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はじめに 

 

日本では 1995年（平成７年度）に策定された「短期留学推進制度」の下で、短期留学プ

ログラム（短プロ）が本格的に開始され、2010年度には 31国立大学法人と 21私立大学で

58の短プロが実施され、同年の短期留学生は 11,824人に上る。北浜は短プロを「大学の国

際化」という目標に向かって「多様性」「交流性」「通用性」（1995年の「短期留学推進

に関する調査研究協力者会議報告書」の短期留学受入れの意義として示された 3項目）を

高めるイノベーションの一環と位置付けているが 1、このような短プロによる教育の国際化

の実践は、一時は「出島」と呼称されるほど、大学の他の部分に波及しない傾向が見られ

た。しかし、2000年代半ばからの大学国際化推進政策の中で、短プロによる国際教育実践

の拡大傾向が見られる。 

他方、EUでは 1987年から域内の学生交流を促進するエラスムスが開始され、23年間で

220 万人を超える学生参加し、現在も年間約 20万人の学生が教育・訓練に参加している。

2004年からは EU の複数大学（2009 年からは域外大学を含む）による共同課程の支援と EU

域外の学生に対する奨学金供与を主な柱とするエラスムス・ムンドゥス計画が開始された。 

高等教育における国際競争で優位に立っているのは、米国、英国、オーストラリアなど

英語を母国語とする国々であるが、EUの構成国の多くは、日本と同じ非英語（母国語）圏

である。本研究は、授業の英語化など、教育の国際化に同様のハンディを持つ非英語圏の

EU諸国と日本の短期（3カ月以上 1年未満）留学を、送出し側の大学や参加学生の視点か

ら比較することにより、両者の「強み」と「弱み」を分析し、今後の日本の学生交流と高

等教育国際化への示唆を得ることを目的としている。また、「英語による授業」という弱み

をカバーするため、日本の短期留学では、企業見学、講師招聘などの「企業との連携」が

実践されてきた。本研究では、このような日本と EUの短期留学（受入れ）における企業等

関係機関との連携状況の解明も行うこととした。 

 上記の目的に基づき、本研究では次の 4項目の解明を行うことを目標として掲げた。 

(1) 非英語圏の EU諸国と日本における短期留学が、送出し側の大学や学生にどのように評

価されているのかを解明し、その強み弱みを分析する。 

(2) 非英語圏 EU 諸国と日本において、短期留学が高等教育における国際化をどのように促

進し、何が課題で、その課題を克服するために、どのような政策が有効であったのか

を分析する。 

(3) 非英語圏 EU 諸国と日本の短期留学において、企業等関係機関との連携がどのように行

われているかを比較する。 

                                                   
1北浜榮子(2003)「短期留学受け入れプログラムから大学の国際化へ －「大学教育における

イノベーション」に関する一考察－」、『大阪大学留学生センター研究論集 多文化社会と留

学生交流』、 7:11-26 
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(4) これらを通じ、非英語圏の EU諸国と日本における短期留学の特徴と、高等教育の国際

化や企業との連携に果たしている役割を比較し、その効果を最大化するために必要な

政策や措置について考察する。 

  

 本研究では、上記の 4つの目標を達成するため、次の様な研究アプローチを採択した。 

(1) 日本と EUの短期留学（学生交流）の発展と政策を比較するフレームワークの作成 

(2) 日本と非英語圏 EU 諸国へ短期留学生を送出している国の大学の派遣留学関係者や実際

に短期留学に参加した学生に対する調査と送出し国の研究者による分析 

(3) 日本と非英語圏 EU諸国における短期留学（学生交流）の政策と実践の調査分析 

(4) 日本、EU 及び韓国の短期留学（受入れ）における企業等関係機関との連携の調査分析

（韓国については、学生交流における企業との連携の先進事例があるとの情報を得て、

調査対象に追加した） 

 本報告書では、上記 4 つの研究アプローチによる調査分析の結果を、基本的に同じ順序

で提示している。すなわち、 

第 1章では、日本と EUの短期留学（学生交流）の発展と政策を比較した上で、東アジア

共同体構想の下での今後の学生交流の課題について分析する。 

第 2章では、送出し側から見た、日本と非英語圏 EU諸国への短期留学について、短期留

学参加学生及び大学の派遣留学関係者へのオンライン調査結果を分析すると共に、米国及

びオーストラリアから見た日本への短期留学の課題を分析し、改善提案を提示する。更に、

それら諸国における日本語・日本文化普及活動と日本留学の関連について考察する。 

第 3章では、非英語圏 EU諸国の内、ドイツ、スペイン、スウェーデンにおける短期留学

（学生交流）の政策と実践、言語・文化政策との関連について分析する。また、日本にお

いて学生交流を活発に実践している 3国立大学法人、1公立大学法人、3私立大学の事例を

紹介する。 

第 4 章では、日本の 3 国立大学法人における、短期留学（受入れ）における企業等関係

機関との連携事例と、EU 及び韓国におけると短期留学（受入れ）における企業等関係機関

との連携の取組み事例を紹介する。 

第 5章では、上記分析に基づく研究の総括と今後の課題を述べる。 

また、本報告書の冒頭に、各章の要約と提言事項をまとめて記載した。 

 

 本研究の実施に当たっては、国内外の研究分担者・研究協力者、また、オンライン調査

設計をご担当いただいたカリフォルニア州立大学サクラメント校(CSUS) Andrea Shea さん

を始め、関係の皆様に多大なご協力をいただいた。ここに深く御礼を申し上げる。 

 

2011年 3月 10日 

研究代表者 佐藤由利子  
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各章の要約と提言事項 

 

第 1章 研究フレームワーク、関連政策の比較 

1. 日本と EUにおける学生交流の発展の比較と今後の政策への示唆 

【要約】 

日本における短期留学生の受入れは、1970 年前後より、私立大学が先行して行っていた

が、1993 年の日米文化教育交流会議の学生交流不均衡の指摘をきっかけに、政府は 3 カ月

以上 1 年未満の短期留学生への奨学金供与と国立大学の教職員ポスト付与を柱とする短期

留学推進政策を開始した。2010 年度には 31国立大学法人と 21私立大学で 58の短期留学プ

ログラム（短プロ）が実施され、同年の短期留学生は 11,824人に上る（協定に基づく短期

派遣留学生は 24,508人）。2000年代半ばからの大学国際化推進政策の中で、大学の「出島」

と呼ばれていた短プロによる国際的教育実践の拡大傾向が見られる。 

EU では 1987 年から域内の学生交流を促進するエラスムスが開始され、23 年間で 220 万

人を超える学生参加し、現在も年間約 20万人の学生が教育・訓練やインターンシップに参

加している。2004 年からは EU の複数大学（2009 年からは域外大学を含む）による共同課

程の支援と EU域外の学生に対する奨学金供与を主な柱とするエラスムス・ムンドゥス計画

が開始された。本稿では、日本と EUの短期留学交流の発展と関連政策、その影響や上位政

策との関係を比較した。 

EU における目覚ましい学生交流の発展の背景には「学生交流」と「国際教育交流基盤」

間の好循環が存在することが考えられる。このような好循環を通じて、EU の高等教育の国

際化が進み、質とサービスが向上し、EU で学ぶ留学生の増加が実現したと考えられる。非

英語母国語国が多数を占める EU において、このような高等教育の国際化と魅力向上を実現

したことは、非英語圏の日本にとって大きな示唆を与え、「東アジア共同体構想」の下で推

進されているアジアとの学生交流においても参照すべきであるが、EU と日本／アジアの条

件の違いから、留意すべき事項もある。 

【提言事項】 

① EU とアジアの政治的枠組みの違いを踏まえ、国や関係団体からアジアの学生交流に必

要な資金を集めて支援する仕組みの検討や、資金援助が少なくても学生が参加したい

と考えるような魅力的なプログラムの形成が必要である。また、学生側のプログラム・

ニーズや企業側の人材ニーズ関する調査が必要である。 

② EU と日本／アジアにおける国際化状況や英語力の違いを踏まえ、英語力の向上が実現

できるような学生交流プログラムの形成や、日本語、中国語、韓国語といった各国の

言語に関するニーズの把握とニーズに対応したプログラム形成の検討が必要である。 

③ 日本が提供してきた学生交流プログラムの強みと弱みの把握と、それに基づいて、強

みを活かし、弱みをカバーするようなプログラムを形成する必要がある。 

④ 学生交流は、学生の雇用可能性の向上、研究ネットワークの形成、外交関係の強化、



4 
 

国際的人材の獲得、高等教育の国際化や質の向上と言った、関係する学生、大学、企

業、国、それぞれにメリットをもたらす可能性を有する。このため、教育分野で閉じ

た形で運営するのではなく、企業、研究（助成）機関、外交（国際協力）機関など幅

広い組織と連携する形で実施することが必要であり、そのことにより、資金面の隘路

や魅力的なプログラム形成にも一定の解決が与えられ、日本の学生交流の弱い部分の

強化も可能になるのではないかと考えられる。 

⑤ 上記のような、企業、国際協力機関、研究支援機関等幅広い組織と連携した教育交流

の実現のためには、それぞれの機関のニーズ分析と共に、教育の枠を超えた、日本と

アジアにおける学生交流のビジョンの提示が必要である。 

 

2. 東アジア共同体構想と学生交流の課題 

【要約】 

東アジア共同体構想の高等教育分野における活動は、質の保証の伴った学生交流並びに

協働教育の発展を目指し、近年、様々な形で話し合われるようになった。アセアン諸国

では、すでに独自に学生交流事業を開始し、ACTS（アセアン単位互換システム）を活用

し、大学間の単位互換を促進しようとしている。また、将来的には、ACTSが東アジア全

体の単位互換システムになる可能性も視野に入れている。 一方、日中韓の三国では、

「キャンパス・アジア」事業の構想が生まれ、現在、学生交流ならびに協働教育の発展

に必要な教育環境の整備とパイロット・プロジェクトの立ち上げを急いでいる。しかし、

そうした気運はあるが、現実的には質の保証の伴った学生交流、並びに協働教育プログ

ラムを東アジア全体で発展させるのは、非常に困難であり阻害要因も多く存在する。 

本稿では、そうした阻害要因を是正するための方策として、（1）アジアの単位制度に即

したシステムである ACSAM の普及や(2)学生に対する教育効果について大学が間接的に

保証する学習成果(Learning Outcomes)のシラバスや便覧等への導入、そして（3）1 学

期を 2分化し単位取得を可能にする 7-8週間の授業科目の開講等を提唱した。これらの

提言は、あくまでもこれまでの調査結果に基づいた筆者の私見であるが、国境をこえた

高等教育の発展がすでに始まっている今日の状況を考えると、今後さらに様々な調査研

究を継続させながらも、これらの提言を含め常に新たな視点から高等教育の国際化に向

けた制度改革やカリキュラム改革を行って行かなければならないと考える。 

【提言事項】 

① Permeable framework（単位制度や成績評価制度、そして学位取得条件等に関して、東

アジア諸国の一般的な傾向を見出し、その傾向をできるだけ網羅したアジア全体の高

等教育フレームワーク）の構築を目指す。そして、各国はあくまでも独自の制度を維

持しつつ、異なる制度から別の制度へ学生の教育経験が移動する場合、各国は、相互

の制度上の相違点を事前に十分認識しながら、特定の互換方式を活用しその価値をで

きるだけ失うことなく、公平に認めることのできる permeability (浸透性)のある枠組
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みが必要である。 

② 東アジア諸国で、教育内容の質を相互に保証するためには、第 1 ステップとして、高

等教育機関はやはり授業内容並びに履修後どのような知識や技術を習得できるのか言

及する学習成果（Learning Outcomes）をシラバスや便覧等で公開する必要がある。そ

の表示方法としては、欧州諸国で推進されている TUNING プロジェクトの ECTS と学習

成果を組み合わせた手法を活用することを検討した方がよい。 

③ 単位互換については、欧州の学習時間数を 25~30時間とした ECTSをモデルとしている

ACTSや UCTS の概念ではなく、東アジア全体の単位互換制度の傾向に即した学習時間数

40-50 時間を 1 単位と考える ACSAM（Academic Credit System for Asian Mobility）

を開発し、共通のツールとして活用すべきである。 

④ 東アジア諸国の学年暦の相違の問題⇒2学期制度の一般的な授業は 13週から 17週かけ

行われてきたが、それらの科目を 7-8週間ごとに分け、2学期制度で開講される授業科

目を 4 区分化し、履修することができるようにする。それによって学年暦が大きく異

なる大学からもより多くの留学生を受け入れることが可能になり、東アジア全体の学

生の流動性が向上する。 

 

第 2章 送出し側から見た日本とＥＵへの短期留学、言語・文化政策との関連 

1. 日本と EU への短期留学に関するオンライン調査結果の分析 

【要約】 

本節では、2009 年 8月～2010 年 12月にかけて実施した①日本に短期(1年未満)留学した

学生向け、②非英語圏 EU（フランス、ドイツ、オランダ、スペイン、スウェーデン）に短

期(1年未満)留学した学生向け、③大学の派遣留学担当者向けのオンライン調査の有効回答

421 件の分析結果を紹介する。 

非英語圏 EU の短期留学と比較した日本の短期留学の弱みとしては、「英語による授業の

質と量の乏しさ」と「日本人の英語力のなさによるコミュニケーション不足」の 2 つが大

きな問題として挙げられている。英語による専門科目では、「教員の英語力」に関するコメ

ントが多い。改善提案が最も多いのも「教育（主に英語による専門科目）」に関わることで、

具体的には「①履修可能科目の選択肢増加／改善」、「②授業のレベルや内容の質向上」、「③

教授法や教員資質の改善」、「④教師の英語力向上」、そして「⑤シラバスの改善／成績評価

基準の明確化」が挙げられている。 

「日本人学生との交流の機会」に関する記述回答の分析では、「交流の難しさ／交流の企

画が必要」が多く、具体的には「日本人学生と知り合う機会が（ほとんど）なかった」、「多

くの活動が留学生を対象としている」、「バディー（サポート学生）以外の学生との交流に

広がりがない」という指摘が示されている。問題点の改善提案では「日本人と外国人の交

流促進を図る」が多く、具体的には戦略的な「イベントの実施」、「双方の学生への働きか

け」、「留学生に対する部活動の参加推奨」が提案されている。 
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日本の短期留学の強みについては、「語学（日本語）クラス」「見学などその他活動」「他

の留学生とのネットワーク機会」の 3項目について、非英語圏 EU留学より日本留学の方が、

回答平均値が高い。 

日本語授業評価の理由には「教師の熱意、人格、指導力の良さ」「教材や教授法が良い」

などが挙げられている。しかし、内容に満足しながらも「授業時間数不足」という意見も

ある。 

「見学などその他活動」については好評価が集まっており、具体的には「企画に満足」「楽

しかった／貴重な経験」「知識が向上した」「活動が豊富」「より良い人間関係を構築できた」

「行き先が良かった」などの理由が寄せられている。 

「他の留学生とのネットワーク機会」については、具体的に「環境や交友関係に満足」「寮

生活の効果」「友情継続」「交流の機会豊富」「授業内での交流」「国際色豊か」などが挙げ

られている。 

企業との連携は、日本留学の方が、非英語圏 EU留学よりも、企業と連携した活動が多い。

これは日本の強みであり、「英語による専門分野の授業の質と量」という弱みをカバーする

ため、留学生の関心も高い「日本企業」との連携活動をプログラムに組入れる傾向がある

と考えられる。しかし、その多くは、企業見学など表面的な理解を得る活動が中心であり、

インターンシップなど、短期留学生の将来のキャリア形成につながる活動は 11％程度にと

どまっている。 

【提言事項】 

① 日本の短期留学の弱みである「英語による授業」の質を改善するため、FD 研修の強化

や海外の大学との教員交流などにより、現存の日本人教員の英語力向上を図ることや、

授業内容や授業方法改善に関する学内の支援、授業評価結果を教員評価に反映するシ

ステムの整備などが必要と考えられる。また、英語による専門科目開講を増やすため

には、外国人教員の雇用、海外の協定校からの教員派遣や遠隔授業、企業、国際機関

等、学外からの教員の登用などの方策が考えられる。しかし、長期的に「英語による

授業の質と数」を改善するためには、日本人学生の派遣留学促進などにより、英語に

より質の高い授業を行える次世代の人材を育成していくことが不可欠と考えられる。 

② 日本の短期留学のもう 1 つの弱みである「日本人の英語力のなさによるコミュニケー

ション不足」を解決するためには、日本人学生の英語力向上に加え、彼らが留学生と

の交流に積極的になるような指導や環境づくり、留学生の日本語学習の支援、交流機

会の増加と交流範囲の拡大も必要である。日本人学生と留学生の交流機会を積極的に

提供することは、日本人学生の派遣留学の準備としても位置付けられる。更に、帰国

した派遣学生が、留学生との交流や支援活動にかかわることは、彼ら自身の語学力の

維持と共に、国際交流に関心を持つ後輩学生への助言の場を提供することともなる。

短期留学の受入れと派遣のプログラムの有機的な連携は、留学生と日本人学生の双方

にとって有益で教育効果の高い効率的な活動であり、推進が必要である。 
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③ 日本の短期留学の強みである「日本語クラス」「見学などその他活動」「他の留学生と

のネットワーク機会」については、拡充すると共に、対外的にアピールしていく必要

がある。「見学などその他活動」については、日本人学生の参加もできる限り許容し、

留学生との交流の場、国際教育の場としての活用も検討すべきではないかと思われ

る。 

④ 日本留学生の 85％が「留学経験を将来キャリアへ活用したい」と回答していることか

ら、企業と連携して、インターンシップなど、彼らのキャリア形成に資するような活

動を拡充できるならば、日本の短期留学の魅力が一層高まると考えられる。 

 

2. オーストラリアから日本への短期留学生の送り出しについて  

【要約】 

オーストラリアでは、留学生の受け入れ数が送り出し数よりはるかに多く、留学生の受

け入れによる経済効果ばかりが注目されてきたが、ようやく政府も留学生の送り出しに力

を入れ始めている。グローバル社会で通用する技術や知識を習得し、世界に人的ネットワ

ークを持つ人材は、国家の国際競争力や経済的繁栄にとってますます重要な存在になると

考えられているのである。海外留学を学位取得条件とする学位プログラムも増加している。

そのような留学生の行き先は主に英語圏であるが、日本は、ヨーロッパ以外の非英語圏の

中では重要な留学先になっている。日本への留学を希望する学生のほとんどは日本語学習

者であり、日本への送り出しを論じるには、日本語教育事情は切り離せない。近年の日本

語学習者の減少傾向や、日本語学習者でも日本だけを留学先として目指すというより、複

数の国への留学を希望したり、複数の候補から様々な条件で留学先を選択したりする傾向

は、今後の日本の短期留学プログラムへの参加者数や参加のしかたにも影響するだろう。 

日本の大学で英語により行われている短期留学プログラムの趣旨と、オーストラリアの

大学から留学する学生の動機やニーズとの不一致により、現状では、勉学上の満足度は概

してあまり高くはないが、大半の学生は、日本への留学経験全体の意義は肯定的に評価し

ている。短期留学生の間での世界に広がるネットワーク形成、個人としての成長、アイデ

ンティティの再考など、学生の語る留学成果は多岐にわたる。日本への留学は、言語が同

じ英語で、大学のシステムも比較的似通った英語圏への留学以上に、オーストラリア政府

や大学が重視しているグローバル社会で活躍できる人材の育成に大きく貢献できる可能性

があるだろう。 

【提言事項】 

① 横並びからの脱却－多くの協定校に多様なニーズ、動機、日本語力の学生を送り出し

ているが、成功例を模倣するからか、いわゆる「短プロ」は大学ごとの特徴があまり

ないように思う。一般留学生と同等の日本語力のある学生だけを受け入れて日本語を

教授言語とするプログラム、英語圏で通用する学年相当レベルの日本研究を英語で教

えるプログラム、日本語力の向上を目指す学生のための日本語集中コースを中心とし
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たプログラムなど、各大学の個性が明確だと、それに合った学生を送ることができる。 

② 成績評価の見直し－成績評価に関する情報が少なく、一般的に言ってかなり甘い。参

加や出席点が大きい割合を占めるようでは困る。相対評価がいいとは言わないが、知

的チャレンジのある大きな課題なしに、半数以上もの学生に優（80-100%）が与えられ

るような成績評価は受け入れがたい。各科目のアカデミックな目的に合わせて、そこ

への到達度を示す評価を求めたい。また、レポートなどの提出課題における不正行為

（ウェブサイトからのコピーなど）への適切な対処を望みたい。放置すると、いい学

生のやる気や大学への信頼をなくしてしまう。 

 

3. 米国の事例 

【要約】 

本節前半では、留学生受入れ大国である米国が、近年、派遣留学の推進にも積極的に取

り組んでいる現状を報告し、送り出しの立場から効果的な派遣プログラムについて考察す

る。まず米国内においてベストプラクティス賞を受賞した、主に 4から 12週間の超短期派

遣留学プログラムの事例を紹介し、米国学生にとって魅力ある派遣プログラムについて考

える。次に、個別大学の事例として、ミネソタ州立大学とカリフォルニア州立大学サクラ

メント校を取り上げ、学生派遣推進の戦略成功例、日本と欧州への派遣学生の体験とプロ

グラム評価比較、派遣に関わる教職員の取り組みを検証する。 

本節後半では、日本へ留学したいという内的動機を高めてきた米国における日本語・文

化教育の発展背景とその現状を報告する。米国における日本語教育の発展は、日本を好意

的にみる Japanophile と呼ばれる親日家の努力に帰依し、日本ブームと呼ばれる 80 年代、

90 年代初頭の社会経済がきっかけとなって広がり、日本語教師の地道な努力によって土台

が作られていった。しかし、経済大国日本のイメージが薄れ、財政支援のない米国におけ

る日本語教育は厳しい状況に置かれている。この状況を打破するためには、海外の日本語

教育と日本への留学が連携し、学習者をいろいろな形で支援していく建設的で、創造的、

革新的なモデルが必要である。そのモデルは、留学プログラム参加数を増加させるために、

内的動機を高める活動、魅力あるプログラムの開発、効果的な情報提供・手続きプロセス

を包括的に開発したものでなければならないと考える。 

【提言事項】 

① 米国で著しく参加率が伸びている、超短期派遣プログラム（主に 8 週間未満）の立

案に取り組む。特に、日本の良さ、強みを発見・再発見し、魅力あるプログラムを

開発する。 

② 学外リソースを活用した体験型学習や共同研究、また近隣アジア諸国との連携プロ

グラムなど、留学プログラムの内容の多様化に取り組む。 

③ 基礎／一般教養レベルの授業だけではなく、専門性を高める授業科目と単位互換制

度の補強に取り組む。 
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④ 大学内および派遣大学との間で、留学に関する教職員の共通認識、協力体制を強化

する。 

⑤ 誰もが個人レベルで検索できる、わかりやすくて丁寧な情報提供や手続きがおこな

えられるシステム開発する。  

⑥ 日本に行きたいという内発的動機を高める活動（初中等レベルからの日本語・文化

学習）を強化し、留学プログラムと連携していく。 

⑦ 実際に日本へ行くという形にこだわらず、様々な形の遠隔教育を充実させ、バーチ

ュアルな空間で活発な意見交換を取り組んでいく。 

 

 

第 3章 EUと日本の短期留学(受入れ) の現状分析 

1.非英語圏 EU諸国における短期留学及び言語・文化政策との関連 

（1）ドイツの事例 

【要約】 

2008年並びに 2009年にドイツを訪問し、以下の研究大学５校（オスナブルク大学、ハノ

ーバー大学、ハンブルグ大学、フンボルト大学ベルリン、ベルリン自由大学）並びにオスナ

ブルク高等専門大学（Fachhochschule、以下ＦＨ）を訪問し、国際交流室並びに学部の担当教員、

国際担当副学長、学生交流の受入れについて現状報告を受けた。 また、ドイツの学生交流の中

心的機関であるＤＡＡＤ（ドイツ学術交流会）も訪問し、ドイツにおける学生交流の全体像並び

に日本との学生交流についても情報を収集した。本稿は、そうした聞き取り調査によって得られ

た情報をまとめたものである。 

【提言事項】 

① 授業料の留学生に対する奨学金やサービス提供への活用とその予算運営の可視化 

② 学生インターンの活用 

③ 各学部で交換留学生を指導するアカデミック・アドバイザーの活用 

④ 英語による国際カリキュラムの開発 

⑤ 日本への留学の魅力作りとその情報の発信 

 

（2）スペインの事例 

【要約】 

スペイン語や歴史文化という資産を活かしつつ、高等教育国際化時代のマーケットにお

いて、中南米との紐帯も大事にしつつ、ヨーロッパ化や英語化の波にのみ込まれず、独自

性を貫いているスペインの大学事情をレポートした。それはともすれば英語化圧力に屈し

ているかに思える日本の高等教育政策や交換留学運営などにも、十分に示唆的である。 

【提言事項】 

① 大学教育の「国際化」に関し、過度に「英語化」に傾斜しないバランス感覚 



10 
 

② 日本語教育、日本文化をアピールしたプログラムの開発 

 

（3）スウェーデンの事例 

【要約】 

EU においてボローニャ・プロセスによる教育の国際化、標準化が比較的進んだ地域とし

て挙げられるのが、オランダと北欧である。スウェーデンは 1999年のボローニャ宣言時よ

りボローニャ・プロセスに参加し、そのモデルケースとも称えられる国であるが、2011 年

より欧州経済圏（EEA）外の学生に対する授業料の有料化が始まり、国際大学院コースへの

留学生の大幅な減少が見られる。 

【提言事項】 

① スウェーデンから見た日本への短期留学の問題は、日本の高等教育機関で英語により

教授される講座の情報が入手しにくいことである。多くの大学のホームページでもこ

の情報は探しにくい。英語で教授される講座のリストがあっても、講座のレベルや受

講資格等が提示されてないと、学生はガイダンスなしでは，講座を選ぶ事が難しい。

これに関しては、ある程度整備統一された講座情報システムができる事が望まれる。 

② 日本の短期留学プログラムは、協定校との学費相互不徴収協定に基づき、協定校から

の参加学生に対して、無料で実施されるものが大多数であるが、今後は、関係予算の

縮小に伴い、プログラムの有料化に踏み切る事例も多くなると予測される。スウェー

デンの学費有料化における留学生の反応は、日本にとって貴重な示唆を与えている。 

 

2.日本の大学における短期留学と国際化の現状分析 

(1) 大阪大学の事例 

【要約】 

大阪大学ではグローバル 30 採択に伴い、正規生を対象とした英語コースだけではなく、

交換留学生や「超短期」などの非正規の留学生を増やす方向に舵を切った。非正規の「超

短期」のプログラムなどを部局に創設して貰うため、パッケージ化と差別化、をキーワー

ドとして、プログラム設計・運営のための支援システムを用意することになった。 

【提言事項】 

① ショートビジット、ショートステイ制度の活用により、開発および運営のコストを下

げることにより、多彩なプログラムが生まれることを支援する。 

② 学生たちに最初に目に触れるアプリケーションサイトの整備などによる大学イメージ

の向上と差別化。 

③ プログラムフィーの徴収にかかるクレジットカード収納などの活用。 

④ 効率的な運営支援システム導入を図り、プログラム管理者や講義者が、教育活動へと

集中できる環境が整えられる。 

 



11 
 

（2）一橋大学の事例：Hitotsubashi University Global Education Program (HGP)の取組

み 

【要約】 

一橋大学として短期プログラムを設置するという意思決定を行うに当たっては、2007 年

4 月に発表された「一橋大学国際戦略構想」と 2009 年 5 月に公表された学長声明が大きな

バックボーンとなった。特に、学長声明は、2010 年度からの第 2 期中期目標・中期計画の

理念と方針を示したものであり、そこでは、国際化の推進が一橋大学における最重要課題

として位置付けられている。これは、経済社会のグローバル化が進展する中で、本学の最

大の資産である学生の質を高めるには、日本と海外との隔てなく、国際的に活躍できる人

材を育成することが、大学としての使命であるという一貫した認識に裏付けられている。 

2010年 4月に Hitotsubashi University Global Education Program (HGP)を国際教育セ

ンターで開設した。HGPの科目構成は、① 英語で授業が行われる日本事情関係科目群、

②英語で授業が行われる社会科学分野の専門教育科目群、③初級レベルを中心とした日本

語教育科目群、④英語による授業を受講するために必要なスキルを身につけるための科目

群である。HGP は、留学生を対象とした科目を除いて、基本的にすべての本学学生（研究生

を含む外国人留学生及び日本人学生）に開放されている。ただし、上記①と②の科目につ

いては、英語で授業が行われるため、履修者は TOEFL-PBT で 550 点、TOEFL-iBT で 79 点相

当の語学力を有することが望まれる。 

 HGPの開設に合わせて、一橋大学は学生交流協定校を増やしてきており、留学生の受入れ

だけでなく、海外留学・研修も拡大するため、2010 年 2 月に留学生センターを国際教育セ

ンターに、留学生課を国際課にそれぞれ改組した。国際教育センターは、それまでの 2 部

門（日本語教育部門、留学生指導部門）体制から、HGPを担当する「国際交流科目部門」を

加え 3 部門体制とすると共に、留学生指導部門がそれまで実質的に行ってきた海外留学・

研修に関する指導やプログラム運営を明文化し、「留学生・海外留学相談部門」となった。

改組の際、国際交流科目部門には、HGPを担当する専任教員、日本語教育部門には、HGPの

初級日本語教育科目を担当する専任教員が、それぞれ新たに採用された。事務サイドは、

それまで学術国際交流、大学間交流業務などは総務部研究支援課の国際チームが行い、学

生国際交流、留学生関係、海外留学業務などは学務部留学生課が担当していたが、この二

つが統合し学務部国際課となった。併せて、国際課には HGP のコーディネーターが新たに

採用された。 

HGP の設置は、一橋大学の国際化におけるマイルストーンであることは間違いなく、本学

の国際教育のさらなる発展と可能性の高まりを象徴していると言える。 

 

(3) 関西外国語大学の事例－山本甫（国際交流部長）氏に聞く－ 

【要約】 

特にアメリカにおいては JYA の受入れ先として、大きなブランドとなった関西外国語大
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学。草創期からその運営方法やプログラム設計、科目や教員採用などあらゆる局面におい

て、一点突破とでもいうべき、合理的・合目的的な運営が行われてきている。その一端に

ついて国際部を主導してきた山本氏にじっくりと聞くことができた。 

【提言事項】 

大学のネームバリューに頼るのではなく、マーケットオリエンテッドなプログラム運営

方法と、カスタマーサティスファクションを向上させることで、参加者の「口コミ」によ

るブランド化の成功例。 

 

（4）国際教養大学の事例 

【要約】 

秋田の公立大学法人である国際教養大学では、ほぼすべての授業が英語で開講されており、

学部在学中（主に 2 年時か 3 年時）１年間の留学が必修となっている。これは、海外 77 の

提携大学との学生交流が前提となった教育設計で、１年間に 100名前後の交換留学生を受入

れ、代わりに 150名前後の日本人学生を派遣している。また、質の高い英語による授業が提

供できるよう、国際色と実務経験の豊かな教員の確保（6 割は外国人教員）と少人数クラス

の設定（1 クラス 15 人以下）、学生が自ら考え、意見を述べ、積極的に議論する米国式の授

業スタイルの採用などを行っている。 

 

（5）慶應大学の事例 

【要約】 

慶應義塾大学においては、留学生の受け入れと派遣を、数と質の両面においてさらに充

実させていくためのさまざまな取り組みがなされていた。まず、留学生の受け入れを向上

させていくために、短期の学生受け入れを促進したり、英語で学位が取れるプログラムを

整備したりしていた。 また留学生の派遣に関しても、奨学金の提供、外部機関との提携、

国際交流のためのスペースの設置等、の施策がとられていた。こうした多様な働きかけが、

近年行われた事務組織の改組と合わせて、大学の国際化を加速していくことが大いに期待

される。 

 

