留学（海外送り出し）に伴う

文部科学省は、将来の日本を担う若者が、国際的な舞台での競争に勝ち抜き、学術研究

問題への取り組み

特 集

・

や文化 国際貢献の面でも世界で活躍できるようにするため、高等教育機関における留学

機会を拡充し、グローバル人材を育成するために、留学促進キャンペーン「トビタテ！留

学ＪＡＰＡＮ」を推進し、若者の海外留学への機運の醸成を図っている。また、文部科学

省は民間企業などの協力を得た「トビタテ！留学ＪＡＰＡＮ日本代表プログラム」の展開

や、国費による海外留学支援の推進により、学生の経済的な負担の軽減に取り組むなど、
・

留学生交流 国際交流を強く推進している。その結果、近年、留学生および海外への留学
が増加している。
こうした中で、２００１年の９

・

の同時多発テロ以降、米国社会で日常的に起こる大

学や高校での銃乱射事件、イスラム過激派によるテロ、日本人差別などネガティブな事件

11

・

・

・

事故が頻発している。また、盗難 紛失、病気 けが、過失や債務不履行に伴う損害賠償

など、海外での予期しないトラブルに巻き込まれるケースも増加している。学生自身が安
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全な環境を確保する予防対
策を立てることと併せて、
問題が生じた時には、送り
出す大学としても学生の安

海外留学を取り巻く現状について

大学における海外留学に関する危機管理ガイドライン
齋藤 潔

―
留学生交流室長

留学生課企画官（命） 

田中 久博
●東海大学国際教育センター事務室長

日本アイラック社を利用した危機対応

留学（送り出し）の現場から見る問題とその取り組み
日野 好幸
●法政大学グローバル教育センター事務部国際交流課長

―

「より質の高い留学体験」を目指して

島田 幸司
●立命館大学国際部長、経済学部教授

留学派遣に伴う危機管理の取り組みについて

岡村 久和
●亜細亜大学国際交流委員長、都市創造学部教授

国際人材育成の課題と取り組み

關谷 武司
●関西学院大学学長補佐、国際学部教授

開発途上国への学生派遣とリスクマネジメント

●文部科学省高等教育局学生

・

全を確保することは重要な
使命である。しかし、その
対応に当たっては、多くの
時間や労力、経費を費やす
こととなり、特に直接担当
をしている教員や職員の責
任と重圧は計り知れない。
こうした状況を踏まえ、
本特集では、各大学におけ
る「日本人学生の海外派遣」
の安全を確保するための取
り組みや対策、学内制度な
どを紹介していただいた。
今後、各大学において留学
（海外送り出し）に関する制
度などを整備する際の参考
にしていただきたい。
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特集

留学（海外送り出し）に伴う問題への取り組み

大学における海外留学に関する危機管理ガイドライン

海外留学を取り巻く現状について

―
齋藤 潔

・

●文部科学省高等教育局学生 留学生課企画官（命）留学生交流室長

民間資金を活用した「トビタテ！留学ＪＡＰＡＮ 日本代

表プログラム」における海外留学支援を実施している。

これらにより、主に学位取得を目的とした長期の海外

はじめに
グローバルに活躍できる人材を育成する観点から、学

留学者数は、２０１５年現在、５万４６７６人（出典：

「 Open Doors
」など）となっており、近年は、ほぼ横ば
いであるのに対し、大学生などの海外留学者数は短期留

「 Education at a Glance
」、ユネスコ統計局、 IIE
OECD

生の海外留学の重要性が高まっており、政府としても、
─」
（２０１３年６月
「日本再興戦略─ JAPAN is BACK
日閣議決定）において、２０２０年までに日本人の海
万人に増加させることを目標に掲げてい

学を中心に、２０１６年度現在、９万６６４１人（出典：

外留学者数を

る。また、直近では、
「第３期教育振興基本計画」
（２０


独日本学生支援機構「協定等に基づく日本人学生留学状

にかかる測定指標として「グローバルに活躍する人材の

況調査」）と、２００９年度の調査開始以来、一貫して増

このように、多くの日本人が海外留学を行っているが、

海外留学者数の増加に伴い、留学生が事件やトラブルな

万人を引き続き目指す」旨が明記

された。文部科学省としては、海外留学の機運醸成に取

どに巻き込まれる危険性も増加している。学生が母国で

日本人海外留学生数

り組むとともに、国費による海外留学支援の推進および

12

加している。

15

育成につながる短期留学者を増加させながら、大学等の

１８年６月

日閣議決定）において、日本人の海外留学

12

14
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ある日本を離れ、海外で生活する中で、これまでも、け
が、疾病、盗難、自然災害などのリスクは存在していた。

１

危機管理に関する基本的な考え方

ための啓発を徹底するとともに、学生自身が危機事象に

海外留学するに当たっては、学生自身が「自分の身は

学生の安全管理は、海外留学中の学生も含めて、各大

関する情報収集を行うための手段や、危機事象回避の心

しかしながら、昨今のテロや暴動、デモなどが頻発する

学において取り組むものであり、すでに体制などを整備

構え、さらに、万が一、事件 事故などに巻き込まれた場

自分で守る」、すなわち自己責任という意識を持ち、その

している大学も多い。一方、学生の渡航先にかかわらず、

合にどのように行動すべきかについて、留学前に十分に

治安情勢や、感染症が国境を越えて流行する状態を踏ま

これまで以上に多様な危機事象が発生しうる状況を踏ま

理解させるため、最大限の方策を講じなければならない。

ために自らが情報を収集し、危機を回避することが鉄則

えて、改めて各大学において渡航する学生が十分に安全

しかし、不幸にも学生が海外において事件 事故など

えると、危機事象を予見して回避することがより難しい

管理の意識をもって留学するよう事前に十分な意識啓発

に巻き込まれた場合には、大学が提供する留学プログラ

である。大学は、こうした意識を学生に身に付けさせる

を図るとともに、大学における危機管理体制を見直すこ

ムであるかどうかにかかわらず、大学として適切に対応

状況にある。

とが求められる。

・

機管理体制の整備を行うに当たって留意すべき事項を、

という自覚を持ちながら、留学中の自らの言動に留意す

一方、学生は日本とは文化や習慣が異なる場所にいる

・

外務省の協力を得て文部科学省がまとめた「大学におけ

るとともに、大学は、危機管理体制の構築や学生の意識

できる態勢を整備しなければならない。

る海外留学に関する危機管理ガイドライン」に基づいて、

啓発に取り組むことが必要である。

当該状況を踏まえ、各大学が学生の意識啓発および危

代表的な事項を中心に紹介したい。
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２ 「
 自分の身は自分で守る」という 
学生の意識啓発
前述のとおり、学生が海外渡航中の事件などを回避す
るためには、自身が「自分の身は自分で守る」という意

万が一、渡航先でトラブルが生じた場合には、大学や

家族などの信頼できる関係者に相談できるよう、大学の

相談窓口などを学生に周知しておくことも必要である。

⑵ 危
 機などに関する情報収集のためのツールやその活
用方法

また、少なくとも大学が提供する留学プログラムにお

報など、日本人が海外に渡航するに当たって知っておく

て、外務省の海外安全ホームページがあり、海外安全情

海外の危険などに関する情報収集のためのツールとし

いては、大学は学生に対して海外渡航前に十分な研修を

べき安全確保に関する情報を掲載しているので、大学は

識をもって常に行動することが最も重要である。

行うなど、危機事象回避の心構えを十分に理解させなけ

学生に対し、事前に情報を収集しておくよう指導する必
⑶

留学中の連絡先などの登録

要がある。

ればならない。
なお、海外渡航前の学生に対し、大学で指導すべき事
項は多くあるが、代表的事項として以下を紹介する。

渡航前に十分な情報収集を行った上で留学計画を立て
海外では日本と違った危険に遭遇する可能性が高い一

は常に所在を明らかにしておくという意識を学生に持た

とは十分に考えられる。こうした状況に備えて、留学中

た場合でも、渡航後に現地の治安情勢などが変化するこ

方で、渡航先の治安状況などを学生自身が事前に熟知し、

せる必要がある。

⑴ 「自分の身は自分で守る」という基本原則

日本にいるときとは意識を切り替えることによって多く

を身に付け、危険回避できるように指導することが、安

解した上で、渡航先の治安状況などに関する十分な知識

の事件 事故を防ぐことができる。学生がこのことを理

認や援護を行うため、大学は学生に対して、これらに登

場合）や「たびレジ」への登録情報を元に邦人の安否確

館など（在外公館）は、在留届（現地滞在３ヵ月以上の

また、危機事象が発生した場合は、現地の日本国大使

・

全管理の前提となる。

36

2018.7 大学時報

録するよう指導する必要がある。
・

⑷ 事件 事故などに巻き込まれた場合の対応

大学における危機管理体制の整備

き込まれた場合には、まずは現地の在外公館に援護など

合、特に生命

身体が危険にさらされるような事態に巻

海外留学中に学生が事件 事故などに巻き込まれた場

など、影響が広範囲に及ぶものから、交通事故、窃盗な

が、想定される危機事象は、テロ、紛争、災害、感染症

場合に対応できる体制を整備しておかなければならない

各大学は、学生が留学中に事件 事故に巻き込まれた

・

を依頼することが重要である。そのため、大学は、海外

らびにハラスメントなど、学生個人にかかわるもの、さ

・

留学前に渡航先の在外公館の連絡先を学生に確認させる

らに学生本人による現地法令違反まで多様であることに

３

ことが必要である。

・

大学が、学内の危機管理体制を整備するため、具体的

留意する必要がある。

籍する大学と連絡を緊密にとることも必要であり、大学

に対応すべき事項は多くあるが、代表的事項として以下

また、危機事象が発生した場合には、学生が日本で在
の休日や夜間を含めた連絡先など、あらかじめ大学の窓

学内の意思決定ルートの確立

を紹介する。
⑴

口を定め、学生に周知しておく必要がある。
⑸ 海外旅行保険
・

海外で入院 手術が必要となった場合、医療費が非常

・

事故などに巻き込まれる事案が

生じた場合には、迅速な判断 指示が求められるので、

・

要が生じて渡航費用が高額になる場合もあるので、保険

事案の内容に応じて、対応策の決定方法、決定過程、最

大学は、学生が事件

には必ず加入させる必要がある。また、保険の補償内容

終的な決定に関し、組織内の権限と責任をあらかじめ定

に高額になる場合や、家族が留学先を複数回訪問する必

は多様であるために、必ず事前に補償内容を学生に確認

めておかなければならない。

また、
危機事象発生時の対応は「組織としての判断」に

させ、補償対象の事由と免責事由を把握するとともに、
家族にも内容を確認してもらうことが必要である。

基づくものであることが社会的に求められることに留意
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し、事案の重大性に応じた体制とすることが必要である。

