
 

187 

 

１４章 上智大学／ 

イエズス会東アジア 4 大学 グローバルリーダーシップ・プログラム 

  

 

１．上智大学における国際教育交流の概要 

 上智大学は、建学以来、キリスト教ヒューマニズムに基づく教育方針に基づき、東西文

化の架け橋となる国際性を大切に教育・研究活動を重視してきた。設立母体であるイエズ

ス会が全世界にもつ 100 を超える高等教育機関のネットワークを生かしつつ、国際教育国

交流という点では、2008 年 3 月現在、33 カ国に 137 校の交換留学・学術交流協定校をも

ち、学生交換や学術交流活動を行っている。このうち、交換留学協定を結んでいるのは 129

校であり、毎年、北米・ヨーロッパを中心に約 150~200 名の学生が世界各国へ留学してい

る。また受け入れの点では、アジア、北米をはじめ、オセアニア、中東、ヨーロッパ、中

单米といった約 50 カ国以上の広範な国から留学生を受入れており、学部・大学院をあわせ

た外国人学生の総数は約 800 人である。また夏季休暇中には、Non-degree プログラムとし

て英語によるサマーセッションも開催している。 

 こうした留学プログラムとは別に、異文化体験を通じた取り組みもなされている。たと

えば、夏季休暇を利用して海外でボランティア活動を体験する「カンボジア・エクスポー

ジャー・ツアー」を課外教育プログラムとして開催している。また学内においては、語学

力など一定の条件を満たせば、すべて英語で授業を行う国際教養学部の科目を履修するこ

とのできるクロスリスティング制度を設けており、2007 年度の場合には、約 110 名が他学

科に所属しながらこの制度を活用して、同じキャンパス内で留学と同様の体験が出来るプ

ログラムに参加した。 

 

２．イエズス会東アジア 4 大学グローバルリーダーシップ・プログラムの概要 

 本プログラムは、上記のような一連の国際教育交流への取り組みの流れの中で、上智大 

学国際交流センターがイニシアティブをとり、2008 年度から開始した学生主体型交流プロ 

グラムであり、国籍の異なる多様な文化的背景を持った大学生が一堂に集い、グローバル・ 

イシュ―について、事前研修、合宿形式の討議、フィールドワーク等を通じ、国際理解と 

共生社会实現のための課題と方策を探り、将来のグローバルなリーダーシップをもった人 

材育成に資することを目的としている。 
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2008 年度は第 1 回目として、上智大学の交換留学協定校である東アジアの 3 大学アテ 

ネオ・デ・マニラ大学（フィリピン）、西江大学（韓国）、輔仁大学（台湾）と連携し、上 

智大学がホスト校となって開催された。プログラムは各大学が各国・地域別で行う事前学 

習（2008 年 5~7 月）、東京での上智大学での合宿研修（2008 年 8 月 3～9 日）、帰国後の 

事後研修（フォローアップ）（2008 年 9 月~10 月）から成り、今年度は、「学生として格差 

問題にどう向き合うか」をテーマとして实施された。共通使用言語は英語であった。 

 

３．プログラムの特徴 

 本プログラムの特徴は以下の 3 つの点にある。 

①今年度の参加協力大学は、いずれも建学の精神を一にするカトリック修道会・イエズス

会が経営する大学であり、共通の大学教育のミッションである「他者のために」（”Men and 

Women for Others, With Others”）を軸に計画・实践されたプログラムである。 

②一般の留学プログラムならびにスタディーツアとは異なり、参加者自らが運営に積極的

にかかわり共通の課題を中心として、事前研修、グループ党議、フィールドワーク、プ

レゼンテーションや報告書による発表を行う「学生参加型・能動型の国際交流プログラ

ム」である。 

③卖年度のプログラムではなく、次年度以降、ホスト校をローテーションで担当すること

を予定しており、2009 年には西江大学、2010 年に「アテネオ・デ・マニラ大学」、2011

年には輔仁大学がホスト校を予定しており、継続性を重視している。また将来的には、

上智大学が協定をもつ他大学への活動拡大も視野に入れている。 

 

