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留学による学修成果についての考察 

―M 大学K 学科の事例を中心に―  

 

 

 徐 寅錫  

 

 

大学が、海外の大学と協定を結び、交流事業として学生を派遣し、派遣大学

において修得した単位を自大学の単位として認定することは教育課程の一部

として見なすことを意味し、一定の学修成果が求められる。本稿は、M 大学

K学科の留学プログラム（交換留学とD.D.留学）の取り組みと留学による学修

成果について検証した。その結果、M 大学K 学科が交換留学またはD.D.留学

として派遣した学生は一定の留学による学修成果を獲得していたことを明ら

かにした。M 大学K 学科は 2 年次に原則として全員を交換留学またはD.D.留

学として派遣するために留学準備の取り組みとして、一定の語学力を獲得さ

せ、専門知識を涵養させ、留学先における学修計画をさせ、留学先の情報提

供などにも力を入れている。その成果について、過去の留学派遣の実績を対

象に検証し、留学先における履修状況から授業形態別の学修内容を検証し、

留学による学修成果を提示し、留学プログラムの交換留学と D.D.留学の具体

的な事例を提示し、今後の課題を提示した。  

 

 

1. はじめに 

大学の多くは、グローバル人材を育成するため海外の協定大学と学生交流を行っ

ている1。しかし、海外の協定大学と留学制度を運営しているものの、協定に基づ

く学生交流の実績が進んでいるとは言えない2。また学生交流の実績の多くは短期

留学が多く、1年以上の長期留学としての交換留学またはデュアル・ディグリー（ダ

ブルディグリー）留学（以下、「D.D.留学」と称する）を行う大学は多くない3。 

 
1 文部科学省（2019 年6月20日改訂）では、協定数の推移として 2012 年度19,982件、2016年度

38,264 件を提示し、4年間でほぼ倍増している。  
2 両角亜希子（2011）では、平成20 年度実績は送出数ゼロの大学が406校（全体の67,6％）、受

入数ゼロの大学が399校（全体の66，4％）と指摘する（pp.14）。 
3 両角亜希子（2011）の調査では、回答した601大学のうち589校（98％）が海外の大学と学生交

流を行う。しかし、単位互換は249 校（41,4％）、ダブルディグリーは80校（13,3％）しか行

ってない（pp.14）。 
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 目白大学外国語学部韓国語学科（以下、「M大学K学科」と称する）は原則とし

て 2 年次に全員を 1 年間の交換留学または 2 年間の D.D.留学として協定大学（18

大学・21 キャンパス）に派遣してきた。2008 年度に韓国語学科として改編され、

2009年度から2019年度まで1年の交換留学または2年のD.D.留学として700名以

上の学生を派遣した。 

大学が、海外の大学と協定を結び、交流事業として学生を派遣し、派遣大学にお

いて修得した単位を自大学の単位として認定することは教育課程の一部として見

なすことから、交換留学として派遣された学生には一定の学修成果が求められる。 

つまり、M 大学 K 学科が運営している留学プログラムによって 1 年間の交換留

学または 2 年間の D.D.留学として派遣された学生は一定の学修成果をあげなけれ

ばならない。 

 

2. 先行研究と問題提起 

さて、留学による学修成果はどのようなことが想定され、どのように検証すべき

か。 

横田雅弘他（2016）は、留学経験者と非経験者を比較し、包括的・体系的な調査

分析（WEB 調査）を行い、留学による能力の向上として「語学力の向上・専門知

識・海外知識の獲得はもちろんのこと、社会に出てから特に重要となる「ストレス

耐性」や「柔軟性」「リーダーシップ」等の獲得にもつながっている」とし、「日本

社会で重視されがちな「協調性」も留学非経験者よりも留学経験者のほうが向上の

度合いは大きい」4と示し、3ヶ月以上の留学による効果を具体的に提示し、長期留

学による効果を示す資料といえる。 

学校法人河合塾（2018）は、「留学効果は留学の期間・形態によっていかに異な

るのか」について、定性的・定量的に明らかにする目的で調査を行った。総合大学

の全学組織が提供する海外プログラムより学部提供の海外プログラムが専門性と

の関連性が強いことを示し、カリキュラム組み込み型が事前学習を授業に組むこと

により留学の効果が高いことや、専門との関係が明確な中期～長期の交換留学の学

生は専門履修へのモチベーションが高いことを提示している。そして、従来の海外

 
4 横田雅弘他（2016）、pp.6 
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留学の成果をみる評価の多くが自己評価という評価に留まっていることを指摘し、

