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要旨 
 韓国の忠北大学医学部と岐阜大学医学部は，2009 年に部局間協定を締結して以来，毎年，

5 日間前後の交流プログラムを企画し，双方の教員と学生の派遣および受入れを行なってき

た。2018 年に忠北大学のある韓国清州市で開催された第 11 回の学生交流プログラムには，

本学の医学科学生計 11 名が参加している。毎年，医療に関する見聞を広げるための病院見

学や文化理解を促す史跡観光や博物館ツアー，英語コミュニケーション能力の向上を目指

した英語シンポジウムなどが企画され，有意義な学習機会となっている。また，本プログ

ラムは，双方の学生が企画・準備段階から主体的に関わることも特徴的である。本稿では，

継続的に実施している本プログラムの概要を報告するとともに，その教育的意義について

考察する。 
 
キーワード： 国際交流，異文化対応能力，受容態度，英語コミュニケーション 
 
 
１．はじめに 

  
2018 年で訪日外国人数は 3000 万人を突破し，在留外国人数は 263 万人（総人口の 2％

以上）になるといわれている（日本政府観光局，2018；法務省，2018）。日本社会において，

外国人とコミュニケーションをとる機会は増えており，大学教育の早期から学生の異文化

対応能力（Intercultural Competence）を促す学習機会を提供することは重要である。

Deardorff （2006）は，異文化対応能力を下記のように分類している。 

 

知識：文化的な自己の気づき（cultural self-awareness）, 文化特有の知識（cultural 
specific knowledge）, 社会言語的な知識（socio-linguistic awareness） 
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技能：観察，リスニング，解釈，評価，分析，関連づけ 

態度：全ての文化に対する敬意，先入観のないオープンな心，好奇心，冒険心，曖昧

さに対する寛容性，公平性 

 

 つまり，異文化対応能力に関わる言語技能だけでなく知識・態度の涵養を目的とした総

合的なプログラムの構築を意識しなければならない。 

 岐阜大学医学部では，6 年次に海外の医療教育機関での臨床実習に参加する学生が毎年

10～15 名おり，5 年次には海外臨床実習の準備教育として医療英語ワークショップ（課外

実習）を開講している（今福ら, 2017）。このワークショップの目的は，講義やロールプレ

イを通して，英語による病歴聴取や身体診察，症例報告が実践できることにある。しかし

ながら，現状として，初年次から段階的に「文化」や異文化間コミュニケーションを学ぶ

機会は提供できていない。 

 海外では，リヨン大学（フランス），オタワ大学（カナダ），上海交通大学（中国）の医

学部が「医学と人文科学」をテーマに，医学，文化，歴史，芸術，哲学などをお互いから

学ぶサマースクールプログラムを開発している。歴史としては浅く，2018 年に第 2 回サマ

ースクールがリヨンで開催された（Chour, 2018）。一方で，本学医学部は 2009 年に忠北大

学（韓国）医学部と部局間協定を締結して以来，2018 年までに計 11 回交流プログラムを

実施してきた（奇数回は忠北大学，偶数回は岐阜大学で開催）。本プログラムでは，交流を

通じて英語や文化・歴史，医療について学ぶ工夫がなされている。本稿では，この忠北大

学との継続的な国際交流プログラムの実践内容を報告するとともに，本プログラムの国際

教育の学習機会として発展可能性について考察したい。 

 

２．忠北大学との継続的な国際交流 

 

 2009年に当時岐阜大学医学部の教授であった清水克時名誉教授と忠北大学医学部のKim 
Young Min 教授の縁で始まった本プログラムは，2018 年までの総交流人数は約 280 名にの

ぼる。5 日間の滞在中に，病院見学や英語シンポジウム，博物館や景勝地の訪問，市街地の

散策などがプログラムに組み込まれるが，こうした企画は，約 3 か月前から両校の学生が

主体となってメール等で連絡を取り合いながら準備を行なう。また，現地学生との親睦を

深め，異文化コミュニケーションや社会的スキルを磨く時間を多く持つために，学生はホ

ームステイや大学内にある学生寮に泊まることになっている。2017 年の岐阜大学開催と

2018 年の忠北大学開催の交流プログラムの概要を下記に紹介する。 

 

