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特別寄稿 

公開シンポジウム  

これからのグローバル社会を生きる： 

現役学生の視点から 
 

那須雅子（岡山大学） 

吉田裕美（岡山大学） 

 

Abstract  

   The purpose of this paper is to report on the Symposia of the fourth annual 

conference of JAILA held on March 14th 2015 at Okayama University: ‘To live in a 

globalized world in the future: From students’ perspectives’. The panelists were 

seven university students who had a variety of global experiences such as 

studying abroad, and a businessman actively working in several Asian countries 

was invited as a guest speaker.  The goal of the symposia was not to establish any 

model types of a global person, but to learn the multifaceted aspects of global 

talents and understand the reality of a globalized society through the voices of 

young university students. 

 

１．はじめに 

平成27年3月14日に開催されたJAILA第4回全国大会公開シンポジウムは、「こ

れからのグローバル社会を生きる：現役学生の視点から」と題し、ますますグロー

バル化する社会を生きる現役学生を中心としながら、参加者全体で「グローバル人

材」とは何か、どのような人材が必要なのか、について考えることを目的として開

催された。本稿は、シンポジウム開催に至る背景の紹介と、当日発表および討論さ

れた内容報告を行うものである。パネリストは、現役の大学生７人で、司会を企画

者である吉田裕美（岡山大学）が務めた。またアジア地域を中心として活躍する現

役の「グローバル人材」と言える河合友弘氏がゲスト・スピーカーとして登壇した。 
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２．公開シンポジウム開催の背景 

岡山大学は、平成２５年度４月に「グローバル人材育成特別コース」（以下、Gコ

ース）を開設した。専門性、教養、精神力、会話力、洞察力を鍛え、「あらゆる分野

で活躍できる能力」を備えたグローバル社会のリーダーの育成を目指すことを目標

としている。本稿筆者である那須および吉田は、共にGコースの履修アドバイザー

であり、前者は英語教育、後者は留学サポートや課外活動の支援などを通じ、コー

ス生たちの指導に携わってきた。 

更に文部科学省の「スーパーグローバル大学創生支援（Top Global University 

Project）」事業において、岡山大学は構想名「「PRIMEプログラム」~世界で活躍出

来る『実践人』を育成する！」が採択された。スーパーグローバル大学創生支援事

業とは、平成２６年度に開始された事業で、「大学改革」と「国際化」を断行し、国

際通用性、ひいては国際競争力の強化に取り組む大学の教育環境の整備支援が目的

となっている（文部科学省ホームページ参照）。事業は２つの種類に分けられ、「タ

イプA：トップ型」に１３大学、「タイプB：グローバル化牽引型」に２４大学、合

計３７大学が採択され、１０年間（2014-2024）にわたり国からの補助金が支給され

ることになった。このような大規模な政策がスタートし、「グローバル」という言葉

が以前にも増して産業界のみならず教育界でも頻繁に用いられるようになった。近

年では、小学校から大学レベルまで、グローバル社会で活躍できる人材を育成する

ために様々な取り組みが行われてきている。 

しかし、グローバル人材育成が叫ばれながら、教育現場ではどのような人材を育

成すべきかについては多様な意見が混在し、学生への指導時に戸惑うことも珍しく

ない。元々「グローバル」という言葉は、多分に曖昧さを含んでいる。様々な価値

観が存在する「グローバル」社会で活躍できるよう、多様性を尊重した教育方針な

のか。あるいは、「グローバル」人材というある特定の人物像に沿うことを目標とし

て、学生にも均一性を求めるのか。聞き心地の良い言葉を多用した結果、指導にあ

たる教職員が真摯に取り組めば取り組むほど、グローバル人材像は揺れ動いている。 

そこで、今一度グローバル人材とは何かを、現役学生の視点を中心に、参加者全

員で問い直す機会として、本公開シンポジウムを企画した。本公開シンポジウムの

目的は、模範的なグローバル人材像を確立することではない。グローバル人材をテ
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ーマに活発な意見交換を行うことを通じて、現代の、そしてこれからのグローバル