PROG（開発：学校法人河合塾、㈱リアセック）を活用した評価を試みた大学の事

例もあった5が、まだ有効な評価方法とはいいがたい。 

以上の先行研究から、長期留学による学修成果として「語学力の向上・専門知識・

海外知識の獲得、ストレス耐性・柔軟性、協調性、リーダーシップ等の獲得」が考

えられる。しかし、留学による学修成果を評価する方法は直接評価が多く、アンケ

ートやインタビューの内容も長期留学の多様性を十分に反映しているとはいいが

たい。一方、間接評価においてもPROGを活用した評価方法はまだ課題がある。 

M 大学 K 学科の留学プログラムは、学科が提供することから全学提供や学部提

供よりも専門性が高く、2 年次全員を対象とすることから教育課程に事前学習の内

容を正規の授業として組み込み、留学先で修得した単位を卒業要件の単位として認

める単位互換制度6があることから専門科目の履修へのモチベーションが高い。し

たがって、M 大学 K 学科の留学による学修成果は他の教育機関の留学プログラム

による学修成果とは異なる。 

本研究は、M 大学K 学科が 2 年次全員を 1 年間の交換留学または 2 年間のD.D.

留学による学修成果を獲得させるためにいかに取り組んできたのかを提示し、さら

に過去の派遣実績から留学による学修成果を検証し、今後の留学による学修成果を

高めるための課題について考察した。 

 

3. 留学準備のための取り組み 

M 大学 K 学科は、原則として 2 年次に全員を 1 年間の交換留学または 2 年間の

D.D.留学として協定大学に派遣し、一定の学修成果を獲得させるためにいかに取

り組んできたのかについて述べる。 

 

3.1 語学力の獲得と専門知識の涵養 

まず、M 大学K 学科は 2 年次に全員が 1 年間の交換留学または 2 年間のD.D.留

 
5 学校法人河合塾（2018）pp.306-316 
6 M大学K学科の単位互換制度は、交換留学の上限が48単位、D.D.留学の上限が60単位である。 
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学として派遣する学生が留学先において一定の学修成果をあげるように、1 年次に

一定の語学力を獲得させるために取り組んできた。留学中の、日常生活はもちろ

ん授業を履修するためには一定の語学力が求められるので、現に多くの留学先と

なる協定大学からはTOPIK 3 級以上の韓国語能力が求められている。 

したがって、M 大学 K 学科は 2 年次に全員を 1 年間の交換留学または 2 年間の

D.D.留学として派遣するため、1 年次の 1 年間でTOPIK 3 級以上を獲得させるこ

とを教育目標として掲げ、その教育目標を達成させるための教育課程を編成して

いる。1 年次の専門基礎科目として韓国語基礎科目を 4 科目（会話・文法・聴解・

作文）・週7コマ（1コマ・90分）を設け、学期初めのプレイスメントテストの結

果に基づいて 4クラスに分け少人数授業を行っている。韓国語基礎科目（4科目・4

クラス）は全科目の授業をネイティブスピーカーが担当し、担当教員同士の連携

（情報交換）によって授業効果の向上を図っている7。そして、TOPIK 3級の対策講

座として「検定韓国語演習」を設け、1年次の10月のTOPIKを受験させている。 

さらに、異文化としての韓国文化についての基礎となる専門知識を身につけさ

せるため、専門基礎科目として文化、社会、文学、思想に関する科目を1年次配当

の選択必修科目として設けている。 

以上の取り組みによって、1 年次に TOPIK 3 級以上を獲得させ、異文化として

の韓国文化についての基礎となる専門知識を涵養させている。 

 

3.2 留学の情報提供 

次に、2年次に1年間の交換留学または2年間のD.D.留学として派遣した学生が

留学先において一定の学修成果をあげるように、留学の意義と目的を認識させ、

留学により期待される学修成果を提示し、留学先の情報を提供するために取り組

んでいる。 

M 大学 K 学科は、留学準備科目として「韓国事情 A・B（総合）」を設け、留学

の意義と目的を丁寧に説明し、期待される学修成果の事例を紹介し、韓国におけ

る留学生活に必要な共通情報と留学先別（18 大学・21 キャンパス）の生活面と学

 
7 金河守・柳慧政・李ソラ（2016）では、韓国語基礎科目連絡会の現状と課題を提示している

（pp.41-42）。 
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修面における情報を提供している。 

