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グローバル人材の育成を目指した協同学習の試み 

―日本人大学生と韓国人留学生を対象に― 
 

 

金 銀珠  

 

 

近年、グローバル人材の育成の必要性が叫ばれる中、多くの大学では日本人学生と

留学生が交流できる国際交流科目を開設し、グローバル人材を育成するための総合

的な言語文化教育の充実を図っている。しかし、日本の大学における国際交流授業

は、英語偏重の傾向があり、英語以外の外国語で行われる授業は極めて少ないのが

現状である。日本政府観光局によると、2017年度のアジアからの訪日外国客数は訪

日外国人総数の約8割を占めている。近隣の東アジア地域出身者との接触の機会が

増えている現状に鑑みると、国際交流教育の重要な拠点となる大学が、東アジア地

域の言語文化教育に総力を挙げ、東アジア地域を見据えたグローバル人材を育成し

ていくことは急務である。したがって、本研究では、グローバル人材の育成を目指

した国際交流授業の一例として、東アジア地域言語である日本語と韓国語の二言語

使用による協同学習の実践を報告し、その成果と問題点について考察する。 

 

 

1. はじめに 

グローバル人材の育成の必要性が叫ばれる昨今、異なる言語や文化背景を有する

人々と協調しながら積極的にコミュニケーションを図り、自ら課題を設定し解決す

ることができる資質や能力がますます求められるようになってきている。それに伴

い、日本の多くの大学では、日本人学生と留学生が交流できる国際交流科目や多文

化（異文化）交流科目などを開設し、グローバル人材を育成するための総合的な教

育の充実を図っている。しかしながら、日本の大学における国際交流授業は、国際

交流といえども英語偏重の傾向があり、英語以外の外国語で行う国際交流科目は依

然として不十分であるというのが現状である。たとえ中国語や韓国語などの第二外

国語が得意な学生であっても、英語コミュニケーション能力が低ければ、国際交流

授業には参加できないシステムになっているのである。 

日本政府観光局（JNTO）によると、2017年の訪日外国人は約 2869万人と過去最

高を更新した。そのうち、アジアからの訪日外国客数は約 2471 万人と全体の約 8



74 

 

割強に達しており、とりわけ、中国（735万人）、韓国（714万人）、台湾（456万人）

の上位3カ国の割合はおよそ 8割近くに上る。その中でも、韓国は前年比 40.3％増

と大きく増加している。こうした実態からもわかるように、日本の実社会では、近

隣の東アジア地域出身者との接触の機会が増えており、いまや東アジア地域との言

語文化交流の重要性が次第に高まってきている。これは、国際交流の重要な拠点と

なる大学が、東アジア地域を見据えたグローバル人材育成に総力を挙げて取り組ん

でいく必要があるということを示す。 

ところが、現在の日本の大学は、こうした東アジア地域出身者との交流の促進に

向けた取り組みについては極めて消極的な姿勢を見せている。日本の大学が東アジ

ア地域との交流を強化しグローバル人材を育成していくためには、日本人学生と東

アジア地域出身の留学生が共に学ぶ機会を多く提供する必要がある。 

したがって、本研究では、グローバル人材の育成を目指した国際交流授業の一例

として、東アジア地域言語である日本語と韓国語の二言語使用による協同学習の実

践について報告し、その成果と問題点について提示する。 

 

2. 「グローバル人材」とは 

まずここでは、本実践の到達目標の基盤となる「グローバル人材」に求められる

資質について述べる。国家戦略室のグローバル人材育成推進会議（2012）は、「グ

ローバル人材育成戦略（グローバル人材育成推進会議 審議まとめ）」において、日

本がこれからのグローバル化した世界の経済・社会の中にあって育成・活用してい

くべき「グローバル人材」の概念についてまとめ、概ね、以下のような要素が含ま

れるものとしている。 

 

要素Ⅰ：語学力・コミュニケーション能力 

要素Ⅱ：主体性・積極性、チャレンジ精神、協調性・柔軟性、責任感、使命感 

要素Ⅲ：異文化に対する理解と日本人としてのアイデンティティー 
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このほか、「グローバル人材」に限らずこれからの社会の中核を支える人材に共