社会を生きる参加者全員が様々な視点を学び、それぞれの意見に理解を深めるよう

な場にすることであった。 

「参加者全員」を強調するのは、インタラクティブな場の想定や議論の活発性を

期待した以上に、グローバル人材とは何か、という問いに真摯に向き合わなくては

いけないのは、指導者である教員やサポートする職員など、「学生ではない」我々の

考え方や姿勢であると痛切に感じていたからである。また、グローバル社会につい

て問い直すとき、教育関係者だけが関われば良い問題でもない。現在の日本社会は、

海外との交流なくして成り立たないほど、身近なグローバル化が進んだ社会となっ

ている。現代社会に生きるすべての人に、関連したテーマであると考える。本学会

のように教育関係者だけではなく、様々な分野の参加者が集う場では、多方面から

の意見交換が可能となると考え、本シンポジウムの企画を行った。 

 

３．現役学生による発表 

本シンポジウムは二部構成とし、第一部は現役学生の発表とゲスト・スピーカー

の講演、第二部は学生たちとゲスト・スピーカーのディスカッション、その後会場

のオーディエンスからの質問に答える形で進行した。本公開シンポジウムに先立ち、

登壇する学生たちには、発表の中で次の問いに触れるよう依頼がなされていた。①

グローバル人材とは何か、②どのようなグローバル経験をしてきたか、③自分の経

験から得たものは何か、④その経験を生かしてどのように社会に貢献していきたい

か、の 4点である。「グローバル人材」や「グローバル経験」をどのように解釈して

いるのか、またその枠組みの中で自分たちをどのように位置づけるのかを自由に語

ってもらうために、敢えてこちらからのグローバル人材に関する定義については伝

えないようにしておいた。以下は、各発表者の発表内容の報告である。 

 

Nさん（A大学法学部４年生） 

１人目の発表者であるNさんは、グローバル体験として、発展途上のアジアにあ

るタイとグローバルスタンダーﾄﾞとされる欧米のアメリカの２か国で留学を体験し

た。どちらの留学もA大学の交換留学制度を利用してのもので、タイのマヒドン大



79 

 

学とアメリカのカリフォルニア州立大学で 1セメスターずつ学んだ。帰国後は学内

にて、留学アドバイザーとして学生目線の留学サポートに従事している。 

アジアとアメリカの２カ国を経験した身として、発展途上のアジアの一員であり

ながらも欧米諸国と同様に先進国でもある「日本」の立ち位置に着目し、日本人と

してどうあるべきかを常に考える人間を目指したいと述べた。ジャーナリズムに興

味があるNさんは、自分の考える「グローバル人材」像の説明の際にジャーナリス

トである池上彰氏の言葉「世界に通用する人物であると同時に、日本の良さも自覚

した上で働くことのできる人材」を引用した。そしてNさんは、グローバル人材と

は「和魂洋才」だと表現している。洋才の「洋」には、欧米だけではなく、近年発

展を続けるアジアやアフリカなども含まれる。専門性や語学力といった「才」を磨

くだけではなく、海外で身に付けたことを、日本のため、世界のために役立てよう

とする気概を有した人間のことではないか。また日本人の良さとは、和を尊ぶ、協

調性、謙虚さ、そして世界から賞賛を浴びたように、東日本大震災の際に見せた秩

序ある行動や他人を思いやる国民性等をあげることができるだろう。しかしその中

でも、日本人の素晴らしさは、海外から新しいものを柔軟に受け入れ学び続ける姿

勢にあると、Nさんは考えている。 

 

Yさん（A大学理学部４年生 

２人目の発表者であるYさんは、アメリカ合衆国のカリフォルニアにあるモント

レー大学への交換留学の経験に基づいて発表した。Yさんの考えるグローバル人材

とは、「自分の国を深く理解していると同時に、他の国に関心を持ち、他国の価値観・

制度を受け入れられる人」、「最低限、母国語と英語でコミュニケーションが取れる

人」である。留学先のアメリカでは人種のるつぼと言われるように実に様々な国の

人が存在し、それぞれ異なった背景を持つ人々が英語という言語を用いて共に生活

し、国を形成している。アメリカ経験から学んだことは、まず皆違うことが当たり

前で、 ‘Be yourself ’という視点を得たことである。更に、前提となる知識が言葉の

壁を超えるという点である。自分の専門分野の知識があれば、英語力不足を克服で

きるのである。最後に、日本語を使えること、日本出身であることは１つの個性・

特徴であるという点である。将来日本で働くのであればアメリカの、海外で働くの

であれば日本(とアメリカ)の、制度や視点をその国にうまく取り入れることでより良

いものが作りだされるだろう。アメリカと日本のそれぞれの視点を両方向に上手く

導入してより良いものを作り出していきたいと語った。なおYさんは、帰国後にア
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メリカ領事館のスピーチコンテストにA大学代表として出場し、「The best way to 