第 10 回忠北－岐阜大学交流プログラム（2017 年） 

 2017 年は，忠北大学医学部・看護学部の学生 12 名と引率教員 2 名の計 14 名が岐阜大学

を訪問した。岐阜大学の医学科・看護学科の学生は 5日間の日程で約 20 名が参加している。
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第 10 回交流プログラムの詳細は表 1・図 1 に示す。本プログラムでは，10 周年記念式典が

執り行われ，プログラム創設者である Kim 教授の挨拶と清水名誉教授から「10 周年までの

歩みとその意義」についての記念講演が行われた 1）。また，日本の技術や文化に触れるトヨ

タ産業技術記念館の見学や犬山城の散策に加えて，大衆文化，食文化，医療，学生生活の

テーマを英語で発表する「英語シンポジウム」が開催された。各発表後には，東洋医学や

伝統行事，美容，アニメに関する質疑応答が活発になされ，両国の文化の類似点や相違点

を明らかにすることができた。岐阜市民病院では，手術室や屋上ヘリポート，病棟施設な

どを見学する機会があり，忠北大で病棟実習に出ている高学年の学生からは活発な質問が

なされた。さらに，Welcome Party や鵜飼いには多くの教員の参加もあり，学生だけでな

く教員間の交流も深められた。 

 
1 日目 3 日目 
1:00pm 中部国際空港（名古屋）到着 8:40am 医学部記念会館前 集合 

3:30pm 岐阜大学医学部 到着 9:45am 犬山城 
4:00pm 開会式 12:00nn 昼食 

6:00pm Welcome Party 4:00pm バーベキュー（各務原） 

8:30pm ホームスティ先へ 7:00pm ショッピング 

2 日目 4 日目 
8:20am 岐阜大学バス停 集合 8:30am 岐阜大学バス停 集合 

9:00 岐阜市民病院 見学 9:30am トヨタ産業技術記念館（名古屋） 

12:00am 昼食 11:30am 昼食 

2:00pm アイスブレーク 1:30pm 英語シンポジウム 

4:00pm 国際交流 10 周年記念式典 4:00pm 閉会式 （筝曲部による演奏） 

5:30pm 長良川鵜飼い観覧 6:00pm Farewell Party 
8:50pm ホームスティ先へ   

 5 日目 
  9:00am 見送り（名鉄岐阜駅） 

  10:30am 中部国際空港着 

表 1：第 10 回岐阜－忠北大学交流プログラム（2017 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集合写真（10 周年記念式典） 鵜飼い観覧 オリエンテーション 

図 1：第 10 回交流プログラムの様子 
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第 11 回忠北－岐阜大学交流プログラム（2018 年） 

