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はじめに	 

	 

	 少子高齢化と産業の空洞化の進行の中で、地方をどう活性化するかは、日本にとって、

最も重要な課題の 1 つである。本研究は、「留学生」が、地域の活性化や国際化にどのよう

な役割を果たしうるのか、また、持続的な留学生受入れ・交流・ネットワーク構築に向け

た課題とその克服策について明らかにすることを目的とし、2010～2012 年度のトヨタ財

団の研究助成をいただいて実施した。 
	 研究アプローチとしては、自治体と大学等が協働して留学生の受入れ・支援を行ってい

る国内外の取組みを横断的に分析した上で、これらの取組みを、言語、人口構成、経済な

どの地域条件により類型化した。その上で、第二次、第三次産業の事業所が相対的に少な

く、高齢化が進み、外国人口が少なく、地域の国際化を期待して留学生受入れを行う傾向

が強いと考えられる都道府県の内、国際的教育を行う私立大学誘致を契機として留学生が

急増し、人口当たり留学生数が日本で最も多い大分県、国際的教育を行う公立大学設立に

より国際化を図り、過去 9 年間の留学生増加率が日本で最も高い秋田県、国立大学が中心

となって留学生を受入れる鳥取県を対象に、留学生の受入れ・支援・交流の取組みについ

て、韓国やオーストラリアなど海外の自治体の取組みとも比較しながら分析し、提言をま

とめた。本研究の遂行に当たっては、各対象地域の大学関係者、自治体・留学生支援組織

関係者、研究者及び学生の方々の多大なご協力をいただき、一部の調査はこれらの方々に

委託して実施した。また、2012 年度には、研究協力者の方々に、研究代表者と共に、国内

外の学会等で研究成果を積極的に発表していただき、さらに、文部科学省及び経済産業省

など関係省庁の政策担当者の方々からの貴重なインプットやコメントをいただいた。本報

告書は、これらの研究成果とフィードバックの集大成である。 
	 報告書の構成としては、第 1 章において都道府県別の留学生受入れ状況と各地の取組み

を概観し、これらの取組みを地域条件によって類型化したフレームワークを呈示している。

第 2 章では大分県、第 3 章では秋田県、第 4 章では鳥取県における、留学生受入れ・支援・

交流の取組みと、留学生の増加や活動がもたらしている社会的変化、持続的な仕組み作り

に向けての課題、その克服策について、これら地域の研究協力者の方々に執筆していただ

いた。また、第 5 章では、韓国・全羅北道における留学生誘致の取組みについて、全羅北

道立の全北発展研究院研究員金美姫氏と韓国留学生政策の研究者である長島氏にご執筆い

ただき、第 6 章では、オーストラリア・モナシュ大学の橋本博子氏に、「より広いコミュニ

ティとの協働」をテーマとした第 21 回 ISANA(International	 Education	 Association)会

議での取材から、オーストラリアとニュージーランドにおける大学と地域の協働による留

学生支援・交流の取組みを紹介していただいた。第 7 章では、日本評価学会春季第 9 回全

国大会共通論題セッション「外国人材受け入れによる地域活性化とその評価」における文

部科学省高等教育局学生・留学生課課長補佐（当時）の水畑順作氏と、九州経済産業局
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国際部投資交流促進課長松谷	 昭一氏のご発表資料を転載している。最終章の第 8 章では、

大分、秋田、鳥取における関係者への聞取りや留学生へのオンライン調査に基づき、留学

生が、地方留学を概ね前向きに捉え、地域の人々に好意を持つ傾向や、地域や教育の国際

化に重要な役割を果たしていることを分析し、地方における留学生受入れに向けた政策的

な支援の必要性を指摘している。	 

また、報告書冒頭に、各章各節の要約と提言事項を掲載しているので、主な分析と提言

内容については、そちらをご覧いただきたい。 
研究協力者として第 3 章にご寄稿いただいた秋田の国際教養大学教授・図書館長の勝又

美智雄氏は、『活性化戦略	 「4K」がキーワード』と題し、次の様に述べておられる。 
・・・私の考える「秋田の活性化戦略」を示すと、そのキーワードは、「教育・健康・

観光・国際化」の四つの K になる。・・・・・・第 4 の「国際化」は、実は第 1 か

ら第 3 の全てに関わる。教養大の留学生が地域の小中学生と交流したり、季節ごと

の祭礼行事に参加することで地域が活気づくことは十分実証済みだ。本学との提携

を機に世界中から学者、研究者が秋田を訪れているが、皆一様に秋田の美しい自然、

民俗文化に感嘆し「できたら数カ月か 1 年は住みたい」と語っている。秋田は大学

や世界企業の研究所、人材研修センターの有力候補地になりうる。台湾では雪の秋

田ファンが急速に増えているし、モンゴル、韓国からの留学生を支援する民間団体

の活動はそれぞれの国の人に感謝されている。 
	 異文化、異世代の人たちが集う「世界に開かれた秋田」づくりには、住民が自分

の地域を「よそ者」に誇れることが前提だ。住民が幸福ではない土地は「よそ者」

にも魅力がない。まず住民が自分たちの地域の良さを確認する「郷土再発見」が活

性化戦略の出発点になるはずだ。（2012 年 9 月 21 日付の秋田魁新聞） 
 

留学生が増加し、地域住民との交流機会が増え、「郷土再発見」が進むことは、勝又氏

が指摘するように、「教育・健康・観光」に好影響を与え、地域活性化の起爆剤になりうる

と考えられる。地方において留学生が果たす役割の大きさ、留学生の満足の大きさ、留学

生獲得におけるハンディに鑑みて、地方における持続的な留学生受入れ体制の構築に向け

た政策的な支援と配慮が必要だと思われる。本報告書に記載した分析が、そのような検討

に向けての一助となれば幸甚である。 

 
本研究の実施に当たっては、国内外の研究協力者の方々に多大なご貢献をいただいた。

また、多くの自治体、国際交流団体、地域おこし団体及び大学の関係者、留学生、元留学

生の方々に、貴重な時間を割いて、聞取り調査やアンケート回答、情報提供などにご協力

をいただいた。ここに深く御礼を申し上げる。	 

2012 年 10 月 31 日	 

研究代表者	 佐藤由利子	 
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り	 
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1.  研究組織	 
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（2）	 研究協力者（報告書原稿掲載順）	 

太神	 みどり	 （大学コンソーシアムおおいた事務局長代理）	 

篠﨑	 裕二	 （立命館アジア太平洋大学アドミッションズオフィス課長）	 

堀	 桂子	 （観光開発プランナー）	 

隈本	 順子	 （大分大学国際教育研究センター・教授）	 

ラングリ・レイモンド（立命館アジア太平洋大学／大分大学・講師）	 

勝又	 美智雄	 （国際教養大学教授・図書館長）	 

阿部	 祐子（国際教養大学日本語プログラム・准教授）	 

杉山	 朗子（国際教養大学専門職大学院グローバルコミュニケーション実践研究
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若良二（鳥取大学国際交流センター長・教授）	 
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松谷	 昭一	 	 (九州経済産業局国際部投資交流促進課長)	 

	 

2.  研究助成経費	 

2010 年度	 	 510,000 円	 	 

2011 年度	 1,200,000 円	 	 

2012 年度	 1,790,000 円	 	 
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（2）	 日本評価学会第 12 回全国大会、岩手県立大学アイーナキャンパス、2011 年 11 月 19
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を捕捉する枠組みの検討―」佐藤由利子、白土悟	 （九州大学）、西川芳昭（名古屋
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ョン「自治体・大学・企業の連携による留学生支援と地域活性化の事例と課題」太神
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佐藤由利子、白土悟、西川芳昭、長島万里子（2012）「ラウンドテーブル・留学生受入れ・

定着による地域活性化‐JICA 研修による地域づくりとの比較と意識変化を捕捉する

枠組みの検討―」『日本比較教育学会第 48 回大会発表要旨集録』、9 
＜第 2 章＞	 

太神みどり（2012）「自治体・大学・企業の連携による留学生支援と地域活性化の事例と課

題‐大学コンソーシアムおおいたにおける留学生支援事例」『留学生教育学会第 17 回

研究大会プログラム・要旨集』、pp.7-8 
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＜第 4 章＞	 

竹田洋志（2012）「自治体・大学・企業の連携による留学生支援と地域活性化の事例と課題

‐鳥取県における留学生が地域に果たす役割」『留学生教育学会第 17 回研究大会プロ

グラム・要旨集』、pp.11-12 
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各章の要約と提言事項	 

	 

第 1 章	 地域活性化を目指した留学生受入れの取組みと分析フレームワーク	 

佐藤由利子	 

【要約】	 

2003 年から 2011 年までの都道府県別の留学生受入れ状況を概観した後、人口当たり留

学生数が最も多い大分、過去 9 年間の留学生増加率が最も高い秋田、2011 年の留学生数が

東京に次いで多い福岡に関し、自治体と大学等が協働して留学生の受入れ・支援を行って

いる事例を分析し、佐藤・橋本（2011）が作成した留学生受入れ・支援の取組みの地域別

類型化案を改訂して、これらの取組みを地域条件により類型化するフレームワークを示す。	 

具体的には、福岡のように県内の第二次、第三次産業の事業所数が多く、企業の海外展

開を積極的に後押ししている地域では、優秀な外国人材獲得を目的とした留学生の誘致と

就職支援が活発で、「人材獲得アプローチ」と呼べる取組みであるのに対し、大分、秋田の

ように第二次、第三次産業の事業所が相対的に少なく、高齢化が進み、外国人口が少ない

地域では、留学生の国際化・地域活性化リソースとしての存在意義が大きく、教育や地域

の国際化を目的とした取組み（「国際化アプローチ」）が強まる傾向がある。また、大分等

で見られる、留学生の協力を得て観光振興や県産品輸出促進を行う取組みは、第二次産業

が相対的に小さく、観光業の比重が大きい地域で盛んになると想定される。また、オース

トラリアのように留学生獲得の優位性高い英語圏の国では、地方においても外貨獲得を主

目的とした留学生誘致活動が行われる傾向（「経済的アプローチ」）が強いと考えられる。	 

【提言事項】	 

このような「地域活性化」と「留学生」を結び付ける取組みにおいては、地域活性化の

成果にばかり目を向けるのではなく、これら活動を通じた留学生の地域に対する意識の変

化、住民の留学生に対する意識の変化についても、十分な目配りを行う必要がある。	 

	 

第 2 章	 大分県における取組み	 

1.  大学コンソーシアムおおいたにおける留学生支援事例	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

太神みどり	 

【要約】	 

「大学コンソーシアムおおいた」は、２００４年（平成１６年）、大分県内の留学生に

対する総合的・効果的・効率的な施策を実施するために産学官で設立された NPO 法人であ

り、大分県内にある８つの大学・短大・高専、行政、経済団体、その他を会員とし、地域

と留学生の共生と、留学生の力を活かした魅力ある地域づくりに寄与することを目的にし

ている。実施事業は「留学生生活支援事業」「留学生地域活動支援事業」「留学生地域交流

支援事業」「留学生就職支援事業」他。	 
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留学生の地域活動の支援や地域交流の支援事業は、大分市や大分県からの委託を受け実

施するホストファミリー紹介のほか、小学校などでの国際理解授業のアレンジや、留学生

を講師とした語学教室や料理教室を展開し、多くの県民の参加と好評を得ている。独自の

人材マッチングシステム「留学生人材情報バンク（通称：アクティブネット）」を運営して

おり、単純作業のアルバイトや国際的能力を必要としない募集については利用は出来ず、

行事についても単に留学生が見学するだけではなく、「留学生の力が地域に役立つ事・貢献

すること」を推進し、システムの掲載許可を出している。	 

大分県には、約 3800 人、80 か国を超える出身地域の留学生が在住しているため、多国

籍性を活かしたプログラムを組むことができ、様々な国の留学生から生の声で母国紹介な

どをしてもらうことは、異文化理解に有効である。	 

大分県や経済団体においては、卒業後にミニ大使のような役割で大分のことを PR でき

る人物の育成も取組みはじめた。企業においては、通訳・翻訳業務において留学生の能力

を活用するのはもちろん、マーケティングやインターンシップ、企業見学会の受入れや意

見交換会など、グローバス人材としての留学生の能力を活用するよう呼びかけている。	 

地域での深い交流や地域での貢献、そしてブリッジ人材やビジネス面での活躍により、

当然のことながら卒業後の社員採用の対象となることもある。留学生も大分県内での就職

を検討する学生が少なからず、就職支援事業にも力を入れ始めている。	 

留学生の就職については課題も多いが、優秀な人材が県内にのこるということは、企業

の活性化、地域の活性化につながる重要な問題であり、大分県の「強み」の創出であると

考えている。	 

大学コンソーシアムおおいたが行う留学生支援事業と、実施している中から見えてきた

考察や課題等について報告する。	 

【提言事項】	 

留学生の就職支援に対して、地域交流・地域貢献を支援することは切り離せないプロセ

スであると考える。また、生活を支援すること、ひいては入国前からの支援も一連のもの

であると言える。そして就職後の雇用環境の支援も深くつながってくる。そうなると、司

法から行政から民間から草の根から、ありとあらゆる分野での広範囲で横断的な協働が必

要となってくるはずである。その大きな「総合的支援」は、留学生への支援という名であ

りながら地域づくりとなってくるように思う。地域全体で、恒常的な意識・対策が根付き、

それが当たり前の社会であるよう、“一過性でおわらない仕組みづくり”の推進が課題であ

る。	 

	 

2.  立命館アジア太平洋大学(APU)と別府市･大分県:新大学設置と地域社会の国

際化について	 

篠崎裕二	 

【要約】	 
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立命館アジア太平洋大学（APU）の開学の経緯や社会に与えたインパクトを、地域社会

との関係を軸に考察した。学生の半数が留学生という類を見ない国際大学に対し、地元住

民の反対運動が起った。その状況を乗り越え、設置 10 年後の大分県の調査では、APU の

設置を概ね市民は良かったとし、地域の活性化･国際化に貢献したと評価した。地方での国

際大学を展開するには自治体との連携、地域との関係性を重視すること、大学運営の力量、

等がカギとなる。 
【提言事項】	 

立命館アジア太平洋大学（APU）が他の国際系大学と一線を画すのは、約 80 カ国から集

まる学生数の約半数を占める国際学生（留学生）である。逆に言えば、この国際学生がい

なければ、APU は存在意義がない。ところが、高度人材となる優秀な留学生をリクルート

するためには学生募集行動を世界で展開し、なおかつ留学生が安心して来られるようにハ

ードとソフトの両面で様々なインフラストラクチャーの整備が必要である。さらに、高度

人材にふさわしい人材を自国や欧米の大学と競合して獲得する際の、大きなカギと一つは

奨学金である。APU では 90 億円強の年間総支出のうち 20 億円弱の実に約 20％を奨学金

に充当している。大学の国際化は大変なコストがかかる。 
	 わが国の高等教育に投入される公金の GDP比は OECD の平均の 1.2％の半分の 0.2％し

かない。また、欧米型の寄付の文化もない。日本の大学はその収入の大半を学生納付金に

頼らざるをえないのである。この構造を多少なりとも変えて、せめて奨学金の原資程度は

外部資金でまかなえることが望ましい。しかしながら、外部の財政的支援を受けるために

は、大学の質を高め、それを保証する仕組みを大学自身が持たなければならない。現状で

も大学には 1 兆 5 千億円の税金が投入されているが大学はその投資金額に見合うだけのア

ウトプットを出せているとは、昨今の大学への批判の声を聞くまでもなく、言えないだろ

う。教育の内容についてわかりやすく社会に公表する努力もまだまだ足りない。社会の支

援を受けるためには、日本の大学はさらなる自己点検・評価をし、外部評価を取り入れ社

会の厳しい目に耐えられるだけの内容、質の改善を継続的に重ねる必要がある。 
	 地域との関係では、現在相当数の大学が地域への貢献を大学の主要なミッションと捉え

て積極的に行っている。APU であれば国際化を通じた特色ある地域貢献をしているように、

他にも特色ある地域貢献をしている大学も多数ある。しかし、その地域貢献がどれだけ地

域に伝わっているか、はなはだ疑問である。 
	 アメリカでは多くの地域でその地の大学のスポーツチームが地域のスポーツチームとし

て愛着を持たれている。フットボールや野球の試合の応援に大勢の地元の人が集まり、声

援を送る。逆に運動部は地域のチャリティーなどに参加して交流を図る。大学のチームが

「おらがチーム」となっており、その声援がひいては大学でフットボール場を作ろうとす

ると寄付につながっていくのである。こういった取組は日本の大学が未開拓分野の地域貢

献ではないかと思う。 
	 現在は補助金政策で国際化を志向する大学を支援する政策がとられている。ただし、何
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を基準に国際化をすすめているかという政策誘導はあまりなく、その方向性は各大学にゆ

だねられている状況である。ひとつの考え方として、国が政策として「国際化」のベンチ

マークを定めて、その基準を満たしている大学には運営交付金を一定割合で増額すること

を提案したい。その際に、国際的な教育の質保証と地方立地を大きな加点項目とすれば、

一石二鳥であり、さらにこれが国の方針として国際的認知が進めば、国際社会における日

本の大学のレピュテーションの底上げにつながる効果も期待できる。それに合わせて、そ

の対象大学の支援を行う地方自治体の事業に対して国が補助金を出すようにすれば、地方

と大学の連携強化が一層進展するだろう。 
	 

3.  別府市役所まちづくり課主催留学生ワークショップについて	 	 	 	 	 	 	 	 	 

堀桂子	 

【要約】	 

	 筆者は、2010 年 12 月 8 日、2011 年 1 月 12 日の 2 回にわたり開催された別府市役所観

光まちづくり課主催の留学生ワークショップにオブザーバーとして参加した。これは留学

生の声を別府市のまちづくり、主に観光に活かしていこうという意図のもとに開催された。

第一回では鉄輪の地獄蒸しとまち歩きを体験した後、別府市に来る前と来てからの印象に

ついて発表し、別府市のお勧めの場所・お勧め出来ない場所を書き出していく試みが行わ

れた。第二回では別府市のまちづくり団体から各取り組みの詳細が発表され、留学生が改

善策を提案する試みが行われた。その内容の詳細について記載する。	 

	 

	 

4.  APU における留学生へのグループインタビュー結果	 	 	 	 	 	 	 	 	 

堀桂子・原本義浩	 

【要約】	 

筆者は別府市において、留学生が地域の人々とどのように関わっているか、それについ

て具体的にどのように考えているかを調べる為、2011 年 2 月 21 日に立命館アジア太平洋

大学大学院生 4 名に対してグループインタビューを行った。このインタビューは予めプロ

ジェクトの一環として、東京工業大学留学生センターの佐藤	 由利子准教授が作成したア

ンケートに回答してもらい、その結果に基づき行った。質問項目は、立命館アジア太平洋

大学入学のきっかけ、普段の生活における地域との交流について、学生生活について、別

府市の観光についてなど多岐にわたったが、各々の立場から異なる評価や問題意識が見ら

れた。その内容の詳細について記載する。 
	 

5.  温泉観光地別府市の観光開発における留学生受け入れの効用	 	 	 	 	 	 	 	 

堀桂子	 

【要約】	 
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温泉観光地である別府市では地場産業が中心となり 2000 年頃から観光開発への取り組

みが進められ、その開発モデルは現在、温泉地を中心とした他地域にも取り入れられてい

る。	 

一方で、時を同じくして開学した立命館アジア太平洋大学も一つの大きな観光開発と言

え、その国際性が留学生、他地域からの日本人若年層の関心を集めている。十年以上が経

過した今、留学生の増加がどのような形で別府市の観光開発に影響しているか、その成果

を検証する。	 

【提言事項】	 

留学生受け入れ・交流の観点から別府市の観光を見つめることは、現代日本における観

光の全体像を把握することの必要性につながった。	 

今回の研究をとおし、大分県は九州他県との協力のもとにインバウンド観光客誘致に取

り組む必要があるのではないか。また、大分県の国際観光の振興における留学生の積極的

な活用についてはインバウンド観光客誘致に有効かと思われるが、留学生が日常生活にお

いて、自然にまちづくり活動に溶け込める状況が続いてこそ継続可能ではないかという仮

説が生まれたので、今後はその考えのもとに、別府市、各 NPO、大分県の取り組み、大分

県の国際観光の振興における留学生の活用、その効果を追っていきたい。別府市や大分県

の観光業へ就職した元留学生への聞き取りを開始し、他の日本の企業へ就職した元留学生

への調査とともに持続可能な観光まちづくりとの関連性を調べていく。	 

	 

6. 大分市における留学生と地域自治会との交流事業	 	 	 	 	 	 	 	 	 

隈本順子	 

【要約】	 

大分大学では留学生が居住する地域の自治会住民と交流事業を開始して 7 年目を迎

える。留学生を支援する「国際交流ボランティア会」（以下、	 GC）の学生と自治会が

企画・運営する「国際文化祭」が、学生（留学生、日本人学生）と地域住民にもたら

したものが何かについて調査した。	 

	 留学生、特に交換留学生にとっては、数少ない地域の日本人との交流の機会であり、

地域文化を体験できる唯一の機会となっている。また、GC の日本人学生にとっては異

文化理解への深化、「文化祭」の企画運営を通して人間関係の調整力、組織力、リーダ

ーシップ等が培われ成長していく様子がうかがえる。地域の住民達も会を重ねる毎に

留学生を特別視することなく、町内に住む住民として捉えるようになり、外国人に対

する意識が変わっていった。	 

	 今後の課題である継続することについては、大学、特に大学の教職員が裏で支える

ことにより継続は可能となるだろう。	 

【提言事項】	 

	 このような地域住民と留学生の交流事業には大学、地方自治体、自治会等との連携
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が必要である。そして、交流事業を継続的に推進するためには、大分大学の「活き２

プロジェクト」のように、大学や地方自治体等が経済的支援をすることが必要である。	 

	 

7.  元留学生が視た大分の変化	 	 	 	 	 	 	 	 	 

ラングリ・レイモンド	 

【要約】	 

最初研究生として大分に勉強しにきた 1990 年頃と、2006 年に大分に戻ってきてから

を比べると、大分の人々の留学生または外国人に対する態度はかなり変化してきたと思う。

いくつかの例を紹介する。それを代表する一つは、当時英語で書いてあった Japanese Only
のサインだった。今はないが、90 年代にある飲み屋街の店の入口に張ってあった。もう一

つの例は、以前、列車に乗った時、子供たちが「外人、外人」と囁き始めた。そしてすぐ、

「ハロー」と“This is a pen”	 のコーラスも始めた。今はもうそういう経験は起こらない。	 	 	 

それに対して近頃、町で学生のグループとすれ違う時、英語の挨拶を礼儀正しくして

くれる。以前の距離感に対して、現在は簡単な出会いですけれど、お互いに心が通じ合っ

た気がする。大分大学の状況も随分変わってきた。当時はなかったチューター制度の影響

で、留学生と日本人の大学生の関係がよりスムーズになってきた。こういう変化を説明す

るのに、社会的影響、そして Contact	 Hypothesis という社会心理学の概念を紹介する。ま

た、平等な立場で、本音で一緒に活動を行うことが必要という心理学的分析もある。その

ような状況があったら、個々人の国籍より、個人としての特性や特徴が印象深くなるとも

言えるだろう。こういう現象を表すため、「没国籍化」という言葉を提案する。結論として、

留学生も日本人もお互いの存在に慣れてきたと言えるだろう。お互いの存在に慣れること

が友情を培い、深める第一歩だと言えるだろう。	 

	 

第 3 章	 秋田における取組み	 

1.  秋田県における国際教育を通じた地域活性化の取組みと成果	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

勝又美智雄	 

【要約】	 

地域（特に田舎）が停滞するのは、そこに住む人たちが移動もせず、同じ価値観、文化

を共有していて変化も求める必要も感じないまま自己満足に陥るからだと言える。地域の

活性化には「よそ者・若者・バカ者」の 3 種類の人材が必要だとよく言われている。その

理由は、①よそ者＝異文化を持ち込み、異文化に育った者の目でその地域を見直し、新し

い光を与える役割をする②若者＝新しいものに好奇心旺盛に飛びつき、異質なものを抵抗

なく受け入れて体を動かす③バカ者＝自分の生まれ育った地域の伝統文化を守ろうとする

頑固者、あるいは世の中の動きに関係なく自分の仕事にこだわるプロ意識の高い職人、の

3 種類が交流し、協力しあうことで、その地域の価値の見直し、再発見ができ、活性化に

動き出す原動力となるからだ。 
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外国人留学生がとりわけ地域活性化に有益なのは、この「よそ者＆若者」の目で地域に

新風を吹き込むため、それに刺激されて地域の「若者＆バカ者」たちが元気に動き始める

ことになるからだ。その実例を東北の「田舎」から紹介し、全国各地の地域活性化の動き

への参考にしてもらいたい。 
	 

2.  留学生の地域交流の実践例から	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

阿部祐子	 

【要約】	 

留学生と地域住民との交流は、これまで、留学生支援の一環として日本語教育、異文

化教育の観点から実施されることが多かったが、昨今は、大学が留学生という人的、文

化的リソースを活かして、地域社会へ貢献しようとする動きも多く見られるようになっ

た。筆者は、授業内外での留学生の地域交流活動を進めてきたが、それによって留学生

と地域住民が互恵的な学美を得られることを明らかにしてきた。ここでは、筆者が 2007
年から授業の一環として継続的に行ってきた、留学生と秋田県Ｙ市観光課との交流実践

に焦点をあて、その変遷を辿りながらこれまでの活動を省察する。主な変遷内容は、①

留学生が客として一方的にもてなされていた交流から、一般客に対して共にもてなす側

となり協働的な活動へ近づいたこと、②授業の一環としての義務的参加から自発的参加

も含めた形態となったこと、③交流活動の組織が筆者の単独授業から大学全体や行政と

の連携へと拡大したこと、などがあげられる。次に、ある交流実践後に留学生と地域の

日本人に対して行った面接調査の分析結果を紹介することにより、Ｙ市職員や地域住民

が当初の交流目標として掲げていた実用的な情報獲得だけではなく、コミュニケーショ

ン能力、異文化意識や国際感覚の底上げ、地域を客観的に見つめなおすメタ認知力など

の学びも得られたことを明らかにする。最後に、実践から見えてきた課題を整理し、解

決に向けての提言を行う。 
【提言事項】	 

これまでの実践から見出された課題を整理し、以下のような 3 つの提言を考えた。 
1) WIN-WIN プランの作成 

 交流前の地域と大学側の目的の共有とそれに適した活動内容の作成ができるかどうかが、

交流を成功させる最重要点であると考えられる。特に地方自治体に何らかの経済的支援を

依頼する場合は、それに見合う形となった結果を提示することが重要であり、それが継続

につながっていく。行政機関と教育機関の意識や価値観のズレをすり合わせ、双方が利点

を得られるような WIN-WIN プランを作成することが重要であろう。そのためには、相手

側との意思疎通がうまく図れるように、当日だけでなく活動前後にも連絡を取り合い、率

直で地道な話し合いを繰り返すこと、可能であれば大学への訪問も促し、留学生との接触

機会をより多く提供することなどが考えられる。 
2) 地域住民のキーパーソンの発見と支援要請	 	  
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行政担当職員との信頼関係が築けても、組織内の移動や管理職の交代に伴う方針変更、

予算など、ままならない事情により支障が出ることが多い。継続的な交流を行うためには、

自治体職員だけでなく地域住民のキーパーソンを見出し、その人物に支援を要請しながら

地域住民との関係を強化していくことが重要であろう。地域ボランティアの異文化に対す

る態度や価値観には個人差が大きく、自主的活動ゆえに活動への熱意には温度差が見られ

ることからも、その差異を把握し各人に対して的確に対応できるキーパーソンの援助は重

要だといえる。 
3) 大学側の組織の連携	 	  
大学組織内でも連携は欠かせない。今回取り上げた活動は、筆者が単独で授業として開

始したが、数年前から有志の自発的な活動へと発展させることが可能となった。さらには、

Ｙ市観光物産課と筆者個人の交流を、Ｙ市と大学の交流とすべく、大学公開講座を開催し

て教職員と協働したり、授業外のイベント参加に大学からの協力を頼んだりしている。今

後は大学とＹ市が公的な契約のもとに協働体制を組めるような形へと発展させることが望

ましい。それはこの交流活動が、筆者の手を離れて新たな形で継続されることにつながる

であろう。	  
	 

3.  秋田の留学生の意識の変化と交流の課題	 	 	 	 	 	 	 	 

佐藤由利子・杉山朗子	 

【要約】	 

国際教養大学（AIU）の留学生を対象に実施したオンライン調査及び面談結果と、2012
年 2 月に仙北市白岩地区が開催した燈火祭における留学生と地元住民の交流の参与観察か

ら、住民との交流が留学生にもたらした意識の変化と、交流上の課題について考察した。

秋田は従来外国との交流が少なく、AIU の留学生は、地域の国際化リソースとしての役割

を期待されている。いくつかの自治体では、小中高等学校児童・生徒との交流や地域のイ

ベントに留学生を積極的に招いており、これらの交流に参加する留学生も多い。交流を通

じて、留学生の多くは、秋田の人々の親切、温かさ、絆の強さに触れ、秋田を好きになる

者が多い。他方、男性優位文化、飲酒、喫煙などに抵抗を感じることもあるようである。

留学生と地域住民の交流は、地域の慣習や文化が外部者によって再評価される機会である。 
	 

第 4 章	 鳥取県における留学生が地域に果たす役割	 	 	 	 	 

竹田洋志	 

【要約】	 

鳥取県は人口規模において全国最小の県で、その県庁所在地である鳥取市は人口 20 万

人弱の中規模都市である。観光や農林水産業が主な産業で、鳥取砂丘や大山、浦富海岸な

どの自然、三朝や皆生などの温泉、二十世紀梨、すいか、長芋、ラッキョウなどの農産物
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が有名である。以前は、韓国から温泉とゴルフを目的に比較的多くの観光客が訪れていた

が、近年は減少傾向である。	 

しかし、近年海外で日本のアニメの人気が非常に高く、鳥取県においては、作者が鳥取

県出身である「ゲゲゲの鬼太郎」や「名探偵コナン」を前面に押し出し、日本国内のみな

らず外国からの観光客の取り込みをはかっており、2012 年 8 月 4 日から 11 月 25 日まで国

際マンガ博が開催される。	 

また、韓国のテレビドラマ「アテネ」のロケ地巡りツアーや、2010 年に世界ジオパーク

に指定された「山陰海岸ジオパーク」は、今後の観光の柱を期待されている。これまで留

学生の能力を生かした仕事と言えば、語学教師ぐらいしかなかったが、これらは新たな雇

用の機会をもたらす大きなチャンスである。	 

	 鳥取市では、お盆祭りとして「しゃんしゃん祭」が開催されるが、この祭りには毎年 50

名にも及ぶ留学生が参加している。留学生たちは地元の人から踊りの指導を受け、地域と

の交流を行っている。小さな都市で普段外国人との決して多くはない地元住民にとって、

最大の祭りにおける国際交流は非常に大きな意義がある。	 

本研究では、このように海外とのつながりを広げつつある鳥取において、留学生に関わ

る地域の行事への留学生の参加を調査し、留学生が地域で果たす役割について考察を行っ

た。現在、鳥取大学ではその国際戦略である「持続的な地域社会の発展と生存環境社会の

構築」を通じて、グローバル人材の育成を目指している。その中で、留学生の果たす役割

は非常に大きいものと期待される。	 

【提言事項】	 

これまでの観光資源は自然、温泉、スポーツ、農産物などであったが、鳥取県が素晴らし

い観光資源を持つのと同時に、全国各地、特に日本海側の地域では類似した観光資源が売

りとなっている場合が多い。しかし、今後は、「マンが王国」、「山陰海岸ジオパーク」など

地域特有の個性のあるものを売り出し、そこで学んだ留学生がその情報を世界に発信する

ことが期待される。 
	 新幹線が通っていない、国際空港から遠いことはこれまで観光客誘致に不利な要因であ

った。しかし、その条件の中で鳥取の地を選んで留学してきて留学生たちはその良さを熟

知している。そういった留学生たちが情報を発信することで、これまでこのような地域に

興味を示さなかった人々に、新たな目的地として認識させることができる。すでに、「アテ

ネ」ロケ地巡りツアーでの実績が示す通り、留学生が業務に関わり、日韓双方からの観光

客が集まっているこのツアーは、今後より多くの人々に鳥取に興味を持たせる可能性のあ

る重要なイベントである。 
過去において多くの失敗例がある単なる箱モノ施設でなく、日本と外国双方にとって興

味のあるイベントを企画し、留学生がそこで単なる通訳としてではなく、運営さらには起

業に至ることが期待される。 
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第 5 章	 韓国・全羅北道における留学生受入れの取組み	 

金美姫・長島万里子	 

【要約】	 

韓国では日本以上に深刻な少子化の影響で、将来優秀な国内人材が不足することが予想

されており、高度人材としての外国人材の受入れと支援が重要視されている。21 世紀に入

り、高等教育機関への外国人留学生の受入れは、韓国が独自に抱える問題である教育貿易

収支の赤字の改善という意味でも積極的に進められている。2004 年に開始した留学生受入

れ政策「Study Korea Project」は着実に成果をあげ、2000 年にわずか 4 千人であった受

入れ留学生数は 2010 年には 8 万 4 千人と急増した。しかし量的拡大に成功した一方で質

の問題を抱えることになったため、2011 年、留学生受入れ政策のモニタリング制度として

「外国人留学生受入れ・管理能力認証制」が導入されることになった。地方においては停

滞する経済・地元大学の競争力の低下・優秀人材の首都圏への流出などの問題を抱える中、

全羅北道が韓国内で初めて地方自治体独自の外国人留学生の受入れ・支援を開始したため、

今後の動向が注目される。 
【提言事項】	 

留学生送り出し国であった韓国は、2000 年代に入り積極的な受入れ政策「Study Korea 
Project」を進め成功してきた。韓国の留学生受入れの課題には、①日本と異なり短期間で

受入れ留学生が急増したため管理体制が弱く留学生の質が低い点、②大統領によるトップ

ダウン体制で政策が展開されているため首都圏と地方に格差が出ている点があげられよう。	 

このような課題の解決に向け、政府は留学生の質の向上を図る政策に乗り出し、地方では

全羅北道や京畿道といった自治体が独自の留学生受入れ・管理に取組み始めている。	 

留学生の受入れ先として、少子高齢化の進行の深刻さ・企業誘致の困難さ・雇用機会の貧

弱さなどで不利な立場の地方だが、物価の安さ・大学内住居の整備率の高さなど、首都圏

と比較して有利な面もある。地方自治体が主体となり地元大学・地元企業と連携すること

で、地域に合わせた効果的な受入れ戦略が実施される可能性はあると思われる。	 

日本における地方自治体の留学生受入れ・支援の取組みと比べると数歩遅れて開始され

た韓国の地方自治体の取組みであるが、日本の地方大学が抱えるものと類似する問題をど

のように解決していくのか。スタートしたばかりで成果・課題の評価は 2012 年度以降に

実施されるということだが、全羅北道庁の動向に注目したい。	 

	 

第 6 章	 地域ぐるみの留学生支援とその課題‐オーストラリアとニュージーランド

の事例から	 	 	 	 	 	 	 

橋本博子	 

【要約】	 

2010 年 12 月に開催された ISANA(International Education Association)の第 21 回国

際会議では、‘Engaging with the wider community’（より広いコミュニティとの協働）
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をテーマに、多くの事例が報告された。本章では、まず、ISANA という組織や会員の職

務、国際会議の特徴などを紹介し、2010 年の大会で留学生と地域社会のかかわりが重視さ

れた背景を分析し、事例を紹介する。特に、教育機関が自治体などと協働で取り組んでい

る留学生支援、地域の様々な組織による留学生支援に関する報告に注目し、取組みの背景

と課題を考察する。 
【提言事項】	 

日豪の留学生受け入れを比較すると、日本では、留学生受け入れは「国際交流」と

してとらえられる傾向があるが、オーストラリアでは、その経済効果（国家にとって

は外貨獲得、地域にとっては留学生による消費、教育機関にとっては学費収入）が重

視されてきた。したがって、留学生と一般学生の交流、留学生と地域社会の交流イベ

ントなどに関しては、むしろ日本の方が様々な取り組みが行われてきたのかもしれな

い。しかし、「国際交流」という漠然とした理念的な目的ではなく、留学生をめぐる喫

緊の課題を解決するために、様々な機関や団体が活動を展開することはあるだろうか。

ビクトリア州メルボルンにおける取り組みとして本章で紹介した事例では、市役所、

消防、警察、人命救助会、プロスポーツの団体、教会、教育機関などが留学生の安全

確保というひとつの目的のために、それぞれで、また協力して活動を展開している。

地域ぐるみの留学生支援のあり方として、このような取り組みも考えられるのではな

いだろうか。	 

	 

第 7 章	 政策	 

1.  留学生交流拠点整備事業と留学生の街構想	 	 	 	 	 	 	 

水畑順作	 

【要約】	 

	 2012 年度より開始された留学生交流拠点整備事業と、その元となった、「地域ぐるみで

留学生と交流し、支援し、生かす」という留学生の街構想のコンセプトを紹介する。	 

	 

2.  九州における留学生等グローバル人材の活用について	 	 	 	 	 	 	 

	 松谷昭一	 

【要約】	 

九州経済産業局では、2007年度から「アジア人財資金構想」に取り組み、留学生の受入

から、ビジネス日本語等人材育成、インターンシップや就職支援までのプログラムをパッ

ケージで提供し、産業界で活躍できる高度外国人材の育成・活用を実施。これまで九州で

は300名を超える留学生が参加し、8割を超える就職（内定）率を達成するなど、一定の成

果をあげている。2011年11月には、「アジア人財資金構想」の取組を踏まえ、九州経済連

合会等とタイアップして、九州における留学生を始めとするグローバル人材の育成・活用

を促進するため、「九州グローバル産業人材協議会」を立ち上げたところ。今後は、グロ
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ーバル人材の受け皿となる九州企業の拡大を図り、地域の活性化を促進する予定。	 

	 

第 8 章	 地方留学の利点と課題	 

‐大分、秋田、鳥取の留学生の交流状況と意識に関する調査の横断的比較から‐	 	 	 	 	 	 

佐藤由利子	 

【要約】	 

大分県、秋田県、鳥取県を対象として、関係者への聞取りや留学生へのオンライン調査

に基づき、留学生の交流状況と地域への意識について分析した。分析の結果、地域交流は、

県の政策・施策に留学生交流が位置付けられ、体制が整備されている秋田や大分において

より活発であるが、鳥取での交流参加率も大都市圏の留学生より高く、3 地域とも、工夫

を凝らした様々な交流が実施されていることが判明した。 
留学理由としては、交換留学生は「協定校だから」という理由が最も多く、それ以外の

留学生では「留学・生活費の安さ」が最も強い留学動機であり、質の高い教育や特色ある

教育、指導教員／先輩／友人の勧め、美しい自然も動機付けになっている。 
地方留学の利点としては、豊かな自然、静かな環境、生活費の安さ、人の親切さなどが

挙げられ、不利な点としては、交通の不便さ、気晴らしの場所の少なさ、アルバイト機会

の少なさなどが指摘された。留学生の地域の人々への印象は、親切・優しい、友好的など

好意的な回答の多さが共通しており、大分と鳥取では「一緒に（いい）地域を作りましょ

う」「一緒に頑張ってください」といった地域住民との一体感を示す回答もあり、交流等を

通じ親切にされた体験が、地域の人々への好意や共感につながっていると考えられる。	 

【提言事項】	 

留学生は、過疎化高齢化が進み、外国人口比率が低いこれらの県において、地域や教育

の国際化に重要な役割を果たし、観光振興にも一定の効果を挙げていると考えられる。留

学生も、地方留学を概ね前向きに捉え、地域の人々に好意を持つ傾向が見られる。しかし、

国際的な留学生獲得競争の激化の中で、これら地方の大学が継続して留学生を獲得するこ

とは容易ではない。地方自治体の政策や支援が、地方留学の促進や交流促進に果たす役割

は大きいが、財政的には限界がある。 
地方において留学生が果たす役割の大きさ、留学生の満足の大きさ、留学生獲得におけ

るハンディに鑑みて、地方における持続的な留学生受入れ体制の構築に向けた政策的な支

援と配慮が必要だと思われる。 
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第 1 章	 留学生受入れによる地域活性化の取組みと分析フレームワ

ーク	 

	 

佐藤	 由利子（東京工業大学）	 	 

	 

地方は大都市圏に比べ、人口の高齢化、企業誘致や雇用確保の困難さなどの課題を抱え

ており、留学生獲得においても、学生が大都会に惹きつけられる、アルバイト先や就職先

が少ないなど、不利な状況にあることが多い。日本においても、留学生の 31％にあたる 4

万 3 千人（2011 年）が東京で学ぶなどi、大都市圏に留学生受入れが集中する傾向が見ら

れる。他方、物価の安さ、地域文化、豊かな自然、行政・教育機関・産業界が一体となっ

た支援など、地方ならではのメリットも数多く存在する。留学生増加はプラスの経済的、

社会的効果をもたらすことが知られており、自治体の中には、地域振興策の一環として、

大学等と協働して留学生の受入れや支援に取組む事例が見られる。	 

本稿では、都道府県別の留学生受入れ状況を概観した後、自治体と大学等が協働して留

学生の受入れ・支援を行っている大分県、秋田県、福岡県における事例を紹介し、これら

の取組みを地域条件により類型化するフレームワーク案を示すと共に、今後の課題につい

て検討する。	 
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図1.東京を除く上位12県の留学生数の推移（2003-‐2011年）

（出所）日本学生支援機構「留学生調査｣結果に基づき筆者作成

	 

1.  都道府県別の留学生受入れの傾向分析	 

	 

	 図 1 は東京を除く、留学生受入れ上位 12 県(2011 年時点)の 2003 年から 2011 年までの

留学生受入れ人数の推移を示している。2011 年に東京に次いで留学生受入れ数が多いのは

福岡県であり、大阪府を凌いでいる。次いで、愛知、京都、埼玉、兵庫、千葉、神奈川と

いった大都市圏及び近郊の府県が並ぶが、それに続き、大分が 3,873 人の留学生を、北海

道、茨城、広島が、2,700 名前後の留学生を受入れている。2003 年から 2011 年にかけての

留学生の増加率は、福岡が 2.1 倍、大分が 1.7 倍と、他の都道府県より大きくなっている

（全国平均の増加率は 1.26 倍）。	 

なお、2011 年に留学生数が減少している都道府県が多いのは、2011 年 3 月の震災の影

響と考えられる。また、日本学生支援機構による留学生調査は、毎年 5 月時点の高等教育

機関からの調査回答に基づいており、都道府県別に示された人数は、留学生の居住地では

なく、在籍する高等教育機関の所在地のデータであることに、留意する必要がある。	 
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表1.2003-2011年に留学生数が3割以上増加した都道府県

順位 道府県名
2003年

留学生数（Ａ）
2011年

留学生数（Ｂ）
伸び率
（Ｂ/Ａ）

1 秋田 131 292 2.23
2 和歌山 135 292 2.16
3 福岡 5,136 10,635 2.07
4 奈良 876 1,490 1.70
5 滋賀 281 470 1.67
6 大分 2,336 3,873 1.66
7 石川 1,023 1,670 1.63
8 山口 965 1,566 1.62
9 岡山 1,595 2,516 1.58
10 鹿児島 573 881 1.54
11 岩手 259 375 1.45
12 兵庫 3,522 4,959 1.41
13 北海道 1,960 2,734 1.39
14 三重 739 1,025 1.39
15 島根 166 230 1.39
16 京都 4,532 6,246 1.38
17 福島 325 441 1.36
18 広島 1,968 2,647 1.35
19 静岡 1,252 1,679 1.34
20 山梨 668 880 1.32
21 長崎 1,162 1,518 1.31

