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Abstract

近年，国際社会で活躍できるためにグローバル人材育成が注目される一方で，スポーツに特化し
たグローバル人材に求められる能力の育成は，ほとんど行われていない．このようなプログラム展
開を行うことは，体育系学生が今後，スポーツ外交や国際社会での活動に対してポジティブなキャ
リアイメージを醸成することが期待される．
本研究は，スポーツを通じたグローバル人材育成のための海外における長期研修型プログラムの
展開を試みること，展開したプログラムについて研修前後における効果測定へのジェネリックスキ
ル（GS）測定項目の適用を試みることを目的とする．
海外研修プログラム展開として，ニュージーランドの地域スポーツトラストハーバースポーツに
おいて，54日間の研修を実施し，J 大学生 5 名が参加した．GS 測定では，杉谷ら（2009）の質問
紙調査を研修前後にて実施し，t 検定を用いて各項目の平均値を比較した．
海外研修の内容は，参加者の異文化理解や国際力が醸成されたことからプログラム展開の第 1
歩を踏み出すことができた．
研修前後における効果を測定するために用いた GS の測定は，研修が GS の向上に繋がったか明
確に実証されなかった．
今後，GS 効果測定の項目の見直しおよびサンプル数を増やすこと，初年次からの定期的，継続
的な GS 測定などが課題となる．
Key words: グローバル人材育成，海外研修プログラム，体育系学生の国際力，スポーツを通じた
異文化理解，ジェネリックスキル
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1)

緒

言

はじめに

文部科学省13) は，グローバルな舞台に積極的に
挑戦し活躍できる人材の育成を図るべく 2012 年に
グローバル人材育成推進事業を開始した．趣旨は，
若い世代の内向き志向を克服し国際的な産業競争力
の向上や国と国の絆の強化の基盤として，グローバ
ルな舞台に積極的に挑戦し活躍できる人材の育成を
図ることである．
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一方，観光立国を目指す日本は，スポーツツーリ

