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Companies are globalizing in Japan and global human resources with global 

insights are strongly needed. It is necessary to increase global literacy from the 

time of university student, and for that purpose overseas training is considered 

necessary. The purpose of this study is to clarify how psychological traits grow 

through overseas training. A questionnaire was conducted to compare students 

who went to overseas training with those who did not. A comparative analysis 

showed that many psychological characteristics grew by going overseas training. 

 

1. はじめに 

1.1 社会的背景 

日本では企業のグローバル化が進み，海外進出時に必要な人材のみな

らず，国内においても，海外の人材と共に働き，プロジェクトの遂行が

可能なグローバルな見識を持つグローバル人材が必要とされている。現

在はその役目を担う人材が少なく，育成が急務とされている。社会人と

して企業で働く前段階の大学で学生のグローバルリテラシーを向上させ



ることが重要となっている。 

 

1.2 先行研究 

Yamada 他（2017）によると，海外に研修へ行く学生は，ある程度の語

学力も必要ではあるが，それ以上に研修に対する姿勢やモチベーション

等研修生の心理的な状況も研修の成功および研修での成果に結びつく可

能性が示唆されている。寺内他（2015）ではグローバルなビジネスミー

ティングに関しては非言語的な側面も重要であるとされている。 

心理的特性は多く存在するが，ここでは特性的自己効力感，セルフ・

モニタリング，楽観主義，セルフ・ハンディキャッピングの四つの心理

特性を対象としている。成田他（1995）によると特性的自己効力感は社

会的学習理論もしくは社会的認知論の概念の一つであり個人がある状況

において必要な行動を効果的に遂行できる可能性の認知であると定義さ

れており，問題や課題に対する自己効力感をどの程度持っているかが，

個人の行動の変容を変えるとされている。Snyder（1972）によるとセル

フ・モニタリングは自己の行動を社会的に適切か観察し，自己の行動を

統制することであると定義され，岩淵他（1982）によりセルフ・モニタ

リングの尺度が提唱されている。楽観主義尺度は中村（2000）で提唱さ

れており，Peterson (2000) によると楽観性は 人に動機づけを与える要因

とされており，努力を継続させるためのファクターであるとされている。

セルフ・ハンディキャッピングは Snyder 他（1982）によると自己の能力

が明確となる領域で，不適切な結果が何らかの問題や弱点となることを

自ら認められるような特性や行為であると定義されている。日本版のセ

ルフ・ハンティキャッピングの尺度は沼崎他（1990）によって提唱され

ている。 

 

 



1.3 札幌大谷大学の海外研修 

 札幌大谷大学は 2020 年 2 月現在，芸術学部として音楽学科，美術学

科，社会学部として地域社会学科，短期大学部として保育学科で構成さ

れている。2019 年度は中国およびロシアの 2 か所で札幌大谷大学社会連

携センターのセンター事業として学生の海外研修を行った。 

中国は雲南省昆明への研修を行い，受け入れ大学としては雲南大学滇

池学院に受け入れて頂いた。中国研修の期間は 2019 年 11 月 8 日から 11

月 14 日の間で行われ，地域社会学科の 2 年生 3 名，3 年生１名，4 年生

1 名の合計 5 名が参加している。ロシアはサンクトペテルブルク市へ北

海道代表団として，サンクトペテルブルク市およびサンクトペテルブル

ク国立文化芸術大学に受け入れて頂いた。ロシア研修の期間は 2019 年

11 月 18 日から 11 月 23 日の間で行われ，いずれも 3 年生の音楽学科 1

名，美術学科 1 名，地域社会学科 1 名の合計 3 名が参加している。 

 

2. 研究目的 

海外研修へ参加した学生の特性的自己効力感，セルフ・モニタリング，

楽観主義，セルフ・ハンディキャッピングの四つの心理特性を明らかと

することを目的とする。これにより，海外研修生の心理的特性が明らか

となり，今後の海外研修へ参加することにより伸びると考えられる特性

の項目が明らかとなる。それにより，海外研修の心理的特性の成長に対

する有用性が明らかとなる。 

 

