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NAFSA2017 年次大会参加報告

小松　由美

【キーワード】･ NAFSA、大学の国際化、シリア難民、障がい、プロフェッショナル・
ディベロップメント

1．NAFSA 年次大会
　2017 年に大学の特別研修の機会を得て、アメリカの国際教育の非営利団
体 NAFSA：Association･of･ International･Educators の 年 次 大 会 に 参 加 し た。
NAFSA は本部をワシントン D.C. に置き、150 カ国の 3,500 団体に属す 1 万人以
上の会員を持つ。第二次大戦後にアメリカに入国した留学生たちを支援するた
めの Association･of･Foreign･Student･Advisors として 1948 年に設立され、途中
の改名を経て 1990 年 5 月から現在の名称となった。高等教育レベルでの国際教
育専門家の団体としては世界最大だという（NAFSA サイトより）。毎年 5 月下
旬の祝日（メモリアル・デー）の時期に年次大会が開催され、アメリカ各地と海
外からの参加者が共に学び、ネットワークを築く場となっている。2016-2017 年
の NAFSA･Annual･Conference･&･Expo は、2017 年 5 月 28 日から 6 月 2 日まで、

“Expanding･Community･Strengthening･Connections”というテーマでロサンゼ
ルス・コンベンション・センターにて開催され、100 以上の国々から 9,700 名を
超える参加者が集った。本稿では、同大会から、筆者が参加したワークショップ、
セッション、展示ホールについて報告する。ワークショップは事前申込と受講料
を課し、セッションは自由参加形式であった。

2．ワークショップ
2-1. Intercultural Communication in Practice
　NAFSA の Core･Education･Program･（CEP）･は、留学生アドバイジングや派遣
留学、留学生受入れ許可、教育・学習など、ベストプラクティスやスキルを紹
介するもので、開催地を問わず同じ内容をカバーできるよう、4 時間または 8 時
間のコア・カリキュラムと教材で行われている。“Intercultural･Communication･
in･Practice”と題する 8 時間のワークショップは、5 月 29 日に Preconference･
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Workshop の CEP･Workshop として、NAFSA の Trainer･Corps のメンバーに
より行われた。Trainer･Corps は、およそ 300 名のボランティア会員から成り、
CEP のカリキュラムや教材を維持し、全米で様々なプロフェッショナル・ディ
ベロップメントのプログラムを実施している。今回のワークショップは、Dyane･
Koreman 氏（ラドバウド大学　当時）、Bradly･Huggins 氏（ベルビュー・コミュ
ニティー・カレッジ）、Perri･Schodorf 氏（ベルビュー・コミュニティー・カレッ
ジ）が担当した。
　多様化が進むキャンパスで、学生、研究者、教職員の異文化学習を促進するフ
レームワークを異文化コミュニケーションのストラテジーから得ることを目的と
し、ホフステードの価値観の研究における文化の次元、ミルトン・ベネットの異
文化感受性発達理論、カルチャーショック、ジャネット・ベネットによるトレー
ニングの難易度などが紹介され、自らの仕事にどのように生かせるか、グループ
ワークを交えながら考察した。修了者には Certificate･of･Participation が発行さ
れた。
　派遣、受入共、留学生に関わる教職員の日々の業務に応用できると思われる概
念が扱われており、日本の大学の FD、SD の参考になると考えて参加した。ワー
クショップ終了後にファシリテーターに尋ねたところ、CEP で採りあげる理論
は NAFSA で決められており、担当者は内容を選べないとのことであった。国
際教育の専門家を対象としていても、参加者の担当業務や経験年数は様々で、異
文化コミュニケーションの理論の理解にも幅があることが観察され、このような
研修の実施にはファシリテーターの力量が求められると感じた。