（出所）日本学生支援機構「留学生調査｣結果に基づき筆者作成 	 

表 1 は、2003 年から 2011 年にかけて、留学生数が 3 割以上増加した都道府県を示して

いる。この期間の全国レベルの留学生増加は 1.26 倍、東京都の増加率は 1.25 倍であり、

表 1 に示した上位の道府県の大学や自治体では、過去 9 年間に何らかの留学生誘致政策が

取られてきたのではないかと考えられる。秋田、和歌山は、留学生数自体は 292 名（2011

年）と多くはないが、2003 年に比べて 2 倍以上増加している。秋田、福岡、大分の増加の

背景については、次節で紹介する。和歌山においては、和歌山大学における観光学部の開

設が、増加要因の 1 つになっているのではないかと推定される。	 

表 2 は、2010 年時点で、人口千人当たりの留学生数が 0.6 人を超える都道府県をリスト

アップしている。大分が 3.5 人で最も多く、東京、京都、福岡、石川、岡山、大阪、長崎

が続き、これらの都府県では全国平均（1.11 人）より高くなっている。一般に大都市圏に

は、国際的な活動を行う企業や団体が集中し、外国人口比率が高い傾向にあるが、大分、

福岡、石川、岡山、長崎、奈良、山口、宮城、埼玉、広島、新潟については、全国平均よ

り外国人口比率が低いにも関わらず、留学生比率が相対的に高い。人口当たりの留学生数

には、高等教育機関の数、高等教育機関における国際的取り組み、留学生にとっての地域

の魅力（例えば、京都や金沢などの古都の魅力）が影響を与えると考えられるが、留学生

増加を目指す自治体の受入れ努力も、影響要因の 1 つと数えることができよう。	 

また、65 歳以上の老年人口割合が高く、外国人口割合が小さい、大分、石川、岡山、長

崎、奈良、山口、新潟等の地域では、地域の国際化・活性化リソースとしての留学生の存
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在意義がより大きいと考えられる。	 

表2.人口当たりの留学生数が多い都道府県（2010年）

順位
都道府県
名

2010年
留学生数
（人）

2010年人口
（万人）

人口千人中の
留学生数

人口千人中の
外国人口

老年人口割
合％（65歳以上）

1 大分 4,198 120 3.50 7.39 26.5
2 東京 45,617 1,316 3.47 24.23 20.1
3 京都 5,896 264 2.23 15.88 23.0
4 福岡 9,665 507 1.91 7.95 22.1
5 石川 1,804 117 1.54 8.35 23.5
6 岡山 2,628 195 1.35 9.50 24.9
7 大阪 10,791 887 1.22 18.58 22.1
8 長崎 1,653 143 1.16 4.55 25.9
9 奈良 1,486 140 1.06 6.61 23.8
10 山梨 888 86 1.03 14.47 24.5
11 千葉 6,054 622 0.97 12.70 21.2
12 山口 1,394 145 0.96 8.47 27.9
13 愛知 6,773 741 0.91 21.62 20.1
14 茨城 2,714 297 0.91 13.63 22.4
15 宮城 2,140 235 0.91 5.27 22.2
16 広島 2,538 286 0.89 11.15 23.7
17 群馬 1,756 201 0.87 17.66 23.4
18 埼玉 6,153 719 0.86 12.33 20.4
19 兵庫 4,637 559 0.83 14.14 22.9
20 岐阜 1,439 208 0.69 17.72 24.0
21 新潟 1,597 237 0.67 5.02 26.2

（出所）日本学生支援機構「留学生調査｣結果及び総務省統計局人口・経済統計に基づき筆者作成
（注）全国平均は、人口千人中の留学生数1.11が、外国人口12.9が、老齢人口割合22.8％である。 	 

	 

2.  大分県、秋田県、福岡県における事例	 

	 

	 留学生を地域で支援し、交流を促進する活動は各地で行われているが、本節では、人口

当たり留学生数が最も多い大分、過去 9 年間の留学生増加率が最も高い秋田、2011 年の留

学生数が東京に次いで多い福岡について、自治体と大学等が協働して行う留学生受入れ・

支援の取組みを紹介する。	 

	 

（1）大分県の事例	 

大分県では、平松守彦知事（1979-1999 年）が「アジア・太平洋のリーダーを育てる」

という構想に基づき大学誘致活動を行い、2000 年に立命館アジア太平洋大学(APU)が別府

市に設立された。APU は、学生の 50％が留学生、外国籍教員 50％、50 カ国以上からの留学

生という 3 目標を掲げて開学し、日英 2 言語による授業と異文化交流による国際的教育を

特色としている。同大学の設立を契機として、別府市の留学生数は 1998 年から 2009 年に

かけて 118 名から 3,384 名へと 29 倍に増加し、12.7 万人の市人口当たりの留学生割合も

2.7％と全国 1 位となった。また、大分県でも同期間に留学生数が 302 名から 4,147 名へと

14 倍に増加した。これは、APU による留学生の増加に加え、県内の他大学でも、留学生の
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増加が見られたことによる。	 

増加する留学生を産官学が共同で支援することを目的として、2003 年に大分県留学生関

連施策協議会が結成され、2004 年には NPO 法人「大学コンソーシアムおおいた」（以下「大

学コンソ」と略称）が設立された。この背景には、APU 誘致を始めとした国際教育政策を、

知事交替後も、財政負担が小さい形で継続しようとする県の意向があり、初代事務局長は

県からの出向者が務めた。会員は、県下 8 つの高等教育機関からなる大学会員と県、別府

市、商工会議所連合会、経済同友会を含む一般会員及び賛助会員によって構成され、大学

及び一般会員から選ばれた理事が中心に運営を行っている。主な活動は、留学生の生活支

援（住宅賃貸の連帯保証、生活資金貸付、中古品提供等）、交流と地域活動支援（学校での

国際理解授業、市民向け外国語教室・料理教室、県下自治体等への留学生の派遣等）、就職

支援（企業関係者との交流会、ビジネス日本語能力テスト受験料助成等）である。大学コ

ンソが運営する人材情報バンク「アクティブネット」には、地域の留学生の約 6 割と企業、

個人事業主、団体、学校等が登録し、登録団体からの要望（通訳・翻訳、行事手伝いなど）

に応える形で、留学生の地域活動の機会を増やし、インターンシップや就職につなげるこ

とを目的としている。大分県で就職した留学生は、2003 年に 2 名だったが、2010 年には

52 名に増加しているii。	 

APU 誘致効果に関する調査では、APU が県に及ぼす経済効果を年間 212 億円、雇用誘発

効果を 1,358 人と算出し、APU の学生・教職員 6,862 人は別府市の人口減少を緩和し、20

～24歳の若者人口割合を押上げたと分析している。また、県民1,167人への意識調査では、

回答者の 85％が APU は別府の国際化に寄与した、77％が APU は別府の活性化に寄与したと

回答しiii、住民の多くが、APU 設立による地域変化を肯定的に捉えている傾向が読み取れ

る。	 

大分では、留学生の視点から観光資源の魅力を再発見し、海外発信を強化しようとする

動きがある。APU では 2005 年に世界学生観光サミットを開催し、観光学関連のコースが開

設されている。また、2010 年の上海万博では、中国留学生が、県の依頼により、大分の観

光地、盆踊り、特産品を紹介した。さらにツーリズムおおいた（元・大分県観光協会）は、

留学生をブロガーとして委嘱し、県内の観光地に案内した後、母国語で大分の魅力を発信

するよう依頼している。	 

大分県は 2011 年に「大分県海外戦略」ivを発表した。戦略は、「アジアの活力を取り込

む」（企業の海外展開支援、県産品の輸出拡大、観光客増大等による地場産業の活性化）と

「アジアの人材を取り込む」（国際化する地場産業に必要なアジアの人材の雇用と定着促

進）を 2 つの柱としており、留学生の多さを強みとして活かし、海外（特にアジア）との

パイプを太くすることにより、経済の活性化を図る計画である。	 

	 

（2）秋田県の事例	 

秋田県庁関係者によると、同県の一般旅券発行数、海外渡航者数は長く全国最下位で、
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交通アクセスの悪さもあり、国際化に立ち遅れた地域であった。このような状況の打開策

として、1998 年、寺田典城知事（1997-2009 年）が、閉鎖するミネソタ州立大学秋田校跡

地を買い取り、国際系県立大学を設立することを目的として「秋田県高等教育推進懇談会」

を設置する。2001 年には、大学設立準備予算案が県議会で否決されるなどの紆余曲折があ

ったが、寺田氏再選後の 2002 年、関連予算が県議会で承認され、2004 年に公立大学法人

国際教養大学(AIU)を開学した。国際教養教育を教学理念として掲げる AIU では、全学生に

交換留学機会を提供しているが、この制度は、海外協定校からの交換留学生の受入れが前

提となっている。AIU の交換留学生の増加を契機に、同県の留学生は 2003 年の 131 名から

2009 年には 297 名へと 2.3 倍に増加した。	 

AIU はキャンパスに隣接して学生寮があり、留学生の多くは日本人学生と共に寮生活を

しているが、キャンパスは秋田市中心街から離れているため、留学生が地元の人々と接す

る機会はさほど多くない。これを補う形で、AIU は県内 3 つの自治体と協定を結び、留学

生を国際理解授業の講師や国際交流の担い手として送り出している。また、AIU 地域環境

研究センターが文化庁の助成を受けて実施した「ブンカ DE ゲンキプロジェクト」では、留

学生が地元雄和町の「やまはげ」や「大正寺おけさ」祭りに参加した。留学生がこのよう

な伝統行事に興味を示したことは、担い手の高齢化が進み、継承が危ぶまれていた行事を

若い世代が見直すきっかけになったことが報じられているv。	 

	 

（3）福岡県の事例	 

福岡県は県内産業の国際競争力強化を目的として、2001 年、産官学で「国際ビジネス人

材支援会議」を立ち上げ、県内企業による留学生・海外高度人材の採用支援（合同就職面

談会や海外人材の雇用に関するウェブサイトなど）を開始した。更に 2008 年には、県内の

大学、自治体等の留学生支援情報を一元的に把握し提供すると共に、海外からの優秀な留

学生の確保、アルバイトの開拓・斡旋、就職活動の支援等の一体的な支援を目的として、

福岡県留学生サポートセンターが開設された。同センターの運営協議会会長は福岡県知事、

副会長は九州大学総長と福岡商工会議所会頭が務めており、産官学の連携による運営体制

が組まれている。同センターのウェブサイトは日本語、英語、韓国語、中国語（簡体字、

繁体字）で提供されており、「福岡県はあなたを歓迎します！」との文言がトップに掲げら

れ、アルバイト、就職支援、交流イベント、大学や留学生活等情報が示されている。同セ

ンターでは、インドの留学フェア、長江デルタ地域交流会へのブース出展など、海外にお

ける留学生誘致活動も行っており、このような努力が、福岡県における留学生の増加につ

ながったと考えられる。	 

また、経済産業省九州経済産業局と九州経済活性化懇談会は、東アジアに近いという立

地を活かした経済活性化策として 2005 年に「アジア一番圏構想」を提言し、九州全域で、

企業と留学生のマッチング、留学生支援を行う九州内の関係機関のネットワーク化、留学

生活用事例・マニュアル集の作成等、海外高度人材の育成・活用に向けての支援に取組みvi、
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2007 年からはアジア人財資金構想事業に 300 名を超える留学生を受入れた。これら活動の

成果により、2010 年の福岡県の留学生就職者数は 274 名と、東京、大阪、神奈川、愛知、

埼玉に次いで全国 6 位、九州全域での就職者数は 419 名と、関東、近畿、中部に次ぐ人数

となっているvii。	 

2011 年には、九州経済産業局と九州経済連合会等が連携し、留学生を始めとするグロー

バル人材の育成・活用を促進するため、「九州グローバル産業人材協議会」を設立し、産官

学が連携した人材確保・育成の取組みは、より広がりと厚みを増している。	 

	 

3.  留学生受入れによる地域活性化の取組み分析のフレームワーク	 

	 

図 2 は、佐藤・橋本（2011）が作成した留学生受入れ・支援の取組みの地域別類型化案

に、留学生の協力により観光や県産品輸出促進を行う取組みを加えて改訂したものである。	 

図左端の矢印は留学生獲得における優位性を示し、日本のように優位性が低い非英語圏

の国では、国費奨学金など、政府による留学生支援策が強化される傾向があるのに対し、

オーストラリアのように優位性高い英語圏の国では、市場原理に基づく留学生獲得活動が

行われる傾向を示している。さらに、各国内においても、地方より大都市圏の方が留学生

獲得に優位性があり、地方の中には、大都市圏に追いつくため、自治体と大学等が協働し

て留学生の誘致・支援を行う事例が見られることを示している。例えば南オーストラリア

州アデレイドでは、留学生のもたらす外貨収入増大を目的として、州、市、大学等が協働

して、留学生の誘致活動を行っている（前出佐藤・橋本は「経済的アプローチ」と呼称）。	 

他方、日本においては、外貨獲得を目的として留学生誘致を行う自治体や大学はまだ少

なく、教育の国際化、地域の国際化、優秀な外国人材の獲得などが、自治体と大学が協働

する取組みの主目的となっているケースが多い。また、目的の比重も地域ニーズに応じて

変化し、福岡のように県内の第二次、第三次産業の事業所数が多く、企業の海外展開を積

極的に後押ししている地域では、優秀な外国人材獲得を目的とした留学生の誘致と就職支

援が活発であり、「人材獲得アプローチ」とも呼べる取組みを行うのに対し、大分、秋田の

ように第二次、第三次産業の事業所が相対的に少なくviii、高齢化が進み、外国人口が少な

い地域では、留学生の国際化・地域活性化リソースとしての存在意義が大きく、教育や地

域の国際化を目的とした取組み（「国際化アプローチ」）が強まる傾向がある。また、大分

等で見られる、留学生の協力を得て観光振興や県産品輸出促進を行う取組みは、第二次産

業が相対的に小さく、観光業の比重が大きい地域で盛んになると想定している。	 
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なお、この類型化案は限られた事例に基づいて作成しているため、地域による留学生支

援や交流の多様な要素を十分に反映しきれていない点に留意する必要がある。例えば、「異

文化交流・相互理解」を主目的として留学生と住民の交流を推進する場合、関係者が留学

生の増加よりも相互理解の深まりを重視し、本類型化案の想定が必ずしも当てはまらない

ケースがあることなどが挙げられる。	 

	 

4.  今後の課題	 

	 

地域の活性化・国際化ニーズの高まりを受け、「留学生受入れによる地域活性化」の取

組みは広がりを見せている。例えば広島では2009年に「広島県留学生受入れ促進等研究会」

が、県のイニシャティブにより、県内大学、ひろしま産業振興機構やひろしま国際センタ

ーなどの関係団体、市をメンバーとして設立され、その答申に基づき、2011年には、留学

生の受入れ促進、勉学・生活支援、実用日本語研修、インターンシップ機会の提供、就職

支援等を行う「広島県留学生活躍支援センター」が設立されている。また、青森では、2011

年より、県観光国際戦略局国際経済課を中心として「留学生人材活用推進事業」が開始さ

れ、観光振興や県産品輸出促進に留学生の協力を得たり、留学生の就職促進に向けた取組

みが行われている。なお、青森県では同事業の開始前に、大分の関係者に対するヒアリン

グを実施しており、先進的取組みのノウハウが、地域を越えて伝播していることがわかる。	 

今年度より文科省が「留学生交流拠点整備事業」（地域全体で留学生の受入れから生活

面・就職活動までを一体的に支援できる体制を構築する事業をモデル整備する施策）を開

始し、大学、自治体、NPO等が連携して行う留学生支援に対して、政府からの支援も強化さ
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れつつある。	 

しかし、このような「地域活性化」と「留学生」を結び付ける取組みにおいては、地域

活性化の成果にばかり目を向けるのではなく、これら活動を通じた留学生の地域に対する

意識の変化、住民の留学生に対する意識の変化についても、十分な目配りを行う必要があ

る。留学生が地域に愛着を持って協力するのでなければ、留学生が地域活性化に「利用さ

れている」という意識を持つ恐れも出てこよう。また、住民側に留学生に対する十分な理

解と温かい気持ちがなければ、留学生の受入れ・支援活動は、地域に根付かず、一過性の

もので終わってしまう恐れがあるだろう。さらに、地域に定着（就職・起業）する留学生

が増える中で、彼らの率直な意見を聞くことは、多文化共生社会の構築に向けての貴重な

示唆を得る機会になるだろう。	 

留学生は、地域の精神的・文化的価値の再発見、出身国と地域の絆の強化においても大

きな役割を果たすと考えられるが、そのような目に見えにくい効果についても、丹念に解

明する努力が必要だと考えられる。	 
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第 2 章	 大分県における取組み	 

1.	 「大学コンソーシアムおおいた」における留学生支援事例	 

	 

太神みどり（大学コンソーシアムおおいた事務局長代理）	 

	 

（1）	 本稿の狙い 	 

大学コンソーシアムおおいたでの、留学生支援の取り組みや好事例を紹介するとともに、

実施してきたことにより見えてきた考察や課題等について報告する。	 

	 

（2）	 大学コンソーシアムおおいたの組織について	 

「大学コンソーシアムおおいた」は、２００４年（平成１６年）、大分県内の留学生に

対する総合的・効果的・効率的な施策を実施するために、産学官で設立された NPO 法人で

ある。大分県内にある８つの大学・短大・高専と、行政、経済団体、その他を会員とし、

地域と留学生の共生と、留学生の力を活かした魅力ある地域づくりに寄与することを目的

にしている。	 

	 
実施している事業は「留学生生活支援事業」「留学生地域活動支援事業」「留学生地域交

流支援事業」「留学生就職支援事業」他。	 

	 

（3）	 実施事業について	 

１）留学生生活支援事業	 これまでに「住宅保証人制度」や「生活資金貸付制度」を



 31 

実施。生活資金貸付については各大学で様々な措置を講じているため、大学コンソーシア

ムおおいたへの貸付申請は少ない。	 

住宅については、日本の賃貸借物件の高額さと保証人や敷金・礼金などの特殊な制度を

思えば、特に入国したての留学生については大いに支援する必要があると感じている。当

方では住宅保証人制度を設けてはいるが、そのリスクや内容を考えるとベストな方法とは

言えない。日本の賃貸借制度の運用面に働きかけて支援するのか、賃貸借建物そのものの

建設に対して支援するのか、大学の寮設備に対して支援するのか、どういったものがベス

トかはわからないが、留学生を多く受け入れたい日本国が、全国規模での何かしらの支援

を検討することは重要であろう。また、留学生だけを集めて安く住める施設があればいい

かと言うとそうでもなく、後々の事を考えれば、段階的に地域住民としてとけこんでいけ

る仕組み作りも同時に重要だと思う。その点では、市営住宅や民間企業の社員寮の運用等

も好事例といえる。	 

2）留学生地域活動支援事業	 大学コンソーシアムおおいたの設立準備の段階から、

大分県では援助する支援事業ばかりでなく、「留学生が地域で活躍すること」の支援を念頭

に置いて組織と事業の組み立てを推進してきた。大学コンソーシアムおおいたの開始と同

時に独自の人材マッチングシステム「留学生人材情報バンク（通称：アクティブネット）」

を制作、ウェブ上で留学生人材の検索や募集と応募ができるようにしている。	 

留学生の登録は大学の承認が必要で、活用する側の登録には大学コンソーシアムおおい

た事務局の承認が必要となる。また、単純作業のアルバイトや国際的な能力を必要としな

い募集については利用できないことにしており、行事についても単に留学生が見学するだ

けではなく、「留学生の力が地域に役立つ事・貢献すること」を推進し、事務局が掲載許可

を出している。	 

留学生に呼びかけるものは、ほぼすべてアクティブネットを利用して募集・応募ができ

るようにしているため、個々の小規模なものから、地域の祭事手伝いなどまで様々な留学

生派遣の要望をこのシステムで受け付けている。企業におけるビジネスアルバイト求人に

ついては、通訳や翻訳、ホームページ制作（と翻訳）、海外からの引き合いの応対やマーケ

ティング調査、海外出張時のアテンド等さまざまに有益な活用が行われているが、国際的

な能力が必要なビジネスアルバイトの需要がまだどうしても少なく募集国籍も偏るため、

アクティブネットを通じた活動件数はまだまだ多いとは言えない。	 

	 企業以外の活用としては、個人やグループでの語学の講師募集や、国際交流に関わるイ

ベント、地域活性のイベント等でのお手伝いなどの募集が多い。	 

大学コンソーシアムおおいたの会員でもある行政や経済団体も、積極的にアクティブネ

ットを利用している。留学生がある程度の時間をかけて地域全体の文化や産業や特色を学

び、卒業後にはミニ大使のような役割で大分のことを PR できる人物の育成も取組みはじめ

た。（大分県は「めじろん海外特派員養成事業」、別府商工会議所は「別府観光コンシェル

ジュ事業」）留学生が母国語ブログで大分県の PR を発信したり、海外での大分県広報団の
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メンバーになったり、県内で開催される国際会議・海外からの大型客船寄港時に、出迎え

ボランティアやおもてなし係となるなど、対外向けブリッジ人材として積極的に留学生の

能力を活用し、将来その効果が期待されている。	 

ビジネス場面でのアルバイトやインターンシップが、国内・県内での就職に繋がってい

くのは明白であり、企業側にも留学生側にも雇用・就職の前段階として有効な活用である

ことは間違いない。特に昨今重要視されている就職支援については(4)に述べる。	 

アクティブネットについては、平成 24 年 9 月 30 日現在、留学生の登録は 2,344 人、活

用する側の登録は 383 件、実際に活動に参加した延べの件数は設立以来 8 年間で 2,334 件

となっている。留学生の登録数に比べ、活用する側の登録が圧倒的に少ないのが問題であ

り、本システムについてはまだまだ PR の必要がある。国籍性や能力、双方が win＆win と

なるような内容の良い利用が求められるものであるので、利用件数を増やすのを目的とす

るのは本意ではないが、「何か留学生を募集するもの＝アクティブネット」という認識が、

大分県全体に浸透するよう、PR と利用支援を行っていきたい。	 

	 
	 

3）留学生地域交流支援事業	 地域交流への支援は、大分市や大分県からの委託を受

け実施するホストファミリー紹介のほか、小学校などでの国際理解授業のアレンジや、留

学生を講師とした語学教室や料理教室を展開し、多くの県民の参加と好評を得ている。大

分県には、約 3800 人、80 か国を超える出身地域の留学生が在住しているため、国際理解

教室や料理教室ではその多国籍性を活かしたプログラムを組むことができ、様々な国の留

学生から生の声で母国紹介をしてもらうことにより、大分に居ながらにして異文化理解や

国際的な視野の気づきを得ることができると感じている。	 
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	 地域での交流については、高齢化している地域に新しい風をいれるとか、外からみた地

域の良さを指摘してもらう、といった点で留学生の派遣が感謝されており、地域活性化へ

の貢献と言えるであろう。	 

	  

	 	 

国際交流というのは、外国人と触れ合って相互理解をはかれるだけではなく、自分以外

の他人の文化や風習、価値観を学び、それを認めることとして、多文化共生の素地が出来、

ひいては日本人同士でも他の国籍の人とでも、コミュニケーションする能力の向上に役立

つのではないかと推察される。留学生が暮らしやすいという土地は、そこの住民そのもの

の生きやすさに繋がっているのではないだろうか。幸い、大分県内での留学生アンケート

によると、「人が優しく、生活がしやすい」といった声が多い。他県で過ごしたことがある

留学生でも「大分県がいい／大分県の人は違う」あるいは「また帰ってきたい（卒業生）」

といった声も聴かれる。ただ、「学生時代にはもっと（国籍関係なく）普通の住民として地

域に関わりたかった」という声もあるので、国籍性を活かした留学生の活躍ではなく、若

い住人としての活躍も捉えていかねばならないと感じている。	 

地域交流事業を実施してきた上で見えてきたものは、本当に人の「心」の交流が続くこ

とが必要であり、それこそが草の根国際交流の繋がりの大切さであるという点である。も

ちろん、まずは、今まで外国籍の人と会うことすら珍しいといった地域に於いて、国際交

流の「場」を作ったり、ホストファミリー事業を展開することは大切である。「場」を創出

していくことは、私共大学コンソーシアムおおいたの役割だともいえる。会って会話する

だけでもその効果というのは感じられるが、その先、いくらこちらが「場」を用意しても、

どうしても一過性のイベント的なもので終わってしまうことも多い中で、交流が続き、何
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か得たものを育むことができるのは、参加した人々の心と行動によると言える。また、留

学生はゲストとして呼ばれるのではなく、住民として一緒に居ること、一緒に何かをする

ことを求めており、交流事業事後にアンケートをとると、「楽しかった」とする回答が大部

分であるが、「時間が足りない」や「また行きたいがどうしていいかわからない」といった

回答があり、もう一歩踏み込んだ展開を求めているのがわかる。今後は、「場」をつくるこ

とと、その後の何かの協働や継続といったこととは分けて、国際交流を捉えることが必要

かもしれない。	 

4）留学生就職支援事業	 地域での交流や地域での貢献、そしてブリッジ人材やビジネ

ス場面での活躍により、当然のことながら大分県内での就職を検討しはじめる留学生もお

り、また、優秀な人材にできるだけ県内にとどまってもらいたいという意向で、大学コン

ソーシアムおおいたでは留学生の就職支援についても取り組んでいる。	 

BJT（ビジネス日本語能力試験）受験料の補助を行い、ビジネス場面での日本語能力に

ついて就職活動の一助となるよう受験を推奨するとともに、履歴書添削や模擬面接など就

活勉強会等を実施。そして、大分県などから就職支援の委託事業を受託し、様々な形で留

学生人材と交流してみてほしいと県内企業に呼びかけ、そのコーディネートを行っている。	 

県内企業の見学会、インターンシップのアレンジ、業界や団体ごとの意見交換会、企業

ブースセッションを設けた「企業と留学生の交流フェア」も年１回開催し、将来の就職活

動を想定した企業との出会いの場を多く作るようにしている。また、留学生及び企業から

の在留資格についての相談に応じるため、専門家（行政書士）の無料相談等も実施してい

る。	 

企業においては、企業見学を受け入れたり、ビジネスアルバイトを活用してみるところ

から、留学生人材について理解いただくのが好事例となっている。通訳・翻訳業務におい

て留学生の能力を活用するのはもちろん、例えば実際に商品の試食や試飲を行って嗜好を

調査したり、商品改善のマーケティングをおこなったりする企業もある。企業見学の受け

入れや留学生インターンシップの受け入れをしたことで、社内活性の効果を得、実際に海

外の取引先が視察にくる想定や外国籍の社員を雇用する準備といった将来のグローバル化

に徐々に備えようという狙いをもつ企業もある。	 

業界ごとの団体の会議や、中小企業の若手経営者のグループなどで、留学生と交流会を

行いたいという依頼も増えてきた。新しい発想や国際的な視野をもち、県内の住人として

の考えと、海外から見た大分についてと両方の考えを述べられる人材と意見交換すること

が、ビジネス面においても大きな刺激になっていると思う。	 
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就職支援事業の成果として、企業見学やフェアで出会った企業にアルバイトやインター

ンシップに行き、その後、就職につながったケースがでてくるようになった。企業にとっ

ても、必要になった時に急に求人を出し、コミュニケーションが円滑に行くか不安なまま

外国籍人材を雇用するよりも、学生の時からアルバイトやインターンシップに来ていて、

同じ地域に数年暮らして文化や習慣にも慣れ、日本語能力も十分わかっている県内留学生

を採用する方が、ミスマッチを防げるという結果であろう。	 

雇用にいたった企業としては、観光業が多かったが、ここ数年では小売業、不動産業、

食品製造業、等、通訳だけではなく経営幹部職員としての採用も増加中である。	 

大分の留学生は、地元への愛着が深い学生が多く、小さい企業でも自分の能力を活かせ

る職場であれば大分県内に就職したいという留学生の声が聴かれる。また、地元で起業し

た元留学生も出てきた。起業については、主にアジアの食材店や飲食店が多い。	 

	 
就職支援の課題としては、大学はじめ留学生の県内企業研究、ミスマッチをふせぐ交流

の推進、企業の発掘と啓発があげられる。実際に雇用する際には、企業側も留学生も腹を
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割ってお互いの意向を正直に提示するのも非常に大事である。	 

企業側は「気に入ったから雇用する」という理由ではなく、会社は何年先にこうなると

いう中長期のビジョンを示し、何年後にこの部門で活躍してもらいたい、という提示をす

ることが必要であり、採用後の定期的な説明も同様に必要である。留学生もただ「日本に

残りたい」という気持ちだけではダメで、自分の能力をどういう風に会社で活かすかとい

うこと、何年後にはこうなっていたい、何年後には母国に帰りたい、というようなことは

ある程度正直に話し合っていく必要がある。	 

就職した元留学生の様子をみてみると、自分の能力が活かされていないという想いを持

ってしまうことと、会社でのコミュニケーション不足が、一番離職につながっているよう

である。今はまだ小さくて大規模な海外貿易業務は無いが、将来こうしたいという経営者

の考えがちゃんと社員に伝わっている会社や、外国籍の従業員が何かの役割をまかされて

いる会社は、給与が高くなくても生き生きと勤務している。そして、例えば社内での休憩

時間や勤務後・休日にでもよく社員同士や経営者とも会話があるようなところは、中途退

社が少ないように思う。日本人社員でも同様だと思うが、やはり人として大事にされ、交

流できれば、ミスマッチや退職はふせげるのであろう。	 

中小企業では外国籍社員が一人、といった状況も少なくない。そんな状態では、企業の

人事担当者も外国籍社員に関わる法的手続きや取り扱いについて不慣れなままであり、就

職した本人も法令や制度について不安になることが想像できる。正社員雇用する時点での、

在留資格変更手続きのガイダンスと共に、採用後の企業の経営者や人事担当者へのサポー

ト等もあるといいのではないだろうか。中小企業は団体ごとに、合同で OJT やセミナーを

行ったりしているが、同様に外国籍従業員同士、または外国籍従業員の手続きを行う経営

者同士や人事担当者同士が学んだり情報交換できたりする取り組みが、今後求められる支

援となってくるのではないかと思う。	 

就職支援事業については、当大学コンソーシアムおおいたは、職業紹介所ではないので

できる支援は限られてはくる。しかしながらまずは留学生の在学中の地域での活動をすす

め、地域の企業に目をむけ、良い出会いをし、実際の就職になる前の段階でのきっかけや

チャンスをたくさん作る事業を行いたいと考えている。	 

地域住民・地元企業に対しては、留学生を高度人材として・地域の宝として捉えてもら

えるよう、留学生能力の理解促進につながる交流や活動の支援を心掛けたい。それらによ

り、結果として県内就職とならなくても、大分県に愛着をもつ人物が日本各地、世界各地

に居ることが大分県の魅力発信の強みになり、将来のビジネスパートナーにも成り得、「人」

の繋がりの好循環を生むであろうと期待している。	 

（4）	 今後について	 

①今後は、現在足りていない部分である事業の広報と留学生人材の魅力の広報、留学生

能力の活用の拡大、に力を入れつつ、より深く継続性のある事業内容へ展開していくよう

取り組みたい。留学生の「入口から出口まで」をサポートするとともに、地域貢献性を大
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事にし、留学生をキーにした特色ある地域に寄与するのが設立主旨でもあり、今後もずっ

と持つべき目標である。	 

また組織としては、安定性と恒常性のある体制を築くべきであろう。委託事業費や会費

の増減に左右されない事業展開と人員の配置を構築することが課題である。	 

②平成 24 年 10 月、文部科学省の「留学生交流拠点整備事業」の委託先として採択され

た（申請者：大分大学）。地域ぐるみで留学生の生活や就職を支援しつつ、地域経済の活性

化、街づくり、教育支援や観光振興に留学生の力を活かす仕組みを構築し、地方における

質の高いモデルケースとなる、という目的での受託である。まさに大学コンソーシアムお

おいたが取組むべき事業の受託であり、これにより各種支援や事業を横断的に拡充し、留

学生を能力を活かすハード・ソフトの拠点となるべく実施していく予定である。	 

③地域全体の課題として。留学生の就職支援に対して、地域交流・地域貢献を支援する

ことは切り離せないプロセスであると考える。また、生活を支援すること、ひいては入国

前からの支援も一連のものであると言える。そして就職後の雇用環境の支援も深くつなが

ってくる。そうなると、司法から行政から民間から草の根から、ありとあらゆる分野での

広範囲で横断的な協働が必要となってくるはずである。その大きな「総合的支援」は、留

学生への支援という名でありながら地域づくりとなってくるように思う。地域全体で、恒

常的な意識・対策が根付き、それが当たり前の社会であるよう、“一過性でおわらない仕組

みづくり”の推進が課題である。	 

	 

【提言事項】	 

留学生の就職支援に対して、地域交流・地域貢献を支援することは切り離せないプロセ

スであると考える。また、生活を支援すること、ひいては入国前からの支援も一連のもの

であると言える。そして就職後の雇用環境の支援も深くつながってくる。そうなると、司

法から行政から民間から草の根から、ありとあらゆる分野での広範囲で横断的な協働が必

要となってくるはずである。その大きな「総合的支援」は、留学生への支援という名であ

りながら地域づくりとなってくるように思う。地域全体で、恒常的な意識・対策が根付き、

それが当たり前の社会であるよう、“一過性でおわらない仕組みづくり”の推進が課題であ

る。	 
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2.立命館アジア太平洋大学と別府市･大分県:新大学設置と地域社会の

国際化について	 

	 

篠﨑裕二（立命館アジア太平洋大学アドミッションズオフィス課長）	 

	 

（1）	 本稿の狙い 	 

	 

	 本稿では、立命館アジア太平洋大学（APU）が大分県別府市に国際大学として設置され

るにあたり、開学前にさかのぼって地元大分、特に別府との関係はどのようなものであっ

たのか、また関係者はどのように関係作りをしてきたのか、そして設置 10 年以上たって

どのような状況になったのかを俯瞰し、地方に国際大学が立地することの意義を考察する。

APU は日本の普通の大学と異なり、当初から学生や教員の半分が外国籍という「国際大学」

をコンセプトとした。それゆえに地域に与えるインパクトは大きく、通常の大学設置では

想定できないような反発も地域からはあった。そういった過程を経ながら、地域にも変化

が見られたことにも言及する。 
	 

（2）	 APU 開学にいたるまで	 

 
	 

 

 
１）	 大分県に立命館が進出する経緯  
	 大分県は「一村一品運動」発祥の地として知られている。この運動は通産省出身の平松

前知事が推進したもので、各自治体が何かひとつ名産品を作り、集中的に売り出すという

ものである。世界的にも「OVOP＝One Village One Product」として知られている。平松

前知事は、大分の「一品」として、世界中から学生が集まる国際大学を作ろうと考えた。

地域から世界へという、「グローカル」は前知事の持論でもあった。大分県は 1994 年、日

本のいくつかの主要大学に大分への進出を打診した。一方京都の立命館学園は創立 100 周

年を迎え、更なる展開として特に国際化を推進したい、という意向を持っており、大分県
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の打診に反応したのである。 
	 立命館は APU 設立以前に滋賀県草津にびわこくさつキャンパスを地元自治体との協力

で展開させており、その経験があった。大学の進出は、地元自治体との強力な連携が必要

なことを身をもって体験していた。大分県側でも、その経験値は立命館をパートナーとし

て選んだ評価点となった。立命館は積極的に大分に出向き、進出を検討した。その様子を

大分県側は立命館の本気度と捉え、結果的に立命館と大分県の間で立命館アジア太平洋大

学の大分設立が合意され、1995 年に設置場所となる別府市を加え三者で覚書が調印された。 
 
２）	 地域からの反応とその考察  
	 別府市は人口 12 万人ほどの地方都市である。観光地として外部の人間が出入りする街

ではあるが、学生数 4000 名規模の大学が進出し、それだけの大学生年代の人間が流入す

ることは地元社会にとって大きなインパクトであった。ましてや APU はその半分がアジ

アを中心とした留学生であるということは、地元にとって大きな懸念材料となった。   
	 地域において、大学設置に反対する住民グループが複数組織された。大学ができ、多く

の留学生が地域に流れ込むことは、国際観光都市を謳っていても別府にとっては経験のな

いことであった。外国人の流入により、１．犯罪が増加する、２．伝染病がはやる、３．

交通渋滞が悪化する、４．とにかく不安、といった漠然とした市民の不安感が醸成された。

警察に対して自分の住む地域へ交番の設置を要請したり、防犯のためにあらたに犬を飼う、

といった声も聞かれた。また大学が山の上の高原地帯に作られるため、造成による環境破

壊、水源地の汚染、温泉の源泉への影響、大量降雨時の土砂･洪水災害の増加、なども反対

の理由とされた。 
	 さらに、大学の誘致にあたって、大分県が 150 億円、別府市が 53 億円（43 億円＋土地

無償譲渡 10 億円相当）の公金による補助を決定していた。大学誘致のための補助金額と

しては前例のない高額の予算措置であった。公金の支出をめぐっては別府市に対する住民

監査請求（97.4.22 別府市監査委員によって棄却）、首長に対する住民訴訟まで起こった

（97.5 別府市長、98.2 大分県知事、いずれも棄却･却下）。APU 設置基本協定が締結され

た日（97.2.28）には、大学建設現場において反対集会が行われた。 
	 一方、大学設置賛成派は 1996 年に APU 設置期成同盟会を結成した。別府商工会議所会

頭が会長となり、経済関係 32 団体、教育･社会関係 16 団体、大分県関係 14 団体の賛同を

得て、地元の商工業者や地域の活性化を期待する住民達を中心に、大学や行政と共同歩調

をとる形で大学設置を支援した。 
	 この地元の反応に、外来者、特に外国人に対する日本人の一般的な評価が見え隠れする。

生活環境の国際化に接触していない一般的な日本人には、外国人に対する漠然とした抵抗

感がある。観光客のように一過性のものであれば良くても、自分のコミュニティーに定着

する場合は別、という感じ方である。日本において特に内なる国際化を考える際は、常に

付きまとう対立であろう。海外体験も少なからずあり、国際化の必要性を充分感じている
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ような人でも、自分のホームグラウンドがそうなることに対してはなかなかイメージでき

ないようである。 
 
３）	 地域の反応に対する自治体と立命館の対応  
	 立命館は「新大学設置準備委員会」、別府市は「大学誘致促進庁内担当者会議」大分県は

「大学誘致推進本部」をそれぞれ設置して、連携して大学設置（自治体側から見れば大学

誘致）を進めた。自治体側も高額の税金投入を判断しており、失敗できない事業であった。  
	 立命館は別府市内に現地事務所を開設した。業務の柱は 2 つ、１．大学建設を進めるこ

と、２．大学設置反対運動に対応しつつ、賛成派の市民を増やすこと、というものであっ

た。結果的には２．の業務が中心となった。都市計画の法令に従って、まず別府市内 6 ヶ

所で大学設置の説明会を行った。それを皮切りに、各地域や自治体の集会等に出向き、大

学の説明を行った。また、地域への知的貢献として、学問的な講演やセミナーを実施した。

例えば、1997‐98年には立命館大分講座を立命館大学の教員が講師となって開催された。

また、4 回シリーズの国際学術フォーラムを別府で開催したりした。立命館大学の学生も

動員され、運動部は合宿を行い、音楽関係の部は音楽イベントなどに参加し、別府市なら

びに大分県下での APU 設置の気運醸成に一役買った。 
	 また立命館側が当初想定しなかったのが、地元メディアとの関係作りであった。立命館

は、全国レベルのマスメディアとの関係の重要性は理解していた。また、京都という関西

圏の大都市にあることで、地域の情報を主とする地元メディアの社会的影響はそれほど考

える必要がなかった。しかし、地方においては違っていた。地元有力マスメディアの「世

論形成力」が大都市圏に比して圧倒的に強いことに、当初は気がつかなかった。それを過

小評価していたために、関係作りができていなかったが、ある方面からのアドバイスを得

て、地元の大分合同新聞との関係作りに成功した。同新聞は県内では圧倒的なシェアを持

ち、放送局もその影響下に置く地域マスメディアの「巨人」であった。同新聞の論調が大

学設置の方向に舵を切り出すと、世論も徐々に APU 設立の方向に傾いていった。このこ

とを APU 設立と地元の関係性改善の画期と評価する地元のメディア関係者も少なくない。 
 
（３）開学後の状況  
 
１）大学誘致による経済・社会波及効果の調査  
  2010 年、大学誘致 10 年後ということで、大分県が中心となり、別府市と共同でその経

済・社会波及効果を調査し、冊子としてまとめて発行した。その内容に触れておきたい。 
	 本調査によると、2009 年度の APU の県内での経済波及効果は 211 億円に達した。単年

度での効果であり、開学以来の累積金額となるとはるかに大きな金額となるはずであり、

当初の約 200 億円の公金投入の成果は出たと言えるだろう。 
  社会的効果としては、別府市の人口減を食い止めた。学生、教職員、関連企業などの総
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数は 6862 名とあり、これは別府市の人口の 5.4％となる（全員が別府市内に居住と仮定。

実際には一部市外居住もあり）。1980 年以来減少し続けていた別府市の人口を現在の約

127,000 名に押しとどめており、APU の増加分がほぼそのまま人口減となっていたことが

予想される。また、若年人口数を増加させ、全国平均の 5.1％を上回る 7.1％となった。 
	 意識面の調査結果では、開学前の激しい反対運動にもかかわらず、現在では 71.2％の住

民が APU の設置を良かったと感じており、そのうちの 36.8％は非常に良かったと感じて

いることが判った。76.5％が別府市の活性化につながっていると評価しており、85.1％は

別府の国際化に貢献したと感じていることも判明した。また留学生も多数アルバイトをし

ているが、APU 学生のアルバイトを採用して 42.3%が良かったと回答している。 
	 一方で、改善点も出された。市民へのインタビュー調査で、交通事故の増加、特に留学

生の交通ルールの理解不足によるものの増加や、言語力不足のためにアルバイトでできる

仕事が限られる、無断欠勤や、備品の持ち出しなどの問題もあぶりだされた。 
 
２）	 APU 設置に伴う地域への様々な波及効果  
	 近年は毎年100名以上の大分県内出身者が入学している（全日本人学生の10%強程度）。

また、県内就職者数も 2009 年度までで 200 名近くに上り、留学生も近年は毎年 10 名前後

が就職している。また、大分県及び県内の市町村のほぼ全部と交流協定を結び、地域づく

りや観光振興、環境問題などそれぞれの地域の固有の課題について APU と自治体が協働

で取り組みを行っている。 
	 大学のゼミの一環で教員と学生が別府市の山間部の古民家を改修し、欧米型の長期滞在

型の休暇促進のための実験的施設をたちあげ、運営することで地域の交流人口の増加を図

ったり、また豊後大野市では地域に伝わる伝説をフィールドワークで調査し、韓国の伝説

を同起源のものであるとする研究成果が報告されている。その他にも、地域振興、特に観

光振興などに学生が提言を求められるケースなども多い。 
	 また、大学と地域の共同研究でも、中津市しもげ商工会と共同で古道の復元を行い、そ

れを活用した観光振興のための研究などが行われた。 
	 さらに、教育面では自治体が APU の留学生を小中学校に派遣し、語学教育や異文化理

解の促進を図っている。例えば佐伯市では、教育委員会と APU の学生団体が協力して「国

際交流支援アドバイザー（英語活動指導助手）」制度を作り、英語授業の支援活動なども行

われている。 
	 高等学校でも、教員や学生が招聘されて模擬講義を行ったり、高校生が大学を訪問して

英語研修を受けたりしている。 
	 その他、「APU 講座」という市民公開講座が毎年 4-5 回開催されてり、APU 教員が講師

を務め、それぞれの専門分野について市民に講義を行っている。また、地域の行事には学

生が相当入り込んでおり、学生団体が地域と連携し 2005 年から始めた「泉都大祭」は別

府市でも有数の規模の祭りとなっている。また、大分県では貿易振興に留学生を活用する
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ことを目的に「国際貿易支援アシスタント活用事業」を 2001 年度に開始し、それは形を