らの緊急連絡を受けられるよう、学内態勢を整えておく

必要があるが、大学も、休業中や夜間を含めて、学生か

学生の渡航先などに関する安全情報の収集

・

情報の収集に当たっては、各国在外公館のホームページ

に行い、これを有効に活用しなければならないが、安全

大学は、学生の渡航先に関する安全情報の収集を適切

⑸

必要がある。

⑵ 意思決定の判断基準の策定
外務省の危険情報（感染症危険情報を含む）に応じて、
注意喚起発出の有無、留学継続の可否などに関する判断
基準をあらかじめ設け、学内に周知 共有しておかなけ
ればならない。
留学中の渡航先および国内連絡先の把握

なお、万が一、学生が事件 事故などに巻き込まれた

・

当該情報を伝達し、注意喚起や安否確認などを行うこと

場合には、現地の在外公館を通じて情報収集を行うとと

⑶

や、「たびレジ」簡易登録の活用などが有用である。

ができるよう、複数の連絡ルートを確保し、名簿の管理

もに、案件によっては、外部の専門家の活用や、現地に

大学は、危機事象が発生した場合に、渡航中の学生に

などを行わなければならない。

職員を派遣する可能性を含め、現地における情報収集の

・

体制を整備しておくことが必要である。

加えて、大学は、学生が海外留学中に事件 事故に巻
き込まれた場合には、速やかに本人、若しくは滞在先の

⑹

関係省庁の連絡先の確認

大学などの担当者と連絡をとる体制を整備しておくとと

・

・

事故に巻き込まれた

共有

海外渡航中に学生が重大な事件

場合には、現地在外公館の協力が不可欠であることから、

もに、現地においては、在外公館の協力が不可欠となる
ため、渡航先の最寄りの在外公館の連絡先を把握してお

・

事故に巻き込まれた場合

巻き込まれた学生や周囲の学生などのケア
・

事故に巻き込まれ、被害者となった場合

に、本人と連絡が取れる状況であれば、学内の担当者を

学生が事件

⑺

て、文部科学省とも情報を共有することが必要である。

大学は、在外公館を所管する外務省に必ず連絡し、併せ

大学における学生からの連絡窓口の設置

くことが必要である。
⑷

渡航中の学生が現地で事件

に、渡航先の在外公館のほか、日本で在籍する大学にも
可能な限り速やかに連絡を入れるように学生を指導する
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定め、こまめに連絡を取ることが必要である。併せて、
必要に応じて家族とも連絡をとり、必要な手続きなどに
ついてのサポートを行うことが望ましい。

たい。
文部科学省ホームページ

らの取材などにさらされる場合も生じるため、ＰＴＳＤ

を念頭に、事件 事故の内容によってはメディアなどか

よう、各大学などにおいて事前に意識啓発を図るととも

渡航する学生が十分に安全管理の意識をもって留学する

1368029.htm
また、本文にも記したとおり、当該ガイドラインは、

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/

などの心理的影響にも配慮し、対応する必要がある。

に、大学などにおける危機管理体制を見直すことを期待

また、周囲の学生に対しても、多感な年齢であること

⑻ メディアなど対外的対応

・

・

しかし、昨今の世界各地の治安情勢は日々変化してお

して作成したものである。

わせが多数寄せられることが想定されるので、その対応

り、危機管理体制についても、一度完成させれば終わり

事故の場合、メディアなどからの問い合

について学内でルールを定めておくことが必要である。

ではなく、取り巻く状況の変化に応じて常に見直し 改

重大な事件

特に、情報の錯綜などを回避するために大学のしかるべ

善を図っていくことが重要である。



き役職者をあらかじめ窓口として指名し、対応者を一元
化することが望ましい。なお、万が一担当者以外が回答
せざるを得ない場合にも、統一された見解を表明できる
よう関係者間で情報を共有することが必要である。

おわりに
紹介した当該ガイドラインを含め、学生の海外渡航に
おける安全管理についてまとめたものを文部科学省ホー
ムページに掲載しているので、ぜひ一度ご参照いただき
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・

特集

留学（海外送り出し）に伴う問題への取り組み

ものといえよう。

●関西学院大学学長補佐、国際学部教授

学が取り組む学生海外派遣の中で最もチャレンジングな

も行っている。これらのプログラムは、およそ日本の大

を派遣する「国際社会貢献活動」
（同じく５カ月間派遣）

關谷 武司

開発途上国への学生派遣とリスクマネジメント

はじめに
関西学院大学では、各大学が行っている国際交流プロ
グラムや留学、国際インターンシップなどを通じて年間

・

同時多発テロ以降、イス

ユースボランティア」と「国際社会貢献活動」というプ

に、グローバル人材育成の革新的取り組みとして、
「国連

突発的なトラブルに巻き込まれる可能性がある時代となっ

が頻発し、今や世界のどこにいても人命に関わるような

ラム過激派によるテロや紛争、政治がらみの事件 事故

・

ログラムを用意している。
「国 連 ユ ー ス ボ ラ ン テ ィ ア」

ている。加えて、世界の８割を占める開発途上国では、

世界では２００１年の９

は、２００４年にアジアの大学では初めて、世界でも３

交通事故、病気

約１５００名の学生を海外の協定校へ派遣しているほか

番目の大学として本学が取り組み始めた学生ボランティ

常的に遭遇する。

・

まず、学生自身が安全な環境を確保する予防対策を立

とは、何を意味するのか。

このような世界に日本の学生が出かけていくというこ

けが、盗難 紛失などの犯罪被害に日

・

隊や赤十字国際委員会（ＩＣＲＣ）などにボランティア

０１３年からは国際協力機構（ＪＩＣＡ）青年海外協力

派遣（現在は５カ月間）してきた。この成功を元に、２

ア派遣であり、世界各国の国連事務所に学部学生を長期

11
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てることが重要なのだが、送り出す大学側としても学生

社を含む専門機関との連携など、留学促進施策を進める

館など在外公館との緊密な連絡体制の構築、危機管理会

ら、留学参加者に対する危機管理研修の実施、日本大使

げたようなリスクを抱えることになる。本学のように開

ラブルがつきものだが、長期の留学ともなれば、先に挙

習慣の異なる世界へ時差を超えて出かけていく旅にはト

たとえ短期のプログラムでも、日本とシステムや社会

どういうトラブルに巻き込まれるのか

に当たっていずれの大学も工夫に迫られる。しかしなが

発途上国の国際協力の現場などに学生を派遣する場合、

１

ら、日本という国は世界的に稀有といえるほど治安が良

どういう危険が待ち受けているのか、いくつかの実例を

の安全確保は重要な使命であり、かつ責任もあることか

く、万一事故や犯罪に遭遇したり、重病にかかってもサ

本の考え方、やり方

われたところで、日

険がいっぱい」とい

は日本とは違って危

学生にとって、
「世界

境が当たり前である

てこのかた、この環

備している。生まれ

ことが発覚する。すっかりたくましくなっていた学生は

を出ようとした時、この返金されたお金が偽札であった

しまいではなく、数カ月後にこの学生が帰国のため空港

本人の手元に戻ってこなかった。しかし、話はこれでお

に対応してくれたが、結局盗まれた金額の３分の１しか

察から一向に現金が返ってこない。派遣先組織が全面的

捕まり、現金も無事確保され、一件落着に見えたが、警

に保管していた生活費を自宅で盗まれた。犯人はすぐに

アフリカのある国に派遣された学生が、トランクの中

紹介してみたい。

は必ずしも通用しな

空港警察にきちんと経緯を説明し、飛行機に遅れること

ポートシステムが完

いということは実感

なく無事に帰国。しかし、痛い授業料となった。

ウクライナのクリミア半島にある国際機関の事務所に

として理解できよう
はずがない。
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学生がボラン

中、交差点で前方から来た右折車と接触。車両はかなり

の夜８時、夕食後に事務所の職員が運転する車で帰宅途

病気で多いのが食中毒である。食後にひどい嘔吐や下

ティアに行っ

く、紛争が勃

痢に見舞われ、熱を伴うこともある。日本で経験したこ

のダメージを被るも、学生本人はシートベルトをしてお

発した。状況

とのないような激しさに、職場の同僚や上司に助けを求

たところ、タ

は日に日に悪

め、信頼できる病院に１、２泊の入院。アメーバ赤痢の

り、前方を見ていたおかげでけがはなし。

化し、帰国の

場合は１週間程度の薬の服用が必要になる。

イミング悪

日にはついに

人くらいの学生を開発途上国に

ボランティアとして派遣している。幸い、これまで一度

～

でデモ隊に占

も重篤な状況に見舞われたことはないが、消化器系のト

本学では、年間

拠された。現

ラブルは毎学期起こり、交通事故には数年に一度くらい

街の中心部ま

地組織の職員

しかし、空港に飛行機が来ない。数時間待たされ、よう

しまった時に、我々担当教職員はどのような準備と対応

前記のような事態を避けるために、あるいは遭遇して

学生派遣を支える陣容とシステム

やくモスクワから一機が到着し、かろうじて搭乗がかな

をすることになっているのか。「国連ユースボランティ

２

い 出 国 に こ ぎ つ け た。 空 港 は、 直 後 に デ モ 隊 に 封 鎖 さ

３、４人を常時配置。教員は、開発途上国をフィールド

ア」と「国際社会貢献活動」担当の教員４、５人と職員

マレーシアに派遣された学生から緊急連絡。現地時間

れた。

まで徒歩で移動し、そこからタクシーで空港へ向かう。

た学生は郊外

の頻度で遭遇している。

50

に付き添われ

35
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として長年業務に当たってきた経験豊富で人脈も広い実