2-2. Academic Ethics across Cultures: 
 Preparing Your Students and Your Campus
　学術上の倫理観に文化が及ぼす影響を認識し、受入留学生や派遣留学生の学
習上の不正行為予防のための文化に配慮したトレーニングを開発することを目
標とした 4 時間のワークショップで、Preconference･Workshop･[Current･Topics･
Workshop] として、Anne･Hayner 氏（ノートルダム大学）、Erin･Hillis 氏（ローズ
大学）、Liz･Cosgrove 氏（ダラス ELS･Language･Centers）が 5 月 30 日に担当した。
　剽窃行為とカンニングについての認識の各国の比較、学問的誠実性についての
シラバス記載例、留学前に学術上の倫理の文化による違いを考えさせる教材、学
問的な誠実さについての異文化トレーニングのチェックリスト、メディアで報じ
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られた事例等から成るハンドアウトが配布され、グループに分かれてケーススタ
ディーの分析を行った。オンラインでダウンロードできる倫理規定などの資料も
紹介され、ワークショップ受講後に資料を読み込むことで理解が深まると思われ
る。キャンパスの国際化に伴い、様々な価値観を持つ学生たちが授業を履修する
ようになるにあたり、アメリカでのプラクティスから学ぼうと受講を決めたのだ
が、「成績証明書に不正行為の記録を載せる」、「学生団体による peer･judging をす
る」といったストラテジー、そして、「すべての出来事を記録することが大切であ
る」という示唆が印象に残った。
　ホフステードは、価値観についての研究で、個人主義、権力格差、不確実性の
回避、男らしさ、といった次元から、言語、パーソナリティー、行動、学校、職
場、情報コミュニケーション、政治等にどのように価値観が現れるのかを考察し
ている。学術上の倫理に関する場面でも、個人の主張がどのように行われどこま
で受け入れられるか、学生と教員の関係、規則をどこまで尊重するか、学校での
失敗が人生に与えるインパクトなど、それぞれの文化で異なることを教職員が意
識して学生に伝える努力が有効であると考える。

3．セッション
3-1. Access to Higher Education for Syrian Refugee Students and Scholars
　5 月 31 日に行われたこのセッションは、シリア難民危機の影響、難民が高等
教育を受けられるようにすることの重要さ、世界／大学／コミュニティーで学術
的危機を伝える努力を明らかにし、難民である学生や研究者の高等教育での受入
れを国際教育のコミュニティーが促す方法とストラテジーを提供することを目的
とした。まず、Jessica･Magaziner 氏（World･Education･Services）がシリア騒乱、
難民と高等教育について概観し、Eve･Court 氏（ブリティッシュコロンビア大学）
がブリティッシュコロンビア大学での学生主体の難民支援活動について紹介し、
Joyce･Pisarello 氏（Scholars･at･Risk）が研究者への支援プログラムを紹介、Lisa･
Unangst 氏（ボストンカレッジ）が難民危機へのドイツでの対応を報告した。

3-1-1. 学生による難民支援プログラム
　World･University･Services･Canada･Student･Refugee･Program（WUSC） は、
1978 年に創設された学生による難民プログラム（SPR）であり、カナダに 70 以上
存在する難民のスポンサーシップ協定のひとつだが、教育と難民の再定住を結ぶ
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組織としては世界で唯一の存在だという。80 以上の大学でカナダの学生たちに
より毎年 250 万ドルが集められ、学生が学生を支援するモデルとなっている。ブ
リティッシュコロンビア大学でも WUSC が近年の難民危機に対応した。大学の
授業料などと共にこの活動のための資金も学生は納付するのだが、学生の自治体
の投票により集金額を上げ、シリアからの受入れ人数を増やし、カナダで最大の
学生難民プログラム（SRP）となった。
　学生難民プログラム SRP の実施は、難民のみに益するものではない。カナダ
の学生たちは、難民、平和構築、紛争問題の理解を深め、アドボカシーや市民活
動の機会を得、資金調達やプロジェクト管理の経験を得ることができる。難民と
して受け入れられる学生は、安定した国で永住権、カナダでの初年度の全面的な
支援、自由、安全、教育や社会サービスの利用を得ることに加え、難民問題につ
いての人々の認識を高めることができる。カナダの大学にとっては、社会的責任
や人道的な責任を果たしていることを示すことができ、キャンパスの多様化を促
し、大学の注目度を高めることができるという。
　カナダには、コミュニティーで 5 人以上集まれば難民受入のスポンサーになれ
るプライベート・スポンサーシップという制度があり、近年、日本の難民支援団
体や弁護士などが視察にカナダを訪れている。日本では、UNHCR 難民高等教育
プログラムの 2018 年度募集に関西学院大学、青山学院大学、明治大学、津田塾
大学、創価大学、上智大学、明治学院大学、聖心女子大学が参加し、日本に住む
難民が奨学金を受けながら 4 年制大学で修学できるようサポートしている。これ
ら 8 校の私立大学による支援は大学主体のものであるが、主体的に難民を支援す
る方法を探求する学生へのサポートとして、カナダの学生難民プログラムの見学
への意欲的な学生の派遣が考えられよう。ひとつの大学内ではなく、オールジャ
パンで複数の大学の学生が共に見学することで、ネットワークでの支援につなが
る可能性を持つサポートである。