 

3.3 留学先の選考までの流れと準備 

1 年次生は、2 年次の留学に向けて韓国語能力として TOPIK 3 級以上の獲得を

目標に取り組み、留学先の共通情報と留学先別の生活面と学修面の情報をしっか

り収集し、各自の留学目的を明らかにし、留学先における学修目標を設定し、そ

の目標が達成できる大学を候補として選定する。そして、各自は自分の留学志望

の候補大学を視察などし、留学志望順を確定し、留学先の選考書類（志願書）を提

出し、選考面接を受ける。留学先の選考は、選考書類（志願書）、春学期の成績

（GPA）、面接に基づいて行われる。 

留学先の選考後は、各自の留学先に提出する書類を準備させ、各自の留学目標

を達成するための計画を立てさせる。その際に個別の留学先の教育課程（授業形態

など）を反映した履修計画（案）提示し、各自の履修計画書を作成させる8。 

 

3.4 留学の準備段階における注意事項 

次に、2年次の 1年間の交換留学または 2年間のD.D.留学を通じて一定の学修成

果を獲得させるために、留学先の希望（選考）におけるミスマッチを注意させる。 

各自が留学先の選考書類（志願書）を提出するまでに、自分の留学準備状況（語

学力の獲得と留学先の情報収集など）を冷静に自己点検し、自分の想定する学修成

果が獲得できる大学を優先順位に留学先の志望順を確定するように指導する。 

留学先の選考結果、ミスマッチが生じた場合は直ちに最終的に決まった留学先に

おいて獲得できる学修成果を考えさせ、留学計画を改めるようにする。 

 

4. 過去の派遣実績からみる留学による効果 

さて、前述した M 大学 K 学科の学準備のための取り組みは、2 年次の 1 年間の

交換留学または 2 年間の D.D.留学において一定の学修成果を獲得させるためのも

 
8 徐寅錫（2014）では、留学先別の授業形態を説明し、各自の履修計画(案)を提示したことが履修

計画作成に有効であることを確認した（pp.57-63）。 
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のとして有効なのかいついて、過去の派遣実績から検証した。 

 

4.1．過去 7年間の派遣状況からみる留学準備の取り組みの成果 

 

M 大学K 学科は、2012 年度入学者から入学定員の増員によって教育課程の改正

や留学枠の拡大などがあったので、2013 年度から 7 年間の派遣実績をまとめた9。

2012年度から入学定員は 60 名となっていたが、2018年度までは入学定員の超過入

学が認められたことにより60名以上を入学させたので、毎年60名以上を派遣した。

過去 7年間派遣した 500名（交換留学375名・D.D.留学 125名）の年度別派遣者数

は、下記の＜表１＞のようになる。 

 

＜表１＞過去 7年間の年度別派遣者数 

派遣年度 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

交換留学者数 64 名 57 名 56 名 49 名 57 名 46 名 46 名 

D.D.留学者数 18 名 17 名 19 名 19 名 15 名 19 名 18 名 

計 82 名 74 名 75 名 68 名 72 名 65 名 64 名 

  

上記の＜表１＞の年度別派遣者数は、派遣当初の派遣者数を掲載している。派遣

年度によって留学中の辞退または留学形態（交換留学・D.D.留学）の変更が生じた

こともある。2013年度は派遣当初のD.D.留学者数18名から 2名が交換留学に変更

した。2014年度は派遣当初の交換留学者数57名から2名が辞退し、派遣当初のD.D.

留学者数17名から1名が辞退した。2015年度は派遣当初の交換留学者数56名から

1 名が辞退した。2016 年度は派遣当初の交換留学者数 49 名から 3 名が辞退し、派

遣当初のD.D.留学者数19名から1名が交換留学に変更した。2017年度は派遣当初

のD.D.留学者数 15名から1 名が交換留学に変更した。2018年度は派遣当初のD.D.