understand America is…」と題したスピーチで、見事第３位に選ばれた。 

 

Sさん（A大学環境理工学部１年生） 

３人目のSさんは、「第５回国際学生リーダーシップシンポジウム」と大きく書か

れた１枚目のスライドを提示し、ジェスチャーを交えて発表した。カンボジアのプ

ノンペンにて開催されたシンポジウムは「持続可能な社会を目指し、世界で貢献す

る次世代リーダーの育成」を目的としており、その中でスピーチ、ボランティア活

動、国際交流が行われたそうである。プノンペンには、世界中から約７００人の欧

米、アラブ系、アジア系などの様々な文化背景、宗教背景を持つ人たちが集まり、

そのシンポジウムでの経験を通して、グローバル人材とは「ただ英語が堪能に話せ

る人」という以前の自分の考えから、新たな視点を得られたという。グローバル人

材とは、決して単に英語が話せるだけではないと考えるきっかけとなった現地での

２つのエピソードを紹介してくれた。１つ目は、イスラム系の女性とのエピソード

である。「その女性はハイタッチの時にいつも手の甲を合わせるしぐさをするので、

自分が嫌われていると思った。しかし、よく話を聞いてみると、彼女の宗教では、

手のひらを合わせてはいけないという決まりがあると知って安堵した。知らないう

ちに、傷つけたり、傷つけられたりしているのである。」これは、文化の違いを感じ

たエピソードであるが、文化を知ることは人間関係を築いていくために重要だと気

付くことにつながったと言う。 

しかし、相手の文化を知ることは重要だがそれだけでは十分ではない、とSさん

は２つ目のエピソードを続けた。「シンポジウムでは、アジアの人々が日本の文化を

よく知っており、興味を持ってくれていることに驚いたが、あるとき中国人の男性

に歴史の話をしようと言われた。日本の歴史の面白いことを教えてくれと言われた。

でも、僕は歴史に無関心だったので、何も答えられなかった。日本の文化や歴史に

ついて聞かれることは他の場面でも多かったが、説明できないしまずわからない。

自分の立ち位置がわからなくて、アイデンティティーが失われた気がした。中国人

の男性は、中国の文化や歴史について詳しく知っていて誇りを持っている。だから

彼は中国人と言えるのではないだろうか。果たして自分は日本人と言えるのだろう

か。」とこの経験から、Sさんは「自分の文化や歴史を知ることがグローバル人材の

土台となって、グローバル社会で生き残っていけるのではないだろうか」と考えた

という。 

最後に、提示されたもう１枚のスライドには、有名なことわざ “Know your enemy, 

know thyself, and you hall not fear a hundred battles”（「敵を知り己を知れば百戦

あやうからず」）が示された。今回の経験になぞらえるならば、グローバル社会の中
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で、相手の文化や歴史や宗教について詳しく知り、自国の文化や歴史や宗教につい

ても詳しく知ってこそ、良い人間関係を築き相手に敬意を表すことができるという

ことであろう。将来は、世界の厳しい水問題に貢献したいと考えているとのことだ

った。 

 