3. 研究方法 

3.1 調査対象者 

 海外研修で中国研修参加者 5 名の中から 4 名（2 年生 3 名，3 年生１

名），ロシア研修参加者 3 名の中から 3 名（3 年生 3 名）の合計 7 名を海

外研修参加者とし対象とした。また，比較のために海外研修へ参加して



いない学生 77 名（4 年生 9 名，3 年生 38 名，1 年生 30 名）から欠損値

のあるデータを除いた 71 名を一般学生として対象とした。 

 

3.2 調査方法 

 2020 年 1 月 9 日から 2 月 6 日までに Google Forms を活用して特性的

自己効力感，セルフ・モニタリング，楽観主義，セルフ・ハンディキャ

ッピングの四つの心理特性に関する調査を行った。質問項目は特性的自

己効力感 23 項目，セルフ・モニタリング 25 項目，楽観主義 11 項目（内

4 つはフィラー項目），セルフ・ハンディキャッピング 23 項目で構成し，

属性を除く全ての項目を，特性的自己効力感，セルフ・モニタリング，

楽観主義は 5 段階，セルフ・ハンディキャッピング 6 段階のリッカート

スケール式の選択式とした。 

 

4. アンケート結果 

 海外研修へ参加していない学生を一般とし，海外研修へ参加した学生

を海外と記載した。 

一般および海外それぞれ回答の平均値を計算し，一般から海外を引いた

値を差と記載した。 

特性的自己効力感，セルフ・モニタリング，楽観主義，セルフ・ハンデ

ィキャッピングのそれぞれ四つの心理特性ごとに結果記載する。各心理

特性共に差が 1.00 ポイント以上ある項目とそれぞれの特性得点に対し

て両側 t 検定を行い，P 値を算出した。 

 

4.1 特性的自己効力感 

１．自分が立てた計画はうまくできる自信があるは 1.11ポイントの差，

P 値は 0.02，海外研修生の方が，計画性があるといえる。９．非常にや

やこしく見えることには，手を出そうとは思わないは 1.17 ポイントの差，







１９．何かしようとする時，自分にそれができ

るかどうか不安になる 

3.63  3.29  0.34  

２０．人に頼らないほうだ 3.04  2.71  0.33  

２１．私は自分から友達を作るのがうまい 2.99  2.43  0.56  

２２．すぐに諦めてしまう 3.03  2.29  0.74  

２３．人生で起きる問題の多くは処理できると

思えない 

3.07  3.00  0.07  

５「そう思う」４「まあそう思う」３「どちらともいえない」２「あま

りそう思わない」１「そう思わない」の 5 段階で回答 

 

