業は優秀な若者が獲得できなくなり,地方経済は疲弊している」と捉え,地方の大

学等は「地方の活性化の核となって雇用創出・産業振興に寄与」する役割をもつと述べる。そし

て,企業が優秀な外国人を活用できるようにするには,地方の大学等が留学生の獲得と就職支援を

充実させることが重要だと強調した。このように地方の私立大学等は,国公立大学や大規模私立大

学とは異なる方向性と問題意識で,いかにして留学生を誘致するかという問題に動き出している

のである。 

言うまでもなく大学等が外国から学生を受け入れる際には,制度面や手続き上の問題や,教育環

境の問題など,様々な検討が必要とされる。佐藤(2021)は,教育機関の国際化に照らし合わせ,大規

模な国立大学と地域密着型の小規模大学 12)について考察している。その論考では「環境がグロー

バル化している大学は必要に応じてグローバル戦略を打ち出しているが,地域密着型の小規模大

学がグローバル化や多様性を高める必要はない」と言い切っている。つまりは「組織を取り巻く

環境がドメスティックならばその組織は多様性を高める必要はなく,一方で環境がグローバルな

らばその組織は多様性を高める必要がある」ということである。さらに佐藤は,実際には現実の地

域における多文化共生はマイノリティとマジョリティが分離しているという意味で,理想とはか

けはなれていると言う。確かに多様性を高めることや多文化共生を実現することは理想的ではあ

るが,異なる背景や習慣をもった人々は共生することが難しく,その結果外国人だけで作られる集

落―代表的な例では,チャイナタウンと呼ばれる居住区―が形成されるのである。グローバル化さ

れていない環境においては,異質な文化の流入は場合によっては社会や集団にマイナスをもたら

す可能性があることから,多様性は無条件で望ましいわけではない。果たして外国から学生が流入

することは,大学という組織に良い影響となるのか。これまで地域に密着して国内学生の学修を中

心に運営されてきた大学等は,外国からの学生の受け入れの方策には慎重にならざるを得ない。 

国際学生の存在は,国公立大学や大規模な私立大学であろうと,地方の私立大学等であろうと,国

内学生の学びを広げ,大学という組織の国際化に貢献するに違いない。しかしながら,国公立大学
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や大規模な私立大学等を焦点とした教育施策や,地方の私立大学等を取り巻く状況を鑑みると,困

難さも浮かび上がった。 

 

４.地域の変容―グローバル化が地域に与える影響―を踏まえた人材像の描き方 

地方の私立大学等は,国公立大学や大規模私立大学等と大学経営の理想像や育てるべき学生像

を描くことが,どの程度同じ文脈で可能で,その議論にはどのような視点が必要になるか。本章で

は,施策等に描かれるグローバル人材像を挙げ,その人材像が都市部の大学や国立大学だけでなく

地方の私立大学等の実情にも沿ったものであるかを検討していった上で,地方における人材像の

描き方について考察する。 

文部科学省は,「産学官によるグローバル人材の育成のための戦略」の中で,グローバル人材に

ついて以下のように定義する。 

 

グローバル人材とは,日本人としてのアイデンティティを持ちながら,広い視野に渡って培わ

れる教養と専門性,異なる言語,文化,価値を乗り越えて関係を構築するためのコミュニケーシ

ョン能力と協調性,新しい価値を創造する能力,次世代までも視野に入れた社会貢献の意識など

を持った人間である。(文部科学省,産学連携によるグローバル人材育成推進会議 2011:3) 

 