トラブルが発生しやすいのは、派遣直後と帰国前であ

る。派遣直後の時期は疲れやすく体調を崩しやすいため、

おける自主研修などを通じて、学生と教職員との信頼関

まず、派遣前の複数の関連講義やスタディールームに

後の思い出作りのために「このくらいはいいだろう」と

も注意が必要になる。帰国前は、慣れからくる油断と最

食中毒が多い。注意も散漫になりやすく、紛失 盗難に

・

係を構築する。これは非常に重要であり、信頼関係が築

いう無理が引き金になることがある。また、時間経過に

務家が担当を務めている。

けなければ、どんな約束事もアドバイスも、海外に出て

伴う慣れ、自信過剰についても厳しく指導している。

我々教職員は、学生との定期連絡をウィークリーレポー

しまったアウトオブオーダーの学生には届かない。我々
教職員は彼らの自由を制限する管理者ではなく、彼らを

員と丸一日費やして行う。派遣学生には、いろいろなケー

際にあった事例を参考としたワークショップを実務家教

いよう、厳しく注意喚起を行う。その上で、これまで実

られた経験から治安状況を甘く判断してしまうことのな

専門家と疾病の専門家から特別講義を受ける。素人の限

じる。本学では、派遣前の学生が途上国における治安の

くらいなら大丈夫かな」
「バレなければいい」と油断が生

さ自慢である。その類の話を真に受けると、
「自分もこれ

の友達と情報のやり取りをする。ここでよくあるのが悪

近頃の学生は、世界に出てもスマートフォンで世界中

などのテレビ
Skype
電話システムで本人

が あ る 場 合 に は、

いる。気になること

絡することになって

トで、やはり毎週連

理は別のフォーマッ

で把握する。健康管

びやトラブルもこれ

ろん、日常生活の学

地の業務内容はもち

トで行っている。現

スの対応を考えさせ、最終時に行われるテストに合格し

の様子を注意深く見

守る絶対的な守護者となっていなければならない。

なければ派遣は取りやめになる。
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手分けして情報の収集、危機管理部署による判断、関係

生時に関係者がオペレーションルームに集まり、複数で

になっている。これまでも、夜間であろうと緊急事態発

緊急時には、教職員が持つ緊急電話に連絡をすること

た。 ゼ ミ 単 位 の

グラムも充実してき

学部の独自派遣プロ

択されてからは、各

ローバル大学」に採

および「スーパーグ

筋へ可能な限りの協力要請などを行ったことがある。必

フィールドワークや

守る。

要と判断されれば、教員を中心にスクランブル渡航。日

管理については、そ

大学院生の海外リ

派遣学生には、
「自分に限って大丈夫だろう」という根

れぞれのプログラム

常的に緊急事態に備えるため、パスポートの有効期限の

拠のない認識を捨てさせ、大学組織と配属先組織、さら

の提供母体が主体的

サーチも活発であ

には大学が契約している危機管理会社と情報共有を密に

に対応に当たっているが、世界各国の治安状況は不透明

チェックは当然として、どこにでも飛べるように、必要

し、日常的な危険回避と万一の時のトラブルシューティ

で悪化しているところも多い。派遣者数が激増し、派遣

る。もちろん、危機

ングを行う態勢に自らを置いておかせる。そして、個人

先や派遣形態も多様化する中、各部署の対応がバラバラ

な黄熱病などの予防接種も済ませている。

としての危機意識を持たせ、自己の安全を確保すること

では、学生を完全に守ることは難しい。

る。また、学長の下に

International Risk Management

高い危機発生時に迅速に対応できる体制を整備してい

ショナルプログラム危機管理体制」を整備し、重要度の

本学では、学長をトップとした全学的な「インターナ

にしている。

３ 全学的な危機管理
本学の海外派遣プログラムの多くは国際連携機構が統
括するが、文部科学省の「グローバル人材育成推進事業」
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を設置し、国際機関、外務省、国際協力
Advisory Group
機構などの経験者からなる構成メンバーが日常的に世界
の治安状況をモニタリングし、学生の派遣状況に応じて、
必要な情報収集に努めている。重要と判断されれば、直
ちに学長に緊急提言をするシステムが機能している。

おわりに
日本は、はるか太古からの島国。ゆえに日本人の中で
の価値観や文化は他国に比べ共通性が高い。それは自分
と異なる比較対象を持たないことを意味し、鏡の無い家
に暮らしているのと同様、自分はどういう姿をしている
かを知り得なくなる。だからこそ日本人は世界に出て、
自分とは異なる人間に会い、異なる文化や価値観に出合
うことが重要である。
これまで述べてきたように、大変な苦労があるが、ど
の大学も学生を世界へ送り出すべく努力し、工夫を重ね
ている。その意義は間違いなく大きい。他大学の皆さん
とも、切磋琢磨し、共に前進していけることを願う。高
校の皆さんとも連携し、高校生の時から意識啓発に努め
られれば幸いである。 
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特集

・

世界に毎年600名、実績2万人の留学制度
アメリカ ＡＵＡＰ

中国 ＡＵＣＰ

実績30年

留学し現地で
インターンシップ

・全寮制・ワシントン3大学

・ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ・専門ｽﾀｯﾌ

留学

＋

実績15年

就業体験

英語集中

大連外語大学

• 上級英語・英語ﾋﾞｼﾞﾈｽ

愛称：アジア夢カレッジ

日系企業

・ﾎｰﾑｽﾃｲ・提携大学

世界15か国 ＡＵＧＰ

言語

＋

実績30年

文化

その上を目指す学生への制度

交換留学AUEP

学費免除
１年間の各国交換留学

外部チャレンジ支援

外務省在外公館派遣員制度 支援
国際交流基金 日本語ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 支援
トビタテ！留学JAPAN 支援

組織で支える人材育成

３０名の英語ネイティブ教員組織
多くの多言語教員に加え、３０名の英語ネイティブ教員組織
ＣＥＬＥで留学前に充実教育実践

学部独自の留学プログラムでもバックアップ
国際関係学部：語学集中

図表１

都市創造学部：アジア留学 など

亜細亜大学国際人材育成留学支援体系

●亜細亜大学国際交流委員長、都市創造学部教授

夏季、春季 短期集中コース

岡村 久和

英語と人材育成

留学（海外送り出し）に伴う問題への取り組み

年

30

国際人材育成の課題と取り組み

１ 国際人材育成の基本思想と

年になる。１９５５年以降、交換留学で海

亜細亜大学が国内の多くの大学に先駆けて、国

際人材育成を目的とした留学制度を始めてから今

年で

外に留学する学生は若干いたが、大学教育の一環

として国際人材育成を目的とした留学提携を設計

し、海外の大学と綿密な計画と提携の上で運用を

開始した例はあまり多くないと自負している。

図表１にあるように、現在では年間６００名の

学生が留学し、留学経験のある卒業生は２万名を

超えるに至っている。その下にあるように、本学

の国際人材育成体系は三つの柱で成り立っている。

アメ
 リカのＡＵＡＰ（ Asia University America

30
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）
シントン州立の三つの大学とは、長年、カリキュラムや
Program
中国のＡＵＣＰ（ Asia University China Program
）
組織の検討を続けている。現地に亜細亜大学専門のスタッ
全世
 界 カ国のＡＵＧＰ（ Asia University Global Pro- フを置き、フィールドワークや地元コミュニティとの授