変えながら現在も続いている。また、上海万博の際には大分県のミッションのメンバーに

中国出身の留学生グループが任命されて参加し、知事と一緒にステージから大分の PR を

行ったりもした。 
 
３）	 地域住民の変化  
  幾多の困難を乗り越えて、2000 年に立命館アジア太平洋大学は開学した。地域では反対

意見がなくなったわけではないが、実際に世界中から学生達が集まってくると、中にはド

ラスティックに変わったケースも少なくなかった。開学前は防犯のため犬を飼わなければ、

と言っていたのが、留学生のホストファミリーになって積極的に留学生の世話をするよう

になった人もいた。世界中から留学生が最初は数百人、そして千人、2 千人と地域に「居

住」するようになってくると、だんだんとそれが「当たり前の日常」として捉えられるよ

うになった。そして、留学生の知的レベルの高さが判ってくると、「漠然とした不安感」は

どんどん無くなっていったようである。 
 
（４）APU が大分にあることの意義と考察  
 
１）	 地方にあることによる自治体との関係の重要性  
  APU は今年開学 12 年を迎えた。その間、2006 年度には学生定員を 1.5 倍に増やした。

入学者確保は簡単ではないが、定員は充足している。少子化が進み、定員を充足できない

4 年制大学が約 4 割に達する中では、健闘していると言えるだろう。これには幾つかの理

由が複合的に重なり合った結果であると考えられるが、主な理由としては以下のようなも

のが考えられる。 
① 留学生が学生の約半分であり、日英二言語教育を実施する国際大学という特色が

あること 
② ①に関連しグローバル化時代に求められる人材が養成され、就職状況が良いこと 
③ 「公私協力」でできているため大分県・別府市など地元から多大な支援を受けて

いること。地元からの多様な支援があることで、教学面・生活面の両 面での環

境整備が促進され、それが学生の評価につながっていること 
④ 学校法人立命館の一員であるため、法人全体の資源を活用できること 

	 上記のうち、①については特段の説明は本稿では省く。③については、今まで縷々述べ

てきたとおり、そもそも APU は設置にあたり地元自治体から多大な支援を受け、公私協

力でできた大学である。開学後も、留学生への奨学金給付、住居に関する特区扱いで市営

住宅への留学生の入居を許容するなど、その他、県・市・地域それぞれのレベルにおいて

様々な形で大学の取り組みに支援を受け、連携してきた。 
	 地方においては、大都市圏に比して自治体の存在が社会的に大きい。大分県においては
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県が最大の雇用者である。大学設置への反対運動があったこととは若干矛盾するようだが、

自治体が行うことに住民が素直に反応することが多い。例えば、留学生のホストファミリ

ーを募集することは京都にある立命館大学ではかなりの困難を伴うが、APU では別府市が

少し協力したことにより、短期間で相当数が集まった。そもそも、例えば京都市が一私立

大学のために動くことはあまり想像ができない。別府市や大分県の規模では、市民・県民

に資することであれば、一私立大学の APU のために動くことも決して少なくない。一例

を挙げると、大分県が留学生の就職のために地元企業とマッチングの事業に取り組んだ際、

主たる対象は APU の留学生であることを否定しなかった。無論、これは APU が公私協力

でできた大学であり、自治体と APU が日常的に関係作りを意識的に行っていることが前

提となっている。 
 
２）地方に国際大学を作るメリットとデメリット（仮説）  
	 APU の留学生は（日本人学生も同様であるが）卒業後、日本の各地や世界の各地に散ら

ばって就職・進学する。そういった卒業生から良く聞くフレーズが、「別府に帰りたい」で

ある。尋ねてみると、ほとんど例外なく大学生活だけではなく、地域住民との交流につい

ての体験を話し始める。そこで受けた親切や、交流の思い出が「別府に帰りたい」と言わ

しめているのである。彼ら彼女らにとって、第二のふるさとは「別府」なのである。例え

ば東京の大学に留学していた留学生が、自国に帰った後、「東京に帰りたい」という言い方

をするだろうか。 
	 留学生に地元愛が生まれる背景として、地域全体で留学生を受け入れようという意識が

あることが考えられる。そして、行政がこの意識の醸成に果たす役割は大変大きい。前項

でも述べたが、地方では行政の意向がその地域社会に反映されやすいと思われる。私見で

はあるが、APU という新しい大学ができて、たくさん留学生が来るから、温かく迎えてあ

げましょう、それが大分・別府のためになるので住民の皆さんもぜひ協力してください、

と行政が言えば、その方向に住民のマインドは形成されていきやすい、という仮説が成り

立つように見える。 
	 このことを大学の国際化に重要なポイントである留学生の受入の視点から考えると、以

下のようなことが言えるだろう。 
① 留学生は学業だけではなく、「生活」をする。地元社会との関わりは必然であり、

それが留学生活の「満足度」にも直結する 
② 地方では自治体が地域社会をリードする傾向が強く、自治体のイニシアティブで

留学生フレンドリーな環境を作りやすい 
③ 上記１と２のことから、留学生に対する地元の理解、その理解を深めるための大

学と自治体双方の努力が肝要である 
④ 留学生を含めた学生や大学の存在は、比較的経済規模・社会規模の小さい地方で

は相当な影響力があり、地域の活性化に直結しやすい 
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⑤ 本稿では特に言及していないが、低廉な物価や、良好な住宅環境は留学生の留学

コストを低下させる効果がある 
	 等々、が考えられる。これらの地方で国際大学を展開するメリットであり、都市部での

立地によるメリットと比較検討することは特に日本においては意味があることと思われる。 
	 一方で、地方にあるが故のデメリットも多々あることは否めない。一般的に日本の地方

大学が抱える課題は、そのまま留学生にもあてはまる。地元に有力企業が少なく就職口が

無い、いきおい東京等大都市圏で就職活動をせざるをえず、そのための費用が膨大にかか

る。社会的刺激が少ない、近くに大学が少なく、他大学との交流が限定的となる、等々で

ある。本稿では詳しく触れないが、これらの課題を解決するため、APU では様々な取組を

開学時から展開してきた。特に就職問題は大学の命運を左右するものであり、早くから全

国規模の有力企業を大学に招き、採用活動を行ってもらうなどの取組を先駆けて実施して

きた。 
	 また、ここまで地方自治体との連携が肝要であると述べてきたが、一方でリスクもある。

例えば自治体の長が変わり、支援体制に変化があった場合である。その意味では、大学が

自治体から支援がなくなっても運営できるだけの体力を早くつけ、自立しなければならな

い。自治体との連携は重要であるが、依存してはならないということであろう。そのため

には、大学側に運営のプロが必要である。自治体は行政のプロではあるが、大学運営のプ

ロではない。プロ同士が同じ目線で議論できるだけの力量が双方にあって、初めてサステ

ナブルな連携が成り立つと言えるだろう。 
 
（５）国際的な大学と地域の持続的発展に向けた課題と提言  
 
１）大学の国際化のコストは誰が負担するのか  
	 高度人材となる優秀な留学生をリクルートするためには学生募集行動を世界で展開し、

なおかつ留学生が安心して来られるように様々なインフラストラクチャーの整備が必要で

ある（寮、あらゆる情報を英語で提供する、すべての大学窓口が英語で対応する、等々）。

さらに、何よりもカギとなるのは奨学金である。APU が入学させたいような優秀な国際学

生は、自国の有力大学と欧米の大学からも奨学金付の合格通知をもらっているような学生

である。そこで APU を選んでもらうためには、少しでも良い条件を出さなければ競争に

は勝てない。そのため APU では 90 億円強の年間総支出のうち 20 億円弱の実に約 20％を

奨学金に充当している。 
	 大学の国際化は大変なコストがかかるのである。結果的に APU は文系の大学としては

日本屈指の高額授業料（約 135 万円/年）となっている。このような状況を永続的に続けて

いけるものなのだろうか。普通に考えれば大変に難しい。 
	 大学として自己努力により健全な財政状況を維持することは当然のことである。一方で

大学の国際化を進め、グローバル人材を育成して社会に送り出すことに価値があるのであ
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れば、社会の支援を要請できる余地はあるだろう。具体的には政府による支援、経済界に

よる支援、地域を中心とした篤志家からの支援などが考えられる。しかしながら、わが国

の高等教育に投入される公金の GDP 比は OECD の平均の 1.2％の半分の 0.2％しかない。

また、欧米型の寄付の文化もない。日本の大学はその収入の大半を学生納付金に頼らざる

をえないのである。この構造を多少なりとも変えて、せめて奨学金の原資程度は外部資金

でまかなえることが望ましい。 
	 一方で、現状でも大学には 1兆 5千億円の税金が投入されている。APUに限って言えば、

設置資金の 3 分の 2 は自治体の公金である。果たして大学はその投資金額に見合うだけの

アウトプットを出せているだろうか。最近はあまり聞かなくなったとはいえ、大学のレジ

ャーランド化といわれて久しい。日本の大学の 4 年間での修了率 91％は、OECD 平均の

71％と比べて高すぎる。英国の大学と比べて日本の大学が効率よく学位にふさわしい人材

を育成しているとは想像しがたい。また、結果のみならず、経過とも言うべき教育の内容

についてわかりやすく社会に公表する努力もまだまだ足りない。社会の支援を受けるため

には、日本の大学はさらなる自己点検・評価をし、外部評価を取り入れ社会のスクリーニ

ングを受ける必要がある。当然、それらの厳しい目に耐えられるだけの内容、質の改善を

継続的に重ねる必要がある。それだけの覚悟が 700 校以上有る日本の大学にはあるだろう

か。 
 
２）地域とともに歩むための提言  
	 地域との関係では、現在相当数の大学が地域への貢献を大学の主要なミッションと捉え

ており、積極的に行っている。APU であれば国際化を通じた特色ある地域貢献をしている

ように、他にも特色ある地域貢献をしている大学も多数ある。しかし、その地域貢献がど

れだけ地域に伝わっているか、はなはだ疑問である。 
	 アメリカの大学に日本の大学の参考となる事例がある。アメリカでは多くの地域でその

地の大学のスポーツチームが地域のスポーツチームとして愛着を持たれていることである。

フットボールや野球の試合の応援に大勢の地元の人が集まり、声援を送る。学校のチーム

が「おらがチーム」となっている。その声援がひいては大学でフットボール場を作ろうと

すると寄付につながっていくのである。こういった努力は日本の大学が未開拓分野の地域

貢献ではないかと思う。 
	 また現在は競争的原理を取り入れた補助金政策で国際化を志向する大学を支援する政策

がとられている。ただし、何を基準に国際化をすすめているかという政策誘導はあまりな

く、その方向性は各大学にゆだねられている状況である。ひとつの考え方として、国が政

策として「国際化」のベンチマークを定めて、その基準を満たしている大学には運営交付

金を一定割合で増額することを提案したい。その際に、国際的な教育の質保証と地方立地

を大きな加点項目とすれば、一石二鳥であり、さらにこれが国の方針として国際的認知が

進めば、国際社会における日本の大学のレピュテーションの底上げにつながる効果も期待
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できる。それに合わせて、その対象大学の支援を行う地方自治体の事業に対して国が補助

金を出すようにすれば、地方と大学の連携強化が一層進展するだろう。 
 
３）国や地域に期待すること  
	 現在は競争的原理を取り入れた補助金政策で国際化を志向する大学を支援する政策が

とられている。ただし、何を基準に国際化をすすめているかという政策誘導はあまりなく、

その方向性は各大学にゆだねられている状況である。ひとつの考え方として、国が政策と

して「国際化」のベンチマークを定めて、その基準を満たしている大学には運営交付金を

一定割合で増額することを提案したい。その際に、国際的な教育の質保証と地方立地を大

きな加点項目とすれば、一石二鳥であり、さらにこれが国の方針として国際的認知が進め

ば、国際社会における日本の大学のレピュテーションの底上げにつながる効果も期待でき

る。それに合わせて、その対象大学の支援を行う地方自治体の事業に対して国が補助金を

出すようにすれば、地方と大学の連携強化が一層進展するだろう。 
 
（６）まとめ  
 
	 大学の成否を評価することは、長い期間が必要であり、現時点で APU の成否を結論付

けることはできない。また、APU が大分ではなく、どこかの大都市圏にできていたらと仮

定してそのメリットとデメリットを比較することは可能であろうが、歴史に「イフ」を言

うことは現実的ではない。よって、どちらがよいという判断もできない。しかしながら、

今までのところ、APU と大分はお互いにウィン・ウィンの関係を築いている。この事実を

もって、少子高齢化が進む日本では、地方においてこそ国際大学を展開する意義があると

結論づけられるのではないだろうか。 
以上 
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3.	 別府市役所まちづくり課主催留学生ワークショップについて	 

	 

堀桂子（観光開発プランナー）	 

	 

(1)	 第一回留学生ワークショップ	 

別府市役所観光まちづくり課による第一回留学生ワークショップは 2010 年 12 月 8 日、

13:00 より開催された。開催地は最近オープンし観光地として人気を集めている鉄輪の地

獄蒸し工房である。このワークショップは行政からの指示を受け、今回はじめて開催され

たもので、立命館アジア太平洋大学開学 10 周年を迎え、これまでは国際学生の生活を市が

サポートすることに力が注がれてきたが、これからは留学生からの声を別府市のまちづく

り、主に観光に活かしていこうという意図のもとに行われた。（別府市役所文化国際課安部

氏談）	 

参加者は主催の別府市役所観光まちづくり課数名、文化国際課安部氏、国際学生 10 名。

大分県のマスコミの関心も集め、TV 局（NHK・OAB）なども取材を行った。学生の内訳は立

命館アジア太平洋大学から 8 名、別府大学から 2 名。立命館アジア太平洋大学ではスチュ

ーデントオフィスが公募を募り、15、6 名の応募者の中から 8 名が選ばれた。性別ごとに

見ると、男性が 3 名（うち別府大学の学生が 2 名）、女性が 7 名。国籍別に見ると、中国か

ら 5 名（うち男性 2 名）、インドネシアから 2 名（うち男性 1 名）、ベトナムから 1 名、タ

イから 1 名、台湾から 1 名であった。進行は全て日本語で行われた。	 

13:00～13:40	 

はじめに国際学生に地獄蒸しを体験してもらうという試みが行われた。地獄蒸し工房で

は鉄輪で江戸期以前から用いられてきた調理法、地獄蒸し料理を体験できる。今回はさつ

まいも・しめじ・ブロッコリー・海老・魚を地獄蒸し工房で調理した後、国際学生やその

他を含め、皆でいただいたが、「とってもやわらかくてそのままの味でも食べられる。」と

国際学生たちに好評のようであった。食事の間は温泉について、「台湾の温泉は治療する人

たちが長い間滞在する施設である。」、「アメリカのイエローストーンの温泉は実際に入らな

いが日本では温泉につかり、利用する。」、「別府市は世界第 2 位の湧出量である。」、「別府

市は湯けむりで天国みたいなイメージ。」など、引率の安部氏も含め、皆で語らうシーンも

見られた。	 

13:40～14:00	 

食事を終え、次に国際学生にまち歩きを体験してもらうという試みが行われた。安部氏

がガイドとして、それぞれの場所にまつわるエピソードを伝えながら、路地裏を案内した。	 

ここまでの流れは全て別府市役所文化国際課の安部氏の引率で行われた。安部氏は今回

主催となる観光まちづくり課とは部署が異なるが、学生時代をアメリカで過ごした経験か

ら、普段は日常的に国際学生のサポートを引き受けている。	 

14:00～16:00	 
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まち歩きを終え、留学生ワークショップが開催された。これ以降は別府市役所観光まち

づくり課の牧氏の進行のもとに進められた。今回のワークショップは次回の 1 月 12 日に開

催される予定の第二回留学生ワークショップとの 2 部構成となっており、今回出された課

題について、次回は解決方法を考えていく。	 

1 つ目の作業として行われたのは国際学生たちに別府市に来る前の別府市の印象と来て

からの別府市の印象について書き出してもらうという試みである。（今回参加した国際学生

は皆、直接自国から別府に来ており、日本の他の地域に滞在していた経験はない。）配布さ

れた自己紹介シートにその回答と、名前・大学名・学部名・別府市の滞在年数を記入した

上で、それぞれが 1 分間ずつ発表を行っていく。学生たちの発表内容は以下のとおりであ

った。（国際学生による日本語での発表の為、報告者が修正を加えた箇所複数あり）	 

① 立命館アジア太平洋大学・中国・女性・1 年間半滞在	 

日本に来る前に別府市がどのような町かあまり知らなかった。インターネットで情報を

探し、日本で温泉がいちばん多いところ、温泉の町だというイメージをもった。来てみた

らとても小さい町だった。以前の日本のイメージ。だが、とても自然が多く、人々がとて

も親切で、さらに国際的で色々な言語が入ってきている。自然を守っている国際的な町と

いう印象だ。	 

② 立命館アジア太平洋大学・中国・女性・2 年間滞在	 

別府市に来る前に、別府市について先生から紹介してもらっていた。別府市は静かでき

れいな町だというイメージだった。また、別府市は温泉がいちばん多いことで有名な観光

地だと聞いていた。来てからの印象としては、人がとても親切だと思った。温泉が多いの

で天国のようなイメージだ。日本人は中国人と比べ、自然を守ることに注目していると思

い、それがとても凄い。	 

③ 別府大学・中国・男性・4 年間滞在	 

父が仕事の関係で別府市に半年滞在していたことがあり、色々と写真を見せてもらって、

別府市のことも色々と教えてもらっていた。「別府市は東京や大阪みたいなかんじ？」と聞

くと、「あまり期待しないほうがいい。」と言われた。期待してはいなかったけれども、別

府市に来たら少しがっかりした。ここまで田舎とは思わなかった。今は you	 me	 town（シ

ョッピングセンター）があるが、その頃にはまだなかった。1 年ぐらい経ってからバイク

でどこにでも行けるようになり、どこに何が売っているかも分かるようになり、暮らしや

すいところだと思い始めた。東京や福岡の人は別府市の人よりも歩くのが速い。ストレス

がたまりやすいと思い、別府市のほうがいいかなと思うようになった。	 

④ 立命館アジア太平洋大学・中国・女性・2 年間滞在	 

別府市に来る前は、先生と先輩から、別府市はとても田舎で人が少なく高齢化がとても

深刻な町だと聞いていた。「あまり期待しないで。」とも言われていた。実際に別府市に来

て、確かに東京や大阪などと比べて買い物などは不便だと思ったが、別府市の地域の人は

とても優しいと思った。鶴見に住んでいて、日本人とルームシェアをしている。周りのお
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爺ちゃんもお婆ちゃんもいつも優しく話しかけてくれ、何か分からないところがあったら

親切に教えてくれ、とても感動した。きれいな町だ。どこでもゆっくりでき、のんびりで

き、とても住みやすい。	 

⑤ 立命館アジア太平洋大学・ベトナム・女性・発表の場では滞在期間の報告なし	 

来る前は別府市が旅行の町だと聞いていたので、建物が多くて新しい町かと思っていた

が、来てみたら全く違い、古く懐かしく日本らしい町だった。東京だとヨーロッパの文化

も混ざっているというイメージがあるが、別府市は本当に日本らしく、日本文化も見られ

る。別府市に来る前は、町に住んでいる人は日本人だが、観光客としてヨーロッパの人や

アメリカの人がいっぱい来るので英語がもっと使われていると思っていたが、来てみたら

その逆で、町に住んでいる人はアジア人で観光客がほとんど日本人だった。旅行の町なの

で英語のパンフレットなども多いと思っていたが、あまりないと感じた。	 

⑥ 別府大学・中国・男性・１年間滞在	 

9 月に国文学科を卒業した。まだ別府で生活したい。夢は国際貿易に携わることだ。そ

れを実現したく、別府大学で国際経営学部を卒業し、自国で日本との国際貿易会社を作り

たい。別府市に来る前は温泉が多く、観光客が多く、外国の人が多い町だと聞いていた。

町が狭い、危ないというイメージももっていた。来てみたら、本当に町が狭い。運転をし

にくい。しかし、温泉の数は想像以上に多い。別府市は大きな建物が少ない。もっと大き

な建物を作ったら、外国の人が来るかもしれない。	 

⑦ 立命館アジア太平洋大学・台湾・女性・発表の場では滞在期間の報告なし	 

来る前は九州と言えば田舎だと思っていたため、来る前に心の準備はあり、大学は勉強

のため、遊びに来るわけではないのでいいのではないかと思っていた。もともと田舎が好

きだ。台湾の田舎は本当に田舎で、店がなくて家と家の間も遠いので、別府市もそのよう

なかんじだと思って来た。実際来た後に、住宅も多く、スーパーもコンビニエンスストア

も多く、「これは田舎じゃない。」と感じた。台湾の田舎と比べるとずっと便利なので、全

然田舎という印象がなくなった。その後地獄めぐりに行き、大阪や京都の観光客と会い、

別府市は有名な大都市からも人が来るいい観光地だと思った。田舎と言いながら、遊ぼう

と思えば遊べる。カラオケもあるし、裏道にも色々ある。もう一ついいと思ったのが静か

だということだ。休もうと思えば休めるし、暮らしやすい。他の行きたいと思っている都

市で暮らしたら、遊ぶところは多いと思うが、癒しの雰囲気はないだろうと思った。唯一

不便だと思ったのがバスの便が少ないことだ。料金が高いので、安くしてもらえればあり

がたい。別府市は高い建物がないことが特徴。建物を作ったらにぎやかで外国の人が多く

なるかもしれないが、逆に田舎らしい癒しがなくなってしまう。	 

⑧ 立命館アジア太平洋大学・タイ・女性・1 年間半滞在	 

日本に来る前に観光で東京・大阪などに行った。発展した国だと感じていた。立命館ア

ジア太平洋大学からの奨学金の話をもらい、別府市について先輩に聞いたところ、別府市

は田舎な町でお年寄りが多く住んでいて不便だと言われた。別府市に来たら、それほど田
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舎ではないと感じた。観光地で景色がいい。国際的な文化、日本の伝統的な文化を経験で

きると強く感じている。学生生活も楽しんでいる。	 

⑨ 立命館アジア太平洋大学・インドネシア・女性・4 年間滞在	 

別府市に来る前に先輩から、別府市はつまらなく、とても田舎の町で、勉強しか出来な

い町と聞いていたが、別府に来たら感動した。景色がすばらしい。夜には空や月が本当に

きれいに見える。楽しいところもたくさんある。先週、別府公園でイルミネーションを見

たが凄い。先ほど鉄輪の温泉を案内してもらったが、本当に別府市は凄いと思う。	 

⑩ 立命館アジア太平洋大学・インドネシア・男性・2 年間半滞在	 

来る前に先輩から言われたのはすごく小さい町だということだ。立命館アジア太平洋大

学は山の上にあると聞いたが想像できず、「どうやって住むの？食事するところはどこ？」

というようなことから不便なところかと思っていた。また自分自身、日本と聞いたら出て

くるものは侍・着物など京都らしいもの、または原宿などのポップカルチャーで、別府市

については全然聞いたことがなく、知らなかった。温泉のことも自国にもあるが、日本の

温泉について聞いたことがなかったためイメージがなかった。滞在して温泉のことをよく

知り、温泉が多くて別府市はすばらしいところだなと思った。別府市は世界で 2 番目の湧

出量を誇るというところにプライドが持てる。ただ、やはり日本という印象とは違う。	 

	 

2 つ目の作業は、学生たちに別府市内で自国の知人・友人にお勧めできる場所、お勧め

できない場所（場所に限らずお勧めできる点、できない点という広義の意味）を書き出し

てもらうという試みである。お勧めできる場所をブルーのカード、お勧めできない場所を

ピンクのカードに 1 枚につき 1 点ずつ書き出していき、それを後に模造紙に貼り付けてい

く。	 

会話の中で、海外には立命館アジア太平洋大学センターがあり、そこでのパソコン検索な

どで、卒業生の声を聞くことが出来ることや、日本での温泉利用のスタイル（海外では衣

類着用で入る）の影響の大きさなどについても話される場面があった。	 

	 

(2)第二回留学生ワークショップ	 

別府市役所観光まちづくり課による第二回留学生ワークショップは 2011 年 1 月 12 日

（水）、13:30～16:30 に開催された。開催地は別府市役所 5 階、大会議室である。前回の

第一回留学生ワークショップでは、国際学生達に別府市に来る前の別府市の印象と来てか

らの別府市の印象について書き出してもらうという試み、別府市内で自国の知人・友人に

お勧めできる場所、お勧めできない場所を書き出してもらうという試みが行われた。この

第二回留学生ワークショップでは別府市で既に取り組まれている具体的な団体活動への解

決策を国際学生が中心となって考えていく。	 	 

参加者は主催の別府市役所観光まちづくり課の松永氏、牧氏、甲斐氏。文化国際課の内藤

氏、安部氏。別府大学国際経営学部長、佐藤氏。国際学生 9 名。国際学生の引率として立
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命館アジア太平洋大学学長室の近藤氏。オブザーバーとして報告者の堀である。学生の内

訳は立命館アジア太平洋大学から 7 名、別府大学から 2 名。性別ごとに見ると、男性が 3

名（うち別府大学の学生が 2 名）、女性が 6 名。国籍別に見ると、中国から 5 名（うち男性

2 名）、インドネシアから 2 名（うち男性 1 名）、ベトナムから 1 名、台湾から 1 名。進行

は全て日本語で行われた。	 	 

はじめに文化国際課の内藤氏より、「留学生の人口比率がいちばん高い別府市。自国に帰

っても是非ＰＲを。」という挨拶があった後、観光まちづくり課の牧氏により、前回の第一

回留学生ワークショップの復習が行われた。第一回留学生ワークショップの様子は別府市

役所ＨＰにて紹介されている。今回の第二回留学生ワークショップでは、観光振興におい

て何が出来るのか、特に国際学生の協力のもとで何が出来るのかについて考えていく。	 

	 

13:30～13:40	 

今回も、まずは別府市と自国の違いを含めながら国際学生達に大学名、国籍、学年などの

自己紹介をしてもらうという試みが行われた。自己紹介の内容は以下のとおりである。	 

立命館アジア太平洋大学・中国・女性・大学 2 年生	 

	 別府市と天津の違いは生活のペースの違いである。天津は大都市で忙しく生活のペース

が速い。別府市は人口が少なくゆっくり出来る。天津の観光地は自然よりも人口的な場所

が多い。別府市ではほとんどの場所で自然を楽しめる。	 

立命館アジア太平洋大学・台湾・女性・大学 4 年生	 

	 台湾では 1 人につき 1 台バイクを所有している。台湾と日本の見た目の違いは日本にバ

イクが少ないこと。台湾ではどこに行くにもバイクに乗り、車よりも数が多い。	 

立命館アジア太平洋大学・中国・女性・大学 2 年生	 

別府市には国際的な大学があり、国際交流がある。	 

立命館アジア太平洋大学・中国・女性・大学 2 年生	 

広州でもお茶が有名だが、日本では大学（立命館アジア太平洋大学）内に茶道部がある

のに対し、広州にはそういうものがない。違いは文化を守るところかと思う。	 

立命館アジア太平洋大学・インドネシア・男性・大学 3 年生	 

ジャカルタはゆっくりと出来ない町。ゆっくりしたくても 22:00～23:00 ぐらいまでは

車の音、人の声が聞こえてくる。別府市は 19:00～20:00 ぐらいで生活が終わり、家族とゆ

っくり出来る。	 

立命館アジア太平洋大学・インドネシア・女性・大学 4 年生	 

別府市は空気が美味しく綺麗である。インドネシア（ジャカルタ）は空気も汚くなって

しまった。	 

別府大学・中国・男性・大学 2 年生	 

	 別府市には温泉がある。別府市に来たらいつでも温泉に入れる。	 

別府大学・中国・男性・大学 1 年生	 
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	 別府市はすごく綺麗である。水も綺麗で、海も澄んでいる。	 

立命館アジア太平洋大学・ベトナム・女性・大学 2 年生	 

	 別府市は安全である。ベトナムと比べると、治安も良く交通も安全である点が大きく違

う。	 

続いて別府市で既に行われている 2 つの団体活動について、各団体の代表から内容や課

題についてのプレゼンテーションが行われた。	 

13:40～13:55	 

	 はじめは NPO 法人ハットウ・オンパクの藤岡氏より、「スロートリップジャパン」につい

ての報告である。藤岡氏は NPO 法人ハットウ・オンパクに所属しているが、「スロートリッ

プジャパン」の活動は別府市外国人旅行者受入協議会という海外からの旅行者の受け入れ

を推進するために設立された、別府市（一部、市外）の宿泊事業者、観光施設、交通・運

輸事業者、その他商店など 42 社からなる別の団体により行われている。主な活動は外国人

旅行者向けのインターネットサイトの運営である。以下が報告内容である。	 

	 

	 大まかな旅行者の流れはリーマンショックの影響で韓国人、中国人旅行者が減り、一昨

年、去年と減少傾向にあった。しかし、現在は再び増加傾向にある。旅の形態はバス旅行

やフェリーでの旅行などの団体旅行からバックパッカーやスーツケースで移動するような

富裕層の個人旅行に移行しており、その影響で外国人個人旅行者（Foreign	 Individual	 

Tourist、通称 FIT）を捉えようとする動きが盛んである。通常、FIT はガイドブックやイ

ンターネットを媒体とするが、この動きは主に京都やニセコなどで広がっている。FIT が

伸びる可能性に着目し、WEB でメールチェックをし、日本に来てからの宿泊地の情報を提

供している。	 

	 東京、京都、福岡などの都市のサイトマップは整っているが、地方は受け入れ態勢がま

だまだ整っていない。今後、地方の団体でもインターネットのサイトを立ち上げていこう

といった流れがある。このような中、昨年（2010 年）2 月から始まった別府市外国人受入

協議会による「スロートリップジャパン」は宿泊の受付や泊食分離（素泊まり）の受付を

行っている。「スロートリップジャパン」のサイトをチェックすると、まずクイックレスポ

ンスという欄が目に飛び込んでくるが、ここから旅行者が質問を入力し送信すると、藤岡

氏や他のスタッフが 24 時間以内に回答するシステムである。良い店や美味しい店などにつ

いても紹介する。また、別府市には温泉が多く観光地であるため、様々な観光スポットを

レポートしてサイト内のブログに載せている。宿泊施設については、ラグジュアリー、ス

タンダード、バジェット、割烹料亭の４つの部門に分けて紹介している。日本人旅行者は

大体 2 泊 3 日の滞在だが、FIT は 20 日～30 日の長期間、約 1 ヶ月をかけて東京、福岡、長

崎、大分などをまわる場合が多い。さらに、小さな旅館の受け入れ態勢として英語が話せ

ないという問題がある為、その間にたって通訳などの活動も行っている。「スロートリップ

ジャパン」を通し、大分から発信された情報が福岡、長崎、鹿児島などにも広がり、東京
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に来た外国人旅行者が大分の情報を得られるようになったら理想的である。	 

	 課題としては、サイトは出来たもののサイトの広報活動がままならないということがあ

る。絵はがきを旅館や観光協会に置いたりはしているが、外国人旅行者への情報としてロ

ンリープラネットに載せたりと、身近でもっと利用してもらえたらと思っている。細かい

情報も発信していきたいが、どうやって情報を広めていくかが課題である。	 

13:55～14:10	 

続いては朝見地域振興会の高崎氏、阿部氏より、「朝見ウォーク」についての報告であ

る。まずは、高崎氏による「朝見ウォーク」の内容説明の後、阿部氏による「英語でウォ

ーク」ガイドの感想を記載している。以下が報告内容である。	 

	 

留学生の自己紹介の中で、別府市はゆっくりしている、空気が美味しい、安全性が良い、

温泉があるという話があった。その話を全て凝縮した地域が朝見である。2 年前に「朝見

郷ロマン散策」という「朝見ウォーク」を立ち上げ、毎月第三日曜日を中心にウォークを

行っている。配布したちらしの裏に英語、及びお子様向けの文章も載せている。そちらを

ご覧いただき、スライドも見ていただいた上で本当に素晴らしいと思ったら是非参加をい

ただきたい。	 

言葉で説明するよりも、実際に目で見てもらえれば気に入っていただけると思う。（この

後スライドを展開。）2 年前（2009 年）の 3 月に「朝見ウォーク」をスタートし、当時のこ

とが記事として地元の大分合同新聞に大きく取り上げられた。それ以来とても評判が良く、

大分市や別府中心地から多くの参加をいただいている。	 

毎回出発の時に記念撮影をし、それから開始する。別府市には別府八湯温泉道というも

のがあり、出発の時に赤い「スパポート」（※温泉をまわるごとにスタンプを押していく手

帳）にスタンプを押していただく。別府八湯温泉道にはスタンプ台帳があるが、ウォーク

においても別府市内の 14 コースをウォークし「極楽めぐりの達人」という称号をもらえる

システムとなっている。朝見は別府市の聖地、パワースポットと言われる地である。気が

よく空気がいい所で、現在日本では話題だが、パワースポットということでよくお越しい

ただく。	 

別府市朝見浄水場は大正 5 年に出来たが、ここにある建物は国指定の有形文化財が５基

ほどあり、このような場所も案内している。ここでは浄水場で出来たばかりの水を参加の

方々に特別にお飲みいただく。別府市民の家庭に配水されているが、その場でお飲みいた

だくので、配水される前のほやほやで、温かい水だがとても美味しい。	 

別府市街地は素晴らしく眺めが良いが、ウォークの中には別府市街地が一望できる場所

がある。その山の麓には湧き水が沢山出る。いちばん有名なものが萬太郎清水で、その水

を別府市民は車でよく取りに来る。あちらこちらで山の麓から水が湧き出ている。	 

1 つのコースとして、1250 年前に創建された宝満寺というお寺がある。ここのご本尊は

聖徳太子が一刀彫をしたことで有名である。気のよい所で、神社、仏閣だけでなく、マザ
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ーテレサの修道院等もある。キリスト教、神道、神社やお寺があちらこちらに点在してい

る。神道の一つで、黒岩教会という教会が神社の一角にあり、昔からの日本人の修行の一

つで、滝に打たれて修業をする場がある。その上に不動明がおり、お守りいただいている

と言われている。	 

続いては約 450 年前に創建されたという長松寺であり、ご本殿には約 650 年前のご本尊

が祭られている。これも日本の石仏の一つだが、十六羅漢が長松寺の中にある。これは浄

水場で使った水の残りを川に放水し、それ故に水がとても豊富な地域である。夏場にはこ

の放水の傍を通るが、マイナスイオンが豊富に出ているような、気分をリフレッシュ出来

る場所である。	 

京都に八坂神社があるが、1230 年程前に朝見で疫病が流行った際、それを治すために京

都の八坂神社まで行き、そこでお祈りをしてご分霊を持ち帰ったという別の八坂神社が別

府市にある。別府市には歩いていける範囲に温泉が沢山あり、もったいないことに祇園温

泉という八坂神社のすぐ傍にある温泉地では、温泉で使った後の残り湯が常時流れ出てき

ている。	 

ウォークの中で、神社、仏閣だけでなく、季節の様々なお花や木も見られる。約 2 時間

をかけてゆっくりと説明しながら歩くが、最後に喫茶店でおやつ休憩の時間をとる。おや

つ休憩の前に「ユーロ」といって、地域の共同浴場の無料入浴券を差し上げ、ウォークが

済んだ後に汗を流して帰っていただく。	 

ウォークがきっかけで、朝見の歴史を次の世代にも伝えたいと思うようになった。伝え

る為にも学生の方々と連携をして朝見を盛り上げようと、立命館アジア太平洋大学の方々

と、昨年度から泉都大祭（※別府市のお祭り）に向けた共同体制をとったりもしている。

ウォークで皆さんに目で見ていただくことも大切だが、耳でも聞いていただこうと、毎月

1 回公民館を巡回し、朝見の歴史のミニ講演会を開催している。	 

ちらしの説明の際にも触れたが、別府市の観光の為にも外国の方に「朝見ウォーク」に

参加していただきたく、ちらしの中に英語の文章案内も入れ、阿部氏が英語でのガイドを

担当している。最後に、一昨年シカゴからまちづくりの研究で来た女学生を「朝見ウォー

ク」で案内した後、地元での盆踊りに着物姿でご案内しとても喜ばれた経験があるが、そ

の感想を阿部氏に伝えていただく。（以下より、阿部氏による感想を記載。）	 

	 

シカゴからシカゴ美術館附属美術大学の学生が見え、地元の盆おどり大会に参加しても

らったが、英語でのウォークがきっかけで地元の朝見を知っていただくことがとても楽し

い。私自身も実感していることだが、人が歩くこと自体が活気にもつながり、「ウォーク」

という言葉がしっかりと地元の方々に根を下ろしているようなので、今後もこの活動を続

けていきたい。残念ながら今のところ、「英語でウォーク」はこの 1 回きりで、もっと来て

いただきたいと思う。日本では外国語を使って外国から来たお客様を案内し報酬を得る為

には通訳案内士という資格がいる。その免許なしに通訳をすると通訳案内証がなく違反す
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ることになるが、報酬なしで案内することに関しては法に触れない。長崎、沖縄等では地

域限定の通訳案内士という資格があり、通訳案内士の外国語科目、例えば英語、韓国語、

中国語などの科目に合格し、地域限定の一般科目に合格すると、登録した県内に限り報酬

を得、ビジネスとしてガイドが出来る制度もある。残念ながら大分県にはまだこの制度が

ない為、今後このような制度が出来たら嬉しい。皆さんに「朝見ウォーク」に参加してい

ただき、立命館アジア太平洋大学、別府大学にいるお友達に紹介いただき、さらに国に帰

った際に是非情報発信していただきたい。実際に参加した方の言葉、それがいちばん活き

る。「英語でウォーク」でこれから活躍出来る機会が欲しいと思うので、是非お越しいただ

ければと思う。	 

	 

今回のワークショップでは、報告を受けた２団体の各課題、対象者、方法、体制、目標

について、２グループに分かれディスカッションを行う。「スロートリップジャパン」につ

いては、国際学生 4 名、NPO 法人ハットウ・オンパクの藤岡氏、別府市役所の甲斐氏と安

部氏、別府大学国際経営学部長、佐藤氏が参加した。「朝見ウォーク」については国際学生

５名、朝見地域振興会の高崎氏と阿部氏、別府市役所の牧氏が参加した。各グループに配

布されたプリントに、それぞれ課題、対象者、方法、体制、目標、プログラムの名称、キ

ャッチコピーについて書き込んでいく。	 

１時間超に渡るグループディスカッションを終え、各グループから発表された内容が以

下のとおりである。	 

15:30～16:00	 

はじめは「朝見ウォーク」についての発表が行われた。	 

課題	 

別府市には外国人居住者が多いが、朝見神社を知っている外国人居住者が少ない。	 

対象者	 

留学生と外国人	 

方法	 

（別府大学において）	 

留学生部というオフィスによる紹介。	 

（立命館アジア太平洋大学において）	 

① 新入生向けのキャンパスガイダンスにおいて、朝見神社を紹介する。	 

② 国際的なインターネットサイトである face	 book を通して情報を流す。ビデオを作成して朝

見ウォークの様子や別府市の様子を伝える。実際にどのようなことをするのかを伝えると魅力

が伝わりやすい。	 

③ 学生寮の AP ハウスには新入生や国際学生が多いので、入り口にポスターを貼ったりする。	 

④ スチューデントオフィスには SA というグループがいて、学生が地域交流を計画する。SA に相

談する。	 
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⑤ 近くの掲示板で場所を示し、個人旅行者にも朝見神社を探しやすくする。	 

⑥ 毎回第三日曜日に開催されているが、そのことを知らない人が多い。事前予約制度を設け、

別府駅で集合して朝見神社まで案内するなど工夫する。	 

⑦ ウォーク後のおやつ提供の内容をおにぎりや流しソーメンやお餅などにして、日本でしか体

験出来ないことにすると魅力的である。	 

体制	 

ガイドとしては高崎氏の日本語ガイドと阿部氏の英語ガイドがあるが、日本人が多い場合は日

本語、留学生がいればその横で英語のガイドを行う。他の国の人がいる場合は、日本語か英語

を聞き取れる人に、その国の言語での説明をしてもらう。	 

目標	 

別府市には沢山の留学生がいるが、日本文化を知ってもらう第一歩として朝見神社を知っても

らう。それから少しずつ他の日本文化も知ってもらう。	 

プログラムの名称	 

湯めぐり、町めぐり、別府めぐり	 

キャッチコピー	 

別府を知ろう。	 

	 

朝見地域振興会の高崎氏は今回のワークショップの感想を以下のように述べている。	 

	 

	 朝見の地域から見た目で今まで色々と挑戦はしてきたが、今回はじめて機会をいただき、

留学生から見た「朝見ウォーク」の話を聞け、とても参考になった。	 

	 自分たちはちらしを作ったり、ブログを立ち上げたり、泉都まちづくりネットワーク（※

別府市内のグループがお互いに連携、交流し、それぞれのネットワークを広げ、市民主体

のまちづくりを進めていくためのもの。現在、261 団体・個人が登録し、交流の輪を広め

ている。）で発信しているので通じていると思っていたが、学生の方々には情報が全く伝わ

っていなかった。立命館アジア太平洋大学と別府大学で多少方法は違うが、しっかりとし

た方法が分かったことが嬉しい。	 

おやつ休憩の話があったように、今までは月ごとに地元の地獄蒸しの肉まん、郷土料理

のやせうま、喫茶店でお茶とゆう発想しか頭になかったが、日本のおにぎりや流しソーメ

ンを皆で作ってそれを食べると、それを目的としたいということもあり得るという話をい

ただいた。また、母国から父兄が卒業式や入学式の時に一緒に「朝見ウォーク」に参加出

来たら、自分達も嬉しいということであった。	 

方法として、日本語でのガイドの他に英語のガイドの案内もちらしに入れ、阿部氏にガ

イドをしていただいているが、今後は新聞等で分かっているように別府市をあげての大型

旅客船の導入などの予定がある。東南アジア、中国、韓国からのお客様が増えることが分

かっている時に、日本人がガイドをするのではなく、母国の方々が母国語でガイドをする
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と、より一層観光客に喜んでいただけるのではないか。その方法を何とか模索して出来る

ようにもっていけば、まだまだ素晴らしいウォーク「朝見ウォーク」が出来るのではない

かという話もあり、有意義な時間を過ごせた。	 

16:00～16:30	 

続いては「スロートリップジャパン」についての発表が行われた。	 

課題	 

① 別府市の特色について明確化する必要がある。温泉がすばらしい町は他にも沢山ある。別府市

にしかないものを紹介するべきである。	 

② 別府市の細かい部分の情報をブログで知らせるべきである。	 

③ 旅行者が日本語を話せないと困るという場合が多い。言語の問題。	 

④ 留学生としては、日本語を勉強しに来る人も多い。このような留学生と市役所などとの協力。	 

⑤ 「別府」というワードをインターネットで検索しても、なかなか出てこない。キーワードをつ

けて、検索しやすいようにする工夫が必要。	 

⑥ 個人旅行が多いので、安価な宿泊場所の情報を提供する。	 

⑦ インターネットを検索しても、中国語、韓国語で出てこない。留学生と力を合わせる。	 

対象者	 

FIT（Foreign	 Individual	 Tourist）	 

方法	 

① インターネットを活用する。留学生などに協力してもらい、face	 book などを利用する。個人

の HP に face	 book を貼り付け、幅広くアクセスしてもらう。	 

② 市役所や企業の人の協力を得て、様々な情報や写真を公開してもらう。	 

目標	 

より多くの観光客に来てもらうこと。	 

NPO 法人ハットウ・オンパクの藤岡氏は今回のワークショップの感想を以下のように述

べている。	 

	 