４．組織・運営体制 

 2008 年度は上智大学がホスト校として、实行委員会を上智大学メンバーで組織した。ま 

た国内協力者として、基調講演（1 名）ならびに事前研修および合宿研修ファシリテーター 

ー（1 名）を依頼した。さらに海外の 3 大学においても、それぞれ合宿研修コメンテーター 

ー兹引率者（各校教員 1 名）ならびに事務連絡担当者（各校国際交流担当者 1 名）を選 

出し、連絡調整役を依頼した。これら各大学の担当者は、すでにこれまでも交換協定校と 

して相互に知り合いであり、そうした事前の繋がりがあったことも、プログラムの運営を 

スムーズに進めるのに役立った。 

 運営資金は、もともと予定されていた上智大学の学内予算にくわえ、「平成 20 年度大学 
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教育の国際化加速プログラム（国際共同・連携支援（国際交流プログラム開発型））」に採 

択され、それらをもとに運営された。 

 

５．プログラムの实施経緯と内容 

 プログラムの实施経緯は事前準備、事前研修、合宿研修、ならびにフォローアップ（事 

後研修）・次年度への引継ぎから成っている。以下、それぞれについてプログラムの内容を 

概説する。 

（1）事前準備(2007 年 3 月~2008 年 7 月) 

 プログラムの原案は、实施前年の 2007 年に上智大学学生留学委員会で審議・承認され 

ることから始まった。同時にそれと並行して、全米国際教育担当者会議（NAFSA）（2007 

年 5 月、於：ミネアポリス）やイエズス会東アジア国際教育担当者会議（2007 年 12 月、 

於：マニラ）、上智大学交換留学協定校会議（2008 年 3 月、於：上智大学）等の機会を利 

用して、各大学担当者と直接打ち合わせが行われた。 

 事前準備で重点がおかれたのは、プログラムのテーマ設定と作成である。この過程にお 

いては、本プログラムの目的と照らして、①学生たちが主体的にかつ問題意識をもって取 

り組めるテーマを選ぶとともに、②机上の論議にとどまらず、学生たちが自分たちの手足 

を使い、实際に目で見て現实を認識するフィールドワークの導入に重点がおかれた。韓国、 

台湾、フィリピン、日本では、それぞれおかれている政治的、経済的背景が異なる。そう 

したなかで、学生たちがお互いの差異をどのようにとらえ、そのうえで自分たちの視点か 

らどのようにテーマについて考え、伝えあっていくかということに留意したうえで、「学 

生として格差問題にどう向き合うか」というテーマが選ばれた。 

 そのうえで、2008 年 4 月~5 月にかけ、4 大学それぞれで参加者各 8 名が選考された。 

参加者の参加要件は特に限定せず、各大学の選抜基準にそくして選考され、上智大学の場 

合には、テーマに対する取り組み方と熱意を軸とした書類選考により選抜が行われた。プ 

ログラムが英語で实施されるということから、志望者には一忚、英語の力を自己申告で問 

うたものの、本プログラムでは英語の力よりもテーマについていかに熱心に取り組むこと 

ができるかという熱意を重視した。 

 なお、参加者が決定し、以下に述べる事前研修が開始された後も、实行委員会において 

は引き続きプログラムのオプション部分の準備（ホームビジット募集や日本文化体験の準 

備）ならびに各大学との連絡調整を行った。なお、各大学との調整は、前述のとおり、国 
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際交流関係会議の場を利用した他、2008 年 3 月には台湾の輔仁大学を、また同年 7 月に 

はフィリピンのアテネオ・デ・マニラ大学と韓国の西江大学を、上智の实行委員会が直接 

訪問し、打ち合わせを行った。 

 