 2018 年は，岐阜大学医学部医学科の学生 11 名と引率教員 1 名の計 12 名が，韓国忠清北

道清州市にある忠北大学を訪問した。忠北大学側は，医学科と看護学科学生計 20 名と忠北

大学医学部長，副学部長，リハビリテーション医学教授，整形外科教授が参加した。第 11
回交流プログラムの詳細は表 2・図 2 に示す。 

 
1 日目 4 日目 
3:50pm 韓国仁川空港到着 8:50am 忠北大学医学部棟 集合 

7:00pm 忠北大学到着 9:00am バス移動 

7:30pm Welcome party 10:20am 法住寺 (Beopjusa Temple) 散策 

8:50pm ホームスティ先（5 名）もしくは学

生寮（6 名）へ移動 

1:00pm 昼食 

2 日目 2:00pm 忠北大学 学生街 散策 

8:50am 忠北大学医学部棟 集合 4:00pm ミニコンサート：忠北大学学生による

音楽（バンド）コンサート 

9:00 バス移動 5:00pm Closing Ceremony 
10:30am 百済文化団地（Baekje Cultural 

Land）歴史・伝統文化を体験 

6:00pm Farewell Party 

12:30-1:30pm 昼食 5 日目 

3:30pm ショッピングセンター  11:20am 昼食（韓国伝統料理） 

6:30pm 夕食 1:30pm 高速バスで仁川空港へ 

7:30pm Suamgol Painted Village    
3 日目   
9:50am 忠北大学医学部棟 集合   

10:00am English Symposium   
12:00nn 昼食   

1:30pm 忠北大学校医学部附属病院 見学 

総合内科，呼吸器病棟，外科，手術

室（Da Vinci），救急などを見学 

  

6:00pm 夕食（冷麺）   

8:00pm 清州市街地散策（Sungan road）   

表 2：第 11 回 忠北－岐阜大学交流プログラム（2018 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集合写真（忠北大医学部棟前） 英語シンポジウム 病院見学（呼吸器病棟） 

図 2：第 11 回交流プログラムの様子 
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 本プログラムでは，百済最後の都，扶余にある歴史テーマパーク百済文化団地（BAEKJE 
Cultural Land）や韓国唯一の木塔で国宝に指定されている法住寺（BeopjusaTemple），忠

北大学がある清州市の市街地散策など，百済王朝や寺院建築など韓国の歴史・文化を学ぶ

機会を得た。また，両校の学生が医療や保健システム，ポップカルチャー，食文化，学生

生活について発表する英語シンポジウムでは，英語での発表や議論の仕方を学ぶことがで

きた。特に，緊張しながらも原稿を準備し一生懸命発表する者，流ちょうな英語で発表す

る者，動画や写真，図を駆使する者など，各々の発表には個性が表れており，楽しく且つ

有意義な時間をもてた。忠北大学附属病院での病棟見学では，総合内科や呼吸器科，救急，

手術室など様々な施設や設備を見学したり，各診療科の医師から最新の研究や治療に関す

る話を聞いたりと，韓国の医療についても多くの学びを得ることができた。岐阜大学から

の参加学生は前年度の岐阜大学で開催した第 10 回交流プログラムに参加した学生は，忠北

大の学生と韓国で再会する機会となり，親睦がより深められたといえる。 

 

３．忠北大学との国際交流からの学びと発展可能性 

 

 本プログラムは，正規のカリキュラムのような構造化された教育とはいえないが，イン

フォーマルな交流や活動を通じて，知識，技能，態度を含む異文化対応能力を涵養する機

会になっている。具体的には，プログラムの参加を通じて，主体性と当事者意識，英語コ

ミュニケーション能力，異文化理解と受容的な態度，医療システムの理解，学生間の関係・

親交の深化が促された可能性がある。下記に，各々について考察する。 

第一に，学生の主体性や当事者意識が高められる。プログラムの企画や運営，準備は学

生が主体的に取り組み，コーディネーターである教員はそのサポート役として助言を与え

る役割を担う。特に，開催校側の学生は，訪問学生の宿泊先やスケジュール立案，アクテ

ィビティの企画，予算・会計の管理，移動方法の確認等の準備をする必要があり，教職員

および学生との綿密な打ち合わせを数か月前より行う必要がある。さらに，準備に関して

は，訪問学生との英語でのメールでの打ち合わせもしなければならない。準備段階から主

体的に学生が参画することで，当プログラムへの当事者意識が高められる。一つのことを

主体的にやり遂げる達成感や成功体験は，その後の学習や医師としての人間形成に少なか

らず影響を与えるのではないかと考える。同様に，岩本（2010）も成功体験の積み重ねが

学習継続上非常に重要であることを指摘している。 

 第二に，英語コミュニケーション能力の向上が期待できる。両校の学生は，準備の段階

からメールでの打ち合わせや英語シンポジウムでの発表と質疑応答，食事や移動中の何気

ない会話など，あらゆる場面で英語によるコミュニケーションをとる必要がある。英語使

用に対して不安を持つ学生も積極的にコミュニケーションをとれる環境にあるといえる。

特に，英語が母語でない者同士のコミュニケーションになるため，双方はわかりやすい英
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語を心がけるとともに，発音や文法，語彙，表現など言語的な誤りに対してもお互いが寛