・ ・

業、現地学生との共同課題学習も取り入れている。帰国

後は、さらに高みを目指そうという雰囲気づくりのため

に、前述のＡＵＥＰ交換留学や外務省在外公館派遣員試

）
gram
これらの制度は全学の学生を対象とし、さらに向上を
目指す学生には、
・

30年、
2万人の国際人材教育からの習得

年の経験から見えてきた課題

留学を思い出とさせない、帰国後の
学習継続

語学学習のみの留学ではない国際人
材育成

共通する本質は、教育の質および学生の安全の確保なの

留学における課題は国内教育の課題とあまり違わない。

みもあった。当然ではあるが、見えてきた課題を最も熟

・

この３点である。そのため、本学では、

である。英語圏に行くことによって英語が上達し、良い

年続けてきた中には、失敗や悩

名の別組織ＣＥ

国際人材育成留学を

２

る努力を続けている。

験支援、各学部独自の就業体験制度など、さまざまな取

り組みによって、留学効果を就職活動終了まで持続させ

・

）による徹底した留学事前英
Education
語教育を実施している。

ＬＥ（

英語ネイティブ教員

・

教育の質

知している大学の一つではないかと考えている。実は、

30

しかし、

年前から、本学が予測し解決に取り組んで

ＡＵＥＰ（ Asia University Exchange Program
）
が用意され、交換留学の道も開かれている。

国際⼈材育成からの習得

きた課題がある。それは、

学⽣の安全

最大の留学効果を生む事前の学習

留学における課題

30

次に、さまざまな国々でそれぞれの環境を理解し、適

題である。

Center for English Language 就職ができた時代は過去のことであると考えている。就
職後に立派な国際人となるための教育の質が、最初の課

30

５カ月間の留学で過ごすアメリカワ
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15

30
図表２

留学（海外送り出し）に伴う問題への取り組み
３０年、２万⼈の
特集

の学生に合った教育を行っている。各大学には亜細亜大

しているワシントン州立の３大学と「四人五脚」で個々

できる「行動力あるグローバル人材」として明確化し、

すべき人材像を、異文化の環境に適応でき、現場に対応

このような時代の要請に応えるために、本学は、育成

あるいは日本にとどまらず海外で働き、生き抜く力が求

学専任の支援組織があり、英語習得のサポートだけが目

その育成を目指している。そのため、本プログラムは座

切に身を守る仕組みを身に付けることが重要であると考

的の組織ではなく、学生の安全をも常に確保している。

学による英語の４技能習得のみならず、主体的に学ぶ環

められている。

テロや事故ばかりではなく、学生寮のトラブルなども含

４ アメリカのＡＵＡＰカリキュラム

なっている。以下に詳細を記す。

境の中で、英語をツールとして行動力を育成する内容と

３ 本学のグローバ
ル人材像

ＡＵＡＰの参加期間は、５カ月（１５０日）である。

この間は２学期（各学期は９週間）で構成され、各学期

中、週 時間にわたって以下のＡＵＡＰ科目を受講する。

聞などを教材として利用し、テーマに沿ったエッセイな

能力を同時に高めることが可能となっている。また、新

う。授業で英語を学びながら、英語コミュニケーション

ンティアとして授業に参画し、本学学生の学習補助を行

クラス。また、留学先の正規の学生がクラスルームボラ

①
Integrated English Skills
読解、作文、聴解、会話の４技能を向上させるための

20

近年のグローバルな経

⾃ら⾝を守る
知識の習得
地元との⼈間と
しての交流経験

済、社会のダイナミック
な変動の下、観光、労働、
留学その他に起因する人
の大量な移動が生じ、世
界の「多文化社会」状況

世界各国からの
クラスメートの
国や⽂化知識
前に出て、話せ
る勇気と経験

⽣活に必要な表
現やマナー習得

語学留学
⽇本を英語で伝
えられる知識と
技能

アメリカの
歴史、⽂化学習

めた日頃の安全管理が最も重要であるからである。

えている。そして、これらの徹底的実践のために、提携

本学のグローバル人材育成プログラム
図表３

が進行している。この変
化の中で、これからの日
本の若者には、
「多文化社
会」化するであろう日本、

本学のグローバル⼈材育成プログラム

語学留学だけでは、社会の求める国際人材は作れない
語学留学だけでは、社会の求める国際⼈材は作れない
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どが課題となっているため、作文力や読解力が飛躍的に
⑤

を実施して学習を進める。

プレゼンテーションの準備を行う。

の店舗で実際に使用し、通じるかどうかを確認する。

ンタビュー時の表現など。留学終了後も、海外生活に必

ンでの注文、道の尋ね方、買い物のときに使う表現、イ

と も 言 わ れ、 ５ カ 月 間 生 活 す る た め
Survival English
に必要不可欠な英語の表現を学習する。具体的には、電

・

②
American Studies
アメリカの大学の専任教授による週１回の講義を受講

⑥

Functions of English

向上する。さらに、この授業で培った能力を利用し、学

する。本授業内容は専門的で高度な内容なので、それを

に、習得した英語をツールとして、現地で社会貢献活動

期末に行われる各自の研究テーマに基づいたポスター

（予習 復習クラ
補完するために４回の Review Classes
ス）に出席する。主にアメリカの歴史を学習し、現代ア

を行う。学生は各自の習熟度の確認が可能となり、改善

・

サービスラーニング（課外）

・

教室で習う英語と現場の英語の違いに気付かせるため

ボランティア

要なことを学習する。また、習った英語をダウンタウン

話の応対、病院での対応表現、チケット予約、レストラ

（経営 経済 法 多文化コミュニケー
③  Global Issues
ション学科）

メリカ文化への影響などを学ぶ。

国際紛争、

・

・

・

・

点を把握し、教室でさらに勉強するようになる。本学の

現代世界の諸問題（人口、資源消費、国内

貧困問題など）について、英語で学ぶ。また、国際機関

現場重要主義の体得である。
・

～

名程度のクラスで学ぶ。授業は、教室に

クラス分けのテストと面接を受け、各自の英語習熟度に

学生のために設定されており、全ての参加学生は現地で

ワシントン州立の３大学の授業は、特に亜細亜大学の

などによる対応策とその影響を学びながら時事英語を身
に付ける。
（国際関係学科 都市
④  International Communications
創造学科）

合わせて

おける受講のほかに、課外活動や小旅行などが時間外に

各学科の専門科目の概論を英語で学習する。討論する
ために必要な英語スキルを習得し、ディスカッションを

25

実施されることもあり、この全てが必修となっている。

18

行う。また、アメリカ人正規学生へのインタビューなど
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５ アメリカのＡＵＡＰ組織体系
ＡＵＡＰでは、図表４のように、参加学生の教学サイ
ドおよび学生生活サイドで効率よく学習し、心身ともに
安全に留学期間を過ごせるよう、責任者および担当者を
配置している。特筆すべきは亜細亜大学専任アドバイザー
であり、現地大学の正規学生が公募制度によって選抜さ
れている。国際教育に関する数十時間の専門的な研修を
受講し、本学学生が自立的に留学生活を過ごせるよう指
・

導 助言を行っている。
プログラムディレクター：授業および授業以外の生活に

を行う。

管理する。カリキュラム責任者、学生生活責任者の監督

う、学生生活を補助する。週

とって文化的、教育的、国際的に価値あるものとなるよ

亜細亜大学専任アドバイザー：ＡＵＡＰが、参加学生に

時間、本職務に従事

カリキュラム責任者：コンソーシアムの各大学と本学が

し、学生生活責任者に報告する。約 名のＡＵＡＰ学生を

～

合意した目的に合致した教材を使って授業を行っている

（Bilingual Assistant）

か確認することを目的として、授業を監督、指導する。

バイリンガルアシスタント

）が担当する。
１名のＩＰＡ（ International Peer Advisor
学生生活アシスタント：学生生活責任者の指示の下、キャ

学生生活アシスタント

学生生活責任者：ＡＵＡＰ参加学生がキャンパスおよび

（Student Service Assistant）

ンパスおよび地域社会における参加学生の生活をサポー

関する、ＡＵＡＰの日々の活動全般が順調に進むように

ワシントン州立３大学における AUAP 組織構造

図表４

（Instructors）

（International Peer Advisor）

教員

亜細亜大学専任アドバイザー

地域社会でスムーズに生活できるように補助し、またＡ

カリキュラム責任者

（Curriculum Coordinator）

トし、またＡＵＡＰとキャンパスおよび地域社会との連

学生生活責任者

（Student Service Coordinator）

ＵＡＰとキャンパスおよび地域社会との連携を図る。亜

（Program Director）

携を図る。

プログラム ディレクター

細亜大学専任アドバイザーを指導、監督する。

ワシントン州⽴3⼤学におけるAUAP組織構造

16

10 19
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場から、緊急時にはプログラム ディレクターの要望に

バイリンガル アシスタント：日米両方の文化を知る立
するための方策を

識し、それを回避

のかを具体的に認

・

応じて通訳を行う。

考える研修であ

・
・ ・

災害

事件

教員：英語を母語としない外国人に対し、英語を教授で

き る 資 格 を 有 し て い る 教 員 を 採 用 し、 授 業 を 行 っ て
り、 事 故

健康被害

自己管理などさま
ざまな側面から検

ついて、関連ビデオの視聴やレクチャー形式により、文

帰国を余儀なくされた学生もいたため、異文化の生活に

異文化理解：かつて、留学先で精神的なバランスを崩し、

が、主なものは次の通りである。

テーマとする研修を実施している。内容は多岐にわたる

海外で安全な生活を送ることができるよう、危機管理を

施し、留学に向けた目標設定や渡航準備を行うとともに、

学の責任でもある。事前研修会では飲酒、喫煙など基本

学の規則を遵守させることは、学生本人だけでなく、大

法律 規則 ルール：留学先の国 州の法律や留学先大

いる。

事ではなく主体的に自分の身の安全を考える工夫もして

り入れることにより、学生自身が危機意識を高め、他人

スカッションを取

小グループのディ

・ ・

化の概念や異文化への適応過程を解説する。また、異文

的な遵法事項のほか、特に麻薬犯罪や銃犯罪、さらには

・

・

・

・

宗教活動など、本人の生命や将来に

留学前 予防対策の取組例

図表５

いる。

６ 安全確保の取り組み

化を疑似体験するシミュレーションなどの訓練を取り入

機密漏えいや政治

証を行う。また、

れ、学生が留学先でカルチャーショックやホームシック

関わる重大な問題に発展し得る法律や規制を学生が理解

本学では、留学前にプログラムごとの事前研修会を実

に陥る可能性をできるだけ軽減するよう努めている。

※上記を⑴プログラム別、⑵留学先大学別、さら
にプログラムによっては⑶10～15人の小グルー
プで実施することにより、効果を高める。

していることが重要となる。また、本学独自のルールも

１．異文化理解
文化とは何か？
カルチャーショックとは？
異文化適応とは？
２．危機回避アドバイス
危機的状況とは？
ケーススタディ
３．法律・規則・ルール
留学先国の法律
留学先大学の規則
プログラムのルール

危機回避アドバイス：留学先でどのようなリスクがある
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設け、安全配慮を図っている。本学では過去に二度の死