「スロートリップジャパン」は宿泊専門のサイトであるが、カウチサーフィン（※イン

ターネット上の無料国際ホスピタリティー・コミュニティー）という手配サイトがあり、

学生やバックパッカーにはそのサイトが流行っていて、そういったサイトを「スロートリ

ップジャパン」内でも出来るのであれば、旅行に来た後に今度家族で来たりという場合、

お金がないからと「スロートリップジャパン」を利用していただけたりする可能性もある。

別府市自体に観光客を取り込む体制を作れたら良いと思う。今回出た意見の中で、face	 

book で HP を作ることはすぐに出来るかと思う。	 

	 

発表後、2 回に渡り開催された留学生ワークショップについて、参加者で感想を言い合

う場が設けられ、全 2 回に渡り開催された留学生ワークショップは閉会した。	 
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4.	 APU における留学生へのグループインタビュー結果	 

	 

堀桂子（観光開発プランナー）	 

原本義浩（当時・立命館アジア太平洋大学大学院アジア太平洋学専攻）	 

	 

2011 年 2 月 21 日（月）13:00～15:00、立命館アジア太平洋大学内会議室にて留学生対

象のグループインタビューを行った。質問者は報告者である堀と原本の 2 人。回答者は立

命館アジア太平洋大学の国際大学院生、（仮）周氏（男性）、（仮）コダカ氏（女性）、（仮）

リュー氏（男性）、（仮）オウ氏（男性）の 4 名である。	 

	 

	 以下にグループインタビューの内容を書き起こした。以下より、堀	 桂子＝堀、原本	 義

浩＝原本、周氏＝周、コダカ氏＝コダカ、リュー氏＝リュー、王氏＝オウと記載させてい

ただく。会話は全て英語で進めた。	 

	 

原本：はじめまして、原本	 義浩です。ヨシと呼んでください。大学院生で、社会学でと

ある学生活動について研究しています。今回は皆さんがどのように地域の方々とのコミュ

ニケーションについて考えているかについて質問していきます。	 

堀：はじめまして、堀	 桂子です。大学院生で、1 年目の 2 セメスター目です。観光学を

学んでいます。別府市出身者です。	 

原本：今回のインタビューは録音させていただき、リサーチの目的のみに使用します。ま

ず自己紹介として名前、国籍、出来れば学部、なぜ立命館アジア太平洋大学や大分に来た

か、どこにどのようにお住まいかをお聞かせください。	 

周：こんにちは、中国から来ました周です。2005 年に APU（立命館アジア太平洋大学。以

下、APU と記載。）に来たことがあります。学部時代に APU にカンファレンスで参加し、そ

の時に APU や別府市に良い印象をもちました。とても有名な温泉に入りました。2005 年に

奨学金授与の話を日本政府からいただき希望しました。APU、早稲田大学、筑波大学…沢山

の大学がリストに載っていました。しかし、私は APU に来た際に非常に国際的な大学だと

いう印象を持っていたので、こちらを選びました。他の大学も良い大学ですが、APU は最

も国際的です。国際協力政策専攻の大学院生です。	 

コダカ：フィリピンから来ましたコダカです。日系フィリピン人です。アジア太平洋学専

攻の大学院生です。国際学生に英語ベースのプログラムを要請していたので APU を選びま

した。多様なコミュニティーと共に勉強出来ることが魅力でした。APU のブロッシャーを

読み、入学前の 2 年間 APU に関心を持っており、1 年前に奨学金を得たのでこちらに来ま

した。とても便利なので餅ヶ浜に住んでいます。	 

堀：AP ハウス（APU の学生寮）に住んでいると思っていました。	 

コダカ：1 年の経験を得たので一人暮らしを始めました。新しい環境に身をおきたいと思
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ったので。	 

原本：この中で他に何人の方が AP ハウスに住んだ経験がありますか？	 

リュー、周：はい、現在住んでいます。	 

コダカ：当初 AP ハウスに 2 年間住む予定でしたが、他の環境の経験を得たいと思い、出ま

した。	 

堀：AP ハウスと一人暮らしでは大きな違いがありますか？	 

コダカ：今はアクセスが便利です。ATM や北浜のスターバックスなどに行くのが簡単です。	 

リュー：台湾出身のリューです。台湾系アメリカ人です。経営管理研究科の大学院生です。

2 年目の 3 セメスター目です。沢山の要因が私の大学決定に影響しています。以前のセン

トラルアメリカの大学の先生がこちらの大学のことを知っていて、勧めてくれました。そ

れまで一度も日本に来たことはなかったです。他には奨学金のことも大学の先生が希望す

るよう勧めてくださいました。さらに、それまでは都会に住んでいて、もう都会に住みた

くないと考えていたこともあります。ただリラックスの為にもっと穏やかな環境の中で勉

強してみたいと思いました。前に言及があったように別府市は温泉都市です。ただ、穏や

かな環境で勉強をしたいと思いました。	 

原本：別府市はアメリカでは有名ですか？	 

リュー：APU を探す時に調べましたが、実際別府市はそんなに知られていません。	 

オウ：マレー系中国人のオウです。APU 大学院国際政策専攻の 1 年目で環境学を学んでい

ます。2010 年 3 月にこちらに来ました。日本が好きなのでここにいます。APU はマレーシ

アで良い教育の評価がされています。国際大学として有名で、英語ベースです。今は家族

と共に石垣東で暮らしています。	 

堀：予めご記入いただいた回答へ質問させていただきます。周さんに質問ですが、2005 年

にカンファレンスに参加された時に別府市に良い印象を持ったと書かれていますが、具体

的にはどのような印象をもたれましたか？	 

周：2、3 日を別府市で過ごしました。その時には人々が笑顔で「こんにちは。（Hi.）」と

話しかけてくれたので、とても友好的だと感じました。また、「2005 年世界	 観光学生サミ

ット」で来たのですが、温泉や保護された環境など、こちらの資源は本当に観光に適して

いると思いました。また、APU があります。APU は別府市の学問レベルを引き上げました。

国際的な大学があり、資源があり、友好的というところに良い印象を持ちました。	 

堀：その時ホテルに滞在したとありますが、どれくらいの間ですか？	 

周：その 2 日間です。カンファレンスが APU であったので、毎日ホテルに戻りました。「亀

の井ホテル」だったと思います。温泉がありますか？なぜならそこで初めて温泉に入った

記憶があるからです。	 

堀：はい。「亀の井ホテル」なので、温泉はあるはずです。	 

原本：その時と今で別府市への印象は変わりましたか？	 

周：そんなに変わっていません。ただ、5・6 ヶ月経ったのでより深く理解出来ています。
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環境は依然として保護されていますし、観光として韓国人の方々に人気がある場所なので、

韓国人の方が沢山来ることは全然驚くことではありません。驚くことは、スーパーやデパ

ートや他のお店で英語を話す人がそんなにいないということです。「ヤマダ電気」でもです。

東京に数ヶ月間滞在したことがありますが、そこではほとんどの電気屋さんに英語を話す

人がいました。「ヤマダ電気」でさえも 1 人もいませんでした。これは別府市に対する、い

ちばん大きな認識の違いでした。	 

堀：最も改善すべき点ということですか？	 

周：もし、英語を話せる人がいたらとても別府市にとって有益だと思います。	 

堀：周さんは日本語も話せますが、どこで日本語を学ばれたのですか？	 

周：東京の早稲田大学で。295 時間のプログラムです。大体 3 ヶ月間ですね。	 

原本：英語は中国からの交換留学か何かで学ばれたのですか？	 

周：いいえ、日本がはじめての留学先です。	 

堀：日本人学生は母国にいるのだから、もっと活動的になるべきと書かれていますが、APU

以外で日本人学生と接したことはありますか？早稲田大学ではどうですか？	 

周：東京には 3 ヶ月間いましたが、中国人の方々といたので日本人学生と接する機会はそ

んなにありませんでした。APU には国際大学という印象がある為、その中で日本人学生は

全ての人々を１つのグループにまとめるイニシアティブをとるべきだと考えます。とゆう

のは、国際学生と比べると日本人学生は日本に慣れ親しんでいるからです。私はがっかり

していると言っているわけではありません。日本人学生は私達と同様に授業に参加します。

しかし、もし私が日本人だったら普通に会話し自分の紹介をするだけではなく、より積極

的に自国の文化を紹介するように努めます。例えば会話や授業の中でも、「他の人はこう言

うが私はこう思う。他の文化はこうで、私の文化と比べるとこうだ。私の意見と比べると

こちらのほうが良い。」というように述べます。AP ハウスにいて、話す時間も沢山あるわ

けですし食事も一緒にとれるわけですから…。私達のフロアには日本人学生が 2 名しかい

ませんが、1 ヶ月前までは 1 名しかいませんでした。その時には日本人学生と話す機会が

全くありませんでした。	 

堀：日本に来る前と来た後で日本人学生のイメージは変わりましたか？	 

周：はい。APU に来る前はとても友好的に英語を話す日本人学生がいると思っていました。

実を言うと、私は現状を予測していなかったです。全ての学生が英語を上手に話すと思っ

ていましたし、現状では日本人学生は 1 つのグループにかたまり日本語で話します。コミ

ュニケーションはとりますが、もっととるべきです。	 

堀：原本さんは学部時代から APU にいらっしゃいますが、この点についてどう思われます

か？	 

原本：分かりません。私が入っていたゼミは議論を中心とし、アメリカやイギリスやオー

ストラリアから来た大学院生の方々と共に語る機会が多くありました。他の部分に関して

言えば、日本人学生は言語に関して問題を抱えている場合も多く、英語でコミュニケーシ
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ョンをとれない場合もあるようでした。日本人学生は日本人学生で、国際学生は国際学生

で…ということもよく起こっていました。ただ、少なくない数の日本人学生が国際学生と

コミュニケーションをとっていると思います。どの場面でというのは特定するのは難しい

ですが、部分的にはどちらも起こっているということです。	 

周：英語ベースの大学にいますが、日本に来たのだから私達は日本語を学ぶことを奨励す

るべきだと思います。要するに、日本を目的地と選んだ時点で日本語を学ぶことは避けら

れません。他の国を選んだ場合もそうです。英語ベースの学生でも、日本語を学び英語を

話さない地域の方々と話すよう努めることに害はありません。私が言いたいのは、日本人

学生はイニシアティブをとっていますが、より積極的に自国や自国の文化をアピールして

ほしいということです。	 

原本：他の方は彼に賛同しますか？何か他に付け加える意見はありますか？	 

コダカ：APU から依頼された朝日小学校の子供達へのボランティア活動に参加した際、地

域の方々と接する機会を得ました。1 週間に 1 度のボランティアでした。彼らの国際学生

との交流の仕方には大変感謝しています。しかし、私は日本の血を受け継いでいるにも関

わらず国際学生の中の一人と見なされていました。また言語や文化の壁がありました。た

だ、彼らとの交流はそんなに難しいわけではありませんでした。1 年間東京に住んでいま

したが、東京の方々と比べると彼らはとても親切で、礼儀正しいです。大分県や別府市に

住むことはふれ合いという意味では便利です。都会に住んでいる時と比べると隣人の方々

のことをよく知っています。APU の日本人学生との関係について言及すると、教会に行く

ので日本人の学部生の友達も多いのですが、彼らは英語以外にも韓国語など第二外国語も

学んでいますし、交流に関しては問題ありません。APU に入学する前に海外への留学経験

もありますし、国際学生と交流してきた蓄積があります。	 

原本：沢山会話はしますが、海外への留学経験がない人は何らかの躊躇を感じることはあ

るかもしれません。	 

コダカ：おっしゃるように、海外に出ず日本の教育しか受けていない人で、典型的な日本

人らしい人もいらっしゃいます。国際学生に対してシャイです。言語に問題を抱えている

場合もあります。しかし、ひとたび国際学生が話しかけると交流が始まります。あくまで

私の経験上ですが…。	 

周：それは日本人学生だけに生じる問題ではありません。全ての英語圏ではない国の学生

が初めは躊躇を感じます。	 

リュー：私は経験上、沢山の日本人と出会ったことがあります。大学時代に沢山の国際学

生を大学に紹介する国際センターで働いたことがあるからです。コスタリカの大学に通っ

ていましたが、そちらもまた多様性にとんでいました。コスタリカで出会った日本人学生

は情熱を持ち、自国の文化を代表する決意にみちていて素晴らしいという印象でした。実

際、彼らの英語は完璧ではありませんでしたが、私は彼らの情熱を感じました。しかし、

それと比較すると日本に来て多少がっかりした部分があります。私は日本人学生の熱意を
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予想していましたが、学部生は国際学生との交流に不安を抱えているのでしょうか、接す

ることに躊躇する様子が見られます。例えば、AP ハウスのキッチンでただ会話を始めよう

と話しかけると、不快感が見て取れることがあります。話しかけたことに対してとても申

し訳なく感じてしまいます。日本の慣習なのだろうとも思いました。これは 1 つの自分の

経験上の話なので個人的なことかと思いますが…。	 

原本：東京のような日本の大都市に行ったことはありますか？	 

リュー：大阪、東京に行ったことがあります。大都市はオープンで活発だと感じます。こ

れは世界中の大都市の特徴で、日本だけの話ではないですが。	 

原本：オープンというのはコンタクトをとるのが簡単ということですか？	 

リュー：例えばアフリカの友人といた場合に明らかでした。私は明らかにアジア圏の人と

いうことで日本人と見なされました。人々はアフリカの友人に近づいてきて、「髪の毛を触

っていい？」と言ってきて、都会では異なる熱中を感じました。小さな町ではそういうこ

とはそんなにありません。	 

原本：髪の毛を触ること自体が変わったことのように思えますが…。	 

堀：オウさんは何か意見がありますか？	 

オウ：まだ 1 年しか経っておらず、私にとっては別府市が世界の中の日本のサンプルなの

で他の都市と比べられません。今の話を聞くと、たとえ大都市でもオープンかは分かりま

せん。触ってくるのは好奇心です。オープンとは違います。私は沖縄旅行から帰ってきま

した。沖縄も別府市と同様に田舎の地域で人々がのんびりしていて友好的で笑顔を絶やし

ません。大阪や東京と比べると、違います。友好的であることと好奇心は違います。言語

の壁があっても身体言語でコミュニケーションをとれます。こちらが日本語を学び、身体

言語でコミュニケーションをとるのと同様、地域の方々も身体言語とシンプルな英語でコ

ミュニケーションをとれれば良いと思います。	 

原本：この中で交換プログラムに参加したことがある方はいますか？参加したいと思いま

すか？	 

リュー：ホームステイプログラムに参加しました。日本の伝統的な家に住めた、貴重な経

験でした。ホストは素晴らしく、町を代表するようでした。彼らは知識を共有することに

積極的で、滞在することで歴史を知れました。私は日本に来たばかりで全く話さなかった

のですが、彼らは一生懸命話しかけてくれ、その熱意に驚きました。	 

周：APU はそんなに多くのプログラムを提供していません。6 ヶ月ここに居ますが、ホーム

ステイプログラムが開催されたのは 1 回のみです。私の意見としては、APU の 50％が国際

学生なわけですから日常生活で国際交流はありますが、学校や地域の施設がより多くこの

ようなプログラムに組み込まれるべきです。中国人学生も日本人学生もこのような交換プ

ログラムに関心を持っています。データベースをつくるべきです。例えば現在は冬休みな

のでホームステイを推奨するなど、APU や別府市はこのようなプラットフォーム、お互い

の関係を進んで作っていくべきです。	 
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原本：より多くの交換プログラムが用意されれば良いということですね？	 

周：はい。	 

オウ：APU は積極的に推進に取り組んでいると思います。国際学生を地域の方々との交流

に積極的に送り込んでいます。しかし、そのプログラムのほとんどが学部生に向けてであ

って、大学院生に向けてではありません。	 

リュー：私の意見としては、実際には別府市の沢山の活動が社会活動にも関わらず、私達

は社会活動と全く関わりを持てていないというのが問題だと思います。ホテルに滞在する

代わりにずっと個人の家に滞在するというプログラムよりも、地域のお店の経営者がどの

ようにボランティアの活動に参加するかなどに興味を持っています。私はビジネスに興味

があるので、日本での業務処理、文化、規律、ビジネスの上での教育を知りたいです。特

に働いた支払いなどはいらないので、地域のいくつかのお店の方々と 1 日共に過ごせれば

と思います。何かがまだ足りません。しかし、現在 APU がこのような社会活動に基づいた

プログラムを促進しようとしていることも知っています。	 

オウ：友人から聞いた話を付け加えないといけません。彼は AP ハウスを出て町に 1 人で住

み、バイトを経験しましたが、それが地域の方々を知るいちばんの近道です。バイトを通

すと日本人や地域の方々を予想以上に早く知ることが出来ます。第一にバイト、第二に AP

ハウスを出て住民とコミュニケーションをとって市役所に行ったりごみ出しをしたりする。

お金も稼げるし、良い経験です。	 

原本：バイト経験について他に聞いたことはありますか？	 

オウ：ある友人は本屋でバイトをしています。時給 1000 円です。別の友人は城島高原で時

給 750 円です。しかし最も大切なのは時給ではなく、地域の人とコミュニケーションをと

るという経験です。	 

原本：何か問題点などについて聞いたことはありますか？	 

リュー：大阪や広島などのほうがバイトも探しやすいと聞きました。ここでは工場など働

く場所も少ないです。	 

コダカ：市役所は何らかの交換プログラムを実施していますか？私は自国について講演し、

自国の料理をふるまう交流会に呼ばれたことがあります。聴衆が地域の方々15 名くらいで

しょうか。自国の話をし、1 人 1 品自国の料理を持っていき、話の後ふるまいます。これ

は毎週火曜日か水曜日のどちらかに参加できる日本語学習プログラムと関係があります。

このプログラムに参加しようと思ったら、AP ハウスに住んでいたらとても不便です。無料

で参加できます。	 

オウ：日本語プログラムに参加でき、女性は料理の腕もあがる。	 

堀：オウさんも回答に料理の交流会のことを書かれていましたが、詳しく説明してもらえ

ますか？	 

オウ：バスで町に下りたら、SPA ビーチの近くに女性会館がありますか？	 

堀：あります。今思い出しましたが、私は小学生の時に友達に誘われそこで料理教室に参
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加したことがあります。	 

オウ：また、学校は外国人の小学生に対して日本語を教えるのを助けるティーチャーアシ

スタントとして、国際学生にバイトを依頼する予算を組んでいます。毎週火曜日、子供た

ちは市役所に日本語を学びに行きます。数ヶ月前に開始されました。	 

原本：一方通行のコミュニケーションと感じることはありますか？例えば、地域の方々も

英語を学ぶべきというような。	 

堀：一方通行のコミュニケーションについては今回参加されていない方の話ですが、例え

ば国際学生がイベント等でパフォーマンスするのを地域の方々はパフォーマンスに参加せ

ずに見ているだけというようなケースがあったようです。	 

リュー：外国人が住民にとってのエンターテイナーのようになっているという？	 

堀：はい。	 

原本：このような一方通行のコミュニケーションを双方からのコミュニケーションとする

ために何か良い方法はありますか？	 

コダカ：お祭りの時には国際学生も招かれ屋台を出しますが、地域の方々による日本の屋

台が出ますし日本のパフォーマンスもあるので、私は一方通行とは思いません。	 

堀：付け加えなければならないのは、この意見をくださった方は 6 年間別府市に滞在して

おり、別府市も変化しているとおっしゃっています。	 

コダカ：地域の方々も国際学生に順応してきているのでしょう。多分、以前は一方通行だ

ったのでしょう。	 

オウ：クリスマスに行われる花火の間もインターナショナルフードの一角がありました。

大分大学の国際学生が招かれ、トキハデパートの前で出店していました。	 

コダカ：私自身も亀川の花火大会の時にはフィリピンの食を提供しました。フィリピンの

食だけでなく、韓国、ベトナム、インドネシアの食、計 4 カ国の食を一緒に提供しました。	 

周：自国の料理を提供する、又は自国の文化をパフォーマンスすることは難しいことでは

ありません。本当の問題は誰がイベントをまとめるかということです。一方通行か双方か

らかということではなく、例えば国際学生から地域、地域から国際学生ということではな

く、指揮者がいないことが問題です。私には分かりませんが、報酬はどうなのでしょう？

もし理解を深めるために本当にこの問題を議論したいと思ったら、まず「誰が仕事をする

か？」などから話し合わなければなりません。別府市には沢山の資源があります。APU が

あり、沢山の国際学生もいます。しかし、これらの活動の指揮をとる人がいません。	 

堀：リューさんの回答の中でも資源という言葉が使われていました。別府市のアピールが

必要と書かれていますが？	 

リュー：私の以前の大学の例をとると、カリフォルニア州のリバーサイド地区の都市です。

姉妹都市というコンセプトは知っているか分かりませんが…。	 

堀：別府市はニュージーランドのロトルアが姉妹都市です。ロトルアにも温泉があります

ので。	 
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リュー：分かりました。しかし、ニュージーランドの人々がこちらに多いかは分かりませ

ん。リバーサイドはもちろん別府市より広いですが、より頻繁に生徒や先生、時には公務

員や警官、観光客でさえも交換プログラムがあります。交換プログラムにより、沢山の人々

が異文化の理解を深めています。実際、沢山の費用がかかります。これは地方政府の役目

です。コストが高いため地方政府は落胆しています。しかし、私は地方政府や各省がこの

ような型にはまらない活動に従事する必要があると思います。別府市には高齢の方が多く、

情熱を持たずリスクをとりたがらないという話を聞いたことがあります。変えることはと

ても大変だと聞きました。	 

堀：コダカさんは大分県がより産業を誘致するべきと回答されていますね。	 

コダカ：別府市のコマーシャルの確立ということで言及しました。国際的なコマーシャル

を確立する組織。市役所がより誘致することを希望します。	 

原本：APU には国際学生が沢山いるわけですが、資源を多国域に役立てる、もしくは国際

学生と地域の方々との間に良い関係性を築く為のアイディアはありますか？	 

オウ：私達は文化を APU 内だけでなく、ビーコンプラザ（別府国際コンベンションセンタ

ー）などの町中に持っていくべきです。観光客や地域の方々を魅了出来ます。	 

周：APU は立命館大学の姉妹校ですが、別府市で APU 独自として確立されるべきです。別

府市はより APU と強い関係性を持ち、役立てるべきです。市の為の国際的な資源という特

色として。別府市には別府大学と APU がありますが、競争するのではなく、別府市の全て

の大学がより強固に連合し、市も大学の連合と別府市民との連合をどの会社のということ

に関係なく強める努力をするべきです。よりコミュニケーションをとるべきです。ホーム

ステイプログラムに参加するだけではなく…。別府市の大学は大分県にとって大きな利点

です。APU は市にとって未だ発展途上中です。ここに設立されているにも関わらず、未だ

市が役立てているとは言えません。市のため大学のためを問わず…。日常生活で私達には

実質的にも距離があるので、興味を持つようにしなければなりません。未だに別府市にあ

る APU というよりも、別府市に建っている APU といったかんじです。	 

コダカ：問題は学生自治会がないことです。	 

原本：はい。私達は設立することを許されていません。理由は分かりません。	 

周：十分な大学数があるのでしょうか？	 

リュー：直接的な抗議を受け付けたくないのでしょうか。先ほどの資源というのは素材で

なく、学生と町の交流という意味で回答しました。APU の学生は皆別府市に暮らしている

わけです。母国から外国の大分に来る機会を得たわけです。授業の中でも話しますが、学

生には疑うまでもなく需要と供給があります。ただ１つの問題はつなぐことが必要だとい

うことです。例えばレジュメ、ビデオなどをウェブサイト、オンラインで会社とつなぐ。

国際学生だけでなく、日本人学生も含め学生を雇う。国際的なことを背景とし、交流を目

的としたデータベースを作るべきです。沢山の資源があるのに、誰も会社や地方政府との

つながりを知らないだけです。ただ卒業して去る、卒業して去るという繰り返しです。	 
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原本：APU には就職支援のセクションがあります。それがうまく働いていないと思います

か？	 

リュー：就職活動に関しては、学生が会社から会社へと一方的にアプローチしますが、効

率が悪いのです。私は日本語が話せませんが、ドイツ語やスペイン語が話せます。スペイ

ン語が話せる人を必要とする会社もあるはずです。学生が一生懸命就職先を探しますが、

会社には需要がない場合が多く、時間と資源の無駄遣いです。オンラインに投稿しておき、

会社側に興味があれば電話しインタビューする。これが相互のアプローチです。現状は学

生側が動くのみで、これでは競争が激し過ぎます。	 

原本：どんな会社に対しても、自ら出向いてアピールしなければならないということです

ね。	 

リュー：立命館大学、また姉妹校でデータベースを作って、別府市や大阪府などのより大

きな都市にも、さらには海外にもつなげれば良いと思います。出来ることに限りはありま

せん。	 

オウ：仕事が見つからないということですか？	 

リュー：はい、特に私達は。学生達は卒業後何をすればいいか分からない、国に帰っても

何をすればいいか分からないと途方にくれています。	 

堀：APU は日本の中でもとても特徴的な大学です。日本の会社は APU に新入社員を探しに

来ます。私にはその目的ははっきりとは分かりません。日本の会社のシステムは海外のシ

ステムと全く違いますし、日本人学生にさえも入社後の適合は難しいと思います。	 

オウ：まだ日本語で続けることが大切なのです。日本の会社は従業員として基本的な日本

語と母国語を話せる人を探しています。英語とドイツ語を話せるのであれば、他のどこへ

でも行けます。日本に住んでいるから中国語と日本語の翻訳をする必要があります。中国

語を日本語に翻訳する必要があります。日本語が重要なのです。	 

リュー：言語が問題と言っているわけではありません。別府市の方々に対して英語を話す

ようにと言っているわけではありません。前にも誰かが言ったように、地域と海外、双方

からの交流が大切です。	 

堀：日本の会社の縦社会システム自体も厳しいように思えます。大学でのコミュニケーシ

ョンと会社でのコミュニケーションは違うので、卒業して社会人になると大抵の方はショ

ックを受けるのではないでしょうか。	 

オウ：日本の会社が海外と違うということに賛成です。日本の会社はどんなプロセスでも

照合を強調されていて、それの繰り返しです。照合、再照合、進む。照合、再照合、進む。

交渉の余地がありません。	 

堀：仕事自体が少ないですから現代の日本人の若者は就職することも困難です。現代の日

本では若者に仕事を生み出すことが重要です。	 

リュー：別府市がビジネスを魅了し、誘致できれば人々が来て、維持すれば地域ビジネス

として残ると思うのです。私には別府市の未来へのプランが見えてきません。引退後の場
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所のように見えます。時々お祭りがありますが、その時だけです。ビジネスはとても重要

です。地方政府はビジネスを魅了する必要があります。	 

堀：現在、大分県ではビジネスは撤退する一方です。もちろん不況の影響ですが。	 

オウ：別府市の未来の展望として、まず自然があります。私達は山、川、海をこの狭い範

囲の中で見ることが出来ます。これを保全するべきです。ロケーションも大分市に近くて

良いです。中津にも行きましたが、中津は北九州に近いので皆北九州のほうに行きます。

もう一つとして、別府市には温泉があり、観光地として沢山のビジネスを誘致出来ます。

観光に焦点をあてるべきです。	 

ミン：観光のみに焦点をあてるのが別府市の構造ですか？	 

堀：はい、歴史的に。しかし別府市の魅力を外にアピールすることは難しいです。今はサ

ービス商品を作り出している段階で、それが確立されていなければ観光客にアピールする

にも早すぎます。	 

オウ：現在も国際港、高速道路など観光に関わる様々なものが改良されていて、他の産業

が観光をサポートする形で参加しています。	 

リュー：観光業が未だ主要だけれど、他の産業に支えられているということですね。	 

オウ：教授の話や市役所や文献からの見解です。	 

堀：それは別府市の特徴ですが、昨今の観光でのキーワードは体験です。それに値する商

品はありますか？	 

周：温泉があります。	 

堀：しかし、温泉は海外の方に説明するのが難しいと聞きました。	 

リュー：そうですね。私の友人は温泉に行けないと言っていました。	 

堀：温泉の利用の仕方が違います。	 

周：温泉は別府市で観光資源として役立っているのでしょうか？利用されていないならさ

れるべきです。温泉があって、人々が来て入るというだけでは役立てているとは言えませ

ん。体験という意味でも他の沢山のものが温泉に付け加えられるべきです。衣類を着用し

ないスタイルに抵抗を感じるのであれば、特に温泉につかる必要はありません。地獄巡り

は 1 つですし、他に地獄蒸しなどもありますね。その他にも色々作るべきです。	 

リュー：私の出身地が行っていた他のイベントを紹介したいです。光のお祭りです。1 年

に 1 度の大きなイベントで、3 ヶ月間行われます。彼らは自らアトラクションを作り出し

ます。市の全て、例えば道、市役所、教会がラスベガスのようにライトアップされます。

毎年人々がその小さな都市に押し寄せます。それは大成功です。毎年作り直すので、光の

イベントということは同じですが毎年変化します。もし同じものであれば、人々は戻って

きません。人々が戻ってきたいと思うように毎年変化を繰り返さなければなりません。否

定的には言いたくないですが、日本人は変化が嫌いなのではないでしょうか？人は違うも

のを見に戻ってくるのです。	 

原本：そのイベントにはいくら費用がかかるのですか？	 
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リュー：それは結構かかります。ただ私は毎年参加するのでよく分かりますが、そのイベ

ントは本当に素晴らしいのです。人々が光を見に集まるという、そのポイントは光ではな

くユニークさです。	 

堀：別府市には竹という資源があります。竹細工は海外の方々にも人気があると聞きまし

た。	 

周：竹細工はありますが、APU の生徒にさえもそんなに浸透していません。	 

堀：お祭りで使用するなど、大分県は現在取り組み始めています。	 

原本：しかし、別府市を竹のみで統一するのは難しいです。特色としては利用できますが

…。	 

周：リサーチをしてレポートにして地域の方々に伝えれば何かを始めるでしょう。伝える

ことに意味があります。	 

堀：伝えるだけでは難しいです。	 

周：他にも、APU の学生にアドバイスしたりも出来ます。	 

リュー：沢山のことが出来ます。悲観的にならず、楽天的に。この都市は美しく、ポテン

シャルを持っています。ただ、古いシステムを整頓し、リスクをおえる若者を探すべきで

す。	 

堀：日本の若者が地域の資源を作り出すことに励むのは良いことだと思います。	 

リュー：例えば今の段階で、旅行者は何を楽しんで帰るのですか？	 

オウ：1 泊のみです。	 

リュー：ただ温泉を楽しんで 1 泊して帰るのですか？バスや飛行機やフェリーで来て？	 

原本：聞いた話ですが、大分の会社から来た方々は一晩滞在しましたが、駅の付近にある

竹瓦温泉へ行き、ホテルに滞在し、朝には帰りました。その周辺のみで終わっています。	 

リュー：温泉のみですね。前にも言っていたように多様化が必要です。お金を落とせるレ

ストランなど、彼らの行動を考えるべきです。	 

周：東京に行った時、「ウォーキング	 イン	 トーキョー（walking	 in	 Tokyo）」というウ

ェブサイトがありました。住民や外国人の方々に向け 20 のルートがあり、皆で歩きます。

このような別府市のウェブサイトは見たことがありません。1 泊で温泉のみで帰るという

のは、他に探求がないからではないでしょうか。もちろん別府市は首都である東京とは比

べられません。しかし、ウェブサイトや情報に関しては別府市でも同じことが出来ます。	 

コダカ：私は別府タワーに経験として行きたいと思っていましたが、別府タワーに行った

友人が「何もないからそこには行かなくていい。」と言っていました。	 

堀：コダカさんは別府市の問題に気づいていると思います。建物がとにかく古いのです。	 

リュー：やはり、ビジネス誘致です。ビジネスを誘致したら人が来ます。	 

堀：しかし、今の別府市ではビジネス誘致出来ません。	 

コダカ：以前はハネムーンの行き先でした。	 

堀：以前は。今でもハネムーンの方々を魅了出来ると思いますか？	 
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周：リューさんは都会に住んでいて田舎に住みたいと思った。私もそれに共感出来ます。

それは 1 つの魅力です。魅力に変えられます。	 

リュー：私達は地方政府の方々が何を考えているのか分かりません。APU が出来て 10 年経

ちましたが、彼らは何を感じたのでしょう？温泉観光地を保ちたいのでしょうか？それと

も別府市を本当に発展させたいのでしょうか？別府市が本当に発展したいと思ったら沢山

の方法があります。私は今の地方政府が本当は何をしたいのか分かりません。ただ意見は

聞きたいのでしょうが、彼らに考えがあるのか分かりません。	 

オウ：観光スポットにとって大切な点は何日間そこで過ごせるかということです。何日間

過ごし、いくらお金を落としてもらえるかということです。商品が大切です。しかし、私

は市役所が未だ温泉や地獄巡りに焦点をあてていることを知っています。なぜならこれが

別府市の主要な商品です。多様化されていないので、更なる商品を付け加えることが必要

です。何日間過ごすかが大切ですが、現在は 1 泊で十分です。北九州か福岡に行って、別

府に来て 1 泊して、熊本に行く。デイトリップも勧められます。デイトリップでは少しの

食べ物やお土産を消費して終わりです。何日間過ごすかということが大切なのです。です

から、温泉とつながりながら多様化していくことが大切です。	 

リュー：ナイトマーケットはありますか？ナイトマーケットを浸透させるべきです。なぜ

なら食べ物は人々を魅了します。	 

堀：ありますが、別府市のナイトマーケットは男性向けです。	 

リュー：ようするに地域の高齢者向けなのです。全く違うマーケットなので若者の導入が

必要です。	 

オウ：2 つの局面があります。1 つはコミュニティー、ソーシャル。地域でナイトマーケッ

トや 1 年に 1 度程度のプログラムを開催する。もう 1 つが物質的資源。山と海、景色は毎

年四季で変わります。魚釣り、スキー、トラッキング、4 月にはトラッキングコンペティ

ションがありますね。自然もとても大切です。	 
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以上がグループインタビューの全ての内容である。2 時間に及ぶグループインタビュー

の中で、別府市における APU の影響、APU をはじめとする留学生の影響、住民とのコミュ

ニケーション、別府市の今後の発展における課題などについて、それぞれが各々の立場か

ら意見や疑問を出し合える機会となった。	 
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5.温泉観光地別府市の観光開発における留学生受け入れの効用	 

	 

堀桂子（観光開発プランナー）	 

	 

(1)別府市の観光客数	 

近年、日本では温泉観光地の再生が課題とされている。菅原（2010）によると、1990 年

代のバブル崩壊以降、各地の温泉地は 30～50％の売上減に苦しむことになった。旅行の形

態も団体型から個人型に変化し、需要をとらえるためのさまざまな取り組みが行われてい

る。	 

別府市への聞きとり調査（2012）によると、2012 年 4 月末時点での別府市の人口は 11

万 9,656 人、外国人登録者数が 4,169 人であり、2009 年度観光客数は 1,199 万 9,003 人（う

ち日帰客数：834 万 6,658 人、宿泊客数 365 万 2,345 人）である。	 

観光客数は 1976 年の 1,312 万人（うち宿泊客数 613 万人）をピークに減少傾向にあり、

バブルが崩壊した 1993 年に 1,083 万人（うち宿泊客数 418 万人）に落ち込んでおり、その

後は若干持ち直しているが、宿泊客数のみの動きをみると、80 年代に入ってからの長期に

わたる減少傾向は顕著である。	 

	 

(2)別府市の観光まちづくり	 

1)別府市の観光関連産業	 

太田（2010）によると、2005 年度の別府市の産業別就業人口は、全就業者数 56,629 人

中第 3 次産業への就業者が 83.2％、観光関連産業（卸売・小売業、飲食店・宿泊業、サー

ビス業）への就業者だけ抽出しても全就業者の中で 46.1％となっており、観光関連産業を

主産業とする地域経済構造を有している。観光に依拠した地域経済構造を有する中で、観

光客数が落ち込んで伸び悩むことで、市民所得が落ち込んで市民税が減収し、法人税、固

定資産税も減って市税収入全体が落ちてきているという。	 

2)泉都ツーリズム支援事業	 

このような状況の中、別府市では市民主体のまちづくりや地域づくりを行いながら観光

振興を図る方法がとられている。それが 2004 年から開始された「泉都まちづくり支援事業」

であり、2006 年に改称されて現在まで続いている「泉都ツーリズム支援事業」である。こ

れは市民団体が観光振興のためのまちづくりや地域づくりの事業を提案し、審査・評価の

後、財政的支援を受けるボトムアップ型の支援事業であり、別府市と市の観光協会、商工

会議所、旅館ホテル組合連合会を中心に構成される「泉都別府ツーリズム支援事業協議会」

が運営している。	 

太田（2010）による別府市観光まちづくり課への聞きとり調査によると、別府市には支

援事業開始前から、市民が独自のまちづくり活動を展開してきた経緯がある。市はこうし

た市民の活動を「泉都まちづくりネットワーク」ホームページをとおしネットワーク化し、
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市民や市民団体の水平的なつながりを構築し、それを発展させる「泉まちネット交流会」

の取り組みを行ってきた。	 

3)別府市役所観光まちづくり課ワークショップ	 

筆者は 2010 年 12 月と 2011 年 1 月の 2 度にわたり開かれた別府市役所観光まちづくり

課の主催する留学生ワークショップにオブザーバーとして参加した。各まちづくり事業に

ついて留学生からの意見をきくという主旨のもとに行われたが、その中で泉都ツーリズム

支援事業に参加する朝見地域振興会の朝見ウォークについて聞く機会があった。別府市内

の街歩きの 1 コースで、ユーロという共同浴場の入浴券をプレゼントしたり、英語で開催

したりと様々な工夫をしているが、留学生からの認知度は低いようであり、この点に関し

て留学生から大学へのＰＲの方法などについて数々の提案がなされた。	 

	 

(3)別府八湯温泉泊覧会（ハットウ・オンパク）	 

1)ハットウ・オンパクの発祥	 

他方、別府市の別府八湯温泉泊覧会（略称ハットウ・オンパク）は着地型観光の流れに

目を向けた体験交流型プログラムであるが、その事業モデルが日本各地の温泉地へ広がり

をみせ、ジャパン・オンパクとして確立している。90 年代後半から旅館ホテルの経営者た

ちが市民とともに別府温泉の魅力再生の動きを活発化させ、その動きが 2001 年秋から始ま

るハットウ・オンパクの開催へと発展した。菅原（2010）によると 2001 年、インターネッ

ト博覧会（略称インパク）と連動した現実イベントとしてハットウ・オンパクが開催され

た。この事業を持続的に主催し、運営・パブリシティなどを行う組織として 2004 年、NPO

法人ハットウ・オンパクが設立された。	 

2)ハットウ・オンパクの目的	 

	 NPO 法人ハットウ・オンパクの代表理事鶴田氏（2008）はその事業目的を地域資源の発

掘と商品化、人材・組織の育成、パブリシティ・地域イメージの向上、多彩な事業者によ

る地域横断的まちづくりプラットフォームの確立、収益力強化による持続性の確保と定め

ている。	 

全体としては地域における規模の大きな体験交流型イベントだが、個々のプログラムの

規模は 10-20 名程度と非常に小さいものが多い。そして、このような小ささゆえに、一つ

一つのプログラムの自由な発想が促されることがテストマーケティングの場というハット

ウ・オンパクの先進性となっている。	 

3)留学生の参加	 

	 ハットウ・オンパクにはパートナーと呼ばれる地域の小規模事業者が多数参加している

が、その中には留学生がメンバーとして関わっているものもある。筆者は留学生とともに

「英語で遊ばないと・田舎編」「英語で遊ばないと・街中編」という２つのプログラムにメ

ンバーとして参加した。田舎編は地元の棚田で採れる野菜を用いて各国の料理を英語で説

明しながら一緒に作っていくという企画、街中編は子供たちに i-Pad を用いて英語を教え
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るという企画であり、どちらも英語やアジア料理に関心のある県民に人気のプログラムで

あった。パートナーの方々は普段から個々のまちづくり活動を通じ留学生との交流があり、

ハットウ・オンパクは県内へのよいＰＲの場となっているようであった。	 

	 

(4)留学生受け入れとインバウンド観光	 

1)立命館アジア太平洋大学開学後のインバウンド観光	 

立命館アジア太平洋大学開学 10 周年を迎え、2010 年に大分県政策企画班による大学誘

致に伴う波及効果の検証が行われた。観光に関する項目については 2009 年 7 月～9 月の外

国人宿泊者について、人口 1 万人当たりの宿泊者数を人口 5 万人以上の都市の中で比較し

てみると、別府市の外国人宿泊者数は全国で 6 番目に多い状況となっている。総数では当

然のことながら、大阪市や名古屋市などの大都市が上位を占めているが、それでも那覇市

や金沢市に続いて 18 番目に多い。これら宿泊者の中には、立命館アジア太平洋大学が関与

する学術会議への参加者や、学生を訪ねる家族なども含まれており、立命館アジア太平洋

大学は別府市の国際性の向上に大きな役割を果たしている。	 

2)大分県のインバウンド観光とアジア市場	 

2011 年 5 月 10 日の大分合同新聞に以下の記事が掲載された。	 

大分県は 2011 年 5 月、初めての海外戦略を公表した。特に成長著しいアジア地域を重

視して、県産品の輸出拡大や県内企業の海外市場進出の支援、外国人旅行者の受け入れな

ど今後３年間に取り組む事業を盛り込んだ。「留学生県」の強みを生かし、経済、文化面の

結び付きを強めることで、アジアの活力や人材を取り込み、「アジアに飛躍する大分県づく

り」を進める。	 

外国人旅行者の受け入れに関しては大分県や別府市をどう売り出していくか、地域で何

を販売するのかという議論が必要不可欠になる。	 

日本政府観光局の 2009 年、訪日外客訪問地調査によると、訪日前に期待することとし

て第一位に日本の食事、第二位にショッピング、第三位に温泉があがっているが、中国市

場に関しては第一位、韓国市場に関しては第二位にそれぞれ温泉があがっている。大分県

が誇る食文化と温泉文化を他県との協力のもとでアジア市場へ売り出していくことが求め

られる。この点に関しては昨今、留学生による調査、メディアによる配信など積極的な取

り組みが始められている。	 

また、市場別旅行形態では中国市場の 76.7％がガイド付き団体パッケージツアーの団体

旅行である。浦（2005）によると、高度経済成長期の別府温泉郷は、九州観光の宿泊拠点

として機能し、別府を基点に阿蘇・熊本・雲仙・長崎方面、宮崎・鹿児島方面の広域観光

ルートが形成された。中国市場への宿泊の売り出し方も、さらに検討されるべきであろう。	 

3)インバウンド観光客調査	 

立命館アジア太平洋大学の観光学コース設立以降、大学内で別府市の観光に関する研究

も盛んに進められている。別府市外国人受入協議会は平成 21 年、立命館アジア太平洋大学
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との共同による外国人 FIT（Foreign	 Individual	 Tourist）の動態調査を実施した。	 

また、立命館アジア太平洋大学の Cooper と稗田（2011）による別府市におけるインバ

ウンド観光客調査によると、社員旅行・団体旅行で別府市を訪れる中国人観光客が、他国

からの観光客と比較すると圧倒的に高い割合となっており、調査対象のうち中国人観光客

の 69％が旅行代理店をとおした旅行となっている。この調査からも中国市場からの可能性

がうかがい知れることに触れておきたい。	 
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6．大分市における留学生と地域自治会との交流事業の成果	 

	 

隈本順子（大分大学国際教育研究センター）	 

	 