以上のことから，体育系学生へ国際的なグローバ

ズムを柱の一つとした観光推進に期待が高まってお

ル人材を育成するためにも，海外研修プログラムの

り， 2008 年に国土交通省の外局として観光庁が設

展開が急務である．

立され， 2011 年にスポーツツーリズム推進基本方

他方で経済産業省7)は，職場などで多様な人々と

針を取りまとめた．さらに 2020 年東京オリンピッ

仕事をしていくために必要な基礎的な力として「社

ク・パ ラリンピッ ク， 2021 年関西ワー ルドマス

会人基礎力」を提唱している．そこで注目されてい

ターズゲームスなどの国際メガスポーツイベント開

るスキルが「ジェネリックスキル（以下 GS ）」で

催の予定もあり，訪日外国人旅行者の受入の環境整

ある．文部科学省の中央教育審議会による答申「学

備として，明日の日本を支える観光ビジョン5)等の

士 課 程 教 育 の 構 築 に 向 け て 」12) に お い て ， GS は

施策を展開した．日本政府観光局15) の 2018 年 7 月

「汎用的技能」と表現され，知的活動でも職業生活

の訪日外国人数を見ると，約 2,832 万人であり，

や社会生活でも必要な技能として明確に定義され

2000年の約475万人と比較すると約 6 倍の外国人が

る．しかし，大学教育における課題の現状として，

日本に観光をはじめとする様々な目的で訪問してい

GS の組織的な取り組みが必要とされている．

る．今後，日本国内でも国内外の観光客などへ「お

亀野4) は GS の定量的把握の大学における活用状

もてなし」の仕事やスポーツボランティアの機会な

況は，各個人の振り返りを通じた大学生活の充実な

どが増えていくことが予想される．また，新型コロ

どに活用され，GS の高低が就職への関係について

ナウィルス感染症の世界的な蔓延に伴う，観光やス

の研究は不十分と指摘している．亀野は，GS を定

ポーツイベント・リーグにおけるグローバル・リス

量的に把握するための方法として Progress Report

クマネジメントを鑑みると，企業や各種スポーツ団

on Generic Skills ( PROG ）を用いて，大学生にキ

体等にとってグローバル人材の大量確保が最重要課

ャリア意識アンケートを実施し，GS の高低の規定

題である．

要因を探った． PROG は，問題解決力，言語処理

文部科学省は，将来の日本を担う若者に対する高

能力および非言語処理能力からなるリテラシー，対

等教育等における留学機会拡充，真のグローバル人

人基礎力，対課題基礎力，対自己基礎力からなるコ

材育成を推奨している13) ．小野17) は，今後大学に

ンピテンシーの 2 つで成り立つ． 2 つは点数化さ

求められているのは国際舞台で活躍するグローバル

れ，高い方がより高い能力を有する．結果，コンピ

リーダーだけではなく，企業や地域社会を支えるグ

テンシーが高いほど内定先満足度が高い傾向が見ら

ローバル人材と育成が必要であると指摘している．

れた．さらに積極的，自発的な行動を心がけている

三木11) は，グローバル人材育成と専門教育の観点

学生や海外に対する志向が強い学生ほどコンピテン

から，大学の役目は社会が求める人材を輩出させ，

シーが高くなった傾向が見られた．

どの分野にも共通する基礎力を身につけるととも

GS は，インターンシップ（以下 IS）の学生成長

に，専門教育と結びついたグローバル人材の育成が

を測定する方法としても注目を集めている．これま

必要であると指摘した．さらに三木10) は，体育学

で IS の評価法は，主に各大学で作成された評価方

専攻の学部生を対象としたキャリア教育の実践を行

法で実施され，学生の成長測定の標準化された評価

い，効果と課題を検討した．結果，体育学部生は社

指標・軸が確立されておらず，他の大学との比較検

会貢献という意識をもって仕事を考えることや興味

討が困難であると指摘されていた．齋藤18) は，地

関心などのイメージを広げていけなかった．今後，

域ミッション IS に参加した大学生 12 名に IS 前後

体育学部生が専門領域と具体的な職業をイメージで

で GS を用いて学生の成長を調査し， GS は学生の

きる情報提供や，経験や資質が様々な職業に活かせ

成長を測定する評価指標・軸として，有効であるこ

るかを自覚できる活動を積極的に行う必要がある9)．

とが強く示唆された．さらに，加納ら6) は GS の育
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成の観点から IS に参加することが，職業意識およ

り，日々の授業や課外活動，競技生活など学生生活

び就業力の育成に有効であるのみならず，GS の取

で蓄積される知識や能力や観点は，他学部や他専攻

得に寄与すると示している．

の学生に比して体育学部に所属する学生としての個
GS および専門・

性と実力を形成していると指摘した．したがって本

教養教育のそれぞれにおける教育目標の設定とカリ

研究では，そのような特徴を持つ大学生は，大学の

キュラムの検討に課題があると指摘している．

体育・スポーツやスポーツ健康科学を専門とする学

一方，久保田8) は日本の大学は

こうした観点から専門分野での学習を社会へ関係
づける経験において，GS を用いた効果測定は意義

部に所属している大学生と考え，体育系学生と定義
した．

深い取り組みと考える．

.

大学の国際化や留学の現状は，文部科学省の「留

方

法

14) をきっかけに進んできたが，経
学生30万人計画」

1)

済状況の悪化や若者の内向き志向から，海外への留

研修先団体は，ニュージーランド（以下 NZ）の

学者数はここ数年減少傾向にあるが，1 ヶ月未満の

スポーツ振興を地域レベルで推進している政府許可

短期留学は増えているという報告もある2)．現在日

法 人の 地 域ス ポー ツ トラ ス トハ ーバ ー スポ ーツ

本の大学の国際交流プログラムは増加傾向にあり3)

研修先および対象者

（Harbour Sport，以下 HS）である．

海外研修も多く実践されはじめている23)注1) ．しか

研修参加者は，J 大学スポーツ健康科学部に所属

し，実践的な研修やスポーツ分野に特化した研修は

する学生 5 名である．参加者の審査は，参加者か

あまり見当たらない．このようなプログラム展開を

ら提出された参加申込書を基に選考を行い，J 大学

行うことは，体育系学生が今後スポーツ外交や国際

スポーツ健康系学部の教員とチューター（筆者）と

社会での活動に対してポジティブなキャリアイメー

学生での面接を行った．最終的に研修先団体の研修

ジを醸成することが期待される．日本の大学におけ

担当者との英語でのスカイプでの面談を通して，英

る海外研修の意義や教育的位置づけが明確になり，

語力や意欲を確認した．

目標達成の測定のための指標に寄与することができ
ると考えられ，プログラム展開の試みとその効果測

2)