この定義には,地球規模の課題解決力につながる資質として述べられる文脈が目立ち,グローバ

ル化によって生じる目前の現実的な課題を解決する視点は見受けられない上,グローバル化によ

って,人々がどのような状況に置かれるのかという具体的な変容が読み取りにくい。一方,日本経

済団体連合(以下,経団連)が,463社への企業を対象にしたアンケートを通じて整理している各企業

グローバル人材の定義例(経団連 2015:8)からは,グローバル化の影響を受けて変化を遂げた企業

の現実的な状況が伺える。「国籍・人種・性別を超えて信頼関係を構築できる人材」「異文化を受

容し現地の人々と共生できる優秀な人材」等の定義から,企業が海外拠点をもち,多国籍人材を登

用している状況が読み取れるのである。企業のもつ現実的な課題を円滑に解決しながら貢献でき

る人材を求めていると言えよう。このように,グローバル人材像は文部科学省主導の施策において

は明確さに欠けていたが,経済界においては各々の環境や状況に応じて具体的に定義されてきた

のである。企業がその経営戦略によって描く人材像を具体化できるのと同じように,都市部と地方,

あるいは地域の特性によっても,現実的な状況を踏まえて,人材像を具体化することが可能になる

と言えよう。つまり,都市部の状況を前提に定義された可能性のあるグローバル人材像を鵜呑みに

するのではなく,現実的なグローバル化の状況をしっかりと把握した上で,人材像を描くことが求

められるのではないか。 

文部科学省は,「魅力ある地方大学」の実現に向け,「地域に定着する人材を育成することも,地

域から出てグローバルに活躍をし,その恩恵を地域にもたらす人材を育成することも重要(文部科

学省 2021:3)」としている。ここでは「グローバルな活躍」とは在学中の地域を出て就職等する

と同義であり,在学中の地域が今後グローバル化の影響を受ける状況は想定されていないことが

読み取れる。さらに文部科学省が提示する「グローバル人材」の定義には,グローバル化によって

生ずる地方への影響を,都市部と分けて分析する視点は見当たらない。グローバル化の影響が地方

にも及んでいるにも関わらず,政府施策はこれまで国公立大学や大規模私立大学等,都市部の大学

を焦点にしてきた。さらにそういったこれまでの文脈を踏まえ,今一度地域に立ち返って改めてグ
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ローバル化がそれぞれの地域に及ぼしうる影響について検討する必要があるのではないか。 

では,大学等の教育においては国際化やグローバル化,多文化化に対応できる人材像をそれぞれ

の地域の実情に合わせて検討していくにはどのような視点が必要になってくるのか。吉田(2014:

36)は,大学の国際化戦略について「大学は,政策誘導と生存戦略を無視することはできず,グローバ

ル人材育成に翻弄されている」と捉えた上で,「グローバル人材の育成という課題の背後にあるグ

ローバル化という問題が矮小化されてしまっている」ことを問題視する。また,文部科学省中央教

育審議会大学分科会は大学等に対し,地域の大学を卒業した人材の活躍についてデータを集める

等しながら,「地域で必要とされる大学はどのようなものかについて,各地域で議論が進められる

こと(文部科学省 2021:8)」を期待するとしている。杉村(2011)は,「大学間連携によって育てるべ

き地域の人材像と問題意識」を共有することの重要性を認識し,留学生交流という国際文化交流の

数を増やせば相互理解や協力が深まるという単純な話ではなく,そこに至るまでの文脈が重視さ

れるべきだと言う。つまり交流が行われる国や地域のもつ社会の特性や文化状況,その時々の政

治・経済状況を反映させながら検討することが重要で,さらには国際文化交流が引き起こす社会文

化変容への対応もまた必要不可欠なのである。これらの論考を踏まえると,グローバル化が引き起

こす地域への影響を踏まえてそれぞれの地域の課題やポストコロナの状況に照らし合わせながら,

産学官の連携で議論する時期を迎えているといえよう。 

その議論にあたり重要なのは,グローバル化が地域に与えている影響を分析する視点である。そ

の点について,文部科学省は以下のように述べる。 

 