（１）交流事業の背景	 

	 大分大学には、留学生が入居できる宿舎が構内に「留学生寄宿舎」と日本人と混住する

「学生寮」の二カ所あり、また、キャンパス外に「国際交流会館」（以下、会館）が一カ所

ある。	 

	 会館は、メインキャンパスである旦野原から 7 キロ離れた大分市の中心地に立地し、周

囲は住宅に囲まれている。この宿舎の特徴として主に欧米の協定校からの交換留学生が多

く居住しているが、欧州の留学生の大半は 1 学期間という短期間で、しかも日本語もでき

ない留学生が多い。当初から周囲の住民から寄せられる深刻な苦情の一つが夜間の騒音で

ある。毎学期オリエンテーションを実施し厳しく注意しても、居住者は半年、あるいは 1

年毎に新しく替わるため徹底することは困難である。会館には月曜日から金曜日まで昼間、

職員が常駐しているが、パーティ等、学生が集まるのは夜間、週末であり職員の目が届か

ない時間帯である。その対策として正規学生の中から「管理補助員」を 2 名会館に住まわ

せ、学生の指導にあたらせたが騒音問題が依然として続いた。そこで、留学生と地域住民

との摩擦を軽減する為に双方の交流の機会を作ることが必要との意見が出て交流会を開催

することになったが、それが現在行われている「国際文化祭」へと発展してきた、留学生

と地域自治会の交流事業である。	 

	 本稿ではこの交流事業がもたらしたものとは何かについて、学生（日本人学生と留学生）

と地域住民の視点から考察する。調査方法は、学生、センター教員、地域住民を代表して

自治会長及び副会長から聞き取り調査を行い、それをデータとして分析した。	 

	 

（２）学生から視た交流事業	 

	 １）国際文化祭	 

	 大分大学には留学生の支援のためチューター制度と「国際交流ボランティア会」（以下、

GC）がある。GC とは留学生との交流に興味のある学生が主体となって自由に活動し、原則

として、誰でも、いつでも入会可能な会である。主な活動として歓送迎会などのイベント

の企画実施、国際教育研究センター（以下、センター）の事業に協力することである。活

動の一つに地域との交流である「国際文化祭」（以下、文化祭）の企画実施があるが、これ

は地元自治会との共催で行われている。	 

	 この交流事業は 2006 年から始まり今年で 7 回目を迎えるが、2007 年から本学の学長裁

量経費を使って実施する「活き２プロジェクト」（活き活きプロジェクトと読む）に採択さ

れてきた。これは、「近い将来、社会で活躍する本学学生の企画・運営能力の向上を目指し、

その結果が大学や地域社会の活性化に結びつくよう、学生たちの企画力あふれる活動をバ
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ックアップするプロジェクト」であり、大学から経済的支援を受けている。	 

	 文化祭では、毎年テーマを設け、年によって多少内容が変わるが、留学生側からは「自

国の料理教室」「世界のダンス」等の催しがあり、自治会からは主に「餅つき」「書道」「茶

道」等の日本文化・紹介の催し「大分の郷土料理」が提供される。毎年 12 月の第 2 日曜日

に開催される文化祭は、地域の子供から大人まで多くの住民が集う。	 

	 

	 ２）「国際交流ボランティア会」の活動	 

	 この「活き２プロジェクト」に申請するにあたり GC の中心メンバーとなる学生数名が集

まり原案を練る。そして、毎週行われている、GCM とよばれるミーティングで他の GC メン

バーに投げられ何回かの GCM 開催後、たたき台が皆の意見によって最終版へと集約されて

いく。メンバー皆の意見を引き出すためにはどうすればいいかなどの方策も中心となる学

生達の中で論議される。例えば、20 名近く集まる GCM で「何かアイデアがありませんか。」

と言ってもなかなか出ないため、昨年は一策として小人数のグループに分け、そこからグ

ループ長を選びそのグループ長がグループ内の意見をまとめていくと言う形をとった。そ

の結果、皆の意見を引き出すことに成功したという。学生達は、いろいろ試行錯誤をしな

がら GC 全体をまとめて全てのメンバーから最大限の力を引き出すやり方を模索していく。	 

	 「活き２プロジェクト」には申請から終了までは一連の活動の流れがある。プロジェク

トの申請時に 5 分から 10 分程度のプレゼンテーションが課され、実施後には報告書作成と

学内に向けた実施報告のためのプレゼンテーションも課される。彼等の活動を裏で支えて

きたセンター教員によると、学生達は最初、全ての面で慣れずぎごちないが、会を重ねる

毎にてきぱきと物事をこなしていくようになるという。GC は毎回活動後には反省会を持ち、

メンバー全員がよかった点、悪かった点について出し合い次回の活動に反映している。文

化祭実施にあたっては、共催相手である地域自治会長さんたちとの連絡も密にしなければ

ならないが、学生時代に学外者との折衝という、数少ない経験もすることになる。	 

	 このような活動をとおして、学生達が人間として成長していく様子が伺える。また、中

心となる学生からはリーダーへと熟成していく様子も観察される。	 

	 

	 ３）留学生にとっての文化祭	 

	 この文化祭をきっかけに留学生と地域住民との交流は深まってきたが、行事を超えて

個々の交流に発展するケースはほとんど見られない。それは会館の住人の多くが日本語運

用能力の低い欧米からの留学生であり、しかも留学期間が 4 ヶ月あるいは 10 ヶ月と限られ

ているからである。しかし、留学生にとって言語障壁があっても地域の人々と一緒に「食

べたり遊んだり」して日本文化を体験できる唯一の機会である。	 

	 昨年は留学生の中で初めて自らの意志で GC の活動に加わったアメリカ人留学生がいた。

それまでは日本人学生が留学生を支援するという考え方から GC は日本人学生で構成され

ていた。従来、留学生も言われたことをするという受け身的な関わり方であったし、当初
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GC のメンバーも彼をどう扱っていいか分からず、「お客さん」扱いをしていたが、英語通

訳などいろいろ作業に参加していくうちに次第に自然に受け入れていった。この留学生は

この後も活動を継続し、GC 活動に留学生からのアイデアも取り入れられるようになり、新

しい GC のあり方が示唆されるできごととなった。	 

	 

（３）文化祭によって変わっていった住民の意識	 

	 住民にとって文化祭は「外国人に偏見なく自然に接することができる機会」であり「毎

年楽しみにしている」行事でもある。留学生にとっても「数少ない学外の日本人との交流

の機会」である。文化祭は、他の地域からうらやましがられる、例年の行事として、今や

この地域に定着しつつある。双方の交流は文化祭だけに止まらず、毎年地域の夏祭り、月

見等にも留学生が招待され、開館の防災訓練を自治会と一緒に行う取り組みも生まれてい

る。また、ボランティアによる日本語教室が週 1 回会館で開講されているが、この地域の

住民も日本語ボランティアとして参加している。これらの交流の広がりによって、地域住

民の留学生に対する理解が深まり騒音問題等がおきてもある程度まで我慢してくれるよう

になった。また、一般的に子供を含めた地域住民の外国人に対する意識も変化してきた。

外国人を「普通の人」として見るようになり特別視しなくなったことである。開館当初よ

り自治会費を納めているが、本当に意味での自治会のメンバーとして、つまり、彼等を「町

内に住む住人」として受け入れる意識が芽生えたことである。「地域の国際化」と大上段に

構えたものでなく「肩肘を張らずに自然に」行ってきた結果である。このことは自治会長

さんとの聞き取り調査でも確認されている。	 

	 

（４）今後の課題	 

	 今後、この文化祭を「地域の行事」として、如何に長く継続していけるかが課題である。

そのためには、自治会側は高齢化が進む地域で次世代の後継者に引き継いでいく必要があ

る。大分の高齢化率は日本全国平均より高いと言われているが、大分市にあってはまだ隣

近所のつながりも残り、自治会も活発に活動している。その中で自治会活動の一つとして

子供から高齢者まで参加できる文化祭を継続していかなければいけないという考えが地域

全体で共有される必要がある。	 

	 一方、GC 側にとって、もっと大きな課題は、学生生活が 4 年間という限られた時間であ

ると言うことである。つまり、4 年間で「先輩から後輩にこの大切な行事を継承していか

なければならない」ということである。今まで、GC の企画・実施班は必ず上級生と下級生

との学生で構成され、「先輩から引き継いだもの」を切れ目なく伝えていかなければならな

いという強い責任感も継承され、運営システムができている。しかし、事業を円滑に運営

するシステムができあがっていてもそれを動かすのは人である。この交流事業には地域住

民、日本人学生、留学生だけでなく、陰で支える裏方がいる。将来、GC メンバーの減少と

いうことなども起こりうるが、そのときはセンター教員の「介入」が必要となってくる。
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この事業を支える裏にはセンター教員以外にも国際交流課職員もいて、大学も経済的支援

をしてきている。すべての人が様々な立場で協力してきたからこそ今まで成功裏に継続で

きてきたのである。	 
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7.	 元留学生が視た大分の変化	 

	 

ラングリ・レイモンド（立命館アジア太平洋大学・大分大学講師）	 

 

１９９０年に大分大学で研究生として勉強をしていました。日本人の外国人に対する態

度は、その当時から現在までどのように変化したのでしょう。その変化を象徴する例は、

当時英語で書いてあった Japanese Only のサインでした。今はありませんが、９０年代に

飲み屋街の店の入口に張ってありました。当時、アパートを探していた時、ある大家さん

に、外国人には、貸さないとはっきり言われたのです。今はそんな経験はありません。 

町の雰囲気が変わってきたとも言えますが、いくつかの例を挙げます。当時はなかった

留学生を応援するボランティアグループもサポートをしてくれます。当時は大分の人は英

語で話す機会を狙って私に話しかけてきていましたが、今は、日本語を教えるために私に

話しかけてくれる人の方が多いのです。 

時々見知らぬ人でも、私が特定の日本語がわからないと思って、私がすでに知っている

言葉でも、丁寧に教えてくれます。例を挙げると、先日、公園で朝の散歩をしているとき、

面白い鳥を見かけました。あるお祖母さんが、その鳥をじっと見ている私の姿をみて、声

を掛けてくれました。“あれは雉（きじ）です。走ることが特異な鳥ですよ”、と説明して

くれました。 

 以前、子供の多い列車に乗った時、	 子供たちが「外人、外人」と囁き始めました。

そしてすぐ、「ハロー」と“This is a pen” のコーラスも始めました。“This is a pen.”に

どう返事をしたらよいのかやっぱり分かりませんでした。	 

返事はしなかったですが、もし返事をしたら、どんな顔をしたのでしょうか。 

今はそんな経験はなくなりました。近頃は、たまに、町で学生のグループとすれ違う時、

英語の挨拶を礼儀正しくしてくれます。もちろん英語で返事をします。返事をすると、喜

んでくれます。簡単な出会いですけど、お互いに心が通じ合った気がします。 
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大分大学の状況も随分変わって来ました。９０年代には、大学の教職員との関係は良か

ったですが、学生との関係は少し浅かったです。隈本先生と国際教育研究センターは１１

年前にチューター制度を導入しました。その結果、日本人と交流出来る機会が増えてきま

した。そのため、２００６年に大分大学に戻ってきてからの学生との関係はもっと良くな

ってきたように感じています。チューターではない学生たちでも、大学で行われているチ

ューター活動や国際交流イベントに影響され、留学生に関する態度もよりスムーズになっ

てきました。現在はチューターでない学生でも声をかけてくれます。 

この状況の変化はある程度、Contact つまり何度も顔を合わせること、による結果です

が、態度に変化をもたらすのに Contact に加えて、平等な立場で、本音で一緒に活動を行

うことも必要です。日本人と留学生が一緒になって行う活動も必要です。大分大学では、

そのような活動が行われています。一例を挙げると、金森由美先生のもとで行っている“ハ

ンサモ”という韓国語と日本文化勉強会です。韓国人と日本人がお互いに教え合います。

このように平等な視点から活動を行うことによって、個々人の国籍や出身などは重要では

なくなり、反対に個人としての特性や特徴が印象深くなります。こうすることによって、

個人に対する平等な態度、そして尊敬する態度が呼び起こされます。金森先生の話ですが、

ある日本人の学生は韓国人の友達に、“きみはかなり辛い食事が食べられますね”、と言っ

た時、返事は“当然だよ。韓国人だから。”でした。こういう現象は没国籍化と言えるでし

ょう。なぜならば、質問をした日本人は、もし食べている学生が韓国人だと意識していた

ら、このような質問をしなかったと思われるからです。 

留学生の態度にも変化がでてきました。災害募金活動に参加したり、祭りで屋台を作っ

て、自分の国の料理を提供してくれたりします。自分の国からの観光客をボランティアで

ガイドするなどの活動もします。以前は大学修了後、自国に帰国する留学生が多かったの

ですが、現在では、日本の会社に勤めたり、自分でビジネスを始める人たちもいます。 

 



 81 

Personal Observations of Local Residents’ Changes in Attitudes toward 

International Students and Residents in Oita between 1990 and the Present 

 

Raymond Langley, Ph. D. 

 

     This report is being written as part of Professor Yuriko Sato's research into the role of 

international students in regional revitalization.  In it I will comment upon my experiences 

studying in Oita prefecture on two different occasions, separated by approximately 16 years.  I 

first came to Oita in 1990 to study at Oita University as a kenkyusei, and subsequently returned 

in 2006 for further language study.  I will offer comparisons between these two times, and 

provide a psychological framework for explaining and interpreting the differences. 

     In general, my impression is that international students and foreign residents in general 

are more integrated into the life of the prefecture now, compared with 1990.  An example that 

symbolizes this transition is the "Japanese only" sign that I witnessed displayed at the entrance 

of a dining and drinking establishment in the entertainment district of Oita city in 1990.  This 

sign is no longer there.  Another example of an exclusionary attitude would be the landlord 

who refused to rent me an apartment upon learning that I was not Japanese.  He stated quite 

clearly to my real estate agent that he would not rent to foreigners.  In contrast, currently one 

can find advertising posters on buses by one real estate agency directly targeting as clients 

international students. 

     One striking example of a transformation in attitude toward international students can be 

seen in the public behavior of elementary school children.  In 1990 groups of children in trains 

would often react with surprise when they saw me.  They would begin whispering amongst 

themselves, and repeating the word "gaijin."  Subsequently a chorus of "haro" and "this is a 

pen" would begin.  While this chorus was directed at me, I sensed no expectation of a reply.  

Since my return in 2006, I have not had a single experience of this type.  In contrast, when I 

pass groups of children or students on the street, they will on occasion politely offer me 

greetings, sometimes in English and sometimes in Japanese.  When I am greeted in English, I 

reply in English.  The students seem to take pleasure in being able to use the English they are 
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studying in school, and appreciate that I reply to them in English.  Though these encounters 

are simple and brief, I experience in them mutual respect and warmth. 

     I also have the impression that this is more community interest in international students 

and residents, and in helping them adjust to life in Japan.  A volunteer group now exists in Oita 

city to provide Japanese language instruction and support for international students.  They 

hold meetings in two locations, one of which is an international students' apartment facility 

operated by Oita University.  This group also provides Japanese language instruction for 

international residents who are not students.  Another community volunteer group provides 

home stay opportunities for students from Vietnam.  A Beppu volunteer group teaches cooking 

to international residents.  I have also had the experience of receiving Japanese language 

help from people who I've just met, or with whom I have only a passing acquaintance.  Such 

people will often take it upon themselves to offer an explanation for some point of Japanese 

vocabulary or grammar that they feel I might not know.  Just the other day while out walking in 

my neighborhood I spotted an interesting bird of a species not found in the United States (my 

country of origin).  A woman who I did not know, and who was strolling in the same location, 

took note of my interest in this bird, and stopped to tell me the Japanese name for that species 

(kiji) and given a brief explanation of its behavior.  This behavior contrasts with the situation in 

1990, where strangers were more likely to initiate conversation in order to practice their English. 

     In 1990, international residents may have enjoyed something of a privileged position in 

certain aspects.  Salaries for English teachers were relatively high, even for those without 

proper teaching qualifications or credentials.  This is no longer the case.  It was also possible 

in 1990 to find certain kinds of employment just by virtue of being from abroad, or a native 

speaker of English.  In my case I was able to secure work as a radio announcer.  As much as 

I would like to think this success was due to the quality of my voice, as well as other abilities, I 

would have to admit my selection was due at least in part to the fact that I was a native speaker 

of English.  At present however this privileged status has largely come to an end.  Perhaps 

this can be interpreted as indicating that international residents of Oita no longer stand out to 

quite the same degree just by virtue of being from abroad.  While plum positions such as radio 

announcers are less available, standard jobs with Japanese employers are more available.  
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This situation represents a normalization of the status of international residents as employees, 

it is a welcome development. 

     Compared with the situation in 1990, international students on their part show more 

interest in seeking employment within Japan after they complete their studies at local 

universities.  In 1990, many of the international students I knew planed to return to their 

countries after completing their studies.  At present many more students seek employment 

within Japan, or express a desire to do so.  More students also show interest in establishing 

their own businesses in Japan.  International students also play a role as a volunteer guides.  

They work with tourists and other visitors from their home countries.  Oita citizens are aware of 

this and appreciate it. 

     The situation and Oita University itself has changed considerably since 1990.  At that 

time my relations with the professors and the staff were excellent.  However, my interactions 

with students were somewhat limited.  While I had Japanese friends from the local community, 

the majority of my friends at University were fellow international students.  11 years ago the 

Oita University International Education Research Center was established.  The center 

instituted a tutor system whereby each international exchange student was partnered with a 

Japanese student who would help that international student both with Japanese studies at the 

university and with adjustment to life in a community.  The Center also sponsors activities and 

festivals that bring international students in Japanese students together.  In contrast to 1990, 

at present field trips often include both international and Japanese students.  As a result the 

atmosphere at the university that I found when I returned in 2006 was greatly different from that 

in 1990.  International students were more integrated with the university community.  

Relationships between international students and Japanese students were more developed, 

with international students on their part joining undergraduate circles and participating in other 

undergraduate extracurricular activities.   

     One noticeable aspect of this change is the increased interest among Japanese students 

in Korea and in students from Korea. Oita University now has exchange agreements with 

universities in South Korea.  Students from those universities come to Oita University, and 

Oita University students go to those universities in South Korea to study.  Interactions between 
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students from Korea and their Japanese tutors seem warm and cordial.  The number of 

Japanese undergraduates who specifically ask to be a tutor for a student from Korea has 

increased, as has interest in Korea itself.  A greater interest in Korea can also be seen 

amongst members of the community as well.   

     The changes in student attitude toward international students at Oita University can be 

understood within the framework of the social psychology concept of social influence.  Social 

influence is the process by which our behavior is shaped by those around us, and can be 

categorized into two types: informational social influence and normative social influence 

(Deutsch and Gerard, 1955).   

Informational social influence comes into play when people are in situations where they 

are not sure what to do, feel a need to make a decision as to how to behave or what course of 

action to take, and look to the actions of those around them to guide them.  Normative social 

influence is especially powerful in situations where being right takes on increased importance 

(Baron, 1996), as it has for Japanese students who are encountering increasing numbers of 

international students.  Informational social influence may act on students in the larger 

university community when they see their fellow students acting as tutors and interacting with 

international students in a relaxed and friendly way.  If they are in doubt as to how to treat 

international students, or feel uncomfortable dealing with international students, they have 

examples right before them that they can follow and learn from.  When I returned to Oita 

University as an international student in 2006, I found that my interactions with other Japanese 

students were much smoother and more natural, even among those students who were not 

tutors.   

Normative social influence comes into play when people observe the norms, or rules, of 

accepted behavior and adjust their own behavior to conform to those norms in order to be liked 

or accepted.  This normative social influence may act upon students entering the University 

when they observe how international students are treated by the university community.  

Recently I had the experience of being stared at by two visiting high school students who were 

at the university as part of a student recruitment activity.  Oita University students never do this.  

Should these two high school students eventually become Oita University students, they will 
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quickly learn that such behavior violates norms of campus behavior toward international 

students, and they will probably no longer do so. 

      Another relevant theory of social psychology is the contact hypothesis.  According to 

the contact hypothesis, bringing people from different ethnic backgrounds together can result in 

improved relationships (Pettigrew, 1997).  However, contact in and of itself can prove 

insufficient for the development of relationships based on equality and mutual respect (Stephan, 

1978, 1985).  For relationships based on equality and mutual respect to fully develop, contacts 

between different ethnic or national groups must be accompanied by shared activities in which 

the success of the activity depends on working together. (Sherif, 1961; Amir, 1969, 1976).  

These activities must also be carried out under norm of the quality.  The educational and 

exchange activities carried out under the auspices of the Center for International Education 

Research embody these qualities.  One example of such an activity is the "Hansamu" circle 

led by faculty member Professor Yumi Kanamori.  This circle is devoted to Korean language 

and Japanese cultural education.  Exchange students from Korea conduct Korean language 

lessons.  Japanese students conduct lessons in Japanese culture, including aspects not often 

included in textbook or classroom instruction.  Japanese and Korean students take turns 

teaching each other.  Individual students from each country take turns being in leadership 

positions.  The efforts of both groups are necessary to the success of the lessons.  Another 

example would be the international food booths that the international students operate with the 

assistance of their Japanese tutors during Oita University's yearly university festival.  

International and Japanese students work together to plan the menus, set up booths and 

provide food to the many students and people from the community who attended the festival.  

Without their mutual cooperation obviously such an endeavor will not be successful.  Under 

such conditions, where students from different cultural backgrounds must work together in 

order to succeed, national origin becomes less important.  At the same time individual ability 

and character stands out.  Students from each country come to see each other as unique 

individuals, and feelings of respect and friendship arise. 

     Professor Kanamori shared a story with me about interactions between Japanese and 

Korean students that compellingly demonstrate how such shared activity can overcome 
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differences in national background.  A group of students were sharing a meal, and a Japanese 

student said to one of his friends, "You can certainly eat spicy food, can't you."  His friend 

replied "of course I can, since I'm Korean."  What this incident shows is that the Japanese 

student was not holding his friends nationality at the forefront of his own conscious awareness.  

In other words, his friend’s nationality ceased to be salient, at least for that moment.  Of course 

the Japanese student knew that his friend’s country of origin was Korea, but had his friend's 

nationality been salient at that moment, he would not have needed to, or even felt the need to, 

make such a comment.  I would like to offer the term 没国籍化 (botsukokusekika) to describe 

this process whereby national origin fades from salience in situations where shared activity on 

the basis of equality leads to feelings of mutual respect and friendship. 

     In conclusion, the differences between attitudes toward international students between 

1990 and the present can be summarized by noting that both groups having increasingly 

become used to each other.  This is not to say that the situation is ideal, or that there is no 

longer room for improvement.  However, for friendship and true integration to develop, such 

mutual acceptance is a necessary starting point.   
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第 3 章	 秋田県における取組み	 

	 

1.  秋田県における国際教育を通じた地域活性化の取組みと成果	 

	 

勝又美智雄（国際教養大学教授・図書館長） 
 
はじめに  

2004 年春に秋田市の郊外に開校した公立大学法人、国際教養大学が今、全国的に注目さ

れている。日本経済新聞社がこの夏、一流企業の人事トップに「人材育成に熱心で注目し

ている大学」を聞いた調査結果で国際教養大学が首位となり、2 位の東京大学の３倍の支

持を集めたことが朝刊一面で大きく報道された（2012 年７月 16 日付）。また米ニューヨ

ークタイムズ紙が「日本の大学がようやく国際化してきた」と本学を中嶋嶺雄学長のイン

タビューを含めて大きく半ページで取り上げた（2012 年 7 月 29 日。外国向けには同紙と

提携しているインターナショナル・ヘラルド・トリビューン紙の 7 月 30 日付けに掲載）。

米国の有力紙が日本の大学をこんな形で大きく報道したのはおそらく初めてのことだろう。 
	 本学は開学２年目には「東北に東北大学に次ぐ難関大学が登場した」と受験界で話題に

なり、４年目には「東北大に並ぶ難関校」の評価を得た。初の卒業生を出した 08 年春に

は、不況下の就職氷河時代と言われる中で「就職率 100％」を記録したことが週刊誌、テ

レビ、経済雑誌から注目され、以来、12 年春まで一貫して「就職率が事実上 100％」「一

流企業への就職率が最も高い大学」「偏差値が 72 以上で、全国 780 大学のトップクラス」

などと大きく報道され続け、志願者も常に全国から 10‐20倍の競争率で増え続けている。

秋田県内では今世紀に入って「自殺率日本一」「高齢化率が最も早い県」「県民一人当たり

の所得が全国でも最低レベル」などと暗いニュースが続いているが、その中で「小中学校

の学力検査で日本一」と「国際教養大学が日本でトップレベルに躍進した」ということが

明るい話題として県民の間に歓迎されてきた。そのため大学にはほぼ毎週、秋田県内はも

ちろん全国各地から十組以上の見学者、視察団が訪れており、今や本学が「秋田の新名所」

「地域活性化の拠点」と地元でも高く評価されるようになった。 
	 では、なぜ本学がそれほどの高い評価を得ているのか。全国的には「グローバル人材の

育成に徹底した新構想大学」として脚光を浴びてきているが、本稿では特に、本学が地域

社会に貢献することが著しい大学として地域で歓迎され、評価されている点について、以

下、その理由（原因）を私なりに整理してみたい。 
 
（1）	 国際教養大学が地域を元気にする理由  
	 本学は「国際的に活躍できる人材を育成する」ことを基本理念（目標）に、そのために

①すべての授業を（体育、音楽、茶道・華道も）英語で行う②学生には全員、1 年間、提
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携大学に留学する③1 年生は全寮制で、提携大学からの留学生は日本人学生と２人部屋に

住む、などを義務付けている。提携大学は開学時にはわずか 2 校しかなかったが、毎年、

戦略的に数十校ずつ増やし、現在では 139 校を数え、それも地域的にアジア、ヨーロッパ、

アメリカとほぼ３等分されている。提携校がこんなに多い理由は簡単だ。留学は一つの大

学に本学からせいぜい 1 人か 2 人、多くても 5 人以下にしなければ、行った学生たちが常

に行動を共にして日本語で生活してしまい「異文化衝突で毎日悪戦苦闘しながら自分をた

くましく鍛えていく」という本来の留学の効果を期待できないからだ。 
	 本学の入学定員は当初わずか 100 人でスタートし、成果を慎重に調べながら２年後に

125 人、4 年後に 150 人、6 年後に 175 人と徐々に増やしてきた。そして開学 10 年を記念

する 14 年度には 200 人に増やし、その後当分の間、定員はそれで「打ち止め」として「在

学生、教職員が１千人のキャンパス・タウン」を充実させていくことを想定している。 
私自身の個人的な体験で言えば、開学を機に転職するまで 32 年間、新聞記者をしてい

たが、その間、全米各地を取材して回り、都会から遠く離れた田舎の森の中に「キャンパ

ス・タウン」がポツンとあって、地元住民との交流が盛んで、大学が住民の誇りになって

いる例をいくつも見てきた。そこでは歓楽街などなく、学生は週日、教室―寮―図書館を

三角移動しながらひたすら勉強し、金曜夕方から日曜夕方までは車で 30 分から 1 時間か

かる近くの町まで出かけて騒ぐか、音楽やスポーツなどのクラブ活動で地元の人たちに格

好の娯楽の機会を与えて、大学と地域が親密に交流している。 
そうした体験から、国際教養大学を設立する準備委員の一人として 2002 年から 2004

年までの丸 2 年間、その中身づくりを検討した際、「新しい大学は教育と研究と地域貢献

を建学の 3 本柱にすべきだ」と主張し、開学以来、私自身が地域貢献の担当責任者として、

さまざまなイベントを企画、実行してきている。 
	 本学は全ての授業を英語で行っているので、教員は別に日本語ができなくてもよい。そ

こで世界中で公募した結果、開学以来、3 年契約で採用される教員の半数以上が外国人に

なっている。ただし、採用された外国人教員には、地域住民とも親しく交流できるように

日本語を積極的に学ぶことを強く勧めている。その上で、教員には「教育 4 割、研究 3 割、

地域・社会貢献 2 割、学務への協力 1 割」というおおまかな目安で地域貢献にエネルギー

を割くように求めている。この「４３２１＝１０」の配分は教員の毎年の業績評価＝年俸

にも反映することになっていて、年度ごとの業績総合評価（10 段階）で「５」以上取らな

ければ事実上、契約更改されないことになっている。 
そこで教員は年 2 回の市民公開講座をはじめ、県内各地の高校、中学からの求めに応じ

て「出前講義」や「現場教師への研修」などに参加し、また各地の祭礼行事や自治体、経

済団体、市民団体などのイベントに日本人学生、留学生を含めて学生を引率して交流する

活動を活発に行っている。 
	 それと同時に、本学では開学当初から事務局に地域交流チームを編成して、事務連絡や

人の手配など地域貢献活動がスムーズに行われるように工夫している。 
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	 まず、大学が県内の自治体と交流協定を結んで、それぞれの地域の要望に的確かつ敏速

に応えられるようにしている。これは 2007 年以来、山本郡八峰町、大仙市、男鹿市、由

利本荘市の４市町と協定し、本学の学生たちが地域の学校を訪問して子どもたちと一緒に

ゲームやスポーツをしたり、英語や音楽の授業に参加したり、あるいは逆にその地域の子

どもたちが本学を訪問して、授業を見学したり、休み時間に一緒に遊ぶ機会を設けている。

四季折々の地域の神社仏閣の祭礼行事や盆踊り、田植えや稲刈りなど、さまざまな催しが

ある。こうした協定にもとづく交流イベントは昨 2011 年度だけで 98 件、延べ 489 人の学

生が参加しているが、そのうち 476 人は留学生だった。 
	 また協定とは別に母親会、幼稚園、保育園などからの要望で未就学児との交流イベント

（例えばクリスマスパーティや運動会など）も昨年度は 20 件、小学校との交流が 52 件、

中学と 17 件、高校と 31 件、国際交流団体などとの交流イベント参加が 39 件あり、昨年

度 1 年間で実施件数が全部で 257 件あり、その参加学生が延べ 1353 人（うち 1243 人が

留学生）に上っていた。 
ただし、この昨年度の実施件数と参加学生数は 2010 年度に 261 件 1532 人だったのに

比べてやや減少している。その理由は昨年３・１１の東日本大震災の影響で留学生の 4 割

近くがいったん帰国したり、主催者側の都合でイベントの中止が相次いだりしたためで、

今年度は昨年度を大幅に上回る申し込み件数がきている。 
	 またこの集計数字には表れていないが、本学の学生たちのサークル、クラブ活動で地域

の団体と交流する機会も多く、さらには秋田市郊外にある本学が開学以来、JR 秋田駅前

のビルで市民のために週日の夜に開講している英会話講座も好評で、現在では、中国語、

韓国語、ロシア語、モンゴル語の語学教材もそろえて、教員がボランティアで教える機会

も設けている。 
	 こうした活動は今やすっかり地元でなじみになって、行政当局にも市民にも広く喜ばれ

ている。 
 
（2）	 秋田県の地域特性と県民性  
	 ここで秋田県の地域特性を素描しておくと、人口は本学が開校した時には 120 万人、日

本の人口のほぼ１％だったが、2012 年秋現在では 108 万人で、実に毎年 1 万人以上減っ

ている。秋田は「あきたこまち」「秋田杉」に象徴される典型的な農業県で、２次、３次産

業も上場企業はわずか３社しかなく、中小零細企業がほとんど。有力な就職先もほとんど

ないことから若者人口の社会減が顕著で、各市町村でも「限界集落」と呼ばれる「65 歳以

上の人口が 35％以上」がかなり多い。そこで全国的に見ても「少子高齢化の最先進県」と

なっている。 
	 と言っても、秋田が昔から貧しかったわけでは決してない。秋田は江戸時代から明治ー

大正―昭和と東北地方でもとりわけ米、木材に加え各地の鉱山の豊富な産出によって財政

が豊かで、戦後も昭和 30 年代には国家プロジェクトである八郎潟の干拓事業で活況を呈
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し、昭和時代はほぼずっと県民一人当たり所得が東北では宮城に次いで高く、全国でも最

低水準が長く続いた隣接の青森、岩手、山形からうらやましがられていた。その証拠に秋

田市中心市街地の川反（かわばた）地区は東北では仙台に次ぐ繁華街で料亭が数十軒、芸

者も 100 人以上いたという賑わいを見せていた。それが今や料亭はわずか数件、芸者はゼ

ロ、駅前商店街も半分近くがシャッター通りとなり、県も市も中心市街地の再活性化に苦

慮している。一人当たり県民所得もこの 20 年近く年々下降し、いまでは東北で最下位に

落ちている。 
	 それでもかつての繁栄の名残りか、県民当たりの日本酒消費量、美容院の数、運転代行

業者の数が全国でもトップクラスで、ポルシェなど外車保有台数も東北では仙台に次いで

多いという。町には社交ダンス、バレー教室、民謡・詩吟同好会などサークル活動も目立

って多く、土地の方言で「いいふりこき」（ええ恰好しい）の人たちが多いことで知られて

いる。私の見るところ、県民性は東北では最もおおらかでゆったりしていて、人柄が優し

く、明るい。江戸時代以来、東北の中では最も天災や冷害が少なく、餓死者も青森、岩手、

山形に比べると 10 分の一程度で済んでいただけに、そうした豊かさが人間的な優しさ、

明るさを育んできたとも考えられる。昨年の東日本大震災でも東北 6 県のうち秋田だけは

死者ゼロで、事実上、ほとんど直接の被害がなかった（もちろん地震の影響で秋田の温泉

地や観光業はキャンセル続出で深刻な風評被害は相当出たが）。 
その反面、県民のパスポート取得率が全国でも最低ということに表れているように、好

奇心旺盛に外に出て行こう、外から大いに学ぼうという意欲があまり見られない。それだ

け自己満足＝「内向き」になっていて、他と比較して秋田経済の地盤沈下を嘆き、「何とか

秋田を元気にしなくては」と奮起するでもなく、「このままでは秋田がダメになる」という

切羽詰った危機感にはなかなかつながっていないのが実情だ。過去 15 年ほど、自殺率が

全国一を更新し続けているのも、特に中高年の男性が「いいふりこき」できなくなると、

「なりふり構わず、石にかじりついてもがんばる」のではなく、「まあいいか」とあっさり

とあきらめてしまう県民性からも来ているのではないかと私は推測している。 
 
 

（3）	 国際理解教育が地域活性化に効果的な理由  
 

そうした秋田県民に国際教養大学が何ができるかーー。それが私たちの建学当初からの

課題でもあった。 
本学は県の出資で開校したが、設立準備の段階から私たちは県立大学にしないことを大

前提に、中身づくりを進めた。それは県立大学だと教職員が地方公務員になり、人事権は

知事にあり、いったん採用されると事実上、定年まで終身雇用が約束されるからだ。それ

だけ手厚く身分保障される結果、本学のような任期制や年俸制の導入が難しくなり、教員

の勤務ぶりが新構想大学の理念、経営方針にそぐわない、あるいはふさわしくないことが
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判明した場合にも解雇できないことになる。 
そこで本学では公設民営型でいくことにし、全国でも初の公立大学法人として、民間企

業の採用と同じように、個々の教職員は学長＝理事長との個人契約とし、個々人の業績評

価によって契約更改することにしている。それは県庁・県議会の意向を軽視することでは

なく、むしろ、県民の税金によってできる大学だからこそ、教職員一人ひとりが県民の期

待に応え、県民のために何ができるかを真剣に考え、実行することを強く自らに課すこと

を意味している。 
	 その地域貢献の中心をなすのは、地域の国際化を促し、住民の国際理解を促進すること

が地域活性化に役立つ、という考えだ。 
	 まず「地域の国際化」が目に見える現象として、県内の留学生の数を大幅に増やした。

本学は学生に 1 年間の留学を義務付ける一方、交流協定を結んでいる大学から交換留学生

を受け入れている。つまり本学から毎年 150～170 人の学生が留学する一方、ほぼ同じ数

の外国人留学生が来る。その結果、秋田に在籍する留学生数が近年、劇的に増えた。 
	 日本学生支援機構の集計データをさかのぼると、秋田県は全国 47 都道府県の中でも留

学生の数が最も少ない方だった。2000 年には 125 人で 46 位（最下位は和歌山の 88 人）、

2002 年から 2005 年までは 100～136 人で最下位に甘んじていた。それが本学が留学生を

受け入れ始めた 2005 年から急増し、2011 年には 292 人と 5 年で倍増し、県別順位も 42
位まで上昇した。この間、本学に刺激された形で国立秋田大学、秋田県立大学も国際交流

に力を入れてきて、留学生の受け入れを大幅に増やしている。そのため、秋田の留学生数

は今後、相当の速いペースで増え続けていく見通しだ。 
	 先に本学は入学定員 200 人で打ち止め、と記したが、正規入学、編入学で本学の学生と

なる外国籍の者が年々増えている。現在は在学生 830 人のうち外国籍の学生が 18 カ国 36
人いるし、さらに夏冬の短期集中プログラム（1‐2 ヶ月）に参加するためにやってくる外

国人学生も年々申込者が増えて、今では数十人に上っている。 
	 本学でモンゴルからの女子留学生とスゥーデンからの男子留学生が恋をして、モンゴル

学生が本学に編入してスゥーデンに 1 年間留学、そこで結婚して赤ん坊を連れて本学に戻

り、同級生仲間や教職員に祝福される例もあった。 
	 2008 年に開講した専門職大学院も定員わずか 30 人と小規模ながら、他大学からだけで

なく中国や欧米からの留学生が在籍している。 
では、こうした留学生たちが地域活性化にどう役立っているのか。まず第一に挙げられ

るのは、地域の子供たち、住民が異国の人たちと接して片言の日本語、英語で意思疎通で

きることを喜び、「外国」「異文化」が抽象的な言葉でなく、生身の人間として理解できる

ようになることに感激し、外国・異文化への関心をごく自然に高めてくれることだ。普段

あまり異文化に接することのない人たちが地元で外国人と身近に接することで、自分たち

が日常的に何の疑問も抱かずにしていることについて質問され、何と答えるべきかで四苦

八苦する体験をして、自分を育てた文化を見直し、さらに他文化との比較で相対化する面
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白さを味わうことになるからだ。 
一方、留学生たちにとっては単にキャンパスで教職員、学生と知り合うだけでなく、地

元の人たちとの生身の付き合いから日本の田舎の面白さ、地元の歴史と伝統に培われた生

活の知恵などをうかがい知ることができる貴重な機会となる。本学に来る留学生のほとん

どはそうした地域交流の機会を楽しみにして積極的に参加したがり、ボランティアを募る

と常に志願者が予定数をオーバーして「じゃんけん」で決めることが多い。 
本学が繁華街から相当離れた丘の上の林の中にある、という地理的条件もあるが、それ

以上に、特に欧米からの留学生の場合、留学中に勉学だけでなく、どんな地域交流をした

かを「留学成果」として出身校に報告することになっており、それが留学生の活動業績評

価につながってくる、という事情も背景にある。 
	 ここで私が直接関わった最近の事例を３つ紹介しよう。 
（１）カナダ・ケベック州出身の留学生はフランス料理店で働くシェフだった。その彼が

寮生活中によく学生仲間に料理をふるまっていたが、帰国 1 ヶ月前に「ぜひ、お世話にな

った地域の人たちにお礼としてフランス料理を食べさせたい」と相談に来た。本人が一人

でできるのは肉料理、魚料理合わせて一晩に 70 人分だという。それですぐに知り合いの

温泉旅館の女将に相談したら、ホテルのレストランで「フランス料理の夕べ」を開催して

もいいとのこと。そこでいったん週末に本人を連れて行き、まず実際に 20 人分作っても

らって関係者で試食したら、実に美味しかった。そこで秋の週末に本番。定員 70 人、ワ

イン飲み放題で 5 千円の会費で公募したら、すぐに予約で満杯になった。彼は前日から泊

り込みで材料の仕込みにかかり、彼の説明を私が通訳しながら食事したが、その味の良さ

に全員が大満足で、「本格的なフランス料理は初めてで感激した」「ぜひみんなでカナダに

食べに行こう」と大いに盛り上がった。 
（２）大学から 100 キロ以上離れた北秋田の山間にある三種町で地域おこしの活動をして

いる人たちと話をしているうちに、世話役から「留学生に秋田に住んだ記念に桜の苗木を

植えてもらう企画はどうか」と提案された。留学生に地元小中学生たちと交流してもらう

機会に、今は何もない雑木林の丘を切り開いて植樹し、それぞれ植えた学生の名札をつけ

る。それを毎年続けて、将来、桜の公園にしたい。植えた留学生たちが再び現地を訪れる

機会があったら、そのときは盛大に桜祭をやろう、そしてこの桜の丘を町の新名所に育て

よう、という長期計画に膨らんだ。この企画に参加した留学生たち約 10 人も「いつか必

ず訪ねてくる」と喜んでいた。 
（３）「秋田の小京都」角館は町中の武家屋敷の枝垂桜、市内を流れる川沿いの 2 キロ近

い堤防の桜並木が有名で、桜のシーズンには全国から観光客が 100 万人以上訪れている。

そこで今春、地元のビデオ製作会社の社長から「留学生をモデルに四季折々のイベントを

レポートしてもらいたい」と依頼があった。事務局の地域貢献チームに手配してもらい、

中国、韓国、ノルウエーからの留学生がそれぞれ着物姿で英語と母国語で桜祭の案内をし

てもらった。それを You Tube に載せて流したところ、たちまち数百件から千件を超すア
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クセスがあり、社長は「日本人を使ってやってもこんなに大きな反響はなかった。おそら

く日本国内だけでなく世界各地からアクセスしてくるのだろう。角館を世界に発信する絶

好の機会になる」と張り切って、この夏以降 2 ヶ月に一度のペースで四季折々のイベント

を本学の各国留学生にガイドしてもらう計画を進めている。 
	 以上のように、留学生を巻き込んだ活動が地域を元気にするきっかけになっていること

はたしかだ。 
夏休みや冬休み、本学の留学生の多くは日本人学生に誘われて、その実家を訪ねて回っ

たり、一緒に国内旅行や海外旅行を楽しんでいるが、秋田の一般民家にホームステイする

学生も少なくない。受け入れる民家の方では当初、和式トイレだから嫌われるのではない

か、畳の生活、日本食、風呂は大丈夫かなどと心配する声もあったが、留学生も事前に説

明すれば十分適応できるし、むしろ普段体験できないことができて、喜んでいる。ホーム

ステイ先の家の掃除、片付けや畑仕事も率先してやるし、盆踊りの輪の中にもすぐに飛び

込み、祭のおみこしも張り切って担いでいる。 
留学生にとっても、受け入れる住民にとっても「非日常」を体験することが楽しいもの

であり、しかもそれまで自分の知らない世界を垣間見ることで好奇心を刺激され、脳細胞

が活性化して元気になる、ということを実感している。現にふだん何もしない老人が外国

からの若者と接することで元気になり、明るく笑い声をあげるようになった、という話は

あちこちで聞いている。留学生の中にはホームステイ先にすっかり気に入られて休日にな

ると「秋田のお父さん、お母さん」が車で迎えにきて、楽しい週末を過ごす例もある。ホ

ームステイさせることが決して大仰なことでもなく「可愛い子供が一人増えたようなもの」

とうなずく“両親”が秋田にも着実に増えつつある。 
	 こうした留学生の言動は日本人学生にも好影響を及ぼしている。地域活動に楽しみなが

ら参加することで体を動かす楽しさを実感し、自分の視野が広がり、日本の良さを再確認

することになるからだ。そこで市民の間で、ホームステイ提供家庭が中心になって留学生

を支援する会もいくつかできている。私自身、モンゴルからの留学生を支援する「秋田モ

ンゴル友好協会」の理事を務め、昨年発足した「韓国人留学生を支援する会」でも乞われ

るままに副会長に就任した。それぞれ市民の発案で食事会などのイベントを開催しており、

そうした市民の自主的、主体的な活動が地域の活性化に役立っていることは間違いない。 
 
 
４．今後の課題――多文化共生社会への足がかり  
 
	 留学生が地域に増えてきて、住民と接触する機会が多くなればなるほど、お互いに異文

化接触、異文化理解の楽しさが共有されてくる。それは同時に県内に住む外国人に対する

理解を深めることにも役立ってくる。 
	 今、全国に住む外国人登録者は 210 万人ほど。その大半が首都圏、愛知、大阪などの大
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都市圏で、昨年末現在の都道府県別データでは秋田はわずか 3800 人で 46 位（最下位は高