3-1-2. 研究者支援ネットワーク
　「Scholar･at･Risk」（SAR）は、研究者を守り学術的自由を促進する国際的ネッ
トワークで、2000 年にシカゴ大学で生まれ、現在、事務局はニューヨーク大学
に置かれている。40 カ国の 450 大学・団体が加盟しており、メンバーの活動には、
脅かされた研究者を一時的に受け入れる、ネットワークの支援が必要な研究者を
紹介する、受け入れられた研究者を講演に招く、といった活動が含まれる。日本
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からは、至学館大学が 2016 年に加入している。
　SAR は、毎年 300 名以上の研究者に庇護や支援を提供しているが、現在、25
以上の国々からの研究者を支援しており、その出身国・地域は、シリアからが
28 ％、イランからが 18 ％、サブサハラからが 18 ％、イラクからが 12 ％、トル
コからが 10 ％で、これらの地域だけで全体の 8 割を超える。シリアからの申請は、
2000-2010 年には 10 名程度であったものが、2011-2017 年 5 月までで 270 名と急
増している。2015-2016年度はSARに560件の申請があり、108名の配置を行った。
その専門分野は、40 ％が社会科学、20 ％は人文科学・芸術、15 ％が物理学・生物学、
9 ％が法律や人権問題であった。申請者は、インターネット検索や知人から聞い
て申請しているという。
　シリア難民の支援で、日本政府による留学生としての受入増加の表明、民間の
日本語学校による受入れ支援など、日本では留学制度による支援がメディアで報
道されているが、博士号レベルの研究者の支援として、大学ができる貢献のひと
つとして加入を検討してはどうだろうか。

3-2. Invisible Identities Abroad:
 Supporting Mental Health, Allergy, and Learning Needs
　年次大会の最終日 6 月 2 日に行われた、目に見えない困難さを持つ学生の留学
支援に関するこのセッションは、メンタルヘルス、学習障害、アレルギーを持つ
学生の留学準備をどのようにサポートするかを採り上げ、Brett･M.･Chin 氏（バ
ブソン大学）、Darren･R.･Gallant 氏（ブランダイス大学）、Paula･Hentz 氏（ステッ
ソン大学）、Morgan･Reiss（CIEE セビリア・スタディー・センター）が担当した。
バブソン大学は学部生 2,000 名で 40 ％が留学、ブランダイス大学は学部生 3,600
名で 40 ％が留学、学部生 3,000 名で 30 ％が留学するという。数多くの学生を海
外に送り出す大学のスタッフによるセッションである。
　アメリカには Americans･with･Disabilities･Act･（ADA）という 1990 年に制定さ
れた連邦法があり、改正され今日に至る。改正された ADA でいう障害者とは、
①主要な生活活動の 1 つ又は複数を実質的に制限する身体的または精神的な損傷
を有する者、②そのような損傷の経歴を有する者、③そのような損傷を有すると
みなされる者である（内閣府、2013）。このセッションは、改正された ADA の提
示から始まり、障害を持つ学生と留学について、Mobility･International･USA と
いう NPO 等による統計の分析を挙げながら概観し、続いて、それぞれの困難に
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ついて配慮するべき点が挙げられた。紹介された統計によると、障害を持つ学生
の留学は 2006 年の 2 倍に増加し、メンタルヘルスの支援を受ける学生も増加し
ており、子供の食品アレルギーは 1997 年から 2011 年の間に 50 ％増加したという。
　セッション参加後にMobility･International･USAのサイトで2014･National･Survey･
on･Student･Engagement の統計を確認したところ、留学する学生が持つ障害で
最も多いのは学習障害（39 ％）で、精神の問題を持つ者が 19 ％で続く。4 年前の
統計と比べるとどちらも増えており、障害を持つ者の留学の支援について考え備
えることが急務だと考えられる。
　セッションでは、海外留学で起こり得る事態と対処等の一般的な情報を学生と
家族にウェブサイトで伝えること、相談票で事前に情報を得てアドバイジングを
すること、学生が自分の問題を開示するよう促すこと、支援する側がその問題を
苦痛に感じずに話せるように練習する等、具体的なサポートが示された。文化が
異なる環境に学生を送り出すにあたり、それぞれの困難さにカスタマイズされた
支援が求められると思われる。日本の大学でも障害を理由とする差別の解消の推
進に関する対応要領を定める等の努力がなされているが、留学生の受入れや派遣
においても、相手国の状況を充分に調査しながら具体的な配慮について考えてい
く必要があるだろう。

