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LCE アジア グローバル・スチューデントフォーラム(GSF) 

実施報告 

●日時：2021 年 6 月 12 日(土) 10:30-12:30 

●システム：Zoom 遠隔会議システム 

●参加学生： 

・事前登録学生数：日本人 95 名、アジア学生 64 名 

・当日参加者数：約 100 名 

・日本からは、首都圏や近畿地方の私立大を中心に、約 20 大学から学生が参加。 

・海外からは、アメリカ、イギリス、フィリピン、マレーシア、ベトナム、インドネシア、インド、香

港等の、約 13 校から参加。 

(アンケート結果より作成。学年・性別比率は下記参照) 

●内容： 

・当方から提示した『暮らす』『働く』の二つのディスカッショントピックについて、英語と日本語を使った活

発なディスカッションが行われました。 

・『暮らす』では、趣味や、自分の好きな文化について話がされていました。またコロナによる学習形態の変化

や学校の様子などにも関心が集まっているようでした。 

・『働く』では、就活をしない人やまだ始めていない人が比較的多かったようで、就活の方法や進捗などの入り

込んだ内容よりは、どんな仕事がしたいかなどの話題が多かったように思います。また、将来どこの国で仕事

をしたいかなどについても話されていました。 

・ブレイクアウトルーム内では、日本人学生と海外の学生の割合にあまり差がなく、国も様々だったので、有

意義な時間提供がされていたと思います。 

・参加者が一つのブレイクアウトルームが 8 人程度であったため、初めの各自の話を伝える段階で少し時間が

かかったかもしれません。5/22（土）に実施した「北米フォーラム」のでは 10 人程度で実施したことを踏まえ

て今回は人数を絞ったことで満足度も高まりました。 

・ブレイクアウトセッションに分かれる前に、ズームの機能を使って参加者にアンケートを実施し、できるだ

けブレイクアウトルームでの議論が短時間で活発になるよう工夫をしました。 

 

●時間： 

10:30- 開始。挨拶、手順説明。 

10:40- アイスブレイクとして、Zoom の機能を用いたアンケートを実施、発表。 

 例：海外の学生に「あなたの好きな日本食は？」日本の学生に「あなたが勧める日本食は？」 

  すべての学生に「仕事の探し方？」「働く目的は？」など             （全て選択式） 

11:00-『暮らす』『働く』について、それぞれ約 30 分間のディスカッションをブレイクアウトルームにて実

施。 

12:00- ディスカッション終了後はメインルームに再集合し、振り返りを実施。その後日本人の学生を残し、夏に行

われるプログラムの紹介をし、解散としました。 

●アンケート結果： 

・三回程度、時間を空けてアンケートのアナウンスがされましたが、回収率は参加者の 50％程度となりました。 

・英語力の有無にかかわらず、様々な国の人とディスカッションを楽しむことができたという意見を多くいただきま

した。また、もう少し長く、深く話しがしたかったという意見もいくつか寄せられました。 



 

以下がアンケート結果になります。 

 

 



 

●日本人学生の主なコメント： 

アジアの方々、または同じく海外に興味がある日本の学生と話すことができ非常にいい経験になりました。ただ、英会話に

追い付けなかったためもっと英語の勉強を重ねようと思いました。 

アジアの様々な国の学生と交流でき、プログラム終了後も親身に質問などを受け付けていただけた為。 

うまく行かなくても話せる環境を作ってくれた 

オリンピックの話もできて面白かったから 

グループの人数もちょうど良くて英語と日本語を混ぜながらたくさんの話をすることができた！ 

これまでの人生や、国の文化など様々で面白かった。しかし、大人数ということもあってより深くお話はできなかったので、

2、3人のグループがいいと思った。 

コロナ禍でなかなか難しいのですが、学年や住む国が違う人たちとお話しできたのはとてもいい経験になりました。 

ディスカッションがたくさんできた 

ディスカッションをして自分の将来を考えることができたから。 

とても楽しかった。 

とても有意義な時間でした。 

とても良い経験になりました。ですがもう少し沢山の違う国籍の方と話したかったです。なので次は違うグループでお話しし

てみたいです。 

みんなで意見を交換しあえて楽しかったです。モチベーションになりました。 

もう少し長く話したかった。電波が悪くて英語が聞き取りにくく会話が長続きできないことがあった。 

もっと話せればと思いました。 

でもちゃんと話をきいてくれてとても良かったです！ 

英語がたまに理解できなかったり上手く喋れなくても楽しめたから。 

英語力不足で会話にあまり参加出来なかった。 

会話ができて楽しかった。ヴェトナムや香港、タイの価値観や文化を知れて興味が出てきたからです。 

海外の若者と触れる機会が欲しかった 

海外の人とディスカッションできる機会はとても貴重だから。 

外国の方とお話する機会がなかったので、とても新鮮でした。もう少し、それぞれの国の文化背景についてお話しできれば

良かったなあと思いました。 

楽しい会話ができたため 



緊張してしまったけど楽しかった 

今まであまり話したことのなかった国の人とも話すことができてとてもいい経験になりました。 

自分よりも英語が上手な人と会えてよかったから。モチベーション上がりました！ 

少人数のグループだったため海外の方としっかりと関わることができて満足しています。初めての経験だったため、とても良

い刺激になりました。ただ僕の実力の問題なのですが、よく話す人とそうでない人の差ができてしまったのが残念でした。 

色々な国の人と話せたから 

色々な国の文化や生活を直に知ることができた 

色々な人に出会えた 

新しい友達と自分の将来のこと、今のことを話せたので、有意義な時間だったから。 

新し友達があります、他の文化も勉強してもらいますた。 

大勢と交流出来て楽しかった。 

短い時間で充実したコミュニケーションをとることができてとても楽しかったから。 

知らなかったことなど、知識を得たから。 

同じグループの中で自分とは違う場所で生活する方とお話をすることで新しいことを知ることができたのでよかったです。 

友達ができて、いろいろなトピックが話せましたから。 

●外国の学生の主なコメント 

Able to meet, talk and mingle with new students still in college or will soon be graduating 

Everyone has shared and discussed happily 

Everyone is friendly and enthusiatic. I made new friends who are very cute and inspired 

Everyone is very energetic. My group is all handsome boy and beautiful girl. I so glad to have a chance to 

communicate with asia friend. 

I get to talk to people from Japan and from other countries. Everyone is nice, and the conversation is fun. I learn a 

lot about other countries and cultures. Overall, it was a wonderful experience. Thank you so much for organizing 

this opportunity! 

I had great time with exchange culture and meet new friends 

It was a great experience talking to new people learning about their life, their culture, and what they want to do. 

It was a pleasure to chat with Japanese friends today, even though i can not speak English well, they helped me by 

speaking Japanese. 

It was fun to get to know people from different countries and their life and dreams for the future. 

It's fun to have talk with people from different backgrounds 

Opportunity to meet and interact with people from Japan and South East Asia countries, although it is still in a 

limited time to know each other and share information better. 

Opportunity to meet new people 

So nice to meet new friends all over the world  

That so great  

Very good conducive environment. Freedom and motivation to learn from one another. But Japanese students are 

a bit reserved and don't actively speak making it difficult to establish a conversational flow. Overall great people, 

kind and friendly. Great opportunity to interact with different people and know different cultures. Thank you for this 

opportunity. 

We might have needed a facilitator.  

 