（6）早稲田大学の事例 

【要約】 

2009年 6月時点の留学生数 3,125 名（留学生比率 5.8％）、長期の派遣学生 760名、短期

（1 ヵ月程度）派遣 611 名（2008 年実績）の数字を誇る、名実共に、国内で最も国際化の

進んだ早稲田大学の特徴の 1 つは、この大規模な学生交流に、子会社への業務委託、国際

アドミッションズオフィスや翻訳センターの設立など、優れたマネジメントで対応してい

ることであり、国際化の進展が、早稲田大学の職員や教員の負担増につながることを緩和

している。 



13 
 

2番目の特徴は、学生の力をうまく活用しながら、充実した留学生及び派遣学生の支援を

行っていることであり、具体的には、留学センターによるチューター、学生留学アドバイ

ザー、国際コミュニティセンターによる学生スタッフリーダー、ランゲージ・エクスチェ

ンジ、キャリアセンターによる学生キャリアアドバイザー、レジデンスセンターによるレ

ジデント・アシスタント、ライティング・センターによる論文作成支援チューターなどが、

大学支援の制度としてあり、この他、留学生との交流や支援を目的とした学生の自発的な

ボランティア活動も活発である。このような学生による学生の支援体制は、学生のニーズ

に合ったきめ細かいサービスを提供し、事務方の負担を軽減するとともに、留学生、日本

人学生の貴重な交流を通じた教育機会となり、また、学内でのアルバイト機会を提供し、

それ自体が学生の生活支援にもつながっている。 

3番目の特徴は、学内での国際化の役割分担と収益事業である。留学センターは、国際化

のインフラ整備が遅れた学部の国際化のサポートに集中し、参加費を徴収する受入れプロ

グラムも開始した。 

 

（7）東京工業大学の事例 

【要約】 

短期留学プログラム YSEP に参加した留学生による修了時評価を分析し、Factory Study 

Tour、Topics on Japan、卒論研究などコア科目の魅力、課外プログラムの人気、プログラ

ム調整への満足が強みであり、大学全体で、留学生の教育・生活環境の整備に優先的に取

り組んできたことが、比較的高いプログラムの総合評価を実現できた背景にあると推察さ

れること、また、研究室で行われるゼミを始めとした使用言語の国際化（英語化）、英語に

よる専門科目の質の向上、寮の利用規則の緩和や交流場所の設置、すずかけ台キャンパス

における環境整備と留学生支援体制の強化が、今後の課題であることが判明した。 

 YSEP では、他大学の短期留学に比べて、欧州からの留学生比率が高く、教育内容・環境

に対して、厳しい評価が行われる傾向があるが、そのことは、東工大における教育内容・

環境の改善を促すきっかけともなり、評価の結果を、大学の国際化政策に反映する努力が

必要である。 

 

第 4章 企業及び関係機関との連携状況と課題 

1. 日本における企業及び関係機関との連携状況と課題 

（1）名古屋大学超短期（自動車工学）プログラム 

【要約】 

  このプログラムは、米国ミシガン大学工学部から、名古屋大学工学部にサマー・プロ

グラムやインターンシップ・プログラムを要望されたことが契機となって、2008年から開

始された。両工学部間には20年以上の研究交流と学生交流が培われてきた背景があり、名

古屋大学工学部・工学研究科としても、学部・大学院のより一層の国際化の一環として取
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り組まれた。工学部・工学研究科の専門分野と名古屋の地域を生かし、参加学生が渡航旅

費およびプログラム参加費を払って喜んで参加するような魅力的なプログラムを検討する

中で、地域の自動車関連産業と連携した自動車工学サマープログラム（6-7月、6週間）が

企画された。 

日本人学生にとっても魅力的な、｢技術革新の激しい最先端の自動車工学」をプログラム

の主題とし、13 の先端技術を講義課題に挙げ、名古屋大学の教員と自動車産業の研究者・

技術者とで共同で講義をもつというユニークなカリキュラムが組み上げられた。講義の合

間の工場見学、研究所見学とともに、一部の企業に偏らず、様々な自動車産業に分担して

協力が得られる形となっている。 

参加学生は、ミシガン大学だけでなく名古屋大学と学術交流協定をもつ大学の学生に拡

げたが、世界の有力な大学から自動車工学に大きな関心を寄せる優秀な学生が集まり、日

本人学生参加者とともに、最先端の講義内容を受け、クラス討議、グループプロジェクト

が行われる。活発な質問と討議が行われるため、講義担当者も高く評価し、プログラムが

協力企業内でも認知されるようになり、より協力が得られやすい状況に発展している。ミ

シガン大学からの示唆を受け、学部高学年あるいは大学院の単位として単位認定が受けら

れる講義としており、2年目(2009年)からは、毎年10大学近くから約30名の海外学生が参加

してきている。 

3年目の昨年(2010年)には、豊田章一郎トヨタ自動車名誉会長が授業参観して懇談会を持

ったほか、プロジェクト研究発表会にはトヨタＵＳＡ社のスタッフも聴講に訪れ，時間外

に参加者への就職情報提供が行われ、企業連携の新たな展開も生まれている。 

名古屋大学では、自動車工学サマープログラムの成功を受けて、国際化拠点整備事業（グ

ローバル30）に向けて、英語による学部プログラムの一つとして、自動車工学プログラム

が2011年10月から開始される予定である。 

【提言事項】 

① １学期あるいは１年間の短期留学（交換留学）プログラムが国内外で発展してきている

が、より短い期間で多数の学生に国際経験をさせたいとのニーズが海外で高まっており、

サマープログラム等の超短期（ショートステイ）プログラムやインターンシップ・プロ

グラムによる受入れは、その期待に大きく応えるものと思われる。日本語および日本文

化研修に加えて、専門分野を勉強できるプログラムのニーズも増している。 

② 大学や地域の特色が感じられない超短期（ショートステイ）プログラムは魅力が減じ、

奨学金を前提としたプログラムは長続きしない。奨学金はあくまでも呼び水として、基

本的にプログラム参加費で自立できるように、プログラム参加費を払うに値する特色の

ある、充実した内容の超短期（ショートステイ）プログラムを構築することが重要であ

ると思われる。大学だからこそ企画できる、専門性の高い内容をもったプログラムが望

ましく、高い専門性をもった学生が集まることで、企業側の協力もより得られやすくな

ると考えられる。 
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③ 日本企業・地域と連携した留学プログラムは、日本留学を引き寄せる大きな魅力であり、

企業関係者・地域関係団体に協力を求めたいが、一方的に企業・地域側に負担を求める

プログラムはあまり歓迎されず、長続きしない。企業にとっても、人的関係で維持され

るのではなく、プログラムへの組織的協力、専門分野での連携が意義あるものとして評

価されていくものが望ましい。名古屋大学の自動車工学サマープログラムは、企業と大

学の両者がwin-winの関係で連携した一つの成功モデルを提供できたのではないかと思

われる。 

 

（2）留学生宿舎に関しての大学と都市再生機構（UR）との連携について 

【要約】 

留学生受入に欠かせないインフラである宿舎であるが、その整備のために「借り上げ」

という手法に注目した。大阪大学においては、一部宿舎については日本学生支援機構の制

度を利用しての借り上げを行い、住環境整備から入居者管理までのパッケージとしてアウ

トソースしている。その運営方法や「仕組み」などについて解説した。 

【提言事項】 

①� 宿舎運営をアウトソースするなど、運営方法の合理化による、借り上げ宿舎運営など

の実施、ビジネス界との連携。 

②� JASSO「留学生借り上げ宿舎支援事業」の改善（シェアについては一定の割り増しを。

日本人同居についての容認・配慮、期間・入居資格や使途についても柔軟性） 

③� 他機関と連携した住居の確保。 

 

（3）広島大学短期交換留学プログラム留学生向けインターンシップにおける企業との連携 

【要約】 

2003年度より広島大学短期交換留学プログラム (Hiroshima University Study Abroad 

Program = HUSA) において「HUSAインターンシップ」（短期交換留学生向けインターンシッ

プ）を開講し、地域企業及び官公庁の協力を得ながら発展させてきた。2003 年度前期（春

学期）の留学生インターンの派遣開始から 2010 年度前期（春学期）で 8 回目を迎え、

2010-2011年度「HUSAインターンシップ」においても 14名のインターン派遣が決定してい

る。HUSA インターンシップの授業をより充実させるため、2010 年度前期からは、「HUSA イ

ンターンシップ」を、「HUSAインターンシップ I：キャリア理論と実践 (HUSA Internship I: 

Career Theory and Practice)」（日本語中級・上級向け、恒松担当）、「HUSA インターンシ

ップ II：実習 (HUSA Internship II: Practicum)」（日本語上級向け、恒松・堀田担当）の

二つの授業に分けて開講することとした。日本語中級の学生の場合、実際にはインターン

としての派遣は困難であるが、将来的にインターンシップや日本企業での就業を希望する

場合も多く、準備のための授業への参加を希望する学生がいたことなどを考慮し、「HUSAイ

ンターンシップ I：キャリア理論と実践」を受講可能とした。したがって、インターン派遣
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の準備の授業となる「HUSA インターンシップ I」は、日本語中級及び上級の学生が同時に

受講し将来的な可能性を共に伸ばしていく場となった。これらの新しい発展の取り組みで

目指した目標は、1) HUSAプログラム留学生が大学教育と社会とのつながりを体験する場を

創る、2) HUSA プログラム留学生が本学で学ぶ正規学生と共に多様な文化的背景を体感しな

がら学ぶ場を創る、の 2 点である。2010 年度は、企業体験者の講話を全学公開セミナーと

して授業に盛り込み、留学生と正規学生の PBL（課題発見解決型学習）教育法による協同学

習を導入し自主的学びを促進するなど、新しい展開を迎えている。 

HUSAインターンシップにおける大学と企業との「連携」において重要な点は、「短期交換

留学生」という特殊な存在とインターンシップ実施の意義を、担当教員が明確にそして熱

意を持って企業に伝えることである。短期交換留学生向けインターンシップは、企業が人

材発掘を目的として自ら立ち上げているインターンシップ制度と異なる性質を持ち、企業

のおかれた地域に存在する大学の国際化とそこに留学してきた留学生への国際貢献の精神

で支援される特徴を持つものである。交換留学生の実務能力は大変低く、2週間のインター

ンシップ期間中に即戦力となることはなく、またインターンシップ修了後、派遣された企

業に就職する可能性もほぼ無きに等しい。この現実を理解し、企業の国際貢献と支援を必

要としている現状を踏まえた上で、担当教員が企業と交渉する必要がある。留学生の将来

の発展への協力をお願いする熱意のある担当教員からの依頼、担当教員と受け入れ企業の

信頼関係、地域企業が持つ留学生の将来とグローバル社会への国際貢献の精神が HUSAイン

ターンシップの実現化をもたらしたと言える。 

地域企業からの提言に絶えず耳を傾け、HUSA インターンシップの改善策を練る中、2010

年 2月に、「広島大学短期交換留学プログラム(HUSA)『HUSAインターンシップ』コース企業

アンケート調査」と題し、HUSA インターンシップに関する地域企業の意識調査も行った。

その結果、企業側から見た交換留学生インターンシップに対する見解を認識することがで

きた。企業に対し「広島大学短期交換留学プログラム」及び「短期交換留学生向けインタ

ーンシップ」の意義を明示する重要性も明らかとなり、2010年 3月には新たに「HUSAイン

ターンシップ」についてのパンフレットを発行し、2003 年度より支援を受けてきた広島経

済同友会広島中央支部の 2010年 8月例会において説明する機会をいただいた。さらに、ア

ンケート調査結果に基づき、インターンの派遣時期及び受け入れ企業の開拓について改善

を行った。2003 年度から 2009年度までは、8月の 2週間をインターン派遣期間としていた

が、2010 年度より、冬季休暇・春季休暇・夏季休暇へと受け入れ可能期間を拡大し、より

柔軟にインターン派遣が行えるように改善した。また、新しい受け入れ企業の開拓に向け、

「企業登録制度」を導入することにより、「HUSAインターンシップ」受け入れに興味のある

企業は、随時担当教員を通じて受け入れ企業として登録できるシステムを整備した。この

ように、企業のニーズや状況を把握しながら対応する体制を整備することで、交換留学生

向けインターンシップを発展させる体制を構築してきた。 

【提言事項】 
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① 短期交換留学生向けインターンシップは、企業にあまり利益をもたらさず、採用に結

びつかないこと、地域企業からの無償の国際貢献の精神によって実現化できる現実を

理解し、担当教員が交渉にあたる必要がある。 

② 短期交換留学生インターン受け入れ先を開拓し地域企業から支援を得ていくためには、

担当教員が、自身の授業としての責任と使命感を明確に持ち、交換留学生向けインタ

ーンシップの意義を唱えて協力をよびかけ、地域企業間のネットワークと絶えずつな

がりを保っていくことが鍵となる。担当教員と受け入れを支援してきた地域企業との

信頼関係と共に国際貢献を目指す精神が根幹としてあり、教員がそのための礼を尽く

していくことが基礎となる。そのためには、毎年受け入れ企業を訪問して依頼し、ま

たインターンシップの成果報告をしていくことが重要である。それらの担当教員の努

力なくしては、短期交換留学生向けインターンシップの継続は不可能である。大学の

組織上の「システム化」と「授業の開講」のみでは全く機能しない事業である現実を

理解して動くことが必須である。 

③ 「HUSAインターンシップ」（「広島大学短期交換留学生向けインターンシップ」）は、大

学の授業として制度化しシステム化された授業として開講してはいるが、実際はシス

テム化は不可能で、毎年受け入れ企業はゼロからの開拓と理解したほうが正しい。教

員が努力して企業とのつながりを保ち、初めてその年の派遣が可能になる事業である

現実を知る必要がある。インターンシップ修了後に企業が提出するインターンシップ

評価表に「来年の受け入れは確約できない」と記述されているように、経営状況に左

右される企業にとり利益を生まない短期交換留学生インターン受け入れについて次年

度の確約をすることは無理であり、各年ごとの対応策を状況に応じて講じることが求

められる。 

④ ｢企業登録制度｣を導入したが、実際に登録した企業は 3 社であり、それらは「無償の

国際貢献の精神と親善の心」によるものである。2003 年の立ち上げから広島経済同友

会広島中央支部の企業ネットワークによる依頼が理由で受け入れを恒例で行ってきた

企業でさえ登録を躊躇している。企業間ネットワークからの依頼と教員の企業への連

絡により、本年度は 14名の派遣先を確保したが、このような継続した企業とのやりと

りと状況に応じた対応が不可欠であることを理解して実施していくことが必須である。 

 

2. EUにおける企業との連携状況と課題 

【要約】 

 EUでは競争力のある知識経済圏の確立というリスボン戦略の目標実現を目指して、2006

年以降、欧州委員会教育文化部を中心に、高等教育機関と企業の連携を促進する枠組みが

整備され、新生涯学習計画の中で、大学と企業の定期的なフォーラムの開催、エラスムス

多国間プロジェクトによる大学と企業等の連携のモデル案件の支援、また、エラスムス・

プレースメントと呼ばれるインターンシップが実施されてきた。 
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大学と企業等連携のモデル案件の支援においては、企業側がまだ十分に積極的でないこ

と、関係団体間の連携にとどまるため十分なインパクトや持続性が達成されていないこと

などが課題として挙げられている。 

また、エラスムス・プレースメントにおいては、学生の語学力の問題もあり受入れ企業

が増えないことが最大の課題であるが、新たに学生の語学学習や、企業社員と大学の教職

員の交流を支援するスキームを組入れることにより、国際インターンシップの拡大を図っ

ている。 

これらは比較的新しい取り組みであるが、大学と企業の連携を促進しようとする欧州委

員会のイニシャティブが明示され、過去の事例分析から課題の解決法を探り、新しい支援

を行う仕組みができていることから、日本の高等教育機関と企業の連携にも、多くの示唆

を与えている。 

【提言事項】 

 日本においても、大学と企業との国際教育交流における連携を支援する枠組みの形成と、

促進政策の実施が必要と考えられる。 

 

3. 韓国における企業との連携・協力による大学宿舎建設と管理運営 

【要約】 

韓国における民間資金導入による宿舎建設の具体的なスキームとしては、独立採算型で

収益型民間資金事業である BTO (Build-Transfer-Operation)方式と、サービス購入型で賃

貸型民間資金事業である BTL (Build-Transfer-Lease)方式が主流である。独立採算型(BTO)

とは、「民間企業がインフラ整備に投下した資金を、当該インフラの利用者から徴収する料

金で回収する仕組み」をいい、サービス購入型(BTL)とは、「民間企業がインフラ整備に投

下した資金を、政府による長期にわたる対価の支払いによって回収する仕組み」をいう。

BTO 方式は主に私立大学で採用され、BTL方式は国公立大学で採用されている。 

どちらも大学側の大きな財源の準備がなくても施設を建設できるという利点では同じで

ある。BTL方式と BTO 方式の違いとしては、BTLの場合、施設（宿舎）の建設は民間企業が

行うが、完成後の主たるサービスの提供は大学が行う。そのため、利用者（学生）は、そ

のサービスの料金（宿舎費）を大学に支払う。民間企業は、施設の維持管理など補助的・

補完的なサービスを利用者に提供するだけである。一方、BTOの場合は、民間企業が宿舎の

建設だけでなく、完成後の利用者へのサービス提供及び宿舎の維持管理を含めた総合的な

運営を行う。そのため、学生は宿舎費を当該民間企業に支払う。よって、宿舎費の設定や

料金改定は BTLの場合、大学が決めるが、BTOの場合は民間企業が収益も考慮しながら行う

ことになる。 

民間資本導入による大学宿舎は確かに施設設備を含め質的に大きく向上しており、ホテ

ル並みの快適さという評価がある一方、宿舎費が近隣の賃貸アパートより高額で、高所得

の家族の学生でなければ入居できないという批判が出ている。また、宿舎の入居基準にお
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いて、留学生が優先されていることに対する国内学生の不満もある。 

【提言事項】 

交換・短期留学生の受入れ拡大には、宿舎の整備・拡充と英語による授業の拡大・向上

が欠かせない。韓国はこの二つの課題への梃入れに本腰を入れており、逆に日本はこれら

の課題への取り組みの遅れが学生交流拡大のボトルネックとなっている。宿舎については、

規制緩和を含めた政策的支援により、民間企業との連携及び民間資金の導入を促進し、低

廉かつ質の高い宿舎を大学が建設しやすくすることは有効な方策の一つと言える。ただし、

日韓の金利の違い（金利の低い日本に対して、金利の高い韓国 ）及び民間賃貸アパートの

家賃相場変動の違い（デフレーションで家賃相場が安定している日本に対して、家賃相場

が上がり続けている韓国）などから、韓国の BTO 方式や BTL 方式による大学宿舎の建設が

日本でも有効に機能するとは言えない面もあることに注意しなければならない。 

 

第 5章 研究結果の総括と考察 

【要約】 

本研究の 4 項目の達成目標に対して、どのような研究成果が得られたかを概観し、それに

基づく考察と提案を行った。 

【提言事項】 

今後の日本の学生交流の拡充には「縦」と「横」の 2つの軸から検討する必要がある。 

 「縦」とは、日本へ留学する前、留学中、留学後という 3 つの時間軸にそった拡充策の

検討である。留学前の「上流」において、第 2 章で増山が提案するように、学生の内発的

動機付け（日本に興味がある）を高めるため、海外における日本語・日本文化普及活動を

強化し、日本留学と関連付けること必要である。留学後の「下流部分」のキャリア形成を

支援する活動を「留学中」のプログラムに組み入れることも、日本留学の魅力を高めるこ

とになると考えられる。 

 「横」軸は、学生交流における企業等との連携の拡大である。企業が「グローバル人材

の獲得や養成」に積極的になりつつある昨今、大学と企業が、どのように互いにメリット

のある形で連携を進めていけるのかは、日本の学生交流の大きな課題である。地方自治体

や職能団体との連携、研究助成機関との連携、国際協力機関や国際機関との連携、国内外

の大学との連携、元留学生との連携も考えられる。 

日本における「競争力のある知識経済」の実現のために、国際教育交流の果たす役割は

大きい。上記のような「縦」軸と「横」軸を視野に入れ、日本とアジアにおける魅力ある、

持続可能な学生交流のビジョンを策定し、関係者が共有し、政策や措置を進めていくこと

が必要である。 
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第 1章 日本と EUにおける学生交流の発展と今後の課題 

 

1. 日本と EU における学生交流の発展の比較と今後の政策への示唆 

佐藤由利子 

（1） 日本の短期留学受入れの発展 

 

日本における短期留学生の受入れは、1970年前後より、私立大学が先行して行っていた。

野水は、早稲田大学、関西外国語大学、南山大学などにおいて、米国のJYA（Junior Year 

Abroad）プログラムに応える形で、英語による学部生向け特別プログラム（主に「留学生

別科」と呼称）として実施されていた状況を指摘し1、本報告書第3章2．(3)の近藤による関

西外国語大学の山本甫氏からの聞取りでは、1970年代初頭の私立大学による主に米国から

の短期留学生受入れプログラム開設状況が紹介されている。このような取組みがあったに

せよ、米国から日本に受入れる留学生は、米国に派遣される日本人学生より少ない状況が

続いていた。1993年の日米文化教育交流会議 (US-Japan Conference on Cultural and 

Educational Interchange, CULCON) において、米国政府より、このような日米間の学生交

流不均衡是正の要望が出され、日本政府は、短期留学生受入れ制度の拡充を検討すること

となった。 

これを受けて、文部省は1994年に「短期留学推進に関する調査研究協力者会議」を組織

した。同会議はその報告書（1995）2で、短期留学受入れの意義として、次の3点を掲げてい

る。（下線とカッコ内の言葉は筆者による加筆） 

① 日本の大学に短期間、容易に留学する機会を増加することにより、より多くの留学

生が多様な国から留学する（多様性） 

② 日本と世界各国の大学間の協力、提携のいっそうの強化が図られると共に、日本人

学生と外国人学生との相互啓発も深められる（交流性） 

③ 大学間協定に基づく単位互換システムを整備することを通じて、日本の大学におけ

る教育研究指導方法の大幅な改善や国際化を促進する（通用性） 

また、短期留学推進の具体策として、次の様な改善を提案した。 

① 情報提供の充実 

② 大学間交流協定の整備と活用 

③ 英語等による特別カリキュラムの拡大 

④ 入国時の身元保証に係る機関保証への取組 

⑤ 奨学金等の充実 

                                                   
1 野水勉(2006)「英語による「短期プログラム」がもたらした国立大学の国際化-短期留学推進制度の 10

年－」、『国際戦略としての教授用語の英語化－短期留学プログラムの多国間比較研究、平成 15-17年度科

学研究費補助金基盤研究 B（2）報告書』、東京大学、pp.13-27 
2 留学交流事務研究会(2001)『留学生交流執務ハンドブック平成 13年度』、第一法規、p.262-272 
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⑥ ホームステイ先の開拓や留学生宿舎の整備  

⑦ 地域における受入れ体制の整備 

この報告書と並行する形で、文部省は短期留学推進のための予算を獲得し、1995年より、

国立大学において、学部生を対象とした20名以上の受入れ規模の「英語による短期留学プ

ログラム（短プロ）」を開始する場合には、教授1名、助教授1名、事務官1名のポストを付

与する促進策を開始した。また同年、「短期留学推進制度」という名称で短期の留学生受入

れ及び派遣学生に対する奨学金（月額10万円と渡航費及び渡日一時金、後に月額奨学金は8

万円に減額され、渡日一時金も廃止）が創設され、（財）日本国際教育協会（現・日本学生

支援機構JASSO）を通じて支給されることとなり、これらの措置を受け、1995年から九州大、

筑波大、東京大で短プロが開始された3。「短期留学推進制度」の受入れ分は2008年度にプロ

グラム申請を審査する形態を含む「短期外国人留学生支援制度」に移行し、2010年度の奨

学金割当は1,694名（大学推薦枠824名、プログラム枠870名、プログラム枠内訳は短プロ型

610名、単位互換型120名、その他140名）であり、「短プロ型」は、31国立大学法人と21私

立大学で58件実施され4、同制度の予算額は16億円である5。 

図1に示す通り、短期留学生（3カ月以上1年未満留学生ビザで日本に滞在する者）の数は、

1995年の3,088人から2010年には11,824人に増加し、全留学生に占める割合も5.7％から

8.3％に増え、短期留学生は日本の留学生受入れ政策の重要な柱の一つとなっている。他方、

協定に基づく日本人学生の短期派遣留学については、2010年に24,508人である6。 

北浜は短プロを「大学の国際化」という目標に向かって「多様性」「交流性」「通用性」

（上記「短期留学推進に関する調査研究協力者会議報告書」の短期留学受入れの意義とし

て示された3項目）を高めるイノベーションの一環と位置付け、短プロの実施により、大阪

大学において、留学生の多様性の向上、短プロ留学生と日本人学生の交流頻度の高まり、

教育の国際通用性（単位認定システム、教育方法の改善、教育内容の最適化）を高める努

力など「大学教育におけるイノベーション」が見られることを指摘し7、多様性の向上につ

いては実証研究も行っている8。しかし、このような「英語による短プロ」の教育実践は、

大学内で「出島」的な要素であり、イノベーションが試みられた「飛び地」部分のみが変

                                                   
3 野水（2005）、前掲書、p.15 

4平成22年度留学生交流支援制度（短期受入れ）審査概要 

http://www.jasso.go.jp/scholarship/short_term.html  (visited on Jan.20,2011) 

5 「高等教育局主要事項－平成２３年度概算要求－」p.30 

http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2010/09/01/1297091_10.pdf  

(visited on Jan.20,2011) 

6 日本学生支援機構(2010)「平成 20年度協定等に基づく日本人学生留学状況調査結果」

http://www.jasso.go.jp/statistics/intl_student/data09_s.html 
7北浜榮子(2003)「短期留学受け入れプログラムから大学の国際化へ －「大学教育におけるイノベーショ

ン」に関する一考察－」、『大阪大学留学生センター研究論集 多文化社会と留学生交流』、 7、pp.11-26 
8北浜榮子(2006)「留学交流における多様性の価値（Ⅰ）－大阪大学短期留学特別プログラム OUSSEPの 10

年－」、『生産と技術』、 58（2）、pp.62-66 
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わり、大学全体の変革に波及しない懸念をも指摘している9。野水も、短プロが国立大学に

もたらした効果として、①多様な地域からの留学生受入れ、②日本の大学教育の国際通用

性の向上、③大学の国際連携の促進、④（日本人学生の）海外留学への効果と国際的学生

コミュニティーの形成、を挙げているが、同時に、課題として、①英語による講義確保の

難しさ、②日本人学生の英語力強化の緊急性、を指摘している10。 
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図1 日本における留学生と短期留学生数の推移（1995-2009）

注） 日本学生支援機構のデータに基づき筆者作成

(人）

 

これらの共通課題に取り組むため、2000年代始めから、国立大学の短プロ関係者による

atankiと呼ばれるメーリングリストが形成され、定期的な情報交換会も開催されるように

なった。2006年には大学教育の国際化推進プログラム（海外先進教育実践支援）の一環と

して短プロ実施大学8校が申請した「英語で開講する授業の国際水準化支援事業」が採択さ

れ、欧米で実施されている教員研修(FD)への関係教員の参加や成果発表会などが行われた11。

また、日本人学生の英語力強化については、京都大学の青谷が、大学の枠を超え、非営利、

公開のTOEFL ・英語学習説明会を定期的に開催している12。 

短プロの多様化も、2000年代半ばから見られるようになった。大阪大学では、996年から

                                                   
9 北浜榮子(2003)、前掲書 p.9、p.25 
10 野水（2005）、前掲書 pp.14-22 
11 電気通信大学(2007)『文部科学省平成 18年度大学教育の国際化推進プログラム（海外先進教育実践支援）

英語で開講する授業の国際水準化支援事業成果報告書』 
12 http://aoitani.net/TOEFL_10.mhtml (visited on Jan.20,2011) 
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開始した短プロOUSSEPのレビューと今後のあり方に関する検討会を2005年度に開催し、EU

や北米の協定校の意見を聴取した上で、交換留学生側のニーズに応えるために、従来（1年

間）より短い1セメスターでの参加容認や日本語・日本研究に特化したプログラム、工学系

研究プロジェクトコースの創設などを提言し13、その後、これらの提言はプログラムとして

実現された。また、3カ月未満の超短期プログラムの開設も他大学に先駆けて行われている14。

増加した短プロを効率的に実施する大阪大学の取組み、名古屋大学の自動車工学分野の超

短期コース、一橋大学で開始した社会科学分野の短プロ、広島大学の短プロでのインター

ンシップの組入れ、東京工業大学における参加者評価に基づく短プロの強み弱みの分析は、

本報告書の第3章、第4章に紹介されている。 

2000年代半ばからの日本の大学国際化を促進する動きの中で、大学の「出島」「飛び地」

と表現されていた短プロについて、新たな動きが見られるようになった。その先駆けは、

2005年～2009年度に日本学術振興会によって実施された大学国際戦略本部強化事業である。

選定された20の大学及び大学共同利用機関で「国際戦略本部」といった全学横断的な組織

体制を整備し、国際展開を促進すると共に、国際展開モデルを明らかにすることを目的と

していたが、選定された国立大学法人の多くでは、短プロ関係者が、「国際戦略本部」的組

織の関係者として加わる動きがみられた。 

2008年に提唱された留学生受入れ30万人計画は、「グローバル戦略」の一環として、高度

外国人材の受入れとも連携し、優秀な留学生の戦略的獲得を目指しており、従来の留学生

政策の主管であった文部科学省、外務省に加え、経済産業省、厚生労働省、法務省、国土

交通省も新たに関係省庁として加わることとなった。 

2009年から開始された国際化拠点整備事業（グローバル 30）は、国際化拠点となる 30

大学を選定し、英語による授業の実施体制の構築、留学生受入れ体制の整備、戦略的な国

際連携の推進を図ることにより、日本の高等教育の国際競争力の強化と国際的に活躍でき

る人材の育成を図るものであった。2010年以降、事業仕分けの対象となったこともあり、

予算が削減され、2009年度に選定された 13大学でのみ実施されているが、選定大学では、

留学生受入れや派遣留学に人数目標が設定されていることもあり、従来以上に短期留学の

受入れ人数を拡大したり、大学院の正規課程に入学する留学生を増やすために、短プロを

「呼び水」として活用したり、大学内の「飛び地」的な存在だった英語による教育実践を、

全学レベルに広げる動きが見られる。 

予算にも変化が見られる。2004年度に22億円規模だった「短期留学推進制度（受入れ）」

予算が、緊縮財政の影響を受け2005年度には18億円となり、2010年度には16億円にまで縮

小した。他方、日本人学生の「内向き化」を懸念し、派遣留学促進を求める世論の中で、

                                                   
13 大阪大学国際交流委員会（2006）『大阪大学短期留学特別プログラム OUSSEPの今後のあり方に関する検

討結果』 
14近藤佐知彦（2009）「21世紀型「超短期」受入プログラム開発-30万人時代の受入構築に向けて-」『大阪

大学留学生センター研究論集 多文化社会と留学生交流』13号、pp.45-55 
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2011年度の文部科学省の予算要求では、3カ月未満の派遣学生が増えている傾向を踏まえ15、

超短期留学生の受入れと組み合わせて双方向型の学生交流を強化しようとする戦略から、1

カ月以上3カ月未満のショートビジット7000名・ショートステイ7000名の新規要求が行われ

た。この予算要求項目は、パブリックコメントを求める政策コンテストで1位になり、22億

円の新規予算が認められた。他方、従来の「短期外国人留学生支援制度」予算は、1,800人

から1,600人規模に削減されることとなった16。 

 

（2） EUにおける学生交流の発展と関連政策 

  

EUでは1987年から、欧州統合の強化を目指し、加盟国間の学生移動、大学間交流を促進

するエラスムス（ERASMUS, European Community Action Scheme for the Mobility of 

University Students）計画が発足した。同計画の中心は短期（3カ月以上1年以内）の域内

学生交流の財政的、学術的、行政的支援であり、送出し側と受入れ側の大学・学部間で協

定が結ばれていれば、入学後1年を経た学生は誰でも参加できる。1987年当初、11カ国3,200

人の規模で開始した同計画は、2010年までの23年間で、33カ国、4,000を超える高等教育機

関から220万人を超える学生と25万人の高等教育機関の教職員が参加するに至り、2011年現

在も、年間約20万人の学生がERASMUS の下で教育・訓練やインターンシップに参加し、4.5

億ユーロの年間予算が計上されている17。 

吉川は、1967年の超国家機関としての欧州共同体(EC)の成立に始まり、1976年からの

Joint Study Programを試行した後のエラスムス計画の発足、1993年のEU誕生と高等教育に

おけるEUの主導権の強化、エラスムス計画参加者の拡大と欧州単位互換制度（ECTS, 

European Credit Transfer System）の普及、欧州高等教育圏（EHEA, European Higher 

Education Area）の設立を謳った1999年のボローニャ宣言の採択、2010年までにボローニ

ャ宣言で掲げられた目標を達成するためのボローニャ・プロセスについて分析している18。   

なお、欧州高等教育圏の確立と欧州高等教育システムの世界への拡大を目指して、29カ

国が署名したボローニャ宣言の目標(後にaction linesと呼ばれる)は以下の6つである。 

① ディプロマ・サプルメント（Diploma Supplement）を含め、理解しやすく比較可能な

学位制度の採用 

                                                   
15留学生特別委員会（第 7回）配布資料 10-2「協定等に基づく日本人学生留学状況の推移」

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/020/gijiroku/s08052004.htm (visited on 