通して求められる資質として、幅広い教養と深い専門性、課題発見・解決能力、チ

ームワークと（異質な者の集団をまとめる）リーダーシップ、公共性・倫理観、メ

ディア・リテラシー等を挙げている。 

 

3. 協同学習に関する先行研究 

実践例の紹介に先立ち、ここでは協同学習に関する先行研究について概観し、そ

の有効性について簡単に述べる。 

協同学習の代表的な指導法としては、生徒チーム学習 (Student Team Learning)、

ジグソー法 (Jigsaw)、グループ研究法 (Group Investigation : G-I)、協力学習法 

(Learning Together)、LTD (Learning Through Discussion) が挙げられる (杉江 2011 : 

33-39)。杉江は、これらの指導法について次のように紹介している。 

まず、生徒チーム学習 (Student Team Learning) は、スレイヴィン（Slavin, R.）が

中心となって研究開発を進めているもので、学生たちの学業に対する無気力への対

応を目指したものである。生徒チーム学習には、STAD (Student Team-Achievement 

Divisions) とTGT (Teams-Games-Tournament) の二つの指導モデルがある。この指導

法は、集団間の競い合いをその過程に取り入れているという点が特徴である。 

次に、アロンソンら (Aronson, E., et al. 1978) が中心となって開発したジグソー法 

(Jigsaw) は、人種的集団の協調関係を深めることを主に目指したもので、集団活動

を、集団内にとどまらず集団間にまで広げたところに特徴がある。 

そして、グループ研究法 (Group Investigation : G-I) は、シャラン夫婦 (Sharan, S. & 

Sharan, Y. 1992) が中心的な研究者として進めてきた方法である。この指導法は、知

識の習得や話し合いの経験にとどまらない幅広い学習経験を求めており、協同学習

のモデルの中ではもっとも複雑なものである。日本の実践で言えば、総合的な学習

の時間のような、子ども主体の調べ学習などにぴったりの理論である。 

続いて、ジョンソン兄弟 (Johnson, D. W. ＆ Johnson, R.T. 1975) によって開発され

た協力学習法 (Learning Together) は、「最も純粋な協同学習」といわれているもの

で、日本のこれまでの協同学習の進め方と最も近いものである。この指導法開発の

発端には、合衆国で 1975 年に全障がい児教育法が制定されたことに象徴される健
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常児と障がい児との統合教育への要求に応えようという意図があった。この協同学

習では、「促進的相互依存関係、対面的な相互作用、個人の責任、対人技能や小集

団の運営技能、集団改善手続き」という五つの基本的要素が不可欠である。 

最後に、LTD (Learning Through Discussion) は、ヒル (Hill, W. F.) が考案した協同

学習の手続きで、テキストの読み取りを課題とする学習活動に適している。少人数

で編成するグループでの学習を構造的なモデルにしたがって進めていくことによ

って、単なる意見交換ではなく、互いに練り上げ、理解を深めていくことのできる

ところに、この手法の意義がある。 

以上、協同学習の代表的な指導法について概観してきた。以下では、これら協同

学習の有効性についてまとめる。まず、杉江 (2011 : 24-25) によると、協同学習に

は次のような効果があるという。 

 

1) 多様な意見を交わすことで多様な情報を得ることができ、よりよい解決に至

る可能性が増す、という相互交流がもたらす効果がある。 

2) グループで取り組んでいるという事態が、メンバーを意欲づける働きを持つ。

信頼に支えられた人間関係のもとで、人はもっとも強く意欲づけられる。 

3) 教科に関する関心、意欲、態度の同時学習にふさわしい学習場面となる。仲

間との話し合いの機会を通してコミュニケーション能力が伸び、対人的な感受

性を学ぶことができ、役割を果たす経験を重ねることができる。 

 

また、町・中谷 (2013) も、協同学習は、学習を通して社会性を育成し、社会性

の向上によって学習理解を促進するという相乗効果が期待できるものであると述

べている。こうした協同学習の有効性から、梅村 (2016) は、協同学習は大学教育

においても積極的に実施されるべき教育・学習法であると主張している。 

これら協同学習の様々な効果は、単にクラスをいくつかのグループに分けて学習

させるだけの「グループ活動」では求められないものである。本実践が、単なるグ

ループでの活動や教員中心の一方向的な講義形式を取らずに協同学習を導入した

理由は、協同学習を行うことにより上述したような多くの効果が得られるためであ

る。 
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本実践では、上記の指導法のうち、協力学習法 (Learning Together)を参考にして