社会・経済・科学技術等の在り方が地球規模で連動する,広範で構造的な変容がグローバル

化であり,人の国際的な移動が爆発的に拡大し,情報通信技術も劇的に進歩している。(中略)他

方,グローバル化が進む時に,各国は独自の社会の在り方,文化の在り方などの価値に着目する

ローカル化の動きも活発化することも想定される。グローバル化は,社会の標準化に進む動き

ともいえるが,標準化のみでは,いずれ,進歩が止まり,停滞が訪れることも危惧される。(中央教

育審議会 2018:9)  

 

グローバル化とは,文化が混ざり合って「自文化」と「異文化」の区別もつかないほどに変化を

続けていく現象であり,それにより標準化が進む。標準化が進んで文化が画一化することは文化の

進歩にマイナスをもたらしうるが,その流れに抗うように地域独自の社会や文化を追求しようと

するローカル化という動きが生じることを予測しているのである。これまでの,日本的なものは

「自文化」,それ以外は「異文化」と描かれてきた二項対立の構図はここにはない 13)。 

 

ローカル化によるの多様化が加味されることによって,バランスの良い標準化と多様化が進

むことが期待される。 (中央教育審議会 2018:9) 

 

グローバル化と同時にローカル化も今後進行するという予測は,つまりグローバル化により外

国から様々な背景をもった人々が地域に流入し,地域の社会や文化が多様化していく過程を経て

徐々に標準化・画一化して新たな社会や文化が生まれ,その動きに抗うように地域あるいはある社

会・文化集団が,文化の多様性を踏まえながら独自の文化を生じさせ構築する動きが生じるという

理想である。さらに本施策は,人の移動を経て文化が多様化した先には,調和し発展した社会が生
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まれることを期待している。 

 

我が国の人の移動,流動性は,他国と比べて低いとはいえ,訪日外国人や就労するために来日

する人材の積極的な受入れが更に進めば,社会の様々なシステムが,多様性を踏まえたものとし

て構築されていくとともに,我が国の文化や社会のこれまでの在り方の良さが調和した社会に

発展していくことが期待される。(中央教育審議会 2018:9) 

 

これらの理想や期待は,ユネスコの「文化的多様性に関する世界宣言」の第一条の「生物的多様

性が自然にとって必要であるのと同様に,文化的多様性は,交流,革新,創造の源として,人類に必要

なものである。」という一文を想起させる。ローカル化は,国家単位だけではなく都市や地域の単

位,文化や社会の集団の単位でも生じるはずなので,国際学生を始めとする外国にルーツをもつ

人々が地方に流入することにより,人材が多様化し,文化が豊かになっていく状況が期待される。 

少子高齢化や景気回復の長期化もあり企業の人手不足感が大きく高まってきた中で,外国人材

が日本の労働市場に与える影響は,引き続き関心を集めている(内閣府政策統括官/経済財政分析担

当 2019:33)。人口の減少が進むと,日本も本格的な移民時代の到来をもはや避けられないとも言わ

れている(松尾 2017:171)ので,今は外国人に出会うことの少ない地域も,多文化共生の課題を抱え

る日は遠くない。それにもかかわらず,地域の多文化化に伴う変容についての議論は少なく,教育

施策が十分に対応しているとは言い難い。松尾(2017:182)は,世界で活躍できる人材を育成するグ

ローバル戦略は推進され,グローバル人材の育成はさかんに議論されるようになったが,その一方

で国際的な状況が想定されており国内の多文化共生の視点に欠く傾向を指摘し,多文化共生社会

を支える市民を育成することが課題となっていると訴える。今後地域での活躍が求められるのは,

「グローバル人材像」なのか,「多文化市民」なのか,それともそれらを複合させた人材像なのか。

その検討のためには,グローバル化が地域に与えている影響を分析し,その地域でのグローバル化,

多文化化とは具体的にどのような状況なのかを把握する必要がある。 

このように,グローバル化が地域に与える影響を改めて考察する必要に迫られることが再認識

された。近年,SDGs や地球市民教育等,ユネスコ主導による国際教育が再び注目を集めているが,

地球規模の大きな課題に囚われて地域にある目前の小さな課題を見過ごしてはならない。地域社

会の活性化を担う人材像を描くには,国際化・グローバル化・多文化化する社会の変容を,それぞ

れの地域の文化的文脈・社会的文脈に基づいて論じる必要があるのである。 

 