Jan.20,2011) 
16 平成 23年度予算（案）主要項目、p.15 

http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2011/01/31/1301072_13.pdf 

(visited on Jan.20,2011) 
17 ERASMUS Program http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_en.htm 

(visited on Jan.20,2011) 
18吉川裕美子（2003）「ヨーロッパ統合と高等教育政策-エラスムス・プログラムからボローニャ・プロセス

へ-」『大学評価・学位授与機構 研究紀要』第 17号、p.71-90 

http://svrrd2.niad.ac.jp/journal/journal_no17/yoshikawa.pdf (visited on Jan.20,2011) 



25 
 

② 学士課程と大学院課程という2サイクルシステムをすべての国に導入し、第一学位は3

年以上の修業年限でヨーロッパの労働市場に適切なレベルの資格であること 

③ 学生の流動化を促進するために、ECTSと互換性のある単位制度を導入すること 

④ 学生・教職員の自由な移動を阻む障害を取り除き、流動化を促進すること 

⑤ 比較可能な基準と方法を開発し、質の保証においてヨーロッパの協力を進めること 

⑥ 高等教育におけるヨーロッパの視点を促進すること 

堀田はエラスムス計画の発展について、①パイロット・プロジェクトとして大学教員の

個人的なネットワークに依存していた第 1 発展期（1987-1995 年）、②大学がプログラム全

体の運営責任を取る体制へと移行した第 2成長期(1995-1999年)、③ボローニャ・プロセス

開始後、教員交流とカリキュラム開発に重点をおき発展した拡充期(2000-2006 年)、ポス

ト・ボローニャ・プロセスも構想に入れた第 4 成長期（2007-2013 年）、に分けて分析して

いる 19。また、「エラスムスの発展なくして、ボローニャ・プロセスはなかった」とのUlrich 

Teichler の言葉を引用しながら、EU高等教育の質保証にエラスムス計画及びボローニャ・

プロセスが及ぼした影響を分析している 20。 

欧州委員会による 30 カ国 2,283 機関（主に大学）を対象とした調査に基づくエラスムス

計画の欧州高等教育へのインパクト報告においても、上記ボローニャ宣言の 6 つの目標の

内、2番目（学部と大学院の 2サイクルシステム）を除く 5つまでが、エラスムス計画の直

接の効果として達成されたと分析している。また、半数以上の大学が、同計画が「国際化

戦略の確立・発展」「大学の国際広報や魅力向上」、「学生の履修内容の透明性・互換性改善」

を促進したと回答し、50％のエラスムス・コーディネーターが、「教育や学習の国際化」、

39％が「国際（研究）プロジェクトへの参加促進」に効果があったと回答している。更に、

学生サービス面では、75％のコーディネーターが「派遣留学のカウンセリング」、68％が「受

入れ学生への手続き対応」、61％が「英語による授業や他の情報提供」について、それぞれ

改善が見られたと回答している 21。 

2004 年からは、EUの複数大学による共同修士課程の運営とEU域外の学生に対する奨学金

供与を主な柱とするエラスムス・ムンドゥス計画（Erasmus Mundus, Mundusはラテン語で

「世界」の意）が開始された。エラスムス・ムンドゥス第 1 期（2004－2008 年）計画中、

400 のEUの大学が 103 の共同修士課程を開設し、EU域外の約 6000人の学生と約 1000人の研

                                                   
19堀田泰司（2009）「第 1章 エラスムス計画及びエラスムス・ムンデュス計画の展開、成果及び課題」上

別府隆男『平成 20年度文部科学省先導的大学改革推進委託事業アジア・太平洋における大学間交流等の拡

大』、pp.1-11。 

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/itaku/__icsFiles/afieldfile/2010/11/12/1299006_1.pdf 

(visited on Jan.20,2011) 
20堀田泰司（2009）「第 2章 欧州高等教育の質保証にエラスムス及びボローニャ・プロセスが及ぼした影

響」、上別府、前掲書、pp.12-21 

21 European Commission (2008) “Impact of ERASMUS on European Higher Education: Quality, Openness 

and Internationalisation”, p.4 
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究者に奨学金が供与された 22。 

また、2009 年からはエラスムス・ムンドゥス第 2 期（2009－2013 年）計画が、5 年間で

9.5 億ユーロの予算規模で開始された。同計画は、最低 3つのEUの高等教育機関が加わった

コンソーシアム（域外の大学の参加可）による共同の修士・博士課程プログラムの形成を

柱とするアクション 1 と、欧州域内と域外の特定対象国の大学同士のパートナーシップの

形成を柱とするアクション 2 を主な柱とし、各プログラムの運営助成とEU域内外の参加学

生及び研究者に対する奨学金が、主な支援内容である。アクション 2 は、欧州委員会の外

交部の予算によって運営され 23、教育外交戦略としても位置付けられていることがわかる。 

欧州委員会のエラスムス・ムンドゥス計画に関するウェブサイトには、「政治的文脈」の

箇所に、エラスムス計画の大きな成功に触発されてエラスムス・ムンドゥス計画が始まっ

たこと、EUを「世界で最も競争力のある知識経済圏」にし、「高い教育の質と卓越」を実現

するという、2000 年のリスボン戦略の目標と連携していることを示し、計画による具体的

成果としては次のものが掲げられている 24。 

① 異文化間の貴重な交流と会話のフレームワークの提供 

② 世界中の学生及び研究者の交流支援をすることにより、参加者に対し、生涯にわたる

グローバルな知識社会の備えをする 

③ 学位システムの統合を促進し、EUの高等教育の魅力を高める（ボローニャ・プロセス

と国別改革の中心テーマでもある） 

エラスムス・ムンドゥス計画は、エラスムス計画とボローニャ・プロセスを通じて培わ

れた共通の学位システムや教育の質保証制度、単位互換制度を、EU 域外との教育交流にお

いても大いに活用しようとするものであるが、同時に、ボローニャ・プロセスの一層の推

進の役割も期待されていることがわかる。 

2010年には、リスボン宣言を引き継ぐ形で、ヨーロッパ 2020戦略が公表された。①（知

識とイノベーションに基づいた）スマートな成長、②持続可能な成長、③（社会や国境を

越えた）包括的 (inclusive)な成長の 3 つを柱とし、2020 年までに次の 5 つを達成するこ

とを目標に掲げている 25。 

① 20～64歳人口の75 %の雇用 

② EUのGDPの 3%が研究開発に投資される 

③ 20/20/20の気候変動／エネルギー目標の達成 

④ 退学者を10％以下とし、40％の若者が高等教育を受ける。 

⑤ 貧困層を2000万人以下とする。 

2009年の欧州高等教育圏(EHEA) 46カ国の教育大臣会合で出されたルーベン声明
                                                   
22 駐日欧州委員会代表部広報部（2009）エラスムス・ムンドゥス 
23駐日欧州委員会代表部広報部 Mrs. Vareilleインタビュー（2010年 8月 16日）に基づく。 
24 Erasmus Mundus Overview 

http://ec.europa.eu/education/erasmus-mundus/doc514_en.htm (visited on Jan.20,2011) 
25 Europe 2020 Strategy Executive Summary 

http://eunec.vlor.be/detail_bestanden/doc014%20Europe%202020.pdf (visited on Jan.20,2011) 
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(Leuven communiqué)では、更なるボローニャ・プロセス促進を通じて達成すべき2020

年までの欧州高等教育の目標として、下記の項目が挙げられている。 

・高等教育への公平なアクセスや生涯教育の実現 

・雇用可能性(Employability)の向上 

・学生の学習成果(learning outcome)を重視した教育 

・研究やイノベーションとの関連強化 

・国際的開放性 

・EHEAの卒業者の少なくとも20％が（在学中に）国外で教育や訓練を受ける 

ヨーロッパ 2020 戦略に掲げられた目標の内、雇用、研究、教育に関する部分は、

2020年までのボローニャ・プロセスの達成目標を示したルーベン声明によって裏付け

られていることがわかる。また、ボローニャ・プロセスを推進する 2つの車 

輪とも言えるエラスムス計画及びエラスムス・ムンドゥス計画に対して、国際的人材養

成や大学間の国際的パートナーシップ形成を通じ、雇用可能性の向上や研究開発促進とい

った、より広い文脈からの役割も期待されていると言えよう。 

EUでは、2006／2007 年、世界の留学生の半数に相当する 151 万人の留学生（58％がEU域

外から、38％が域内から、4％は不明））を受入れ、在籍学生総数に占める留学生比率は、

6.9％に上っている。2002/2003年のデータと比べると、留学生数は 35％増加し、留学生比

率は、5.8％から 6.9％に上昇している。また、2006／2007年、673,000人の学生が国外（85％

はEU域内へ、15％は域外へ）で学び、在籍学生総数に占める派遣留学生の割合は 3.3％に上

っている。2002/2003 年のデータと比べると、派遣留学生数は 17％増加し、派遣留学生比

率は、3.1％から 3.3％に上昇している 26。 

エラスムス計画及びエラスムス・ムンドゥス計画を両輪とするボローニャプ・プロセス

の進行が、EU の高等教育を世界に開かれたものとし、大規模な留学生の流入と送出しを実

現していることがわかる。 

 

（3） EUと日本の学生交流政策の比較と示唆事項 

 

表 1 は上記(1)(2)で分析した、EU と日本の学生交流政策を比較したものである。エラス

ムス計画は「欧州域内」の交流支援であり、エラスムス・ムンドゥス計画は「共同大学院

課程」の形成と参加学生への支援であることから、「日本と海外」の「主に非正規課程に

参加する」学生交流を支援する日本の短期留学推進制度とは、同じ座標に位置していない

面もある。しかし、エラスムス・ムンドゥス計画に見られる「共同大学院課程」を、学生

交流により大学間の連携が深まり、単位互換などの制度が整備されたことにより実現され

た「進化形」と捉えるならば、広い枠組みでの両者の比較も可能と考えられる。 

                                                   
26 Academic Cooperation Association (ACA)Director Wächter,B. “Trends in degree mobility in Europe”, 

Power Point file at EAIE/ACA Seminar in EAIE (European Association for International Education) 

Annual Conference at Nantes on Sept. 15, 2010, 
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表 1 EUと日本の学生交流政策の比較 

 EU 日本 

 
中
心
政
策 
の
概
要
と
特
徴 

エラスムス計画：欧州統合の強化を目指し、1987

年、短期（3カ月以上 1年以内）の欧州域内学生

交流の財政的、学術的、行政的支援を中核として

開始。1999年からのボローニャ・プロセスにおけ

る共通の学位システムや教育の質保証制度、単位

互換制度の整備を実現 

エラスムス・ムンドゥス計画：EUの複数大学によ

る共同大学院コースの形成支援と EU域外の学生

に対する奨学金供与等を通じて、EUの高等教育の

魅力を高め、学位システムの統合を促進し、異文

化間の交流を促進し、リスボン戦略に掲げられた

「最も競争力のある知識経済圏」と「高い教育の

質と卓越」の実現を図る 

短期留学推進制度：1995年に短期

（3カ月以上1年未満）留学生及び

派遣留学生への奨学金供与を開

始。併せて「英語による短期留学

プログラム（短プロ）」を開始す

る場合には、国立大学の教職員ポ

ストを付与する措置を講じ、2010

年までに31国立大学法人と21私立

大学で58の短期留学プログラム

（短プロ）が開設される。 

2011年より1カ月以上3カ月未満の

ショートビジット7000名・ショー

トステイ7000名の新規プログラム 

 
人
数
と
予
算 
 

エラスムス計画：1987 年当初、11カ国 3,200人の

規模で開始した同計画は、2010年までの 23年間

で、33カ国、4,000 を超える高等教育機関から 220

万人を超える学生と 25万人の高等教育機関の教

職員が参加。現在も、毎年約 20万人の学生が参加。

年間予算 4.5 億ユーロ 

エラスムス・ムンドゥス第 1期（2004－2008年）：

400の EUの大学が 103の共同修士課程を開設し、

EU域外の約 6000人の学生と約 1000人の研究者に

奨学金供与 

エラスムス・ムンドゥス第 2期（2009－2013年）：

5年間で 9.5 億ユーロの予算規模で開始 

短期留学生は1995年の3,088人か

ら2010年には11,824人に増加（協

定に基づく短期派遣留学生は2010

年24,508人）、 

2010年度の奨学金割当は1,694名

（大学推薦枠824名、プログラム枠

870名、内訳は短プロ型610名、単

位互換型120名、その他140名） 

予算は16億円 

2011年度ショートビジット・ショ

ートステイ予算22億円 

 
主
な
歴
史
と
関
係
政
策 

1987年エラスムスの実験的開始 

 

1993年 EU発足 

 

1999年 ボローニャ宣言 

ボローニャ・プロセスの開始 

2000年リスボン宣言→リスボン戦略 

2004年～2008年エラスムス・ムンドゥス第 1期：  

EU 内の複数大学による共同修士課程開設を支援

1970年前後から私立大学での英語

による短期留学生受入れ 

1993年の日米文化教育交流会議

1994年短期留学推進に関する調査

研究協力者会議 

1995年短期留学推進制度の創設 
九州大、筑波大、東京大で短プロ
を開始 

2005年～2009年大学国際戦略本部

強化事業 
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EU域外の参加学生への奨学金提供 

2009年～2012年エラスムス・ムンドゥス第 2期：

域外の大学を含めた共同修士・博士課程の開設支

援と EU 域内域外の参加学生への奨学金提供 

2008年～留学生 30万人計画 

2009年～国際化拠点整備事業 

2011年～ショートステイ・ショー

トビジット 

 

EUと日本の学生交流の違いとしてまず挙げられるのは、参加人数の違いである。EUでは、

2010 年、年間約 20 万人の学生がエラスムス計画に参加したのに対し、日本の 2010 年の短

期留学生は、受入れが 12,000人、派遣が 25,000人にとどまっている。 

堀田は、1987年～1995年のエラスムス計画第 1成長期において、参加国、参加大学、参

加学生の急速な増大と欧州委員会による積極的な支援があったことを指摘しているが 27、そ

れは、欧州統合の強化、という大きなモメンタムの中で促進されたと考えられる 28。そして、

そのような多様で大規模な学生交流をスムーズに行う仕組みとして、欧州単位互換制度

(ECTS)が生み出され、1990年代に普及し、1999年からのボローニャ・プロセスに見られる

共通の学位システムや教育の質保証制度も含む「国際教育交流基盤」整備の先がけとなり、

この整備された「国際教育交流基盤」が、更にエラスムス計画を活発化させ、エラスムス・

ムンドゥス計画に発展し、EU域外との学生交流においても「欧州標準」として他地域に影

響を与えるといった「学生交流」と「国際教育交流基盤」間の好循環が存在することが、

EUにおける目覚ましい学生交流の発展の背景にあると考えられる。また、エラスムス計画

の欧州高等教育へのインパクト報告に見られるように、このような好循環を通じて、EUの

高等教育の国際化が進み、質とサービスが向上し、EUで学ぶ留学生の増加に見られるよう

に、高等教育の魅力が国際的に認知されるようになったと考えられる。 

国際的な留学生獲得競争の中で、英語母国語圏が非英語母国語圏に比べて有利な状況に

ある中、非英語母国語国が多数を占めるEUにおいて、このような高等教育の国際化と魅力

の向上を実現したことは、非英語圏の日本にも大きな示唆を与えるものである。特に 2009

年に「東アジア共同体構想」が打ち出され、第 2 回日中韓サミットにおいて日中韓におけ

る大学交流の促進が合意され 29、将来的にはASEAN諸国やインドなども含めたアジアにおけ

る学生交流の活発化を目指して、単位互換、成績評価の基準、交流プログラムのあり方な

ど、大学の質保証システムの検討が始まり、2010年には、CAMPUS Asia (Collective Action 

for Mobility Program of University Students in Asia)と名付けられた日中韓の大学

間交流構想に関する連携推進会議が発足、という流れの中で、EUが達成したような活発

な学生交流と高等教育の国際化を、今後、日本と他のアジア諸国が実現しうるかどうかは、

大きな関心事項である。 
                                                   
27 堀田（2010）前掲書、p.2-3。 
28 吉川は、1980年代後半から、エラスムス計画を始め、欧州統合を視野に入れた教育プログラムが次々に

設けられたと指摘している。吉川（2003）前掲書、p.75。 
29文部科学省「第 2回日中韓サミットの結果について」

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/025/gijiroku/attach/1288057.htm (visited 

on Jan.20,2011) 
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表 1 に示したように、日本の学生交流は、1993 年の日米文化教育交流会議における日米

間の学生交流不均衡の指摘をきっかけとして短期留学推進制度が創設され、奨学金や国立

大学における教職員ポストの付与と言った政策により、「英語による短期留学プログラム

（短プロ）」が 52の国立私立大学で開設されるに至った。2000年代半ばからの大学の国際

化を促進する動きの中で、短プロによって始められた英語による教育や協定校との間での

単位認定など、国際教育交流のための活動や仕組みが大学内に広がる現象が見られている。

また、米国への留学生数の減少に見られるような「若者の内向き化」を懸念する世論から、

2011年度には 22 億円のショートビジット・ショートステイの新規予算が認められ、先に挙

げたアジアの学生交流構想と併せ、学生交流への新しいモメンタムが生まれつつある。 

このような貴重な機会を活かし、日本とアジアの学生交流を発展させ、高等教育の国際

化を実現するために、本稿の最後に、EU と日本の学生交流政策の比較から導かれる示唆的

事項を 4つ挙げたい。 

第 1 は、学生交流推進のための政治的枠組みの違いを踏まえた対応の必要性である。エ

ラスムス計画が始まった当時の欧州では、既にECが成立し、欧州委員会を始めとした政治

的枠組みがあり、エラスムス計画などの学生交流推進のために資金的な援助を行っていた。

これに対し、アジアにおいては、そのような政治的な枠組みが成立しておらず、メンバー

国から資金を集めて学生交流を支援する仕組みが十分にできていない 30。このような中で学

生交流を推進するには、国や関係団体から必要な資金を集める仕組みや、資金援助が少な

くても学生が参加したいと考えるような、魅力的なプログラムの形成が不可欠と考えられ

る。学生が自費参加する魅力的プログラム形成のためには、学生側のニーズは何か、また、

どのような人材がアジアの国々で求められているかに関する綿密な調査が必要である。 

第 2 は、EUと日本／アジアにおける国際化状況の違いである。EUの多くは非英語母国語

圏ではあっても、言語的に英語と近い言語を母国語とする国々が多く、英語習得の困難さ

はアジア言語圏よりは低い。また、地続きで、長く国境を越えた人の行き来が盛んであり、

外国人口比率も相対的に高い。これに比べ、アジアにおける学生交流の中心国と位置付け

られている日本、中国、韓国は、いずれも外国人口比率が低く 31、TOEFLスコアに見られる

ように英語力水準も高くない 32。このような条件の中で、多くの学生が望む、英語力の向上

が実現できるような学生交流プログラムの形成や、日本語、中国語、韓国語といった各国

の言語習得に関するニーズの把握と、ニーズに対応したプログラムの形成について、慎重

な検討が必要である。 

                                                   
302008年に開始した 21世紀東アジア青少年大交流計画(JENESYS)では、日本から ASEAN事務局等に対し資

金を拠出して学生交流を支援しており、一部では取組みが見られる。 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/jc_koryu21/sdk_keikaku.html (visited on Jan.20,2011) 
31 2007年の外国人口比率は、日本が 1.68％、韓国が 1.65％である。OECD Stat Extracts 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?lang=en  (accessed on Janualy 20, 2011)  また、中国の外国人口

比率は公表されていないが、政府が外国人の永住権や国籍の取得を制限しているため、低いと推定される。 
32 Educational Testing Service (2005) Test and Score Data Summary 2004-05 Test Year Data Test of 

English as a Foreign Language 

http://www.ets.org/Media/Research/pdf/TOEFL-SUM-0405-DATA.pdf (visited on Janualy 20, 2011) 

http://www.ets.org/Media/Research/pdf/TOEFL-SUM-0405-DATA.pdf
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第 3 は、日本が提供してきた学生交流プログラムの強みと弱みの把握と、それを踏まえ

た魅力的なプログラム形成の必要性である。本報告書では、第 2章で日本と EUに短期留学

した学生への調査結果や、送出し側から見た日本の短期留学の課題を分析し、第 3章では、

日本における短期留学受入れのさまざまな取組みを紹介し、第 4 章では、短期留学プログ

ラムと企業や関係機関との連携を取り上げ、第 5 章ではそれに基づいた提言を取りまとめ

ている。このような日本の短期留学プログラムの内外からの評価や分析に基づいて、強み

を活かし、弱みをカバーするようなプログラムを、今後、形成していく必要がある。 

第 4 は、雇用、研究、外交、人材獲得といった教育以外の分野との連携とビジョン提示

の必要性である。本節（2）で分析したように、EUではエラスムス計画やエラスムス・ムン

ドゥス計画に、雇用可能性の向上や研究開発促進、外交関係の強化といった、より広い文

脈からの役割も期待されている。学生交流は、参加学生の雇用可能性の向上、研究ネット

ワークの形成、外交関係強化、国際的人材の獲得、高等教育の国際化や質の向上と言った、

関係する学生、大学、企業、国、それぞれにメリットをもたらす可能性を有する。このた

め、教育分野で閉じた形で運営するのではなく、企業、研究（助成）機関、外交（国際協

力）機関など幅広い組織と連携する形で実施することが必要であり、そのことにより、第 1

で指摘した資金面の隘路や魅力的なプログラム形成にも一定の解決が与えられ、日本の学

生交流プログラムの弱い部分の強化も可能になるのではないかと考えられる。そのために

は、企業、国際協力機関、研究支援機関等のニーズ分析と共に、教育の枠を超えた、日本

とアジアにおける学生交流のビジョンの提示が必要だと思われる。 
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2. 東アジア共同体構想と学生交流の課題 

堀田泰司 

 

90年代より東アジア共同体の構想は、域内の経済協力を中心に検討が重ねられてきた。

その構想が特に高等教育の分野において発展したのは、2009年10月に開催された第2回日中

韓サミット、そして第12回ASEAN+3首脳会議並びに第4回東アジアサミットにおいて、日中

韓の三国間並びに東アジア全域1における質の保証の伴った学生交流の促進に向けて、どの

ような制度的整備、そして交流事業を発展させていくべきか今後、協議を続けて行く方針

が定められたことが大きく影響している。そうした一連の流れの下、2010年にはさらに様々

な会議が開かれ、現在に至っている。また、筆者は平成21年度（2009）文部科学省先導的

大学改革推進経費による「ACTS（ASEAN Credit Transfer System）と各国の単位互換に関

する研究」の研究代表者として、2010年2月から3月にかけ、国内外の研究者・政府関係者

等約30名の協力を得て、アジア13カ国2の高等教育における単位制度、成績評価制度等を調

査した。以上のことから本稿では、近年の高等教育分野のおける東アジア共同体構想に関

連した政府レベルで検討されている事項の解説並びに上記委託研究報告書等から分かるア

ジア諸国間の学生交流事業促進の阻害要因と今後の課題について考察する。 

（1） アセアン諸国の「ＡＣＴＳ」並び日中韓の「キャンパス・アジア」の発展について 

近年の高等教育分野における東アジア地域内の連携体制の構築には、いくつかの特徴が

ある。今回の一連の発展の１つの特徴は、現在、ASEAN諸国（10カ国）と日中韓の 3カ国

の２つの独立した地域で話し合いが行われている点である。そして、もう１つの特徴は、

それら全ての国が参加する ASEAN+3の首脳会議でも将来の連携体制の構築にむけた検討が

進められており、13 カ国全体の連携にも各国が積極的な姿勢を示している点である。それ

ぞれの地域が独自の域内の発展を目指しつつも、共通の枠組みを共同で構築し、より活発

な教育交流並びに域内の知的人材の流動性の向上を目指すという点では、どちらのグルー

プも共通の目的を持っており、最終的には 13 カ国全体が相互に連携し、東アジア全域の

発展を目指している。では、なぜ、東アジア全域で、このような計画に各国が積極的にな

ったのであろうか。 

第 1 要因としては、やはり欧州諸国が昨年まで推進してきたボローニャ・プロセスの影

響が大きいと言えよう。特にSEAMEO3-RIHED4 (Southeast Asian Ministers of Education 

                                                   
1 本稿では、東アジア地域をインドネシア、韓国、カンボジア、シンガポール、タイ、中国、日本、フィ

リピン、ブルネイ・ダルサラーム、ベトナム、マレーシア、ミヤンマー、ラオスの 13 カ国に限定する。 
2 調査対象となった 13カ国は、（東アジア諸国）韓国、中国、日本、（東南アジア諸国）インドネシア、シ

ンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ・ダルサラーム、マレーシア、（メコン川流域諸国）カンボジ

ア、ベトナム、ミヤンマー、ラオスである。 
3 詳しい情報は、http://www.seameo.org/ を参照 
4 詳しい情報は、http://www.rihed.seameo.org/index.php?option=com_content&task=view&id=40 
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Organization ― Regional Center for Higher Education and Development) の

「Harmonization of Higher Education」5 が代表するような欧州諸国はボローニャ・プ

ロセスを通して、実際に各国の高等教育制度を改革し、基本的な制度の統合を成功させる

ことができたという見方を多くのアジア諸国が抱いたことが近年のアジア諸国間の活発

なディスカションを生んでいると考える。 

第 2 の要因としては、ボローニャ・プロセスも密接に関連するが、近年、世界的にそれ

ぞれの地域、国、政府、認証団体、そして高等教育機関レベルで、国際的競争の中でそれ

ぞれの高等教育機関が生き抜くために高等教育の質をどう保証していくかという課題に

対し、強い関心を抱くようになったことも大きく影響していると言える。現在、東アジア

地域全体の人材育成、そして域内の人材の流動性を向上させるためには、高等教育の質を

相互にどう向上させ、同時にどう評価していくかという課題が重要視されている。しかし、

実際には、この課題は細部にわたる各国の高等教育制度並び各教育機関レベルの教育制度

並びに内容と直接関係しており、そこに何らかの共通のフレームワークを構築するのは隣

国との強固な連携体制が必要不可欠であることを各国が強く認識しているのがこうした

東アジアにおける一連の議論を生んでいると考える。 

以上のような近年の特に欧州諸国における高等教育圏の発展に影響され、アジアでは、

２つの大きな活動が始まっている。その１つは、アセアン諸国間での学生交流のための単

位互換方式としてAUN (ASEAN University Network) 6が提唱した「ACTS」(ASEAN Credit 

Transfer System)7である。また、もう１つの動きは、昨年より開始した日中韓の三国によ

り進められている「キャンパス・アジア」である。 

ACTSの発展と事業内容：ASEAN諸国は、これまでにもAUNというアセアン諸国を代表す

る 26 大学（2010 年 7 月現在）で構成された教育・研究交流を促進するためのコンソーシ

アムを作り学生交流を実施している。そして、現在はそうした学生交流事業をより円滑に

実施するため「ACTS」を単位互換制度として確立しようとしている。2008年から「ACTS」

の構想は提唱され、2009年 3月に質を相互に保証し合う学生交流をどのように構築するか

というテーマで第 1回目の会議を行った。そして、2015年までに構築されるアセアン経済

圏に向けた高等教育圏の構築とアセアン諸国間の人材の流動性を向上させるため

AUN-ACTS事業を立ち上げ、アセアン諸国に共通した単位互換システムを構築しAUN協定大

学だけでなく将来的には、アセアン諸国全体の学生交流に活用しようとしている。8 

 

ACTSは、欧州諸国のECTS をモデルに 1単位を 25-30時間の学習時間数で換算すること

                                                                                                                                                     
&Itemid=48を参照 

5 http://www.rihed.seameo.org/index.php?option=com_content&task=view&id=97&Itemid= 39 

（ダウンロード可能なファイル）http://www.rihed.seameo.org/uploadfiles/harmonic.pdf 
6 詳しい情報は、http://www.aun-sec.org/ を参照 
7 7 詳しい情報は、http://www.aunsec.org/site/main/web/index.php?option=com_content&view= 

category&id= 130&Itemid=171&lang=en を参照 
8 AUN事務局での聞き取り調査より。 
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を基本理念とし、さらに将来的には、教育カリキュラムにおいてそれぞれの科目の学習成

果(Learning Outcomes)も明記した情報を相互に交換し、学生交流の質を向上させようと

いう計画である。9 また、AUN-ACTSの実際の学生交流事業は、これまでの学生交流では、

1学期 6科目（18単位）の履修を条件としていたが、交流をさらに拡大するために学生は

最低 3 科目（9 単位）の履修し、派遣大学はその単位をACTSに換算し必ず互換すると言う

条件で学生交流を行っている。これにより学生は単位互換を必要としない専門以外の選択

科目や他国の言語教育科目等も履修することができるようになった。 成績は、ECTSやUCTS

（UMAP Credit Transfer Scheme）10 と同様の相対的評価のスケールを基本的なシステム

として奨励しているが、チュラロンコン大学やマヒドン大学のようにすでに +/－を表記

し更に細分化した成績評価システムを使っている参加大学もあるので、そうした方式の成

績も換算表にいれてある。このACTSを活用した学生交流事業はインドネシア大学が国際事

務局を担当し、単位互換を保証した学生交流事業を展開している。以上のように、アセア

ン諸国の質の保証の伴った学生交流の促進は、メンバー大学間の学生交流における単位互

換に「ACTS」の活用が検討され、すでに試行が始まっている。これに対し、日中韓の三国

では、次の通り、昨年より「キャンパス・アジア」という三国間の質の保証の伴った学生

交流並びに協働教育の発展等を検討し始めている。 

「キャンパス・アジア」構想と事業計画：アセアン諸国のAUNの学生交流並びにACTSの発

展に対し、日本、中国、韓国の三国間では、2009 年より新たな連携プロジェクトの構想が

立ち上げられた。そのきっかけとなったのは、2009 年 10 月 10 日開催された第 2 回日中韓

サミットにおいて、鳩山前首相より今後、日中韓が協力を進めて行く分野として、大学交

流を取り上げ、三国間の学生交流を促進すると共に単位互換やその他の交流環境を整備し、

より質の高い交流を行うために有識者会議を設置することを提案をした。11 さらに、研究

者レベルの交流も含めアジアにおける大学間交流を強化するため国際会議を共催するとい

う提案を行い中韓両国の賛同を得た。 

これに伴い 2010 年 4 月 16 日に第 1 回日中韓大学間交流・連携推進会議が東京で開催さ

れ、この事業を「キャンパス・アジア」と命名し、取り組みが開始した。第 1 回の会議で

は、三国代表が意見を取り交わした末、以下の点で一定の合意がなされた。まず、日中韓

において教育の質の保証を伴う大学間交流を促進することは、東アジア地域における学

生・教員の移動の活発化だけでなく、国境を越えた人材育成にも大きく貢献し、東アジア

全体の経済発展にも貢献できる。そのためには、この会議を定期的に開催し討議を継続す

ると共に、早期にパイロット・プログラムを立ち上げ、その支援政策を策定し、また、大

学評価活動についても情報交換を行い、様々な連携体制を構築する必要がある。 

そして、2010 年 10月には、第 2回日中韓大学間交流・連携推進会議が北京にて開催され、

質の保証の伴った学生交流並びに高等教育の質保証制度の構築のための基本ガイドライン

                                                   
9  Ibid. 
10 詳しい情報は、http://www.umap.org/2009/en/home/index.phpを参照 
11 詳しい情報は、http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shitu/1292771.htmを参照 
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を設けられた。12 さらにパイロット・プロジェクトとして、日中韓の大学によるコンソー

シアムを通し、単位互換や成績評価につながるような短期学生交流やジョイント・スタデ

ィー型の教育プログラムを展開する大学を支援する計画について協議された。 

（2） 「ACTSとアジア諸国の単位互換制度の研究」に見るアジア諸国の現状 

アジア諸国全体の高等教育制度は学生交流を行う上でどのような相違点並びに類似点を

持っているのであろうか。また、そうした制度間の違いは、学生交流並びに人材の流動性

を向上する上で、どのような弊害を生んでいるのだろうか。そうした疑問に回答するため、

文部科学省は、2010 年 2月から 3月にかけ 21年度文部科学省先導的大学改革推進経費によ

る「ACTS（ASEAN Credit Transfer System）と各国の単位互換に関する研究」を広島大学

に委託し、3月にその調査報告書がまとめられた。報告書は、約 30名の国内外の様々な研

究者、専門家等の協力を得て、様々な視点から書かれた 13カ国のカントリーレポートに加

え、それら 13カ国の単位制度や成績評価制度等に関する比較一覧表から構成されている。 

報告書全体は、以下のサイトで全体のファイルをダウンロードできるようになっている。

また、一部は、英語訳版として掲載されている。 

（日本語版報告書メインサイト）

http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/meta-bin/mt-pdetail.cgi?flm=0029714296262973&smo

de=1&cd=00030347&edm=0&tlang=0 

（英語版の報告書メインサイト） 

http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/meta-bin/mt-pdetail.cgi?flm=0029714296262973&smo

de=1&cd=00030722&edm=0&tlang=0 

また、13カ国の比較表については、すでに日本語並びに英語版が広島大学のリポジトリ

ーに掲載されており、以下のアドレスから直接、PDFファイルをダウンロードすることがで

きる。 

（日本語版） 

http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/metadb/up/ZZT00001/ACTS_4_197_results.pdf 