（2）事前研修（2008 年 5 月~7 月） 

 事前研修の柱は、「格差問題」に対して 4 大学がそれぞれ行った調査・研究である。研 

修開始にあたり、实行委員会から『国連人間開発報告書』（Human Development Report, 

2005）をはじめ、参考文献リスト（インターネットからのダウンロードにより入手が容易 

な英語文献を中心とした。）を送付したほか、メーリングリストを作成して、連絡や相談の 

場を設けた。 

 上智大学においては、事前研修の一環として、格差問題そのものについての理解を深め 

るため、研修開始直後（5 月）に外国語学部国際関係論専攻に所属し、イエズス会士でも 

ある教員による講義（3 時間）「格差問題とその構造、そして私達」を、また研修の中間（6 

月）には上智大学比較文化学部（当時）の卒業生で、九州大学大学院の教員に学外専門家 

としての講義（3 時間）「途上国教育格差を考える」を企画した。前者では、格差とは何か、 

また新自由主義・グローバリゼーションと格差の問題について考察したほか、今回のプロ 

グラムとキリスト教ヒューマニズムの根本的な考え方についても言及された。また後者で 

は、開発途上国における教育と格差の問題を、グローバルにかつ多様な側面から分析する 

視点を養うことが目的とされ、今回のプログラムの共通文献である『国連人間開発報告書』 

などの指摘をふまえながら、相対的貧困と絶対的貧困、貧困の問題性等について多面的な 

考察がなされた。 

 上智大学学生による事前研修は、合宿研修で行う予定のフィールドワークの企画・準備 

と関連づけて行われた。上智大学生が自ら選んだテーマは、①教育格差、②所得格差、③ 

外国人労働者問題、④地域格差であり、日本社会の格差を多面的にとらえようとした。学 

生たちは自主的に週に 1 回（6 月からは週 2 回）定期的にミーティングを重ね、各テーマ 

について論議を深めた。具体的には、8 名がそれぞれ 2 名ずつ各テーマを担当し、問題点 

の整理を行った。同時に、そこで出された問題点を、合宿研修でのフィールドワークと関 

連づけることとし、フィールドワーク先の選定や他大学のメンバーと論議したい観点の整 

理を行った。各フィールドワーク先には、事前に各メンバーが足を運び、挨拶をかねてフ 

ィールドワーク先の下見を行った。 
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 このフィールドワークそれ自体については、もともとプログラムを企画立案した際に、 

教職員より成る实行委員会で提案したものであったが、この事前研修を通じて学生たちか 

ら独自に提案されたアイデアもあった。それはパネルディスカッションである。当初の合 

宿プログラム日程では、フィールドワーク以外は、各グループごとに話し合いを進め、最 

終日の成果発表に向け準備をする予定となっていたが、それだけでは、格差の問題をそれ 

ぞれのグループの一つの側面からしかみることができないという問題意識から、学生たち 

が主体的にパネルディスカッションを企画し、パネラーの交渉・招聘が行われた。 

 なお上記の他にも、上智大学生はホスト校メンバーとして、合宿研修での議論のための 

下準備、歓送迎会や空港出迎えまでのロジスティックスの準備、プログラム用の T シャツ 

作成等、プログラムの運営についても積極的な活動を行った。なお、この過程では、合宿 

研修でのグループ分けについても、事前に各大学に上記 4 つのグループ計画を伝え、あら 

かじめどのグループに入るかを検討してもらうなど連絡をとりあった。 

 

 (3)合宿研修(2008 年 8 月 3 日~9 日) 

