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＜報告＞

海外研修が international posture に与える影響：
群馬大学第９回理学・作業療法学専攻アメリカ研修の報告
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我々は群馬大学第９回理学・作業療法学専攻アメリカ研修を実施し、参加者には研修の前後で

international posture（Yashima2002, 2009） のアンケート調査を行った。その目的は、本研修が
international posture に与える影響を評価するためである。International posture とは国際社会に対
する総合的な態度であり、日本の学習者における英語の学習と会話に影響する。アンケートは28項
目の質問により構成され、intercultural approach（-avoidance）tendency、interest in international

vocation、ethnocentrism、interest in foreign aﬀairs、having things to communicate の５つのカテ
ゴリに分かれる。６名の学生が University of Puget Sound で講義に参加し、学内実習を見学し、関
連施設を訪問した。参加者はプレゼンテーション発表の機会を持つと共に、現地の学生との課外活動
や、ホームステイ等も経験した。研修の前後で、international posture をカテゴリ毎に見ると変化は
無かったが、intercultural approach（-avoidance）tendency と ethnocentrism の１つずつの項目で
有意な増加があった。この結果は、本研修での学びが、参加者の international posture に影響を与え
た可能性を示す。今後は多数例での検討により、短期海外研修の効果を検証したい。

【キーワード】海外研修、international posture、学生、理学療法、作業療法

１．はじめに
群馬大学医学部保健学科はカリキュラムポリシーに「保健医療の諸課題に対応できる地域的視点
。本学の理学・作業療法学
と国際的視野を持つ人材育成を図る教育」を掲げている（群馬大学2019）
専攻でも、2001年からほぼ隔年でアメリカ合衆国ワシントン州にある University of Washington（以
下 UW）と University of Puget Sound（以下 UPS）及び両大学の関連施設で研修を行っている。今
回、
2019年３月に９回目の研修を実施した。そして、本研修が international posture（国際的志向性。
以下 IP）（Yashima2002,Yashima2009）に与える影響を評価するため、研修の前後で、参加者に対し

IP のアンケート調査を行った。
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日 本 に お い て、 英 語 は 学 習 者 を 外 国 や 外 国 人 と 結 び 付 け る、 世 界 を 象 徴 す る も の で あ る
（Yashima2002）。しかし、英語に対する興味や英語という言語が象徴するものへの好意的な態度（国
。この志向性
際的な仕事をする、異文化の人々と接触するなど）には個人差がある（Yashima2002）
を Yashima は IP と呼び、IP は国際社会に対する総合的な態度であり、日本の学習者における英語
。その28項目版は５つのカテ
の学習と会話に影響すると説明している（Yashima2002,Yashima2009）
ゴ リ に 分 か れ、intercultural approach（-avoidance）tendency： ７ 項 目、interest in international

vocation： ６ 項 目、ethnocentrism（reaction to diﬀerent customs/values/behaviors）： ５ 項 目、
interest in foreign aﬀairs：４項目、having things to communicate（willingness to communicate to
the world）：６項目により構成される（Yashima2002,Yashima2009, 八島2015）。我々は上記の特徴を
持つ IP の変化を、統計学的手法を用いて検討することは、本研修の成果を捉えることに繋がると考
えた。
今回、本研修内容及び研修が参加者の IP に与えた影響について報告する。

２．活動内容
２．１．研修参加者
本研修へ申込み、参加をしたのは理学・作業療法学専攻に所属する２・３年生の計６名であった。

２．２．研修前の活動
研修の担当教員は2018年９月から UW・UPS のコーディネーターと日程調整を進めたが、UW と
は日程が合わず、今回の訪問は UPS のみとなった。UPS のコーディネーターには、参加者からの研
修内容の希望を伝えた。
参加者は、2018年10月からプレゼンテーションの準備を始め、およそ月２回の頻度で１回約90分
間のミーティングを開催した。参加者のプレゼンテーションは「Language, Culture, and Exercise」
、
「School Life at Gunma University and University Hospital」の３演題であっ
「Gunma Prefecture」
た。2019年３月初旬に、学内でプレゼンテーションの予演会を行った。

２．３．研修日程と内容
日程は2019年３月10日から18日の９日間で、11日から15日は UPS で講義に参加し、学内実習を見
学し、病院等の関連施設を訪問した。12日に UPS の学生・教員を対象にプレゼンテーションを行っ
た。その他に、現地の学生との課外活動や、週末のホームステイ等も経験した。なお、上記の研修日
程及びその詳細な内容は報告書（群馬大学医学部保健学科理学・作業療法学専攻2019）にまとめた。