Kさん（B大学４年生） 

４人目の発表者であるKさんは、まず２つのキーワードとなる「選択と決断」そ

して「目的意識」を示した。K さんは、高校時代にアメリカに留学し、自由なアメ

リカ人の生活に触れた。そこで、当たり前であると思っていることが当たり前では

なく、選択肢が沢山あるということに気が付いたという。日本で普通と考えられて

いる生活だけではなく、それまでは考えつかなかった人生の選択肢があることを知

り、その後の生き方を考え始めるきっかけになった。グローバル人材とは、「自分の

属する組織や地域に限定することなく様々な方面から情報を集め、その中で何が正

しいかを自ら考えて行動できる人材」であり、また「個人を独立した存在としてと

らえ、目的意識をはっきり持ってコミュニケーションが取れる人材」であると考え

る。さらに、以前に聴いた講演で印象に残っているある人物の考え方を紹介した。

その人物は、フランス人と日本人と共に仕事をしているが、仕事上の決断をすると

きには日本らしさやフランスらしさにとらわれず、自分の持っている情報の中から

一番合っているものを選ぶという。その考えに大変共感したKさんは、すべての文

化を理解することは不可能であるとしても、選択肢をできるだけ沢山準備しておく

ことが、グローバル化された社会で大切なことだと話す。これからは、仕事を通し

て世界の人々の生活に選択肢を増やし、誰もが自分らしい選択をしながら生きられ

る社会づくりに貢献したいと考えているとのことだった。 

 

Mさん、Aさん、Wさん（C大学３年生） 

最後は、C 大学 3 年生の学生３名による合同発表が行われた。彼らは、初年次に

ニュージーランドにあるカレッジにおいて１年間の留学を経験した。３０カ国から

学生・教員が集まっている彼らの大学では多文化に触れると同時に、「好きだが苦手」

だった英語を基礎から勉強することができた。しかし帰国した２年次には大学の授

業スタイルの違いに戸惑い、英語力が思うように伸びず、悩む日々が続いたという。

留学中および帰国後の大学内外での様々な経験を通して考えられるグローバル人材

の素養を語った。 

Mさんは、「グローバル人材とは、自由な夢を持てる人そして、その夢に挑戦でき

る人」だと考える。留学経験から「察する」という無言の会話が日本独特のものだ

と実感したという。固定観念にとらわれることなく、やりたいと思えることに挑戦
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してみることが大事だというMさんは、将来は小学校の教師になって子どもたちに

楽しい経験をさせてあげたいという夢を持っている。様々な考えを持つ人との出会

いを子どもたちに与えて、そこから生まれるユニークな発想を大切にしたい。夢を

目指す子どもたちのサポートをすることを通じて、グローバル人材育成に貢献した

いとのことだった。 

Aさんは、グローバル人材とは「（グローバル人材のあるべき姿を）言葉で理解し

てそれを行動に移せる人のことだ」と考える。海外研修では、文化や宗教の違いで

苛立ちを覚えたが、理由を聞き会話を通じて分かりあえた経験をしたという。現在、

学生のみで小学生向けの英会話の塾を立ち上げ、留学生も交えて運営・実践してい

る。 

Wさんは、海外留学、国際会議参加、外資系企業へのインターンシップの３つの

グローバル経験を通じて、「何事にも臆せずチャレンジできる人がグローバル人材に

なれる」と考えている。国際会議では、環境問題について世界で活躍する人々と討

論を行う機会があったが、初日は何もできずにいたらある大学教授に「若いのに残

念だ。何も考えずに行動してほしい。」と声をかけられた。それがきっかけで２日目

以降には、グループ討論では最初に手を挙げることを実行し、積極的に発言をする

と、同じ教授から褒めてもらえたそうである。そこで学んだことは、語学力も大切

であるが、自分を信じること、人に出会い、そこでどう行動するかがそれ以上に重

要だということである。Wさんは、将来はゼネコンに就職を希望していて地図に残

る仕事に従事し、建築物を通じて地域文化に影響を与えたいと語った。 

 

以上が、学生からの発表の報告である。グローバル人材について、各パネリスト

は自らの経験で得た気づきに基づいて、自分自身の言葉で語った。多様な価値観が

交差する社会において、自国の文化と共に異文化への深い理解を持てる人間、己に

対する冷静なまなざしと共に、希望を持って前に進んでいく勇気を持った人間。彼

らの留学やインターンシップといった経験は、戸惑う時間を過ごし、もがき苦しん

だ先に得たポジティブな経験として語られた。学生発表の中では、自分の成長だけ

を強調するのではなく、成長の過程にあった他者との関わりや周囲への感謝を言及

していた姿が非常に印象に残った。 

全体を通じて、個々の考えるグローバル人材にはかなり開きがあることが改めて

浮き彫りになった。しかし、グローバル人材育成という潮流の中で、学生たちがグ

ローバルに活躍する「誰か」になるのではなく、今までの自分たちの延長線上に自
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分なりのグローバル人材像を模索し続けていることは興味深かった。留学や海外イ