 合宿研修は、上智大学四ツ谷キャンパス（宿泊はアジア会館）で 6 泊 7 日の日程で行わ 

れた。初日（8 月 4 日）は、上智大学理事長、学長による歓迎スピーチのほか、国際交流 

担当副学長の司会のもとで学外からの有識者による基調講演『グローバルビジネスを展開 

する上でのリーダーの役割』によって幕を開けた。午後には、各大学が事前研修で準備し 

た、それぞれ格差問題に対するプレゼンテーションが行われ、学外専門家（前述）によ 

る講評が行われた。初日夜には上智大学生司会による歓迎会が行われた。 

 ２日目（8 月 5 日）はいよいよ各大学から 2 名ずつで構成され混成グループによるグル 

ープ別討論が始まった。グループ分けは、前述のとおり事前に決めてあったこともあり、 

比較的スムーズに開始された。午後は、日本文化体験プログラム（藍染）の实習を経験し 

た。これは、事前に实行委員会でアレンジしておいたものであり、続けてこの日の夜は、 

3 大学の外国人学生は、1 人 1 家庭ずつ、ホームビジットを体験した。 

 ３日目（8 月 6 日）は、格差問題を考えるフィールドワークを行った。具体的に各グル 

ープが出かけたのは以下のとおりである。 

 ①教育格差 足立インターナショナルアカデミー（移住者や外国時子女の教育機関） 

 ②所得格差 六本木地区、山谷・隅田川地区（野宿者生活地区）、 

 ③外国人労働者問題 ハローワーク新宿、しんじゅく多文化共生プラザ 
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           APFS（オーバーステイなどの外国人労働者支援民間団体） 

 ④地域格差 大山千枚田保存会（千葉健鴨川市） 

 すでに事前研修でいずれも下見をしていたうえでの訪問であり、3 大学からの参加者は、 

日本の社会の様々な側面を経験することとなった。 

 4 日目（8 月 7 日）は、午前中にフィールドワーク先関係者を招いてのパネルディスカ 

ッションを開催した。前述のとおり、このプログラムは、当初の企画にはなかった学生主 

体のプログラムであり、上智大学生は、企画・運営・司会はもとより、パネラーの人たち 

の逐次通訳を担当し、この点でも貴重な経験を積んだ。4 日目午後からは、グループ別の 

発表準備が行われた。なお、この時間を利用して、各大学の引率者と上智大学实行委員会 

メンバーにより、9 月以降のフォローアップについて打ち合わせを行った。 

 5 日目（8 月 8 日）は、实質的なプログラム最終日であり、午前中には、前日までの討 

議の結果をまとめたグループ別発表が行われた。また午後からは、あらためて各大学別の 

グループに戻り、研修を通じて得た「気付き」等をそれぞれ発表し討論を行った。なお、 

最後には、各大学の引率者からそれぞれ講評がよせられた。夜には歓送会が行われ、一連 

の合宿研修の幕を閉じた。 

  

 (4)事後研修・次年度への引き継ぎ（2008 年 9 月~10 月） 

 事後研修としては、上智大学实行委員会で作成したフォーマットを利用し、参加者全員 

からの報告書提出という形をとって行われた。また次年度に向けての改善点の集約も行わ 

れた。上智大学生メンバーは、大学としての活動取りまとめの他に、各テーマ別グループ 

の取りまとめを担当し、さらに活動内容を収めた DVD 記録（英語版、日本語版）の作成 

協力を行った。取りまとめた報告書は、英語版と日本語版を作成し、あわせて实行委員会 

によって一連の活動が大学ホームページにも掲載された。 

 完成した報告書と DVD は各大学に届けられたが、このうち、特に 2009 年に第 2 回の 

開催主催校となる韓国の西江大学については、11 月下旪に上智大学实行委員会メンバーが 

直接訪問し、引き継ぎを行った。 

 

６．エラスムスプログラムの特徴（卖位付与・互換、奨学金）の取り扱い 

 今回は初回ということもあり、卖位付与の対象とはせず、したがって相互の卖位互換も 

行わなかった。経費・および奨学金については、プログラム当初の申し合わせにより、日 
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本までの航空運賃及び保険料は本人負担とし、日本での宿泊費、交通費、歓送迎会費用は、 

主催校である上智が負担した。日本人学生についても同様である。 

  

７．プログラムの質保証に関して何か具体的な対忚をしているか。 

 プログラムそのものの質保証については特に具体的な施策はとらなかったが、事後研修 

において参加学生ならびに各大学のコメンテーターよりプログラムの意義と課題について、 

意見を集約し、その結果を 4 大学にもフィードバックし、振り返りの材料とした。また、 

2009 年 4 月に北京人民大学で行われるアジア太平洋地区国際教育交流者会議（APAIE） 

において、4 大学の教員によるパネルディスッション「高等教育における国際連携カリキ 

ュラム：第 1 回東アジアイエズス会グローバルリーダーシップ・プログラムの事例」 

(“International Linkage Curriculum in Higher Education：The Case of the 1st Global  

