
 

 

1 

 

大学における多文化社会コーディネーターの必要性と役割1 

留学生センター 

岡 智之 

 

１．はじめに 

 多文化社会コーディネーター論において、国際交流協会や NPOなど地域社会や行政に

おけるコーディネーターの役割については、さまざまに論じられているが、大学における

多文化社会コーディネーターの必要性や役割についてはあまり論じられていない。それ

は、大学が主に「実践の知」に対する「理論的な知」を作り出すところであるという前提

によっているからであろうか。それは一面の真理であるとともに、一方で、大学自体も一

つの社会であり、多文化が共存している場なのである。本稿では、大学における多文化共

生の実現のため、稿者のここ 5年間の実践としての留学生と日本人学生との交流活動の現

状と課題を分析し、大学における多文化社会コーディネーターの必要性と役割について明

確にする。また、地域社会との連携という今後の課題の実現に向けた展望も合わせて打ち

出していきたい。 

 

２．先行研究と実践事例 

 大学における多文化社会コーディネーターの役割について主題的に論じた先行研究はあ

まりないが、横田・白土（2004）では、「交流コーディネーション」として一章が割かれ

ている。まず、「交流コーディネーション」の定義として、「ある個人や集団と別の個人

や集団との文化的な交流を促進する架け橋的活動」としている。その中で、大学の留学生

担当者が深く関わる交流コーディネーションとして、（１）キャンパスにおける交流、

（２）地域と留学生との交流、（３）帰国留学生との交流があげられる。そのうち、キャ

ンパスにおける交流コーディネーションのの意義についてまず明らかにしておきたい。 

 まず、一般に、日本の大学において、留学生は日本人学生や地域住民と親しく交流して

いるかと言えば、それは一部に限られており、交流は成り行き任せで進展しなくても別段

問題とするに足らない瑣事と考えられている。一方、米国の大学の調査では、大学が留学

生を受け入れる理由として、最も多い回答として「自国の学生の国際理解を深めるため」

としており、自国民が他国を理解し尊重する態度を培うことが大学教育の重要課題であ

り、そのために留学生を活用すべきだと考えられている。キャンパスや地域でアメリカ人

学生や地域住民と留学生との交流を促進することは、最も重要な教育活動なのである。し

かし、日本の大学では、留学生と日本人学生の交流を促進することは重要な教育活動とは

考えられておらず、交流コーディネーション自体、留学生担当者の「業務」にはなってい
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ない。このように指摘した上、日本の大学は留学生と日本人学生との交流が持つ多様で長