容になれる。さらに，日本と韓国は地理的にも近く，文化的にも共通・共有する点が多い

ため親近感をもつことで英語使用に対する心理的不安は軽減されるだろう。Horwitz ら

（1986）は，リスニングとスピーキングが外国語学習状況で最も不安が高くなると指摘し

ているが，本プログラムでは，英語試験のスコアがあまり高くない学生も含めて全ての参

加者が積極的にコミュニケーションをとりあっていることが観察されている。 
 第三に，異文化理解と受容態度が促される。特に，お互いのドラマやアニメ，歌，スポ

ーツなどの大衆文化，勉強や部活，休暇中の過ごし方などの学生生活，将来のキャリア，

言語などの話題を通して，韓国文化，日本文化とは何か，そこで暮らしている人々はどの

ような考え方を持ち，どのような経験をしているのかを深く理解することができる。また，

それが自文化を見つめなおすきっかけにもなる。Byran（2007）は，異文化に対する態度

として「対等な関係において他者と関わる機会を見つけ出し，活かそうとする姿勢」や「自

文化や他文化における習慣や風習に関して他者の見解を求める好奇心」などを挙げている。

両校の学生は積極的な交流，対話を通して，上記のような文化の受容態度を育んだと考え

られる。 

 第四に，医療に対する理解が深められる。岐阜市民病院での見学では，手術室や屋上ヘ

リポートなどの施設を見学するだけでなく，市中病院としての役割や専門職間の連携，臨

床教育の体制など，また，忠北大での病院見学では，総合内科，救急，呼吸器，リハビリ

テーション科など各診療科の病棟を見学するとともに，各々の担当医師から専門職として

の役割や責任，治療やケアに関わる連携体制，設備等だけでなく最新の臨床研究の知見に

ついて話を聞くことができた。Saiki ら（2019）は，臨床指導医向けの国際ファカルティデ

ベロップメントの実施で鍵となる要素は，「国際的な文脈における経験」「実際の現場での

観察学習」「対話による省察」を挙げている。本プログラムは，観察学習というほどの教育

機会ではないが，この病院見学には，国際性や実際の現場に入る活動の要素が含まれてお

り，医療を学ぶ学生にとってはインパクトのあるイベントになったと考えられる。 

第五に，先入観のないオープンな心で学生間の関係や親交が深められる。5 日間の交流を

通じて参加学生は「韓国人」「日本人」というお互いの認識は薄れ，一人の人間として向き

合う関係性に発展されたようにみえる。プログラム参加後も両校の学生達は SNS 等を通じ

てコミュニケーションを図ったり，個人的に岐阜や韓国を訪問したりして継続的に親交を

深めている。つまり，学生は日本人として，韓国人としてのアイデンティティを大切にし

ながらも，対話を通じて東アジア市民（≒世界市民）としての意識が高められたのかもし

れない。トムソン木下（2016）は，外国語教育における大きな目標は世界市民を育てるこ

とであり，その根底にあるのは「つながる力」であると強調している。 

 以上から，本交流プログラムは，知識，技能，態度を含む異文化対応能力を育む「国際

共修」の場として捉えることができる。国際共修は世界市民（Global Citizen）教育の基盤

となり，グローバル人材育成の発展に果たす役割は大きいとされる（末松, 2017）。この交
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流プログラムは「隠れたカリキュラム」として，学生の異文化対応能力を涵養する学習機

会になる可能性を秘めている。つまり，6 年次に海外臨床実習を希望する学生が増えている

状況の中，こうした継続的な国際交流プログラムは「異文化対応能力」の基盤を築く貴重

な場になると考える。 

 

 

【注】 

1）「VOICE－岐大医学部から－」（http://www.med.gifu-u.ac.jp/voice-t/085.html）で，10

周年記念式典について報告されている。 
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