学習指導を行った。健常児と障がい児との統合教育に主眼を置いたこの指導法は、

言語の異なる学習者、すなわち言語レベルにアンバランスさを有する、母語話者と

第二言語学習者との相互学習にも応用できるものと考えられる。 

 

4. 国際交流関係科目「日韓比較文化論」の実践 

ここでは、2016年度後期に北星学園大学において実施した国際交流関係科目の実

践について報告する。 

北星学園大学において開講されている国際交流関係科目は、日本の文化・文学・

経済をはじめ、比較文化・マスコミュニケーション等の幅広い分野の科目を、英語

その他の外国語により、在学生と留学生が共に学ぶことを目的としている。本実践

は、その中の授業の一つである「日韓比較文化論」について報告するものである。 

本授業の受講者数は、韓国人留学生 7 名、日本人学部生 10 名の計 17 名である。

韓国人留学生の日本語のレベルは、N1～N3 に相当する。一方、日本人学部生の韓

国語のレベルは、韓国語学習歴が全くない二人を除き、韓国語能力試験 2 級～4 級

に相当する。相手言語の使用能力において、日本人学部生より韓国人留学生のほう

がやや高いレベルであった。韓国語学習歴が全くない二人に関しても、本科目が学

年や韓国語の学習歴制限を設けていなかったため、受講資格を与えることにした。

全授業回数は 24回で、1コマ 90分の授業を週2回実施した。 

以下では、まず、授業概要と授業の実施方法について述べる。次に、日韓両言語

を用いた協同学習に関するアンケート調査の結果を分析・考察し、それをもとに、

本実践の成果と問題点を明らかにする。 

 

4.1 授業の概要 

4.1.1 本実践の目的 

本実践の目的は、日本の文化と韓国の文化の根底にある様々な背景知識を活用し

ながら、文化摩擦の妥協点を探り、多文化の人々と協力しながら問題点を解決する

能力を身につけることである。最終的には、双方の文化を理解し、そのプロセスに

よって自文化を再認識するきっかけになることが、本実践の目指すところである。 
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4.1.2 本実践の到達目標 

本実践の到達目標は、以下の 3点である。 

 

1) 自文化と他文化を比較し、その類似性や相違性について説明することができる。 

2) 文化事象間の背景にある考え方について探究し、自分なりの意見を表明するこ

とができる。 

3) 他言語や母語を用いて積極的に他者と対話をし、共に協力して双方の文化に関

連する課題を解決することができる。 

 

本実践の目的、および、到達目標は、国家戦略室のグローバル人材育成推進会議

（2012）がまとめている「グローバル人材」の概念に基づいて設定している。 

 

4.1.3 教材 

本実践では、以下の教材を取り上げた。主に使用したものは、『徹底比較 日本 vs. 

韓国』である。 

 

1) 高月靖 (2008)『徹底比較 日本 vs. 韓国』河出書房新社. 

2) 斉藤明美 (2005)『ことばと文化の日韓比較―相互理解をめざして』世界思想社. 

 

4.1.4 シラバス 

2016 年度「国際交流関係科目（日韓比較文化論）」の授業内容は、表 1 のとおり

である。 
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表 1. 2016年度「国際交流関係科目（日韓比較文化論）」の授業内容 

実施回 授業内容 1コマ目 2コマ目 

1-2 日韓の人間関係 オリエンテーション 
報告〈教員〉、解説、グ

ループワーク 

3-4 日韓の風俗 

報告、解説 グループワーク、発表 

5-6 日韓の社会 

7-8 日韓の地理 

9-10 日韓の音楽 

11-12 日韓の歴史 

13-14 日韓の食文化 

15-16 日韓の政治経済 

17-18 日韓の映画 

19-20 
日韓比較文化研究プロ

ジェクト 

グループ編成、テーマの

決定、計画 
調査活動、問題解決 

21-22 
日韓比較文化研究プロ

ジェクト 
収集した情報のまとめ 

パワーポイントの作成、

発表準備 

23-24 
日韓比較文化研究プロ

ジェクト 
発表 

相互評価・フィードバッ

ク、総括 

 