（英語版）

http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/metadb/up/ZZT00001/ACTS_E_4-1_Comparative 

-table-of-13-nations.pdf 

 

13 カ国の比較一覧表によると、それぞれの高等教育制度は独自のもので細かい部分で多

種多様な制度を活用しており、アジアの高等教育制度自体を１つに制度化し、学位並びに

単位、成績評価制度等を東アジア全域で統一するということは、非常に困難なタスクと言

えよう。しかし、そうした相違点はあるものの、制度面では似通った部分も多く見られる

ので、ある程度の違いを許容する幅を持たせた制度の枠組みを設定し、今後、各国が改革

                                                   
12 http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shitu/1300081.htm 
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を推進すれば、現在の様々な制度間の違いによる学生交流並びに教育機関の相互理解への

弊害は、是正できると考える。以下は、13 カ国の比較表から分かる特に医学、工学、そし

て法学の分野を除く一般的な学士課程に関してまとめた全体の傾向と相違点である。13 

① 多くの大学では、1 単位の認定に宿題やレポート作成等に必要な時間数は換算せず

教員が教える授業時間数だけで算出する方式を使用しており、1 単位取得するのに

必要な学習時間数を 13 時間から 17 時間程度の範囲で定めている。また、1 単位相

当の授業時間数は、一週間に 1 回、1 時間会うという計算で構成され、例えば 1 単

位が 13 時間相当の場合、その教育機関の 1 学期間は、13 週で実施されるというパ

ターンが多い。ただし、実際には、1科目の単位数は、2単位であったり５単位であ

ったり、様々な単位数の科目があることから、授業も週に 2 回あったり、５回あっ

たりと様々である。 

② 多くのアジア諸国では、一般的学士課程教育に 4 年間を学位取得に必要な就学年数

として定めている。しかし、マレーシアのように 3 年間のプログラムやラオスの 5

年間プログラムのようなものもある。また、多くの国では、工学、医学等の分野で

は、4年間で終了するプログラムはなく、5-6年間かかるのが一般的である。 

③ アジア13カ国の多くの高等教育機関における4年間の学士課程では卒業に必要な単

位数として、120単位から 150単位の範囲内で要求している。それ以外の単位数と

しては、フィリピンの高等教育機関がそれ以上の単位数を要求するケースが多い。

また、工学部や医学部における単位数は、5-6年間のプログラムのため単位数も多

くの場合は、比例して増えている。 

④ 東アジア諸国では、多くの高等教育機関では宿題や試験等の時間を含めた学習時間

数（student’s workload）は、明確に提示していないか、そのような概念自体が定

着していないため、今回の調査では、1単位ごとの野外実習、実験、インターンシ

ップ等に従事した時間数を用いて、学習時間数に近い概念のものを算出してみた。

その結果、多くの国では、1単位に対して、40時間から 50時間の学習時間数を要求

していることが判明した。例えば、日本、カンボジア、タイ等は、45時間であるの

に対し、インドネシアの事例では 46時間、マレーシアでは、40時間となっており、

シンガポールのシンガポール国立大学では 39時間、フィリピンでは 51時間と若干

枠を超える国・教育機関もあった。また、ミヤンマーだけは、32時間と 1単位ごと

                                                   
13  医学系、工学系、法学系は、多くの大学機関では特別な課程教育を設定しているところが多く、特に医

学並びに工学系の専門教育課程は、学士から修士、そして博士までの一貫教育のプログラムが多いため

通常の学士課程より修了年数を 1-2年多く設定している。したがって、その他の自然科学、社会科学系

の学士課程に比べると単位数も多いため、今回の調査では、それらの特殊な分野を除く学士課程、修士

課程、博士課程について調査を行った。今後、それらの分野についても詳しい調査を行う必要がある。

以下の報告では、「一般的学士課程」は、医学、工学、法学系の分野の専門教育を除いた学生課程教育

に限定する。 
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の学習時間数の設定が少ないことが判明した。 

⑤ 多くの国並びに高等教育機関では、2学期制を導入しているところが多く、1学期の

期間は、国によって 13 週から 17 週と幅が広い。また、これらの期間の換算は、大

学によって、試験準備週間や試験期間を含めたり除外して報告したりしているため、

再度、より厳密な調査を実施し、具体的な相違点を見極める必要がある。しかし、

大きな枠としては、15週を基軸に 1学期 14～16週の講義期間の大学が多い。 

⑥ 成績は、実際には、多くの国がすでに成績評価を「Ａ，Ｂ，Ｃ…」のような letter 

grade で表記し、点数の配分を行っているが、その配分方法は、国によって非常に

異なり、「Ａ」に 100％から何％を配分し、「Ｂ」の配点の枠は、どうするかと言っ

たことについて、国並びに大学機関レベルで何か共通の成績互換方式を確立するの

は、極めて困難である。また、成績の配点の仕方としては、大きく分けて相対的評

価と絶対的評価があるが、この点についても大学ごろにまちまちであり、一般的な

傾向を見出せなかった。成績評価の配点方法等については、欧州のボローニャ・プ

ロセスでも同様のことが言え、成績の互換性は今後も世界の高等教育機関にとって

最も解決の難しい課題と言えよう。 

⑦ 最後にもう１つの大きな課題は、アカデミック・カレンダー（学年暦）の違いであ

る。東アジア域内の学生交流を考えた場合、これまでもその課題の重要性が指摘さ

れているが、今回の調査では、大きく分けて以下の２つのパターンの学期区分があ

ることが判明した。１つは後期日程が 9 月前後に始まる国グループであり、もう１

つは、後期の授業が 6 月前後に始まる国グループである。 しかし、その２つのパ

ターンであっても、それぞれのグループの前期と後期の日程は異なり、両学期とも

学生交流ができるわけではない。前者のグループでは、学生交流を 9 月から 1 月ま

での間であれば実施するのは、さほど問題はないのに対し、前期の日程は、大きく

異なっており、交流し難いという課題がある。後者のグループでは、6月から 10月

の期間なら学生交流がし易いがやはり前期の日程が異なるため交流に障害を及ぼし

ている。現行の学年暦では、２つのグループ間での交流は、難しく、また、同じグ

ループの国であっても、後期から始まる一学期または、一年の学生交流しか実際に

はし易くない。 
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表 1 アジア 13カ国における学年暦（2学期制大学のみ、2010年 3月現在） 

 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 

日本             

韓国             

中国             

インドネシア             

ラオス             

ベトナム             

ブルネイ             

シンガポール             

             

タイ             

フィリピン             

カンボジア             

ミヤンマー             

マレーシア             
堀田泰司「ＡＣＴＳ（ASEAN Credit Transfer System）と各国の単位互換に関する調査研究」平成 21年度文部科学省・

先導的大学改革推進委託事業報告書（2010年 3月）403 pp.を基に筆者作成 

（3） 東アジア高等教育圏構築に向けた今後の課題 

Permeable frameworkの構築：東アジア地域における高等教育の地域連携体制の強化は、

欧州のボローニャ・プロセスの影響が大きい。しかし、東アジア地域と欧州地域では、歴

史的、文化的、社会的発展の仕方が異なり、欧州地域で実践できたことを同様に施行する

という考え方は極めて危険である。ボローニャ・プロセスでは基本的理念として、

「convergence（収斂）」という概念をよく用いた。それは、お互いの違いをまず理解し、

相互に調整を繰り返し、やがて１つの制度へと統合していく過程を表現したものであった。

欧州諸国は、ボローニャ・プロセスに掲げた 6つの宣言の多くを 70年代のジョイント・ス

タディープログラムの時代から試行錯誤を繰り返し、99 年までに十分な経験を積んでき

た。14 しかし、30 年の緩やかな変革の経験を持ってしても、ボローニャ・プロセスによる

改革は、国によっては、大きな反発を生んだ。それは、欧州全体の単位制度をＥＣＴＳ（欧

州単位互換制度）とし、教育課程も学士課程と修士課程、そして博士課程に分け、成績証

明書の記載事項もディプロマ・サプルメントという書式に統一し、認証・質保証団体にお

いても相互に評価機関を評価し合い、一定の基準で欧州全体の高等教育が評価されるよう

大掛かりな法改正と改革を行ってきたからである。 

 東アジアの地域性を考えると、高等教育制度の大掛かりな法改正の下、東アジアとして

制度を統合し、１つの高等教育圏を構築するのは、極めて困難であろう。東アジア諸国は、

少なくとも現段階では、お互いの制度や教育内容の可視化（transparency）を高め、相互

の違いを明確、且つ公平に評価することのできる１つの互換方式として「Permeable 

                                                   
14 堀田泰司、「ボローニャ宣言にみるエラスムスの経験の意義」『大学論集』第 41集,（2010年 3月）pp. 

305-322.  
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Framework」15の構築をまず目指すべきである。すでに、SEAMEOによるACTSやUMAPが施行す

るUCTSといった単位互換制度の活用は始まっているが、今後は、そうした互換制度だけで

なく、成績の互換や学年暦の調整等においても、絶えずディスカションを続け、緩やかな

改革を段階的に行っていくべきである。 

学生交流促進に向けた具体的な方策： 委託研究の結果、前述した通り、東アジア全体の

高等教育制度が抱えるいくつかの傾向が見えた。その傾向に対して、実際にどのような具

体的な方策があるか検討してみよう。第 1 に、単位互換については、すでにアジア諸国で

試行されている ACTS や UCTS の経験を生かし東アジア全体の単位互換をより簡素化したツ

ールを開発する必要がある。そこで問題になるのは、学習時間数の換算方法である。現段

階では、多くの高等教育機関は、宿題やレポート作成等の時間を含めない教員が教える授

業時間数(contact hour)で対外的に当該大学の単位制度を説明する場合が多いが、理想と

しては、学生の教育経験の全体像が分かるように学生が授業以外に費やす時間数も加算し

た学習時間数（student workload）を単位認定方法に活用して行くべきであろう。 またそ

の場合、UCTS や ACTS は、1 単位を欧州の ECTS をそのまま活用し、25～30 時間の学習時間

数として換算しているが、東アジア全体の制度をそのまま活用するのであるならば、東ア

ジア諸国の単位互換制度（ここでは仮に ACSAM [Academic Credit System for Asian 

Mobility]と呼ぶ）の概念としては、1 単位を 40-50 時間の学習時間数と設定した方が、多

くの高等教育機関が利用しやすいものになるであろう。そして、それは、基本的に 1 単位

を 45時間の学習時間数としているアメリカでも受入れ易く、且つ、欧州諸国においてもア

ジアの 1単位（ACSAM）は、およそ 1.6ECTS(40-48学習時間数)ポイント相当という換算で、

互換することができる。こうした換算方式を確立することで、東アジア諸国のどの国の制

度であっても、それらの違いを気にすることなく、単位互換に関しては、１つの permeable 

framework が構築できる。しかし、ACSAM（仮訳：アジア交流のための単位制度）は、教育

内容の質を保証するものではない。教育の質の保証をどのように各教育機関が行っていく

かは、次の点で述べる。 

 第 2 に、そうした教育内容の質を相互に保証するためには、第 1 ステップとして、高等

教育機関はやはり授業内容並びに履修後どのような知識や技術を習得できるのか言及する

学習成果（Learning Outcomes）をシラバスや便覧等で公開する必要があるだろう。その表

示方法としては、欧州諸国で推進されているTUNING プロジェクトのECTSと学習成果を組み

合わせた手法を活用することを検討した方がよいと考える。16 ACSAMの学習時間数と授業

                                                   
15  Permeable frameworkとは単位制度や成績評価制度、そして学位取得条件等に関して、東アジア諸国の

一般的な傾向を見出し、その傾向をできるだけ網羅したアジア全体の高等教育フレームワークを指す。

そして、各国はあくまでも独自の制度を維持しつつ、異なる制度から別の制度へ学生の教育経験が移動

する場合、各国は、相互の制度上の相違点を事前に十分認識しながら、特定の互換方式を活用しその価

値をできるだけ失うことなく、公平に認めることのできる permeability (浸透性)のある枠組みである。 
16 具体的な換算方法等に関しては、堀田泰司「ヨーロッパにおける高等教育改革（Bologna Process）-ECTS 

(European Credit Transfer Scheme)と Learning Outcomeの果たす役割」、『広島大学留学生センター紀要』

第 16号（2006年 3月）pp.21-29.を参照 
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の各段階の達成目標を組み合わせて明示することにより、より具体的に各科目がどのよう

な授業を行って学習成果を身につけさせているか分かるようになる。また、こうした教育

内容の具体的な明示の仕方は、最も困難とされる成績互換の問題に対しても、相互の教育

内容を理解し易くすることにより、異なるシステムの成績の互換がより公平に行われると

考える。 

最後に最も重要な課題として学年暦の相違の問題がある。１つの方策として考えられる

のは、これまで 2 学期制度の一般的な授業は 13 週から 17 週かけ行われてきたが、それら

の科目を 7-8週間ごとに分け、2学期制度で開講される授業科目の多くは実際には 4区分化

され、履修することができるようにするという考え方である。日本の大学で言えば、例え

ばこれまでの 1科目が 2単位相当で授業は週 90分の講義が 15回あるとされてきたものを、

7.5 週目に１つの区切りをつけ、単位取得に関しては、前半の 7.5週で 1単位、後半の 7.5

週で 1 単位履修できるようにすることによって、学年暦が大きく異なる大学からもより多

くの留学生を受け入れることが可能になり、東アジア全体の学生の流動性が向上すると考

える。以下には、授業科目の開講と単位認定が年間 4区分された場合の学年暦である。 

 

表 2 アジア 13カ国における学期をさらに 7-8週間コースに分けた学年暦の例 

（2学期制大学のみ、2010年 3月現在） 

 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 
12

月 

日本             

韓国             

中国             

インドネシア             

ラオス             

ベトナム             

ブルネイ             

シンガポール             

             

タイ             

フィリピン             

カンボジア             

ミヤンマー             

マレーシア             
堀田泰司「ＡＣＴＳ（ASEAN Credit Transfer System）と各国の単位互換に関する調査研究」平成 21年度文部科学省・

先導的大学改革推進委託事業報告書（2010年 3月）403 pp.を基に筆者作成 

注）矢印は、7-8週間ごとの授業が開講された時の授業日程を示している。 

 

 

（4） 結語 

 東アジア共同体構想の高等教育分野における活動は、質の保証の伴った学生交流並びに

協働教育の発展を目指し、近年、様々な形で話し合われるようになった。アセアン諸国で

は、すでに独自に学生交流事業を開始し、ACTS（アセアン単位互換システム）を活用し、
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大学間の単位互換を促進しようとしている。また、将来的には、ACTS が東アジア全体の単

位互換システムになる可能性も視野に入れている。 一方、日中韓の三国では、「キャンパ

ス・アジア」事業の構想が生まれ、現在、学生交流ならびに協働教育の発展に必要な教育

環境の整備とパイロット・プロジェクトの立ち上げを急いでいる。しかし、そうした気運

はあるが、現実的には質の保証の伴った学生交流、並びに協働教育プログラムを東アジア

全体で発展させるのは、非常に困難であり阻害要因も多く存在する。 本稿では、そうし

た阻害要因を是正するための方策として、（1）アジアの単位制度に即したシステムである

ACSAM の普及や(2)学生に対する教育効果について大学が間接的に保証する学習成果

(Learning Outcomes)のシラバスや便覧等への導入、そして（3）1学期を 2分化し単位取得

を可能にする 7-8 週間の授業科目の開講等を提唱した。これらの提言は、あくまでもこれ

までの調査結果に基づいた筆者の私見であるが、国境をこえた高等教育の発展がすでに始

まっている今日の状況を考えると、今後さらに様々な調査研究を継続させながらも、これ

らの提言を含め常に新たな視点から高等教育の国際化に向けた制度改革やカリキュラム改

革を行って行かなければならないと考える。 
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第 2章 送出し側から見た日本と EU への短期留学、言語・文化政策との関連 

 

1. 日本と EU への短期留学に関するオンライン調査結果の分析 

佐藤由利子・筆内美砂 

 

本節では、2009 年 8 月～2010 年 12 月にかけて実施したオンライン調査の回答分析結果

を紹介する。オンライン調査のウェブサイトは、カリフォルニア州立大学サクラメント校

(CSUS)増山和恵准教授と Andrea Shea さんの協力により開設され、CSUS が呼び掛けた回答

者用と、日本の大学関係者から呼び掛けた回答者用の 2 つのサイトに分かれ、それぞれ、

①日本に短期(1年未満)留学した学生向け、②非英語圏 EU（フランス、ドイツ、オランダ、

スペイン、スウェーデン）に短期(1年未満)留学した学生向け、③大学の派遣留学担当者向

けの 3種から構成されていた（①～③の質問紙は英語で 2 つのサイトに共通、付録参照）。 

前者のサイトには増山准教授から米国の学生や大学関係者に調査協力依頼が行われ、後

者のサイトには、CSUS 以外の科研メンバーが、自分の大学の交換留学生や協定校関係者に

対して協力依頼を行うと共に、日本国内の短期留学プログラム関係者や国際教育関係者の

メーリングリストや会合を通じても、調査協力の呼びかけがなされた。2010年 12月末まで

に集まった回答の合計は 430件（有効回答 421件）で、内訳は下記の通りであった。 

CSUSが呼び掛けた回答者用サイトの回答内訳（有効回答 22件） 

日本に短期留学した学生 8件（内、無効回答 1件） 

非英語圏 EU に短期留学した学生 12件 

他大学の派遣留学担当者向け 4件（内、無効回答 1件） 

日本の大学関係者から呼び掛けた回答者用サイトの回答内訳（有効回答 399件） 

日本に短期留学した学生 331件（内、無効回答 1件） 

非英語圏 EU に短期留学した学生 58件（内、無効回答 3件） 

海外大学の派遣留学担当者向け 17件（内、無効回答 3件） 

本節では、（1）で上記の有効回答 421 件の定量的分析結果を、（2）では日本の大学関係

者から呼び掛けたサイトの有効回答 399 件の記述部分の定性的分析の結果を紹介し、（3）

で 2つの分析結果に基づいて、日本の短期留学の強み、弱みと課題について考察する。 

 

（1） 回答データの定量的分析  

 本項では、CSUS から呼び掛けた回答者と日本の大学関係者から呼び掛けた回答者の有効

回答の合計 421 件を、学生と派遣留学担当者別に、統計ソフト（PASW18.0）を使って定量

的に分析した結果を紹介する。 

①� 回答者の属性 

表 1 は、日本への短期留学生の有効回答 337 と非英語圏EUへの短期留学生の有効回答 67
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の回答者属性を示している。性別は、日本への短期留学生の 61％が男性であるのに対し、

EUへの短期留学生の 65％が女性であり、EU短期留学生における女性比率の高さが目立って

いるが、これは、表 3に示すように、EUへ短期留学した回答者の 82％が日本人学生であり、

日本では女子学生の方が海外渡航に積極的な傾向を反映していると考えられる 1。短期留学

時の所属課程は、日本短期留学者も、EU短期留学者も、学部課程で留学した者が 70％前後、

修士課程で留学した者が 27～28％と、大きな相違はない。また、EU短期留学生の留学先国

は、フランスが 33％と最も多く、次いで、ドイツ（24％）、スウェーデン（19％）、スペイ

ン（16％）、オランダ（8％）の順である。 

表1：日本とEUへの短期留学回答者属性

日本への短期留学生 EUへの短期留学生

337件 67件

女性 39.2% 64.6%
男性 60.8% 35.4%
学部課程で留学 71.1% 69.1%
修士課程で留学 26.7% 27.9%
博士課程で留学 0.6% 2.9%
その他 1.5% 0.0%
日本 100.0%
フランス 32.8%
ドイツ 23.9%
オランダ 7.5%

スペイン 16.4%

スウェーデン 19.4%

有効回答数

短期留学
時の所属

課程

性別

留学先国

 

 表 2 は、日本への短期留学回答者の出身大学がある国の分布を示している。出身大学の

最も多い地域はヨーロッパで 38％を占め、次いでアジアが 31％、北米 13％、オーストラリ

アが 12％、中南米 6％、中近東 1％の順である。2007 年の日本の短期留学生の出身地域別

割合は、アジア 60％、ヨーロッパ 19％、北米 17％、大洋州 3％、中東 0.4％であり 2、この

数字は留学生の国籍に基づく出身地域なので、単純比較はできないが、母集団に比べると、

本調査の回答者は、ヨーロッパの大学出身者が多く、アジアの大学出身者が少ないと推定

される。また、国別では、スウェーデンが 12.2％と最も多く、次いで、オーストラリア

（11.6％）、米国と中国（共に 10.6％）、インドネシア 7.7％の順である。2010 年の日本の

短期留学生の出身国で最も多いのは中国（30.5％）、次いで韓国（17.0％）、米国（14.7％）、

台湾（6.0％）、フランス（3.8％）の順であり 3、やはり単純比較はできないが、母集団に

比べ、本調査の回答者は、スウェーデン、オーストラリアの大学出身者が多く、中国、韓

国、台湾の大学出身者が少ないと推定される。このように母集団に比べ、ヨーロッパやオ

                                                   
1 法務省（2010）『出入国管理』（白書）によると、2009年に出国した 20歳代の若者の内、  

  64.4％が女性と、比率が高い（p.30）。 http://www.moj.go.jp/content/000058058.pdf (visited on 

Jan.20,2011) 
2 日本学生支援機構「平成 19年度外国留学生在籍状況調査結果」元データに基づき計算。 
3 日本学生支援機構（2010）「平成 22年度外国人留学生在籍状況調査結果」 

http://www.jasso.go.jp/statistics/intl_student/data10.html (visited on Jan.20,2011) 
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ーストラリアの回答者が多い要因の一つは、表 4に示すように、（オンライン調査への協力

呼びかけが、主に自分の大学の短期留学生に対して行われたため）、回答者が留学した大学

が、科研メンバーの所属大学に偏る傾向があり、これらの大学では、ヨーロッパやオース

トラリアの大学との交換留学を他大学に比べ、活発に行っていることが挙げられよう。 

表2　日本への短期留学回答者の出身大学がある国の分布

モンゴル 1 0.3% イタリア 4 1.3% 米国 33 10.6%
マレーシア 1 0.3% エストニア 8 2.6% カナダ 7 2.3%
ベトナム 2 0.6% オランダ 10 3.2% 小計 40 12.9%
フィリピン 1 0.3% スウェーデン 38 12.2%
中国 33 10.6% ポルトガル 1 0.3% メキシコ 17 5.5%

台湾 4 1.3% ポーランド 6 1.9% ブラジル 1 0.3%
タイ 18 5.8% ブルガリア 7 2.3% 小計 18 5.8%
シンガポール 3 1.0% フランス 17 5.5%

韓国 8 2.6% フィンランド 5 1.6% トルコ 1 0.3%

インドネシア 24 7.7% ハンガリー 1 0.3% イラン 2 0.6%
小計 95 30.5% ノルウェー 3 1.0% 小計 3 1.0%

ドイツ 13 4.2%

オーストラリア 36 11.6% デンマーク 2 0.6%

スイス 1 0.3%
イギリス 3 1.0%

小計 119 38.3%

アジア

オセアニア

ヨーロッパ 北米

中南米

中近東

 

表3　EUへの短期留学回答者の出身大学と国の分布

米国 カリフォルニア州立大学 12 17.9%
大阪大学 4 6.0%

静岡大学 1 1.5%
東京工業大学 8 11.9%
名古屋大学 13 19.4%
一橋大学 4 6.0%
早稲田大学 21 31.3%
不明 4 6.0%

小計 55 82.1%
合計 67 100.0%

日本

 

表 3は非英語圏 EU短期留学回答者の出身大学と国の分布を示している。回答者の 82％は

日本の大学生で、18％が米国の大学生である。日本の大学では、早稲田大学が全体の 31％

と最も多く、次いで名古屋大学（19％）、東京工業大学（12％）、大阪大学、一橋大学（共

に 6％）の順となっており、米国の大学は、全員がカリフォルニア州立大学（サクラメント

校）の学生（18％）で、科研メンバーを通じて調査協力依頼を行ったことを反映している。 
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表4　日本への短期留学回答者が留学した大学

芝浦工業大学 1 0.3% 大阪大学 70 21.9%

成蹊大学 1 0.3% お茶の水大学 1 0.3%

テンプル大学 1 0.3% 九州大学 1 0.3%

広島経済大学 8 2.5% 埼玉大学 2 0.6%

明治学院大学 3 0.9% 筑波大学 1 0.3%

立命館大学 1 0.3% 電気通信大学 93 29.1%
早稲田大学 6 1.9% 東京農工大学 3 0.9%

小計 21 6.6% 東京工業大学 79 24.7%
東京大学 4 1.3%
名古屋大学 13 4.1%
一橋大学 6 1.9%
広島大学 23 7.2%
山梨大学 1 0.3%
横浜国立大学 2 0.6%
小計 299 93.4%

私立大学法人 国立大学法人

 

表5　大学の派遣留学担当回答者の所属大学と大学所在国

大学名 大学の所在国 回答数 割合（％）

Australian National University オーストラリア 1 5.9%
Flinders University オーストラリア 1 5.9%
Monash University オーストラリア 2 11.8%
The University of Adelaide オーストラリア 1 5.9%
University of New South Wales オーストラリア 1 5.9%
University of Amsterdam オランダ 1 5.9%
KTH, The Royal Institute of Technology スウェーデン 1 5.9%
Linnaeus University (元Vaxjo University) スウェーデン 1 5.9%
Universitat de Barcelona スペイン 1 5.9%
Albert-Ludwig-University Freiburg, ドイツ 1 5.9%
University of Rennes 1 フランス 1 5.9%
Kansas State University 米国 1 5.9%
不明（CSUS回答サイト） 米国 1 5.9%
不明 3 17.6%
合計 17 100.0%  

表 4 は、日本短期留学回答者の留学先の大学を示している。国立大学法人のプログラム

に参加した学生が 93％、私立大学法人のプログラムに参加した学生が 7％と、国立大学法

人のプログラム参加者が多く、その多くが英語によるプログラムへの参加者である。また、

大学別では、電気通信大学への短期留学者が 29％を占め、次いで東京工業大学（25％）、大

阪大学（22％）、広島大学（7％）、名古屋大学（4％）の順となっており、科研メンバーを

通じて調査協力依頼を行ったことを反映している。電気通信大学、東京工業大学、東京農

工大学など、理工系大学へ留学した回答者が 55％であることに留意する必要がある。 



46 
 

表 5は、有効回答を寄せた 17名の大学の派遣留学担当者の所属大学と大学所在国を示し

ている。オーストラリアの大学の派遣留学担当者が 6 名と 35％を占め、次いで、スウェー

デンと米国が 2名、後はオランダ、スペイン、ドイツ、フランスが 1名ずつである。 

 

②� 留学動機と留学メリット 

 図 1 と図 2 は、日本と非英語圏 EU への短期留学回答者の主な留学動機を示している（7

つの回答選択肢から上位 1～3 位まで選択する回答形式。1 位＝3 点、2 位＝2 点、3 位＝1

点として集計した得点の総得点に対する割合を示す）。日本短期留学生にとって、最も得点

割合が高い動機は「日本に関する文化理解を深めたかった」と「国際的視野を広めたかっ

た」の 2つで共に 21％であり、次いで「日本語能力を高めたかった」19％、「専門分野での

知識・スキルを習得したかった」17％であった。他方、非英語圏 EUへの短期留学回答者の

最も得点割合が強い動機は「国際的視野を広めたかった」の 24％で、「ヨーロッパ言語の能

力を高めたかった」23％、「ヨーロッパに関する文化理解を深めたかった」19％、「専門分

野での知識・スキルを習得したかった」18％が続いている。 

日本と非英語圏 EUへの短期留学生の回答を比較すると、日本留学では「文化理解」の動

機付けが、非英語圏 EU留学では言語習得の動機付けが、相対的に強いことがわかる。また、

「将来のキャリア形成機会を増やしたかった」「将来の留学のために大学を訪問したかっ

た」という動機については、日本留学回答者が 13％、5％であるのに対し、非英語圏 EU 留

学回答者では 9％、2％で、日本留学回答者においてより強い動機となっている。 

 図 3と図 4は、日本と非英語圏 EUへの短期留学生が、実際の留学後、主な留学メリット

として挙げた事項を示している（留学動機と同じ 7つの回答選択肢から上位 1～3位までを

選択。得点の合計方法は図 1と同じ）。日本短期留学生にとって、最も得点割合が高い留学

メリットは「日本に関する文化理解を深めた」の 23％で、次いで「日本語能力を高めるこ

とができた」「国際的視野を広めた」が共に 21％、「専門分野での知識・スキルを習得した」

が 11％であった。他方、非英語圏 EUへの短期留学回答者が挙げた留学メリットで最も得点

割合が高かったのは「国際的視野を広めた」の 24％で、「ヨーロッパに関する文化理解を深

めた」22％、「ヨーロッパ言語の能力を高めた」19％、「人的ネットワークを広げた」15％、

「専門分野での知識・スキルを習得した」12％が続いている。日本と非英語圏 EUへの短期

留学生の回答を比較すると、「言語能力を高めることができた」、「将来のキャリア形成機会

を増やした」「将来の留学のために大学を訪問した」というメリットについて、日本留学回

答者の得点割合が、21％、10％、5％であるのに対し、非英語圏 EU留学回答者では 19％、7％、

1％で、日本留学において相対的に強いメリットとなっている。他方、「国際的視野を広め

た」「人的ネットワークを広げた」「専門分野での知識・スキルを習得した」については、

日本留学回答者の得点割合が、21％、9％、11％であるのに対し、非英語圏 EU 留学回答者

では 24％、15％、12％で、非英語圏 EU留学において相対的に強いメリットとなっている。 
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 図 1と図 3により、日本短期留学回答者の留学動機と実際の留学メリットを比較すると、

「専門分野での知識・スキルを習得」について、留学動機では 17％だったのに対し、実際

の留学メリットでは 11％と 6％幅で減少し、「将来のキャリア形成機会増加」についても、

13％から 10％へと 3％幅で減少している。これに対し、「日本の文化理解」、「日本語能力向

上」「人的ネットワーク拡大」については、留学動機では 21％、19％、4％だったのに対し、

実際の留学メリットでは 23％、21％、9％と増加している。日本に短期留学して、「専門分

野での知識・スキルを習得」や「将来のキャリア形成機会増加」については期待したほど

ではなかったが、「日本の文化理解」「日本語能力向上」「人的ネットワーク拡大」について

は、予想以上にメリットがあったことを示唆していると考えられる。 

図 2と図 4により、非英語圏 EU 短期留学回答者の留学動機と実際の留学メリットを比較

すると、「専門分野での知識・スキルを習得」「ヨーロッパ言語能力向上」「将来のキャリア

形成機会増加」について、留学動機では 18％、23％、9％だったのに対し、実際の留学メリ

ットでは 12％、19％、7％と、それぞれ減少しており、特に「専門分野での知識・スキルを

習得」における減少幅は 6％と大きい。これに対し、「ヨーロッパ文化理解」、「人的ネット

ワーク拡大」については、留学動機では 19％、5％だったのに対し、実際の留学メリットで

は 22％、15％と増加しており、特に「人的ネットワーク拡大」について、10％の増加幅で

ある。非英語圏 EUに短期留学して、「専門分野での知識・スキルを習得」「ヨーロッパ言語

能力向上」「将来のキャリア形成機会増加」については期待したほどではなかったが、「ヨ

ーロッパの文化理解」「人的ネットワーク拡大」については、予想以上にメリットがあった

ことを示唆していると考えられる。 

 日本と非英語圏 EU への短期留学回答者に共通して、「専門分野での知識・スキルを習得」

「将来のキャリア形成機会増加」について、留学動機に比べ留学メリットでの得点比率が

下がり、「文化理解」「人的ネットワーク拡大」について、留学動機に比べ留学メリットで

の得点比率が上がる傾向がみられる。特に、非英語圏 EU短期留学では「人的ネットワーク

拡大」の得点比率が 3 倍に増加している。他方、「言語習得」については、日本留学では、

留学動機に比べ留学メリットでの得点比率が上がっているのに対し、非英語圏 EUへの短期

留学では、留学動機に比べ留学メリットでの得点比率が下がり、相反する傾向が見られる。 

 図 5と図 6は、大学の派遣留学担当の回答者 17名が、自分の大学から日本と非英語圏 EU

へ短期留学した学生の動機を、どのように捉えているかを示している（学生に対する質問

と同じ 7 つの回答選択肢から上位 1～3 位までを選択。得点の合計方法は図 1 と同じ）。派

遣留学担当者が考える日本短期留学生の動機で最も得点が高いのは「日本語能力を高めた

いから」で 42％を占め、次いで「日本の文化理解を深めたいから」28％であり、それ以外

の動機を大きく引き離している。他方、非英語圏 EUへ短期留学した学生の動機については、

「国際的視野を広めたいから」が 30％で最も回答得点が高く、「専門分野での知識・スキル

を習得したいから」22％、「ヨーロッパ言語の能力を高めたいから」20％の順であった。 
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 日本と非英語圏 EU への短期留学の動機に関する派遣留学担当者の捉え方を比較すると、