定をすることで，学術的にも特色を持つと考えられ

研修期間は 2018 年 1 月 29 日～ 3 月 23 日までの 54

る．

海外研修プログラム展開

日間であった．また，日本から研修先へ現地でのサ

そこで本研究では，1．スポーツを通じたグロー

ポート役としてチューター 1 名を配置した．チ

バル人材育成のための海外における長期 IS 型プロ

ューターは， 2015 年 8 月～ 2016 年 8 月までの 1 年

グラムの展開を試みること，2．展開したプログラ

間，研修先団体となる HS において就業経験および

ムについて研修前後における効果測定への GS 測定

調査活動を行った．その際の人脈を利用し，長期研

項目の適用を試みることを目的とする．

修プログラム実施の可能性，受け入れの可否・態

なお，本研究では三木ら9)の考え方を参考に，ス
ポーツ健康系学部に所属する学生を体育系学生とし

勢，プログラム内容等の打ち合わせを研修先団体の
担当者と行った．

た．三木ら9)は，体育系学生の能力や資質を形成す

2017年 6 月16日～6 月19日まで，チューターと J

る基盤は，これまでのスポーツや競技の経験であ

大学スポーツ健康系学部の教員で現地踏査を実施
し，研修先団体の視察および滞在・移動方法，生活

注 1.

これらは2019年 8 月より前のデータであり，新
型コロナウィルス感染症の蔓延以降は，国際交
流事業はそのほとんどが中止，または延期され
ている．

環境の確認を行った．また，研修先団体の担当者と
の事前打ち合わせは，チューターと J 大学スポーツ
健康系学部の教員で 2017 年 9 月から 15 回程度行っ
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研修の流れ

 GS および◯
 国際的志向に対する考えにつ
ために◯

た．
研修の必須条件として，渡航前の事前研修および

いて t 検定を用いて各項目の平均値を比較した．な

渡航後の体験報告会の参加，研修中の報告書の提出

お分析には，IBM 社の SPSS Statistics 22.0 を用い

とし（図 1），海外研修の内容は，HS でのオフィス

 研修効果測定 16 項目および◯
 記述式アン
た．◯

ワークや様々なスポーツ機関などの視察を行った．

ケートについては，研修前と研修後の回答を比較し
た．

3)

GS 測定

質 問 紙 調 査 を 研 修 前 2018 年 1 月 21 日 と 研 修 後

2018 年 3 月 23 日の 2 回実施した．質問項目は，◯
 GS 23 項目/ 4
個人特性，◯

 IS
段階20) ，◯

4)

倫理的配慮

参加者に，事前に調査の目的および手順を口頭で

効果測定

説明し，協力を得た．また，参加者は本研究の参加

 国際的志向に対する考え28項
16 項目/5 段階16) ，◯

を途中で辞退することが自由にできること，個人が

 記述式アンケート（ 7 項目）を設
目/ 7 段階22) ，◯

特定されないように配慮することを口頭で説明し

定した．

た．写真の使用は，参加者の合意を得ている．

分析において，研修前と研修後の変化を比較する
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できた（参加者 B）」であった．

果

 Culture
◯

海外研修プログラム展開

対象者は 5 名で，性別は全員が女性で，平均年
．
齢は20.2±2.2歳であった（表 1）

NZ 特有の民族多様な文化を，スポーツを通して

理解できるか検討した．マオリ族の歴史が残る文化

現地踏査では，研修先団体を訪問して周辺施設等
を観察した．現地担当者と検討し，滞在方法はホー
ムステイ，移動方法はバスを中心とした．

遺産の公園にて，民族特有の遊びや文化，歴史を学
ぶツアーを実施した（図 4）．
学生の感想は「マオリ族がルーツや文化を大切に

プログラムは HS の既存の事業を中心として，事
業ごとに目標を決め現地担当者とチューターで作成

し，誇りを持っていることに非常に刺激を受けた
（参加者 A）」であった．

し， J 大学スポーツ健康系学部の教員へと報告し
た．研修のために開発したプログラムは表 2 の No.