4.1.5 成績評価方法 

本実践では、宿題（15％）、授業への参加度（30％）、授業中の小レポート[9回程

度実施]（15％）、最終レポート（40％）により評価を行った。成績評価の客観性を

保つため、全ての評価基準を 5段階のルーブリック評価にした。ルーブリックは事

前に学生に提示し、課題目標を意識化させた。また、主体的な取り組みを促すため、

学生同士の相互評価を成績に反映させた。相互評価の対象は、プレゼンテーション

とグループワークにおける貢献度の 2項目である。成績への反映率は、教師の評価

が 70％で、受講者の評価が30％である。 

 

4.2 授業の実施方法 

本実践では、日韓両言語使用による協同学習を取り入れ、日本人学部生と韓国人
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留学生が小グループでお互いに力をあわせ、助け合いながら主体的に学習を進めて

いくことができるように指導した。以下では、授業の手順について述べる。 

本実践は、毎回 90分の授業を連続 2回行うものである。まず、準備学習として、

教材を読んで予めレポートを作成し、自らの理解した内容を説明できるように準備

しておくことが必要となっている。1回目から18回目までの授業の内容は、日韓の

人間関係、風俗、社会、地理、音楽、歴史、食文化、政治経済、映画に関するもの

である。授業の前半は、学生による報告と教員による解説で構成され、後半は、グ

ループワークと発表で構成される。各授業の終わりには、小レポートを書かせ、学

生の理解度を確認している。残りの授業の 6回分（第19 回～第24回）は、日韓比

較文化に関する研究プロジェクトを行い、研究レポートとしてまとめさせ、プレゼ

ンテーション発表を行った。研究プロジェクトは、①グループ編成、テーマの決定、

計画、②調査活動、問題解決、③収集した情報のまとめ、④パワーポイントの作成、

発表準備、⑤発表、⑥相互評価・フィードバック、総括の順で行われる。最終的に

は成果物1を全員に配布し、学生が自らの活動を省察できるように工夫した。 

なお、レポート作成、グループワーク、発表の際に使用する言語に関しては、特

に厳格な制限は設けていないが、可能な限り相手言語（第二言語）を多く使用する

ように促した。相手言語能力が若干低い学生に関しては、言語能力不足によって生

じる説明不足や誤解を避けるために、母語と相手言語の両方を使用するように指導

した。例えば、日本人学生の場合、パワーポイントは日本語で作成させ、発表は相

手言語で行わせる、といった方法である。 

 

4.3 日韓両言語を用いた協同学習に対する学生の意識の検証 

後期の授業終了時にアンケート調査2を実施し、学生の意識調査を行った。ここで

は、その結果を検証する。質問紙の自由記述欄に 17 名中、14 名がコメントを記入

した。このうち、学生 11 名（日本人学生 10、韓国人留学生 1）が肯定的なコメン

トを、2 名（二人とも韓国人留学生）が否定的なコメントを記入した。残り 1 名の

コメントは、授業に関するコメントではなかったため、検証から除外した。コメン

                                                      
1
 成果物（一部）に関しては、参考資料2a～2cを参照すること。 

2
 本アンケート調査の詳細については参考資料1a～1bを参照すること。 
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トを以下の表 2に示す。 

 

表 2. 日韓両言語を用いた協同学習に関するアンケート結果（自由記述） 

Ⅰ 語学力・コミュニケーション能力の向上 

・留学生と交流する機会が少なくてもこの授業があると自然と話せるようになる

し、・・・。 

・大変でしたが、プレゼンに慣れました。 

・プレゼンする際にお互い言語を教え合ったり、グループワークでは、自分の考 

えについて話し合ったり、有意義な時間を過ごせた、この授業をとって良かった

です。 

・改めて自分の語学力のなさを確認した次第であります。(気づき) 

・もっと語学力をつけたい、という意欲が増しました。(気づき) 

Ⅱ 異文化に対する理解力の向上 

・他の国の言語や文化について自分の知らない部分まで知ることができるから、 

とてもいい授業だと思いました。  

・元々、韓国の留学生達とは多く交流していましたが、授業を通して新たな一面を知

ることにもつながりました。 

・グループワークで留学生と話すことによって、韓国のことも日本のこともより 

深く知ることができました。 

・힘든 때도 있었지만 이 수업을 통해서 한일 문화의 차이를 비교할 수 있어서 

좋았습니다. 