は常に連絡をとり合える体制を整備している。

を個人で手配した場合は、必ず大学に登録させ、留学中

また、危機管理に特化したサポートを提供する民間企

亡事故（いずれも水難事故）が発生しており、水に関す
るアクティビティーを禁止するなどの特別措置を講じて

プに分かれ、それぞれ担当教職員が直接アドバイスを行

規模なプログラムでは、同じ留学先の中でさらに小グルー

とを心がけている。留学先大学別はもちろんのこと、大

なお、前述の研修は、可能な限り少人数で実施するこ

入。万が一、遠隔のために安否確認ができない場合は、

マートフォンのアプリを活用した安否確認システムを導

事態が発生した場合に、学生の無事を確認するため、ス

例えば、特定の留学先でテロ事件や自然災害などの非常

の際に迅速かつ適切に対応できる態勢を構築している。

業と連携し、学生の安全確保を強化するとともに、有事

うことが、学生の危機意識を高めるために不可欠と考え

留学先の政府機関との連携や、契約企業によるエージェ

いる。

ている。

ントの派遣、現地サポートスタッフによる捜索など、複

延期などの判断基準をガイドラインとして整備し、

や派遣先大学からの情報を基に、プログラムの実施 中

危機管理体制に関しては、外務省が発信する危険情報

学長の判断で「危機対策本部」を設置することになって

態（または、その発生が予想される事態）に際しては、

前記のような学生の生命に重大な影響を及ぼす緊急事

数のルートで確認できる体制を整えている。

止

いる。図表６は、危機対策本部の構成および関係する企

７ 危機発生時の対応策

プログラムの安全な運営に最大限努めている。

・

・

危機管理対策本部は、学長を最高責任者として、副学

業や機関との連携図である。

派遣学生全員に加入を義務付けており、緊急時連絡先（マ

長（学長の代位者）、国際交流委員長、当該学部長など教

大学が海外旅行傷害保険の法人契約を結ぶことにより、
時間対応の日本語相談

・

電話窓口を設けている。また、学生には大学指定の携帯

広報センター部長、学生センター部長、教学センター部

学部門の代表者、専務理事、事務局長、財務部長、入試

ニュアル カード）を配付し、

電話を持参するよう奨励しており、指定以外の携帯電話

24
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・

が指名するその他の者で構成され、事務局として国際交

長など、法人部門 事務部署の代表者、さらに、本部長

ほか、特定の危機を想定した対応シミュレーションを実

危機管理機関と連携し、定期的な研修を学内で開催する

有事の場合に迅速かつ効率的に対応するために、民間の

・

流センター部長および国際交流センター職員が主に対応

保険会社
危機管理専門コンサルタント
危機対策本部

関係省庁（外務省等）
旅行会社
法律事務所
等
当該学部執行部

事務局
国際交流センター
または所管部署

マスコミ
広報センター

ご家族
教学センター
学生センター

病院・警察・在外公館等
現地危機管理担当者

保険アシスタント会社

派遣学生

人でも多くの学生が、少しでも多くの世界中の国に出か

中に参加可能にしており、さらに単位取得もできる。一

グローバルＡＵＧＰは全てのプログラムを春夏の休暇

基づいた充実の就業体験体系を持っている。

ている。そのため、航空会社や領事館など長年の信頼に

系企業におけるインターンシップ、就業体験を必修とし

日的である大連の大連外語大学との長年の共創と現地日

要視していることに変わりはない。中国ＡＵＣＰは、親

グローバルＡＵＧＰも、教育の質と学生の安全確保を重

アメリカＡＵＡＰを中心に記述したが、中国ＡＵＣＰ、

さらに広がる国際人材育成

施することも重要である。

本部長：学長
関係事務部長等

８

することになっている。このために緊急連絡網を整備し
ており、迅速に関係者を招集することが可能である。
当然、対応マニュアルなども整備しているが、実際の

危機対策本部の構成と関係機関の連携図
図表６

ける機会を生み出しているのである。

教育の質と学生の安全確保を大きな柱としながらも、

３万名超の留学経験者を生み出すことを目指して、国際

人材育成の取り組みは今後も続いていく。 
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危機管理体制（危機対策本部を⽴ち上げた場合の対応）

特集

特集

留学（海外送り出し）に伴う問題への取り組み

●立命館大学国際部長、経済学部教授

級）」、
「アドバンスト型（上級）」のカテゴリーに分類し、

ニシエーション型（初級）」、
「モチベーション向上型（中

島田 幸司

留学派遣に伴う危機管理の取り組みについて

１ 立命館大学の留学派遣の現状

件以上を展開するとともに、

・

カ国 地域の１３
・

課題」として「立命館大学グローバル イニシアティブ

０１６―２０２０）
」において、
「環となる重点的な基本

開発したプログラムが、

らに、教学の専門性を考慮して学部 教学機関が独自に

４大学

年間

の推進」を位置付けている。

本学では、学園中期計画「Ｒ２０２０後半期計画（２

31

機関と協定校交換留学制度を運用している。さ

30

・

件以上展開されている。

文化協働力を備えた人材の育成」を掲げ、２０２３年ま

ル社会を切り拓き、他者と協働して課題を解決できる多

さらに、この基本課題に基づく目標として、
「グローバ

ログラムへの関心が高まっているため、海外において幅

アクティブ

留学に加え、短期プログラムで、かつフィールドワークや

近年の傾向として、交流実績がある海外大学への長期

・

でに、日本人の学部学生の海外留学経験者を３２００名

・

ラーニングなどを組み込んだ「体験型」プ

・

危機管理に関わる課題

学生時代に留学を「体験」したい学生の要望、すなわ

２

広い経験ができる新たなプログラムの開発に努めている。

70

にすることを目標としている。２０１７年度は１７８３
７％である。

まざまな点を勘案し、国際部開発の全学プログラムを「イ

本学では、学生のニーズや外国語運用レベルなど、さ

名が海外留学を経験し、達成率は

55
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いる。これに伴い、プログラム実施のための安全対策は、

よび派遣先の選定は、いっそう多種多様なものとなって

ちプログラムの内容や目的、個々の学生の到達目標、お

生の海外留学状況の把握、④留学中の渡航先および国内

決定ルートの確立、②意思決定の判断基準の策定、③学

大学における危機管理体制の整備として、①学内の意思

学生自身もキャンパス外のリスク管理が求められる。初

「体験型」プログラムは教室外活動が中心であるため、

多様化 高度化する必要が生じる。

協定校への派遣留学の危機管理に比して、さらに個別化

対外的対応について、が記載されている。

巻き込まれた学生や周囲の学生のケア、⑩メディアなど

連絡体制の確認 共有、⑧関係省庁の連絡先の確認、⑨

置、⑥学生の渡航先に関する安全情報の収集、⑦学内の

連絡先の把握、⑤大学における学生からの連絡窓口の設

・

めて海外を体験する学生に適切なトラブル対応をさせる

・

本学国際教育センター（以下、センター）では全学対

・

には、語学の対応力に注意しつつ、事前の想定に応じた

変化は、現地における学生の交渉力 生活力の欠如とも

また、留学する学生の成熟度、自立性、語学力などの

図ってきた。本年度も、前記のガイドラインに基づいて

訂を加え、全学リスクマネジメント委員会を経て周知を

３年に制定し、海外動向の変化に合わせて毎年必要な改

象プログラムに関わる海外危機管理マニュアルを２０１

相まって顕在化する場合がある。トラブルや事件 事故

一部改訂を行ったところである。マニュアルでは、以下

予防策や安全施策などを講じる必要がある。

の解決のために派遣先関係者とのきめ細かい連携が必要

の点を整理した。

・

・

●センターの海外危機管理体制

●学生自身が行うべき危機管理対応

●海外への催行、中止、延期、継続、途中帰国の判断基準

●派遣時（危機発生時）の危機管理対応手順

●派遣前の危機管理対応手順

●危機管理の必要性

な事例も増加している。
このような課題をふまえ、教職員による適正な支援と
プログラムの実施が求められている。

３ 危機管理体制の現状
２０１７年４月に、文部科学省から「大学における海
外留学に関する危機管理ガイドライン」が公表された。
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学部８研究科 教学機関が独自に運営して