留学者数19名から 1名が辞退し、2名が交換留学に変更した。 

以上のように、過去7年間で留学を辞退した学生（8名）、留学形態の変更として

 
9 M大学K学科の入学定員は、2005年からアジア語学科韓国語専攻として定員20名でスタート

し、2008年度から韓国語学科に改編し定員を40 名とし、2012 年度から定員を 60 名に増員し、

現在に至る。 
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D.D.留学から交換留学に変更した学生（6 名）が存在する。14 名のうち、6 名は進

路変更や経済的な理由により退学した。そのほかの8名は 1年次の留学準備不足に

よるミスマッチとして考えられる。その原因として、留学準備段階において一定の

語学力の獲得ができなかったことや、留学先の情報収集がしっかりできなかったこ

とを追跡調査によって分かった。 

しかし、過去 7年間派遣した 500名（交換留学375名・D.D.留学125名）のうち、

1 年次の留学準備不足によるミスマッチは実質1.6％（8 名）にとどまっている。つ

まり、98.4％（492 名）の学生は無事に留学を終え、各自一定の学修成果（単位修

得など）を獲得した。ここに、M 大学 K 学科の留学準備のための取り組みの成果

がうかがわれる。 

 

4.2. 卒業生の進路状況からみる留学による効果 

 

 次は、M大学K学科の卒業生の進路状況から留学による効果について検証した。

過去 7 年間の派遣実績から在学中の学年の学生を除き、過去 4 年間（2013～2016

年度）に派遣した卒業生の進路状況は、下記の＜表2＞のようになる10。 

 

＜表 2＞過去 4年間の卒業生の進路状況 

派遣年度 2013年 2014年 2015年 2016年 計 

就職希望者 69 名 62 名 64 名 59 名 254名 

内定者 63 名 61 名 62 名 58 名 244名 

内定率 91.3％ 98.4％ 96.9％ 98.3％ 96％ 

 

 上記の＜表 2＞の過去 4年間の進路状況をみると、内定率が高い。しかし、2012

年以前に派遣した卒業生の内定率は決して高くなかった。内定率が高くなったのは、

留学準備段階において留学目的と留学目標を設定させたことによる効果として考

えられる。 

次に、過去 4年間（2013～2016年度）に派遣した卒業生（244名）の職種別の進

 
10 4年間の卒業生から進学者など就職を希望しない者は集計の対象外とした。 
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路状況は、下記の＜表 3＞のようになる11。 

  

＜表 3＞過去 4年間の卒業生の職種別進路状況 

職種 サービス 販売 営業 事務 IT関連 その他 

100％ 26％ 25％ 16％ 15％ 3％ 14％ 

 

 上記の＜表 3＞において注目したいのは、過去4年間の職種別の進路状況におい

て接客の職種（サービス、販売、営業）が 67％を占めていることである。過去 4

年間の卒業生の男女比率をみると、244名のうち女子学生が 95％（231名）を占め、

男子学生は 5％（13 名）である。また入学当初は人見知りが多かった12。したがっ

て、過去4年間の卒業生の入学当初からは 67％が接客の職種で働くことは想定でき

なかった。 

 つまり、M 大学K 学科の学生は 1 年間の交換留学または 2 年間のD.D.留学を経

験することによって、語学力の獲得はもちろんのこと、コミュニケーション能力、

リーダーシップ、協調性が成長し、接客の職種で働けるようになったのではないか

と推察する13。 

 

5. 留学先における学修内容と留学準備の取り組みの効果 

次は、交換留学またはD.D.留学として派遣された学生の留学先における学修内容

として学部授業と語学堂授業の履修状況の傾向をまとめ、1 年次の留学準備の取り

組みの効果を検証した。検証は、既に留学を終えた学年の中で最新のデータとして

2017年度に派遣した学生（72名）を対象とした。 

 

 

 

 
11 年度別に職種別の割合に大きな差がないことから4 年間のデータを合わせて提示した。 
12 毎年の新入生のオリエンテーションにおける自己紹介にて確認した。 
13 過去4年間（2016 年3月-2019年3月）の卒業者（2013-2016年派遣学生）を毎年採用している

(株)CSリレーションズ社長にインタビューした結果、コミュニケーション能力、リーダーシッ

プ、協調性を高く評価していることがわかった。 
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5.1. 留学形態の志望傾向 

2017 年度の留学先の選考の派遣枠は 18 大学（20 キャンパス）の協定大学に、1

年間の交換留学枠として 59 名と 2 年間の D.D.留学枠として 19 名を設け、72 名を

対象に選考を行った。その結果、1 年間の交換留学生として 57 名、2 年間の D.D.