期的な効果をもっと重視しなければならないとしている。 

 横田・白土では、留学生と日本人学生との交流コーディネーションの実践例として、九

州大学での、二種類のティータイムを紹介している。ひとつは、「異文化理解タイム」と

称して、毎週夕方の二時間、留学生と日本人学生・教職員・地域住民が参加して、留学生

が一時間半ほどスピーチを行い、参加者でディスカッションや質疑応答を行う対話形式の

もので、もう一つは、学生サークルによる「インターナショナル・コーヒーアワー」で、

毎週夕方の二時間、喫茶店の様に自由に会話を楽しむ形式である。留学生担当者はこれら

企画の実施主体として、毎週参加して見守っている。さらに、横田・白土では、地域との

交流の実践として、福岡市と九州大学の事例、国立市と一橋大学の事例があげられてい

る。これらは、大学の留学生担当者が地域の国際交流ネットワークの核となるコーディネ

ーターとして機能している事例であり、今後の課題として非常に参考になるが、本稿では

大学内での活動に焦点を置いているため詳しい紹介は割愛する。 

 次に、加賀美・小松（2013）「大学コミュニティにおける多文化共生」では、まず、大

学における異文化接触の問題として次のような現状をあげている。第一に、文化的背景が

異なるために、相手の期待やコミュニケーション方略、取り巻く状況が理解できず、さま

ざまなコンフリクトが生じる。第二に、留学生と大学コミュニティを含めたホスト社会の

人々との接触があまりもたれないことや同じ言語圏、同じ文化圏の人しか付き合わないこ

とがよく言われている。特に、日本人学生との接触の機会が持たれず交友関係に不満があ

ることが指摘されている。留学生が卒業後も日本の地域や企業社会で就職し、生活者とし

て定住していくためには、学業面での達成だけではなく、ホスト社会の日本の人々との間

に友好的な関係が維持され、日本人や日本人社会に対する親和的な態度がいかに獲得でき

るかが重要である。一方、日本人学生にとっても、今後、日本社会に定着していく外国人

留学生との交流は、グローバル社会を生き抜くスキルや強さを学ぶ機会ともなりえる。し

かし、実際には異文化間交流が円滑に行われていないのが現状であると指摘している。 

その原因として、異文化間交流を阻む五つの障壁をあげる。一つ目は学内の多様な対人

ネットワークが希薄なため情報が伝達されない「情報の壁」、二つ目は互いの存在を知ら

ないことや出会う場所や時間がない「環境的壁」、三つめは言語、トピック、接近の仕方

がわからないためにどのように交流すればよいのかわからないという「スキルの壁」、四

つ目は知らない相手への不安や遠慮、摩擦の恐れ、気後れなどの「心理的な壁」、五つ目

は価値観の違いや宗教、コミュニケーションへの戸惑いという「文化的な壁」である。 

このような異文化交流上の壁を取り除き、友好関係を構築するためには、四つの条件が

必要であるとしている。第一に、接触を行うことが、政府や教育機関といった組織に積極

的に支持されている必要があり（「社会的制度的な支持」）、第二に接触が互いの関係性

を発達させるのに十分な頻度、期間、及び密度の濃さが必要であり（「表面的な接触より

親密な接触）、第三に互いが「対等な地位関係」にあり、第四に互いに共通の目標がある

ような共同作業を持つ（「協働」）というものである。このような条件の整う環境は、ま

さに大学キャンパスにある。このようなことから、大学キャンパスの共生に向けて異文化

間交流の重要な前提条件は、日本人学生と留学生が対等な立場で円滑なコミュニケーショ

ンを行い、親密な関係性を構築できるように、両者の協働的活動を設定し促すことであ

り、教育に携わる者はそのための制度的支援を行うことであると指摘している。 
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このように大学側の働きかけのない自然な状態では異文化間交流は円滑に行われること

は難しい。そこで、教育的介入が必要となるのである。加賀美は教育的介入を「一時的に

不可避な異文化接触を設定することで、組織と個人を刺激し、学生の意識の変容を試みる

行為」と定義し、その実践例として、お茶の水女子大学における交流授業（「多文化交流

論」）の取り組みとともに、課外活動（国際交流グループ TEA）、留学生のピア・サポー

ト（大学院生によるチューター）の取り組みを挙げている。本校とも留学生数として近い

規模にある国立大学として非常に参考になる事例であるので若干これを紹介したい。 

お茶の水女子大学において 2002年より設立された国際交流グループ

TEA(Transcultural Exchange Association)は、お茶の水女子大学の学内留学生支援体制

の一環として、学部の日本人学生と留学生が中心となり交流活動を自発的に行っており、

担当教員が企画行事の運営責任、学生への助言を行っている。活動内容は新入留学生のた

めのウェルカムパーティ、合宿形式の国際教育交流シンポジウムや日々のランチミーティ

ングなどである。TEAの活動から留学生と日本人学生の友人関係構築過程を見ると、最初

のうちは日本人学生が来日したばかりの留学生に対し支援を行うが、時間の経過とともに

お互いに対等な友人関係になり、支援する側と支援される側が逆転したりすることもあ

る。このように、支援する側と支援される側が固定化されておらず、状況に応じて互恵的

に支援されたり支援したりという循環的な友人関係である。これを「相互支援循環型モデ

ル」と呼び、さらに卒業後は留学生と日本人学生というカテゴリーを超えた普遍的な「人

間交流モデル」へ向かうとしている。こういう姿こそが、大学コミュニティにおける多文

化共生の姿であろう。 

大学における留学生支援体制の中核となる「留学生相談室」は、留学生支援の日常的な

サポート源となっており、学生による学生のためのピア・サポート組織である。ここで

は、20数名の大学院生チューターが、心理相談の専門家としてではなく、レポートの日本

語添削などの学習面の支援、生活情報の提供、パソコン使用の提供と管理、留学生が昼食

を取り雑談をするための控え室の管理などを行っている。留学生相談担当教員は、チュー

ター長と運営メンバーへのコンサルテーションを行い、年 2回行われるチューター総会で

は留学生支援と留学生のかかわり方に関する講義や事例検討会の助言などを行っている。

本学でも、お茶の水女子大の事例を参考に、今学期（2014年度秋学期）、国際交流グルー

プの立ち上げと、留学生支援交流室の院生チューターによる運営を開始した。これについ

ては、後ほど報告する。 

留学生支援と交流の活動事例としては、他に、横国大の「交流・相談室（105）」（藤

井 2009）、神戸大学の「留学生交流支援ボランティアサークル Truss」（瀬口 2009）、

名古屋大学の「スモールワールド・コーヒーアワー」（高木・新見 2013）等が参考になっ

た。これらの先行研究と実践事例を受け、次節では、まず、これまでの本校での留学生支

援・交流活動の現状と課題を分析する。 

 

