
多文化・多国籍の学びの空間

―探究からつながる大学の学び―
立命館アジア太平洋大学（ＡＰＵ）

1 2018年



‘A CAMPUS LIKE NO OTHER’
日本人を中心とした「国際大学」

‘日本人学生が英語と国際感覚を身につける’

‘Japanese International University’

2000年 大分県別府市にＡＰＵ（立命館アジア太平洋大学）開学

‘International University in Japan’
学部募集定員：国内学生６６０ 国際学生６６０

教育再生実行会議資料より



超国際都市の大分県別府 に、、



大分市

別府市街 (下界)

APUAPハウス(寮)
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ＡＰＵの学部

Environment & Development
環境・開発

Hospitality & Tourism      
観光学

International Relations & Peace Studies
国際関係

Culture, Society & Media
文化･社会・メディア

Accounting ＆ Finance
会計・ファイナンス

Marketing
マーケティング

Strategic Management &Organization
経営戦略と組織

Innovation & Economics
イノベーション・経済学

5



日本・世界から集う
学生の数

5,７４４名

学生に占める
留学生の割合

46.1％

国際学生の数

2,651名

学生の出身国・
地域

９５

外国籍教員の
割合

48.2％

正規留学生比率

98.5％

日・英2言語での
開講科目

90％

入学・卒業

春・秋2回

APU Global learning environment
（202１ 年11月1日）



一般的な「日本の留学生」
は、交換留学等を含む。

コロナ禍で交換留学は全
世界で停止中。

学学位取得を前提とした正規学生。
皆さんと机を並べる学部生が91％。



21年間で、160以上の国・地域から学生を受け
入れ、28ヵ国・地域に同窓会組織が。



なぜ世界と一緒に学ぶの？



教養
＝
知識
×
考える力
正解を早く出す<問いを考える力、前提条件

を疑う、自分の頭で考える

第四代学長 出口治明

なぜ（Why)を産むため



メディア vs. 自分の頭で考える



プレゼン今日なので、結論出そうよ。GPA落ちちゃうよ

大量生産・大量消費は、今後維持できない
でしょ。先進国から学ぶほうが危険かも。

先進国の技術革新は途上国にも発展
をもたらすよ。

先進国？どの国のこと言ってんの？
ちゃんと定義してよ。

先進国は成長止まってるでしょ、途上
国にこそ革新の芽があるのに。

‘Away’のススメ



☑多国籍の学生がいるから、議論が英語は必然。

☑世界の共通語は、英語以上に論理性、数的処理力、
読解力、地理、歴史、、、高校で学ぶこと全て。

☑「当たり前」が通じない環境での対話が産む「問い」

☑異質なものへの共感力と好奇心が、
対話の場を豊かに。

☑答えのない、予測できない
社会への適応力をつける。

‘Away’で学べば、、



ウズベキスタンのション君

☑旧ソ連 カザフスタン・キルギスタジキスタ
ン・トルクメニスタン・アフガニスタンと陸地で
国境を接する 5民族

☑最低4か国語 ウズベク＋ロシア＋（タジク）
＋英語

☑イスラム教（スンニ） ＊クルアーン=アラビア語

☑人口3,300万人

☑GDP 51位 一人当たりのGDP150位

☑世界の報道自由度ランキング 156位（180）

国際？

出典:外務省HP



日本は世界でも特殊な国

宗教、民族、国境線、経済格差、移民・難民、、、など
世界の主要課題が理解出来ない。



2019年度APU国際学生の平均英語スコア（学部学生出願時）
国・地域 IELTS TOEFL iBT

中国 China 6.0（51人） 83（25人）

韓国 Korea 6.3（17人） 88（57人）

タイ Thailand 6.2（53人） 76（3人）

ベトナム Vietnam 7.0（150人） 89（3人）

インドネシア Indonesia 6.7（143人） 89（49人）

インド India 6.9（18人） 86（4人）

ウズベキスタン Uzbekistan 6.6（55人） －

台湾 Taiwan 6.5（14人） 82（11人）

ネパール Nepal 6.4（5人） 88（4人）

ミャンマー Myanmar 6.5（11人） －

バングラデシュ Bangladesh 6.6（65人） －

モンゴル Mongolia 6.7（16人） 90（13人）

スリランカ Sri Lanka 7.1（12人） －

＊中等教育課程を英語で受けたもの（インター等）は、英語スコアの提出不要。
＊出願者全体の平均スコア IELTS 6.6（695人） TOEFL iBT 89(196人）



Mind the gap! 世界と日本のギャップ

成長市場に生きる世界と日本の感覚にずれが生じているのでは？
Ex. 失敗しても問題なし！⇔安心・安定、前例踏襲

Google25/Apple21/ facebook20 /Microsoft20

一人当たりのGDP



変化する社会とは・・

わずか3年で



「９」に決
まってる！

「６」で
しょ！

なぜそこに
こだわるの？

多文化・多国籍の中での対話の繰り返し⇒
偏見や自らの「思考の枠」を知ることからスタート



当たり前を壊せば、Whyだらけ

☑燃えるゴミ、燃えないゴミは分けてね
→燃えないゴミって何ですか？

☑なぜミーティングに15分も遅れたんだ！
→なぜ時間通りに来なきゃいけないの？

☑5分後に次に来る電車がなぜ待てないの？
☑なぜこれだけ自由がある社会にも関わらず、
選挙に行かないの？

☑卒業証書ももらってないのに、就職活動する
の?!!



大学もその後の社会も、Inquirer（探究する人）

を求めています！



「世界の中の日本」に変えて、閉塞と不安を「挑戦と希望」に

The long view: how will the global economic order change by 2050? 2017年 PwC
https://www.pwc.com/gx/en/research-insights/economy/the-world-in-2050.html

☑2040年までに世界経済の規
模は倍増

☑世界の重心はアジアに。

☑先進国と途上国の
入れ替わり

☑新興国は、年率G7平均
の2倍のスピードで成長

☑日本の立ち位置は
大きく変わる

「長期的な経済展望：世界の経済秩序は2050年までにどう変化するのか？（The 
long view: how will the global economic order change by 2050?）」



2013年1月、スリランカ

スリランカ
パキスタン

日本

世界の頼れる仲間こそが最大の宝

台湾

カナダ

イギリス

ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ

フランス
フィンランドインドネシア

オマーン

タイ

インド

世界は変えられそうな気がしませんか？



1,461日間世界と混ざる

APUのグローバルラーニング

ご清聴ありがとうございました

大学情報は
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