留学生として 15 名の留学先が決まった。しかし、派遣当初D.D.留学生として決ま

った 1名が留学中 1年間の交換留学に変更し、最終的に 1年間の交換留学生として

58名、2年間のD.D.留学生として14名が留学をしてきた14。 

2017 年度に派遣した学生の留学形態の志望傾向は、2 年間の D.D.留学（19 名の

うち14名で74％）より1年間の交換留学（定員59名のうち 58名で98％）の志望

者が多かった。さて、この留学形態の志望傾向は1年次の韓国語能力といかに関係

しているのかについて、留学形態を交換留学・語学堂授業有、交換留学・語学堂授

業無、D.D.留学に）に分け、1 年次の韓国語基礎科目のクラス別人数を反映し、下

記の＜表4＞にまとめた。 

＜表 4＞留学形態別 1年次の韓国語基礎科目クラスの志望傾向  

留学形態別 1 年次韓国語基礎科目クラス 人数 

交換留学・ 

語学堂授業有 

（31名） 

①クラス 14名 

②クラス 8 名 

③クラス 6 名 

④クラス 3名 

交換留学・ 

語学堂授業無 

（27名） 

①クラス 7 名 

②クラス 10 名 

③クラス 5 名 

④クラス 5 名 

D.D.留学 

（14名） 

①クラス 2名 

②クラス 2 名 

③クラス 4 名 

④クラス 6名 

 
14 72名は少なくない。KESS教育統計サービス「高等教育機関の外国人留学生の現況（2017年度）」

では、大学の人文社会系の日本人在籍者数は1,071名となっている。 
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 上記の＜表 4＞をみると、1 年次の韓国語基礎科目の最下位①クラス出身の学生

は、交換留学・語学堂授業有 14名（61％）、交換留学・語学堂授業無 7名（30％）、

D.D.留学2名（9％）の順に志望した。一方、1年次の韓国語基礎科目の最上位④ク

ラス出身の学生は、D.D.留学 6 名（43％）、交換留学・語学堂授業無 5 名（36％）、

交換留学・語学堂授業有 3名（21％）、 の順に志望したことから、留学先（留学形

態別）の志望において 1年次の韓国語能力が関係しているといえる。 

このように留学先の志望において、最下位の①クラス出身の学生は語学力を確実

に獲得できる交換留学・語学堂授業有を優先条件とし、最上位の④クラス出身の学

生は学部授業のみ受講できる留学形態（D.D.留学と交換留学・語学堂授業無）を優

先条件とした。この傾向は、M 大学 K 学科の留学準備段階における注意事項が浸

透していることを意味し、1 年次の留学準備の取り組みの成果として考えられる。 

 

5.2. 留学形態別の学修内容とその成果 

 次に、2017年度に派遣した学生72名の留学形態（交換留学・語学堂授業有、交

換留学・語学堂授業無、D.D.留学）別に、留学先における学修内容をまとめ、その

成果を検証した。 

D.D.留学の 14名のうち、13名が留学先の卒業要件（65単位修得）を満たした15。

ここで注目すべき点は、①クラス出身の2名が留学先の卒業要件を満たしたことで

ある。1 年次のプレイスメントテストの結果、100 点満点中 4 点と 6 点しか取れな

かった2名が 1年次の韓国語基礎科目を真面目に取り組み、留学前にTOPIK 3級

以上を獲得し、留学先の卒業要件を満たしたことは、最下位の①クラス出身（M大

学 K 学科に入学してから韓国語を学習した学生）でも真面目に取り組めば D.D.留

学ができることを示唆し、M 大学 K 学科の留学準備の取り組みの成果として考え

られる。 

一方、交換留学・語学堂授業無の27名の中、26名が学部の授業のみで 28単位以

上を修得し、M大学K学科の留学準備の取り組みの成果として考えられる16。 

そして、交換留学・語学堂授業有の31名の授業内容については、1年次の韓国語

 
15 1名（②クラス出身）は卒業要件を満たせなかった。 
16 1名は18単位しか修得できず結局D.D.留学から交換留学に変更した。 
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基礎科目クラス別に分け、授業形態（学部授業と語学堂授業）別の修得単位の詳細

を下記の＜表 5＞にまとめた。 

＜表 5＞交換留学・語学堂授業有（31名）の授業形態別履修状況 

1 年次韓国語基礎科目ク

ラス（人数） 

語学堂授業 

単位数（人数） 

学部授業 

単位数（人数） 

総単位数 

単位数（人数） 

①クラス 

（14名） 

8単位 26 単位 34 単位 

12 単位 17 単位 29 単位 

16 単位（2名） 

 