知県の 3400 人）と、外国人そのものがきわめて少ないことがわかる（法務省調べ）。 
	 在住する外国人は中国、韓国、ブラジル、ペルー、フィリピンからの移住者が多いが、

本人だけでなくその子供たちの社会適応が全国各地で問題になっている。それを担ってい

るのがそれぞれの地域で日本語を教えるボランティア団体だが、そこでは慢性的な人手不

足に悩んでいる。その点、本学では留学生に日本語を初歩から教えるコースから中級・上

級コースまで優れた教授陣を抱え、彼らが留学生の世話をする一方、大学院の日本語教育

専攻の院生たちを地域の日本語教室で実習させるなどして、在住外国人の個々の必要に応

じた「地域日本語」の指導に協力している。 
	 秋田が外国人登録者数では最下位レベルだけに、かえってここできちんとした「地域日

本語」教育（＝多文化共生社会づくり）のための体制を作り上げることが、「地域日本語」

問題に悩む他の自治体の模範になるのではないかと私は期待している。 
	 国際理解教育とは実は留学生に関わるだけではなく、地域に住んでいる（あるいはこれ

から住む）外国人たちと一緒に地域を活力あるものにしていくものであるはずだ。それは

決して単にお互いに仲良く、と友好のためのイベントをすることで事足りるものではない。

むしろ発想・考え方の違い、言葉や体での表現方法の違いなどからくる摩擦、衝突を避け

ることなく、いや積極的にぶつかり合いながら、なぜ相手はこんな言動をすえるのかを思

い巡らすことが「相互理解」の原点になることを確認するべきだろう。 
	 そのことは学生寮で留学生と同居する日本人学生に私がよく言い聞かせていることでも

ある。つまり留学生が身勝手な振る舞いをしたら、黙って我慢しないで、寮の規則、日本

の習慣をよく理解するように言って、大いにケンカすること、お互いになぜそう思うか、

なぜそうしているかを説明しあって理解を深めること、そうした異文化摩擦・異文化衝突

を繰り返す中で初めて相手のことをより深く理解し、自分の中に寛容の精神を育て、鍛え

ることになる、ということだ。実はそれこそが民主主義の基本原理であり、それを体験を

通して身につけることが自分を「国際人＝国際的に通用する人間、グローバル社会で活躍

できる人間」に鍛え上げることなのだ、ということである。 
	 もちろん、何も地域住民がみんなそうした寛容の精神を持った「国際人」になることは

あり得ないし、それを望む必要もないだろう。だが、少なくとも本学の学生たちにはそう

した「国際人」を目指してほしいし、実は民間で国際交流活動に取り組んでいる人たちの

中には「これぞ国際人」と素直に尊敬できる人が少なくない。そうした人たちを鑑（かが

み）に、参加する学生、住民が国際理解の魅力をより深く実感してくれることを願ってい

る。 
	 最後に、留学生自身の抱える問題にも触れておこう。つい最近、秋田市内の知人から聞

いた話だ。秋田駅前のサテライト教室で毎週末、留学生のボランティアが英会話教室を開

催していることに苦情が出始めている、というのだ。参加するのは一般市民だが、50 代以

上の主婦、定年退職したシルバー世代が多い。これまで 8 年間は基本的に好評で、「新し
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いことを勉強できて楽しい」「ボケ防止にちょうどいい」などと喜んで参加している市民が

多かった。それが最近、その有力メンバーの主婦たちから、話の内容はわかっているのに

うまく応答できない参加者に対して、まだ若い留学生が馬鹿にした態度で接するケースが

時々見られるようになってきたという。中には聞き取れないと思ってか、侮辱的な表現を

使ったり、まるで小学生を相手にするように｢上から目線｣で話す学生もいて、人生経験豊

かな参加者たちが「何を生意気な」「失礼だ」と反発する声が出始めているという。それが

単に留学生の個人的な性格の問題なのかどうか。似た事例が重なると、増える留学生の質

をどう考えるか、講師を務める留学生たちへの事前のガイダンスに問題がなかったかどう

かを私たちとしても考えなければならない。 
	 どんないい企画も参加する人たちが相手に対して誠意をもって接することがなければ逆

効果になりかねない。国際理解の現場では常にそうした問題がある。そのことを私たちも

常に自覚しなければならないと改めて考えさせられた次第である。 
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2. 留学生の地域交流の実践例から―互恵的学びの促進をめざして―  
 

	 阿部祐子（国際教養大学） 
 

はじめに  
近年の留学生教育において，教室やキャンパスを離れた地域交流に関する実践が多く見

られるようになってきた。日本語教育や異文化教育の観点からは，この試みは留学生が教

室外の日本語に触れることにより実践的な学びが得られる，という留学生支援として考え

られることが多い。しかしこれは同時に，留学生という人的，文化的リソースを活かして

大学が地域へ貢献する活動としても捉えることができよう。昨今の大学改革の中で，留学

生を活用した地域貢献活動は，異文化教育，グローバル教育の政策の一環として進められ

ると共に，地域活性化にも一役買っている。それに伴い，留学生による地域活性化に関す

る研究も散見されるようになった。しかし，そのほとんどが政策面を重視しており，教育

効果を考えているものでも，1 年未満の短期留学生を対象としたものは，単発的なイベン

トとして捉えられている傾向がうかがえる。筆者は授業内外で実践活動経験を通して，短

期留学生と地域住民の継続的な交流活動が，地域住民が留学生を支援するイベントという

域を出て，留学生も地域住民への支援者となりうる可能性，すなわち両者が互恵的に学び

を得られる場としての可能性を考えてきた。ここでは，これまでの国際教養大学における

筆者の実践の中から，2007 年より携わっている秋田県Ｙ市との連携実践の変遷に焦点をあ

てて，短期留学生の地域社会に対する支援について考察していきたい。まず，実践背景と

活動概要を述べた後，７年間の活動内容の変遷について整理するとともに，活動後に実施

したインタビュー調査や学生のレポートの分析に基づき，留学生と地域社会の学びについ

て検討を行うこととする。 
 
(1)  実践の背景と概要  

国際教養大学の特徴については，すでに述べられたとおりであるが，キャンパス内の英

語環境や，日本人学生や教職員が一定の語学力を有していること，また留学生のほぼ全員

が学内の宿泊施設に居住しており，大学周囲には，住宅地や娯楽施設がないことなどから，

留学生は，学外の人々との接触が限定されており，日本語が全く話せなくても特に支障を

感じないで済む生活を送っている。しかし，日本語学習を目的に来日した留学生にとって

は，このような環境での生活は，ときに日本語力の伸び悩みや留学生活そのものへの不満

へとつながる。筆者は，日本語教育に携わる者として，授業内外において留学生の日本語

環境整備のための取り組みを進めてきたが，留学生と地域住民の交流は，そのひとつであ

る。中でも，2007 年から継続的に行っているものとして，Ｙ市観光物産課と連携した活動

がある。これは，筆者の担当している「日本語の文化背景」という授業におけるフィール

ドトリップとして始まったものである。この授業は，現在の日本社会における多様なテー
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マについて，日本人学生と留学生が日本語で自国と比較しながら討論し，その中から自分

たちの考える現在の日本社会やその中にある自分自身を再確認していくことを目的にした

コースである。授業内では，テーマに関連した現場へのフィールドトリップや関係者のへ

のインタビューなどを行っている。フィールドトリップ先は，従来，学校訪問や職場訪問

などを中心に行っていたが，2007 年からはそれに加えて，国際観光推進に尽力するＹ市と

連携したフィールドトリップを始めた。Ｙ市側の交流目的について書かれた文書によると

「国際教養大学の留学生にＹ市の観光，文化，食を体感してもらうことにより，海外から

見たＹ市のイメージ，海外観光客の受入体制や案内看板等の施設改善点を把握し，海外誘

客を推進する上での検討材料とする」とある。大学側の筆者としては，まずは，前述した

ような英語環境重視のキャンパスの外へ赴き，留学生の日本語環境を充実させること，ま

た，日本人学生や留学生が地域社会と関わることにより，学生と地域住民の双方に互恵的

な学びが促進されることを将来的な目標として考えた(阿部 2009a)。現在までの活動内容

をまとめると表１のようになる。以下では，この実践がどのような変遷をたどって現在に

至ったかを省察していきたい。 
 

表1	 これまでの主な活動内容 
 年/月 活動内容 参加形態 

1 07 年 ６

月	  
観光体験モニターツアー（Ｙ市内，数箇所）	 	 	 	 	 	 	 	 	  授業(義務) 

2 08年2月 ウェルカムかまくら接待，かまくら観光 授業(義務) 
3 08 年 10

月 
観光体験モニターツアー（Ｙ市内，数箇所）	 	 	 	 	 	 	 	 	  授業(義務) 

4 09年2月 雪遊び手伝い	 かまくらガイドツアー	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  授業(義務) 
5 09年6月 観光体験モニターツアー地元の方との意見交換会 クラブ（自発的） 
6 09 年 10

月 
増田の蔵見学→観光モデルルート･ポスター作成	 	 	 	 	 	 	 	  授業(義務) 

7 10年2月 小正月を楽しむ会手伝い，かまくらガイドツアー クラブ（自発的） 

8 10年5月 Ｙ焼きそばスタンプラリー参加	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  授業(義務) 

9 10年6月	  増田バストリップ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  授業(義務) 

10 10 年 10
月 

東北 B1 グランプリの手伝い	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  授業(義務) 

11 11年2月 小正月を楽しむ会手伝い，かまくら観光 クラブ（自発的） 

12 11年7月 公開講座「譲台湾人認識Ｙ的魅力-もっとＹを知っ

てもらうには-」 
大学主催,Ｙ市

後援 
13 11年9月	  平泉の源泉をたどるモニターツアー Ｙ市主催,有志 
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14 11 年 11
月 

こまち蔵しっく号によるモニターツアー(予定)	 	 	 	 	 	 	 	   授業(義務)	 	 	  

15 12年2月 小正月を楽しむ会手伝い，ビデオ作成 授業(義務) 

16 12年6月 平泉の源泉をたどるモニターツアー 授業(義務) 

 
(2)  実践内容の変遷  

1）相互の目的共有と活動内容の合意‐モニターツアー  
前述の活動目的からも明らかなように，Ｙ市側は留学生を観光モニターグループとして

捉え，各国語で書かれた案内版のチェックなどを希望していた。イメージとしては，引率

者の教員が通訳となり団体で観光地を巡るというものであった。それに対し筆者は，各留

学生が地域住民やＹ市職員と直接日本語でコミュニケーションをとりながら，留学生の視

点から見た観光地の長所，短所を指摘することによって，地元の人々の気づかない魅力を

ひきだすことができないかと考えていた。そこで，まず互いの意図を共有し相互が納得で

きる活動プランを作成することが第一の課題であった。率直な意見交換と担当職員の柔軟

な対応により，結果的には以下のような合意に達した。留学生４-５人にＹ市職員２人が付

き添い，小グループに分かれて，地域の観光スポットや果樹園を巡り，視察，収穫体験，

特産品の試食などを行いながら，行政職員と学生との親密化も促進できるようなプログラ

ムとすること，場所によっては地元農家の人々や地域ボランティアによる説明も依頼する

こと，留学生は，終了後，外国人観光客の視点から各場所についての長所や改善点をレポ

ートにまとめること，また母語による案内があった場合は，その正確さや必要性について

言及すること，などである。第１回目に参加した留学生の日本語レベルは，初級後半から

中級程度で，どうにか日常会話ができる程度であったが，双方の学びは大きく，特にＹ市

職員にとっては外国人と長時間行動を共にする始めての経験による気づきがみられた。こ

れはキャンパス内での日本人学生と留学生間の異文化接触初期段階にみられたのと同様の

気づきであり，今後は同様の学びのプロセスが辿られていくことが予測された。 
2）地域住民と留学生の協働  

次の試みは，より能動的で参加度の高い地域貢献活動であった。Ｙ市職員に案内された

場所に対する意見を述べることから，より積極的に留学生が地域住民の一員として，活動

できる場の提供を求めた。それは第 4 回の活動から始まった。この活動報告は阿部（2009
ｂ）に詳しいが，Ｙ市主催のイベントにスタッフの一員として手伝いをするという内容で

ある。留学生の位置づけは，もてなされる側からもてなす側へ，被支援者から支援者へと

転換することになる。そして，その転換により留学生の地域の成員としての一体感や愛着

感が非常に強まり，交流はイベント主催の地域ボランティアやイベントに訪れた一般住民

へと拡大していった。以後，スタッフの一員として一般住民をもてなす形での交流形態が

定着していく。 
3）授業から自主的活動へ  
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以上のような留学生と地域の住民の学びが広がる中での懸念は，交流が授業の一環と

して位置づけられることよる限界である。対外的な活動であり，また予算の発生する自治

体との協働であるがゆえに，授業の一環とすることで教員がコントロールしやすく，また

出席率や課題の提出率も見込めるという利点がある一方で，本来の交流活動の持つ自主性

や自由な発言が制限される危惧は常に感じていた。そこで授業活動と並行して，日本語支

援活動を行っているクラブにＹ市との交流活動に関わってもらうことにした。このクラブ

は，留学生の日本語支援を目的に日本人学生が中心となって運営されており，日本人と留

学生の１対１の会話パートナーのマッチング，留学生の日本語の宿題を手伝う宿題ナイト，

季節のイベント，日本語映画上映の開催などを主な活動内容としている。筆者は顧問とし

て，クラブの成立時から関わっている。表 1 の中では 5 番，7 番，11 番の活動がこのクラ

ブに依頼して行ってもらったものである。最初は，補助的手伝いから交流の意図を理解し

てもらい，その後は大枠の中で比較的自由に交流を進めてもらった。主なタスクは，この

地域の伝統的な冬祭り(夜)に合わせて行われる小正月の昼のイベントにおける地元の地域

ボランティアの手伝いである。当初はお客様的な関わり方であったが，昨年は観光客をも

てなすイベントを自ら企画するようになった。地域ボランティアの人々も学生たちを温か

く受け入れ，前日に準備を手伝いたい学生のために送迎車まで用意してくれた。この時期

の活動は，交通アクセスが悪いことや吹雪などの気象状況による影響が大きいことにより，

通常に増して困難が伴うが，それだけに達成感は強いといえる。その一方で，学生有志の

主体的活動に関しても，意欲においては温度差が大きいことが課題となっている。クラブ

の中心となる日本人学生は自分の海外留学のため，短期留学生は帰国のため，翌年も継続

して活動できる学生がほとんどいないことは，活発な活動の持続を困難にする大きな原因

となっている。 
4）交流活動組織の拡大‐大学，行政との連携  

交流活動が将来的にも持続可能な状態として保持されていくためには，一教員の授業活

動ではなく，大学全体としての取り組みとしていく必要がある。多忙極まる昨今の大学教

職員に一教員の行っている活動に関心をもってもらうために行ったのは，大学主催の行事

に便乗する方法である。大学公開講座の開催は多数の大学で的に頻繁に行われているが，

筆者の勤務校でも毎年 2 回行われ，毎回のテーマ設定や聴衆の動員は容易ではない。2011
年 7 月に行われた公開講座は，台湾観光客の誘致をテーマにＹ市での開催とし，前半は台

湾を専門領域とする教員による講演，台湾人留学生による台湾人の秋田県の観光に関する

質問紙調査の結果報告(日本語授業の一環)，筆者のこれまでの一連の取り組みの紹介を行

い，後半はＹ市行政職員も交えてのパネルディスカッションを行った。学内からは，地域

支援部署の職員，発表を行った台湾人学生の授業担当教員も参加し，Ｙ市からも行政職員

のみならず，観光関係者の参加もあった。また部署移動により担当を離れた職員や，これ

までの活動でお世話になった地域ボランティアの方も多く参加し，パネルディスカッショ

ンではフロアーとの活発な意見交換が行われた。またこれをきっかけとして「平泉，源泉
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をたどるモニターツアー」への留学生の招待が実現した。 
 
(3)  地域社会の日本人の学び‐2010 年の調査結果から  

以上 5 年間の活動内容の変遷を 4 段階に分けて考えてみたが，ここで筆者が外国人留学

生との交流による地域社会の日本人の学びについて調査した結果（阿部 2010）について言

及しておく。第 4 回目の交流前後に，Ｙ市の行政職員７名と市民ボランティア３名の合計

10 名に対して半構造化面接調査を行った。事前面接時間は 15 分から 30 分程度で，これ

までの外国人との関わりや今回の活動に対する気持について尋ねた。事後面接は 20 分か

ら 45 分程度で，実際に留学生に接してどのように感じたかについて自由に語ってもらっ

た。対象者の属性は，男性５名，女性５名で，年齢は，20 歳から 39 歳が３名，40 歳から

59 歳が４名，60 歳以上が３名であった。面接調査は，許可を得て録音した後，文字化し

KJ 法にもとづいた質的分析を行った。分析結果から抽出されカテゴリーは，①コミュニ

ケーション力の獲得，②留学生や留学生出身国に対する知識や理解の深まり，③留学生へ

のエンパシー，④欧米系外国人とアジア系外国人に対する距離感の差異，⑤受け入れ側の

課題の認識，の５つであった。この結果からＹ市職員らが得た学びについて再度考察を行

う。 
すべての回答者が最も多く言及したのは，①コミュニケーション力についてである。ほ

とんどの回答者が外国人との接触経験は皆無に等しく，交流前は全員がコミュニケーショ

ンへの不安を感じていた。しかし交流後には，不安が一掃されただけでなく，自ら何かを

伝えたい，教えたい，秋田弁も話してみようか，という積極的な態度がみられるようにな

る。また，留学生が日本語力の不十分さを笑顔で補いながら会話をする様子を，メタ認知

的視点で見守る語りもあった。 
 

甘酒のふるまいとかも，日本語がそんなに上手じゃない方でも，笑顔ですとか，何

かこう，おもてなしというか，そういう雰囲気等で，お客さんの方にも喜んでもら

ってるような感じでした。 
 

②留学生の出身国に対する知識や理解は，接触度が高まりコミュニケーションが図れる

ようになると自然に深まるものであろう。しかし，③留学生へのエンパシーは，相手と親

しく交わるなかで始めて芽生える留学生を思いやる感情である。 
 

我々が外国人を対応するとき，びくびくするんですけど，実はあっちもすごく緊張

しているんだなと。知らない土地に来て，知らない人に案内されるっていうのは，

相当プレッシャーかかってるんだなっていうふうに。やっぱ言葉がまた通じないこ

とで，文化が違う？おいしいから食べろって言って，どんどん食べさせるんですけ

れども，必ずしもおいしいとは限らないかもしれないし，（…）無理させてるとこ
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もあったんだなっていう 
 

有田（2005）は，交流により日本社会に蔓延するアジア人への差別意識を意識化するこ

との重要性について言及しているが，この調査では欧米系よりアジア系の留学生に親しみ

を感じるという発言が多かった。しかし一方で，欧米系外国人に対するコンプレックスと

憧れの交錯した感情も語られ，必ずしもアジア人を好意的に見ている結果とは言いがたい。

「親しくなって英語で話したい」，「英語を教えてほしい」と言う回答はあったが，アジア

の言語への関心は示されなかった。そこで，第４カテゴリーとして筆者は，④欧米系外国

人とアジア系外国人に対する距離感の差異と命名した。おそらく回答者らは率直な感想を

述べただけで，有田のいうような差別の意識化は明確にはされていないと考えられる。 
最後にＹ市職員としての責任を踏まえた発言として，⑤留学生の受け入れ側としての課

題の認識があった。今後，留学生をスタッフとして受入れる場合の検討課題と共に，行政

職員として自らの外国人観光客誘致への対応を客観的に見直すメタ認知的視点がみられる。

「海外からお客さん呼ぶって行政だけでしゃべったって，市民がウェルカムの受け入れ態

勢にならないと，そもそも無理」なので「市民が入ってくれる仕組みを考えていかないと

いけない」，「海外誘客ってお客さんを呼ぶことが命題になっていますけども，そもそも国

際交流がないと話にならない」という点が認識されているのは非常に大きな学びであろう。

そして留学生に対しては「現地に戻ってからもＹ市の応援隊でいてほしいんですよ。そう

いう意味では（…）地域になじまないと，また家族を連れて遊びに来ようとまでいかない

んじゃないですか」というように，地域に愛着を感じてもらうことが第一歩であるという

新たな認識が生まれている。これは，まさに筆者が意図した目的と合致するものであり，

２年間の交流を経てようやく一人の職員と目的を共有できたと感じられた回答であった。 
 

(4)  提言事項  
これまでの実践から見出された課題を整理し，以下のような 3 つの提言を考えた。 

1）WIN-WIN プランの作成  
 交流前の地域と大学側の目的の共有とそれに適した活動内容の作成ができるかどうかが，

交流を成功させる最重要点であると考えられる。特に地方自治体に何らかの経済的支援を

依頼する場合は，それに見合う形となった結果を提示することが重要であり，それが継続

につながっていく。行政機関と教育機関の意識や価値観のズレをすり合わせ，双方が利点

を得られるような WIN-WIN プランを作成することが重要であろう。そのためには，相手

側との意思疎通がうまく図れるように，当日だけでなく活動前後にも連絡を取り合い，率

直で地道な話し合いを繰り返すこと，可能であれば大学への訪問も促し，留学生との接触

機会をより多く提供することなどが考えられる。 
2）地域住民のキーパーソンの発見と支援要請	 	  

行政担当職員との信頼関係が築けても，組織内の移動や管理職の交代に伴う方針変更，
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予算など，ままならない事情により支障が出ることが多い。継続的な交流を行うためには，

自治体職員だけでなく地域住民のキーパーソンを見出し，その人物に支援を要請しながら

地域住民との関係を強化していくことが重要であろう。地域ボランティアの異文化に対す

る態度や価値観には個人差が大きく，自主的活動ゆえに活動への熱意には温度差が見られ

ることからも，その差異を把握し各人に対して的確に対応できるキーパーソンの援助は重

要だといえる。 
3）大学側の組織の連携	 	  
大学組織内でも連携は欠かせない。今回取り上げた活動は，筆者が単独で授業として開始

したが，数年前から有志の自発的な活動へと発展させることが可能となった。さらには，

Ｙ市観光物産課と筆者個人の交流を，Ｙ市と大学の交流とすべく，大学公開講座を開催し

て教職員と協働したり，授業外のイベント参加に大学からの協力を頼んだりしている。今

後は大学とＹ市が公的な契約のもとに協働体制を組めるような形へと発展させることが望

ましい。それはこの交流活動が，筆者の手を離れて新たな形で継続されることにつながる

であろう。	  
 
(5)  おわりに  

以上のような実践研究を通して，短期留学生は地域社会から一方的に支援を受けるだけ

の存在でなく，支援者としての役割も十分に担えるということについて述べてきた。それ

と同時に，地域交流活動における関係構築の難しさや，満足のいく活動を継続させること

の困難さも浮き彫りになった。地方自治体との協働は，個人間の関係性の構築を超えて，

組織やコミュニティの体制や社会状況，経済状況からの影響もが大きい。それはつまり，

努力が必ずしも報われたり，改善へ向かうとは限らないということである。しかしそれゆ

えに，経験知の蓄積が求められ，それが次なるステップにつながるものと考える。 
 
参考文献  
阿部祐子（2009a）「授業における実践の変容―異文化を超えた親密化の促進をめざして」

東京外国語大学多言語多文化教育研究センター研究誌『多言語多文化―実践と研究』第

２号, 70-85．	  
阿部祐子（2009b）共通課題の達成による親密化の深まりについて―多文化クラスにおけ

る地域参加の事例から―WEB 版『日本語教育実践研究フォーラム報告』 2009 年度日

本語教育実践研究フォーラム 
阿部祐子（2010）留学生と地域社会の互恵的学び促進のための交流活動‐地方大学におけ

る実践―2010 世界日本語教育大会論文集：予稿集 
有田佳代子（2005）地域の「国際化」と大学の貢献―留学生交流を中心として.敬和学園

大学研究紀要, 14, 181-197． 
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3.秋田の留学生の意識の変化と交流の課題	 

 
佐藤由利子（東京工業大学）、杉山朗子（国際教養大学） 

 
	 秋田県庁の関係者によると、同県の一般旅券発行数、海外渡航者数は、長い間全国最

下位で、交通アクセスの悪さもあり、国際化に立ち遅れた地域であった。このような状況

の打開策として、1998 年、寺田典城知事（1997 年～2009 年）が、閉鎖するミネソタ州立

大学秋田校跡地を買い取り、国際系県立大学を設立することを目的として「秋田県高等教

育推進懇談会」を設置する。2001 年には、大学設立準備予算案が県議会で否決されるな

どの紆余曲折があったが、寺田氏再選後の 2002 年、関連予算が県議会で承認され、2004
年に公立大学法人国際教養大学(AIU)が開学した。国際教養教育を教学理念として掲げる

AIU では、全学生に交換留学機会を提供しているが、この制度は、協定校からの交換留学

生の受入れが前提となっている。AIU の交換留学生の増加を契機に、同県の留学生は 2003
年の 131 名から 2010 年の 351 名へと 2.7 倍に増加した。 

AIU はキャンパスに隣接して学生寮があり、留学生の多くは日本人学生と共に寮生活を

しているが、キャンパスは秋田市中心街から離れているため、留学生が地元の人々と接す

る機会は少ない。他方、AIU は地域貢献活動の一環として、県内 3 つの自治体（八峰町、

大仙市、男鹿市）と協定を結び、留学生を国際理解授業の講師や国際交流の担い手として

送り出している。例えば、2009 年に交流協定を結んだ大仙市では、2009 年度に 276 名、

2010 年度に 286 名の留学生（延べ人数）が市の小中学校、幼稚園、保育園の児童・生徒

と交流しており、これらの活動は、留学生にとって貴重な地域理解の機会となっている。 
本稿では、AIU の留学生を対象に実施したオンライン調査及び面談結果と、2012 年 2

月に仙北市白岩地区が開催した燈火祭における留学生と地元住民の交流の参与観察から、

住民との交流が留学生にもたらした意識の変化と、交流上の課題について考察する。 
 

1.  留学生へのオンライン調査とインタビュー結果  
 
オンライン調査は 2011 年 12 月に、AIU の留学生を対象に、日本語教育担当教員が協力

を呼びかけて実施され、2012 年 3 月末までに、英語版に 34 名、日本語版に 3 名の回答が

あった。回答者の 82％が交換留学生、18％が正規課程学生、また、82％が女性、18％が

男性であった。主な国籍は、米国（18％）、台湾（15％）、ドイツ（9％）、カナダ、ノルウ

ェー、モンゴル、フィリピン（各 6％）であり、88％が学部、12％が修士レベルの学生で

ある。 
留学理由としては、AIU が協定校だから（76％）、学費・生活費が安いから（35％）、質

の高い日本語教育の提供（30％）、美しい自然（27％）の順である。 
89％が小中高校生・幼稚園児等との交流に、65％がホームステイに、49％が地域の祭等
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のイベントに参加した経験があるが、アルバイトの経験者は 30％にとどまっている。 
秋田到着時の印象としては、「（自然が）美しい」（27％）「田舎・遠い」（22％）「静か・

忙しくない」（11％）などを挙げる者が多いが、回答時点の秋田の人への印象は、「親切・

優しい」（有効回答 23 件中 39％）「友好的」「良い（人）」（共に 26％）「丁寧」（9％）など、

好意的なコメントが多いが、「シャイ」「外国人をじっと見て無礼」「外国人に対して閉鎖的」

と回答した者もいる。特にホームステイ経験者 24 名に対しホストファミリーの印象を聞

くと、「親切・優しい」（42％）「友好的」（33％）「良い（人）」（29％）「温かい」（17％）

など、好意的なコメントが多く、秋田の人一般に対する評価も好意的な傾向が見られる。 
また、秋田の人に対する自由なメッセージでは、有効回答 19 件中 18 件までが「秋田の

人が好き」「感謝します」「頑張って」など好意的な言葉を寄せているが、「すべての人と国

に対してオープンに」（ドイツ女子留学生）というコメントもあった。 
フランスの女子交換留学生に対する面接調査では、秋田は「男性優位文化」であると感

じており、居酒屋で、シャイな様子のサラリーマンが酔って人格が変わる様子や、身体を

触られた経験を話した。また、秋田に留学生を増やすために、「美しい自然」「森」「親切な

人々」を対外的に広報する必要性を語っている。中国の女子留学生（正規課程）は、「秋田

いかたす」というウェブサイトで、秋田の魅力を中国語で発信するアルバイトをしており、

秋田と AIU を対外的に広報し、秋田の良さがわかるきっかけ作りが必要であると語った。 
 
2.  燈火祭における留学生と地元住民の交流  

 
仙北市白岩地区は、米作・土木の低迷と地場産業の衰退の中で、人口 620 名（150 戸）

の 32.7％が 65 歳以上という、高齢化・過疎化が進んだ地域である。燈火祭は、白岩の活

性化に取組む 50～60 代の男性を主体とする住民組織「プロジェクト S」によって 2002 年

に開始され、毎年 2 月の小正月の前後に、白岩城址（館山）の山道でのかがり火の点灯、

ふもとの会場でのミニかまくらなどを中心に、花火や火振りかまくら、踊り、綱引きなど、

多様なアトラクションが行われる。 
2012 年 2 月 10～12 日、AIU の 4 名の留学生と 5 名の日本人学生（全員女性）が、祭

にボランティアとして参加した。具体的な作業は、メッセージ付きの垂れ幕の作成、ペッ

トボトルを利用したローソク街灯の組立て・設置、祭の運営補助などであり、期間中はプ

ロジェクト S のメンバー宅に宿泊した。学生の参加は 2 年前からであり、主催者側は「若

い人が参加することで祭りが盛り上がる」ことを主なメリットとして挙げ、ホームステイ

は「互いの国の伝統・文化について話し合えれば楽しい思い出になる」と期待している。 
学生たちは「Lights in every Dream Guiding our Way Brighten our Future（すべての

夢に光がある、私たちの未来を照らす）」というメッセージを垂れ幕に書き、会場に展示し

た。吹雪く中、ローソク街灯の組立て作業を野外で行うなど、多少のトラブルはあったが、

祭は成功裡に実施され、その後、関係者による懇親会も開催された。 
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参加した留学生は、「集落の人達の絆が強く、皆で協力して祭を開催している」、「（深い

雪の中での）燈火祭が美しく興味深かった」と祭を高く評価している。他方、「（宴会や作

業で）男性と女性が分けられ、（留学生が男性側に入るため）ちょっと不安だった。村の女

性ともっと話したかった」「男性が煙草を吸いすぎる」などのコメントがあった。村人がシ

ャイなので、留学生側がもっと話しかけ、イベントを企画するなど、交流の機会を積極的

に作っていく必要を指摘する者もいた。 
 
3.  まとめと考察  

 
秋田は従来外国との交流が少なく、AIU の留学生は、地域の国際化リソースとしての役

割を期待されている。いくつかの自治体では、小中高等学校児童・生徒との交流や地域の

イベントに留学生を積極的に招いており、これらの交流に参加する留学生も多い。 
交流を通じて、留学生の多くは、秋田の人々の親切、温かさ、絆の強さに触れ、秋田を

好きになる者が多い。他方、男性優位文化、飲酒、喫煙などに抵抗を感じることもあるよ

うである。 
留学生と地域住民の交流は、地域の慣習や文化が、外部者によって再評価される機会で

あり、高い評価は住民の誇りと継続への動機付けを高め、低い評価は、慣習の見直しの機

会となっていくのではないかと考えられる。秋田の人々が、留学生との交流を通じて、ど

のように意識を変化させ、また、留学生側も、留学前、留学中、留学後に、どのように秋

田の人々への意識を変化させるのかを、これからも継続して調査していきたい。 
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第 4 章	 鳥取県における留学生が地域に果たす役割	 

	 

竹田洋志（鳥取大学国際交流センター）	 

	 

（1）	 鳥取県の現状	 

鳥取県は人口規模において全国最小の県で、その県庁所在地である鳥取市は人口 20 万

人弱の中規模都市である。観光や農林水産業が主な産業で、近隣にも大都市がなく大企業

の立地はきわめて少ない。そのため、これまで留学生は日本に残るとしても主に東京や大

阪などの大都市に職を求めていた。観光に関しては、これまでは鳥取砂丘や大山、浦富海

岸などの自然、三朝や皆生などの温泉、スキーやサーフィンなどのスポーツ、二十世紀梨、

すいか、長芋、ラッキョウなどの農産物が有名であるが、他の著名な観光地、新幹線や大

規模国際空港からも遠く離れていることから、多くの外国人が訪問するということはほと

んどない状態であった。以前は、韓国から温泉とゴルフを目的に比較的多くの観光客が訪

れていたが、リーマンショックや円高ウオン安もあり、近年は減少傾向である。	 

 
（2）	 鳥取県の将来ビジョン  

鳥取県は、県の将来ビジョン「みんなで創ろう『活力、あんしん、鳥取県』～心豊かな

充実生活をめざして～」の中で、「人、物、情報の「大交流新時代」を切り拓く『北東アジ

アゲートウェイ（玄関）構想』」を提唱している。現在、境港港から東海（韓国）を経由し

てウラジオストク（ロシア）のみとなっている定期航路の拡充などにより、環日本海諸国

などとの交通の便を強化し、新たな市場開拓を進めるほか、新たな産業の立地を促進する

ことを目指している。また、米子空港の滑走路の延長(2000m→2500m)を契機に、現在週

3 便のソウル（仁川）路線のみとなっている定期航空路の拡充などにより、国際経済交流

を促進することが求められる。 
	 国際経済交流の活性化に当たっては、鳥取県、江原道（韓国）、吉林省（中国）、モンゴ

ル中央県（モンゴル）、沿海州（ロシア）の５地方自治体の首長が毎年集まり、1994 年よ

り北東アジア地域国際交流・協力地方政府サミットが開催されている。このサミットによ

り、環日本海の友好関係の強化、交流を強化することが期待されている。 
同時に、北東アジア教授協議会（NAPA)も開催されており、各地域からの研究者が集ま

り交流を地域における諸問題を共同で解決にあたるなど関係を深めてきた。2012 年度の協

議会は鳥取で開催され、そこで学長サミット（鳥取大学、江原大学校、吉林大学、モンゴ

ル国立大学、極東連邦大学）および共同研究を目指した研究発表が行なわれた。 
	 

（3）	 鳥取からの新たな文化発信	 

	 近年海外で日本のアニメの人気が高く、アニメの勉強のために日本に留学する学生もい



 108 

る。鳥取県においては、作者が鳥取県出身である「ゲゲゲの鬼太郎」や「名探偵コナン」

を前面に押し出し、日本国内のみならず外国からの観光客の取り込みをはかっている。県

内唯一の国際線を持つ米子空港は、その愛称を「米子鬼太郎空港」と名付けられ、世界へ

鳥取のアニメを発信しようとしている。 
	 鳥取県では「まんが王国鳥取」を掲げ、2012 年 8 月 4 日から 11 月 25 日まで国際まん

が博が開催されている。期間中には第 12 回国際マンガサミットも開催される。過去に他

国で開催されたサミットでは、最大 23 か国・2 地域より参加があり、今回も日本のマンガ・

アニメが若者を通じて世界に発信されると同時に、鳥取も世界に発信する絶好の機会であ

ることが期待されている。 
	 この鳥取の地で勉強した留学生たちが、学んだ専門は違っても、日本の特徴的な文化で

あるアニメを外国に広めるに大きな役割を果たすことが期待されている。 
	 また、韓国のテレビドラマ「アテネ」の撮影が鳥取県内各地で行われ、ドラマの放映後

には、ロケ地巡りツアーが実施され、韓国からの多くの観光客が訪れるようになった。経

済不況や円高により韓国からの参加者は伸び悩んでいるものの、韓流ブームもあり国内か

らのツアー参加者が伸びている。このツアーでは、韓国人観光客のために通訳がついてい

るが、そこで鳥取大学の留学生や卒業生が活躍している。これまで留学生の能力を生かし

た仕事と言えば、語学教師ぐらいしかなかったが、新たな雇用の機会となる大きなチャン

スである。 
	 このような人材確保においては、大学を通じて人材を発掘しているケースが多々あり、

大学の地域貢献の一翼を担っている。 
加えて、2010年 10月には鳥取県から兵庫県さらには京都府北部にかけての山陰海岸が「山

陰海岸ジオパーク」として世界ジオパークネットワークへの加盟が認定され、今後観光の

目玉と期待されている。全国に 20 あるジオパークのうち、世界ジオパークに指定されて

いるのは、「山陰海岸ジオパーク」を含めて 5 つだけである。ジオパークに関しても今後

世界への情報発信を強化していく必要があり、JR や高速バスの車両にラッピング広告が

なされているが、さらに広範囲に宣伝するためにも、地元の留学生がその役割を果たすこ

とが期待される。 
	 

（4）	 地域における留学生	 

鳥取の夏祭りである「しゃんしゃん祭」では、期間中に「しゃんしゃん傘踊り」が開催

される。鳥取大学からも多くの連が傘踊りに参加しているが、その中には留学生と国際交

流サークルによる連も含まれており、毎年約 50 名の留学生が参加している。6 月から 2
か月間、地元の人から踊りの指導を受け、地域との交流を行っている。 



 109 

	 

小さな都市で普段外国人との決して多くはない地元住民にとって、最大の祭りにおける

国際交流は非常に大きな意義がある。外国人が日本に住むにあたって、文化や習慣の違い

から問題が起こることは少なからずある、このような地域交流を通じて理解を深め合うこ

とは、日常生活における地域への溶け込みにきわめて大きな役割を果たすと思われる。	 

	 大都市では、例えばごみに捨て方を外国人が理解していないため、近隣住民とのトラブ

ルの種になることもあるが、鳥取では高等教育機関が 4 校（大学 2 校、短大 1 校、高専 1

校）しかないが、いずれの学校ともほとんどの留学生が一つの自治体の中で生活をしてい

るため、学校によるゴミの分別方法の指導も行なわれている。近隣住民との良好な関係を

保つためにも、このような指導は不可欠であるが、これは小さな自治体だからこそ可能と

なる取組みである。	 

	 鳥取県は小さな県で、外国人にとって日常生活で不便な面もある。しかし、小さいから

こそ、一人一人の顔が見え、地元自治体、諸団体の協力により留学生が生活しやすいよう

に支援を行うことが可能で、その結果、近年は大学を卒業後、地元で就職する学生も増え

てきている。この留学生達が、今後の鳥取の国際交流を支えていくことが期待されている。	 

	 

（5）	 鳥取大学の国際戦略  
	 現在、鳥取大学ではその国際戦略である「持続的な地域社会の発展と生存環境社会の構

築」を通じて、グローバル人材の育成を目指している。乾燥地農業の研究実績をベースに、

複数の分野が横断的に対応し、全学的にグローバルな人材の育成に取り組んでいる。また、

2012 年 10 月より、「グローバル人材推進育成事業」に採択され、より多くの日本人学生

が留学していくと共に、留学生数の増加が求められている。今後増加する留学生が地域で
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果たす役割は大きなものであると期待されている。 
	 

（6）	 留学生が鳥取に残るには  
	 「ロケ地巡りツアー」のように、外国からの客をメインターゲットとした事業もあり、

そこでは実際に留学生が活躍している。また、旅館、地元企業などでも働いている。しか

し、鳥取では外国人を常時募集しているわけではなく、実際はまだまだ内向きである。鳥

取がもつ資源をさらに有効に活用するためにも、外国との交流は不可欠であり、そこで活

躍できる人材は鳥取で勉強した留学生が最もふさわしい。 
 
【提言事項】	 

これまでの観光資源は自然、温泉、スポーツ、農産物などであったが、鳥取県が素晴らし

い観光資源を持つのと同時に、全国各地、特に日本海側の地域では類似した観光資源が売

りとなっている場合が多い。しかし、今後は、「マンが王国」、「山陰海岸ジオパーク」など

地域特有の個性のあるものを売り出し、そこで学んだ留学生がその情報を世界に発信する

ことが期待される。 
	 新幹線が通っていない、国際空港から遠いことはこれまで観光客誘致に不利な要因であ

った。しかし、その条件の中で鳥取の地を選んで留学してきて留学生たちはその良さを熟

知している。そういった留学生たちが情報を発信することで、これまでこのような地域に

興味を示さなかった人々に、新たな目的地として認識させることができる。すでに、「アテ

ネ」ロケ地巡りツアーでの実績が示す通り、留学生が業務に関わり、日韓双方からの観光

客が集まっているこのツアーは、今後より多くの人々に鳥取に興味を持たせる可能性のあ

る重要なイベントである。 
	 過去において多くの失敗例がある単なる箱モノ施設でなく、日本と外国双方にとって興

味のあるイベントを企画し、留学生がそこで単なる通訳としてではなく、運営さらには起

業に至ることが期待される。 
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第 5 章	 韓国・全羅北道における留学生受入れの取組み	 

	 

	 金美姫 Kim, Mi Hee（全北発展研究院研究員）	 

長島万里子（洗足こども短期大学専任講師）	 

	 

2.  韓国の留学生受入れ	 

	 

（1）	 韓国の留学生受入れの課題	 

外国人留学生受入れが持つ意義は、グローバル人材の育成はもちろん、国際友好及び支持

基盤の拡充、優秀な人材の確保、そして自国内の経済的利益を創出するという点であろう。	 

韓国の場合、少子化による優秀な国内人材の不足や高等教育機関の存続危機などの問題が

予想される中、外国人留学生の受入れと支援がその解決策の１つとして重視されている。	 

しかしながら留学生受入れは送り出しに比べ非常に低調であり、その教育貿易収支は持続

的に赤字となっている。つまり、留学生受入れによる韓国の収入と比較し、韓国から留学

生を送り出すことによる支出の方が大きい状況である。韓国では 2000 年以降飛躍的に受入

れ留学生数が増加したとはいえ、依然として送り出し超過の状態である。2010 年は送り出

し留学生数約 25 万人、受入れ留学生数約 8 万 4 千人であり、教育貿易収支の赤字は 44.5

億ドルであった。その規模は 2000 年と比較し、5 倍も増加したことが報告されている。	 

	 

（2）	 韓国の留学生受入れ政策	 

日本の文部科学省に相当する韓国教育科学技術部は 2001 年、「外国人留学生の受入れ拡大

総合計画」を打ち出し、教育貿易収支赤字の改善と国内の留学サービス産業活性化への取

組みを開始した。その後 2004 年に「Study	 Korea	 Project」を発表し、「2010 年までに 5

万人の外国人留学生を受入れる」という数値目標が設定された。その値にほぼ到達した

2007 年（4 万 9 千 270 人、図 1）、政府は政策評価を実施し、成果と問題点を整理した。	 

問題点としてはまず、受入れ留学生の出身が特定の国家・地域に偏重していることがあげ

られた。まず、アジア地域が 93%と偏っており、特に中国は全体の 68%とその依存度が高い

ことが指摘された。ほかには、受入れ留学生の管理が不徹底であり留学生の約 8%が不法に

滞在していること、定員を埋めるために留学生を入学させ、管理を怠る大学が出現してい

ること、留学生支援が不十分であり就学期間を終えた後の韓国における就職率が低いこと

などが指摘された（表 1）。	 
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図 1：韓国内受入れ留学生数の推移（1980～2010）	 

韓国教育統計サービス「教育統計分析資料集（2010）」から抜粋、翻訳	 

	 

表 1：留学生受入れ政策「Study	 Korea	 Project」の評価（2008 年）	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

韓国教育科学技術部ウェブサイトより筆者作成	 

	 

その評価結果を受けて修正が行われた 2008 年の「Study	 Korea	 Project 発展計画」では

2012 年までの中長期目標が設定され、「2012 年までに 10 万人を受入れる」という新たな数

値目標が設定された。また教育貿易収支の赤字を年に 1660 億ウォンずつ改善していくこと
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などが目標に掲げられた。下の図 1 は、1980 年から 2010 年の、韓国の受入れ留学生数の