ンターの危機管理状況を、全学リスクマネジメント委員

これらのマニュアル指針に基づいて取り組んでいるセ

ダーは、各学生が安全な環境下で充実した留学生活を送っ

グループでリーダーとサブリーダーを選出している。リー

期プログラムや１セメスターの中期プログラムでは、各

・

ているかどうかのレポートを定期的に大学へ提出する。

会へ報告。
いる学部等派遣プログラムへの適用も呼びかけている。

ダー学生には大学から携帯電話を貸与している。

合は、大学との連絡窓口の役割も担う。このため、リー

また、個別またはグループ全体でトラブルに遭遇した場

オリエンテーション

・

るための承諾書を配付し署名させるとともに、外務省の

留学生活を安全に送るために定めた行動規範を遵守させ

関するレクチャーを行っている。ガイダンスを通じて、

当者や保健センターの医師が、学生の安全管理と支援に

いる。ガイダンスでは、業務提携先の大手保険会社の担

プログラム参加決定直後と渡航直前の計２回、実施して

への意識を向上させることも重要な目的の一つとして、

パートナーシップに助けられて大事に至ることを未然に

の時間 道筋が左右されることもある。実際に、日頃の

際、先方のコーディネーターの協力の度合いで早期解決

間のうちに正確かつ十分な情報収集が必要となる。その

ログラム中断などの判断を迫られた場合は、極めて短時

る。深刻な事案が発生し、個人またはグループ全体がプ

疎通（信頼関係構築）は極めて重要であり、注力してい

受け入れ大学側のコーディネーターとの日常的な意思

現地大学の支援窓口などとの連携

「たびレジ」や、災害時の安否確認アプリへの登録などを

防いだケースを、本学も幾度となく経験している。

⑶

義務付けている。

⑷

留学中の学生が個別に遭遇したトラブル（けが、事故、

危機管理専門会社への業務委託

・

夏期および春期の長期休暇を利用する１カ月前後の短

⑵ 渡航先からの定期報告

海外生活で生じうるリスクを学生自身が認識し、安全

⑴ 渡航前ガイダンス

体制整備の幾つかを、以下に紹介する。

マニュアル指針に基づいて取り組んでいる活動および

15
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時間、電話相談可能なサポート態勢を構築してい

然災害等発生時の安否確認を行うために、学生が渡航先

ラブル、その他困りごと）への対応の助言や、テロや自

病気、パスポートなどの紛失、航空機などの乗り継ぎト

いる昨今、現在の状況に確実に対応できる体制の構築と

伴う大規模テロ 自然災害が、地域を問わずに発生して

ある。加えて、複雑化する国際情勢と自然環境の変化に

留学の動機、これまでの海外経験の有無）も千差万別で

整備のために、本学でも以下のような新たな課題が生じ

・

る。一連の業務を危機管理専門会社に委託し、軽微なイ

ている。

から
ンシデントは、その都度リアルタイムに解決している。

危機発生時の対応はもとより、派遣先の国 大学との情

よび国内における大規模災害 テロ 航空機事故などの

■派遣前

〈外務省危険情報「レベル２」が発令された場合〉

プログラムの派遣基準の一部を次のとおり改訂した。

・

報共有も含めて、４大学が協力して事案に対応できるよ

・

う、２０１８年３月、関西学院大学、関西大学、同志社
・

改訂前：国際教育センター合同会議において、プログラ

ム続行可否を判断する。また、
「レベル２」の情

捺印し申し合わせの

・

大学および本学の間で書面に署名
確認を行った。

プログラム数の増加とともに、派遣学生数、派遣先機

報を入手次第、
「安否確認」を実施し、センター

■派遣後

関数、派遣先国数のいずれも増加している。冒頭でも紹

の判断内容に従わせる。

４ 今後の課題

改訂後：海外派遣の中止を基本方針とする。

改訂前：国際教育センター合同会議において、プログラ
ムの催行可否を判断する。

参考にして派遣基準を定めている。本年６月、全学対象

本学は、外務省が定める危険情報（レベル１～４）を

派遣判断基準の明確化

⑴

学生の海外派遣や留学生の受け入れに関して、海外お

せ

⑸ 関
 西４大学による危機発生時の協力体制の申し合わ

24

介したとおり、プログラム参加学生の資質（語学レベル、

大学時報 2018.7

57

留学（海外送り出し）に伴う問題への取り組み
特集

学内機関会議による検討を経て、一段階厳しいレベル

改訂後：海外
 派遣を中止し、派遣者を速やかに帰国させ
ることを基本方針とする。

ので、課題を精査し、事前のシミュレーションが必要で

（領事館）との調整など、非常に多くの困難が予想される

多様な言語対応や派遣先における留学生の母国の大使館

合、学生本人と母国の家族の間に立って支援するときは、

に引き上げる改訂を行った。法的責任とは別に、有事の
ある。

全学レベルの危機管理体制の構築

際の決定の背景（根拠）をより明確に説明し、社会的責
任を果たすための改訂である。
⑶

２０１７年度に海外派遣した本学学生１７８３名のう

新たな基準に基づいてプログラムの中止を決定するた
めには、今後、以下の点が、
より現実的な調整課題となる。

は、各学部などが自らプログラムを設計し、派遣したも

今後さらに増加すると予想される。

学生の学びのニーズにきめ細かく対応するものであり、

のである。各学部が学問分野に基づいて設計することは、

ち、センター主管の派遣学生は９４０名。残る８４３名

① 本
 学のプログラム中止基準の受け入れ大学に対する
事前共有と承諾の取付
② プ
 ログラム中止に伴って発生する諸経費

③ 半
 年（１セメスター）や１年プログラムの中止に伴
う単位修得計画の変更と教学的支援

有化をさらに進める必要がある。多様な地域への派遣を

センターが整備している最新の海外危機管理マニュア
⑵ 本
 学の正規留学生を他国へ派遣した場合の危機管理
対応と支援のあり方

行う学部に対し、より積極的な働きかけを行っていく。

・

有事は突然発生する。昼夜、週末、長期休暇中を問わ

有事の際の即応

５月１日時点の正規留学生数は学部 研究科合わせて２

ない。このような場合、初期対応がその後の展開を大き

⑷

ルや有事の際の学内連絡体制のあり方について、全学共

昨年度、海外へ派遣した１７８３名の本学学生の多く
は、日本人学生であった。他方、本学における正規留学
生の受け入れ数も毎年大幅に増加している（２０１８年
１ ５ ９ 名）
。正規留学生が他国でトラブルに遭遇した場
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で有事発生の場合、時差の関係で、日本の深夜時間帯の

複数事案に同時に対応する場合もある。加えて、遠方国

迫られるものも少なくない。また、派遣数の増加に伴い、

短期間で解決する事案もあるが、数週間にわたる対応を

してでも、最優先課題として事案解決に臨むこととなる。

上命題であるため、教職員は通常の業務を一時的に保留

く左右する。事案の内容を問わず、学生の安全確保が至

保険でまかなうことができた。

に想像し得る。なお、追加の航空代金も、交渉の結果、

題であり、非常にデリケートで労力を要することは容易

確保が難航した場合に迫られる遠方国との調整は重要課

けて切迫した対応をした結果でもある。代替フライトの

行会社 保険会社 本学の各関係者が深夜から未明にか

た。これは、時差がある中で、週末にもかかわらず、旅
・

今後、派遣学生数の増加に伴い、さまざまな事件事故

おわりに

・

緊急対応となる。派遣先機関（大学）および関係機関へ
対応するため、初動担当者の情報共有が要となる。当然、

案件が常時発生するものと認識している。そこで、不可

の本学の交渉窓口では、刻一刻と変わる情勢に継続的に
当該担当者をはじめ、通常業務が並走する現場の負荷は

抗力的に遭遇する大規模災害などに即時対応できるよう、

危機管理専門会社による監修の下で定期的に学内研修（シ

飛躍的に跳ね上がる。
一例を挙げると、２０１８年３月初め、英国へ派遣し

ミュレーション）を行っている。こうした体制整備に、

引き続き注力する予定である。 

名の学生の帰国に際して、大寒波による搭乗予定

た約

を決断した。英国→スイス→香港、香港→関西空港のフ

ライトが確保できなかったため、他の航空会社への変更

乱する中で、搭乗予定の航空会社で１週間以内の代替フ

や代替フライト確保などの調整に迫られた。空港が大混

派遣先大学へ引き返させ、ホームステイ先への延泊要請

便のキャンセルが発生した。緊急対応として、空港から

30

ライトを確保できた結果、全員が同一便で無事に帰国し
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特集

留学（海外送り出し）に伴う問題への取り組み

●法政大学グローバル教育センター事務部国際交流課長

外研修などにより、学生を世界各地に派遣している。

ター主催夏季／春季短期語学研修、④学部主催の各種海

日野 好幸

留学（送り出し）の現場から見る問題とその取り組み

「より質の高い留学体験」を目指して

―

１ 学生海外派遣の歩み

派遣学生は、ここ 年間では、５９４名（２００７年）

派遣に始まり、１９７９年には派遣留学制度を開始した。

派遣学生数の増加に伴って協定校も拡大し、協定校は同

から１２３８名（２０１７年）に倍増している。また、

本学における学生の海外派遣は１９７７年の夏期海外
その後、１９９５年には、認定海外留学による派遣も開

・

カ国 地域の２３５校

・

に拡大した（図表１）。

・

・

その他の学生派遣

39

バル人材育成支援」事業（２０１２年）の下で実施され

・

現在、本学においては、前述の①派遣 認定留学、②

る国際ボランティア インターンシップの学生派遣も含

外研修や、文部科学省「経済社会の発展を牽引するグロー

わゆる留学に加えて、フィールドスタディなどの各種海

前項で紹介した派遣学生の中には、語学研修を含むい

３

校から
期間で

学部主催のスタディ アブロード プログラム（以下、
ＳＡプログラム）が多くの学部で実施されるようになり、
大学全体の学生海外派遣者数が急激な伸びを見せること
となった。

カ国 地域の

始している。また、１９９９年の国際文化学部設置以降、

10

60

学部主催ＳＡプログラムのほか、③グローバル教育セン

２ 派遣状況

23
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・

した多様なプログ

まれている。こう
学生に対する支

たものの、応募

は、
「ス ー パ ー グ

びている（図表

は採用者数も伸

援や広報活動が

ローバル大学創成

２）。この結果、

ラムによる学生の

支 援」 事 業 採 択

第９期までの累

強化され、近年

（２ ０ １ ４ 年） 以

計採用者数で、

海外派遣の流れ

降、さらに加速し

本学は全国の私

学ＪＡＰＡＮ日本

度「トビタテ！留

働海外留学支援制

その保護者に向

時期に新入生や

は、入学直後の

現在、本学で

である。

立大学中第７位

ている。
正規外のプログ

ラムでは、官民協

代表プログラム」

け て「 海 外 留
まり、本学からも

イダンス」を実

学 国際交流ガ

・

多くの採用者が出

施している。同

が２０１４年に始

ている。当初は採

ガイダンスで

図表２ 「トビタテ！留学 JAPAN」採用者数の推移

9期

8期

7期

6期

5期

4期

3期

2期

1期

0

応募者数
書類選考合格者数
最終選考合格者数

20

派遣学生数の推移
図表１

用がやや低調だっ
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（人）25

15

10

5

交流への関心が年々高まっている。

入生と約２００名の保護者が参加するなど、留学や国際

とを目指している。２０１８年度は２０００名以上の新

早い段階で留学や国際交流に対する意欲の醸成を図るこ

学中に参加可能なプログラムの概要を紹介し、入学後の

は、本学のグローバル化の現状を説明するとともに、在

能にしている。さらに、国際交流課では、緊急連絡用の

社

や危機

し、一体的に管理している。これにより、情報の一元化

学生派遣プログラムの保険 危機管理を同一業者に委託

含めた、グローバル教育センター国際交流課が所管する

・

・

・

・

トラブル発生時の大学 危機管理会社 保険会

・

旅行業者の間の情報共有がなされ、迅速な対応を可

時間、緊急時対

参加も目立ってきている。また、現在、実践活動を伴う

留学などに関する準備や意識の醸成が十分でない学生の

し、また関心を抱くことは大変喜ばしい流れである反面、

いる。また、
旅行などで留学先から離れるときには旅行届

イトを通じて、滞在地域の安全情報などを随時配信して

加中の学生には、留学期間中に利用する留学ポータルサ

応が可能な態勢をとっている。各種留学プログラムに参

業務用携帯電話をスタッフが携行し、

プログラムなどでは、アフリカや中東など、本学が協定

を提出させ、所在の確認を行っているほか、危機発生時

このように、多くの学生が海外派遣プログラムに参加

校を持たず、これまで派遣実績のない地域への渡航も増

の安否確認メールの一斉配信などにも利用している。

学生派遣に当たっては、現場の各担当において、こう

したさまざまな手段を用いて学生の安全確保に努めてい

る。しかしながら、繁華街やコンサート会場などのいわ

本学は、文部科学省策定の「大学における海外留学に

機管理に当たる担当者が愁眉を開くことはないのが実情

国で）無差別銃乱射事件が頻発する昨今の状況では、危

ゆる「ソフトターゲット」を標的としたテロや、
（主に米

関する危機管理ガイドライン」にのっとった危機管理体

である。こうした事件 事故などの外的要因によるリス

クに加えて、近年は、派遣学生の内的要因によるリスク

・

また、２０１４年の組織統合以降、ＳＡプログラムを

制を整備し、各学生派遣プログラムを実施している。

４ 学生派遣に伴うリスク管理について

遣に伴う問題への取り組みについて述べてみる。

どの重要性が増している。次項では、さまざまな学生派

えるなど、学生派遣に伴うリスク管理やトラブル対応な

24
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対応も大きな負担となっている。
以下では、学生派遣に伴って発生し得る代表的なリス
クなどについて、カテゴリー別に述べてみる。