21 単位 37 単位 

26単位 42単位 

20 単位（4名） 

 

 

13 単位（2名） 33 単位（2名） 

17 単位 37 単位 

18 単位 38 単位 

22 単位 14 単位 36 単位 

24 単位 12 単位 36 単位 

26 単位 17 単位 43単位 

30 単位（2名） 

 

4 単位 34 単位 

6 単位 36 単位 

32単位 10 単位 42 単位 

②クラス 

（8名） 

6 単位 24 単位 30 単位 

8 単位 32 単位 40 単位 

12 単位 21 単位 33 単位 

20 単位 15 単位 35 単位 

24 単位（4名） 8 単位（2名） 32 単位 

14 単位 38 単位 

12 単位 36 単位 

③クラス 

（6名） 

 

 

 

6 単位 20 単位 26 単位 

12 単位 20 単位 32 単位 

20 単位（2名） 18 単位（2名） 38 単位（2名） 

24 単位 8 単位 32 単位 

30 単位 4 単位 34 単位 

④クラス 

（3名） 

12 単位（3名） 13 単位（2名） 25 単位（2名） 

19 単位 31 単位 
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 上記の＜表 5＞をみると、1 年次の留学準備の取り組みにおいて、1年次の韓国語

基礎科目の最下位①クラス出身の学生には、語学力の獲得のための語学堂授業を中

心に履修することを勧め、学部授業も履修するように計画させたが、1 年次の韓国

語基礎科目の最下位①クラス出身 14 名の中、1 名は語学堂授業 16 単位と並行し学

部授業を26単位も修得し、計 42単位を修得した。また12名が学部授業を10単位

以上修得した。そして、31名の中28名（90％）が計30 単位以上を修得した。この

結果は、1 年次の留学準備の取り組みが学生に浸透していることを意味し、学修成

果として評価できる。 

6. 留学形態別の学修成果の事例検証 

 ここでは、1年間交換留学（語学堂授業有）の経験者 1名（以下、「Aさん」と称

する）と 2 年間D.D.留学の経験者 1 名（以下、「B さん」と称する）を対象に、留

学形態別の学修成果について詳しく検証してみた。 

6.1. 交換留学による学修成果の事例 

まず、1年間交換留学（語学堂授業有）の経験者Aさんを対象に学修成果につい

て検証した。A さんを検証の対象としたのは、1 年次の韓国語基礎科目の最下位の

①クラス（文字と発音からの入門クラス）出身の学生が交換留学によっていかに成

長したのかを検証するためであった。 

 A さんは、1 年次のプレイスメントテスト結果、最下位①クラスに編成され、韓

国語基礎科目などの授業に真面目に取り組んだ結果、一定の成績を収め第1志望の

留学先に留学が決まった。Aさんが留学先の志望において優先条件としていたのは

語学力が確実に獲得できる学修環境（語学堂授業有）であった。1 年次に人見知り

が激しく、なかなか韓国語の会話力が伸びなかったので、留学中に会話をはじめと

する韓国語能力の総合的な向上を留学目標とし、学修計画をしていた。 

 2 年次の留学先において、前期は語学堂授業のみを履修し、後期は学部授業のみ

を履修した。前期に語学堂授業を選択し、留学先におけるプレイスメントテスト結

果、第 1セッション（計200 時間）ではレベルⅣクラスの授業（韓国語文法と語彙

Ⅳ、韓国語作文Ⅳ、韓国語読解Ⅳ、韓国語聴解Ⅳ、韓国語会話Ⅳ）を履修し、上
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位の成績を収めることができた。次の第 2 セッション（計 200 時間）ではレベルⅤ