2)

 Walk With
9 ～ 21 である．代表的なプログラム◯

GS 効果測定は， 4 段階尺度を等間隔とみなし平

 Culture を紹介する．
Us，◯

GS 効果測定

均値を算出し，t 検定を行った（表 3）．研修前と研
修後の平均値の差は，有意な差を見出せなかった．

 Walk With Us
◯

この事業は，移民向けのウォーキングプログラム
で，グループの引率・補助を行い，移民の方々へ地
域の施設を案内・説明し，交流を図った（図 2）．
学生の感想は「言語の壁があったが，他者を理解
することや多様性の中で生活することを学ぶことが

表1

3)

研修効果測定

研修効果測定は，野口ら16) の IS 評価票をもとに
代表的項目についての回答を研修前と研修後を比較
した．表 4 は，研修の効果について研修前と研修
後の「やや優れている」および「かなり優れている」

個人的属性
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表3

図2

GS 各質問項目の t 検定の結果（n＝5)

ウォーキンググループ引率

表 4 「やや優れている」および「かなり優れている」
と回答した割合（n＝5）

図3

身体活動を通したマオリ文化体験ツアー

と回答した割合である．
決断力，判断力，解らないことを学ぶ態度，異文
化理解，体育系学生としての自信は，研修前と研修
後では，回答の割合が増加した．一方，リーダーシ
ップ，働くことへの理解は，研修前と研修後では，
回答の割合が減少した．
4)

国際的志向に対する考え

表 5 は，国際的志向に対する考えについて，7段
解釈を等間隔とみなし平均値を算出し， t 検定を行
った結果である．

「地域の外国人のケア活動への参加」が0.1水準で

身近な異文化へのリアクションのカテゴリーでは，

有意差が認められた．また，No. 3 「日本への留学

No. 1 「日本での留学生への声掛け」および No. 2

生との交友」，No. 4「留学生とのルームメイト」，
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国際的志向の各質問項目の t 検定の結果（n＝5)

No. 5「困っている外国人の支援」の各項目の研修

水準で，世界へとコミュニケーションする意志があ

前後において 0.5 水準で有意差が認められ，全て

るのカテゴリーでは，No. 23「世界の人と話したい

研修後の方が平均値は高かった．国際的な職業の興

内容有」が0.1水準でそれぞれ有意差が認められ，

味や関心のカテゴリーは， No. 8 「国際的な仕事へ

いずれも研修後の平均値が高かった．

の興味」において 0.1 水準で有意差が認められ，
研修後の方が平均値は高かった．外交への関心カテ

5)

参加学生の感想

ゴリーでは， No. 19 「国際問題への関心」が 0.1 

参加学生を対象とした記述式アンケートを行った
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研修前と研後の感想一覧表

（表 6）
．代表的な 2 項目を比較する．
経験をどのように活かしたいかは，研修前は「異

に行われたことがプログラム展開への重要な鍵であ
った．

文化を知って価値観を広げてグローバルな環境でも

孫ら19) の国際的な人材教育の効果をもたらすに

仕事ができるようになりたい」などであった．研修

は，課外活動を生かした総合的な勉学につながるよ

後は「Face to face で人と関わることを企画したい」

うな一歩進んだプログラムが求められ，学生の意識

や「日本で小さな子どもに運動を教える仕事につき

を視野におく効果的なプログラムの展開が，高等教

運動を指導してみたい」など具体的な仕事について

育での国際的人材教育を通じて日本の国際化に資す

記述が見られた．

る可能性があると指摘されるように，今回のプログ

体育系学生としての必要な国際性は，研修前は

ラム展開は，学生にとって実践英語の習得だけでは

「コミュニケーション能力」や「人と繋がること」

なく，異文化理解や国境を越えた適応能力，国際力

など人間関係について記述していた．研修後は「新

の醸成，コミュニケーションスキルや問題解決能力

しいことにチャレンジする勇気」や「文化の違いな

の向上において，大きな意義・効果があることが確

どから不満や不安があってもタフに，柔軟に対応す

認された．

ることが必要」などの物事に取り組む姿勢について
の記述が見られた．

.
1)

今後は，大学でのカリキュラムへの導入，大学で
の単位認定など学生が海外で学べる機会や制度を増

考

察

やし，海外研修への環境整備の改善を検討していく
ことも必要である．

海外研修プログラム展開

プログラム展開の試みにおいて，チューターをは
じめ，教員と研修先とのコミュニケーションが円滑

2)