海外研修が international posture に与える影響
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２．４．研修後の活動
参加者は2019年５月開催の本学医学部保健学科の学生・教員向けの報告会への準備を進めた。９月
には日英併記の報告書（群馬大学医学部保健学科理学・作業療法学専攻2019）を完成させた。

３．研修が参加者の IP に与えた影響
研修前の2019年１月16日と、
研修後の３月20日に、28項目の IP の質問（Yashima2002,Yashima2009,
八島2015）を Google Form で参加者のメールアドレスに送信した。参加者は自由意思で質問に回答
し、返送した。倫理的配慮として、回答者にはアンケート調査について説明し、その結果を発表する
ことについて、全員から署名で同意を得た。統計解析は専門家の助言を受けながら実施した。研修前
後の IP の変化は、カテゴリ・項目毎で、Wilcoxon の符号付き順位検定により解析した。統計解析ソ
フトには IBM SPSS Statistics 25を用いた。
結果としてアンケートに回答した人は参加者全員の６名であった。研修前後の IP は、カテゴリ毎
では有意な変化が無かった。項目毎の変化を見ると、intercultural approach（-avoidance）tendency
に関する質問項目

留学生や外国人の学生と寮やアパートなどでルームメートになってもよいと思

う。 と ethnocentrism に関する質問項目

習慣や価値観の異なる人と協力して物事をすることは楽

しい。 には有意な増加があった（p ＝0.046、0.034）（表１）。

４．成果と今後の課題
英語圏での10日間の語学研修が日本人中学生に与えた効果を IP（20項目版）によって評価した
報告では、２つのカテゴリで IP が研修後に有意に増加した（Leis2015）。また、英語を学ぶ大学生
が、３ヶ月間の語学研修を経験した群では、未経験の群と比べて having things to communicate の
カテゴリの中の一項目である

世界の人々と話したい内容を多くもっている

が有意に高かった

。これらの報告は、語学研修の効果は IP のカテゴリまたは小項目の変化から評価
（Geoghegan2018）
できる可能性を示すものである。本研修は、IP（28項目版）のカテゴリには有意な変化を与えなかっ
たが、intercultural approach（-avoidance）tendency と ethnocentrism の中の１つずつの項目には
有意な変化を与えたことから、本研修での学びは、参加者の英語に対する興味や好意的な態度を高め
た可能性がある。その理由として、有意差のあった項目から、講義や実習に加え、UPS の学生らと
課外活動・ホームステイ等を通じ、異文化交流ができたことが挙げられる。また、事前準備を経て臨
んだプレゼンテーション発表での質疑応答も、価値観の異なる人からの意見の受容を促した可能性が
ある。
今回は理学・作業療法学専攻学生の少数例の検討であったが、今後は他の短期海外研修も含めた多
数例で検討したい。本学の医学部保健学科・保健学研究科は、専門性の高い短期海外研修を多く実施
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している。授業と両立しやすく、費用も低い短期海外研修は、学生にとって留学の足掛かりとなり
やすい。IP という、参加者の英語学習の動機づけに結び付き、その習熟度やコミュニケーション行
動に影響を与える客観的な評価指標（Yashima2002,Yashima2009）を、今後は英語能力試験等と併
せて研修前後で評価することで、短期海外研修の効果が明らかになれば、本学にとって意義深く、グ
ローバルな保健医療人材の育成にも寄与できると考える。
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Eﬀects of overseas study tour on international posture:
A report on the ninth US study tour for physical and occupational therapy
students at Gunma University
SHIMODA Kaori, KURURI Nana, SAITOH Takayuki
We conducted the ninth US study tour for physical and occupational therapy students at Gunma
University in March 2019. A questionnaire survey, designed to evaluate the effects of the tour
on international posture (Yashima2002, 2009), was administered before and after the tour.
International posture is a general attitude toward the international community that influences
English learning and communication among Japanese learners. The questionnaire consisted
of 28 items and was divided into 5 categories: intercultural approach (-avoidance) tendency,
interest in international vocation, ethnocentrism, interest in foreign affairs, and having things
to communicate. Six students participated in the tour, after preparation. They attended lectures
and observed clinical practice at the University of Puget Sound. The students visited universityassociated health institutions. They gave presentations to the students and faculty. They also
participated in extracurricular activities and stayed with a homestay host over the weekend.
There were no signiﬁcant score changes among the categories of international posture. However,
one item on intercultural approach (-avoidance) tendency and one on ethnocentrism signiﬁcantly
increased. The results suggest that the tour aﬀects international posture. There were few subjects,
and all were physical or occupational therapy students. In the future, we will evaluate the eﬀects
of a short-term overseas study tour with a larger sample.