クラスの授業（韓国語文法と語彙Ⅴ、韓国語作文Ⅴ、韓国語読解Ⅴ、韓国語聴解Ⅴ、

韓国語会話Ⅴ）を履修し、優秀な成績を収めた。後期（2 学期）は、学部授業とし

て留学先の韓国語学科の専門科目（上級韓国語聴解と発音、上級韓国語作文、上級

韓国語文法、韓国語会話練習、韓国語講読練習、韓国の映画・ドラマの解釈と鑑賞

Ⅰ）を履修し、優秀な成績を収めた。 

このように、A さんは前期（1 学期）の語学堂授業（20 単位修得）も後期（2 学

期）の学部授業（18 単位修得）も真面目に取り組み優秀な成績を収めた。そして、

前期の後半（第 2 セッション）となる 7 月の TOPIK を受験し、最上級 6 級に合格

した。この結果は、入学当初のプレイスメントテストにおいて 100 点満点中 16 点

しか取れなかった韓国語基礎科目の最下位①クラス出身の学生の、交換留学による

客観的な学修成果として示唆するところが大きい。 

 留学後は、M 大学 K 学科の 3 年次として専門教育科目と基礎教育科目（教養科

目等）を真面目に取り組み優秀な成績を収め、卒業研究等の卒業要件を満たすため

の学修活動と就職活動を積極的に取り組み、第 1志望のホテル業界から複数の内定

を受けた。 

つまり、Aさんは、入学当初は韓国に興味があって入学したものの、プレイスメ

ントテストの結果、韓国語基礎科目の最下位①クラスに編成され、同学年の中でも

人見知りが激しかった。しかし、1 年次の韓国語基礎科目などの授業を真面目に取

り組み、留学中に TOPIK の最上級 6 級に合格し、人見知りも徐々に改善され、留

学後は課外活動でもリーダーとして活躍するまで成長し、就職活動においても接客

の職種で働けるように成長し、第1志望の業界（ホテル業）から複数の内定を受け

ことは、M 大学 K 学科の 1 年次の留学準備の取り組みの成果としてはもちろん、

交換留学による学修成果として評価できる。 

 

6.2. D.D.留学による学修成果の事例 

次に、2年間のD.D.留学の経験者Bさんを対象に学修成果について検証した。B

さんを検証の対象としたのは、1 年次の韓国語基礎科目の最上位④クラス（中級ク

ラス）出身の学生はD.D.留学によっていかに成長したのかを検証するためであった。 
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 B さんは、1 年次のプレイスメントテストの結果、韓国語基礎科目の最上位④ク

ラスに編成され、韓国語基礎科目などの授業に真面目に取り組んだ結果、一定の成

績を収め第1志望の大学に留学が決まった。Bさんが留学先の志望において第1志

望の優先条件として考えていたことは航空業界で働くための専門知識が修得でき

る学修環境であった。B さんは、航空業界の専門知識を学べる大学に決まったが、

航空観光学科の所属になるのは簡単ではなかった17。しかし、本人が積極的に申し

出た結果、航空観光学科のD.D.留学生として留学することができた。 

留学先において、第 1 学期目に教養科目（2 科目・4 単位）、専門科目（4 科目・

11 単位）、選択科目（1 科目・2 単位）、第 2 学期目に教養科目（2 科目・4 単位）、

専門科目（4 科目・11 単位）、選択科目（1 科目・2 単位）、第 3 学期目に教養科目

（1科目・2単位）、専門科目（5科目・12単位）、選択科目（1科目・3単位）、第 4

学期目に専門科目（6科目・13単位）、選択科目（1科目・3単位）を履修し、合計

67単位を修得し、留学先の卒業要件を満たすことができた。 

2 年間の留学後は、M大学K学科の 4年次生として卒業研究等の卒業要件を満た

すための学修活動と就職活動を積極的に取り組み、第1 志望の航空業界から内定を

受け、航空会社で活躍している。 

 このように、B さんは K-POP が好きで M 大学K 学科に入学し、韓国語を学び、

航空業界の専門知識が修得できる大学に 2 年間 D.D.留学生として留学し、留学先

の学修活動に積極的に取り組んだ結果、第 1 志望の航空会社で働くことができた。

これは、M大学K学科の 1年次の留学準備の取り組みの成果であり、まさにM大

学 K 学科の D.D.留学のメリット（留学先における専門知識の修得）を最大限に活

かした留学による学修成果の事例として評価できる。 

 

7. 留学による学修成果を高めるための課題 

 次は、M大学K学科が2019年度に派遣した64名を対象に、1年次の留学準備の

取り組みとして行った留学による学修成果（AさんとBさんの事例を含む）関連の

授業内容が学生にいかに浸透していたのかについて検証した。 

 
17 タンジンシデ（당진시대）の記事（2015年9月18日）によると、航空観光学科の倍率は84.14

対1であることから、入試（編入）は厳しいことがうかがわれる。 
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7.1. 留学目的の検証 