GS 効果測定

異文化理解は，その他の項目と比べ平均値が研修
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前と研修後で最も高くなっていたことからも， NZ

4)

独自の文化やホームステイの中で異文化に触れるこ

t 検定の結果において，身近な異文化へのリアク

とで高まったと考えられ，海外研修の価値が見出さ

ションのカテゴリーで，最も有意な違いがみられた

れた．

ことから，研修前と研修後で異文化に対する考え方

続いて企画立案実行，問題解決，多面的志向およ

国際的志向に対する考え

は異なることが明らかとなった．

び市民性の平均値が研修前と研修後で高くなったこ

また，国際的な仕事に興味がある，世界の人々と

とから，研修中に学生たちが自主的に問題解決して

話したい内容を持っている，国際的な問題に強い関

いたことが結果として現れ，プログラムに対する学

心を持っているに有意差が認められたことからも外

生の意識が GS に反映されたことが示唆された．

向き志向や国際力が海外研修プログラムを通して醸

一方，専門分野での学習を社会へ関係づけるため

成されたと考えられる．

に GS を用いた効果測定を実施したが，研修の参加
者も 2 年次の学生が 4 名であった．学生の専門分

5)

野での自己評価ができる能力を養うためにも，専門

参加者は 2 ヶ月間の海外研修を通し，語学の重

分野における教養が長い 4 年次の学生を対象にす

要性や何事にも物怖じせず挑戦することの大切さ

ることや効果測定の尺度の変更などが必要である．

や，研修の中で NZ でのスポーツ振興やスポーツに

谷口ら21) は， GS 涵養のためには，初年次から 2

関する考え方や指導法などの専門的な知識や経験を

年次にかけての教育が重要な役割を果たしているこ

参加者の感想

得られたことが明らかとなった．

とを指摘している．そのため，今回は研修の参加前

加えて，研修を通してスポーツと仕事に対する考

後の変化量のみ測定したが初年次から継続した GS

え方や知識が広がり，異国の地で自身の適性や仕事

を測定し研修前後と比較するなど，調査の方法およ

を考える機会を持てたことから，学生たちの将来の

び長期的な研究等の検討が必要である．また，参加

キャリア形成に繋がったことが窺える．

者5名とサンプル数が少なかったため，今後更なる

.

データ数の収集が課題である．

結

論

スポーツを通じたグローバル人材育成のための海
3)

研修効果測定

外における長期インターンシップ型プログラムの展

研修効果測定は，研修前と研修後で異文化理解，

開は， J 大学スポーツ健康系学部の教員とチュー

解らないことを学ぶ態度，決断力・判断力，問題理

ターおよび現地の研修担当者間での連携が十分に確

解・把握・発見能力，体育系学生としての自信の自

保でき，参加者の異文化理解や国際力が醸成された

己評価が向上したことからも，プログラムを通じて

ことからプログラム展開の第 1 歩を踏み出すこと

海外においての研修の教育効果および意義が改めて

ができた．

示された．

研修前後における効果を測定するために用いた

英語実践力は，研修前と研修後で評価の傾向は同

GS の測定においては，研修が GS の向上に繋がっ

じであった．海外研修はまさに「学ぶだけの語学」

たかは明確に実証されなかった．今後，GS 効果測

ではなく「使うための語学」を身につける実践的な

定の項目の見直しおよびサンプル数を増やすこと，

プログラムである1)ことからも今後は，事前に実践

初年次からの定期的，継続的な GS 測定などが課題

英語学習を行い，活きた英語に触れておく必要があ

となる．

る．また，研修前後で TOEIC などの英語能力を測

一方で，研修効果測定および国際的志向の結果よ

る試験を導入することで数量化，可視化することが

り，本プログラムに対して一定の成果が示されたと

望まれる．

評価できた．
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本研究は，初めての試みであったことから，今後
研修成果を指標化・数値化で検証することが求めら
れる．さらに，研修での成果を維持するために，身
に付けた英語を用いた能動的な取組や，継続的に成
果をモニタリングしながらスポーツを通じたグロー
バル人材育成のためのプログラム展開を進めて行く
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