５. 本学の実情と課題―国際協働オンラインプログラム(COIL)の検討に向けて― 

2021 年,本学では中国やタイの大学とオンラインで交流する活動が国際交流・留学生支援委員

会により試みられた 14)。西安外国語大学との交流では,両大学での学生がそれぞれ医療事情や食事

等をテーマに紹介を行い,後半のフリートークでは,質問や意見が飛び交い盛り上がりを見せた。 

山田(2016)は,大学教育の目的は,「学生個々人が,しかるべき資質や能力を身につけ,将来それぞ

れが自立的な市民として社会の発展に貢献していけるようにすること」であり,高度な能力や資質

はそう簡単に身につくものではないが,大学卒業までに身につけた資質や能力は,「学生が将来創

造的で自立的な市民に成長していくための基盤をなすもの」であると述べる。創造的で自立的な

市民の資質には,自分とは考えの異なる他者と対話したり調整したりする資質や,必要や状況に応

じて新たな分野に挑戦しようとするチャレンジ精神も当然含まれてくるだろう。国際協働オンラ
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インプログラム(COIL)が身近になった今,学生が自立に向けて成長する過程に,外国の学生との対

話が重要な位置づけになりうる可能性を含んでいる。 

本学には,地域経営学,看護学など,多様な専攻の学生が在籍している。彼らが卒業後,社会人とし

てグローバル化・国際化・多文化化した環境に身を置く可能性は容易に想像できる。しかしなが

ら実際には,本学の国内学生が,国際学生との関わりや語学等の外国文化へのアプローチに積極的

である姿を目にすることは残念だが少なく,教育機関としてこれからの時代を生き抜く資質や能

力を育成する学修の機会を十分に与えているとは言い難い。横田(2012)は,「グローバル化が進ん

だ現代では,国民教育で育成する人材が,すなわちグローバル人材でなければならないという時代

になっている」という意味で,「大学の基本スタンスはより一貫性のあるものになった」ことから,

グローバル人材に「留学生も日本人もない」と述べる。地域に必要とされる人材を育成するため

に,国際的な移動を伴うか否かに関わらず正課内外の活動を支援する取り組みの拡充が期待され

るだろう。正課内での取り組みはグローバル化への対応と多文化理解の双方の資質を高めるため

のカリキュラム上の整備であり,正課外の取り組みは国内学生と国際学生との交流の機会を増や

すこと等が想定される。いずれの場合にも,COIL活用の意義や方法についてさらに深く検討して

いく重要性に直面しているので,今後の課題にしていきたい。 

最後に,COIL が注目され活用され始める一方で,実物に触れることや対面で交流することには,

大きな意義や価値があることを忘れてはならないと強調しておこう。教育再生実行会議(2021)は,

ポストコロナを見据えた高等教育の在り方を考える上で重要な３つの視点のうち１つを以下のよ

うに述べる。 

 

大学等は,単に知識・技能を習得するためだけの場でなく,正課外活動も含めた学生生活全般

において,教職員・学生間,留学生や社会人も含めた学生間における多様な協働・交流を通じた

社会性や対人関係能力の涵養等が行われることに価値があるという点です。このような全人格

的な教育の場としての大学等の学び,経験の全てが遠隔・オンライン教育に代替されるもので

はないということに留意する必要があります。(教育再生実行会議 2021:19) 

 