日本留学については、「日本語習得」と「文化理解」を大きな動機と捉えるのに対し、非英

語圏 EU への短期留学に関しては、「国際的視野」や「専門分野知識・スキルの習得」を主

な動機として捉える傾向がある。このように、派遣留学担当者が、日本語習得と文化理解

を日本短期留学生の大きな動機として捉える傾向の背景には、日本への派遣留学のコーデ

ィネーションを、日本語教員が行うケースがあることが挙げられよう。実際、17 名の回答

者の内 3名が、自分の職位を日本語教員と回答している。 

図 1 と図 5 により、日本短期留学の動機に関して、派遣留学担当者と短期留学した学生

の回答を比較すると、「日本語習得」と「文化理解」に関する派遣留学担当者の回答得点比

率は、42％、28％であるのに対し、学生自身の回答は 19％、21％と小さく、「将来のキャリ

ア形成機会」「将来の留学のための大学訪問」についての派遣留学担当者の回答得点比率は

4％、0％であるのに対し、学生自身の回答は 13％、5％と大きい。 

また、図 2と図 6により、非英語圏 EU短期留学の動機に関して、派遣留学担当者と学生

の回答を比較すると、「国際的視野を広めたいから」「専門分野での知識・スキルを習得し

たいから」「将来のキャリア形成機会」という動機に関する派遣留学担当者の回答得点比率

が、30％、22％、13％と、学生の回答（24％、18％、9％）よりも高くなっている。 

ただし、回答した派遣留学担当者は、オーストラリア、ヨーロッパ、米国の大学関係者

が中心であり、日本と非英語圏 EUに短期留学した学生の出身大学の所在国の構成とは必ず

しも重なっていないことに、十分留意してこの差異を比較する必要がある。 

図 7と図 8は、大学の派遣留学担当の回答者が、自分の大学から日本と非英語圏 EUへ短

期留学した学生の留学メリットを、どのように捉えているかを示している（学生に対する

質問と同じ 7つの回答選択肢から上位 1～3位までを選択。得点の合計方法は図 1と同じ）。

日本留学については、「日本語習得」が 41％、「文化理解」が 23％と、大きな得点比率を示

しているが、図 5に示した動機についての回答と比べるとその比率は小さくなり、代って、

「国際的視野の拡大」「人的ネットワークの拡大」に関する得点比率が増大している。また、

「将来の留学のための大学を訪問」が、動機段階では 8％あったものが、メリットとしては

0％になっていることは、派遣留学担当者の大学から、将来の日本留学の準備として短期留

学した学生が、実際に日本に短期留学してみて、それをメリットと思わなくなったことを

示唆しているとも捉えられる。 

また、図 6 と図 8 により、EU 短期留学に関する留学動機と留学メリットについての派遣

留学担当者の回答を比較すると、「専門分野での知識・スキルを習得」について、留学動機

では 22％だったのに対し、留学メリットでは 15％に減少し、「将来のキャリア形成機会増

加」についても 13％から 10％へと減少している。これに対し、「ヨーロッパ文化の理解」

については、留学動機では 15％だったのに対し、留学メリットでは 21％へと増加している。

この変化は、EU短期留学生自身の動機（図 2）からメリット（図 4）への変化と、ほぼ同じ

傾向を示している。 
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③� 留学時の問題点 

 図 9と図 10 は、日本と非英語圏EUへの短期留学生が、留学時の主な問題点として挙げた

事項を示している（10つの回答選択肢から上位 1～3位までを選択。得点の合計方法は図 1

と同じ）。日本短期留学生にとって、最も得点割合が高い問題は「（英語による）専門分野

の授業の質が思っていたより低かった」4と「日本人の英語力のなさにより十分にコミュニ

ケーションできなかった」との 2 つで、それぞれ 21％であり、次いで「価値観・文化の違

い」14％、「思ったほど人的ネットワークを拡大できなかった」が 12％であった。他方、非

英語圏EUへの短期留学回答者が挙げた問題点で、最も得点割合が高かったのは「価値観・

文化の違い」の 18％であり、次いで「思ったほど人的ネットワークを拡大できなかった」

15％、「専門分野の授業の質が思っていたより低かった」11％、「語学授業の質が思ってい

たより低かった」「資金支援が少なく困難だった」「受入れ大学のスタッフとの人間関係が

悪化し困難だった」（3つ共に 10％）、が続いている。 

日本と非英語圏 EUへの短期留学生の回答を比較すると、日本留学においては、「（英語に

よる）専門分野の授業の質の低さ」と「日本人の英語力のなさによるコミュニケーション

不足」の 2つが突出して大きな問題として捉えられているのに対し、非英語圏 EU留学では、

問題点が比較的分散している傾向がみられ、特に「留学先国の人の英語力のなさによるコ

ミュニケーション不足」は 5％と、日本留学よりも問題とされる比率がずっと小さくなって

いる。他方、「受入れ大学のスタッフとの人間関係の悪化」「人的ネットワークを拡大でき

なかった」「適当な住居が提供されなかった」については、日本留学よりも非英語圏 EU 留

学において、より大きな問題と捉えられている。このような違いの背景には、日本の多く

の大学においては専任の教職員が短期留学生の受入れを担当し（特に国立大学法人では、

「短期留学プログラム」として専任教職員のチームが参加留学生をグループとして支援）、

寮も優先的に割当て、JASSO による奨学金スキームがあるのに対し、EU 諸国では、EU 圏外

からの短期留学生に対して、そのようなスタッフ配置によるきめ細かいケアや奨学金供与

が相対的に少ないことがあるのではないかと推定される。 

なお、図 4に示したように、非英語圏 EUへの短期留学では、「人的ネットワークの拡大」

が 15％の得点比率で留学メリットとしても挙げられ、図 2 に示した留学動機の 5％より大

きく増加している。非英語圏 EU への短期留学で、どのような学生がこれを問題として捉え、

どのような学生がこれをメリットとして捉えているのかについて、今後、更に分析を進め

る必要がある。 

                                                   
4 原文は Quality of education in my field was lower than I expectedであるが、表 4の説明に示した

通り、回答者の多くが英語による短期留学プログラム参加者であることから、（英語による）という表現を

追記した。 
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図 11と図 12は、派遣留学担当者が、自分の大学から日本と非英語圏 EUへ短期留学した

学生の問題をどのように捉えているかを示している（学生に対する質問と同じ 10の回答選

択肢から上位 1～3 位を選択。得点の合計方法は図 1 と同じ）。日本留学で最も問題視され

ているのは、「日本人の英語力のなさによるコミュニケーション不足」で 33％を占め、次い

で「価値観・文化の違い」23％、「専門分野での授業の質の低さ」16％である。他方、非英

語圏 EU 留学については、「資金支援の少なさ」が 28％で最も多く、次いで「価値観・文化

の違い」24％、「語学教育の質の低さ」「人的ネットワークを拡大できない」「適当な住居が

提供されない」（3 つ共 12％）であった。日本留学については、「日本人の英語力のなさに

よるコミュニケーション不足」と「価値観・文化の違い」が、学生よりも大きな比率で問

題視されていることがわかる。 

 

④� プログラム内容の評価 

 表 6 は、日本と非英語圏 EU へ短期留学した学生によるプログラムの 5 段階評価（1=Not 

good at all, 2=Not good, 3=Normal, 4=Good, 5=Excellent）の回答平均値を t 検定した

結果を示している。語学クラス、見学などその他活動、他の留学生とのネットワーク機会

については、非英語圏 EU 留学生より日本留学生の方が、回答平均値が高い（有意差）。他

方、英語による専門科目については、有意確率 (両側)が 0.06％で、EU 留学の方が日本留

学よりも回答平均値が高い傾向が見られる。留学国の学生とのネットワーク機会について

は、EU の平均値がやや高いが、有意差はない。また、短期留学プログラム全体の評価（10

点満点での評価）については、日本留学が 8.45、EU 留学が 8.24 と有意差はなく、共に 8

割を超える高い評価であることがわかる。なお、EU 留学生については、留学先国が複数で

あることもあり、日本留学生よりも回答の標準偏差が大きいことに留意すべきである。 

表6　日本と非英語圏EUへの短期留学回答者によるプログラムの評価

平均値 標準偏差 有意差

日本留学生 3.25 .941 （*）

EU留学生 3.52 1.094

日本留学生 4.30 .880 *

EU留学生 3.95 .950

日本留学生 4.32 .756 *

EU留学生 3.77 1.035

日本留学生 4.26 .852 *

EU留学生 3.92 1.071

日本留学生 3.42 1.082

EU留学生 3.58 1.143

日本留学生 8.45 1.283

EU留学生 8.24 1.315

*p<0.05, (*)p<0.07

英語による専門科目の

質

語学クラスの質

見学などその他活動の

質

他の留学生とのネット

ワーク機会

留学国学生とのネット

ワーク機会

プログラムの評価
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表7　日本と非英語圏EU短期留学についての派遣留学担当者による評価

平均値 標準偏差 有意差

日本留学 3.45 .934

EU留学 4.00 .577

日本留学 4.29 .726

EU留学 4.00 .632

日本留学 4.23 .725

EU留学 3.83 .753

日本留学 3.93 .829

EU留学 4.29 .756

日本留学 3.38 .650

EU留学 3.57 .787

*p<0.05

見学などその他活動の質

他の留学生とのネットワー

ク機会

留学国学生とのネットワー

ク機会

英語による専門科目の質

語学クラスの質

 

 表 7は派遣留学担当者による日本と非英語圏 EUへの短期留学の評価を示している。語学

クラス、見学などその他活動については、EU 留学よりも日本留学の評価が高く、英語によ

る専門科目については、日本留学よりも EU留学の回答平均値が高く、これらは短期留学生

の回答と同様の傾向を示している。しかし、他の留学生とのネットワーク機会については、

学生の回答傾向と異なり、日本留学よりも EU留学の回答平均値が高い。また、留学国学生

とのネットワーク機会については、EU留学の回答平均値がやや高い。 

 表 6、表 7に示されるように、見学などその他活動について、EU留学よりも日本留学の評

価が高く、英語による専門科目について、日本留学よりもEU留学の評価が高い背景には、

日本の短期留学受入れにおいて、英語による専門科目の開設が相対的に少なく、授業の質

も高いとは言えないことと 5、このような英語による開設科目数の少なさと質の低さをカバ

ーするために、見学などその他活動を多く取り入れる傾向があると推定される。なお、日

本における見学などその他活動の主な内容としては、次項で説明する企業見学の他、小学

校訪問、日本文化体験、ホームステイなどが挙げられよう 6。 

また、他の留学生とのネットワーク機会について、学生による回答では、EU 留学よりも

日本留学の評価が高いのは、国立大学法人による「短期留学プログラム」（表 4より回答者

の多くがこのプログラムの参加者と推定）においては、参加留学生をグループとして扱う

ため、グループ内の学生のネットワーク化が進みやすく、プログラム終了後もメーリング

リストなどを通じ、グループメンバーの絆が維持しやすいことが背景にあると推察される。 

また、派遣留学担当者が、他の留学生とのネットワーク機会について、EU 留学よりも日

本留学を評価が低く回答しているのは、上記の様なグループ・プログラムのメリットにつ

いて十分に認識されておらず、日本の外国人口比率の低さ、全学生に占める留学生比率の

少なさ等から、他の留学生とのネットワーク機会が多くない、という印象を持っているた

                                                   
5 次節（2）の記述部分の分析にも、日本の英語による授業の問題点が多く指摘されている。 
6 2008年～2010年に開催された 留学生教育学会短プロ分科会での情報収集に基づく。 
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めではないかと考えられる。 

 

⑤� 企業との連携状況 

 

表8　日本と非英語圏EUへの短期留学における企業との連携状況と留学経験の活用（％）

短期留学プログ
ラムにおける企

業との連携

インターン
シップ

企業見学 奨学金
企業連携
によるプロ
グラム開発

留学経験を将来
キャリアへ活用
する

日本留学生 43.1 10.9 32.2 5.0 3.2 85.3

EU留学生 15.7 5.7 10.0 2.9 1.4 70.0

注）数字は、Yesまたは有と回答した者の全回答者中の割合（％）を示している。  

 表 8は、日本と非英語圏 EUへの短期留学における企業との連携と留学経験の活用につい

ての、日本と非英語圏 EUへの短期留学生の回答結果を示している。短期留学プログラムに

おける企業との連携があったと答えた学生は、日本への短期留学生で 43％であるのに対し、

非英語圏 EUへの短期留学生では 16％とかなり少ない。連携の中身について、日本留学では、

企業見学が 32％と最も多く、次いでインターンシップ 11％、企業からの奨学金 5％、企業

連携によるプログラム開発 3％の順である。他方、非英語圏 EU 留学では、企業見学 10％、

インターンシップ 6％、企業からの奨学金 3％、企業連携によるプログラム開発 1％の順で

ある。 

 日本においては、前項で示したように、英語による専門科目の質の評価が相対的に低く、

講義数も少ない 7ため、それをカバーする意味で、留学生の関心の高い日本企業の見学など

の企業との連携活動をプログラムに組入れる傾向が、非英語圏のEUよりも強いと考えられ

る。しかし、インターンシップなど、短期留学生の将来のキャリア形成につながる活動に

ついては、11％程度にとどまっている。これは、第 4 章第 2 節の広島大学の事例に見られ

るように、日本語能力が高い留学生に対するインターンシップであっても、企業側のメリ

ットが少なく、担当教員の並々ならぬ努力を要することや、短期留学生の多くが、日本語

能力が低い中で、インターンシップを実現する難しさが背景にあると考えられる。 

 また、企業連携によるプログラム開発については、第 4 章第 2 節の名古屋大学における

自動車工学分野でのサマープログラム開発などの事例に見られるように、短期留学生にと

って大変人気の高いプログラムであっても、プログラム開発にかかる企業側のメリットの

少なさや、大学側担当教職員のプログラム開発にかかる負担などが、プログラム開発が進

                                                   
7 英語による講義確保の難しさは、次の論文でも指摘されている。野水勉(2006)「英語によ  

 る「短期プログラム」がもたらした国立大学の国際化-短期留学推進制度の 10年－」、『国 

 際戦略としての教授用語の英語化－短期留学プログラムの多国間比較研究、平成 15-17年 

 度科学研究費補助金基盤研究 B（2）報告書』、東京大学、pp.13-27。 
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まない要因ではないかと考えられる。 

 「留学経験を将来キャリアへ活用する予定か？」という質問に対して、日本留学生の 85％、

非英語圏 EU 留学生の 70％が肯定的に答えている。既に図 1～図 4の分析で見たとおり、「将

来のキャリア形成機会を増やした」という項目については、日本留学においても、非英語

圏 EU留学においても、留学動機から留学メリットへの段階で、回答得点割合の減少が見ら

れるが、本回答は、短期留学経験を、将来キャリアに活かしたい、と考える短期留学生の

多さを示しており、彼らのキャリア形成に資するようなプログラムを提供できるならば、

短期留学の魅力が高まる可能性を示唆していると考えられる。 

 

 

(2) 自由記述回答の分析結果  

 

 ここではオンラインアンケートで回収された自由記述回答について、その分析結果を紹

介する。分析には前述の日本の大学関係者から呼び掛けたサイトの回答者の内、有効回答

399 件（内訳：日本短期留学生 330 件、EU 短期留学生 55 件、派遣留学担当者 14 件）の回

答を使用し、質問項目ごとに、1)それぞれ日本で学んだ外国人交換留学生、2)欧州で学ん

だ日本人交換留学生、3)日本と欧州への送り出しプログラム担当者（コーディネーター）

の回答について内容分析を行った。まず各記述の内容にもとづいて識別コード（キーワー

ド）をつけ、そこからさらに共通するテーマごとに分類し、その出現頻度を抽出した。一

件の回答に複数の事柄が含まれていることもあるため、本項における回答件数（N）はのべ

件数とする。記述回答の分析結果は、上位を占める主要項目を掲載し、記述回答の引用文

（複数同意見の要約を含む）は本文中に鍵括弧（「」）で示す。 

 

 ① 留学プログラムの参加理由  

 ＜日本で学んだ外国人交換留学生＞ 

表 9. プログラムの参加理由について（N=31） 

内容 回答に占める割合（回答件数） 

日本に対するイメージや夢 35.5% (11) 

新しい体験、自己探究心 19.4% (6) 

専門分野の習得／知識向上 17.4% (4) 

その他少数意見：奨学金、キャリアとの関連など 

 

 最も多い回答は「日本に対するイメージや夢（全回答中 35.5%）」で、具体的には「国や

文化へのあこがれ」や「幼少時代に過ごした国／同国籍を持つ」など、学生の日本への思

い入れが参加理由となっている。次に多い「新しい体験、自己探究心（同 19.4%）」は、「現

状（大学環境、専門分野）から離れてまったく違う体験をする」、「未知の文化を体験する」、

「新しい発見をする」ことなどで、学生自身の可能性や視野を広げたいという意志が表れ
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ている。「専門分野の習得／知識向上（同 17.4%）」は、母校大学では提供されていない特定

分野の習得や日本の高度な知識技術を会得したいなど、明確な学習目的があげられている。 

 

 ＜欧州で学んだ日本人交換留学生＞ 

 記述回答は 2 件で、欧州各国を旅行できる地理的利点と、米国を選択できなかった背景

が報告されている。 

 

 ② 英語による授業について 

 ＜日本で学んだ外国人交換留学生＞ 

表 10. 英語による授業について（N=193） 

内容 回答に占める割合（回答件数） 授業評価平均 

おもしろい／役に立つ／満足 28.5% (55) 4.0 

教員の英語力不足 15.0% (29) 2.8 

授業のレベル／質が低い 14.0% (27) 2.1 

授業によって良し悪し  7.8% (15) 3.5 

科目の選択肢不足  5.2% (10) 2.6 

課題／議論少ない  5.2% (10) 3.2 

内容が浅い  4.7% (9) 3.0 

 

 日本に留学した学生のうち、授業に対する好評価が最も多く寄せられている（全回答中

28.5%）。「多国籍学生が集まる学習環境」「授業のトピックがおもしろい」「（専門もしくは

日本文化／社会について）知識が向上した」ことなどが理由にあげられている。同時に「授

業によって良し悪しが大きく分かれる（同 7.8%）」、授業内容やトピックなどに興味を持ち

ながらも「課題／議論が少ない（同 5.2%）」など、一定の良さが認められながらも満足度に

やや欠ける結果も出ている。 

 反面、「教員の英語力」に関するコメントも次に多い（全回答中 15.0%）。教員の英語力が

十分でないため「授業のレベルが低い」、「わかりづらい」、「教員自身の専門知識は高くと

も、十分に説明しきれていない」などの理由から、学生の満足度が下がっている。同様に

「授業の質の低さ」に触れている回答（同 14.0%）も、満足度が低い。質の低さは、教師の

英語力不足によって「教師が学生の発言を理解しきれず」、議論の展開に限界をきたすこと

が要因のひとつにあげられる。さらに「英語の教材が足りない」、「基本的な内容しか網羅

されていない」、「簡単すぎる」、「教師が教科書を読んでいるだけ」など、留学生自身の母

国大学と比較して授業の質の差が指摘されている。また授業内容が入門的、一般的すぎる

ことから「内容が浅い（全回答中 4.7%）」が関連した指摘である。 

 英語による授業の開講環境については「自分の専門分野における授業選択肢不足（全回

答中 5.2%）」、また少数意見ながら「主に日本語で授業が行われた／英語による説明が補足

的であった（同 1.6%、3件、評価平均 3.0）」などの問題も指摘されている。 
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 ＜欧州で学んだ日本人交換留学生＞ 

表 11. 英語による授業について（N=31） 

内容 回答に占める割合（回答件数） 授業評価平均 

質が良い／専門性が高い 22.6% (7) 4.6 

効果的な授業形態  9.7% (3) 4.3 

授業によって良し悪し  6.5% (2) 3.5 

その他少数意見：教師のサポートが良い、科目選択肢多彩、高度な英語力など 

 

 欧州に留学した学生は、「英語による授業を受講しなかった」ケースが最も多い（全回答

中 25.8%、8 件）。また「英語による授業が開講されていない（同 19.4%、6 件）」ことも報

告されている。このように欧州大学のプログラムには、語学習得を主たる目的としている

ケースや、現地語による授業を受講しているケースが多く含まれるため、「英語による授業」

に関する比較調査には制限が伴う。 

 実際に英語による授業を受講した学生は、「質が良い／専門性が高い（全回答中 22.6%）」

「効果的な授業形態（同 9.7%）」を評価しており、高い満足度が見られる。「的確なテーマ

や授業運び」、「議論や課題の多さ」などがその理由にあげられている。「授業によって良し

悪しがある（同 6.5%）」という指摘もあるものの、日本に留学した学生と比べてやや少なく、

欧州大学の英語による授業について、全体的に高い評価が集中している。 

 

 ＜コーディネーター＞ 

 英語による授業について、日本と欧州への送り出し担当者の回答（それぞれ n=11、n=3）

は「回答不可能」、「受入れ大学によって差があるため一般化できない」が大多数を占めて

いる。少数の有効回答では、日本の大学における「一部指導者の英語力不足（2 件）」、「内

容が簡単、一般的すぎる（2件）」点が指摘されている。 

 

 ③ 現地語習得授業について 

 ＜日本で学んだ外国人交換留学生＞ 

表 12. 日本語習得授業について（N=148） 

内容（具体的な内容は本文参照） 回答に占める割合（回答件数） 授業評価平均 

良い／満足 69.6% (105) 4.7 

授業時間不足  5.4% (8) 3.4 

不満  5.4% (8) 2.4 

 

 日本語習得授業について、全回答中 69.6%が「良い」点に触れて高く評価している。その

主な理由には「教師の熱意、人格、指導力の良さ（同項目中 30.8%、）」が最も多く、さらに

「教材や教授法が良い（同 21.7%）」、「語学力の向上に満足している（同 15.8%）」ことなど

があげられている。しかし、内容に満足しながらも「授業時間数不足（全回答中 5.4%）」と

いう意見もあり、受入れ大学によって授業時間数の補充が課題となる。また明らかな「不
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満」を表した回答（同 5.4%）には「教授法、教材が不適当」、「授業内容や課題の物足りな

さ」、「教師の説明力不足」などが指摘されている。その他の意見として「授業のペースが

合わなかった（主に早すぎる）（同 3.4%、5 件）」、「授業によって良し悪しが分かれる（同

2.0%、3件）」、「口頭練習不足」、「授業構成不足」（ともに同 1.4%、2件）などの少数意見が

続く。 

 なお、「同授業を受講しなかった」とする回答は 5.4%（8件）含まれる。 

 

 ＜欧州で学んだ日本人交換留学生＞ 

表 13. 現地語習得授業について（N=31） 

内容（具体的な内容は本文参照） 回答に占める割合（回答件数） 授業評価平均 

良い／満足 45.2% (14) 4.6 

開講条件不足 16.1% (5) 2.2 

現地語のみによる指導  9.7% (3) 3.7 

 

 欧州大学の現地語習得授業について、評価は全体的に高い。「良い／満足」とする意見に

は、「先生の質が良い（同項目中 50%」、「授業形態が良い (活発、カリキュラムのバランス

が良いなど)（同 28.6%」点が具体的にあげられている。またその他の少数回答として「国

際色豊か（全回答中 6.5%、2 件）」や「レベルが高い（同 3.2%、1 件）」ことに言及した意

見もあり、学生の好評価が読み取れる。 

 しかし「開講条件不足（全回答中 16.1%）」の指摘も多く見られ、その背景として「授業

の選択肢不足」、「授業数が少ない」、「受講者数の制限があった」ことなどを理由に満足度

が低い。また「現地語による指導」を理由に習得の難しさに言及した意見もあり、授業評

価は分かれる。 

 なお、「現地語習得授業を受講しなかった」とする回答は 9.7%（3件）含まれる。 

 

 ＜コーディネーター＞ 

 日本への送り出しについては、有効回答 5 件のうち 2 件が「全般的に質が良い（評価平

均 4）」と前向きの回答を寄せている。また他 2 件は同様に評価値が高いものの（評価平均

4）、学生の語学力と授業のレベルのバランスについて指摘している。具体的には「授業の

レベルが限られていることによって、学生の語学力と授業レベルが一致しない」、「学生の

語学力を判断する際の基準の偏り（会話力よりも漢字力を重視してクラス分けする傾向）」

である。海外で日本語を学ぶ学生の学習方法や習得歴が多様である分、受入れ大学は開講

条件やクラス分けについて再検討する意義がある。 

 なお、欧州への送り出しについては全て「回答不可能」(n=3)との結果である。 

 

 ④ その他の活動（フィールドトリップなど）について 

 本質問事項に活動例として「フィールドトリップ」を付記したが、その定義が曖昧であ
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ったことから、回答者の解釈に差異が見られる。主に「大学主催による留学生企画（遠足）

など」と「科目講座による課外授業」に関する回答が寄せられている。ここでは同様に扱

う。  

 また日本で学んだ外国人留学生が、遠足などの企画に加え、授業や寮生活などの環境条

件や学生との交流がもたらした成果に触れて回答しているのに対し、欧州で学んだ日本人

留学生は実質的な「企画／旅行」そのものに関する記述が多く、評価対象の幅が狭い。よ

り正確な比較調査には、質問事項をさらに具体的にした追加調査が望ましい。 

 

 ＜日本で学んだ外国人交換留学生＞ 

表 14. その他の活動について（N=151） 

内容（具体的な内容は本文参照） 回答に占める割合（回答件数） 評価平均 

良い／満足 77.5% (117) 4.4 

活動なし／不足／さらに希望  8.0% (12) 3.3 

 

 フィールドトリップを含めたその他の活動について、全体的に好評価が集まっている（全

回答中 77.5%）。具体的には「楽しかった、企画に満足（全回答中 40.4%）」、「知識が向上し

た（同 13.9%）」、「活動が豊富（同 9.9%）」、「より良い人間関係を構築できた（同 7.3%）」、

「行き先が良かった（同 4.6%）」などの理由が寄せられ、満足度は高い（評価平均 4.4）。

しかし「活動なし／不足（同 8%）」を指摘するコメントやその他の少数回答には、企画の少

なさに物足りなさを感じるものや、より広く日本人学生と交わる企画、学習効果を高める

取り組みを希望する声などが含まれる。 

 

 ＜欧州で学んだ日本人交換留学生＞ 

表 15. その他の活動について（N=34） 

内容（具体的な内容は本文参照） 回答に占める割合（回答件数） 評価平均 

良い／満足 55.9% (19) 4.2 

企画少ない／活動なしなど 35.3% (12) 2.4 

 

 日本の受入れプログラムと比べ、前向きな回答は全回答のうち 55.9%とやや低い。「企画

が多い（全回答中 20.6%）」、「学生による活動／企画が盛ん（同 8.8%）」が主な回答で、さ

らに「日本ではできない経験」、「低コスト」などが少数意見として評価されている。これ

に対して 35.3%の回答は「交流の企画が少ない（全回答中 14.7%）」、「企画がなかった」（同

8.8%）、「準備不足」、「活発ではない」（ともに同 5.9%）ことに言及している。 

 

 ＜コーディネーター＞ 

 全回答中（N=8）多くが「回答不可能」としているが、「日本の大学の方が欧州大学より

も対応が良い」と評価しているものが 1件ある。 
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 ⑤ 留学生同士の交流の機会について 

 本質問事項にある「留学生」の定義が曖昧であったことから、回答者の解釈に差異が見

られる。主に「同じ留学プログラムに参加している外国人留学生」と「同じ大学に在籍す

る外国人留学生（正規学生など）」に関して回答が寄せられている。ここでは同様に扱う。 

 

 ＜日本で学んだ外国人交換留学生＞ 

表.16 留学生同士の交流の機会について（N=136） 

内容 回答に占める割合（回答件数） 評価平均 

満足（具体的な内容は本文参照） 81.6% (111) 4.2 

不足  5.9% (8) 2.0 

学生の姿勢次第（積極性など）  2.9% (4) 3.5 

その他少数意見：プログラム内の交流が中心、個々に活動など 

 

 全回答のうち 81.6%の回答が前向きなコメントを寄せ、高い満足度が表れている。回答は

主に「環境や交友関係に満足（全回答中 22.1%）」、「寮生活の効果（同 16.2%）」、「友情継続

（同 12.5%）」、「交流の機会豊富（同 10.3%）」、「授業内での交流」、「国際色豊か（いずれも

同 8.8%）」に触れている。「不足」とした回答は 5.9%で、友達のグループが限定されていた

ことや隔離感に言及し、留学生同士の交流を促す企画がさらに必要であることを指摘して

いる。 

 ＜欧州で学んだ日本人交換留学生＞ 

表 17. 留学生同士の交流の機会について（N=29） 

内容 回答に占める割合（回答件数） 評価平均 

満足（具体的な内容は本文参照） 75.9% (22) 4.2 

交流の機会不足／なし 10.3% (3) 2.0 

その他少数意見：学生の姿勢次第、英語力の必要性など 

 

 パーティの企画などを通して留学生同士が「交流する機会が多い（全回答中 34.5%）」こ

とや、「国際色豊か（同 17.2%）」、「寮生活を通した交流（同 10.3%）」などを理由に、全回

答を通して 75.9%が前向きな回答である（評価平均 4.2）。対して「交流の機会／企画がな

かった（同 10.3%）」とする意見や、少数意見として「現地語を習得していない人との交流

は英語を言語手段とするため、難しさが伴う」こともあげられている。 

 

 ＜コーディネーター＞ 

 全回答中（N=5）「回答不可能」、「個人による」という回答が多いため、分析を除く。 
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 ⑥ 現地学生との交流の機会について 

 ＜日本で学んだ外国人交換留学生＞ 

表 18. 現地学生との交流の機会について（N=154） 

内容 回答に占める割合（回答件数） 評価平均 

きっかけ不足／交流の企画必要 24.7% (38) 2.4 

研究室や授業を通して交流 16.2% (25) 4.0 

日本人学生の姿勢による壁  7.8% (12) 2.9 

満足  7.8% (12) 4.4 

サポートネットワークの効果  7.1% (11) 3.9 

学生活動／部活動を活用  6.5% (10) 4.6 

その他意見：日本人または双方の語学力不足、授業で接点なし、寮の隔離など 

 

 全体のうち 24.7%の回答が「交流の難しさ／交流の企画が必要」であることを指摘してい

る。具体的には「日本人学生と知り合う機会が（ほとんど）なかった」、「多くの活動が留

学生を対象としている」、「バディー（サポート学生）以外の学生との交流に広がりがない」

ことなどが言及されており、前述の留学生同士の交流と比較すると、改善の取り組みの必

要性は顕著である。関連するその他の回答には「日本人学生の姿勢（消極的、恥ずかしが

る、閉塞的）（全回答中 7.8%）」、少数意見で「留学生と日本人学生双方の語学力の差による

壁（同 4.5%、7件）」、「自分の姿勢次第（同 3.2%、5件）」、「日本人学生の英語力（同 2.6%、

4件）」など、学生自身の態度や資質を指摘する声も多い。 

 日本人学生との接点の場として、授業や研究室、寮などの環境が違いをもたらすことがわ

かる。「研究室や授業環境」が日本人学生との接点になると評価した回答は全回答中 16.2%

で、研究室に所属することで毎日顔を合わせる効果が認められている。また「学生活動／

部活動の活用（同 6.5%）」が学生同士の交流の助けになることも言及されている。対して同

4.5%（7件）の回答が「授業で接点がほとんどなかった」ことに触れており、満足度が低い

（全て評価２）。また「日本人学生と寮が分かれていること（同 2.6%、4件）（全て評価２）」

も学生を隔離する結果となり、改善を求める声が集まっている。 

 サポート体制が果たす役割は大きく、全回答中 7.1%の学生が、「チューターやバディー制

度が効果的だった」、「サポートネットワークが良かった」としている。 

 

