
SIIEJ2022 Session10 
「国際学⽣寮プログラムから⾒えてくるグローバル・シチズンシップ育成の可能性」報告 
 
⽇時 
8 ⽉ 27 ⽇（⼟）10:40-12:00 
 
発表者 
⾠野まどか（⼀般社団法⼈グローバル教育推進プロジェクト（GiFT）） 
鈴⽊⼤樹（⼀般社団法⼈グローバル教育推進プロジェクト（GiFT）） 
RA（レジデント・アシスタント）である⼤学⽣（神奈川⼤学・東洋⼤学） 
 
参加⼈数 
15 名（オンライン） 
 
報告者 
⾚尾菜々実（東洋⼤学） 
 
 
本セッションは、昨今注⽬を集めている「国際学⽣寮」をテーマとして開催された。国際学
⽣寮は、⽇常の中で多様性を学び、グローバルに触れていくことができるという意味で、多
くの⼤学で取り組まれている。今回は、2019 年に誕⽣した神奈川⼤学の国際学⽣寮「栗⽥
⾕アカデメイア」、2022 年に誕⽣したばかりの東洋⼤学の国際学⽣寮「AI-House HUB-4」
で、寮⽣たちを繋ぎ、国際交流の達成に向けた中⼼的な役割を果たしている RA（レジデン
ト・アシスタント）から国際寮の魅⼒や気づきについて共有していただいた。次に、国際学
⽣寮において、RA トレーニングや国際教育プログラムを通じたグローバル・シチズンシッ
プ育成を⾏っている GiFT の取り組みを紹介していただき、国際学⽣寮がもたらすグロー
バル・シチズンシップ育成の可能性を⾒出した。 
 
東洋⼤学と神奈川⼤学の国際学⽣寮で RA を務めている学⽣たちの話からは、様々な国の友
達と思い出を作ることができる楽しさを感じられた。⼀⽅で、多国籍であるからこそ⽂化や
価値観の違いが⽣まれることも少なくはない。共同⽣活の中で発⽣する⽅向性の違いや疑
問は随時話し合いで解決をしていくようにしているとのことだった。実際に国際学⽣寮の
教育プログラムを担当している⽅は、考えの違いに直⾯したときに、相⼿の⽴場に⽴って考
えることを学⽣たちに促すよう意識しているとお話されていた。 
 
GiFT はグローバル・シチズンシップ（世界をより良くする志）育成をテーマに国内外で教
育の場づくりに取り組んでいる団体である。国際学⽣寮は、コロナ禍で⾃由に海外を⾏き来
でいない状況が残っている中でも、⽇本に居ながらグローバルな環境での⽣活を送ること



ができる。また、様々な国の情勢を抱えている学⽣たちと関わることで、世界のことにも⽬
を向けることができる、そんな可能性が詰まっているという意味で、グローバル・シチズン
シップが育成されていくのではないかと感じた。(793 ⽂字) 
 
 
This sessionʼs theme focused on international student dormitories, which have recently 
attracted attention. Many universities are undertaking international student dormitories to 
learn about diversity and increase exposure to the global in their studentsʼ daily lives. In this 
session, the Resident Assistants (RAs) from Kuritaya Academia, an international student 
dormitory at Kanagawa University, established in 2019, and Toyo Universityʼs AI-House 
HUB-4, established in 2022, shared their insights on the appeal and awareness of 
international dorms. RAs play a central role in connecting dorm residents and achieving 
international exchange. Following these presentations, participants were introduced to 
GiFTʼs efforts to foster global citizenship through RA training and international education 
programs in international student dormitories. We discovered the potential for global 
citizenship development that international student dormitories offer. 
 
From the stories of students serving as RAs at the international student dormitories of Toyo 
University and Kanagawa University, I could feel the joy of making memories with friends 
from various countries. On the other hand, it is common for differences in culture and values 
to arise because of the multinational and multicultural backgrounds of the students. They said 
they try to resolve any differences in direction or questions that arise in their shared life 
through discussions as needed. The person in charge of the educational program at the 
international student dormitory told us that he is conscious of encouraging students to think 
from the other personʼs point of view when faced with differences in ideas. 
 
GiFT is an organization that works to create educational opportunities in Japan and abroad 
with the theme of fostering global citizenship (the aspiration to make the world a better place). 
The International Student Dormitory allows students to spend their lives internationally while 
still in Japan, even though they are still unable to travel freely abroad due to the COVID 
pandemic. I also felt that global citizenship is fostered because the dormitory is full of such 
possibilities, where students can look at the world through the eyes of students involved in 
situations in various countries. (367 words) 