4.2 セルフ・モニタリング 

2.自分の気持ちや，考え・信じていることを，行動にそのまま表すはマ

イナス 1.04 ポイントの差，P 値 0.02 となっており，3.パーティや集まり

で，他の人が気に入るようなことを，言ったりしようとはしない 1.20 ポ

イントの差，P 値 0.01 となっている。海外研修生は周りの意見を聞き入

れながら行動すると考えられ，自制心があり，自分があると考えられる。

11.喜劇を見ているとき，1 人よりみんなと一緒のほうがよく笑うは 1.01

ポイントの差，P 値 0.03 となっており， 15.本当は楽しくなくても，楽

しそうに振る舞うことがよくあるは 1.30 ポイントの差，P 値 0.00 となっ

ている。自ら楽しもうと思う心があると考えられる。22.パーティでは，

冗談を言ったり，話したりするのは，他の人に任せて，自分は黙ってい

る方だは 1.03 ポイントの差，P 値 0.05 となっており，23.人前ではきま

りが悪くて思うように自分が出せないは，1.06 ポイントの差，P 値 0.03

となっており，周りを観察すると考えられる。25.本当は嫌いな相手でも

表面的にはうまく付き合っていけるは 1.36 ポイントの差，P 値 0.00 とな

っており，柔軟性が高いと考えられる。 











差で P 値 0.04 となっており，現実的であると考えられる。１２．何事に

もベストで望めないのはいやだがマイナス 1.13 ポイント差で P 値 0.04

となっており，ある程度の妥協を許せるといえる。 

１５．感情に邪魔されなければ，もっとうまくできるのにと思うが 1.20

ポイント差で P 値 0.04 となっており，感情性が高いと考えられる。１

７．他人の期待に応えられない時，理由付けをしようとするが 1.06 ポイ

ント差で P 値 0.06 となっており，反省し振り返り理由を考えると考えら

れる。１８．スポーツやテストをするとき，運が悪い方だと思うが 1.10

ポイント差で P 値 0.08 となっており，なぜ間違ったのかを考える振り返

りのきっかけが多くなると考えられる。２１．生活のある場面での悩み

や不安を，ほかの場面には持ち込まないが 1.50 ポイント差で P 値 0.01

となっており，気持ちにメリハリがあるといえる。２３．気分転換が早

くできる方であるが 1.83 ポイント差で P 値 0.00 となっており，上記の

メリハリともつながり，気持ちの切り替えを行うことによりストレスの

緩和ができていると考えられる。 

 

表４ セルフ・ハンディキャッピング 

（N=78） 

質問項目 一般 海外 差 

１．失敗すると，すぐ状況のせいにしたくなる 3.77  3.00  0.77  

２．ぎりぎりまで物事を先のばすほうである 4.50  5.43  -0.93  

３．試験を受けるとき，十分すぎるほど準備を

してしまう 

2.84  1.86  0.99  

４．人より体調が悪いことが多い 2.99  2.57  0.41  

５．どんなことでも，いつでもベストを尽くす 3.90  3.71  0.19  







表５ 海外研修生の心理的特性 

特性的自己効力感 

計画性，単純性，同調性，信頼性，

決断性，新規性 

楽観主義 

ポジティブ思考，自分への自信 

セルフ・モニタリング 

自制心，自分がある，自ら楽しも

うと思う心，周りを観察する，柔

軟性，自己の行動を社会的に適切

か観察し，自己の行動を統制する

こと 

セルフ・ハンディキャッピング 

慎重性，自己防御力，現実的，妥

協，感情を抑える，反省と振り返

り，気持ちのメリハリ，ストレス

への緩和 

 

 

特性的自己効力感としては，計画を立てそれに対して遂行できるよう

になり，あまりに難解な課題には手を出さず単純に考えられる。すぐに

人と同調でき，信頼する仲間を求めるようになる。決断力が向上し，新

天地を求める新規性をもつようになる。セルフ・モニタリングとしては，

周りの意見を聞き入れながら自制して行動するようになり，自分の意見

をしっかり持つ。イベントへの参加意欲があり，自ら楽しもうと思う心

があり，周りをよく観察し情報を得ようとするようになり，様々な人と

うまく付き合える柔軟性をもつようになる。楽観主義としては，常にポ

ジティブ思考で，自分への自信をもつようになる。セルフ・ハンディキ

ャッピングとしては，重要な活動に対し慎重に行動し，人とは過度に張

り合わないようになり自己を防御し，夢を見るのみではなく現実を見る

ようになる。ある程度の妥協を許せるように寛容となり，感情を抑える

ことの重要性を知る。悩みや不安をほかの場面に持ち込まず，気持ちに

メリハリができ，気分転換が速くできるため，ストレスの緩和ができる。 

以上の分析から海外研修へ参加した学生の特性的自己効力感，セルフ・

モニタリング，楽観主義，セルフ・ハンディキャッピングの四つの心理



特性が明らかとなった。これにより海外研修生の研修参加で伸びると考

えられる特性が判明した。海外研修へ参加することにより，多くの心理

的特性の項目でプラスに働くことが明らかとなった。それにより，海外

研修が心理的特性の成長にも有用であるといえる。 

 

5.2 課題 

 本研究の課題としては，一つ目として調査対象が限定されてしまって

いる点があげられる。海外研修生は数名にとどまっており，個人の考え

が強く反映されることとなり偏りが出てしまっている。今後は調査対象

を引遂げる必要がある。また，個人の考えが強い場合は，インタビュー

調査を行うなど定性調査を行い，分析結果を補完する必要がある。二つ

目は海外研修の事後のみのアンケート調査である点があげられる。海外

研修前および研修後を調査することにより海外研修でどの心理特性が上

がったかが分析可能となる。さらなる研究としては海外研修内のどのイ

ベントがどの心理特性を上げることとなったかを分析すると，海外研修

で有効なイベントも明らかとなると考えられる。 
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