推移である。2000 年にはわずか 4 千人であった受入れ留学生数は、順調に増加し 2010 年

には 8 万 4 千人となっていることがわかる。	 

韓国の留学生受入れ政策は 2000 年代、「Study	 Korea	 Project」を軸に量的拡大が進めら

れてきたという印象を受ける。その方向が転換したのは 2010 年の「グローバル教育サービ

ス活性化計画」の発表、2011 年の「外国人留学生受入れ・管理能力認証制」と「外国人留

学生・語学研修生標準業務処理要領」の実施である。「認証制度」は受入れ大学の学生管理

に責任を持たせるものであり、留学生を受入れている 346 の大学に対し、下位 15％の大学

を失格候補とし、下位 5％（2012 年以降は 10％）に対し留学生ビサ発給を制限するなどの

厳しい政策である。「要領」は外国人留学生の入学要件をより厳格化することが実質的な目

的となっているものである。これらは留学生政策の質の向上・管理に関するモニタリング

制度として位置付けられ、留学生の「質」の向上に一層力を入れていくことが明確になっ

た。	 

	 

（3）	 韓国の中国人留学生受入れ	 

韓国における留学生の受入れは、中国出身者の比率が高く多様性に乏しい点が問題視され

ていた。中国人留学生にとっては、地理的な近さ、経済交流の活発さ、他の外国と比較し

て安価な留学費用というメリットが、韓国留学を選択させていたと思われる。そのため、

韓国が積極的なリクルートをしなくても、中国からは大勢の留学生を受入れている状況で

あった。	 

しかし近年、状況が変化しつつある。自費留学の規制を緩和したことで中国人の海外留学

の規模が拡大し、中国が経済成長する中で留学先の選択の幅を広げ始めたのである。それ

らのことにより、相対的に中国人の韓国留学に対する親和性が低下することが予想される。

さらに、米中による G2 体制という言葉が登場したことに象徴されるように中国が世界の中

で存在感を高めていることから、世界各国が今まで以上に中国人留学生の受入れに積極的

になることによる競争の激化は避けられなくなった。	 

010 年、韓国内に留学中の外国人学生は 8 万 3 千 842 人で、そのうち中国人留学生は 5 万

7 千 783 人であった（図 2）。中国人留学生は全体の 70％を占めている。	 

韓国における受入れ中国人留学生数の推移を図 3 に示す。順調に増加しているが、近年は

伸びが鈍化していることがわかる。教育科学技術部の速報によると 2011 年の韓国内受入れ

留学生数は 8 万 9 千 537 人、うち中国人留学生は 5 万 9 千 317 人となっていることから、

その傾向が続いていることが明らかである。	 
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図 2：韓国内受入れ留学生の出身国（2010）	 

韓国教育統計サービス教育統計年報（2010）をもとに作成	 

	 

	 

図 3：韓国内受入れ中国人留学生数の推移（2003～2010）	 

韓国教育統計サービス教育統計年報（2010）をもとに作成	 

	 

3.  韓国における地方自治体の留学生受入れ	 

	 

（1）	 韓国における地方自治体の留学生受入れの課題	 

韓国では、ヒト・モノ・カネが首都ソウルに集中しており、近年とみに地方の脆弱化が目

立っている。留学生の受入れにおいても成功している政策の恩恵を受けられていない状況

である。地方はますます停滞する経済、地元大学の競争力の低下、優秀人材の首都圏への

流出などの問題を抱えている。表 2 は、韓国の高等教育機関に在籍している正規留学生の
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地方自治体別分布及び留学の種類別人数を示したものである。2010 年、8 万 3 千 842 人の

受入れ留学生から語学研修生を除いた 6 万人の高等教育機関在籍留学生のうち、約 2 万人

がソウル特別市に留学している。韓国政府奨学生（国費留学生）、他国政府奨学生もソウル

に集中していることがわかる。	 

	 

表 2：地方自治体別韓国内高等教育機関在籍留学生数（2010 年）	 

	 

韓国教育科学技術部ウェブサイトより筆者作成	 

	 

（2）	 全羅北道の留学生受入れ	 

地方自治体の１つである全羅北道には地域に高等教育機関が 12 校あり、うち 1 校はサイ

バー大学、1 校は教育大学（教員養成系大学）、1 校は産業大学である。その 3 校を抜かし

た 9 大学（国立 2 校・私立 7 校）の 2011 年の学生定員の合計は 6 万 8 千 830 人である。ま

た、2010 年の高等教育機関正規留学生は 3 千 675 人であった（表 2）。	 

全羅北道では、少子化と人的資源の他地域への流出により、高等教育機関の存続が危ぶま

れている。他の地域に進学する大学生は 2010 年に 34.4％、2011 年に 34.9％と高い割合と

なっており、成績と経済状況さえ許せば他の地域への進学を希望するという者も多い。こ

の状態が続けば確実に地域内の大学の存続は難しくなり、地域の競争力低下の要因の一つ

になることが予想されている。2011 年、そのような状況の中で優秀な人材を確保し、地域

を活性化することを目指して全羅北道庁に「留学生誘致担当」という名称の部署を立ち上

げた。韓国内で初めて地方自治体独自の外国人留学生の受入れ・定着支援を開始したこと

になる。対象としては中国人留学生に重点を置くと明言している。具体的な取組みとして、

全羅北道庁と地域の高等教育機関、そして関連機関の留学生受入れ責任者で構成する「全
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北留学生誘致拡大協議会」を組織した。産‐官‐学の協力体制を構築し、地元大学へ積極

的に外国人留学生を受入れるため情報を共有している。ほかに、地元大学を対象に「外国

人留学生の受入れ・支援のための事業」を公募し、大学への財政的支援を開始した。	 

ただ、2011 年後半に発表された政府の「外国人留学生の受入れ管理能力認証制」と「外

国人留学生・語学研修生標準業務処理要領」は、全羅北道が思い描く留学生の積極的な受

入れの実現を困難にさせた。両制度について、自治体や地方大学の留学生関係者は、長期

的な観点からは留学生の質の向上のため必要な取組みであると受けとめている。しかし、

首都圏の大学に比べて受入れ条件が劣る地方大学にとって厳しい制度であり、苦しんでい

るというのが実情である。	 

	 

4.  日本への示唆	 

	 

グローバル人材の卵である留学生は世界ですでに 370 万人。2020 年には 600 万人を超え

るとの予測もある。留学生交流はすでに教育界だけの課題ではなく、世界の人材獲得競争

の一大関心事になっている（横田、2012）。留学生送り出し国であった韓国は、2000 年代

に入り積極的な受入れ政策「Study	 Korea	 Project」を進め、成功してきた。しかし日本と

異なり短期間で受入れ留学生が急増した韓国では、管理体制の弱さから、質の低下が問題

となっている。また、大統領によるトップダウン体制で政策が展開されているため地方の

実態にそぐわなかったり、地方では恩恵にあずかれなかったりするといった問題もある。

問題解決に向けて政府は留学生の質の向上を図る政策に乗り出し、地方では全羅北道や京

畿道といった自治体が独自の留学生受入れ・管理に取組み始めている。	 

留学生の受入れ先として、少子高齢化の進行の深刻さ・企業誘致の困難さ・雇用機会の貧

弱さなどで不利な立場の地方だが、物価の安さ・大学内住居の整備率の高さなど、首都圏

と比較して有利な面もある。地方自治体が舵をとって地元大学・地元企業と連携すること

で、地域に合わせた効果的な受入れ戦略が実施される可能性はあるだろう。全羅北道では、

2011 年後半に導入された政府による留学生の質の向上へ向けた新制度により現在は「危

機」的状況であるが、これまで各大学がそれぞれ対策を練っていたところを地域で団結し

て取組むことによって乗り越えようとしている。さらにはこのピンチをチャンスに変えた

いとしている。	 

日本における地方自治体の留学生受入れ・支援の取組みと比べると数歩遅れて開始された

韓国の地方自治体の取組みであるが、日本の地方大学が抱えるものと類似する問題をどの

ように解決していくのか。スタートしたばかりで成果・課題の評価は 2012 年度以降に実施

されるということだが、全羅北道庁の動向に注目したい。	 

	 

以上	 
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第 6 章	 地域ぐるみの留学生支援とその課題	 

‐オーストラリアとニュージーランドの事例から-	 

	 

橋本博子（モナシュ大学）	 

	 

1.  はじめに	 

	 

2010 年 12 月に開催された ISANA(International	 Education	 Association)の第 21 回国

際会議1では、‘Engaging	 with	 the	 wider	 community’（より広いコミュニティとの協働）

をテーマに、多くの事例が報告された。本章では、特に、教育機関が自治体などと協働で

取り組んでいる留学生支援、地域の様々な組織による留学生支援に関する報告に注目し、

その地域の人口学的、経済的状況や支援の詳細をさらに調べて紹介し、取組みの背景と課

題を考察する。	 

ISANA は、オーストラリアとニュージーランドの国際教育分野で、主に留学生受入れに

関するサービス、支援、教育、政策などに携わる専門家を代表する組織である。その目的

は、情報交換やネットワーク作りのための手段の提供、会員の研修や支援、国内外の関係

機関との連携などである2。1989年に留学生アドバイザーのネットワークとして設立され、

1999 年に ISANA となった。日本でもよく知られているアメリカの NAFSA	 (Association	 of	 

International	 Educators)3と同様に、国際教育に携わる会員に対し専門性を高める研修や

ネットワークづくりの機会を与えたり、国際教育を推進するための政策提言などを行った

りしているが、アメリカを中心に世界中から1万人近い会員を集めるNAFSAと違って、ISANA

は、オーストラリアとニュージーランドの地域性が強い。第 21 回大会のプログラム巻末に

ある参加者名簿によると、事前に参加登録をした 286 名の所属機関の内訳は、オーストラ

リア 264 名、ニュージーランド 17 名、日本 3 名、不明 2 名と圧倒的にオーストラリアから

の参加者が多かった。	 

ISANA 会員の職務は、留学生の福利厚生、マーケティング、入学者選考、研究、教育、

サービスなど多様であるが、筆者の参加した 2010 年および 2007 年の年次大会への参加者

は、大学などに所属し国際教育を研究テーマとする研究者より、留学生に日々接している

                                                   
1
	 ISANA	 21st	 International	 Conference,	 
http://www.cdesign.com.au/isana2010/	 (2011 年 1 月 19 日閲覧)	 
2	 ISANA,	 

http://www.isana.org.au/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=27	 

(2011 年 1 月 19 日閲覧)	 
3	 NAFSA,	 

http://www.nafsa.org/about.sec/organization_leadership/	 	 (2011 年 4 月 6 日閲覧)	 
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教育機関の教職員が多かった。発表やワークショップの内容を見ても、研究発表中心のい

わゆる学会とは様子が異なり、実践報告や実践のための調査報告が中心である。参加者の

多くは、ISANA や NAFSA の会議で定期的に会う顔なじみの同業者のようであった。そのた

めか、会議ではオーストラリアやニュージーランドで使われている業界用語や略語などが

注釈なしで頻繁に使用され、地域限定的な話題の議論が目立った。最新の政策動向や優れ

た実践を知る場、各地で類似した職務に就く職員の情報交換とネットワーク作りの場だと

言えよう4。	 

	 

2.  留学生の地域社会への関わりが重視される背景	 

	 

‘Engaging	 with	 the	 wider	 community’が 2010 年の大会テーマに選ばれた背景には、

順調に成長を続け、教育機関にも国家にも莫大な収入をもたらしてきた留学生の受入れ5に

影がさし、国や教育機関がいだいている留学生減少への危機感があると思われる。その原

因は、オーストラリアの留学生受入れをめぐる、近年の経済的、政治的、社会的な要因が

あるだろう。具体的には、留学生受入れ大国のアメリカやイギリスに比較して安かった授

業料や生活費が、豪ドル高6により高くなってきた。また、連邦政府の移民政策の変更によ

                                                   
4 オーストラリアやニュージーランドでは、文系の学会参加費でも 3 日間程度で約 500 ドル（4

万円強）と高いが、2010 年の ISANA 大会は、メルボルンの都心のホテルが会場で、半日のワー

クショップ参加費を加えると約 1000 ドルであった。参加費用にはホテルでの懇親会も含まれ

ており、ほとんどの参加者が懇親会にも出席し、ネットワークの場として機能していた。大

半の参加者は職場から公費で派遣されており、贅沢な環境での研修の場が与えられているこ

とが、留学生支援などに関わる現場の職員への動機づけにもなっているように思われる。	 
5	 オーストラリアにとっては留学生受入れを中心とする国際教育は、石炭、鉄鉱石に次ぐ第 3

の輸出産業で、2009～2010 年の 1 年間では約 191 億豪ドル（高等教育では約 106 億豪ドル）の

輸出収入をもたらした。大学など教育機関にとっても、留学生の支払う一般学生と比べては

るかに高い学費は、貴重な財源である。	 

Australian	 Education	 International	 (AEI),	 Export	 income	 to	 Australia	 from	 Education	 

Services	 in	 2009-2010,	 January	 2011,	 (2011 年 2 月 28 日閲覧)	 

http://www.aei.gov.au/AEI/PublicationsAndResearch/Snapshots/Default.htm	 

ニュージーランドでも留学生受入れを中心とする国際教育は、2007～2008年の1年間で国家に

約 23 億ニュージーランドドルの輸出収入をもたらした。	 

The	 economic	 impact	 of	 export	 education,	 a	 report	 jointly	 commissioned	 by	 Education	 New	 

Zealand	 and	 Ministry	 of	 Education,	 30	 June	 2008,	 

http://www.educationcounts.govt.nz/__data/assets/pdf_file/0007/35368/EconomicImpact

Report08.pdf	 (2011 年 4 月 20 日閲覧)	 

近年の留学生受入れにおける問題の顕在化は、豪州における現象であるが、留学生受入れが

重要な輸出産業である点はニュージーランドも同様で、留学生の安全や地域との関わりは共

通の問題として議論されていた。本稿では、ISANA の会議での扱いと同様に、特に両国を区別

せずに考察する。	 
6	 2006 年には 1豪ドルは約 0.75 米ドルであったが、2011 年の 1月～3月の平均値は、1豪ドル

は約 1 米ドルになっている。	 

OANDA,	 Average	 exchange	 rates,	 http://www.oanda.com/currency/average	 (2011 年 4 月 18
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り卒業後の移住を目的に留学先を選ぶ学生にとって、卒業後に移住しやすい留学先として

の魅力が減退した。さらに、留学生が被害者となった暴力事件などが関係国のメディアで

も大きく報道され、安全で住みやすい留学先との評判が傷ついている。	 

2010 年に発表された連邦政府の政策「オーストラリアの留学生戦略 2010～2014 年」7で

も、教育の質、健康と福祉、情報の質とアクセスなど、留学生受入れに関する様々な問題

が明らかになり、それらへの対応が必要だとされている。この政策は、オーストラリアが

質の高い国際教育を持続していくためには、連邦政府のみならず各州の政府も留学生の経

験に責任を持つという認識にもとづいている。学生の福祉、教育の質、消費者保護、より

よい情報の 4 つの行動分野別に具体策が明示されているが、学生の福祉としては、安全、

身体と心の健康とともに、地域との連携があげられている。そこでは、留学生は一般学生

との交流や地域との関わりを希望しているがその実現は難しいという認識から出発し、優

先地区のプロジェクトを経済的に支援すると言う。2010 年末の ISANA の大会テーマは、こ

の重点行動分野に沿ったものと言えよう。	 

	 

3.  オーストラリアとニュージーランドの事例	 

	 

	 ここでは、ISANA 大会で筆者が参加したワークショップや発表の中から、特に教育機関

と地域との連携に焦点をあてた取組みと、自治体の様々な組織が留学生の安全のために行

っている取組みについて、大会後に調べた情報などを加えて紹介する。	 

	 

（1）	 ワークショップ「コミュニティとの協働による、熟年留学生とその家族に

対する支援」(Using	 community	 engagement	 in	 providing	 pastoral	 care	 of	 mature	 

international	 students	 and	 their	 families)	 

	 ISANA の大会は 4 日間で、その 1 日目は、午前に 2 つと午後に 3 つの専門的能力向上の

ためのワークショップが並行して行われた。本大会のテーマと直接関係があるワークショ

ップは、筆者が参加したこのワークショップのみであった。ワークショップの企画・進行

役は、International	 Student	 Ministries	 of	 New	 Zealand	 (ISMNZ)8というキリスト教系

の留学生支援組織の担当者であった。ISMNZ は、教育機関や教会などと共にニュージーラ

ンドで学ぶ留学生の勉学面だけでなく生活面を広く支援している。約 20 名の出席者は、全

員がオーストラリアまたはニュージーランドの教育機関に所属し、留学生支援などに関わ

る職員が大半であった。ワークショップの目的は、地域との関わりを通じて熟年留学生と

その家族の支援を行うために、ワークショップ参加者間の情報交換を推進することにあり、

                                                                                                                                                     
日閲覧)	 
7	 Council	 of	 Australian	 Governments,	 International	 Students	 Strategy	 for	 Australia,	 

2010-2014.	 	 
8	 International	 Student	 Ministries	 of	 New	 Zealand,	 http://www.ism.org.nz/	 (2011 年 4

月 7 日閲覧)	 
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主催者からの情報提供というより、参加者同士の情報交換や意見交換が中心であった。企

画・進行役が、地域社会への関与と社会的統合に関する理論的なフレームワークを簡単に

紹介したが、あとは、各自が日々の職務のあり方を左右する教育機関の方針や国の政策を

振り返り、小グループで情報交換をし、さらに参加者全体に向けてグループでの話し合い

を報告するという流れを繰り返した。取り上げられたトピックは、留学生を取り巻く地域

社会にあるリソースや機会、教育機関や地域社会に求められる好ましい態度、そのために

必要な教育や訓練、留学生の同伴家族と地域社会との共通の関心事項、教育機関と地域社

会の橋渡しや支援グループの立ち上げ、効果的な情報伝達と情報の内容などであった。小

グループでの情報交換や討論では、できるだけ同じ地域の機関に属する参加者同士がグル

ープを作り、実際にその地域にあるリソースを検討するなど、非常に具体的、実践的な討

論が奨励された。グループによっては、同じ職場からの参加者同士で、実際にそこの支援

グループの立ち上げや発展に寄与した人の名前が実名であげられるなど、職場の会議的な

討論が行われていた。全体討論は、参加者同士が成功事例を共有し、経験豊かな企画・進

行役がアドバイスをするような場であった。	 

	 

（2）	 マッセイ大学とパーマストンノース（ニュージーランド）9	 

パーマストンノースは、北島の南、首都ウェリントンの北約 140 キロに位置する。2006 年

の国勢調査によると、人口は75,540人でニュージーランド全体の1.9％にすぎないが、2001

年の同調査と比較すると、4.9％増加しており、2006 年には全国 73 地区の 12 番目の人口

であった。年齢の中央値は 32.4 歳で、全人口の中央値 35.9 歳よりやや若い。パーマスト

ンノースの人口の 17.4％は海外生まれ（国全体では 22.9％）で、その中ではイギリス生ま

れが最も多い。回答者の 15.4％がニュージーランドの先住民族であるマオリだと申告して

いる。主な産業は、高等教育、健康サービス、研究などである。高等教育機関の中心はマ

ッセイ大学であるが、他にも、Universal	 College	 of	 Learning	 (UCOL)、	 International	 

Pacific	 College	 (IPC)、Te	 Wananga	 o	 Aotearoa などがある10。	 	 

                                                   
9	 Palmerston	 North	 City	 Council,	 http://www.pncc.govt.nz/	 (2011 年 1 月 19 日閲覧)	 

3.1.で紹介した ISMNZ もこのパーマストンノースにある。本文では国勢調査の人口をあげ

たが、本稿執筆時の推定人口は約 8 万人で、教育都市らしく 15 歳～29 歳人口の割合が国

全体に比べて高いと言う。	 

http://www.pncc.govt.nz/About/IntroToPalmerstonNorth/	 (2011 年 4 月 10 日閲覧)	 

	 
10	 UCOL では、看護、ホスピタリティ、写真、コンピュータなどのコースがある。IPC は、

1988 年当時、大学は国立大学しか存在しなかったニュージーランドに、日本との共同プロ

ジェクトで初めて設立が承認された私立の全寮制国際大学である。1990 年の第 1 期生 69

名は全員が日本人だったが、現在は日本人を中心に 20 カ国からの学生がいる。国際ビジネ

ス、国際関係、日本研究、英語などのコースがある。地元の学生はわずかで、ディプロマ・

コースで日本語を学んでいる。Te	 Wananga	 o	 Aoteroa では、マオリ文化との二文化環境で、

マオリ文化、社会福祉、ビジネスなどが学べる。	 

Education	 Providers	 in	 Palmerston	 North,	 Palmerston	 North	 City	 Council,	 
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	 ISANA の大会では、マッセイ大学の留学生支援オフィスの職員による「学生の街、パー

マストンノース‐留学生の経験」11と題された発表があった。小規模な農業専門学校とし

て 1928 年に 84 名の学生で始まったマッセイ大学パーマストンノース・キャンパスは、現

在では、ニュージーランドで唯一の獣医学部があり、航空学の学士号も取得できる総合大

学になっている。パーマストンノースは 2006 年に難民の定住地にもなった。今では、100

以上の異なる民族が住み、4000 人を超える留学生とともに文化的に多様な地域社会を構成

している。	 

パーマストンノース市は、マッセイ大学などの高等教育機関とともに市を学生の街とし

て発展させ、留学生とその家族に、地域社会との様々な交流の機会を提供してきた。市の

主催するイベントとしては、周辺地域から数千人が集まる、パフォーマンス・食・手工芸

の日をクライマックスとする、１週間にわたる多文化フェスティバル(Festival	 of	 

cultures12)、毎学期、中等・高等教育機関への新規留学生を対象に市長が主催する歓迎イ

ベント、Ethkick13と言われる多くの民族チームが参加するフットボールの試合、毎月行わ

れる女性だけのための水泳ナイト、2009 年に初めて行われた宗教的多様性を祝うイベント

などがある。	 

また、地域のロータリークラブなども大学などと協力して様々な活動を行ってきた。留

学生とその家族のためのクリスマス・パーティ（現在では、人数が多くなりすぎ、宗教が

多様になったために中止）、ロータリー会員家族が新規留学生を遠足に連れて行く活動、家

族ぐるみのピクニックなどがある。	 

地域に住む移民が多いからこそ、留学生の利用できる様々なサービスもある。例えば、

パーマストンノース市の図書館には、様々な言語の児童書があり、留学生の家族も利用で

きる。移民の就職や定住を支援する機関では、留学生の配偶者も、仕事探し、保育、保健

などの面で支援が受けられる。他にも、不動産賃借人組合では、家を借りる際の権利と義

務について無料で助言が受けられ、イスラム教センターではイスラム教徒に祈りの場が提

供されている。また、留学生支援組織では、家具や生活用品を留学生に無料で貸し出した

り、到着直後の一時滞在先を支援したりするなど、様々な組織がサービスを提供している。

                                                                                                                                                     
http://www.pncc.govt.nz/Learning/TertiaryEducation/Detail.aspx?id=563	 (2011 年 1

月 19 日閲覧)	 

IPC,	 http://www.ipc-nz.ac.jp/	 (2011 年 4 月 7 日閲覧)	 

	 
11	 Reilly,	 D.,	 Hooker,	 S.,	 and	 Benquet,	 N.,	 2010,	 Student	 city,	 Palmerston	 North:	 

The	 international	 student	 experience,	 paper	 presented	 at	 the	 ISANA	 21st	 International	 

Conference,	 30	 November	 ‒	 3	 December,	 Melbourne.	 

	 
12	 Festival	 of	 Cultures,	 http://foc.co.nz/	 (2011 年 1 月 19 日閲覧)	 

	 
13	 Ethkick	 2011,	 Festival	 of	 Cultures,	 

http://www.foc.co.nz/whats-on/ethkick-2011.html	 	 (2011 年 1 月 19 日閲覧)	 
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移住者の適応や就職を支援し、出会いの場を提供しているパーマストンノース・ボランテ

ィアセンターでは、地域社会の役に立ちたいと考えている留学生にはボランティアとして

の活動を奨励している。留学生を支援を受けるだけの側と位置づけず、地域社会に貢献で

きる機会を積極的に与えている点は重要であろう。	 

マッセイ大学には、留学生支援オフィスの職員が留学生とともに運営する「大学院留学

生および熟年留学生クラブ」があり、ニュースレターを定期的に発行し、大学や地域での

様々な活動を宣伝したり、家族ぐるみで参加できるイベントを企画したりしている。中古

家具の販売など、留学生の生活や住居問題の支援もしている。	 

この発表では、留学生の質の高い経験は、留学生を歓迎する地域の人々の友好的な姿勢

に負うところが多いこと、教育機関の留学生支援担当者に求められるのは、留学生と地域

とのつながりを作っていくことだと強調されていた。具体的な仕事としては、オリエンテ

ーション（留学生を地域社会の様々なグループに紹介する）、対話（地域社会と連絡を取り

合い、地域のグループに参加する）、連携（地域社会にあるリソースを知る）、関係づくり

（地域社会との意思疎通を図り、留学生に地域のサービスをできるだけ紹介する）、実施（留

学生や地域のグループがイベントを計画し実施するのを支援する）、当事者の声を聞くこと

（留学生のニーズを知り、地域に伝える）が重要だとまとめられた。	 

	 人口 8 万人弱の地方の小都市で、他に大きな産業もないパーマストンノースでは、市を

学生の街と位置づけ、教育機関と連携しながら、様々なグループが留学生を支援している。

近年増加している文化的に多様な背景を持つ移民を対象としたサービスが、そのまま留学

生やその家族の支援にもなっている点は、限られた経済的・人的リソースを効果的に使う

ためにも注目に値すると思う。	 

	 

（3）	 ウーロンゴン大学とウーロンゴン（ニューサウスウェールズ州）	 

ウーロンゴンは、シドニーの南約 80 キロの海岸沿いにある人口約 20 万人の都市でイラ

ワラ地区に属し、州内では 3 番目、オーストラリアでは 10 番目の都市である。主要産業は

農業、漁業、石炭産業、鉄鋼業などである。主な高等教育機関はウーロンゴン大学だが、

Illawarra	 Institute	 (専門学校)などもある。1951 年設立のウーロンゴン大学14は、学生

総数 26,008 人	 (2009)であり、その内、オーストラリアで学ぶ留学生が 6,013 人、海外キ

ャンパスなどで学ぶ学生が 4,446 人である。キャンパスは、ウーロンゴンのメインキャン

パス以外に、州内数箇所とアラブ首長国連邦のドバイにある。	 

ISANA の大会	 では、ウーロンゴン大学の学生支援オフィスの職員により、‘Welcome	 to	 

Wollongong:	 3	 times	 lucky	 or	 sheer	 determinataion?’15と題された発表があった。

                                                   
14	 University	 of	 Wollongong,	 http://www.uow.edu.au/about/keystatistics/index.html	 

(2011 年 3 月 3 日閲覧)	 
15	 Schmelitschek,	 V.,	 and	 Zaccagnini,	 M.,	 2010,	 Welcome	 to	 Wollongong:	 3	 times	 lucky	 or	 

sheer	 determination?,	 paper	 presented	 at	 the	 ISANA	 21st	 International	 Conference,	 30	 

November	 ‒	 3	 December,	 Melbourne.	 
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‘Welcome	 to	 Wollongong	 (W2W)’は、留学生と地域社会のよりよい関係を推進するための

地域の活動で、ウーロンゴンおよびイラワラ地域への、留学生の文化的・経済的・社会的

貢献についての認識を広めるのが目的である。教育機関、役所、一般学生、留学生、地域

住民、ビジネスなどの協力で、留学当初から地域ぐるみで歓迎されていると留学生に感じ

てもらい、留学生の孤独の問題を軽減したいと言う。W2W は 2010 年で 3 年目になり、①市

主催の留学生歓迎会、②フェスティバル、③ウェブサイトという、相互に関連した３つが

主な取組みである。①は、毎年、参加者の反応を見ながら、会場、スピーチの数、総時間

などに、工夫と改善を重ねていて、大学生だけでなく、専門学校や高校などへの留学生も

参加している。②は、音楽やダンスなどのパフォーマンスに、地域社会や教育関連の情報

ブースを加えて、①のフォーマルなイベントにお祭り的な要素を加えている。③は、留学

生のための地域情報ウェブサイトで、広告スペースを有料で提供したり、作成したロゴを

事業推進のために利用したりして、今後は、②の財源として期待されている。	 

この取組みの効果として、地域社会の留学生に対する認知度は向上してはきているもの

の、まだ改善の余地があると言う。留学生がいかに地域経済に貢献しているかが、まだ十

分には認識されておらず、連邦政府のビザ発給用件の変更や世界経済危機、留学生獲得競

争の激化などによって留学生が減ると、地域のビジネスが打撃を受けるという危機感があ

まりないと発表者らは憂慮している。	 

今後の課題としては、一般学生の参加の推進があげられた。これまでにも、イベントに

一般学生を参加させるために様々な工夫がなされている。例えば、各学生寮に住む上級生

を委員会に取込み、大学キャンパスや寮におけるフェスティバルの広報に責任を持たせる、

そのために T シャツやギフト券など動機づけになるものを用意する、寮から会場まで無料

のシャトルバスを出すなどして、一般学生を使って留学生にイベント会場に足を運ばせる

工夫をしている。また、大学のクラブやサークル、他のボランティアプログラムも巻き込

んでいる。Ｔシャツ配布、無料バーベキューなどの動機づけを用意して、新２年生の先輩

留学生もボランティアに採用している。ちなみに 2010 年は、留学生と一般学生のボランテ

ィアは合わせて 25 名で、600 人の学生がフェスティバルに参加した。	 

発足当初は、教育機関のイベントと見られ、留学生の貢献度を理解していないビジネス

や地域社会を巻き込むのは容易ではなかったと言う。その後、作業部会	 (The	 Welcome	 to	 

Wollongong	 Community	 Working	 Group)を作り、大学、専門学校、教育省、市役所、地域社

会の様々な組織や留学生の代表など、多様なメンバーがイベントの準備や実施にあたって

きた。現在は、執行委員会、イベント委員会、その下に歓迎会とフェスティバルを担当す

る 2 つの小委員会など、組織化を進めている。また、広く関心のある人々に W2W 準会員と

してニュースレターなどで情報提供している。	 

運営上の課題としては、資金不足と人手不足があげられた。イベント前になると非常勤

のコーディネータを雇ってはいるが、資金不足から短期間、短時間しか雇えず、委員の負

担が大きいと言う。毎年、資金獲得のために、自治体の助成金を申請したり、大学からの
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補助を申請したりしてきたが、より安定した資金獲得のための取組みも始まっている。2009

年には、留学生の地域内での購買行動（好きな店、サービスなど）をオンラインアンケー

トで調べ、その結果を地域のビジネスからの資金集めに役立てた。2010 年のイベントのた

めには、150 ドルから 2000 ドルまでのスポンサーパッケージを用意し、小口のスポンサー

も集めやすくした。さらに、2011 年のイベントに向けて、コーディネータがスポンサーを

多く獲得した場合の特別報酬もつけ、「W2W 友の会」(Friends	 of	 W2W)キャンペーンとして

準備している16。	 

資金の必要な大がかりなイベントを持続的に発展させていくのは容易ではないが、この

取組みでは、資金集めに様々な工夫がされている。地域社会やビジネスに対する留学生の

経済的貢献度を周知させてそこから資金を集めることで、ボランティアで関わる委員の負

担だけに頼らず、専門のコーディネータを雇用し、成功していると言えそうである。また、

ボランティア学生へのギフト券配布、資金集めの成果に応じたコーディネータへの報酬な

ど、様々な経済的動機づけが用意されているのも興味深い。日本の場合は、留学生の地域

経済への貢献がより間接的で、その利益を持続的に確保するために地域のビジネス界が留

学生を支援するという発想はなじみにくいかもしれない。しかし、一部の人々の善意や献

身に頼るだけではなく、留学生を対象に調査をしたり、その結果を関係者に還元したりし

ながら、お互いの利益になる持続可能なシステムを作りあげている点は重要であろう。	 

	 

（4）	 モナシュ大学とギプスランド（ビクトリア州）	 

最後に、本章で紹介する中では一番小さな街の事例、いわゆる田舎のキャンパスと地域

での取組みを紹介する。モナシュ大学は、オーストラリア最大の総合大学で、学生数は、

州内 6 キャンパスとマレーシア、南アフリカの 2 つの海外キャンパスを合わせて約 59.000

人である17。ギプスランドキャンパスは、モナシュ大学では最も都市部から離れたキャン

パスで、メルボルンの東、約 160 キロの街チャーチルにあり、メルボルンからは高速道路

を使って約 2 時間かかる。チャーチルは人口約 5,000 人の小さな街で、1960 年代に発電所

のサービスセンターとして建設された。	 

ギプスランドキャンパスで学ぶ学生は 2,000 人強（留学生は約 270 人）、それ以外にオ

ンラインコースなどキャンパス外で学ぶ学生が 2,350 人、教職員が 400 人近くいる18。実

際にキャンパスに通って学ぶ学生数は少ないが、文系・理系合わせて 8 学部および大学院

レベルの様々なコースが提供されている。キャンパスを紹介するウェブサイト19では、自

                                                   
16	 Welcome	 to	 Wollongong,	 http://unicentre.uow.edu.au/w2w/index.htm	 (2011 年 3 月 3 日閲

覧)	 
17	 Pocket	 statistics	 2010,	 Monash	 University,	 

http://opq.monash.edu.au/us/summary/pocketstats-2010.pdf	 (2011 年 4 月 10 日閲覧)	 
18	 Gippsland	 Campus,	 Monash	 University,	 

http://www.gippsland.monash.edu.au/campus/overview.html	 (2011 年 4 月 10 日閲覧)	 
19	 http://www.gippsland.monash.edu.au/campus/livingingippsland.html	 (2011 年 4 月 10 日

閲覧)	 
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然に恵まれた、観光客にも人気のある素晴らしい環境で、都会生活のようなストレスがな

い生活が楽しめるなど、田舎ならではの利点がアピールされている。	 

発表者は、ギプスランドキャンパスで働く職員で、田舎のキャンパスにおける地域社会

との連携、異文化間交流の事例を報告した。都市部出身の留学生にとって、田舎の環境に

留学することは、単に外国に留学する以上の適応が必要だとの認識にもとづき、様々な支

援をしている20。留学生の経験をよりよいものにするためのプログラムとその仕組み作り

としては、例えば、留学生と地域社会をつなぐ	 ‘International	 Students	 Friendship	 

Program’	 (留学生友の会)	 があり、ボランティア 20 家族と 40 名弱の学生が留学生と交流

をしている。また、「日本の日」「中国フェスティバル」などの文化的なイベントや留学生

歓迎会を地域の役所と共催したり、初めて自炊する留学生のために近所の教育機関と連携

して料理教室を共催したりしている。新入留学生に対しては、まず地域について知っても

らうために、歩いて地域の店や施設を訪れたり、ボランティア学生と共に公共のバスで地

域内を巡るツアーなど、ギプスランドでの生活を始めるための支援をしている。大都市か

ら離れた人口の少ない田舎であり、キャンパス内の家具つき学生寮に住む学生が多く、こ

の点はモナシュ大学の他のキャンパスや都市圏にある多くの大学とは異なる。2011 年 3 月

現在、363 人分のキャンパス内宿舎があり、4 月にはさらに 50 人分が完成予定である21。	 

また、これは地域社会との連携活動ではないが、発表で紹介された、‘M-Power	 Game’

という新入生のオリエンテーションで実施しているグループ活動は、参加者の関心を集め、

発表終了後も質疑応答や情報交換が続いていた。これは、勉学面、生活面、そして文化面

で必要な知識や情報を、講義などの形で学生に一方的に与えるのではなく、架空の場面を

想定し問題解決型ゲームにグループで取り組ませる 90 分程度の活動である。グループは、

友人作りのきっかけにもなるよう無作為に作られる。オーストラリアの大学で求められる

学習方法、教師と学生の関係、不正行為やセクハラなど、学生が在学中に直面しうる問題

に気づかせ、必要な時に学生自身が対処できる力をつけるのが目的である。ゲームの後に

は、それに関連した様々な問題や対処法を紹介し、新入生が自信を持って大学生活が始め

られるようにまとめの活動を行う。	 

	 2,000 人強の学生と約 400 人の教職員をもつ大学が、人口約 5,000 人の街にあるという

ことは、地域社会の人口構成や雇用などにも大きな影響を与えている。2006 年の国勢調査

22によると、チャーチルの人口の内、大半の大学生が含まれる 15 歳から 24 歳人口は 20.8％	 

(全国値は 13.6％)を占め、年齢の中央値は 32 歳	 (全国値は 37 歳)	 と若者が多くなってい

                                                   
20	 International	 Newsletter,	 July	 2010,	 

https://blogs.monash.edu/international/2010/07/page/2/	 (2011 年 1 月 20 日閲覧)	 
21	 http://www.gippsland.monash.edu.au/media/news2011/2011011.html	 (2011 年 4 月 10 日閲

覧)	 
22	 2006	 Census	 QuickStats,	 Australian	 Bureau	 of	 Statistics,	 

http://www.censusdata.abs.gov.au/ABSNavigation/prenav/LocationSearch?collection=Cen

sus&period=2006&areacode=SSC25347&producttype=QuickStats&breadcrumb=PL&action=401	 

(2011 年 4 月 11 日閲覧)	 
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る。また、チャーチル在住の 15 歳以上の人を最も多く雇用している主要産業は、高等教育

（5.2％、全国値は 1.8％)であり、この街の経済にとっても、大学の果たす役割が大きい

ことがわかる。	 

	 

（5）	 留学生の安全確保のための取組み（ビクトリア州メルボルン）	 

	 2010 年の ISANA の大会では、ワークショップ、基調講演、発表以外に、コミュニティパ

ネル、ヘルスパネル、学生パネルという 3 つのパネルセッションがあった。近年、留学生

が被害者となった暴力事件の発生などによって傷ついた、「安全な留学先」としてのオース

トラリアの評判を回復するために、様々な組織が対策を講じているようだ。ここでは、コ

ミュニティパネルで報告された、消防、警察、人命救助会、救世軍、市役所、プロのフッ

トボールリーグ、教会関係といった各組織による独自の取組みや教育機関との連携につい

て紹介し、その後、筆者が調べたことを加えて、メルボルンにおける留学生の安全確保の

ための取組みについてまとめる。	 

メルボルン消防隊は、火災時の安全確保について留学生に効果的にメッセージを伝える

ために様々な取組みをしている。例えば、ビクトリア大学が、2009 年の 6 月にインドの主

要 5 都市を訪れ、留学に出発する直前の学生を対象に各地で説明会を開催した際には、大

学によるオーストラリアの社会や文化、勉学上のアドバイスに加えて、同行したメルボル

ン消防隊員とビクトリア警察多文化間連絡課の警察官が、公共交通機関利用時や火災時お

よび街での安全確保について説明した23。また、ビクトリア大学とメルボルン消防隊が留

学生を対象に制作した火災時の安全確保に関するビデオは24、ネット上でも公開されてい

る。	 

ビクトリア州警察の発表者は、特に過去 3 年ほどの間に留学生の安全が重要な問題にな

っているとの認識を示した。警察では、「ビクトリア州の学生の安全」というちらしを作

って、場面別（運転中、自宅で、道で、現金自動引出し機操作中、大学で、公共交通機関

でなど）に安全上注意すべき点を具体的にわかりやすく説明している25。ちらしには留学

生のためとの記述は特にないが、使われている写真や注意事項の内容から、実際の対象は

留学生だと思われる。	 

留学生が犠牲になった水難事故をきっかけにその学生の家族が設立したある財団は、

Box	 Hill	 Institute という専門学校やビクトリア州人命救助会と協力して、留学生が無料

                                                   
23	 Victoria	 University,	 Police,	 fire	 brigade,	 spread	 student	 safety	 message	 to	 India,	 

26	 May	 2009,	 

http://www.vu.edu.au/media/media-releases/police-fire-brigade-spread-student-safety

-message-to-india	 (2011 年 4 月 12 日閲覧)	 
24	 Metropolitan	 Fire	 Brigade	 Melbourne,	 

http://wn.com/Metropolitan_Fire_Brigade_(Melbourne)	 (2011 年 4 月 12 日閲覧)	 
25	 Student	 Safety	 in	 Victoria	 Brochure	 2011,	 Victoria	 Police,	 	 

http://www.police.vic.gov.au/content.asp?a=internetBridgingPage&Media_ID=57109	 	 

(2011 年 4 月 12 日閲覧)	 
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で救命訓練や水泳の訓練が受けられるコースを提供している26。留学前には海を見たこと

もなかった留学生、泳げない留学生も珍しくないが、そのような学生が水の事故の犠牲に

ならないようにとの思いから始まった取組みである。	 

救世軍は、夜間でも安全な環境でリラックスできる非営利目的の場を留学生に提供する

とともに、留学生同士や地元の若者との交流を推進する目的で、2009 年 7 月にメルボルン

の都心に‘the	 couch（長椅子）’いう留学生のためのセンターを設立した。実費のみの負

担で安い食事を提供したり、住居や雇用、法的支援などに関する情報を提供したり、留学

生の参加できる様々な活動を実施したりしている27。都心には、留学生を対象に建設され

た、ベッドと机が備わったのワンルームマンションのような住居に住む留学生が多い。建

物内での安全は確保されていても、共有スペースがほとんどないため、夜の社交の場は、

あまり安全とは言えない繁華街のショッピングセンターなどに求めがちである28。都心に

住む留学生のこのような特異な住環境を考えると、単なる集いの「場」ではなく留学生支

援の機能も兼ね備えた安全な場所の提供は、若者支援の豊富な経験と実績を持つ救世軍の

ような組織ならではの取組みと言えよう。	 

メルボルン市は、市長が主催する年 2 回の留学生歓迎イベントや「留学生親善大使プロ

グラム」について、留学生・若者プロジェクト担当者が紹介した。後者では、訓練を受け

たボランティアの留学生が、赤いユニフォームを着て、メルボルンの都心で国内外から訪

れた多様な訪問者らの質問に答えている。留学生に地域社会との関わりを奨励し、そのた

めの訓練の機会を与えているのである29。	 

その他、オーストラリア・フットボールリーグの多文化プログラム担当者がそのプログ

ラムについて、また、教会関係者が留学生の心のケアと地域社会とのつながりのために行

っている実践について報告した。報告者が多く、各報告は 10 分程度の短いものであったが、

メルボルンの様々な組織が留学生の安全確保のための取組みを始めていることがわかった。	 

数年前にメルボルン近郊で留学生が被害者となった暴力事件が起こったが、当初、警察

や政治家は、このような事件は留学生を狙ったものでも人種差別でもなく、日和見的な犯

                                                   
26	 Indian	 student	 helping	 to	 save	 lives,	 Box	 Hill	 Institute,	 1	 February	 2010,	 

http://www.bhtafe.edu.au/news/Pages/indian-student-saving-lives.aspx	 	 (2011 年 4 月 12

日閲覧)	 
27	 The	 couch:	 International	 student	 centre,	 The	 Salvation	 Army,	 	 

http://www.salvationarmy.org.au/the-couch.html	 (2011 年 4 月 12 日閲覧)	 
28 Fincher,	 R.,	 2010,	 Internationalisation	 and	 the	 shaping	 of	 student	 lives	 in	 the	 city,	 
paper	 presented	 at	 the	 ISANA	 21st	 International	 Conference,	 30	 November	 ‒	 3	 December,	 

Melbourne. 
29	 Council	 of	 Australian	 Postgraduate	 Associations	 Incorporated,	 	 

http://www.capa.edu.au/links/city-melbourne-international-student-programs	 (2011 年 4

月 12 日閲覧)。このサイトでは、メルボルン空港に到着した留学生を歓迎するために設置され

たブース、オーストラリアンルールのフットボールを通して留学生が地域社会とより深くか

かわるための GloBALL というプログラムなど、留学生のための様々なプログラムが紹介されて

いる。	 
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罪であるとメディアなどで強調していた。夜遅くまで都心でアルバイトをし、乗客の少な