画面上でのやりとりだけでは感じ取れない何かが関係を築く行動の原動力になり,互いの関係

を強め,そういった経験が学生の自立を助けるので,COIL は対面や実体験を伴う学びの代替には

なり得ない。むしろ,国内学生にとっては同じ大学で学ぶ国際学生との関わり合いが,社会性や多

文化社会への適応力を育む可能性は十分にある。余談になるが,本学が運営している国際交流ラウ

ンジは,外国に関心のある国内学生の描いた絵画が展示してあったり,国際学生の楽器や歌の練習

や披露の場所として活用されたりしている。また,国際学生は時折そこを集合場所として利用し,

その後体育館に移動して軽いスポーツを楽しみ,また一方で体育館を覗き見れば運動部に所属す

る国際学生は国内学生と対等に活動をしている。そのような光景を目前にすると,関係を築く仕組

みづくりとして文化芸術やスポーツを生かす方法も見過ごすことはできない。村山(2020:69)は,

「国際教育交流における正課内外での学生達の学びのコミュニティや場づくりを担う教員は,学

生が大学に求めている目線と,大学が学生に求めている目線の差を,まるでダイヤル式のラジオ放

送のチャンネルを回して聴く時のようにチューニングする必要があり,それだけ神経を研ぎ澄ま

す必要がある」と述べる。大学や教員の求める方向性が必ずしも学生の望むものであるとは限ら

ないことを念頭に置いて,双方の目線を敏感に感じ取りながら方法を調整していくと,文化芸術や
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スポーツの可能性は自然と浮上する。確かにCOILはこれまで繋がることのできなかった世界に

容易に手が届く有効な手段ではあるが,実施の際には実物に触れる等対面で経験を積む価値も学

生に伝えることを念頭に置くことは非常に大切である。 

 

６. 今後の研究上の課題 

本稿では国際化・グローバル化・多文化化に対応した教育について,教育施策に関する先行研究

を整理検討しつつ,地方の私立大学等に焦点を置きながら,COIL 等国際交流活動について考察し

てきた。地方の私立大学等での国際化の困難さが明らかになった一方で,国際化・グローバル化・

多文化化によって学生の学びが深まる可能性も見出すことができた。とは言え,多岐にわたる政策

や先行研究を隈なく分析するには及ばず,COIL実施や正課内外の取り組み等の検討にあたって改

めて再検討する余地が多く残されている。 

1点目の課題は,今後の地方の地域社会の変化の見通しを踏まえた多文化共生への道筋と高等教

育の関連である。本稿では文部科学省が主導する施策を中心として検討してきたが,それらの文献

では多文化共生の視点が多くはなかった。その原因を求めるとともに,文部科学省以外の省庁の施

策や,その他関連する論文等を検討することで,また新たな課題が浮上する可能性は大いにある。

この視点は大学等教育のうち,福祉,医療,保育や教育の分野で特に重要となりうる。 

2 点目は,経済界からグローバル人材育成が要請され始めた 2000 年前後からポストコロナを含

めた現在までの教育施策や社会や文化の変容等が,地方の私立大学等に与えた影響である。さらに

は,大学等教育の施策において,長らく制度上の問題点に言及するに留まっていた原因も明らかに

したい。本稿では,教育施策は国公立大学や大規模私立大学を焦点として実施されてきたことが明

らかになったが,この約 20年の間に,地方の私立大学に与えた影響がなかったとは言い切れない。 

３点目は,文化芸術・スポーツを活用した国際交流活動の可能性の検討である。COILの展開が

期待される反面,従来の対面での交流の体験の価値が今後問われていくだろう。そのことを踏まえ

ると,対面での交流活動の質を高めていくための創意工夫と,その意義をはっきりと明示すること

が今後ますます求められるのではないか。 

学生に有意義な学修機会を提供するとともに,大学等の魅力を高めることにも貢献することを

目指してこれらの新たな研究課題に取り組みたい。本学のみならず地方の私立大学等の教育に関

わる教職員へ向けて,ほんの僅かでも一助になれば幸いである。 
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〈注〉 