３．現状と課題の分析 

 2014年 5月現在での本学の留学生数は 289名であり、正規生 146名（大学院生 94名、

学部生 52名）、非正規生 143名（研究生 32名、教員研修生 13名、日本語・日本文化研

修生 21名、交換留学生 74名）、うち国費留学生は 52名、私費留学生は 237名となって

いる。55の協定校があり、国・地域の内訳は、中国・韓国・タイ・ドイツ・台湾・ベトナ
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ム・スウェーデン等 32か国・地域で、中国が 60％弱、韓国が 20％弱、アジア全体で約

90％を占める。留学生数としては、2000年代前半の 500名台からすると、減少傾向にあ

る。非正規生の交換留学生などは微増だが、正規生の大学院生と非正規生の私費研究生の

減少が目立つ。その要因には、大学自体の国際戦略のなさがあげられるだろう。 

本学留学生センターは、1998年設立で、主に非正規の短期留学生に対する日本語・日本

理解教育及び、生活支援が主たる業務であり、日本語教育部門、短期留学プログラム部

門、生活支援部門があった。本学留学生センターに着任した 2005年、稿者は日本語教育

部門に所属し、短期留学生に対する日本語授業や日研生のプログラムのコーディネートな

どを行っていたが、2010年に部門の編成替えがあり、日本理解教育部門に移行した。この

部門では、主に短期留学生の日本理解教育の授業のコーディネートと、留学生と日本人学

生との交流事業や地域連携事業などを担当することになった。なお、生活支援部門は 2010

年秋担当教員の辞任により、欠員のまま機能していない。日本理解教育部門では、留学生

の日本語支援の補完も含めた活動を以降展開することとなる。 

留学生と日本人学生の交流事業は、以前から必要だとは言われつつ、業務としての取り

組みはなかった。2010年の 2月に初めての国際交流合宿（於：山中湖畔）を行い、4月か

ら、国際交流カフェ（毎週金曜 5限）、日本語支援室（毎週水曜日 3限）、10月から、ラ

ンチタイムに中国語と韓国語で交流する企画（中国語・韓国語でしゃべランチ）などを開

始した。以下、各企画について、現状と課題を分析していく。 

 

3.1  国際交流カフェ 

 発足当初 2010年度は、毎週金曜日の 5時限目、教室に 40名くらい（日本人学生、留学

生が半々ずつ）が集まり、六つくらいのテーブルに 6~7名程度座り、色々なテーマでの討

論、ゲーム、留学生の国の紹介、日本の地方紹介などを行っていた。学部・日本語教育専

攻の学生が積極的に、スタッフをやり、企画・運営を担当してくれた。1年目はこういう

会がこれまでなかったこともあり、結構人数も集まり盛り上がりも見せた。2011年度から

は、徐々に来るメンバーが少なくなり、少ないときで 10名くらいになるときもあり、マ

ンネリ化の傾向が見られた。このマンネリ傾向を打開するために、2012年度からは、学芸

カフェテリアの企画として、昼休みの時間帯に行うようにした。昼休みの時間帯にしてか

ら、人数も 20~30人程度で新しい人も結構来るようになった。ただ、時間が少なくなった

分、ゆっくり話し交流する時間が少なくなった。また、2013年度までは、継続してスタッ

フをやってくれた学部日本語教育選修の学生 3名が卒業して、2014年度は、学部の日本

人学生スタッフが 1名になってしまった。代わりに、日本語教育コースの院生 4名（うち

留学生 3名）が積極的にスタッフを担ってくれている。毎週水曜日昼休みにスタッフ会議

をやり、企画などを話し合って、学生自身がほぼ独自に進められるようになってきてい

る。 

 2014年度秋学期は、従来のスタッフ 5名に加え、留学生 1名、日本人学部 2年生が新

たなスタッフとしてスタッフ会議に参加し、広報などの活動も担ってくれた。今学期は、

各回平均 25名くらい（留学生と日本人学生はほぼ同数）の参加で昼休みのカフェの活動

だけでなく、課外活動の紅葉狩りには 35名、クリスマスパーティにも 16名の学生が集ま

って、盛り上がりを見せた。（2014年度秋学期参加者数については、本紀要参照。） 
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 国際交流カフェも 5年目になり、日本人学生と留学生との気軽な交流の場として定着し