 ＜欧州で学んだ日本人交換留学生＞ 

表 19. 現地学生との交流の機会について（N=28） 

内容 回答に占める割合（回答件数） 評価平均 

交流の機会少ない 21.4% (6) 2.3 

日本語学習者を通して 17.9% (5) 3.6 

パーティーなどの企画 14.3% (4) 5 

その他少数意見：サポートネットワークよし、自発的アプローチの必要性など 

 現地の学生と授業が分かれていることなどから、「交流の機会がない（全回答中 21.4%）」

とする回答が多い。しかしそのような環境に言及しながらも、「日本語を学習する学生と交
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流できた（同 17.9%）」と回答した事例も次に多く、学生同士の接点を意識的に設ける意義

が評価されている。また少数意見には「バディー制度やメンターグループなどのサポート

ネットワークの良さ（同 10.7%）（評価平均 4.3）」が含まれており、現地学生が主体となっ

て留学生と交流する効果が評価されている。 

 なお、本項目では「同じ大学に在籍する現地学生との交流」について質問しているが、

質問事項で「欧州学生」と明記したことから、一部回答者は「欧州出身の留学生」を基準

に回答を寄せている。このため、33件の回答中 5件を無効とした。 

  

 ＜コーディネーター＞ 

 全回答中（N=8）「大学やプログラムによるため一般化できない」、「回答不可能」という

回答が多いが、日本への送り出し担当者のうち、2件は「交流の促進が必要である」点を指

摘している。外国人留学生と日本人学生が隔離された環境、もしくは一部の日本人留学生

との交流に限定された環境のため、積極的な働きかけが必要であることが言及されている。 

 

 ⑦ 留学プログラムの問題点について 

 ＜日本で学んだ外国人交換留学生＞ 

表 20. 留学プログラムの問題点について（N=95） 

内容 全回答に占める割合（回答件数） 

学業（具体的な内容は本文参照） 31.2% (29) 

問題なし／建設的意見 22.6% (21) 

人間関係／コミュニケーション 19.4% (18) 

その他少数意見：単位と成績、宿舎、研究室のプロジェクトなど 

 最も多かった問題点は、授業や研究などの「学業」に関わる指摘で全体の 31.2%を占める。

具体的には「英語による専門科目のレベルの低さ（同項目中 21.9%、7 件）」、「専門授業の

選択肢不足（同 12.5%、4件）」、「日本語授業の時間数不足（同 9.4%、3件）」が主な指摘で

ある。 

 次に「問題なし」や「異文化で自身が対応すべき事柄であるため、問題と捉えない」な

どの建設的な意見が全回答の 22.6%を占め、選択式回答項目で提示された事例はどれも当て

はまらないことが言及されている。 

 「人間関係／コミュニケーション」に問題があったとする回答は全体の 19.4%である。「日

本人学生や社会の閉鎖性／交友に限界（同項目中 38.9%、7 件）」が最も多い指摘で、次に

「日本人の英語力または留学生自身の日本語力の差による壁（同 33.3%、6 件）」が続く。

少数ではあるが「指導教員とのコミュニケーション」や「外国人留学生との関係」をあげ

たものもある。  

 少数意見では「単位と成績」に関わる指摘が全回答中 5.4%で、母国大学での単位換算や

成績換算の難しさや、成績が届くまで時間がかかりすぎる点が指摘されている。また「宿

舎（同 4.3%）」では規制の厳しさや日本人学生と別々の環境であること関する不満が示唆さ
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れている。 

  

 ＜欧州で学んだ日本人交換留学生＞ 

 回答件数は 18 件に留まっているため、ここでの分析結果はそれぞれ少数意見にもとづい

ている。 

表 21. 留学プログラムの問題点について（N=18） 

内容 全回答に占める割合（回答件数） 

問題なし 16.7% (3) 

現地学生との交流の難しさ  

 

いずれも 11.1% (2) 

 

日本人との関係／日本人学生の態度 

教育レベルの差 

語学コミュニケーション力 

社会環境／文化の違い 

 

 「問題なし（全回答中 16.7%）」 とするものが最も多く、次に「現地学生との交流の難

しさ」、「日本人との関係や日本人学生の態度」、「教育レベルの差（より高いことによる挑

戦）」、「自分自身の語学コミュニケーション力」、「社会環境／文化の違い」がいずれも 11.1%

と続く。「現地学生との交流の難しさ」に関する指摘では、欧州とアジア圏の留学生の間で

は後者にハンデがあること、また留学プログラムが提供する環境や機会では交流に限界が

あるため、学生自身の積極性が重要であることが言及されている。「日本人との関係や日本

人学生の態度」では、学生の姿勢や勉学の意欲を疑問視し、送り出し大学のより厳しい学

生選抜を望む声が含まれている。「自分自身の語学コミュニケーション力」や「社会環境／

文化の違い」は、留学プログラムの内容や制度に直接関わる問題ではなく、異文化環境適

応に関わる事柄と判断される。 

 

 ＜コーディネーター＞ 

 有効回答数は、日本への送り出し担当者が 11件、欧州への送り出し担当者が 3件と少な

い。本項目についてより明確な見解を得るためには、回答数を増やすことが課題となる。 

 日本への送り出し担当者のうち、11 件の回答中 45.5%が「学業」に関わる点を指摘して

いる。しかし具体的な指摘はそれぞれ異なり、「英語による授業の質不足」、「英語による授

業の選択肢不足」、「成績評価の違い（評価が高すぎる）」、「授業に関する情報がわかりづら

い（情報源が分散している）」など意見は分かれている。 

 欧州への送り出し担当者のうち、有効回答 3 件中 2 件は大学の学生サポート体制が十分

でないことを指摘している。特にサポート体制が充実している大学から来た学生の場合、

その違いへの適応に時間を要することが言及されている。また 1 件は「留学体験を将来の

就職機会に活かせていない」点を指摘している。 
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 ⑧ 問題点に対する改善案 

 ＜日本で学んだ外国人交換留学生＞ 

表 22. 問題点に対する改善案（N=473） 

内容（具体的な内容は本文参照） 回答に占める割合（回答件数） 

教育（主に英語による選択科目）の改善 19.2% (91) 

日本人と外国人の交流推進 14.0% (66) 

経費支援 10.6% (50) 

日本語指導改善／強化  9.5% (45) 

日本人の英語力強化  8.5% (40) 

環境適応指導（オリエンテーション、文化紹介など）  7.2% (34) 

自分自身の日本語力向上  6.3% (30) 

その他少数意見（抜粋）：送り出し大学と受入れ大学の円滑な連絡／調整、大学職員指導

（主に英語力向上）、インターンシップの導入、プログラム評価の実施など 

  

 前述⑦のとおり、問題点として最も指摘が多い項目は「教育（主に英語による専門科目）」

に関わることである。これに対する提案は全回答中 19.2%を占め、具体的には(1)「履修可

能科目の選択肢増加／改善（同項目中 36.4%）」、(2)「授業のレベルや内容の質向上」、「教

授法や教員資質の改善（いずれも同 22.7%）」、4)「教師の英語力向上（同 10.9%）」、そして

(5)「シラバスの改善／成績評価基準の明確化（同 7.3%）」が主にあげられている。 

 (1)「履修科目の選択肢増加／改善」ではさまざまな専門に見合った科目選択肢を増やす

必要性が一貫して指摘されている。英語による授業が十分に提供できない場合、もしくは

一定の質に満たない場合、代替案として「日本語による授業を履修可能とする」、「日本語

授業に通訳をつけて開講する」、「日本語の学習時間を増やす」ことなどが提案されている。 

 (2)「授業のレベルや質」は、具体的に「扱う内容が一般的すぎる（広く浅い）／テーマ

をより深く追究すべき／専門性を高めるべき」という回答を筆頭に、「海外大学のレベルに

照準を合わせるべき」、「授業による質の差を縮めるべき」、「授業の課題を増やす」ことな

どが主な改善案としてあがっている。 

 同率の(2)「教授法や教員の資質改善」では、ノートを読むだけでなく、学生の学習意欲

を駆り立てるような教え方、使用教材の工夫、指導する教師の熱意を求める声が集まって

いる。また複数の教師による輪講形式について、単発の講義では各テーマを深めることが

できないことから、一人の教師によって学習内容の理解を深める授業を提供する必要性も

指摘されている。 

 次に問題点として指摘の多い「人間関係／コミュニケーション」に対して、「日本人と外

国人の交流促進を図る」改善案が、全回答のうち 14%を占める。具体的には戦略的な「イベ

ントの実施」、「双方の学生への働きかけ」、「留学生に対する部活動の参加推奨」が多く提

案されている。またこの他に、「日本語指導の強化（特に集中講座、授業時間数の増加）（全

回答中 9.5%）」、「日本人の英語力向上（同 8.5%）」、「留学生自身の日本語力向上（同 6.3%）」、

「日本人学生への指導／働きかけ（積極性、コミュニケーション）（同 3.2%）」が、「人間関
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係／コミュニケーション」の改善に関連した提案である。 

その他の改善案については表 22 を参照されたい。 

 

 ＜欧州で学んだ日本人交換留学生＞ 

表 23. 問題点に対する改善案（N=89） 

内容（具体的な内容は本文参照） 回答に占める割合（回答件数） 

自分自身の姿勢 18.0% (16) 

語学習得 12.4% (11) 

大学による交流の機会提供 10.1% (9) 

授業環境の改善 10.1% (9) 

情報提供  7.9% (7) 

友人作りの場を探す  6.7% (6) 

宿舎  5.6% (5) 

その他少数意見（抜粋）：経費、文化適応など 

欧州で学んだ日本人留学生は、「自分自身の姿勢（全回答中 18%）」に関わる回答が最も多

く、環境に応じて考え方や行動様式を変える必要性が言及されている。具体的には「（環境

や文化の）違いを受け入れる」、「より積極的にコミュニケーションを取る」、「自分自身で

取り組む（例えば自炊する、情報を調べる、より勉強する）」など、置かれた環境に適応す

るための学生自身の努力や工夫があげられている。 

 「語学習得（同 12.4%）」の必要性が次に多い回答である。「留学前から現地の言語や英語

力をつけること／留学のための語学コースを設けること」などが提案に含まれている。 

 「交友の機会提供（同 10.1%）」では、現地学生との交流不足を理由に、大学側が現地学

生との交流を促す企画、機会を設けることを求めている。「授業環境」に関する回答も同率

（同 10.1%）にあがっているが、「受講生の数（主に多すぎる）」、「グループワークの不足」、

「留学生が一緒になって受講する授業がない」ことなどが言及されている。受講生同士の

接点、意見交換を促す授業環境を期待する回答が多い。 

 「情報提供（同 7.9%）」については、「出発前の情報提供（学年歴の予定、ビザ手続き、

奨学金などについて）」や「到着後の現地情報提供」が不足していることを理由に、改善が

求められている。「友人作りの場（同 6.7%）」は、スポーツクラブへの参加や日本語学習者

との交流などが学生自身の出会いを広げることを示唆している。また「宿舎（同 5.6%）」は

諸経費を減らすこと、部屋数の不足や質の改善に触れている。 

 

 ＜コーディネーター＞ 

 日本への送り出し担当者の回答件数は 38件で、そのうち「教育の改善（全回答中 28.9%）」

について、「学習内容の質向上」、「指導者の英語力向上」、「授業の進め方（学生の参加を促

す授業進行）」、また「成績評価基準の明確化」に言及した回答が集まっている。さらに「授

業の選択肢について、情報源の一点集中化」を求める声もあり、履修可能科目についてわ

かりやすい情報提供が期待されている。 
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 「事前準備（同 13.2%）」では、「留学前の語学習得や日本人との交流」、「留学前のオリエ

ンテーション、情報提供の充実化」などが提案されており、受入れ大学のみならず、送り

出し大学の働きかけ、大学間の連携も重要であることが示唆されている。 

 「日本人職員の英語力促進（同 7.9%）」は、より良い学生指導に必要なスキルとして、受

入れ大学側の改善点として期待されている。また「学生同志の交流促進」、「宿舎」が同率

で指摘されている。特に「宿舎」については、日本人学生と留学生の混住寮を提供する利

点や、宿舎の選択肢を増やすことで受入れ留学生数を増やす効果が言及されている。 

表 24. 問題点に対する改善案：日本への送り出し担当者（N=38） 

内容 回答に占める割合（回答件数） 

教育（履修科目、指導方法、成績評価）の改善 28.9% (11) 

事前準備 13.2% (5) 

日本人職員の英語力強化  7.9% (3) 

学生同士の交流促進  7.9% (3) 

宿舎  7.9% (3) 

 

表 25. 問題点に対する改善案：欧州への送り出し担当者（N=12） 

内容 回答に占める割合（回答件数） 

事前準備 50.0% (6) 

言語習得 16.7% (2) 

その他少数意見：学生の交流促進、サポート体制の充実化、寮の提供、奨学金増加 

 

 欧州への送り出し担当者の回答件数は 12 件と少ないが、そのうち最も多い回答は「事前

準備／指導（全回答中 50%）」である。「出発前オリエンテーションの充実化」、「より明確で

具体的な情報提供」、「文化や違いに関する指導」を実施することで、学生の留学生活をよ

り円滑に導くことができることが言及されている。 

 「言語習得（同 16.7%）」については、出発前に英語力を強化することや、現地での語学

クラスを充実化する（受講生数のバランスを取る、レベルの選択肢を広げる）ことが提案

されている。 

 

 ⑨ 留学プログラムの評価 

 ＜日本で学んだ外国人交換留学生＞ 

表 26. 留学プログラムの評価について（N=307） 

内容 回答に占める割合（回答件数） 

良い（満足） 36.1% (111) 

教育成果に満足 12.4% (38) 

交友関係／ネットワーク構築に満足  9.8% (30) 

教育の質向上が必要  7.5% (23) 

プログラムの対応良し  5.9% (18) 

その他少数意見（抜粋）：日本人学生との交流不足、多文化理解の効果、日本語の習

得環境不足など 
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 全回答 307 件のうち、「良い（満足）」とする回答が最も多く 36.1%を占める。その内容は

主にプログラムを通して得られる体験や思い出などに触れている。また難しさや改善に向

けた課題はあっても、総合的に満足している意見も含まれる。少数意見には「プログラム

の対応がよい（同 5.9%）」という意見もあり、教職員の対応や事務のサポート体制の良さか

ら、有意義な留学生活を送ることができたことも評価されている。 

 「教育成果に満足（全回答中 12.4%）」は主に日本語力の向上、日本文化理解、また研究の

機会が与えられた利点などに触れた回答が集まっている。また「交友関係／ネットワーク

（同 9.8%）」は、日本人や外国からの留学生との出会いや友情が高く評価されている。 

 「教育の質向上が必要（同 7.5%）」は、プログラム自体を評価しつつも、授業の質に満足

できなかったことや、質向上の必要性を指摘するコメントが寄せられている。 

  

 ＜欧州で学んだ日本人交換留学生＞ 

表 27. 留学プログラムの評価について（N=49） 

内容 回答に占める割合（回答件数） 

良い／満足 40.8% (20) 

自己成長 10.2% (5) 

教育環境に改善要素あり  8.2% (4) 

語学力不足／向上不足  6.2% (3) 

悔いが残る  6.2% (3) 

留学生に対するサポート不足  6.2% (3) 

その他少数意見（抜粋）：現地学生との接点不足、キャリアとの関連性少ないなど 

 

 最も多い回答は「良い（満足）（全回答中 40.8%）」で、総合的に有益な体験であったこと

や満喫できたことが読み取れる。具体的には「教育の質」、「留学を含めて大学学部課程を

４年間で卒業できたこと」、「奨学金を得たこと」、「ホストファミリーとの出会い」など、

プログラムで得た機会やその良さに言及している。 

 次に多い回答に「自己成長（同 10.2%）」では「勉学に関して自信ややる気を得た」、「良

い体験、悪い体験どちらからも学ぶことができた」、「語学習得や文化理解などの目標を達

成できた」など、留学体験を通して得た内面的な成長に対する満足感が表れている。 

 「教育環境に改善要素あり（同 8.2%）」では「授業時間割の不都合（授業の重複）」、「英

語による授業がない」、「プログラム参加者の出身国の偏り（日本人過多）」などの点につい

て、教育環境に改善の余地がある点を示唆している。 

 「語学力不足／向上不足」、「悔い」、「留学生に対するサポート不足」はいずれも同率の

6.2%だが、前者２項目は特に学生自身が達成できなかったことや、環境や機会を活かし切

れなかったことを残念に思う心境が表れ、自己反省的な見解である。「留学生に対するサポ

ート不足」は、特に「現地学生との交友促進のために必要」とする意見もあり、大学のサ

ポートによって留学生活が変わりうることを示唆している。 
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 ⑩ 留学体験の活かし方 

 ＜日本で学んだ外国人交換留学生＞ 

表 28. 留学体験の活かし方について（N=283） 

内容 回答に占める割合（回答件数） 

日本関係の仕事につく／日本に戻る 30.0% (85) 

異文化スキル 26.6% (53) 

自分の専門分野に活かす 16.6% (33) 

就職に有利 11.1% (22) 

ネットワーク 10.1% (20) 

その他少数意見（抜粋）：進学、自己成長、文化理解など 

 

 「日本関係の仕事に就く／日本に戻る」との回答は、全体の 30%を占めるが、具体的には

２つの回答群に分かれる。ひとつは「日系企業に就職する」、「日本／日本人と関係のある

仕事に就く」、「日本語力や文化に関する知識を仕事に活かす」など、拠点を問わず日本と

の架け橋となることである（全回答中 24.1%）。もう一方は「日本に戻る（同 18.6%）」こと

で、具体的に「日本でのインターン／就職を目指す」、「日本語力を伸ばすために再度来日

を希望」、「現在日本に滞在中」など、具体的に日本を拠点にした活動に触れている。  

 「異文化スキル（同 26.6%）」は、「日本語力／日本に関する知識を活かす」、「異なる文化

背景を持つ人々との協調・連携に活かす」など、多国籍の留学生との交友関係や日本の体

験を通して得た資質に触れている。  

 「自分の専門分野に活かす（同 16.6%）」では留学後の研究や職種に活かされること、「就

職に有利（同 11.1%）」では履歴書に留学経験を明記できることの利点や、実際に就職採用

時に留学経験が評価された体験が寄せられている。また「ネットワーク（同 10.1%）」は将

来の仕事や研究において、日本でのネットワークを活かしたいという期待が示唆されてい

る。 

 

 ＜欧州で学んだ日本人交換留学生＞ 

表 29. 留学体験の活かし方について（N=35） 

内容 回答に占める割合（回答件数） 

国際的な仕事に活かす 42.9% (15) 

進学 20.0% (7) 

その他少数意見（抜粋）：未定、自分の専門（研究）に活かす、語学力など 

 

 「国際的な仕事に活かす（全回答中 42.9%）」と答えたものは、留学先で得た言語力や知

識を活かした仕事、またはその国と関連のある仕事につきたいという意向を表し、最も多

い。「進学（同 20.0%）」は特に海外で修士／博士課程を取得したいという回答である。多く

は留学先国に戻ることを限定しておらず、欧州に戻る希望を示している。 

 欧州で学んだ日本人留学生の回答を見ると、日本で学んだ外国人留学生と比べて「ネッ
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トワーク」に関する記述が顕著に少ない（外国人留学生は 6.0%、12件に対し、日本人留学

生は 2.9%、1件）。また留学体験をどのように将来に活かせるか「具体的な考えがない／わ

からない」とする回答は両グループに見られるものの、回答に占める割合のみで判断する

と、日本人留学生にこの傾向がやや強い（外国人留学生は 1.5%、3 件に対し、日本人留学

生は 11.4%、4 件）。さらに正確な比較調査には日本人留学生の回答率増加が望まれるが、

留学体験を長期的に活かすための取り組み（大学の学生指導、留学後のフォローアップな

ど）は、留学プログラムの課題のひとつと言えるであろう。 

 

 ＜コーディネーター＞ 

 コーディネーターの見解は、「進路への影響」に関する内容が大多数を占める。 

 日本への送り出し担当者の有効回答件数は 11 件で、そのうち 8 件（72.7%）は、学生が

「日本に対する興味、思い入れを増して帰国」し、主に「日本での就職（JETプログラムを

含む）」、「日本で進学」、「国際的な組織に就職」するなど、言語力や日本の知識を活かした

進路を選択している点に触れている。その他の少数意見では、「専門分野での探求」や「ネ

ットワーク」が留学後に活かされていることが示されている。 

 欧州への送り出し担当者の有効回答件数は 4 件で、そのうち 3 件は、留学後に「国際的

な組織に就職」、「欧州での就職」している傾向に触れ、「進路への影響」が強調されている。 

 

 ＜その他の意見（コーディネーター）＞ 

 日本への送り出し担当者から寄せられた 7件の回答のうち、「早期の選考結果通知（２件）」、

「プログラムの拡大と受入れ学生の多様化（2件）」、「日本人と留学生間の交流促進（1件）」

を求める意見が寄せられている。その他 2件は留学の意義や環境に触れ、現状について「お

おむね良い」ことを示唆している。 

 欧州への送り出し担当者の有効回答は 1 件だが、欧州大学の応募手続きが簡潔であるこ

とや、大学ごとに分野に特化した学生交換協定が締結されていることから、学生の留学目

的（専門分野の習得、語学習得など）がより明確であることを特徴にあげている。 

 

 ⑪ まとめ 

 日本と欧州どちらの留学プログラムも、学生の総合的な満足度は得られる傾向にあるが、

顕著な違いは「専門科目授業の質」に関する評価である。日本の大学は「英語による専門

科目の授業内容、指導方法、科目選択肢の改善」が主要な課題であるのに対し、欧州の大

学はこれに該当しない。実際、欧州では全ての大学が英語による授業を提供しているわけ

ではない。留学生が現地語で専門科目を受講しているケースも含まれるため、必然的にプ

ログラムの環境条件は異なり、プログラムの全体評価において判断基準に誤差が生じうる。

しかし日本の留学プログラムに参加する多くの学生が、英語による授業を履修する前提で

プログラムに応募することを踏まえると、「英語による専門科目の向上、改善」は日本の大
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学にとって明確な課題であると言える。 

 「現地語習得授業」に着目した場合、日本語習得授業はより高い評価が集まっており、

日本の留学プログラムの強みが認められる。改善点を取り入れ、より良い教育環境を提供

することが期待される。欧州では、大学によって開講環境不足（受講者制限、授業の選択

肢不足）の傾向が見られ、学生の円滑な留学生活を導くための対策（留学前の語学習得支

援、欧州大学の語学習得授業の改善）が望まれるであろう。 

 日本、欧州大学ともに「現地の学生との交流促進」は共通する課題である。チューター

やバディー制度などのサポートネットワークが充実している大学は評価されているものの、

より広い範囲で現地の学生との交流を求める意見は、学生およびコーディネーターともに

表れている。授業／研究室、寮環境、部活動／学生活動など、接点の場となりうる環境・

機会を活かすこと、また大学の戦略的な企画、働きかけが鍵となる。 

 欧州に留学した日本人留学生からは、特に自己反省的な記述回答が多い。語学力や積極

性など、学生自身の努力や姿勢が留学生活・留学成果を変えるという見解が回答に表れて

いる。また留学体験をどのように将来に活かすかという問いに対して、日本人留学生は外

国人留学生と比べて、回答内容に具体性や多様性がない。これらの傾向から、留学プログ

ラムに参加する学生に対する留学指導の重要性が読み取れる。日本および欧州送り出し担

当のコーディネーターの回答に「事前準備」が改善点としてあがっているように（ (2)-⑧

参照）、「十分な情報提供」、「文化の違いや異文化適応に関する指導」、「出発前から留学先

国出身の学生との交流を図る」などの取り組みが、より効果的な留学生活につながるであ

ろう。さらに学生が留学体験を将来に活かせるよう、長期的展望にもとづいた助言・指導

を受入れ大学、送り出し大学双方から働きかけることで、留学プログラムの意義を高める

ことができると考えられる。 

 最後に、本アンケートは回答者群 1)日本で学んだ外国人留学生、2)欧州で学んだ日本人

留学生、3)プログラム担当者の回答数に大きな差があるため、より正確な比較調査には、

後者 2)と 3)の回答率を上げることが課題である。 

 

（3）分析結果に基づく日本の短期留学の強み、弱みと課題 

 

① 日本の短期留学の弱みとその背景 

 本項では、上記（1）の 421件の定量的分析結果と、（2）の日本の大学関係者から呼び掛

けたサイトの有効回答 399件の記述部分の定性的分析結果を踏まえ、非英語圏 EUへの短期

留学と比較した日本の短期留学の強み、弱みと今後の課題を検討する。 

まず、日本の短期留学の弱みであるが、図 9 に示すように、日本の短期留学の問題に関

する留学生の回答では、「（英語による）専門分野での授業の質の低さ」と「日本人の英語

力のなさによるコミュニケーション不足」の 2 つが大きな問題として挙げられている。ま

た、表 20に示した留学の問題点の分析でも、31.2%が学業に関することで、「英語による専
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門科目のレベルの低さ」（学業に関する項目中 21.9%）「英語による専門授業の選択肢不足」

（同 12.5%）が挙げられている。また 19.4%が人間関係／コミュニケーションに関すること

で、「日本人学生や社会の閉鎖性／交友に限界」（人間関係に関する項目中 38.9%）「日本人

の英語力または留学生自身の日本語力の差による壁」（同 33.3%）について多くの指摘が寄

せられている。非英語圏 EU への留学では、図 10 に示すように「専門分野での授業の質」

と「現地の人の英語力のなさによるコミュニケーション不足」については、日本留学の場

合よりも問題とされる比率が小さい。表 6でも、英語による専門科目の質の評価について、

EU留学よりも日本留学の方が、学生による回答平均値が低い傾向が見られる。 

このような、日本留学の弱みである「英語による授業の質と量の乏しさ」「日本人とのコ

ミュニケーション不足」の背景には、日本人の英語力の低さが大きな要因として考えられ

る。2004-2005 年のTOEFLスコアの国際比較では、アジア諸国の内、日本人受験者のスコア

は北朝鮮に次いで低い 8、という結果が示すように、日本人の英語力は相対的に低い。アジ

アの言語はヨーロッパ言語よりも、英語からの「言語的な距離が遠い」ことは、非英語圏

EU諸国に比べ、日本／アジアにおいて英語の習得が不利な要因の 1つとして挙げられよう 9。 

 

＜英語による授業への指摘と改善方策＞ 

表 10に示す通り、英語による専門科目では「教員の英語力」に関するコメントが多い（全

回答中 15.0%）。教員の英語力が十分でないため「授業のレベルが低い」「わかりづらい」「教

員自身の専門知識は高くとも、十分に説明しきれていない」などの理由から、学生の満足

度が下がっている。同様に「授業の質の低さ」に触れている回答（同 14.0%）では、教師の

英語力不足によって「教師が学生の発言を理解しきれず」議論の展開に限界をきたすこと、

「英語の教材が足りない」「基本的な内容しか網羅されていない」「簡単すぎる」「教師が教

科書を読んでいるだけ」など、留学生の母国大学と比較しての授業の質の差が指摘されて

いる。 

表 22 に示すように、改善提案が最も多いのも「教育（主に英語による専門科目）」に関

わることで全回答中 19.2%を占め、具体的には 1)「履修可能科目の選択肢増加／改善（同

項目中 36.4%）」、2)「授業のレベルや内容の質向上」、「教授法や教員資質の改善」（いずれ

も同 22.7%）、4)「教師の英語力向上（同 10.9%）」、そして 5)「シラバスの改善／成績評価

基準の明確化（同 7.3%）」が挙げられている。 

非英語圏 EU における英語による専門科目の質に関する評価自体は、表 6に示すようにさ

ほど高いものではないが、日本の授業の評価よりは高い。また、表 11に示すように、非英

                                                   
8 Educational Testing Service (2005) Test and Score Data Summary 2004-05 Test Year Data Test of 

English as a Foreign Language 

http://www.ets.org/Media/Research/pdf/TOEFL-SUM-0405-DATA.pdf (visited on Jan.20,2011) 
9 TOEFLスコアの差異について、アジアの言語は、ヨーロッパ言語よりも、英語からの「言語的な距離が遠

いため」と指摘する分析もある。Kim & Lee (2006) Determinants of TOEFL Score: A Comparison of 

Linguistic and Economic Factors 

http://faculty.washington.edu/karyiu/confer/seoul06/papers/kim-lee.pdf (visited on Jan.20,2011) 
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語圏 EUにおける英語による授業について、「質が良い／専門性が高い」「効果的な授業形態

（的確なテーマや授業運び、議論や課題の多さ等）」という肯定的な記述回答も寄せられて

いる。 

以上より、日本における英語による授業については、教員の英語力、質の低さ、選択肢

の少なさの、主に 3 つの問題が指摘されていることがわかる。日本の大学における教員の

評価が、研究実績が中心で、英語による授業の開講数や授業の質（学生による授業評価結

果）が十分な評価対象となってこなかったことも、英語による開講科目の少なさと質の低

さに拍車をかける結果となったと考えられる。 

教員の英語力については、FD 研修の強化や海外の大学との教員交流などにより、現存の

日本人教員の英語力向上を図る対応が考えられよう。また、授業の質の改善に向けては、

授業内容や授業方法改善に関する FD研修、学内の支援、授業評価結果を教員評価に反映す

るシステムなどが必要と考えられる。また、英語による専門科目開講を増やすためには、

外国人教員の雇用、海外の協定校からの教員派遣や遠隔授業、企業、国際機関等、学外か

らの教員の登用などの方策が考えられる。しかし、長期的に「英語による授業」という日

本の短期留学の弱みを改善するためには、日本人学生の派遣留学促進などにより、英語に

より質の高い授業を行える次世代の人材を育成していくことが不可欠と考えられる。 

 

＜日本人と留学生の交流機会増加の必要性＞ 

表 18の日本への短期留学生による「現地学生との交流の機会」に関する記述回答の分析

では、24.7%の回答が「交流の難しさ／交流の企画が必要」であることを指摘しており、具

体的には「日本人学生と知り合う機会が（ほとんど）なかった」、「多くの活動が留学生を

対象としている」、「バディー（サポート学生）以外の学生との交流に広がりがない」とい

う指摘が示されている。また、「日本人学生の姿勢（消極的、恥ずかしがる、閉塞的）（全

回答中 7.8%）」、「留学生と日本人学生双方の語学力の差による壁（同 4.5%）」、「日本人学生

の英語力（2.6%）」も指摘されている。 

英語力の低さに加え、コンテクスト（コミュニケーションが起こる物理的、社会的、心

理的、時間的環境）に依存する度合いが高く、言語による度合いが相対的に低い日本人の

コミュニケーション・スタイルも 10、留学生が日本を閉鎖的で、コミュニケーションが取り

づらい社会と捉えがちな要因に加えることができよう。 

表 22に示すように、問題点の改善提案では「日本人と外国人の交流促進を図る」改善案

が全回答の 14.0%を占め、具体的には戦略的な「イベントの実施」、「双方の学生への働きか

け」、「留学生に対する部活動の参加推奨」が提案され、また、「日本語指導の強化（特に集

中講座、授業時間数の増加）（全回答中 9.5%）」、「日本人の英語力向上（同 8.5%）」、「留学

                                                   
10 石井らによる日米の言語コミュニケーションの比較調査によると、成人が一日に会話する平均時間はア

メリカは 6時間 43分であるが、日本は 3時間 31分でと短い。石井敏「言語メッセージと非言語メッセー

ジ」、古田暁監修（1987）『異文化コミュニケーション－新・国際人への条件』有斐閣、p.90。また、「高コ

ンテクスト文化」については岡部朗一「文化とコミュニケーション」、前掲書、p.54-58。 
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生自身の日本語力向上（同 6.3%）」、「日本人学生への指導／働きかけ（積極性、コミュニケ