1) 本稿では, 国と国との関係が緊密になる状態になる状態を「国際化」,経済や社会の活動が国家や地

域の境界を超えて地球規模に拡大することによって引き起こされるさまざまな現象を「グローバル

化」,ある地域の中に多様な背景をもった人々が共生する状況を「多文化化」と定義する。 

2) 『八戸学院大学・八戸学院短期大学部 2022年度大学案内』では海外研修等が案内されている。ま

た,留学生の受け入れなどによって教育の場が国際色豊かになることは望ましいということが,法人運

営協議会で共通理解されている。一戸利則「新立体的学園構想「４つの柱」の見直しについて」

『CAMPUS八戸学院』,vol.60,pp.18-19 
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3)「八戸学院TOPICS 八戸学院大学＆西安外国語大学 Be Global 日中オンライン交流会開催

11/18」,『CAMPUS八戸学院』,vol.60,p.12 

4) 文部科学省「大学の世界展開力強化事業・キャンパスアジア」

http://www.ipo.titech.ac.jp/campusasia/all-programs/,及び日本学術振興会「スーパーグローバル大

学創生事業」https://www.jsps.go.jp/j-sgu/index.htmlに明記されている。(2022年 2月 13日閲覧) 

5)生まれた国と育った国が異なる学生や,複数の国に所属感をもつ学生等,学生達の文化背景は「留学

生」と「日本人」の二分法では整理できないケースが増えてきたことから,留学生や留学経験のある

日本人学生を含め,国際的な移動を伴い日本の大学で学ぶ学生を「国際学生」,国際的な移動を伴う学

修の経験がない学生を「国内学生」とする。(田中 2016,村山 2020) 

6) 佐藤(2007:78),日比野(2010:58),嶺井(2014)は日本の国際化に対応した教育の起源はユネスコ憲章

にあると解釈しているが,戦前を含めると日本の土着の思想の中からも国際教育への志向が生まれて

いたとも言われている(江原 2010:22)。 

7) 外務省ホームページで,ユネスコ(国際連合教育科学文化機関)の概要について明記されている。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/culture/kyoryoku/unesco/gaiyo.html(2022年 2月 6日閲覧) 

8) 日本経済新聞に「グローバル人材」をキーワードとして初出したのは 1999年である。(吉田 2014:29) 

9) その他太田は,海外留学・研修に対する阻害要因として,単位互換(認定)制度の未整備と学事歴の違い,

大学での国際教育交流プログラム開発の遅れ,国内の大学院で博士学位授与の増加,学生の海外留学を

評価しない雇用者,要求される語学力の高度化,少ない海外留学のための奨学金,リスク回避と安全志

向を挙げている。(太田浩 2013:72-93)  

10) 文部科学省「スーパーグローバル大学創生支援事業」

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/sekaitenkai/1360288.htm,日本学術振興会「スー

パーグｓｓローバル大学創生支援事業」https://www.jsps.go.jp/j-sgu/h26_kekka_saitaku.html(2022

年 2月 13日閲覧) 

11) 日本学術振興会「グローバル人材育成推進事業取組概要」

https://www.jsps.go.jp/j-gjinzai/data/shinsa/h24/gjinzai_gaiyou_all.pdf(2022年 2月 13日閲覧) 

12) 本稿では,地域密着型の小規模私立大学と,地方の私立大学等を同義とする。 

13) 文部科学省中央教育審議会(2002:17)では「留学生の受入れ,学生の海外への派遣の一層の拡充や,

学生が異文化やその背景にある宗教等に対する理解を深めるための機会の充実にも取り組むべきで

ある。」と述べるなど,グローバル化に伴い人や文化が流動的になることを予測しつつも,外国から流入

する文化について,「異文化」として捉えている。日本人とそれ以外の他者を「異なる存在」として

捉え,その対象を理解するという姿勢や態度を求めたことが読み取れる。 

14) 「八戸学院TOPICS 八戸学院大学＆西安外国語大学 Be Global 日中オンライン交流会開催 1

1/18」,『CAMPUS八戸学院』,vol.60,p.12 
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