ンターンシップを経験して、慣れ親しんだ日常から離れることにより、過小評価・

過大評価、その両方から自分自身を等身大に捉え直すことから、その一歩が始まっ

たのだと強く感じられた。 

 

４．河合友弘氏の語るグローバル人材 

ゲスト・スピーカーである河合友弘氏は、ポタジエ・アジア・パシフィックの代

表取締役である。野菜スイーツ事業を展開する日本ポタジエブランドおよびそのプ

ロジェクトを、香港ベースでアジア太平洋地域に橋渡しする役割を担う仕事をされ

ている。河合氏には、まずご自身のライフヒストリーを簡単にお話いただき、さら

にご自身の考えるグローバル人材の条件、グローバル社会に必要な教養力について

語っていただいた。幼尐期から外国の方々と接する機会が多かったことにより、異

文化や外国語を身近なものとして捉えるようになった様子が伺えた。また、日本と

海外をトランスナショナルに行き来するビジネスマンとして、ニーズを知るために

様々な人々の意見に慎重に耳を傾け、地域の独自性を尊重し、要求に対してその場

その場で柔軟に対応していくことは、他者への理解や異文化に対する柔軟性や寛容

性、そして地域独特の文化を大切にする心構えとしてグローバル人材にも求められ

るとのお考えであった。更にグローバル人材には、主観性と客観性をいかに調整し

ていくかというスキルが大事だと語る河合氏の言葉には、長年グローバル社会で活

躍されている経験者としての重みが感じられた。教養力に関しては、グローバルに

関わって生活する全ての人々が多文化に触れることは重要であるとした上で、学問

としての教養だけではなく、旅行や人々の出会いといった体験を積むことの重要性

が指摘された。 

 

５．質疑応答 

最後に、会場のオーディエンスから様々なコメントや質問があったが、その中か

ら一部を紹介したい。実際に身近に存在する「グローバル人材」の人物像を教えて

くださいとの問いかけには、「自分と違う意見を聴いてもそれに対してすぐに反論し

ないで、一旦相手の意見を受け入れることができる人」、「新しい世界に入っても、

それまでの経験を生かしてあきらめない人」などの応答があった。また、「国際」と
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「グローバル」との関係についてどう思うかという問いかけがあった。檀上の学生

たちにとっては、「グローバル」という言葉のほうに馴染みがあっただろう。フロア

からは、以前は「インターナショナル（すなわち国際）」が用いられていたが、この

１０年間で「グローバル」という言葉が流布してきたという説明が加えられた。国

の存在があることを前提にしているのが「国際」であるのに対して、「グローバル」

には地球一体というニュアンスがあるという。この２つの用語の解釈については、

筆者の一人が河合氏と先に対談した際に話題となったもので、河合氏が意識して明

確な違いを表現されているものと重なっていた。 

また、質疑の中では学生たちに今後の大きな課題も与えられた。我々は、家族、

地域など、いろいろなカテゴリーのコミュニティの中で生きているのが現実であり、

どの国に生まれたかということはその個人の人生を左右する大きな要因である。事

実として国家と個人の関係について考えてみて欲しいというものであった。 

 

６．結び 

公開シンポジウムの会場正面に、現役グローバル人材として活躍する河合友弘氏

と７名の現役学生がずらりと並ぶ光景は圧巻で、若さから伝わる躍動感で溢れてい

た。ユーモアに満ちた発表や妙味ある質疑応答に、何度も笑いが沸き起こった。フ

ロアの大先輩からの質問にも物怖じすることなく堂々とそして真摯に向き合い、各

自の経験から自分自身の考えを語る学生たちの姿は頼もしいものだった。そして未

知の可能性に挑戦しようとする学生たちの声は彼ら彼女らの今後の姿をも予感させ、

変化が激しく先行き不透明なこの時代にこそ、若者たちの語る未来への夢や希望は

社会を活性化すると確信できるシンポジウムとなった。 

                   