とにリーダー学生を通じて行うなどの工夫をしている。

幸いにも、本学が派遣中の学生が、こうした大規模災

月に発生したパリ同時多発テロ事

件では、派遣留学中の学生がテロ発生現場至近の飲食店

ものの、２０１５年

害や事件 事故に巻き込まれたケースはこれまでにない

・

⑴ 自然災害 テロなどのリスク

・

月にベルリンのクリ

とはもちろん、プログラム実施期間中においても、最新

などで現地の危険情報を十分に確認した上で実施するこ

あったことが報告されるなど、現場担当者にとっては、

加中の学生が旅行のために現場近くのホテルに滞在中で

スマスマーケットで起きたテロでは、ＳＡプログラム参

に居合わせていたり、２０１６年

情報の情報収集に努めていることはいうまでもない。参
務付けている。

事故、犯罪などに巻き込まれるリスク

ここに含まれるリスクには、盗難 紛失をはじめ、派

・

事件に加えて、多くの犠牲者を出す事故が発生した場合

遣学生が滞在中に遭遇するリスクの高いものが含まれ、

実際の学生派遣の現場では、世界各地で起きるテロや
には、学生を派遣中の地域であるときはもちろん、発生

大別すると次のようになる。
・

を行っている。大学からの安否確認に対して、派遣 認

が判明した場合には、それらの学生に対しても安否確認

事例として最も多いのは、盗難 紛失である。その中

①

紛失

定留学生やトビタテ生などからは、ほとんどのケースで

の盗難や、
でも目立つのはスマートフォン、特に iPhone
紛失である。特に、パスポートの盗

盗難

時に本学学生が旅行などで当該地域に滞在中であること

⑵

常に気の抜けない状況が続いている。

12

加学生には、
「在留届」または「たびレジ」への登録を義

プログラム実施に際し、外務省海外安全ホームページ

11

パスポートの盗難

・

迅速に返答が得られている。一方、グループで派遣する

難

・

ＳＡプログラムでは、個別学生からのレスポンスが長期

どである。再発行（帰国間際の場合には渡航書の発行）

・

間得られないケースもままあるため、現在は、コースご

・

紛失については、主に旅行先で遭うケースがほとん
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手続き、ビザを発給されている場合には、その再取得お

スもあり、被害学生に対するケアも含め、慎重な対応が

告が遅れるケースが多々あり、また事実確認が困難なケー

・

よび留学先への再入国などの手続きは、盗難 紛失の別

・

・

・

これら事件などの事例については、外務省領事局邦人

求められる。

はないため、一様な案内ができない。また、学生が旅行

安全課で取りまとめている「海外における大学所属邦人

紛失のあった国 地域によって手続きが同じで

に出掛ける時期が、往々にして休日や休暇期間（特に年

学生の事件 事例集」へも報告し、個人情報を伏せた上

や盗難

末年始休暇）であるために、こうしたトラブル発生時の

・

飲酒

・

ドラッグ

飲酒については、
「日本の法定年齢と現地の法定年齢の

③

で情報共有を図っている。

傷害などの犯罪被害

対応は、現場の派遣担当者にとっても大きな負担となっ
ている。
② けが

・

には、派遣先大学などのスタッフとの連携はもちろんの

手術となった事例がある。こうした事故が発生した場合

学生があった。幸い、翌日には退院となったものの、後

において急性アルコール中毒でＥＲ（救急）搬送された

また、飲酒にまつわる事故については、過去に派遣先

両方に達している場合のみ可能」を基本としている。

こと、保証人への報告 説明、保険会社とのやり取りの

日非常に高額な費用の請求を受けた。

過去に、放課後やクラブ活動中の大けがにより入院

ほか、完治を待たずに帰国を迎える場合には、旅行代理

・

出は控えるよう注意を促している。このほか、女子学生

ないものではあったが、夜間（特に一人で）の無用の外

被害に遭うケースが多くみられる。いずれも大事に至ら

傷害などの犯罪被害については、主に夜間の外出中に

これらのリスクについて、ＳＡプログラムでは、参加

にのっとり、決して使用しないよう指導 徹底している。

れに見られる。無論、派遣学生に対しては、日本の法律

場で、現地の学生が使用する場面に遭遇するケースがま

法化の動きが進んでおり、派遣先の寮やパーティなどの

ドラッグについては、近年、米国などの一部でその合

へのつきまといなど、セクシャルハラスメント関連の被

学生および保証人を対象として渡航直前に実施する「危

店を通じて利用航空会社との調整なども発生する。

害も散見される。こうした被害においては、大学への報
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・

るような案件は、主に学内で対応していかなければなら

の被害に遭うケースが後を絶たない。なお、以下で述べ

注意喚起を行っている。しかし、残念ながら、毎年同様

本学学生が実際に遭った被害などを例示したりしながら

生が遭遇しやすい事件 トラブルを紹介したり、過去に

機管理ガイダンス」の中で、ビデオ映像を用いて派遣学

ある。

合には、教職員が現地に出向き、引率帰国するケースも

国が困難な（あるいは、保護者からの要請を受けた）場

を得て帰国することになる。その場合、学生一人での帰

保護者にも状況を報告し、本人および保護者双方の同意

断をせざるを得ないケースもある。こうしたケースでは、

ないものであるが、その解決が容易でないケースも往々

に不安を抱える学生について、事前に実施学部、派遣担

なお、ＳＡプログラムの参加が必須の学部では、派遣

・

にしてあり、現場担当者が非常に多くの労力を費やして

当部局および学内カウンセラー（または医師）が情報を

検討する機会を設けている。

共有し、渡航の可否や渡航前後の支援内容などについて

いる。
⑶ 精神的健康に関するリスク
どの学生にとっても、慣れない異文化環境に適応する
ほどなくレジリエンス（逆境から立ち直り、成長する能

文化的背景も生活習慣も異なる他人と共に暮らすことは、

宿泊先がホームステイであっても学生寮であっても、

宿泊先など現地でのトラブル

力）を高め、目標達成や自己実現を目指そうとする過程

ストレスも多くトラブルも起きがちである。ただ、最近

⑷

に移行していくが、異文化環境に適応できずに深い悩み

は、ホームステイなどでのトラブルに、過度な期待や要

までには時間や労力を要すものである。多くの学生は、

を抱えてしまう学生も毎年少なからずいる。こうした学

能力や異文化理解の不足によるものだけでなく、アサー

望に基づくものが目立っているが、これは必ずしも語学

などを用いて直接話をする機会を
生に対しては、 Skype
設けているほか、学内のカウンセラーに直接相談できる
態勢も整えている。日本からサポートを続けてもなお、
留学の継続が困難と判断される場合には、途中帰国の判

・

）
ティブ コミュニケーション（ assertive communication
能力やソーシャルスキルがこれまでの生活のなかで十分
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に養われていないことによるところが大きいといわざる
を得ない。

た概念を生成している。

また、林（２０１２）は、
「人生において自己効力感の

生成に重要な時期があり、その中の一つが思春期後期で

あり、まさに大学生の時期である」と述べている。留学

）を生成するま
という、まさに自己効力感（ self-efficacy
たとない機会に、親と〝繋がり続ける〟ことによって失

⑸ 保護者とのトラブル
慮していることがもう一つある。それは、保護者対応で

う機会損失は、その後の学生の成長にとって計り知れな

学生派遣にかかる近年の業務の中で、現場担当者が苦
ある。学生から不満を聞かされた保護者が、学生からの

いといえよう。

まとめ

ここまで、学生の海外派遣にまつわるさまざまな問題

５

一方的な意見を元に大学にクレームを入れてくるケース
が往々にしてみられる。その都度、大学からは丁寧に説
明を行うものの、現地の様子や事情が十分に伝わらない
こともあって、納得していただくまでに長期間を要して

の機会であったが、現在はＳＮＳなどの発達 普及もあ

かつて、留学といえば、親元を離れて自立を促す格好

況下で、学生の海外派遣にかかるこれらのリスクを完全

ざまな天変地異が世界各地を襲っている。このような状

世界情勢が目まぐるしく変化し、気候変動の影響やさま

について、本学における事例も示しながら述べてきた。

り、海外にいてもなお、親と常に〝繋がっている〟場合

に取り除くことはできないながらも、学生を送り出す現

しまうケースも多い。

が多い。
奥山（２０１７）は、
「現代の長期留学は、母国の引力

細心の注意を払いつつ、リスクの最小化に努めている様

場では、世界各地で巻き起こるさまざまな出来事に日々

・

に引かれ、時間的にも空間的にも母国から離脱できてい

一方、派遣期間中に現地で起きるその他の問題につい

子がお分かりいただけたことと思う。

そうした姿に対して、
〔日 本 の 強 い 引 力〕 と い う カ テ ゴ

ては、学生の意識の変容によるところが大きい。今後も、

ないのが実態なのかもしれない」と述べている。また、
リーを立て、
【日本に錨をおろしたままの浮遊】と名付け
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「スーパーグローバル大学創成支援」事業で掲げる目標達