つつある。ただ、日本人スタッフは、依然 2名であり、次のスタッフがなかなか育たない

という問題がある。スタッフの定着化が大きな課題であり、このことについての省察は、

次節に譲る。国際交流カフェとともに同じ学芸カフェテリアのランチ講座として、外国語

で留学生と交流するチャイナカフェ、コリアカフェも学芸カフェテリアの企画として 2012

年度から始まった。2014年度秋学期は、北欧カフェも登場し、好評を得た。これらのカフ

ェに毎回顔を出す常連も増えてきており、これから、これらを多言語のカフェとして拡充

して、学内国際交流の日常的な核となる場としていくことが課題である。 

 

3.2 国際交流合宿 

2010年 2月の山中湖合宿を初回として、これまで 2010年 8月清里、2011年 7月河口

湖、2012年 8月山中湖、2014年 7月草津の 5回にわたって、留学生と日本人学生の交流

を目的とした 1泊 2日の合宿を行ってきた。例年、大型バス 1台をチャーターし、学生

44～47人（うち日本人学生は 10～16名）が参加している。活動内容は、野外活動（山中

散策、ハイキングなど）、コンパ、発表会などである。学生スタッフ 10名ほどで、係、

班長を分担し運営している。メインは、2日目午前中の発表会で、参加者をあらかじめ

6~8名程度に班分けをしておき、班別に出し物を考えている。これまで、寸劇（世界の学

生生活、恋愛など）、世界のクイズ・ゲーム、世界の音楽・ダンス、アフレコ、折り紙・

切り紙体験、世界の民族衣装など、班ごとに工夫を凝らして考え、1日目の夜遅くまで練

習をするなどして、発表が行われた。企画を考え、練習するなどを通して、学生同士が合

宿以前から交流を行うことができている。毎年学生には好評の企画だが、日本人学生の参

加が少なめである。合宿を通して、仲良くなるのだが、10月入学の短期留学生はすぐに帰

ってしまうので、その後の交流につながっていかないという難点がある。時期の検討や、

冬の時期にもやると言うことも考えられる。 

 

3.3  留学生支援交流室 

 2010年度当初は、日本語支援室として、日本人学生ボランティアが留学生の日本語学習

の支援をするという目的で、毎週 1時限開設された。初回、日本人学部生ボランティアが

10数名来るのに対し、留学生が 2～3名しか来ないという事態になった。日本語教育学部

生を中心にボランティア経験者に 3~4名残ってもらい、あとは名前だけ登録してもらった

が、常時留学生が 1~2名しか来ず、全く来ないときもあった。水曜日午後という、留学生

の授業がない時間帯に設定したのだが、授業がないのでそのまま帰ってしまうことにな

り、センターの同僚からも需要がないのではと言われ、1年で日本語支援室は閉室となっ

た。 

2014年度は、留学生交流支援室として日本人学生ボランティアを募集し、留学生にもア

ンケートを配り、日本語の支援や会話の相手がほしいか、希望する時間帯などを聞いた上

で、お互いの時間が合う月曜日と木曜日の 4時限目に留学生支援交流室を設定した。月曜

日は、日本人ボランティア 3名、留学生 4名、木曜日は、日本人ボランティア 4名、留学

生 14名が集まった。当初は、初級の留学生の補講を目的としたが、初級で継続的に来た

留学生は 1名、あとの留学生は中級レベル以上で日本人との会話が目的の学生であった。
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ボランティアは日本語教育の院生 2名はしっかりやってくれたが、学部生は来たり来なか

ったりしていた。 

2014年度秋学期は、院生にコーディネートまで任せ、運営していく方式にした。今度

は、毎週水曜日 4限と木曜日 4限に設定した。新しいボランティア学生も 8人に増え、留

学生も初級の学生も含めて、各回平均 5名程度来て、留学生の支援と交流の場として定着

しつつある。（参加者数については本紀要参照。）今学期は、特に初級レベルの教員研修

生の参加が定着していることは、本活動の趣旨からしても望ましいと思われる。国籍も非

常に多様になってきている。ただ、ボランティアが初級学生の日本語を支援するための知

識が不足している部分もあり、今後、ボランティアへの教育や助言などの機会を作ってい

く必要があると思われる。 

 