い電車に乗り、駅から徒歩でひとりで人気のない道を帰宅するため、また、コンピュータ

やスマートフォーンなど高価な物を持っているために狙われるのだと注意を呼び掛けてい

た。その後も特に南アジア系の留学生が相次いで暴力事件の被害者となり、留学生の母国

の政治家や外交官からの異議申し立てや、母国のメディアでの「オーストラリアは安全な

留学先ではない、人種差別の国だ」といった、時には扇動的な報道もあった。現在では、

当初のように問題の存在を否定するのではなく、問題の存在を認めた上で、様々な機関が

その対策に乗り出してきたといえそうである。	 

	 

4.  おわりに	 

	 

以上、ISANA の 2010 年末の会議での報告を糸口として、オーストラリアとニュージーラ

ンドの教育機関と自治体や地域の様々な組織の協働による留学生支援の取組み、または地

域における様々な組織による独自の取組みについて考察した。前者の事例として紹介した

のは、シドニーやメルボルンのような大都市ではなく、人口約 20 万人のウーロンゴン、約

8 万人のパーマストンノース、約 5 千人のチャーチルである。留学生が比較的狭い地域に

集住していること、地域の産業としても大学の存在が大きいことなど、大都市と違って、

地域にとっての留学生受入れの恩恵が見えやすく、地域社会と留学生が交流しやすい環境

がより整っているように思われる。オーストラリアもニュージーランドも、人口密度の高

いアジアの都市圏からの留学生が多い。そのような都市部から、両国の人口密度の低い小

都市や田舎町への留学は、言語的、文化的に異なる環境と言うだけではなく、田舎での生

活への適応も求められる。そのような支援は、教育機関が行うよりも、地域住民との交流

や地域社会との関わりの中で行うのが望ましいだろう。	 

前述のように、オーストラリアやニュージーランドの留学生受入れは経済的利益と直結

している。順調な伸びを続けてきた留学生の受入れに影がさし、留学生が減れば、教育機

関も地域社会も経済的な損失を免れない。経済的なインパクトが大きいだけに、いったん

危機感が生まれると、被害対策のための対応は迅速で、様々な組織が協力しやすいようで

ある。	 

グローバル化と新興国における豊かな層の増加により、国境を越えた学生の移動はます

ます活発になっている。多くの国々も教育機関も留学生獲得競争に乗り出している。学生

の留学先の選択を左右するのは、受入れ教育機関の教育の質だけではないだろう。為替相

場のように教育機関や地域社会ではどうしようもない要因もあるが、留学経験を満足なも

のにするための地域をあげての支援や教育機関との協働など、地域社会で取組める課題も

多い。	 

ISANA の発表者や参加者の多くは、留学生支援の現場で働く実践者である。教育機関や

地域の取組みには、近年の危機感への対応としてではなく、留学生のためを思って長く地
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道に取り組まれてきた活動もあるだろう。しかし、問題の顕在化と危機感は、より広範囲

における協力や取組みに対する経済的な支援を求めやすい環境を生んでいるのではないか

と思う。留学生獲得を経済一辺倒のみかたでとらえるのではなく、現在の躓きを活かし、

留学生の教育と生活の質向上の機会とし、そのための仕組み作りをしていくならば、長い

目で見て、オーストラリアやニュージーランドが、より魅力的な留学先としてさらに発展

する可能性もあるだろう。	 
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第 8 章	 地方留学の利点と課題	 

‐大分，秋田，鳥取の留学生の交流状況と意識に関する調査の横断的比較

から‐	 

 

佐藤由利子（東京工業大学） 
 

１．	 はじめに	 

	 

既に第 1 章で分析したように、英語圏の南オーストラリア州（オーストラリア）では留

学生がもたらす外貨増大を主な目的として自治体と大学が協働で留学生誘致を行うのに対

し，非英語圏で外国人口比率の低い日本では，留学生による教育・地域・企業の国際化へ

期待が強い。また、同じ日本の中でも、福岡，広島など経済活動が活発な県では地場産業

の国際展開力強化のための人材として留学生受入れを促進する傾向があるのに対し（「人材

獲得アプローチ」），大分や秋田といった，県内総生産が小さく高齢化が進む県では，教育

や地域の国際化を期待して留学生受入れを行う傾向が見られる（「国際化アプローチ」）。	 

本稿では，第 2 次，第 3 次産業の規模が比較的小さく，過疎化・高齢化が進み，国際化

アプローチが強いと考えられる県の内，国際的教育を行う私立大学誘致により留学生を増

加している大分県，国際的教育を行う公立大学設立により交換留学生が増加した秋田県，

国立大学を中心に留学生を受入れている鳥取県を対象として，関係者への聞取りや留学生

へのオンライン調査に基づき，留学生の交流状況と地域への意識について分析し，地方留

学の利点や課題について考察する。本稿の構成としては，第 2 節で大分，秋田，鳥取にお

ける留学生受入れ状況と取組みを紹介し，第 3 節において，留学生へのオンライン調査等

に基づき，3 地域における留学生の地域住民との交流状況や意識及び提案を分析する。最

後の第 4 節においては，それまでの分析結果に基づき，過疎化高齢化が進む地域における

留学生受入れの意義と課題について考察する。 
	 

２．	 大分，秋田，鳥取における留学生受入れ・支援の取組み	 

	 

（1）	 3 県の留学生受入れ状況と人口・経済指標	 

表 1 は，大分，秋田，鳥取の 3 県における留学生受入れ状況と人口・経済指標を示し

ている。3 県共，全都道府県の中で，県内総生産は比較的小さく，65 歳以上の老年人口

比率も高い。特に秋田県は，老年人口比率が 29.5％と全国で最も高く，人口の減少率も

全国で最も大きい。	 

2010 年の留学生数は，大分県が，次項で述べる APU 誘致後の取組みにより 4,198 人と

ずば抜けて多く，留学生人口比率は 0.35％と全国一位である。外国人口比率は全国平均
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の 6 割足らずであるが，在住外国人の約半数が留学生である。秋田県では，後述する国

際教養大学設立などにより，2003 年から 2010 年までの留学生数は 2.68 倍と，全国で最

も増加率が高いが，留学生数自体は 351 人と多くはなく，留学生人口比率も 0.03％と，

全国平均の三分の一程度にとどまっている。外国人口比率は 0.31％と青森県に次いで全

国で 2 番目に低く，外国人に占める留学生の割合は 8.6％である。なお，技能実習生の占

める割合は 13.4％である（法務省,	 2010）。	 

大分県 秋田県 鳥取県 全国

留学生数　（2010） 4,198人 351人 202人 141,774人

2003年～2010年の留
学生数の変化

1.80倍 2.68倍 0.93倍 1.29

留学生人口比率 0.35% 0.03% 0.03% 0.11%

外国人口比率　（2010） 0.74% 0.31% 0.61% 1.29%

老年人口比率　（2010） 26.5% 29.5% 26.1% 22.8%

人口　（2010） 120万人 109万人 59万人 1億2809万人

2005～2010年の人口
の増減率

-1.1% -5.2% -3.0% 0.2%

県内総生産と全国シェ
ア(2008)

4.47兆円
（0.89％)

3.66兆円
(0.72%）

1.99兆円
(0.39%)

505兆円

出典：日本学生支援機構（2011）及び総務省統計局（2010）に基づき筆者作成。

表１　大分，秋田，鳥取県の留学生受入れ状況と人口・経済指標

	 

また，国立大学を中心とする取組み（後述）を行っている鳥取県の留学生数は 202 人

と，宮崎県，高知県に次いで全国で 3 番目に少なく，2003 年以降 7％減少している。留

学生人口比率は秋田県と同じ 0.03％であり，外国人口比率は秋田県より高い 0.61％であ

る。県内外国人に留学生の占める割合は 5％であるのに対し，技能実習生の占める割合は

19％と相対的に高い（法務省, 2010）。	 

3 県共，過疎化高齢化が進み，外国人口比率が低い地域であり，若い留学生は，これら

地域の国際化，活性化の重要なリソースであることがわかる。国際教育を看板に掲げる

大学の誘致や設立を行った大分県や秋田県では留学生数の増加が見られるのに対し，国

立大学を中心とする取組みの鳥取県では留学生が減少しており，地方において留学生を

増加する難しさを示唆している。	 

	 

（2）	 大分県の取組み	 

大分県では，平松守彦知事（1979-1999 年）が「アジア・太平洋のリーダーを育てる」

という構想に基づき大学誘致を行い，2000 年に立命館アジア太平洋大学(APU)が別府市に

設立された。APU は，学生の 50％が留学生，外国籍教員 50％，50 カ国以上からの留学生と

いう 3 目標を掲げて開学し，日英 2 言語による授業と異文化交流による国際的教育を特色
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としている。APU 設立を契機として，別府市の留学生数は 1998 年の 118 名から 2009 年に

は 3,384 名へと 29 倍に増加し，12.7 万人の市人口の留学生比率も 2.7％と全国 1 位となっ

た。また，大分県でも同期間に留学生数が 14 倍に増加した。これは，APU 設立に加え，県

内の他大学でも，留学生の増加が見られたことによる。	 

増加する留学生を産官学が共同で支援することを目的として，2003 年に大分県留学生関

連施策協議会が結成され，2004 年には NPO 法人「大学コンソーシアムおおいた」（以下「大

学コンソ」と略称）が設立された。この背景には，APU 誘致を始めとした国際教育政策を，

知事交替後も，財政負担が小さい形で継続しようとする県の意向があり，初代事務局長は

県からの出向者が務めた。会員は，県下 8 つの高等教育機関からなる大学会員と県，別府

市，商工会議所連合会，経済同友会を含む一般会員及び賛助会員によって構成され，大学

及び一般会員から選ばれた理事が中心に運営を行っている。主な活動は，留学生の生活支

援（住宅賃貸の連帯保証，生活資金貸付，中古品提供等），交流と地域活動支援（学校での

国際理解授業，市民向け外国語教室・料理教室，県下自治体等への留学生の派遣等），就職

支援（企業関係者との交流会，ビジネス日本語能力テスト受験料助成等）である。大学コ

ンソが運営する人材情報バンク「アクティブネット」には，地域の留学生の約 6 割と企業，

個人事業主，団体，学校等が登録し，登録団体からの要望（通訳・翻訳，行事手伝いなど）

に応える形で，留学生の地域活動の機会を増やし，インターンシップや就職につなげてい

る。	 

大分県・別府市（2010）による APU 誘致効果に関する調査では，APU による経済効果を

年間 212 億円，雇用誘発効果を 1,358 人と算出し，APU の学生・教職員 6,862 人は別府市

の人口減少を緩和し，20～24 歳の若者人口割合を押上げたと分析している。県民 1,167 人

への意識調査では，回答者の 85％が APU は別府の国際化に寄与し，77％が別府の活性化に

寄与したと回答し，住民の多くが APU 設立による変化を肯定的に捉える傾向が読み取れる。

APU 関係者によると，世界から優秀な留学生を獲得するため，運営費の 2 割を使い，95％
の留学生に 20～100％の授業料免除を行い，他方，日本人学生からは年間約 130 万円の授

業料（文系大学最高水準）を徴収している。留学生が国際的教育環境を支え，この環境に

惹かれて学ぶ日本人学生の学費が，APU の経営を支えている。 
大分県（2011）の「大分県海外戦略」は「アジアの活力を取り込む」（企業の海外展開

支援，県産品の輸出拡大，観光客増大等による地場産業の活性化）と「アジアの人材を取

り込む」（国際化する地場産業に必要なアジアの人材の雇用と定着促進）を 2 つの柱として

おり，留学生を強みとして活かし，特にアジアとのパイプを太くすることにより，経済の

活性化を図る計画である。大分県で就職した留学生は，2003 年に 2 名だったが，2010 年に

は 52 名に増加している。また，県は，月 2 万 1 千円の奨学金を 120 人の留学生に支給し

ている。	 

	 

（3）	 秋田県の取組み	 
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秋田県庁関係者によると，同県の一般旅券発行数，海外渡航者数は長く全国最下位で，

交通アクセスの悪さもあり，国際化に立ち遅れた地域であった。このような状況の打開策

として，1998 年，寺田典城知事（1997-2009 年）が，閉鎖するミネソタ州立大学秋田校跡

地を買い取り，国際系県立大学を設立することを目的として，秋田県高等教育推進懇談会

を設置する。2001 年には，大学設立準備予算案が県議会で否決されるなどの紆余曲折があ

ったが，寺田氏再選後の 2002 年，関連予算が県議会で承認され，2004 年に公立大学法人

国際教養大学(AIU)を開学した。国際教養教育を教学理念として掲げる AIU では全学生に交

換留学機会を提供しているが，この制度は，海外協定校からの交換留学生受入れが前提と

なっており，AIU は，年間の派遣学生数（172 名）とほぼ同数の交換留学生を受入れ，最近

は正規課程へ入学する留学生も漸増している。	 

県は第 4 期（2000 年度～2009 年度）の基本目標の 1 つに「グローバル化社会に対応し

た人材の養成」を掲げ，AIU に対し年間約 10 億円の支援を行ってきたが，2009 年 4 月に

知事が交代したことを契機として経営自立化が模索され始め，授業料（国立大学法人と同

額の年間 53 万円）が，2012 年度より 3 割値上げされた。2011 年に発表された「あきた

国際化戦略」には，「国際理解の推進と多文化共生社会の構築」が 4 つの戦略の冒頭に掲

げられ，「留学生の受入れ拡大と地域交流の展開」が戦略の 4 つの柱の 1 つとなり，2013
年までに留学生数を 450 名に増やす目標が掲げられている。	 

AIU の留学生の多くは，日本人学生と共にキャンパスに隣接した寮で生活をしているが，

キャンパスが秋田市中心街から離れているため，留学生が地元の人々と接する機会はさほ

ど多くない。これを補う形で，AIU（担当：企画課地域交流チーム）は県内 4 つの自治体（山

本郡八峰町，大仙市，男鹿市，由利本荘市）と協定を結び，留学生を国際理解授業や国際

交流の担い手として送り出している。また，AIU 地域環境研究センターが文化庁の助成を

受けて実施した「ブンカ DE ゲンキプロジェクト」では，留学生が地元雄和町の「やまはげ」

や「大正寺おけさ」に参加した。留学生がこのような伝統芸能に興味を示したことは，担

い手の高齢化が進み，継承が危ぶまれていた行事を，若い世代が見直すきっかけになった

ことが報じられている（2010 年 3 月 4 日付朝日新聞秋田版）。	 

	 

（4）	 鳥取県の取組み	 

	 竹田（2012）によると，県内の 4 つの高等教育機関，鳥取大学，鳥取環境大学，鳥取

短期大学，米子工業高等専門学校の内，留学生を最も多く受け入れているのは鳥取大学

で，年間受入れ人数は約 180 名（県の留学生数の約 9 割）である。鳥取大学は 2005 年度，

文部科学省の「大学国際戦略本部強化事業」の対象校に採択され，「持続性のある生存環

境社会の構築に向けた砂漠化防止国際戦略」を，中国，メキシコ，エジプトなどの大学

や研究所との共同研究，人的交流を通じて推進してきた。また，2008 年度からはグロー

バル COE プログラムに「乾燥地科学拠点の世界展開」が採択され，国際連携による人材

養成及び研究活動に取り組んでいる。	 
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	 鳥取県（2008）の将来ビジョン「活力	 あんしん	 鳥取県」の 6 つの柱の「	 Ⅰひらく」

においては，①人，物，情報の「大交流新時代」を切り拓く「北東アジアゲートウェイ

（玄関）構想」，⑤観光による「ようこそ，ようこそ鳥取県」の実現，⑥活気あふれる「海

外との交流」などの項目がある。「Ⅴ支え合う」では，②人種・国籍・文化・言語の違い

を認め合い，尊重する多文化共生が謳われている。しかし，これらの箇所に，留学生の

受け入れ推進については，特に言及されていない。このことは，鳥取県における留学生

の受入れが，特段の県の支援を受けず，大学中心に進められてきたことを示していると

考えられる。なお，竹田（2012）は，鳥取県	 ，江原道（韓国）	 ，吉林省（中国）	 ，モ

ンゴル中央県（モンゴル）	 ，沿海州（ロシア）による「北東アジア地域国際交流・協力

地方政府サミット	 」に並行して北東アジア教授協議会や学長会議が開催され，研究や人

的交流について協議されたことを紹介している。また，2011 年 4 月の鳥取調査では，鳥

取大学国際センターにおいて日本人チューターが「留学生サポートデスク」として組織

され，来日留学生の空港出迎えや諸手続きを支援し，鳥取市国際交流プラザと連携した

ゴミ出しや自転車運転ルールの説明など，留学生へのきめ細かいサポートを行っている

ことが確認された。	 

	 

3.	 大分，秋田，鳥取における留学生の地域交流の状況と意識変化の推定	 

	 

（1）	 オンライン調査の概要と回答者の属性，交流状況	 

表 2 の上半分は，大分，秋田，鳥取県における留学生へのオンライン調査の概要と回答

者の属性を示している。調査は 2011 年 12 月に AIU の日本語プログラム教員から呼び掛

けたのを皮切りに，鳥取では 2012 年 2 月に鳥取大学国際センター教員から，大分では 2012
年 9 月に大学コンソから，関係の留学生に呼び掛けて実施した。大分調査は本稿執筆時点

で開始より 2 週間しか経過しておらず，今回は中間報告となる。留学生教育・支援機関か

らの呼び掛けたため，これら関係者や機関に近い留学生が多く回答している点に留意する

必要がある。質問は日本語版と英語版を作成し，各言語の回答者別に集計した。秋田では

AIU（秋田市内），鳥取では鳥取大学（鳥取市内）の留学生のみが回答しているが，大分で

は別府市と大分市の 4 大学の留学生が回答している。秋田では交換留学生の受入れが主体

であり，女性の留学生が多いため，回答者にもその傾向が反映されている。	 	 

表 2 の下半分は，各種交流等への留学生の参加状況を示している。地域の文化社会に関

するオリエンテーション・講義については秋田の受講率が高く，鳥取が次いでいる。小中

高等学校等の児童・生徒との交流やホームステイ・ホームビジットの参加率も，秋田が最

も高く，大分が次ぐ。秋田県の政策の 1 つが「国際理解の推進と多文化共生社会の構築」

であり，公立大学法人である AIU が，留学生の地域交流や学校交流を通じて国際理解を推

進しているためであると考えられる。 
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調査の実施方法

調査時期

回答者数
日本語版回答者

11名

英語版回答者

10名

日本語版回答者

3名

英語版回答者

34名

日本語版回答者

12名

英語版回答者

4名

国籍
韓国7名、中国4

名

ガーナ2名、シ

ンガポール他*
台湾3名

米国6名、ドイツ

3名他**

韓国6名、中国6

名

韓国1名、中国1

名、不明2名

所属大学・学校

APU2名、日本文

理大学5名、別

府大学4名

APU9名、大分

大学1名
国際教養大学 国際教養大学 鳥取大学 鳥取大学

学生身分

学部学生9名、

修士学生1名、

日本語予科1名

学部学生4名、

修士学生3名、

博士学生3名

交換留学生3名

交換留学生25

名、学部学生2

名、修士学生4

名

交換留学生8名、

学部学生1名、博

士学生2名、不明

1名

修士学生1名、

博士学生2名、

不明1名

性別
男性6名、女性5

名

男性2名、女性

5名、不明2名
女性3名

男性6名、女性

25名、不明3名

男性6名、女性5

名、不明6名
不明3名

その地方の文化や社会について、オリエン

テーションや講義を受ける機会があった

4

（36%）

1

（11％）

3

(100%)

26

（76%）

9

（75％）

1

（25％）

県内の小中高等学校、幼稚園等の児童・

生徒との交流に参加したことがある

6

（60%）

8

（80％）

3

(100%)

30

（88％）

4

（36％）
0

県内のホームステイ／ビジットに参加した

ことがありますか？

7

（64％）

5

（50％）

3

(100%)

21

（62％）

2

（17％）

1

（25％）

県の企業訪問ツアー、企業関係者との交

流に参加したことがある

2

（18％）

3

（30％）
― ― ― ―

県の企業インターンシップ、就職説明会な

どに参加したことがある

3

（30％）
0 ― ― 0 0

地域の観光振興に協力したことがある
4

（40%）

2

（20％）
― ―

6

（50％）

1

（33％）

県内でアルバイトをしたことがある
10

（91％）

5

（50％）
0

11

（32％）

6

（50％）

2

（50％）

それ以外の交流
5

（50％）

8

（89％）

3

(100%)

18

（55％）

9

（75％）

3

（75％）

お祭りや行事への参加 5 6 11 4

お祭りや行事の手伝 1 2

農業体験への参加 5 1 3

日本語教室への参加 2

 語学教室への協力 2 1

料理教室への協力 1 2

自国や文化の紹介 3 5

美化奉仕活動 3

その他 2 9 4 1

出典：2011年11月～2012年9月のオンライン調査結果に基づき筆者作成

注1：％は有効回答中の割合を示す。

注2：「それ以外の交流」の内訳については複数回答を可とした。

注3：*他の内訳はアルゼンチン、ベルギー、ルーマニア、タイ、、マレイシア、ベトナム、パキスタン各1名

注4：**他の内訳はカナダ、ノルウェー、モンゴル、フィリピン、タイ、英国、台湾各2名、オーストラリア、ブルガリア、フランス、モロッコ、ポーランド、シンガポール、ス

ロベニア、スウェーデン各1名

2012年9月～ 2011年12月～2012年3月 2012年2月～

表2　オンライン調査回答者の属性と地域との交流状況

大分 秋田 鳥取

大学コンソーシアムおおいたより

メールで協力依頼

国際教養大学日本語プログラム

担当教員よりメールで協力依頼

鳥取大学国際センター教員より

メールで協力依頼

 
上述の通り，AIU は県内 3 つの自治体と協定を結び，留学生を国際理解授業や国際交流

の担い手として送り出している。2009 年に交流協定を結んだ大仙市の職員で AIU に出向

している鈴木一徳氏によると，同市の小中学校等の児童・生徒との交流に参加した留学生

の延べ人数は，2009 年度に 279 名，2010 年度に 286 名に上る。2010 年秋学期の AIU の

留学生数は 163 名(国際教養大学, 2012) であることから，留学生は同市の交流に平均 1.8
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回参加しており，交流の活発さが伺える。ホームステイ等の参加率が英語版回答者で 62％
と下がるのは，回答者の一人が Many foreign students could not be matched with a 
Japanese family because there were not enough families in Akita willing to participate 
in the programs と記述している通り，ホストファミリーの確保が困難なことが要因の 1
つと考えられる。大分でも学校交流への参加率は日本語回答者で 60％，英語版回答者で

80％に上る。国際理解授業のために，多様な国籍の留学生が歓迎されることが背景にある

と考えられる。 
鳥取の学校交流やホームステイ参加率は 3 県中で最も低いが，これは鳥取大学に，AIU

（企画課地域交流チーム）や大分（大学コンソ）のような交流推進体制が整備されていな

いことが一因と考えられる。筆者の勤務校（東京）の留学生の学校交流参加率が 3％，ホ

ームステイ参加率が 5％であり，近隣校も同水準であることを考えると，鳥取での交流参

加率は決して低い数字ではない。 
大分では，企業訪問ツアーや企業関係者との交流への参加率が日本語版回答者の 18％，

英語版回答者の 30％，インターンシップ，就職説明会への参加率が日本語版参加者の 3
割に上っている。県が「アジアの人材の取り込み」を掲げ，大学コンソ等を通じて，留学

生の就職支援や地元企業との交流を図っていることが，高い参加率の背景にあると考えら

れる。 
観光振興への協力は大分と鳥取で高い。これら自治体が，留学生という人的資源を活用

して外国人観光客の増加を目指していることがわかる。「それ以外の交流」については，い

ずれの地域でもお祭りや行事への参加が多く，秋田・鳥取では農業体験が，大分では語学

や料理の紹介を含め，自国や文化の紹介の機会が多い。秋田で挙げられた「その他」の 3
件は，八峰町における学校交流とホームステイを組み合わせた活動であり，鳥取の「その

他」には日本人学生と一緒にミュージカルに出演したことなどが挙げられている。 
アルバイトの従事率は，大分の日本語版回答者で 9 割に上り最も高い。同回答者の月平

均のアルバイト収入は 5 万円に上り，私費留学生が学費・生活費の不足をアルバイトで補

う傾向が伺える。別府市の留学生への聞取り調査では，観光地のため，旅館，ホテル，飲

食業のアルバイトが多いが，接客マナーや日本語など，留学生側の努力が求められる割に

時給が安い，という意見もあった。 
増やしてほしい地域交流・接触は，大分の日本語版回答者の同率第 1 位は学校交流とホ

ームステイ・ホームビジットであり，第 3 位がアルバイトである。英語語版回答者の第 1
位は学校交流であり，第 2 位はアルバイトであった。学校交流の人気が高いこと，また，

アルバイトのニーズが高いことがわかる（本項目は大分でのみ調査）。 
	 

（2）	 留学理由の比較	 

図 2 は，回答者が選択肢から 3 つ選んだ留学理由の回答数を，地域・回答言語別（左か

ら，大分日本語版，英語版，秋田日本語版，英語版，鳥日本語版，英語版）に示している。
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交換留学生が多い秋田（日本語及び英語版回答者）や鳥取の日本語版回答者では，「留学先

が協定校だから」という回答が最も多い。「留学・生活費が安いから」は，大分の日本語版

回答者と英語版回答者で第 1 位，秋田の日本語版回答者で第 2 位，英語版回答者では「質

の高い日本語教育」と同率 2 位，鳥取の日本語版回答者で第 5 位，英語版回答者では「先

輩/友人の勧め」と並んで第 1 位の理由である。鳥取では，日本語版，英語版回答者の各 2
名が国費留学生であることが，順位が低い背景にあると考えられる。大分の日本語回答者

では「日本語学校／コースの指導教員の勧め」が第 2 位，「先輩/友人の勧め」と「美しい

自然」が同率 3 位である。また，英語版回答者では「質の高い英語によるプログラム」が

第 2 位，「先輩/友人の勧め」「質の高い日本語教育」「質の高い教育環境」「日本での就職機

会の提供」が同率 3 位である。 
秋田の英語回答者では「美しい自然」が第 3 位，「質の高い英語によるプログラム」が

第 4 位の理由である。鳥取の日本語回答者では「高校/大学の指導教員の勧め」が第 2 位，

「美しい自然」が第 3 位に挙げられている。大分の英語版回答者の「その他」回答では，

APU の特色あるコースを挙げた者が 3 名いた。交換留学生にとっては協定校であることが，

正規課程も含めた留学生にとっては留学・生活費の安さが，地方留学の強い動機付けにな

っており，質の高い教育や特色ある教育，指導教員／先輩／友人の勧め，美しい自然も，

留学の有力な動機付けになっていることがわかる。 
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図 2	 その地方に留学した理由	 

	 

（3）	 来日時の印象	 

秋田の回答者の，秋田到着時の印象をテキスト分析の結果，「（自然が）美しい」（27％）
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「田舎・地方・（街から）遠い」（各 22％）「静か・忙しくない」（11％）などの語彙の頻度

が高い。また，大分の英語版回答については，「平和」(30％)，「美しい」(20％)などの語

彙が多い。大分の日本語版と鳥取の回答は，件数が少ないため，全文を下に示す。やはり

「田舎」「きれい・美しい」｢静か｣「不便」「親切・やさしい」などの語彙が多く見受けら

れる。APU の留学生への聞取り調査では，スーパー，デパートや商店で英語を話す人があ

まりいないことに驚いた，という声もあった。 
＜大分の日本語版記述回答＞	 

大分の空気はとてもやさしい味で，人々はゆっくりでやさしい表情でしたから暖かく感じ

ました。静かなところだと思いました。小さい，何もない。あまりにも田舎だけど，空は

すごくきれいです。すごく住みやすい感じ。ちょっと田舎みたいな印象。住みやすい町だ

と思った。田舎って言っても私が住んでいたところよりは発展してるな。本当に田舎なん

だと思われた。自然的な美しさがきちんと守られ，地域住民と留学生が交流できる環境等

に良い印象を受けました。	 

＜鳥取の日本語版及び英語版記述回答＞	 

思ったよりは田舎ではない。他の大都市とは比べられないほどの静かで美しい自然環境が

あり，勉強しとてもいいところだと感じられました。綺麗で，人が親切で，天気が悪い町

だと思います。	 

自然がきれいで空気も良いし夜空が特にきれい。緑が多くてド田舎だという風に思いまし

た。	 

きれいだなと思った。静かで住みやすいところだと思いました。マイカーがない私には，

交通が不便でした。いなかだな，さびしそうだ。人は少ない，環境は綺麗。きれい。きれ

いな県です。	 

鳥取はきれいな町で，鳥大も立派でいい学校です，先生方も親切でいろいろお世話をして

くれた。	 

It	 had	 positive	 impression.	 Good	 view.	 I	 feel	 good	 because	 I	 like	 countryside.	 Quiet,	 

clean,	 small.	 It	 was	 a	 quiet	 and	 beautiful	 city,	 but	 the	 first	 life	 made	 me	 feel	 a	 

little	 depressed.	 

	 

（4）	 回答時点での地域の人々への印象	 

秋田の回答者の，秋田の人々の印象に関するテキスト分析では，「親切・優しい」（有効

回答 23 件中 39％）「友好的」「良い（人）」（各 26％）「丁寧」（9％）など好意的な言葉が

多いが，「シャイ」「外国人をじっと見て無礼」「外国人に対して閉鎖的」と回答した者もい

る。秋田では外国人口比率が低く，地方の町へも留学生を交流に送り出しているため，外

国人慣れしていない住民との接触も多く，それがこれらの指摘の背景にあると推察される。

鳥取の回答は下記の通りで，「親切」「優しい」という回答が多いが，「心では外国人を拒絶

する」と回答した者もいる。 
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大分では，大分県人に対する印象を，①大嫌い，②あまり好きではない，③どちらとも

言えない，④わりと好き，⑤とても好き，から選択し，選択理由を記述させる回答形式を

採った。その結果，日本語版回答では，「とても好き」「わりと好き」が各 5 名（各 45.5％），

「どちらとも言えない」が 1 名（9.1％）であった。「どちらとも言えない」と答えた留学

生は来日後，日が浅く，交流への参加経験も少なく，回答選択理由を記述していない。英

語版回答では「とても好き」7 名（有効回答中 87.5％），「わりと好き」1 名（12.5％）で

あり，理由は下記の通りである。親切を受けた経験が大きな影響を与えており，英語版回

答者では，地域住民が留学生の国や文化へ関心を示したこと，積極的に話しかける態度，

ボランティアで日本語を教えてもらった経験などが好意を持つきっかけになっていること

がわかる。大分県の留学生人口比率は秋田県の 12 倍に上り，APU 設立以来，留学生との

接点も増加し，オープンで自然な形の交流が定着してきてしていると推察される。 
＜鳥取の日本語版及び英語版記述回答＞	 

すごくいい。親切です。親切。すごくいい，いつも優しい。やさしくて純粋。やさしい。

とても，親切で呑気な方々だと思います。日本で一番良い人たちが集まっているところが

鳥取だと思っています。外国人との文化交流に積極的で，鳥取の方々と交流ができて楽し

かったです。	 

普段はとても親切ですが，なんか心では外国人を拒絶するような感じがします。	 

感謝の気持ちです，私は卒業したあとで鳥取で就職したい，鳥取の人々に返還したい。	 

小さい街ですけど，人間情味が濃いと思っています。いつも笑顔で親切に話してくれます。	 

They are very kind and cooperative. They are very kind. They were very enthusiastic.  
They were not only interested in cultural exchange but also loved learning. 
＜大分の日本語版及び英語版記述回答＞ 
やさしい  暖かい  余裕がある。とてもやさしいです。私の人生にとって，すごく重要で，

感謝する人が何人かいます。学校の日本人達は優しくてとてもいい人だったから。前に住

んでた市役所の職員さんがとても優しかったです。日本人でとくにだれかが嫌いって感じ

たことはない。 
People in Oita are really jolly and wanted to talk to International students. They are 
very nice with international students and always show interest in knowing more about 
other countries' cultures. They are very nice, friendly and kind. Even though they 
cannot speak English at all, but they always smile and try to understand and help us. I 
have only good experience with them. Oita prefecture people are more flexible and 
more open towards International students or foreigners. The people here are kind to 
Gaijin. I attended a volunteer Japanese class at Beppu Tourism Center and it’s very 
helpful. Most of the people I have met in Oita were very nice people who were very 
interested in knowing more about what life outside Japan is and they are very 
supportive towards international students who are studying away from their 
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hometowns. 
 
（5）	 留学して有利な点，不利な点	 

	 留学して有利な点について，秋田の英語版回答者のテキスト分析では，自然（20％），

環境（10％），生活費（6％），静か（6％）などの語彙が多く見られ，街から離れて静かな

ため勉学に集中できるという回答も複数見られた。大分でも，人が優しい，生活しやすい，

豊かな自然などの回答が多く，英語版回答者では，世界から集まった留学生と友達になれ

ることを挙げる者も複数いた。鳥取でも，人々が親切で，生活費が安く，空気がよく，交

流機会が多いことが挙げられている。 
	 不利な点については，秋田の英語・日本語回答のテキスト分析では，「困難・遠い」（各

19％），「不便」（6％）などの語彙頻度が高く，市街から離れ，交通手段も限られ不便であ

り，アルバイト機会が少ない，気晴らしが少ない，交通費が高い，若者が少ないことなど

が指摘されている。大分でも，交通の不便，遊ぶ場所が少ない，アルバイト時給が低い，

交通費が高いという回答が多い。鳥取でも交通の不便に関する回答が最も多く，遊ぶ場所

が少ない，天気が悪い日が多い，が続く。 
	 

（6）	 地域の人々へのメッセージと提案	 

地域の人々に対するメッセージでは，19 名の秋田回答者の中 18 名が「秋田の人が好き」

「感謝します」「頑張りましょう」など好意的な言葉を寄せているが，「すべての人と国に

対してオープンに」（ドイツ人女子留学生）というコメントもあり，住民側が留学生に十分

心を開いていないケースがあったことを示唆している。また「頑張りましょう」という言

葉には，都会に比べ不利な条件下で頑張る秋田の人々へのエールが感じられる。より多く

の留学生が秋田に来るための提案としては，秋田留学経験者による秋田や AIU の紹介，海

外の大学との協定の拡充と学生交流の活発化，国際的学校の増加，文化体験の増加，「古い

日本（文化）」と結びつけた秋田の広報，AIU のウェブサイへのビデオや写真の掲載など

が挙げられた。聞取り調査では，フランス人交換留学生が「美しい自然」「森」「親切な人々」

を海外で広報する必要性を指摘し，「秋田いかたす」というウェブサイトで，秋田の魅力を

中国語で発信するアルバイトをしている中国人留学生（正規課程）は，やはり秋田と AIU
を対外的に広報し，秋田の良さがわかるきっかけ作りが必要であると語っていた。 

留学後に地域の人々との絆を維持・活用する方法（秋田と鳥取で質問，複数回答可）に

ついて，秋田では，インターネットを通じたコンタクト継続(72%)が最も多く，自国／大

学での秋田の紹介(69%)，秋田の人に自国を訪問するよう勧める(63%)が次ぐ。鳥取では，

インターネットを通じたコンタクト継続(60%)，鳥取を再訪（53％），自国／大学での鳥取

の紹介(47%)，の順であった。 
大分の回答者でも，地域の人々へのメッセージとして，大分の人への感謝や好意が綴ら

れているが，「みんな感動するものがいっぱいあるこの町を守りながら元気に作っていきま
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しょう！」「一緒に頑張ってください」など，正規課程の留学生が多いためか，地域の一員

としての意識をより強く示す回答が多い。留学生にとって魅力的な地域にする提案として

は，英語版回答者から，郵便局，警察，銀行，駅，病院，図書館など公的機関への英語が

できる職員の配置（2 名回答），公的手続き書類等の英文化のための学生ボランティアの組

織化などが挙げられている。留学生増加のための方策としては，大学や地域からの経済的

支援の増加（4 名），教育の質の向上，大分留学経験者による広報，海外との学生交流の強

化，海外広報の拡充，新しい国際大学の開設などが書き込まれている。 
鳥取の回答者でも，自由メッセージの多くに鳥取の人への謝意や好意が表され，「一緒

に活発な鳥取を作りましょう」と，地域の一員としての意識が強い回答もあった。留学生

にとって魅力的な地域にするための提案としては，来日時の自転車の供与，買い物場所へ

のバスの運行，留学生と日本人学生が共通の目標を持ち協力するイベントの開催が挙げら

れ，留学生増加のための方策としては，広報の必要性について 6 名から指摘があり，海外

大学との協定の拡充を 3 名が提案している。 
	 

4.  考察	 

	 

大分，秋田，鳥取の留学生調査に基づくこれまでの分析から，地域交流は，県の政策・

施策に留学生交流が位置付けられ，体制が整備されている秋田や大分においてより活発で

あるが，鳥取での交流参加率も大都市圏の留学生より高く，3 地域とも，工夫を凝らした

様々な交流が実施されていることが判明した。オンライン調査は，留学生教育・支援機関

から呼び掛けたため，これら組織が企画する行事への関心が高い留学生が回答したという

バイアスを考慮する必要があるが，留学への満足が大きい者だけではなく，不満が大きい

者も熱心に回答すると考えられることから，調査結果は，3 地域の留学生の実態や意識を，

ある程度反映していると考えられる。 
留学理由としては，交換留学生は「協定校だから」という理由が最も多く，それ以外の

留学生では「留学・生活費の安さ」が最も強い留学動機であり，質の高い教育や特色ある

教育，指導教員／先輩／友人の勧め，美しい自然も動機付けになっている。 
地方留学の利点としては，豊かな自然，静かな環境，生活費の安さ，人の親切さなどが

挙げられ，不利な点としては，交通の不便さ，気晴らしの場所の少なさ，アルバイト機会

の少なさなどが指摘された。留学生の地域の人々への印象は，親切・優しい，友好的など

好意的な回答の多さが共通しており，地域の人々へのメッセージでも，一部に閉鎖性を指

摘する声があるものの，感謝や好意の言葉が大多数である。大分と鳥取では「一緒に（い

い）地域を作りましょう」「一緒に頑張ってください」といった地域住民との一体感を示す

回答もあり，交流等を通じ親切にされた体験が，地域の人々への好意や共感につながって

いると考えられる。 
大分と鳥取では観光振興への協力を行う留学生の割合が高く，外国人材を地域に取り込
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む目標を掲げている大分県では，企業との交流やインターンシップ，就職説明会への参加

率も高く，地元で就職する留学生も増加している。大分県の調査では，85％の住民が APU

は別府の国際化に寄与したと回答しているが，その主要因は，留学生の増加と交流機会の

増加である考えられる。以上より，交流は，留学生と地域住民の双方に，概ね満足とメリ

ットをもたらしていると推定される。 

留学生増加のための方策については，元留学生の協力を得た広報や，海外交流協定の拡

大を提案する声が多い。このことから，地方へ留学生を増やすためには，留学・生活費の

安さ，美しい自然，人の親切さなどの留学利点を，元留学生の協力を得つつ積極的に海外

広報し，海外協定校を増加することが必要と考えられる。その地方ならではの特色ある教

育，充実した交流体験を提供することも有効であろう。3 県の内，国立大学を中心とした

取組みを行う鳥取県では留学生が減少しており，地方に留学生を獲得するためには，大学

や自治体が従来以上に努力する必要性を示唆している。 
大分では，留学生増加のためには，大学や地域からの経済的支援の増加が必要とする意

見が複数寄せられた。APU は運営費の 2 割を留学生の学費免除に充て，大分県も月 2 万 1
千円の奨学金を 120 人の留学生に支給している。しかし，大都市圏に比べアルバイトの職

種が限られ，時給も低い中，私費留学生が持続的に大分に留学するためには，経済的支援

の拡充が必要であることがわかる。 
APU 関係者によると，英語による国際的教育プログラムを拡充している他のアジア諸国

の大学の台頭で，留学生の獲得環境は厳しさを増しているという。また，AIU は秋田県か

ら多額の財政支援を受けてきたが，知事交代後，財政支援の削減が始まり，経済的自立が

模索され始めている。 
留学生は，過疎化高齢化が進み，外国人口比率が低いこれらの県において，地域や教育

の国際化に重要な役割を果たし，観光振興にも一定の効果を挙げていると考えられる。留

学生も，地方留学を概ね前向きに捉え，地域の人々に好意を持つ傾向が見られる。しかし，

国際的な留学生獲得競争の激化の中で，これら地方の大学が継続して留学生を獲得するこ

とは容易ではない。地方自治体の政策や支援が、地方留学の促進や交流促進に果たす役割

は大きいが、財政的には限界がある。 
グローバル 30 や大学の世界展開力強化事業など高等教育の国際化支援にかかる競争的

資金は，大都市圏の大学が獲得するケースが多いが，地方において留学生が果たす役割の

大きさ，留学生の満足の大きさ，留学生獲得におけるハンディに鑑みて，地方における持

続的な留学生受入れ体制の構築に向けた政策的な支援と配慮が必要だと思われる。 
	 

【参考文献】	 

大分県・別府市(2010)『大学誘致に伴う波及効果の検証‐立命館アジア太平洋大学(APU)

開学 10 周年を迎えて』，大分県・別府市。	 

大分県（2011）「大分県海外戦略」http://www.pref.oita.jp/soshiki/10140/senryaku.html	 



 144 

＜2012 年 9 月 19 日＞ 
国際教養大学(2012)「数字で見る国際教養大学：出身大学所在地別留学生数（2010 年秋学

期）」 http://www.aiu.ac.jp/japanese/university/university02.html	 ＜2012 年 9 月 19
日＞ 

佐藤由利子・橋本博子(2011)「留学生受入れによる地域活性化‐自治体と大学の協働によ

る取組みの横断的分析‐」『比較教育学研究』第 43 号，131-153 頁。	 

佐藤由利子（2012）「留学生受入れによる地域活性化の取組みと課題」，ウェブマガジン「留

学交流」，2012 年 6 月号	 http://www.jasso.go.jp/about/webmagazine201206.html	 

総務省統計局（2010）「社会生活統計指標‐都道府県の指標：人口統計・経済基盤基礎デ

ータ」http://www.stat.go.jp/data/ssds/5.htm	 ＜2012 年 9 月 19 日＞ 
竹田洋志（2012）「鳥取県における留学生が地域に果たす役割	 」留学生教育学会第 17 回研

究大会発表資料。	 

鳥取県（2008）「鳥取県の将来ビジョン」 
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=96137	 ＜2012 年 9 月 19 日＞ 
日本学生支援機構（ 2011 ）「平成 22 年度外国人留学生在籍状況調査結果」

http://www.jasso.go.jp/statistics/intl_student/data10.html＜2012 年 9 月 19 日＞ 
法務省（2010）都道府県別	 登録外国人統計表	 在留資格（在留目的）別	 外国人登録者

http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touroku.html	 ＜2012 年 9 月 19 日＞ 
法務省（2011）「平成 22 年における留学生等の日本企業等への就職状況について」，18 頁。

http://www.moj.go.jp/content/000077277.pdf	 ＜2012 年 9 月 19 日＞ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 145 

 



 146 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域活性化を目指した留学生	 

受入れ・交流・ネットワークの仕組みづくり	 

‐課題解決の取組みと社会的変化の横断的分析

‐	 

2010～2012 年度	 トヨタ財団研究助成	 

助成番号 D10-R-0470	 

2012 年 11 月 26 日印刷／発行	 

研究代表者	 佐藤由利子	 （東京工業大学）	 

〒152-8550 東京都目黒区大岡山 2-12-1-W1-12	 

東京工業大学留学生センター	 

Tel・Fax：03-5734-3524	 