Ⅲ 主体性・積極性の向上 

・読む量が多く途中で少し辛い時もありましたが、韓国人のみなさんの方がもっと大

変なのに毎回課題をしっかりこなしていて、私もしっかりしなきゃと思えました。 

・留学生の積極的な授業参加態度を見て、私も頑張ろうという気持ちになれまし 

た。 

・韓国の文化を知ると、韓国に行きたくなりました。 

Ⅳ 協調性・柔軟性の向上 

・グループワークやコミュニケーション（交流）を重要視した授業は自分の意見 

の見直しや他者の意見を直接的に聞くことができ、とてもいいと思います。 

（※原文のまま記載） 
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表2からわかるように、学生は、本実践を通じて、語学力・コミュニケーション

能力、異文化に対する理解力、主体性・積極性、協調性・柔軟性を高めることがで

きたと感じている。また、「改めて自分の語学力のなさを確認した」「もっと語学力

をつけたいという意欲が増した」という、気付きも得ている。ただ、肯定的なコメ

ントの多くが日本人学生によるものであったため、この自由記述の結果からは、こ

の実践が韓国人留学生にも効果的だったかどうかは判断できない。しかし、質問紙

調査の5段階評価では、質問 18項目に対し、日本人学生が ① 70％、② 27％、③ 

3％、④ 0％、⑤ 0％、韓国人留学生が ① 36％、② 44％、③ 18％、④ 2％、⑤ 0％

と回答している（評価の高い順：①→②→③→④→⑤）。日本人学生より大幅に達

成感が低くなってはいるものの、上位評価①②の合計が8割に達していることから、

韓国人留学生もこの協同学習に概ね満足していると言える。他方、自由記述では、

「그룹 워크 때 협력적이지 않은 학생이 있어서 힘들었다」「先生は授業で何もせ

ず、学生がすべて行う授業」といった否定的なコメントもあった。このような否定

的なコメントは、韓国語が全く話せない学生を受講させたことと、従来の「知識伝

達型」の授業形態に慣れている学生の思考形態により起因したものと推測される。

今後、相手言語が全く話せない学生については、授業の受け入れを制限することも

必要である。また、授業形態や先生・学生の役割については、初回の授業できちん

と示し、事前に理解させておくことも必要だと考える。 

 

5. おわりに 

以上、日本の大学の国際交流科目において、日韓両言語使用による協同学習を実

践し、その成果と問題点について報告した。本実践により、日本人学生と韓国人留

学生が母語と相手言語の両方を用いて協同学習を行うことは、1) 語学力・コミュ

ニケーション能力の向上、2) 異文化に対する理解力の向上、3) 主体性・積極性の

向上、4) 協調性・柔軟性の向上に正の影響を与えるということが明らかになった。 

このように、日本人学生と韓国人留学生が共に学べる協同学習の場を提供し、発

信力育成を促す授業を行うことは、多言語社会で活躍できるグローバル人材を育成

する上で、非常に有効である。 

今後、日本の大学が有能なグローバル人材を育成していくためには、英語のみで
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はなく、こうした韓国語、あるいは中国語などの東アジア地域言語を使用した協同

学習を展開していくことも必要である。混沌とした東アジア情勢の真っ只中で、東

アジア地域の経済・文化的交流、平和のためにも、東アジア地域言語は、今後ます

ますその重要性が高まるものと考えられる。 
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参考資料 1-a
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3
 本アンケート調査は、総務省 (2010)、森永（2015）を参考にして作成したものである。 
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参考資料2-a
4
 

 

 

                                                      
4
 顔写真、および、プロジェクト課題の公開については、事前に学生からの許諾を受けている。 
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