ーション）（同 3.2%）」が提案されている。 

日本人と留学生の交流促進については、回答者からの改善提案にもあるように、日本人

学生の英語力向上に加え、彼らが留学生との交流に積極的になるような指導や環境づくり、

留学生の日本語学習の支援、交流機会の増加と交流範囲の拡大も必要と言えよう。 

 欧州で学んだ日本人留学生の指摘する問題点の中に、「自分自身の語学コミュニケーショ

ン力」が 11.1%含まれている（表 21 参照）。日本人の外国語能力やコミュニケーション力の

低さが、留学生の受入れだけでなく、派遣においても通底する課題として表れている。 

大学において、日本人学生と留学生が交流する機会を積極的に提供することは、双方の

異文化理解を促進し、語学力、コミュニケーション力を向上するなど、日本人学生の派遣

留学の準備としても位置付けられる。更に、帰国した派遣学生が、留学生との交流や支援

活動にかかわることは、彼ら自身の語学力の維持と共に、国際交流に関心を持つ後輩学生

への助言の場を提供することともなる。短期留学の受入れと派遣のプログラムの有機的な

連携は、留学生と日本人学生の双方にとって有益で教育効果の高い活動であり、実施上の

効率もよいと考えられる。 

 

② 日本の短期留学の強み 

 日本の短期留学の強みについては、表 6 に示すように、「語学クラス」「見学などその他

活動」「他の留学生とのネットワーク機会」の 3 項目について、非英語圏 EU 留学より日本

留学の方が、回答平均値が高い。各項目について記述回答分析からその内容を確認する。 

まず、日本語授業については、表 12 に示すように、全回答中 70%が「良い」点に触れて

高く評価し、その理由には「教師の熱意、人格、指導力の良さ（同項目中 30.8%）」「教材や

教授法が良い（21.7%）」などが挙げられている。しかし、内容に満足しながらも「授業時

間数不足（全回答中 5.4%）」という意見もある。これに対し、非英語圏 EU の現地語授業に

ついては、表 13に示すように、「良い／満足」とする意見が 45％あるものの、「授業の選択

肢不足」「授業数が少ない」「受講者数の制限があった」などの「開講条件不足（全回答中

16%）」の指摘が見られた。このことから、日本では、非英語圏 EUに比べ、教員の熱心さや

教材・教授法の質の高さ、授業の選択肢の多さや受講者制限も少ないことが相対的な評価

の高さにつながったと推定される。図 1、図 3 に示すように、「日本語能力の向上」は日本

短期留学生の大きな留学動機となっており（回答得点 19％）、大きな留学メリットとしても

捉えられている（回答得点 21％）。このことから、日本語授業については、日本短期留学の

強みとして拡充し、対外的にもアピールしていく必要があると考えられる。 

次に、「見学などその他活動」については、表 14 に示すように、日本留学では全体的に

好評価が集まっており（全回答中 78%）、具体的には「楽しかった／企画に満足（同 40.4%）」

「知識が向上した（同 13.9%）」「活動が豊富（同 9.9%）」「より良い人間関係を構築できた

（同 7.3%）」「行き先が良かった（同 4.6%）」などの理由が寄せられている。他方、非英語
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圏 EU 留学では、表 15 に示す通り、前向きな回答は記述回答の内 56%とやや少なく、「企画

が多い（同 20.6%）」、「学生による活動／企画が盛ん（同 8.8%）」が評価されているものの、

35%の回答は「交流の企画が少ない（同 14.7%）」、「企画がなかった」（同 8.8%）、「準備不足」

「活発ではない」（ともに同 5.9%）ことに言及している。 

日本短期留学生の回答では、「その他活動」として「大学主催による留学生企画（遠足）

など」と「科目講座による課外授業」の両方を含めた幅広い活動が言及されているが、こ

れは、大学主催行事と授業の両方において、見学旅行、企業見学、小学校訪問、日本文化

体験、ホームステイなどの多様な活動が留学生に提供されていることを示している。これ

らの活動は、英語による専門科目の開講数が少なく、質も高くないことをカバーするため

に実施されている、という事情もあるが、日本の教育では、このような現場体験型の学習

を重視する、という側面も指摘できるだろう。このような活動も、日本短期留学の強みと

して拡充し、対外的にもアピールしていく必要があると考えられる。また、日本人学生の

参加もできる限り許容し、留学生との交流の場、国際教育の場としての活用も検討すべき

ではないかと思われる。 

3 つ目の「他の留学生とのネットワーク機会」については、表 16 に示す通り、全回答の

82%が前向きなコメントを寄せ、具体的には「環境や交友関係に満足（同 22.1%）」「寮生活

の効果（同 16.2%）」「友情継続（同 12.5%）」「交流の機会豊富（同 10.3%）」、「授業内での交

流」、「国際色豊か」（いずれも同 8.8%）などが挙げられている。他方、非英語圏 EU 留学生

の回答は、表 17 に示す通り、パーティの企画などを通して留学生同士が「交流する機会が

多い（全回答中 34.5%）」ことや、「国際色豊か（同 17.2%）」、「寮生活を通した交流（同 10.3%）」

など 76%が前向きな回答を寄せる半面、「交流の機会／企画がなかった（同 10.3%）」とする

意見もある。国立大学法人による「短期留学プログラム」（日本短期留学回答者の多くがこ

の参加者と推定）においては、参加留学生をグループとして扱うため、グループ内の学生

のネットワーク化が進みやすいこと、また、見学などの多様な交流活動が提供されている

ことが、留学生間のネットワーク機会を増やしていると言えよう。欧州では、学生自身の

企画によるパーティや寮生活が、他の留学生と交流する主な機会と推定されるが、パーテ

ィになじめない学生や一人暮らしをする学生にとっては交流機会が限定されることにもな

り、このことが、この項目における評価が相対的に低い要因の 1つと推定される。 

日本のグループ化した短期留学プログラムでは、留学終了後もメーリングリストなどに

より、メンバー間の絆が維持しやすい傾向がある。他の留学生とのネットワーク機会がビ

ルトインされ、留学後の絆も維持しやすいという日本の短期留学の利点についても、対外

的にアピールする必要があるのではないかと考えられる。 

最後に、企業との連携とその課題について触れたい。表 8に示す通り、日本留学の方が、

非英語圏 EU 留学よりも、企業と連携した活動が多い。これは日本の強みであり、留学生の

関心も高い「日本企業」との連携活動をプログラムに組入れる傾向が、非英語圏 EUよりも

強いためと考えられる。しかし、その多くは、企業見学など表面的な理解を得る活動が中
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心であり、インターンシップなど、短期留学生の将来のキャリア形成につながる活動は 11％

程度にとどまっている。 

日本留学生の 85％が「留学経験を将来キャリアへ活用したい」と回答していることから、

企業と連携して、彼らのキャリア形成に資するような短期留学プログラムを提供できるな

らば、日本の短期留学の魅力が一層高まると考えられる。 
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2． オーストラリアから日本への短期留学生の送出しについて  

橋本博子 

 

本節では、派遣側であるオーストラリアから見た日本への短期留学を、政府や大学の留

学生派遣への取り組みや日本語教育との関連で考察する。まず、オーストラリアの留学生

受け入れと派遣の比較をし、最近の政府の取り組みやその背景を考え、筆者の所属大学の

例を紹介する。次にオーストラリアの日本語教育の現状分析から、日本への留学希望者像

を提示する。最後に、2005年からの留学生派遣現場での経験とインタビュー調査から、オ

ーストラリアから日本への短期留学の問題点と意義を明らかにしたい。 

オーストラリアでは、留学生と言うと、受け入れとその経済効果ばかりが注目されてき

た。受け入れ留学生の数（留学生ビザ発給数）は増加し続け、2009年には 491,565人（2008

年の 433,918から 13.3%の増加）になった。セクター別に見ると、最も留学生が多いのは高

等教育機関（196,007人）であるが、職業教育訓練機関（189,021人）、英語学校（119,960

人）なども多くの留学生を受け入れている。留学生の主な出身国は、中国（留学生全体の

24.1%、高等教育留学生の 31.2%）とインド（同 18.2%と 13.5%）であり、続く 11カ国から

は 1万人以上の留学生が来ている 1。学費や生活費など留学生受け入れによる収入は、2009

年にはオーストラリアに 180億豪ドルの輸出収入をもたらした。留学生受け入れを中心に

成長を続けてきた国際教育は、今やオーストラリア最大の輸出収入を誇るサービス産業と

して 2、莫大な経済利益をもたらしてきたのである 3。 

このように、連邦政府、州政府、教育機関も力を入れてきた非常に活発な留学生受け入

れに対して、派遣は少なく、オーストラリアは留学生の受け入れ過多であり、出入りのバ

ランスが悪い 4。特に、海外での学位取得を目的とする留学については、データさえ存在し

ない。海外での学位取得を目的としない留学に関しては、37大学への調査によると、2007

年には 8,000 人以上の学部生（修了生のほぼ 6%）、1,500人近くの大学院で研究をしている

学生（修了生のほぼ 37%）が、オーストラリアの大学に所属しながら国際的な学習の経験を

                                                   
1 International student numbers 2009, February 2010, Australian Education International (AEI), 

Australian Government, 

http://www.aei.gov.au/AEI/PublicationsAndResearch/Snapshots/2010022610_pdf.pdf [2011.1.5] 

2 Export income to Australia from education services in 2009, May 2010, AEI, 

http://www.aei.gov.au/AEI/PublicationsAndResearch/Snapshots/2010052810_pdf.pdf [2011.1.5] 
3 ただし、近年の連邦政府の移民政策の変更（技術移住者数の制限、指定職種や条件の変更など）、為替相

場（豪ドル高）、安全な留学先としての評判の失墜（留学生が被害を受けた暴行事件の続出による）などの

影響で、2011年は留学生が減ることが懸念されている。 
4 UNESCOのデータによると、オーストラリアから留学した高等教育段階の学生数は約 1万人（2007年）で、

高等教育の全学生数の約 1%に過ぎない。しかし、このような傾向はオーストラリアだけのものではなく、

イギリスは 1.2%、アメリカは 0.3%と、世界の留学生受け入れ大国でもある英語圏の学生は、あまり海外に

留学していないことがわかる。Australian student mobility in the higher education sector, July 2009, 

AEI, http://www.aei.gov.au/AEI/PublicationsAndResearch/Snapshots/2009070310_pdf.pdf [2011.1.5] 

http://www.aei.gov.au/AEI/PublicationsAndResearch/Snapshots/2010022610_pdf.pdf
http://www.aei.gov.au/AEI/PublicationsAndResearch/Snapshots/2010052810_pdf.pdf
http://www.aei.gov.au/AEI/PublicationsAndResearch/Snapshots/2009070310_pdf.pdf
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持っており、その大半は、1学期間またはそれ以上の交換留学である 5。 

つまり、オーストラリアの留学生の受け入れと派遣を比較すると、オーストラリアの高

等教育機関で受け入れている留学生の大半が、オーストラリアの学位や資格を取得するた

めの留学であるのに対して、送り出す留学生は、オーストラリアの高等教育機関に所属し

ながら、コースの一部を短期留学などの形で海外で履修する学生である。また、受け入れ

の方は、中国やインドを中心に多数の私費留学生を受け入れてきたのに対して、派遣先は、

言語が同じで教育システムも比較的類似した英語圏や、オーストラリアの教育機関の海外

キャンパスが中心である。 

しかし、オーストラリアでは、海外留学がその一部として位置づけられている学位プロ

グラムが増え、そのようなコースに所属する学部学生が、過去 5年間、年間約 10%と急増し

ている。主な留学先（2006年）は、アメリカ、ニュージーランド、イギリス、カナダ、ド

イツ、日本の順で、日本も 6位に入ってはいるが、上位 2カ国が 2,500-3,000人なのに対

して、イギリスは約 1500人、カナダ、ドイツ、日本は 500人以下である。また、オースト

ラリアの高等教育機関の海外キャンパスで単位の一部を取得する学生も、わずかではある

（2007 年に 1,765人）が増えている。6 

 最近では、政府も留学生の派遣にも力を入れ始めている。ギラード首相は、オーストラ

リア政府の海外留学に関するウェブサイト 7で、留学が仕事に必要なスキルを身につけ、国

際的なネットワークを広げるのに役立つなど、若者の就職に有利になると強調し、多国籍

企業では海外留学経験がますます重視されていることなど、オーストラリアの雇用者に対

する調査の結果を紹介している。また、首相のメッセージだけでなく、「海外留学の意義」

と題された箇所でも、異なる環境で多様な学生と共に学ぶことで異なる考え方に目を開か

れるという成果や、より一般的な留学の意義（人としての成長、自信、自立、他者への寛

容性など）に加えて、今のグローバル化した社会で活躍できる人材として必要なスキルを

養う絶好の機会であること、キャリア面でも有利になることが強調されている。また、「留

学先」と題された箇所では、国別に様々なウェブサイトにリンクされ、情報が提供されて

いる。例えば、日本であれば、日本の高等教育、日本での生活などの見出しのもと、JASSO

ほか関係機関へのリンクや情報を提供している。また、オーストラリアの各大学の海外留

学プログラムへのリンクを提供するなど、やはり、海外で学位を取得するのではなく、オ

ーストラリアの教育機関に所属しながら学位コースの一部を海外で、という短期留学が前

提になっているようである。「経済的支援」の箇所では、奨学金やローンの情報も提供して

いる。このように、これまでほとんど注目されていなかったオーストラリアから海外への

                                                   
5 Student mobility between Taiwan and Australia: Challenges and opportunities, 2010, AEI, p.5, 

http://aei.gov.au/AEI/PublicationsAndResearch/Publications/Taiwanreport_pdf.pdf [2011.1.5] 
6 Australian student mobility in the higher education sector, July 2009, AEI, 

http://www.aei.gov.au/AEI/PublicationsAndResearch/Snapshots/2009070310_pdf.pdf [2011.1.5] 

7 Study Overseas, Australian Government, 

http://www.studyoverseas.gov.au/default.htm [2011.1.5] 

http://aei.gov.au/AEI/PublicationsAndResearch/Publications/Taiwanreport_pdf.pdf
http://www.aei.gov.au/AEI/PublicationsAndResearch/Snapshots/2009070310_pdf.pdf
http://www.studyoverseas.gov.au/default.htm


82 
 

留学に関して、容易に必要なすべての情報が得られる「ワンストップショップ」的なサイ

トを首相のメッセージつきで立ち上げたことは注目に値するだろう。 

政府は、オーストラリアの学生を海外へ派遣し、グローバルな技術や知識を習得した大

学生を育てることは、オーストラリアのスキル不足を解消し、国際競争力を高めるために

必要だと位置づけている。国際的な経験の豊富な人材の増加が国家の経済的繁栄に欠かせ

ないからこそ、国が留学生の派遣を支援するという立場を明らかにしているのである。8 

 では、教育機関からみた派遣はどうなっているのだろうか。ここで、大規模な総合研究

大学のひとつであるモナシュ大学の例を紹介する。全学生数は 56,573人だが、フルタイム

に換算すると 42,826人、うち 37,798人がオーストラリアのキャンパスに所属する 9。オー

ストラリアでも国際的な大学の一つとされているが、やはり国全体の傾向と同様に、受け

入れ留学生数 10（19,079 人、2008 年）に比べて、派遣数（1,382人、同年）は非常に少な

い。ただし、2004年の 892人と比べると、短期間にかなり増加している。海外留学プログ

ラムは以下の 4タイプに分けられ 11、本研究の対象である日本への短期留学は(1)である。 

(1) 交換留学－25カ国 115大学以上の協定校への 1学期間または 1年間の留学。留学中に

本学での単位取得が必要 

(2) 海外キャンパスへの留学－マレーシア、南アフリカ。単位取得が必要 

(3) 海外研修－2～8週間の海外での学習。単位取得が可能。単位取得を必要としないコー

スも有り 

(4) 私費短期留学－協定校以外への 1学期間または 1年の留学。単位取得も可能 

全国的にも海外留学を必修にした学位プログラムが増加しつつあるようだが、モナシュ

大学の場合は、Bachelor of Arts-Global12とBachelor of Arts-International13がある。前

者は国際研究を専攻とし、副専攻は外国語、政治学、文化研究などから選ぶ。最短 1学期

間、上記の(1)か(2)で留学することが必修であり。留学期間は最長 3学期間（1年半）まで

可能である。2011年に新設された後者では、外国語を専攻し国際研究を副専攻とするか、

または逆に国際研究を専攻とし外国語を副専攻とする。それに加えて、異文化間コミュニ

                                                   
8 Pasfield, A., Taylor, K., and Harris, T., Encouraging outbound student mobility: An update from 

Australian Education International, paper presented at the ISANA International Education 

Association 19th International Conference, 

http://www.isana.org.au/files/2008%20Conference%20Proceedings/paper_Pasfield.pdf [2011.1.5] 

9 Pocket statistics 2009, Monash University, 

http://opq.monash.edu.au/us/summary/pocketstats-09.pdf [2011.1.5] 
10 オーストラリア、ニュージーランドの市民権または永住権を持たない学生。したがって、海外キャンパ

スの学生（マレーシア 3,645人、南アフリカ 1,382人）も含まれる。 
11 Overseas study programs, Monash University, 

http://www.monash.edu.au/students/studyabroad/ [2011.1.6] 
12 Bachelor of Arts-Global, Monash University, 

http://www.monash.edu/study/coursefinder/course/3910/ [2011.1.6] 
13 Bachelor of Arts-International, Monash University, 

http://www.monash.edu.au/pubs/2011handbooks/courses/4077.html [2011.1.6]  

http://www.isana.org.au/files/2008%20Conference%20Proceedings/paper_Pasfield.pdf
http://opq.monash.edu.au/us/summary/pocketstats-09.pdf
http://www.monash.edu.au/students/studyabroad/
http://www.monash.edu/study/coursefinder/course/3910/
http://www.monash.edu.au/pubs/2011handbooks/courses/4077.html
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ケーションの科目が必修で、前者と同様の留学がこの学位取得の条件となる。 

次に、オーストラリアから日本への留学生像を見てみよう。日本への留学を希望する学

生のほとんどは日本語学習者であり、日本への派遣を論じるには、日本語教育事情は切り

離せない。国際交流基金の海外日本語教育機関調査によると、最新の 2009年の調査結果 14で

は、オーストラリアの日本語学習者は 28万人弱で、①韓国（96万人）、②中国（83万人）、

③インドネシア（72万人）に次いで世界で 4番目に多い。しかし、2006年の同調査（約 37

万人）に比較すると、オーストラリアの日本語学習者は急減している。また、以前からの

傾向であるが、2009 年のデータでも、オーストラリアの学習者の内訳は初等教育（55.2%）、

中等教育（40.2%）、高等教育（3.5%）であり、学習者のほとんど（95%以上）が初等・中等

教育の学習者である。高等教育機関や学校以外で学ぶ学習者が個人の意志で日本語を選択

しているのに対して、初等・中等教育の学習者は学校による選択の影響が大きい。現在、

学校単位で日本語から中国語など他の言語に切り替えている学校も多く、過去に学習者が

増加したのも急なら、減少するのも急で、今後も学習者の減少が続くことが懸念される。 

 De KretserとSpence-Brownによると、日豪関係の経済的戦略的重要性からオーストラリ

アの日本語学習者は 1970年代から 2000年代初めまでは急に拡大した。他の言語（英語以

外の言語、language other than English, LOTE）と比較して、2008年においても初等・中

等学校および大学で最も広く教えられているLOTEであったが、2000年以降、特に近年の日

本語学習者の急減が指摘されている 15。また、オーストラリアの日本語学習者は、国際交流

基金の調査でも明らかなように初等教育、中等教育、高等教育と段階を追うごとに減少す

るだけでなく、中等教育でも学年が上がるごとに、特にLOTEが選択になる高学年で学習者

が減少する。 

 モナシュ大学で最上級まで進む学生には、高校で最終学年まで日本語を学習し、さらに

高校時代に１年間日本に交換留学して、大学では中級以上のレベルから入ってくる学生も

多い。中等教育の高学年における学習者の減少は、今後の大学の上級者の減少につながる

だろう。一方、多くの大学ではここ数年、未習者を対象とした初級レベルの学習者が急増

した。しかし、彼らの多くは 1学期間（または 1年間）だけ選択科目として日本語を履修

する学生で、日本語を専攻や副専攻にする意思はない。例えば、モナシュ大学の 2010年の

学習者を見ても、初心者対象の科目の履修者は 456人、その 2学期目は 229人であり、2年

目の 1学期は既習者で途中のレベルから入ってくる学生を加えても 175人であった。また、

初級学習者の大半が東アジア系の留学生または移住者であり、日本の大衆文化への関心か

ら日本語を履修する学生も多い。初級学習者の急増現象だけでなく、このような特徴も多

くの大学で共通に見られているようである。 

                                                   
14 国際交流基金、2010、「2009年海外日本語教育機関調査（速報値）」 

http://www.jpf.go.jp/j/japanese/survey/result/index.html [2011.1.6] 
15 de Kretser, Anne and Spence-Brown, Robyn, 2010, The current state of Japanese language education 

in Australian schools, Education Services Australia, pp.16-36,  

http://www.deewr.gov.au/Schooling/NALSSP/Documents/CurrentStateJapaneseLanguageEducation.pdf 

[2011.1.6] 

http://www.jpf.go.jp/j/japanese/survey/result/index.html
http://www.deewr.gov.au/Schooling/NALSSP/Documents/CurrentStateJapaneseLanguageEducation.pdf
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また、2009 年においても世界第 4位の日本語学習者がいたにもかかわらず、オーストラ

リアの日本語能力試験受験者数は非常に少ない。2009年の第 2回試験では、国内と海外計

53カ国の受験者を合わせると、42万人以上の受験者がいたが、オーストラリアの受験者は

1,143人にすぎなかった 16。特に、日本の大学で正規留学生に求められる 1級の受験者は 207

人（日本国内外計約 11万人）、2級は 382人（同約 15万人）で、オーストラリアの受験者

の比率は非常に低い。その理由として、日本への正規留学を希望する学生がほとんど存在

しないこと、日本の多くの大学が短期留学生に高い日本語能力を求めないこと、また、オ

ーストラリアの大学で日本語能力試験のための日本語教育をしていないことなどがあげら

れるだろう。つまり、日本の大学で一般学生とともに日本語で学習できるような高い日本

語力を持つ学生はごくわずかである。 

さらに、最近の傾向として、1学期間のみの留学を希望する学生が増えている。日本だけ

を目指すというより、留学先のひとつの選択肢として日本を考え、1学期間を日本で、もう

1学期間を他の国（ヨーロッパ、北アメリカ、南アメリカ、東南アジアなど）でと考える学

生も出てきた。また、日本留学を希望する学生の中で、韓国、中国、台湾など東アジアか

らモナシュ大学への留学生で、さらに日本への短期留学を希望する学生も増えている。オ

ーストラリアの大学では留学生の支払う学費は日本の私立大学以上に高いため、留学生に

とっては、「所属大学に学費を払えば、留学先での学費は免除される」という交換留学の経

済的なメリットはなく、筆者は学生にそのように説明している。しかし、それを十分に理

解した上で、オーストラリアの学位取得と日本語力の向上が目的だから学費のことはかま

わないと、短期留学を希望する留学生が増えている。 

最後に、日本への短期留学生派遣担当者として日々学生に接している経験から、および、

研究者としてオーストラリアの 6大学から日本に留学中の学生や帰国後の学生 34名に行っ

たインタビューから、派遣の問題と意義をまとめたい。筆者は 1990年代の中ごろ、日本で

短期留学推進制度が導入された前後の数年間、そして 2005年から現在まで、モナシュ大学

で日本への短期留学生の派遣を担当してきた。日本の協定校 12大学（国立 9大学、私立 3

大学）に毎年 20名前後の学生を派遣している。例えば、2009年には 23名（半年間 9名、1

年間 14 名）、また、2010 年には 18名（半年間 9名、1 年間 9名）が留学した。年に 2回、

全学生を対象にした日本留学説明会を全学の短期留学担当のオフィスと共催しているが、

各回の出席者数は 30 名～70名程度である。日本への留学に関心を示す学生の大半は日本語

学習者で、日本語力の向上と日本の大学生活を体験することを目的としている。休学して

の留学は許されず、留学中に最低でもフルタイムの 75%に相当する本学の単位を履修するこ

とが留学の条件であるため、留学中にどのような科目で何を学び、どのように評価される

かは、単位認定に重要である。短期留学生のための特別プログラムが英語で開講されてい

る場合でも、その科目が日本研究以外の専門科目として認められることはほとんどなく、

                                                   
16 日本国際教育支援協会「日本語能力試験結果の概要 2009年度第 2回」 

http://www.jees.or.jp/jlpt/jlpt_result_2009_2.html [2011.1.6] 

http://www.jees.or.jp/jlpt/jlpt_result_2009_2.html
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学生が日本留学中に本学で登録できるのは、基本的に日本語または日本研究の科目である。

説明会への出席者には、留学に興味があって、行き先を広く考え、日本もそのひとつの候

補だという学生が若干名いることもあるが、留学中に他学部（法学部、工学部など）や他

専攻（考古学、心理学など）の専門科目を履修することを希望しても難しいため、最終的

には他の国を選ぶのが一般的である。 

 また、特に日本語学習者の場合には、日本の大学で英語により行われている短期留学プ

ログラムの趣旨と、オーストラリアの大学から参加する学生のニーズにはずれがあること

が多い 17。前者は、英語で授業をすることによって日本語力が高くない学生にも日本留学の

機会を与えるとともに、一般学生（主に日本人学生）にも留学生と共に英語で学ぶ機会を

与えることや、英語での教育環境を日本の大学に作ることが意図されているようである。

しかし、学生の大半も教師も英語母語話者ではない場合が多く、授業内容（特に学生間や

教師と学生のインターアクション）や課題が、英語圏であるオーストラリアの大学生に求

められる学年相当レベルのものになりにくい。日本語力の高い学生には、一般学生と通常

の科目を履修する機会が与えられても、先のオーストラリアの日本語学習者の特徴や日本

語能力試験の受験者からもわかるとおり、それに必要な高い日本語力を有する学生は、日

系の学生などごくわずかである。大半の留学希望者は、日本に行くからには日本語力を伸

ばしたい、一般学生と交流できる機会を持ちたいと望むが、通常の科目を履修するのに十

分な日本語力を持ち合わせていない。留学する学生のこのような動機やニーズと受け入れ

プログラムの趣旨とのずれなどにより、勉学上の満足度は概してあまり高くはない 18。また、

特に英語で行われる短期留学プログラムに参加すると、日本人学生や地域社会との交流機

会が期待したほどになかった、という不満も聞かれる 19。 

しかし、大半の学生は、たとえ日本語力が期待したほどに伸びなくても、日本人学生と

の交流が期待したほどには持てなくても、日本への留学経験全体の意義は肯定的に評価し

ている。日本の大学で英語で行われている短期留学プログラムは、それ自体が大学の中で

は出島のような存在で外とのつながりがあまりないことも多いが、その分、同じ授業を履

修し、同じ留学生寮に住むプログラムの学生間では、非常に親密なつながりができやすい

ようである。多民族・多文化社会と言われるオーストラリアの学生でも、日本に留学して

初めて文化的に多様な背景を持った多くの親しい友人ができたという。また、自分自身が

日本でコミュニケーションに不自由なマイノリティになる経験は、特にオーストラリアで

文化的・民族的に多数派に属する学生にとっては、マイノリティの立場を身をもって知り、

                                                   
17 詳細は、橋本博子、2009、「日豪学生交流と豪州の大学における日本語教育」、野山広・石井恵理子編『日

本語教育の過去・現在・未来 第１巻 社会』、凡人社、107-128頁を参照されたい。 
18 近年、派遣担当者として聞く帰国した学生の意見だけでなく、10年前のインタビュー調査でもこの傾向

は強く見られた。10年間で問題はさほど改善されていないものと思われる。詳細は、橋本博子、2004、「オ

ーストラリアの大学からの短期留学プログラム参加者の勉学面での満足度」『留学生教育』第 9号、181～

191頁。 
19 ただし、留学生と地元学生や地域社会との交流の少なさや、それに対する留学生の失望や孤独は、日本

にだけ見られる問題ではない。例えば、Marginson, Simon, et al., 2010, International student security, 
Cambridge University Press. 
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オーストラリアの状況を批判的な視点で見直すきっかけにもなる。移住者や二世の学生に

とっては、母国や親の国から日本に来た留学生との出会いが、自己のアイデンティティを

再考する機会にもなりうる 20。 

最初に述べたように、オーストラリアでは、大学生がその教育課程の一部を短期留学な

どの形で海外で履修することを推進しているが、大半の学生の行き先は、言語が同じ英語

であり、大学のシステムも比較的似通った英語圏への留学である。日本への留学は、オー

ストラリア政府や大学が重視しているグローバル社会で活躍できる人材の育成により大き

く貢献できるのではないだろうか。 

                                                   
20 詳細は、Hashimoto, H., 2003, The impact of study abroad on the cultural identity of university 

exchange students, in Anthony Liddicoat et al. (Eds.). Australian Perspectives on 
Internationalising Education. Melbourne: Language Australia, 103-115. 
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3. 米国の事例 

(1) 米国の派遣留学戦略から学ぶもの 

増山和恵・筆内美砂 

 

はじめに 

この米国に関する報告書では、まず受け入れ国としての位置づけが強かった米国が、90

年以降より様々な大学機関の派遣留学に力をいれている現状を Institute of 

International Education(IIE: 国際教育研究所)のデータをもとに報告する。そして米国

の典型的な派遣留学システムを簡単に紹介し、学生がどのように留学資金を調達している

かについて傾向を紹介する。 

 米国での派遣現状を詳しく把握するために下記の三点につき、紹介分析を行う。まず、

過去 3年間米国の派遣留学ベストプラクティス賞に選ばれた 4週間から 12週間の四つの短

期派遣プログラムの特徴を紹介し、なぜこれらの派遣留学プログラムが効果的であるかに

ついて考察する。次に、近年学生の海外派遣を戦略的に推進し、派遣学生数では米国総合

大学中第 3位（Open Doors,2009）にあたるミネソタ州立大学（総学生数約 6万 7千人）の

派遣システムを、Curriculum Integration という観点から詳しく紹介する。最後に、カリ

フォルニア州立大学サクラメント校（総学生数約 2 万 9 千人）の学生交流協定とコンソー

シアム等に基づいた学生交換の送り出しプログラムを調査し、ヨーロッパと日本への派遣

プログラムの相違点などを国際コーディネーターや参加学生とのアンケートやインタビュ

ーを通して調査し、その強み、弱みを分析する。尚、この報告書では、日本で留学生ビザ

が下りない 3ヶ月未満を「超短期」、留学生ビザが下りる 3ヶ月以上 1年未満を「短期留学」、

1年以上を「長期留学」とする。米国で一般的に使われる表現と異なる点に留意されたい。 

 最後に、2009 年に米国で可決された Senator Paul Simon Study Abroad Foundation Act 

of 2009 などに基づき、今後の米国の送り出しの傾向を見据えた上で、日本へ学生を送り出

す立場（米国）から日本諸大学への提言をしていきたい。 

 

① 留学生受け入れ国としての米国  

第二次世界大戦後、米国は全世界のリーダーとなり、英語はリングワ・フランカとして

政治、経済、外交など様々な場面で使われている 1。戦後米国の国力の強化とともに、米国

式経営戦略や科学技術を米国から学ぶべきだという傾向が強くなり、米国の大学には様々

な国々から研究者や学生が集まってきた。米国の大学では、誰でもが勉強しやすい 

ように大学の国際化が進められ、大学機関には留学生受け入れセンターや英語教育プログ

ラムが設置される一方、通常の授業に移行できるシステムを通して、外国人留学生が米国

人学生と同じように学習できる機会を与え、米国大学は世界最大の留学生「受け入れ国」

                                                   
1 英語の母語話者は 3億 7千万人強で、約 11億 2,500万人が英語を第二使用言語、または第二外国語と 

 して話している（Graddol, 1997）。 
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として発展して来た。 

 図 1 は、全世界の高等教育レベルの学生が留学先に選んだ国を 2001 年と 2008 年で比べ

たものであるが、両年とも米国に留学する学生が多い。2008 年に 300 万人が留学したが、

その留学先は米国 (21%)、イギリス (13%)、フランス (9%)、ドイツ (8%)、オーストラリ

ア (7%)、中国 (6%)、カナダ (4%)、日本 (4%)となっており、米国への留学が 2001年から

割合が減ったものの、依然として全世界の中で圧倒的に多い。 

 

図 1．高等教育レベルにおける学生の留学先主要国（2001年／2008年比較）2 

  