ソナリティの獲得や自己の特性、特に弱みに対する分析

をより明確にさせ、オートテリック（自己目的的）パー

派遣前教育が重要だと考えている。そこでは、留学目的

遣後のトラブルや問題の発生を最小限に抑えるためにも、

人でも多くの学生の成長した姿を見られることを望んで

どんな労いの言葉にも勝るものである。これからも、一

であろうが、帰国した学生の成長した姿に触れることが、

出し現場担当者の負担が一朝一夕に軽くなることはない

学生派遣数が、今後もますます増えていく中で、送り

おわりに

によって、自分の能力と挑戦のレベルのバランスをとり、

止まない。 

成に向け、さらに派遣学生数を増やしていく中では、派

留学中の経験の質を高めることを目指す（浅川２００３）。

と考える。小西（２０１７）も、
「短期留学参加直後は、

も、留学の効用を一層高めるための方策となり得るもの

自己効力感の形成プロセス」神戸大学 大学教育推進機

奥山和子（２０１７）「留学経験がもたらす効用としての

●参考文献

また、短期→長期というステップを踏ませることなど

慣れない自然環境や交通システムなどに苦労しながらも

２０１７年３月： ～１０

構 『大学教育研究』第 号

83

院大学『青山経営論集 』１０７～１３６頁

林伸二（２０１２）
「私 は 何 が で き る の だ ろ う か」 青 山 学

１頁

なんとか適応し、最後には自己効力感が向上して次の海
外経験を志向するようになる。この自己効力感向上のプ
ロセスが大学主催の短期留学の効果と考えられる。そし
て次のより困難な、長期間や個人で参加する留学に参加

25

浅川希洋志（２００３）フロー理論の展開（世界思想社）

・

することによって、グローバル マインドセットを育成

小 西 由 樹 子（ ２ ０ １ ７ ）
「短 期 留 学 を 通 じ た 自 己 効 力 感 の

17

頁

向上」早稲田大学ＷＢＳ研究センター早稲田国際経営研

する可能性がある」と述べている。

47

究№ （２０１７） ～
48

26

こうしたスキーム作りが、結果として、派遣期間中に
対応に当たる教職員の負担軽減にもつながっていくもの
と考える。
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留学（海外送り出し）に伴う問題への取り組み

●東海大学国際教育センター事務室長

派遣プログラムについても、できる範囲で旅行業者に運

いるプログラムを導入することとし、協定に基づく短期

短期派遣については、旅行業者が商品として取り扱って

田中 久博

日本アイラック社を利用した危機対応

１ 派遣留学の危機対応システム構築の経緯
本学が２００５年度に文部科学省の「大学国際戦略本

元々派遣学生数の増加には派遣プログラムの数を増や

小し、最終的には全て学生のみで渡航するように改めた。

ラムは教員 職員が引率していたが、これを段階的に縮

プログラムの制度変更であった。全ての短期派遣プログ

ことを当面の目標として、まず着手したのは、短期派遣

１２名だった。少なくとも、これらの数字を２倍にする

グラムによる学生派遣数は、応募が１３４名で派遣が１

すことが一つの課題となった。当時の海外派遣留学プロ

ラシア大陸や太平洋を挟んだ向こう側であるため、でき

応できたとしても、事件 事故が起こっているのはユー

で、電話に即応できないこともあった。また、運よく対

かしながら、実際に四六時中電話に備えることは不可能

には引率者からの電話を受けるというものであった。し

課長などが携帯電話を肌身離さず持ち歩き、危急の場合

これ以前の危機管理のスキームは、派遣留学担当部門の

務量の削減もさることながら、学生の安全確保である。

委託の目的は、派遣業務のアウトソーシングによる業

営を委ねることとした。

す必要があったのだが、従来の大学間協定によるスキー

るのはせいぜい現場の状況を確認する程度であり、危機

部強化事業」に採択された際に、派遣留学生の数を増や

ムでは増やせるプログラムの数に限界がある。そこで、
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・

・

いにすれば、非常の際には旅行業者の代理店が対応して

管理とは程遠い状況だった。その点、旅行業者の取り扱

れるほか、サポートデスクが「中継点」としても機能し、

らの連絡を「専用国際フリーダイヤル」で受け付けてく

時間対応」が

以前は担当者が行っていた旅行業者との連絡も担ってく

れる。これにより、長年の懸案だった「

くれる。
これは、学生の安全確保にとって大きな前進だった。

現地エージェントが解決に走った。このシステムは奏効

るようにした。担当者は問題に応じて旅行業者に連絡し、

が発生した場合には、学生リーダーから担当者に連絡す

い、学生リーダーに緊急連絡用の携帯電話を預け、問題

留学先のほとんどに支店を有する大手旅行業者であるエ

性があった。そこで、２０１４年度からは、本学の派遣

数の増加に伴って、事件 事故の際に初動が遅れる危険

ていたが、旅行業者としては小規模であり、派遣留学生

また、旅行業者は本学のハウスエージェントを利用し

実現することとなった。

し、引率者がいなくても大きな事故も無く、大学国際戦

イチ

短期派遣プログラム対象者に事前ガイダンスを丁寧に行

略本部強化事業終了後の２０１０年度には応募３１２名、

学プログラムの大半をエイチ アイ エス社に担っても

・

アイ エス社と協力することとした。短期派遣留

・

・

・

らうことにより、重大事態が発生した際には、世界に展
・

アイ エス社の支店網を活用して、派遣

・

を占める。２０１２年度以降、派遣学生数は３００名程

名を派遣した。その内、短期派遣プログラムは２５０名

ある。２０１７年度は、５１１名の応募に対して３０４

２０１８年度現在、本学の派遣留学生に対する危機対

時間 ３６５日対

４８２名、派遣者３２５名となった段階で、もう一つの

が可能となった。

学生の大半を占める短期プログラム学生を援助すること

開するエイチ

・

時間対

・

ステムの脆弱性として残る点が問題であった。

あることが、担当者を複数にしたとしても、危機対応シ

しかしながら、派遣学生からの一次連絡先が担当者で

派遣１７７名まで伸ばすことができた。

24

応システムのメカニズムは図表１～３に示したとおりで

応可能な人材は大学にはいない。２０１２年度に応募者

24

安全ネットとして導入したのが日本アイラック社による
サービスである。
日本アイラック社のサービスは、

24

応の「アイラック安心サポートデスク」が、派遣学生か
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東海大学国際教育センター
室長 ○○○○
***-****-****
室長補佐 ○○○○
***-****-****

トラブル発生!!

学生
ケースバイケースで
関係先へ連絡

アイラック

東海大学
国際教育センター
室長、事務室長

保険会社

アイラックが状況により
判断し、H.I.S.各所へ連絡

H.I.S.

●H.I.S. 東京教育旅行セクション
●H.I.S. フリーダムサポートコール
●H.I.S. 現地支店

東海大学
国際教育センター事務室
派遣留学担当役職者

東海大学
湘南校舎関係部署
各校舎関係部署
図表１

学生からのトラブル対応
学生に壮行会でダウンロードさせる
（長期・中期のみ）

長中期の場合

緊急時 ID・パスワードで
ログインして、メールを一斉送信

東海大学
無事を知らせるメッセージ

安否が
ない場合

必要があれば
緊急出動

派遣先大学

アイラック
のアプリ

安否確認メッセージ

学生
「無事を知らせる」を押す

H.I.S. 東京教育
旅行セクション

アイラック
日本事務所

外務省

短期の場合
H.I.S. 東京教育
旅行セクション

東海大学

学生

通常営業時間外の場合は、下記営業担当の携帯電話へ
○○***-****-****
○○***-****-****

図表２

H.I.S.
現地支店
■H.I.S.バンクーバー支店
***-****-****
■H.I.S.ウィーン支店
***-****-****
■H.I.S.ゴールドコースト支店
***-****-****
■H.I.S.ロンドン支店
***-****-****
■H.I.S.パリ支店
***-****-****
■H.I.S.ソウル支店
***-****-****
■H.I.S.香港支店
***-****-****
■北京サービスセンター
***-****-****

東海大学から学生への安否確認

アイラック
日本事務所

保護者

H.I.S. 東京教育
旅行セクション
図表３

保護者から学生への緊急連絡
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度で推移しており、約

％が短期派遣プログラムの参加

事例１の場合は、アイラック社からの報告があった段

階で親が学生に送金しており、解決していた。

事例２については、アイラック社からの連絡を受けて、

・
・

・

学科、両親と連絡を取り合い、対応した。結果的には、

本学から受け入れ先の大学、派遣学生の所属校舎 学部

短期の派遣学生については、アイラックに加え、エイチ

対象学生は所定の留学期間を満了し、無事に帰国した。

・

に関してはアイラック社のレベルで解決可能である。ま

アイラック社による危機対応システムは、些細な事案

最近の事例（クレジットカード、精神的問題）

た、事例２のように注意深く取り扱うべき事案の場合に

報告があるので、対応方法を考え易いというメリットが

も、アイラック社が受け付けてくれ、ある程度整理した

学生の相談内容：持参したクレジットカードの暗証

ある。現状では効果的に機能していると評価できる。

００名台で推移している。学内では「全員留学」構想が

本学の派遣者数は「派遣留学プログラム」としては３

アイラック社の対応：①カード会社に相談すること

どうかは、さらに検証する必要があろう。 

検討されているが、その場合に、この態勢で対応可能か

問題があり、留学先の大学に登校できない。

学生の相談内容：留学中の生活で、多くの精神的な

事例２（長期派遣）

スを紹介した。

を説明し、②ウエスタンユニオンによる送金サービ

た。手持ちの現金も無いので大変困っている。

番号を間違えて入力し、カードが使用できなくなっ

事例１（短期派遣）

ここで、最近の事例を紹介しつつ、
現状をご紹介したい。

２

アイ エス社による安全ネットが提供されている。

ク」の援助が提供され、語学力が圧倒的に不足している

長期の派遣者については「アイラック安心サポートデス

者である。つまり、ある程度、外国語の能力がある中期

85

アイラック社の対応：アイラック社契約のメンタル
相談を紹介。
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留学（海外送り出し）に伴う問題への取り組み
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