2019 年度に派遣した 64 名の留学志望書に書かれた留学目的（自由記述式）を対

象に、留学による学修成果関連の授業内容が学生にいかに浸透していたのかについ

てまとめた。 

1 年間の交換留学または2年間のD.D.留学を通じて、①64名全員が外国語として

の韓国語能力を高めることを、②62名（97％）が異文化としての韓国文化について

理解を深めることを、③52名（81％）が韓国人を含む外国人との交流を通じて視野

を広げグローバルな感覚を身につけることを、④22名（34％）が留学生活を通じ自

立（自律）し問題解決能力を身につけることを、⑤17名（27％）が留学体験を将来

の就職活動の強みとして活かすことを、⑥6名（9％）が今後の日韓関係のために現

地における日韓関係の現状をしっかり理解することを、留学の目的として設定して

いた。さらに、⑤の17名の中、5名は将来の就職活動に向けて留学中に企業研究（調

査、見学、インターンシップ）を計画し、2 名は将来の進路と関係する専門知識を

修得することを具体的に考えていた。 

以上のように、2019 年度に派遣した 64 名の留学目的を検証した結果、1 年次の

留学準備の取り組みとしての留学による学修成果関連の授業内容が学生に浸透し

ていた。 

7.2．今後の課題 

今後は、前述した留学による学修成果としての A さんと B さんのような事例の

検証を続け、多様な事例を1 年次の留学準備の取り組みの資料として活用し、今後

の派遣予定者を対象に留学による学修成果関連の授業内容を強化していきたい。各

自が多様な事例を参考に自分の留学目的を設定し、自分の学修成果の達成に向けて

計画的に学修活動ができるように、留学準備の取り組みを徹底したい。 

7.2.1 学修成果の事例調査 

また、今後は卒業生が多く活躍している職種別の留学による学修成果の事例を確

保し、1 年次の留学準備の取り組みの資料として提供していきたい。さらに専門と
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しての韓国語を活かし活躍している卒業生の留学による学修成果の事例を多数資

料として確保し、多様化する派遣予定者に対応していきたい。 

 

7.2.2 留学先の選考後の対応 

 そして、今後は留学先の選考後の対応をさらに強化していきたい。留学先の選考

後、第 2志望以降の留学先に決まった学生を対象に、各自の最終的に決まった留学

先についての情報提供として、授業形態を含む教育課程についての詳細を浸透させ、

各自の留学先における学修計画をしっかり立てるようにしていきたい。 

 

8. おわりに 

本稿では、M大学K学科が2 年次に原則として全員を1 年間の交換留学または2

年間の D.D.留学として派遣する学生の留学による学修成果をいかにして獲得させ

るかを課題に、1 年次を対象に行っている留学準備の取り組みと、過去に派遣した

実績を対象に留学による学修成果を検証した。 

まず、1 年次の留学準備の取り組みとして、一定の語学力を獲得させ、専門知識

を涵養させ、留学先における学修計画を立てさせたことによって、一定の留学によ

る学修成果を獲得させたことを提示した。 

具体的には、過去 7 年間派遣した 500 名のうち 98.4％（492 名）の学生が留学を

無事に終え、一定の留学による学修成果を獲得したことを提示した。また、過去 4

年間の卒業生の進路状況から内定率が高かったことや、内定者の内定先が接客の職

種に67％も占めていることは留学による学修成果として提示した。そして、留学派

遣の最新のデータとして 2017年度派遣者72名を対象に、留学形態の志望において

1 年次の韓国語能力（韓国語基礎科目のクラス）が影響していることを明らかにし、

留学形態別の学修内容から一定の留学による学修成果を収めていることを提示し

た。 

さらに、留学による学修成果の獲得について、具体的な事例として二つを提示し

た。一つは、1 年次の韓国語基礎科目の最下位①クラス出身の学生が 1 年間の交換

留学として派遣され、2 年次の 7 月の TOPIK 最上級の 6 級に合格するなど語学力



252 

 

を獲得し、専門知識を習得し、専門を活かした就職ができたことを留学による学修

成果の事例として提示した。もう一つは、入学当初から 1年次の韓国語基礎科目の

最上位④クラス出身の学生がD.D.留学として派遣され、航空業界の専門知識を修得

し、航空会社に就職ができたことを留学による学修成果の事例として提示した。 

最後に、今後の課題として、留学による学修成果を高めるために、留学準備の取

り組みを強化し、留学により期待される学修成果の多様性を提示し、留学後の就職

活動や社会人としての活躍に役立つ留学による学修成果について追究していきた

い。 
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