４．コーディネーターとしての省察と今後の課題 

 本節では、3節での交流活動の現状と課題の分析に踏まえ、コーディネーターとしての

省察を行いたい。まず、今期は、学生スタッフの定着という問題の解決のために、国際交

流グループの立ち上げを図った。2014年秋学期の始まる前に、国際交流カフェ、国際交流

合宿のスタッフ 4名が集まり、前学期の振り返りをするとともに、今後の課題を話し合っ

た。そして、「学芸大学国際交流グループ Gaia（Gakugei  International 

Association）」を立ち上げた。会員制にし、役員（代表、副代表、書記、会計、広報な

ど）を決め、会則を定めて、恒常的な国際交流グループとして会員を募集していくことと

した。そして、秋学期に来年度の新しいスタッフの養成と引き継ぎを行うことを大きな課

題とした。2014年度秋学期の期間、Gaiaの会員募集を行ったが、従来の国際交流カフ

ェ、合宿スタッフ 7名に加え、定期的にスタッフ会議に参加してくれる留学生 1名と日本

人学部 2年生 1名が増えた。新しいスタッフの獲得という点では、2人だけだが、特に 2

年生の積極的な学生がスタッフとして関わってくれたのは一つの成果だった。ただ、全体

として来年以降に引き継げる新しいスタッフが確保できたわけではない。国際交流合宿に

参加した生協留学生委員会（ISC）の日本人学生にもこうした活動を呼びかけたが、国際

交流カフェに継続して参加した学生は 1人だけであった。ISCとの連携は従来から言われ

てきたが、なかなか達成できていない。国際交流カフェ最後の日は、雪のせいか、常連の

日本人学生 4名とスタッフの留学生 3名しか来ず、国際交流座談会のようなものになっ

た。今後、どう国際交流活動を盛り上げていくかという話になったが、メンバーは一人の

2年生以外みな 3年生、4年生、院生だった。1，2年生がなぜ活動に参加しないかという

ことに関しては、みんなこのような活動自体あるのを知らないとか、あってもなかなか入

りにくいのではという意見があった。もっと 1，2年生に活動の存在を知らせ、スタッフ

になってくれる学生を作っていくには、どうすればいいか考えるいい機会となった。 

結局、今期、Gaiaの一般の会員としては、留学生が 3名入会しただけである。Gaia自

体の名前もあまり浸透せず、スタッフ自身も Gaiaの会員としての自覚も薄いように思わ

れる。このことの要因として、学生自体の主体的な意志での立ち上げではなく、顧問教員

（稿者）の主導によって、作られたものであるためではないかと思われる。留学生センタ

ーの他の教員の理解度も低かった。国際交流グループの立ち上げはまだ学生の主体性が最

大限引き出されたものではなく、時期尚早ではなかったかと思われる。 
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 2014年 12月 19日（金）には、多文化社会コーディネーター養成講座（東京外国語大

学多言語・多文化教育研究センター主催）のモニタリングが行われた。昼休みの国際交流

カフェの観察後、モニターと留学生センター上司、同僚、スタッフ学生を交えて、国際交

流懇談会を行った。まず、稿者より本学の国際交流活動の現状と課題について説明した

後、国際交流カフェスタッフの日本人学生 1名と留学生 2名及び留学生支援交流室のコー

ディネーター学生に活動報告、感想などを述べてもらった。次に、留学生センター長と留

学生センター教員から大学における国際交流活動の位置づけと意義について話してもらっ

た。最後に、モニターから、学芸大学の交流活動の感想とご意見をいただいた。今回のモ

ニタリング活動を通して、学生スタッフには、自らの活動の振り返りと全体的な位置づけ

を持ってもらい、より主体的な活動を行っていく契機となった。また、留学生センター教

員には、留学生と日本人学生の交流活動に関して積極的な理解を得られた。モニターに

は、スタッフ定着の課題に関して、「一つの目標に向かって何か協働作業することによっ

て、自分たちが必要な人材だということがわかると積極的に動き出す」「地域や外に向か

った活動が必要」などというアドバイスをいただいた。来年度に向けた活動の課題として

考えていたことのお墨付きと励ましをいただいた。 

 稿者は、学部大学院の日本語教育専攻や留学生の日本語授業の担当という教員としての

立場と、留学生センターの交流活動のコーディネーターとしての立場があり、多文化社会

コーディネーター養成講座スタッフからは、コーディネートと教育的介入は違うものとい

うご指摘も受けたが、大学の教員である立場上やはり、教育活動という観点は否定するこ

とはできないだろう。大学における多文化社会コーディネーターとしては、大学の他部署

との連携や地域との連携の中で、その役割と意義が増してくると思われるので、今後の課

題の実践の中で、その省察を深めていきたいと考えている。 

 2015年度は、留学生センターが提供する「多文化共修科目」（４科目）が全学の共通科

目として始まり、稿者もそのコーディネーターと科目担当者として、学内の異文化理解と

交流の核となるような活動をしていきたいと考えている。また、地域国際交流団体との連

携も大きな課題である。今後、大学・地域の多文化共生の核として、コーディネーターの

活動を積極的に担っていきたいと考えている。 
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