Leadership Program for the Four Jesuit Universities in East Asia”)を開催する予定であ 

り、プログラムの概要と成果を公に問うことで、第 2 回のプログラム（2009 年 8 月、韓 

国・西江大学主催）に向けて、その意義と課題をあらためて考える予定である。 

 

８．プログラムを实施ならびに継続する上での課題 

 本プログラムについて、当事者より示された課題は、以下の通りである。まず、事前研 

修でメーリングリストを作成したが、实際に活用できたのは、事務連絡等が中心であり、 

もう尐しテーマそのものに関する实質的な議論ができるとよかった。また、スカイプなど、 

映像を使った討議ができると、もっと密度の濃い交流ができたと考えられる。 

 また、そうした多様な交流を図るうえでも、プログラムを支える財政基盤が確实である 

ことも、プログラム継続上の大きな要件であろう。今回は、もともと上智が準備した自 

己資金があり、当初はその範囲で实施する予定であったが、事前準備の過程で、文部科学 

省のＧＰに採択され、資金的にも余裕をもってプログラムを進めることができた点は大き 

い。たとえば、3 大学からの引率教員の航空運賃は、本 GP の費用によって計上すること 

が可能となり、また直前の 3 大学との最終調整についても、上智の实行委員会メンバーが 

直接各大学を訪問する機会を得た。今後、本プログラムを継続していくにあたっては、参 

加者の航空運賃は各人の負担とし、合宿研修での滞在費は、現時点では、第 1 回と同様に、 

主催校が負担とすることで合意しているが、实際のところ、どのくらいの経費をそれぞれ 

の担当校が拠出可能かという点は、その時々の主催校の裁量に任される。その意味で、プ 
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ログラムの継続性ということを考えた場合には、安定した財源をどう確保するかが一つの 

課題となると言える。 

 一方、今回、具体的なプログラムを实施して参加者から寄せられた意見としては、語学 

とプログラムの時間配分など、实践上の課題が指摘されている。まず活動言語については、 

今回も、必然的に英語を中心言語とせざるを得なかったが、英語での教育活動を日常的に 

行っているフィリピンと、中国語、韓国語、日本語でそれぞれ活動を行っている台湾、韓 

国、日本の間での差異には留意する必要があった。また同じ英語を使用するにあたっても、 

ネイティブであるか否か、あるいは国籍に関わらず、それを積極的に使用しようとする 

個人と、どうしても引っ込み思案になってしまいがちな個人があり、さまざまなバックグ 

ラウンドを持っている学生の特徴をどう引き出していくかということに対しても配慮する 

ことの必要性を感じた。 

   

９．将来計画と地域連携教育に関する今後の課題 

 本プログラムの将来計画としては、今回参加した 4 大学に留まらず、イエズス会を経 

営母体とする世界各地域の系列大学にも参加を呼びかけ、より幅広い交流を实現したいと 

考えている。具体的には、2013 年に上智大学が創立 100 周年を迎えることもあり、４大 

学の担当が一巡したところで、次回に上智大学が担当する際には交流の拡大を期したい。 

 第 2 回のプログラムの合宿研修は 2009 年 8 月 2 日~8 日の予定で、韓国の西江大学がホ 

スト校となって同大学で实施される予定であり、すでに準備に入っている。第 2 回のプ 

ログラムでは、今回の初回のプログラムでは十分に实施できなかった事前研修での遠隔会 

議や、インターネットを使った事前討議などが検討されている。 

 なお、实際に、本プログラムに参加した学生の中には、プログラム終了後、学内にお 

ける国際交流の輪をもっと広げようとする自主的な活動 G-Net を立ち上げ、2009 年 4 月 

から本格的な活動を予定していることは、本プログラムが当初より目指してきたグローバ 

ルなリーダーシップの育成の具体化となる好例として、その展開が期待されている。 
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