4．International Education Expo
　5 月 30 日から 6 月 2 日まで、国際教育のブース展示が行われ、各国の大学、大
使館や政府系機関、国際交流団体、保険会社等の団体が出展した。日本の 51 大
学と 5 機関も「STUDY･in･JAPAN」という日本合同ブース展示を展開した。会場
中央の桜の花で飾られたエリアには、大学ごとの単独のブースや、東京外国語大
学と東京大学のように時間により交代でシェアするブースなどが設けられた。各
ブースでは、海外協定締結校スタッフの訪問や新たな協定を求めての会合などが
行われていた。遠く離れた国の大学ともインターネットを介して瞬時に接触でき
る時代ではあるが、実際に顔を合わせての会合の機会は貴重なようで、途切れな
く情報交換が行われていた。
　筆者は勤務先のブース要員ではなかったが、会期中に数回ブースを訪れ、来訪
者の対応を行った。NAFSA の有志グループである Japan-SIG が日本留学に興味
のある現地の高校生を日本ブースに招く「Community･Outreach･Initiative（COI）
Program」により、36 名の高校生が参加し、勤務先のブースにも高校生たちが訪
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れた。ブースでの対応は、留学生リクルートのみならず、留学志望者が求める
ものや彼らとのコミュニケーションについて大学職員が学ぶことができるプロ
フェッショナル・ディベロップメントの機会でもある。世界各地の日本大使館の
推薦で採用され来日したばかりの文部科学省国費学部留学生と話すと、彼らが日
本の大学をあまり知らないことに気づく。NAFSA の年次大会には、各国の大学
教職員に加え、留学斡旋団体も参加しており、COI プログラムで来場するアメ
リカの高校生のみならず、各国の留学関係者に日本の大学がそれぞれの存在をア
ピールする場としても機能すると考える。

5．おわりに
　NAFSA 年次大会の会期中、“Study･Abroad”、“Teaching･and･Learning”といっ
たテーマごとのネットワーキングのためのレセプションが開催された他、各セッ
ションで同じテーブルになった参加者と名刺交換の機会があった。日本からの参
加と知った JET プログラム経験者が声をかけてくれることも多く、同じトピッ
クに興味を持つ国際教育の専門家たちと知り合うことで、自らの知見を深めるに
留まらず、交流協定や研究協力の機会を勤務先にもたらす可能性を秘めている。
大学のグローバル化が言われる今、NAFSA の年次大会への教職員を積極的に派
遣することは、新たな国際教育交流への投資である。
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A Report of NAFSA: Association of International Educators’ 
Annual Conference & Expo 2017 in Los Angeles

KOMATSU Yumi
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This is a report on the annual conference of NAFSA:	Association	of	International	
Educators in Los Angeles that happened in May and June 2017. The theme of the 
conference	was	“Expanding	Community	Strengthening	Connections,”	and	 it	attracted	
more than 9,700 participants from over 100 countries.

One of the preconference workshops introduced “Intercultural Communication in 
Practice”	as	NAFSA’s	Core	Education	Program	(CEP)	Workshop,	and	another	discussed	
“Academic	Ethics	across	Cultures:	Preparing	Your	Students	and	Your	Campus”	as	a	
Current Topics Workshop. This article also discussed sessions on “access to higher 
education	for	Syrian	refugees,”	“supporting	study	abroad	for	students	with	mental	health	
issues,	allergies,	and	learning	difficulties,”	and	the	exposition	on	international	education.

The preconference workshops and concurrent sessions of the conference worked 
as professional development programs, and the international education expo gave the 
participants opportunities for professional development in intercultural communication.