 米国への留学生数は、Open Doors 2009データ 3によると、2008/09年度は前年度より 8％

増加で、671,616 名の留学生を受け入れた。米国での大学の総学生数が 18,264,000 名なの

で、留学生の占める割合は 3.7%であった。2008/09 年度の留学生の内訳を見ると、インド

からの留学生が一番多く、103,260 名で、これは前年度から 9％の増加である。次に中国 

(98,235 名、21%増)、三番目は韓国 (75,065名、9%増)で、四番目はカナダ (29,697名、2％

増)である。日本は五番目だが、留学生数は 29,264 名で、4 年連続して減少 (14% 減)して

いる。六番目は台湾 (28,065 名、3％減)、七番目はメキシコ (14,850 名)で、増減なし。

以下、八番目はトルコ (13,263名、10%増)、九番目はベトナム (12,823名、46%増)で、十

番目がサウジアラビア(12,661名、28%増)となっている。 

 留学先として一番人気のあるのはカルフォルニア州で、93,124 名 (10%増)が行き、次が

                                                   
2 Atlas of Student Mobility. Global Destinations for International Students at the   
  Post-Secondary (Tertiary) Level, 2001 and 2008. http://www.atlas.iienetwork.org/?p=48027（2010
年 3月 25日時点） 
3 IIE.Open Doors 2009. http://www.iie.org/en/Research-and-Publications/Open-Doors/Data（2010  
 年 3月 25日時点） 
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ニューヨーク州で 74,934名 (7%増)、三番目のテキサス州は 58,188名 (12%増)である。留

学生を最も受け入れた大学は南カリフォルニア大学 (University of Southern California、

7,482名)で、2位はニューヨーク大学（New York University、6,761名）、3位はコロンビ

ア大学（Columbia University、6,685 名）、4 位はイリノイ大学アーバナシャンペイン校

（University of Illinois at Urbana-Champaign、6,570名）で、そして、パデュ大学（Purdue 

University、6,136 名）が 5位であった。他 171 大学でも、1,000名以上の留学生を受け入

れている。 

 ビジネス・マネージメントが一番人気のある分野 (全体の 21%で前年から 25%増)で、次

は工学 (全体の 18%で前年から 24%増)である。尚、数学・コンピュータ は前年から 22%増

している。 

留学生は、学費、生活費を払う事で、米国経済に年間 20 億ドルという貢献をしており、

全留学生の 60%以上は私費で留学している。また母国の政府から資金を得て留学している学

生を含むと全体の 70%の留学資金が、米国外から入ってくることになる。 

 

図 2 ．  米 国 大 学 に 在 籍 す る 留 学 生 の 主 な 財 源 （ 2008/09 年 ） 4 

 

 

 

 

 

② 米国における送り出しの現状と傾向 

それでは、米国における派遣留学はどうであろうか。常に受け入れ国として発展して来

た米国であるが、派遣留学は 19 世紀末から第ニ次世界大戦までは主に個人が教養をつける

ために留学を行っていたようである。 

                                                   
4 IIE. Open Doors 2009. Primary Source of Funding of International Students 2008/09.   
  http://www.iie.org/en/Research-and-Publications/Open-Doors/Data/Special-Reports.（2011年 1  
  月 1日時点） 
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しかし留学が一般的ではなかったこの時期に、University of Delaware の教員によって

大学による初の海外留学プログラムが立ち上げられている。第一次世界大戦を兵士として

経験した同大学教員が、国境を超えた個人間の相互理解を促す必要性を唱えて大学長と話

し合い、1923 年、8 名の学部 3 年生をフランスに送り出したことに始まる。このプログラ

ムは Junior Year Abroad と呼ばれるようになり、同名称は後に長期留学プログラムの総称

としても一般に広まった（University of Delaware, 1998）。 

戦後はこのような相互理解を高める目的とともに、冷戦に向けて技術習得や国家の安全

保障の為に国際教育が強調され始め、80年代、90年代からはエリート留学よりも一般の人々

が大量に留学をし始めた（Hawkins & Cummings, 2000）。過去 20 年間に米国人海外派遣生

数は 4倍近く増えており 5、着実な成長を見せている。米国大学の全在籍学生数から見ると

海外に留学する学生数は約 2.4%と未だに低いものの（2007 年時点で全在籍学生数 10.797

千名に対し、262,416 名が留学。IIE調べ）、American Council on Education（2008）によ

れば、大学に新しく入学する学生の 55%は留学に興味を持っており、より多くの大学がキャ

ンパスの国際化や世界に通じる人材育成のための海外留学推進、プログラム開発などを行

っている。The Forum on Education Abroad (2008) が実施した調査では、回答大学の 75%

が海外派遣学生数を積極的に伸ばすことに取り組んでいる。 

 
図 3．米国からの派遣留学生数（2007/08年度）6 

図 3 を見ると、90 年代から米国人の派遣留学生の数が毎年増加していることがわかる。

2007/8 年度は前年に比べ 8.5%増であり、米国派遣留学生の行き先は、2007/8年度はヨーロ

ッパ (56%), ラテンアメリカ (15%) 、アジア (11%)、オセアニア (5%)、アフリカ (5%)と

報告されている（図 4を参照）。 

 

                                                   
5 詳しくは Obst, D., Bhandari, R., & Witherell, S.（2007）を参照。 
6 IIE. Mary Kirk. (PowerPoint slide 4, 5th Annual IIE Best Practices Conference).   
  http://www.iienetwork.org/?p=IIEConference_2010 (2011年 1月 1日時点) 
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 図 4. 米国からの派遣留学（地域別）7 

 

依然ヨーロッパの大学へ留学する米国人学生は多いが、国別で言うと、英国（33,333名、

2%増）、イタリア(30,670 名、10%増) 、スペイン (25,212 名、5%増)、 フランス (17,336

名、0.6%増)、中国 (13,165名、19%増)、オーストラリア (11,042名、3%増)、メキシコ (9,928

名、5%増) 、ドイツ (8,253 名、12%増) 、アイルランド (6,88 名、19%増)、そして 10 番

目はコスタリカ (6,096 名、13 %増)である。日本は前年よりも 14%増で第 11 番目となり、 

5,710名の米国人学生が日本の大学に留学している。韓国、カナダ、台湾、トルコ、ベトナ

ム、サウジアラビアは米国に留学する学生数がトップ 10に入っているが、これらの国に留

学する米国人はまだ少ない。表1と図5は米国人の留学先を表と地図で示したものである 8。 

 

                                                   
7 IIE. Open Doors 2009. U.S. Study Abroad: Host Regions and Destination.     
  http://www.iie.org/en/Research-and-Publications/Open-Doors/Data/US-Study-Abroad/Host- 
  Regions-and-Destinations（2010年 3月 25日時点） 
8 IIE. Open Doors 2009. U.S. Study Abroad: Leading Destinations.  
  http://www.iie.org/en/Research-and-Publications/Open-Doors/Data/US-Study-Abroad/Leading- 
  Destinations（2010年 3月 25日時点） 
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表 1. 米国の留学先主要国（国別） 

 

 

図 5. 米国の留学先主要国（地図） 

 

新しい米国派遣留学の傾向として、過去には留学先としてあまり考えられていなかった

国を選択する学生が増えてきた。例えば、中国、インド、コスタリカ、アルゼンチン、南

アフリカへの留学が増加している。米国人学生に依然人気のある国はイギリス、イタリア、

スペイン、フランスであるが、25カ国のトップ留学先のうち 15カ国は西ヨーロッパ以外の

国であり、19 カ国は母国語が英語ではない国である。アフリカ、アジア、ラテンアメリカ
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に行く米国人学生も増えている。 

 注目すべき政策は、2009年米国政府で可決された法（Senator Paul Simon Study Abroad 

Foundation Act of 2009）である。同法は 2016-2017 年度までに米国人学生の海外派遣数

を年間百万人に伸ばすことを目標に掲げ、2010会計年度は 4千万円、2011会計年度は 8千

万円の政府予算の確保を予定している(NAFSA, 2009)。学生個人への奨学金支給と、大学／

コンソーシアム単位で分配される奨学金を基盤に、留学する学生層を広げ（人種、専攻、

経済背景の違いによる留学機会の格差を縮小）、派遣国を多様化することで、前述の目標数

達成を目指す。米国人学生の海外派遣を強化する傾向は、新たに導入されている大学政策

にも見られる。例えばメリーランド州のGoucher Collegeは、2006年度入学学部生から留学

を必須要件とし、全学部生に 1,200ドルの旅費補助金を支給している 9。同様にUniversity 

of Minnesota のビジネススクール（The Carlson School of Management）も 2008 年度以

降に入学した学部生に同様の要件を課している 10。海外留学の目標数を掲げる大学も出てき

ており、大学単位での取り組みにも顕著な変化が見られる。 

 では、米国人学生はどのような留学プログラムに参加しているのだろうか。図 6 は 8 週

間未満の超短期留学、1 セメスターまたは 1〜2 クゥーターの短期留学、一年間の長期留学

プログラム 11の参加者を比べたものである。 

 

図 6. 米国の派遣留学期間（1993/94年度-2007/08年度）12 

                                                   
9  Goucher College. Office of International Studies. http://www.goucher.edu/x37449.xml（2010 
  年 7月 10日時点）  
10 The Carlson School of Management, University of Minnesota. Undergraduate Program. 
  http://www.csom.umn.edu/undergraduate/academics/international-experience.html（2010年 7月 
  10日時点） 
11 米国では一学年間および一年間の留学プログラムを”Long Term (長期)“と定義している。 
12 IIE. Mary Kirk. (PowerPoint slide 10, 5th Annual IIE Best Practices Conference).  
  http://www.iienetwork.org/?p=IIEConference_2010（2011年 1月 1日時点） 
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米国人学生は学期間の休みや学期末に行う 2〜8週間未満の超短期プログラム参加者が全体

の 56%を占めている。米国の短期大学で、このような超短期留学を占める割合(68%)が高い。

1 セメスターまたは 1〜2 クゥーターのプログラムは 40%程で、一年間の留学をしている派

遣留学生はわずか 4%（およそ 10,500名）の学生となる 

 もっとも米国人を海外に送り出している機関は、New York University (3,395 名)、

Michigan State University (2,969名)、University of Minnesota – Twin Cities (2,521

名)、University of Texas – Austin (2,342名)、University of California – Los Angeles 

(2,330 名)、University of Wisconsin – Madison (2,216名)、University of Washington 

(2,124 名)、Penn State – University Park (2,101 名)、University of Illinois – 

Urbana-Champaign (2,086名)、University of Georgia (2,058名)で、53の米国大学が 1,000

名以上の学生を海外に送っている。また、23 の大学機関が総学生数の 80%を留学させてい

る 13。 

 米国人留学生が専攻している分野は社会科学 (留学人口の 21.5%)、ビジネス・マネージ

メント(20%)、人文科学(13%)、アート(8%), 自然科学・ライフサイエンス(7%)、外国語(6%)、

健康サイエンス(4.5%)、教育(4%)、工学(3%)、数学・コンピューターサイエンス(2%)、農

業(1%)などである。  

 

③ 米国大学の学生派遣システム概要 

 米国大学で取り扱う海外留学は大学の規模や特徴によって派遣環境が異なるが、ここで

は米国の学生派遣システムの傾向を簡単に紹介する。 

まず大学の管轄オフィスであるが、外国人留学生の受入れと米国人学生の海外派遣を同

じオフィスで対応するケースと、それぞれが独立したオフィスとして機能するケースに分

かれる。前者の場合は同オフィス内で受入れと派遣担当に分かれ、明確な役割分担を持っ

て業務を遂行することが多い。また大学によっては職員数が極端に限られ、海外派遣また

は受入れ関連業務を一人の職員がすべて担っている例もある。職員数は大学によって差は

あるものの、留学経験や関連分野の学位を持っているなど、専門性の高い職員が携わる傾

向にある。また、全米および世界的に広いネットワークを持つ国際教育団体 NAFSA

（Association of International Educators）や海外留学に特化した The Forum on Education 

Abroad などを通して、他大学関係者との意見・情報交換、研究調査、研修などの機会を積

極的に利用する大学も多く、職員の日々の業務に活かされている。 

海外留学プログラムの種類を見ると、大きく４つに分かれる。①大学プログラム＜タイ

プ I＞（学生交流協定やコンソーシアム等に基づいた学生交換）、②大学プログラム＜タイ

                                                   
13 アルファベット順：Antioch College, Arcadia University, Austin College, Berea College,  
  Carleton College, Centre College, DePauw University, Earlham College, Elon University,  
  Goucher College, Hamline University, Hartwick College, Kalamazoo College, Lee University,  
  Lewis and Clark College, Oberlin College, Pepperdine University, Saint Olaf College,  
  Taylor University, Transylvania University, University of Dallas, Warren Wilson  
  College,and Wofford College) 
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プ II＞（教員引率による留学プログラム、派遣学生用の特別科目を加えたプログラムなど）、

③大学プログラム＜タイプ III＞（他大学、外部民間機関が運営するプログラムと提携し、

学生の参加と単位互換を認めるもの）、そして④外部プログラム（大学との提携関係がなく、

単位互換を認めていないもの）である（Keitges, 2000）。Keitges (2000)がそれぞれのプ

ログラムの特色に基づいて、大学への付加価値、予算、派遣人数枠、学生の経費負担の違

いを比較しているように、個々の大学はその方針、環境条件等に応じて、提供する留学プ

ログラムを使い分けていると言えよう。 

 留学プログラムへの応募方法はプログラムの種類によって異なるが、特に学生交流協定

に基づいた学生交換や、他大学・外部民間機関が提供するプログラムに参加する場合は、

在籍大学への応募に加え、受入れ大学やプログラム管轄機関への応募も別途必要となるこ

とがある。また奨学金や経費支援制度への応募・申請方法も、留学オフィス、大学の財政

支援オフィス、もしくはプログラム管轄機関と直接手続きを取るなど、運営の流れは多様

である。派遣学生への指導については、個別の対応に加え、出発前のオリエンテーション

や帰国後のオリエンテーションの実施などが挙げられるが、帰国後のオリエンテーション

の取り組みはまだ弱く、NAFSA会議などの場で議論されている。 

 The Forum on Education Abroad は米国の海外留学について、プログラムの質の確保と

向上を目指して Standards of Good Practice for Education Abroad(2004, 2005, 2008)

を発表している。同資料はプログラム運営に関わる各種課題の指標を明確にしており、留

学教育関係者の関心を集め、近年より多くの米国大学や民間機関のプログラム運営方針、

体制に活かされている（The Forum on Education Abroad, 2009）。 

 

④ 米国における派遣留学経費支援の概要 

 学生にとって留学にかかる諸経費は、留学への動機づけや決断に大きな影響を与える。

経費負担が大きいことを理由に留学を敬遠する傾向は、海外留学を推進するために取り組

むべき課題であり、様々な経費支援、経費工面に関する指導の必要性が高まっている。そ

れでは米国人学生は、実際にどのような経費支援制度を利用できるのだろうか。 

 学生が利用する主な経費支援（米国では主に”Financial Aid”と呼ばれる）の種類は、

大きく 3 つに区分けされる。①Loan（返済義務を伴う財政支援）、②Grant（返済義務を課

さない経費支援、特に経費支援の必要性に応じて支給されるもの）、そして③Scholarship

である。（ScholarshipはGrantと性質が似ていることから、表現の使い分けがあいまいな場

合もあるが、一般的に賞与に相当する。成績優秀者などを選抜することが多い。）これらの

経費支援を行う機関は、米国政府、州政府、大学、外部の公的または民間機関など多岐に

分かれ、それぞれの制度に応じて支援金額、条件等が異なる。学生は、条件によっては複

数の経費支援制度を利用することも可能である 14。 

 

                                                   
14 米国の留学経費支援体制の概要は Sutherland & Wells (2008)が紹介している。 
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 A. 米国政府による経費支援 

 米国政府は学生の高等教育経費を支援する制度（Federal Title IV Aid）を設けている

が、1992 年の高等教育関連法の改訂により、海外留学の諸経費についても、在籍大学が単

位互換を承認する留学プログラムへの参加者に対して同制度の利用を認めている

（Johnston, 2006; NAFSA, 2006; Sutherland & Wells, 2008）。そのため留学を希望する

学生は、財政状況に応じて①Federal Loan（Federal Stafford Loan、Federal Perkins Loan、

Parent PLUS Loans for Undergraduate Students）、②Federal Grant（Federal Pell Grant、

Federal Supplemental Educational Opportunities Grant な ど ） そ し て ③ Federal 

Scholarships（David L. Boren Scholarship for Undergraduates for Study Abroad、Benjamin 

A.Gilman International Scholarship）などの各種制度への応募の可能性が与えられてい

る 15。これらの制度を利用するため、多くの大学では海外留学オフィスと財政支援オフィス

が連携し、留学を志望する学生への助言および申請手続きの対応を行っている。ただし大

学によっては、留学プログラムや支援制度の種類にいくつか利用制約を設けているところ

もある。 

 2001 年に設けられたBenjamin A. Gilman International Scholarship（以下Gilman奨学

金）16は米国教育文化省（The Bureau of Educational and Cultural Affairs）を財政基盤

とし、これまで 23,064名の応募者から 6,428名の学生に奨学金が与えられている。この奨

学金の特徴は、主に白人層や中高所得層に偏っていた海外留学参加者の層を広げること、

またこれまで留学先として主流でなかった国、地域への派遣を推進していることである。

同奨学金は特にPell Grant Funding（高等教育を受けるための政府経費支援制度）を受給

している学生が支給対象であることから、経費支援の必要性がより高い学生に対して海外

留学を後押ししていることがわかる。留学期間は最短 4 週間、最長一学年間とし、留学期

間や学生の経済状況に応じて 5,000 ドルを上限に支給される。さらに、中国語、アラビア

語、韓国語、ロシア語、トルコ系やインド系言語などの指定言語を習得する学生には、3,000

ドルの追加補助金が用意されており、米国の政治、経済発展に貢献しうる人材を育てる意

図も明確である。（なお、この指定言語に日本語は含まれていない。） 

 米国防 衛省 による National Security Education Programは、  David L. Boren 

Undergraduate Scholarships for Study Aboard（以下Boren奨学金）17 を提供することで、

アメリカの将来的な国家安全を支える人材育成を目的に、アジア、アフリカ、中央および

東ヨーロッパ、ユーラシア地域、ラテンアメリカ、カリブ海地域、中東など、研究や渡航

先としての普及度が低い地域への留学を支援している。一学期の留学には 10,000ドル、一

学年の留学には 20,000ドルを上限に奨学金が支給されるが、受給学生は、卒業後に政府関

                                                   
15 詳しくは Federal Student Aid. http://studentaid.ed.gov/（2010年 7月 15日時点）を参照。 
16 詳しくは Benjamin A. Gilman International Scholarship Program Overview.   
  http://www.iie.org/en/Programs/Gilman-Scholarship-Program/About-the-Program.（2010年 7月 
  15日時点）を参照。 
17 詳しくは Boren Awards for International Study. http://www.borenawards.org/（2010年 7月 
  15日時点）を参照。 
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連職を志すことが条件となっている。1994年から 2009年まで、2,608名の学部生が同奨学

金を受給している。 

 学生にとってこれらの奨学金の受給が、留学先として主流ではなかった地域を選ぶ動機

づけになっていることがわかる。Open Doors（2009）発表の派遣留学生総数と前述の奨学

金受給者の留学先地域分布を 2007-2008 年度で比較してみると、アジアに行く学生が留学

生全体では 11%と少数派であるにも関わらず、Gilman奨学金の受給者は 32%に達している。

対してヨーロッパへの留学は留学生総数の 56%を占めながらも、同奨学金の受給者は 28%に

留まっている 18。Boren奨学金についてもアジアへの留学が積極的に支援されていることが

わかる。2005年の統計によれば、留学生総数の 8%がアジアに留学しているのに対し、同奨

学金受給者のうちでは 40%がアジアに留学している（IIE、2007）。 

奨学金は渡航先の多様化を促進するだけでなく、留学する学生層の広がりにも影響を与

えている。例えば Gilman奨学金受給者の人種構成では、白人、アジア太平洋系米国人、ア

フリカ系米国人、ヒスパニック系米国人がそれぞれ 44%、11%、15%、14%を占める。米国か

ら派遣される留学生全体を見ると、白人、アジア太平洋系米国人、アフリカ系米国人、ヒ

スパニック系米国人がそれぞれ 82%、6.6%、4%、5.9%であることから、Gilman 奨学金が派

遣学生層の少数派をより支援していることがわかる（2007/08年度比較）。 

 教育経費について自立意識の高い米国人学生にとって、学生ローンの適応が可能である

こと、またその他の政府財政支援制度に応募しうることは、経費を利用に留学を敬遠する

ことなく、留学という選択肢を検討しうる助けとなっている。同時に政府レベルでの取り

組みは、特に白人層に占められてきた留学参加者層の偏りを改善するため、より多様な背

景を持つ学生を積極的に送り出す戦略として重要となっている。 

 

B. 大学、民間団体、外国機関による経費支援 

 留学を推奨するために、大学、民間団体、外国機関やコンソーシアムが提供する経費支

援も多く存在する。選択肢は多岐に渡るため、留学を希望する学生にとってこれらの情報

収集が鍵となる。通常、大学の海外留学オフィスでは職員による助言、関連資料の閲覧を

可能とし、ホームページに関連情報を載せて学生を指導している。公の検索サイトも複数

存在する。例えばIIEによって作成された検索サイト、IIE Passport: Supporting the Study 

Abroad Community19は多くの大学がリンクを貼って紹介している。 

米国大学には大学独自の留学プログラムに参加する学生に対して、大学からの奨学金や

賞与などを設けているケースが多い。The Forum on Education Abroad (2007)によれば、

回答大学の 71%がこれに該当する。また大学が外部の高等教育機関や民間機関が運営するプ

ログラムと提携協定／契約を締結している場合、そのプログラムに参加する学生は、当該

                                                   
18 詳しくはIIE. http://www.iieapplicationcenter.org/en/Programs/Gilman-Scholarship- 
  Program/~/media/Files/Programs/Gilman-Scholarship-Program/Gilman-Comparison-Natl-08-09.ashx  
 （2010年7月10日時点）を参照。 
19 各種奨学金の詳細は IIE Passport. http://www.iiepassport.org/（2010年 7月 15日時点）を参照。 
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機関が提供する奨学金、支援金制度に応募することも可能である。（プログラム提供機関の

一部の例は Council for International Educational Exchange <CIEE>、Institute for the 

International Education of Students <IIE>、School for Intercultural Training <SIT>）

などが挙げられる。）海外留学を推奨する大学にとって、外部機関のプログラムを活用する

利点は、プログラム開発や管理運営を外部委託できるだけでなく、このような学生経費支

援の特典も得られることであろう。大学と外部機関の連携がもたらす特徴のひとつである。 

 奨学金には特定の専攻分野の学生派遣を推進することや、特的の国、地域への留学生数

を増やすことを目的としているものも多い。特に留学する学生層の多様化を目的とし、白

人層以外の人種背景、低所得家庭、障害を持つ学生や、高等教育機関への進学第一世代（家

庭内で初めて高等教育機関に進学した学生）などを対象とする奨学金は、米国の海外留学

推進政策と絡んで注目に値する。Foundation for Asia Pacific Education が提供する

Diversity Abroad/GlobaLinks Learning Abroad Scholarship、ヒスパニック系米国人学生

を対象とする HSAS(Hispanic Study Abroad Scholars)奨学金や AIFS-HACU 奨学金、AIFS 

Foundationを財源とする DiversityAbroad.com Study Abroad Scholarship、黒人系学生を

支援する AIFS-NAFEO 奨学金や Study Abroad Turkey Scholarship for Minority Students

などが一部の例である。 

 さらに特定の国・地域を支援する財団として、例えば、米国人学生のアジア太平洋地域

への留学を支援しているFoundation for Asia Pacific Education20 がある。企業、教育関

連機関からの寄付を財源に複数の奨学金制度を提供しており、支給額は 500ドルから 2,000

ドルの範囲内である。奨学金の支給にあたり、留学中に留学経験をブログに記録すること、

ビデオクリップの作成や写真提供、帰国後のインタビューの公開など、各種課題が伴う。

また、日本に特化した奨学金については、日米系企業からの寄付によるBridging 

Scholarships for Study Abroad in Japan21（1999 年から 1,055 名の学生が授与。2010/11

年度留学生は、4,000 ドルを上限に 95名が授与）などが挙げられる。 

 2 カ国間のコンソーシアムによる奨学金提供には、例えばBritish Universities 

Transatlantic Exchange Association22(BUTEX：英国大学と北米大学間の連携組織)がある。

メンバー校の間で高等教育に関する情報交換や学生交流の促進を目指し、英米学生への奨

学金も提供している。また外国教育機関で代表的なものとしてGerman Academic Exchange 

Service (DAAD)が挙げられる。同機関は各種奨学金制度や特色あるプログラム（例えばRISE

プログラム：理工学系の米国学部生とドイツの博士課程の学生の共同研究体験 23）を提供し、

学生の受入れを積極的に推進している。 

 上記は奨学金の一部の例であるが、留学する学生層の多様化、特定専門分野の交流促進、

                                                   
20 Foundation for Asia Pacific Education. http://www.asia-pacificfoundation.org/About-Us.htm 
 （2010年 7月 15日時点）  
21 Association of Teachers of Japanese. Study Abroad in Japan: Bridging Scholarships. 
  http://www.aatj.org/atj/studyabroad/scholarships.html（同上） 
22 BUTEX. http://www.butex.ac.uk/（同上） 
23 DAAD. Research Internships in Science and Engineering (RISE).  
  http://www.daad.org/page/82044/（同上） 
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派遣先国の推進などを目的に、さまざまな機会が存在する。留学の経費負担は派遣学生が

最も懸念する事項のひとつであるが、参加するプログラムによっては、在籍大学の実費と

比べて費用に顕著な差がなかったり、より経費負担が少なかったりするケースもある。海

外派遣オフィスは、各プログラムの経費見積もりを提示したり、各種経費支援制度の周知

に配慮したりするなど、学生指導に努めている。 

 

⑤ 派遣留学推進の取り組み：超短期プログラムのベストプラクティスからの考察 

 図 5 からもわかるように、2000 年以降、米国は主に 8 週間未満の超短期留学プログラム

（Summer Term ＜通常 6月から 8月に行われる夏期講座＞やJanuary Term/Winter Term ＜

一ヶ月間程度の冬期学期＞に実施されるプログラムを含む）における派遣留学を増やして

いる。ここでは具体的に、過去 3年間に米国でIIEからベストプラクティス賞 24を受賞した

送り出しプログラム（テキサス州のAngelo State University、ペンシルベニア州の

Washington & Jefferson College、The Maymester Study Abroad、Rice Universityナノジ

ャパンプログラム）を分析することで、超短期留学プログラムが派遣を促進させた要因を

考えていく。 

 

A. Angelo State University - 2010 年 25 

財政面のサポート強化とプログラム参加への障壁をなくす努力をしたことが認められた

テキサス州の Angelo State Universityは、2008年に設立した The Center for International 

Studies(CIS)の事務局を通し、超短期留学プログラム、交換留学生や研究者の受け入れ、

英語教育、中等教育プログラム業務などを行っている。そのセンターの設立によって、4週

間の夏期超短期留学プログラムへの参加者が 2007 年（54 名）、2008 年（131 名）、2009 年

（157名）、2010 年（250名予測）と増加している。 

この増加は参加者のほとんどに International Studies Scholarshipsという大学の奨学

金 (4,200 ドル)を出した為であり、資金は一般奨学金の財源から再配分された。さらに、

2008 年よりベルギー、ブルッセルのイメージ手術病理サービスのインターン活動；アフリ

カでのエイズ研究；オーストラリア原住民のジェンダー問題の研究；オーストリアの国際

放送センターでのインターン活動などを終了した学生に 4,000ドルの奨学金を提供した。 

 また CIS はプログラム参加への障壁を減らすために、2009 年にパスポート受理エージェ

ンシーとなり、サービス提供開始から半年強の間に 225 のパスポートの発行手続きを行っ

ている。さらに、留学手続きのオンライン化を促し、オンライン上で学生が申込書（申請

書、作文、健康検査など）を提出したり、教員が面談のスケージュールなどをチェックで

きるシステムの開発を進めた。 

 留学プログラムを広報するために様々な活動、例えば、学生へのメール、大学でのポス

                                                   
24 1,000を超える IIEメンバー機関の中で、国際化を促した優れたプログラムに賞与される。 
25 IIE. Best Practices in International Education. http://iienetwork.org/file_depot/0- 
  10000000/0-10000/1710/folder/85405/Angelo.pdf（2010年 3月 25日時点） 
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ターやビデオディスプレイでの留学案内、新聞の留学コラム、Brown Bag Meetingというラ

ンチタイムに行うセミナーや勉強会、寮や優等生セミナーやROTC（予備役将校訓練課程）

などでの説明会、ローカルテレビでの宣伝、国際教育週間 26 でのセッション開催、授業訪

問、写真のコンテスト、家族を対象とした説明会などを行なった。また、同センターの中

等教育プログラムと提携し、当校の留学プログラムを高校の先生やカウンセラーに説明し、

超短期留学プログラムを宣伝することでも学生をリクルートした。 

さらに CIS は、夏期派遣プログラムを企画運営する教員人材を育てるため、Faculty 

Mentoring Program というプログラムを始めている。これはまず、選考された教員が一年

目にプログラムに参加しながらマネージメントの方法を学び、次の年に実際に夏期派遣プ

ログラムの企画を試みるものである。このメンタープログラムに参加できなかった教員は

チームティーチングのような形で経験のある教員と組んでプログラムの運営をすることも

できる。また、引率教員は無料で Rosetta Stone Language Training のオンライン学習が

受けられ、教員が新しい留学プログラムを立ち上げた場合は、大学が Professional 

Achievement Awards を授けることで、教員の実績を評価する機会を設けた。また、プログ

ラム開始前に参加者のアカデミックゴールとその他の目標を明確にさせ、帰国後に目標到

達ができたかどうか報告してもらうことで、その成果の度合いをよりよいプログラム作り

に反映させた。 

 

 B. Washington & Jefferson College - 2010 年 27 

ペンシルベニア州の Washington & Jefferson Collegeは収入が 4万ドル以下の家庭から

来た学習者が 20％を占める大学の中で、リベラルアーツのトップ大学として U.S. News and 

World Report でランクされている。この大学は一月の冬休みを利用して 3 週間のトラベル

スタディを行い、単位取得ができる。また、夏の超短期留学プログラムに加えて、40 ある

交換留学プログラムの中から一学期間，もしくは一年留学もできる。  

この大学には、まず、Greb Travel Awards (学期間の休みに自己負担での留学が難しい

学生に提供する奨学金)、Swick Scholarships (休暇、または一学期間中にヨーロッパ以外

の国に留学する学生に与えられるもの)、The Geary Award for Freshmen、The Walker Award 

for Sophomores、Kelso Award for Juniors (それぞれ 1 年生、2 年生、3 年生を対象に、

夏期休暇の留学をサポートする奨学金)、Merck Internships for Excellence in Science (生

物、化学、バイオ化学、物理の分野で、夏のリサーチインターンシップを支援する奨学金)

がある。また、ヨーロッパのホロコースト跡地を自分自身で巡るプログラム、パリの Pasteur 

Instituteでのリサーチ活動、サイプレス島での健康問題、チュニジアの城壁教会のツアー、

                                                   
26 米国と諸外国の教育文化交流推進のため、米国国務省・教育省は毎年 11月に国際教育週間を設けて 
  いる。これは、グローバルな環境に適応できる米国人の人材育成と、未来の指導者と目される海外の 
  人々に対して米国での研究・学習・交流に関心を持ってもらうことを目的としている。教育交流を 
  促す各種プログラムが行われる。 
27 IIE. Best Practices in International Education. http://iienetwork.org/file_depot/0- 
  10000000/0-10000/1710/folder/85405/Washington+$26+Jefferson.pdf（2010年 3月 25日時点） 
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スイスでの香水を宣伝するプロジェクト、パラグアイのストリートチルドレンとの作業、

エジプトの象形文字の調査など、ユニークなプログラムがある。同大学では目的意識や自

発的な行動を促すため、学生自身に留学カリキュラムの立案と諸費用の見積もりをさせた

上で、学生に奨学金(3,000ドル)を提供し、これらの超短期プログラムに参加させている。 

 

 C. The Maymester Study Abroad - 2009年 28 

 The Maymester Study Abroad プログラムはClemson University とThe University of Kansas

が立ち上げたもので、複数大学の教育学専門の学生を対象としたイタリアのカルピでの 4 週間プ

ログラムである。これは 70〜80 時間の教育交流プログラムで、参加者はイタリアの幼稚園、小

学校、中学校で現地の先生や子供達とふれあう。参加者はただ授業参観するのではなく、英語の

授業や米国の文化を教える授業をサポートする。このプログラムは春学期が終わった後すぐ

行われるので、卒業までの固定カリキュラムを導入しているコホートプログラム 29 の支障

とはならない。この留学プログラム開始当初は幼少教育や初等教育専攻の学生を対象に、

モンテッソーリやレッジョエミリアアプローチ等で有名なイタリアを選んだが、後にプロ

グラムを拡張させ、中等教育や特殊教育専攻の学生も参加するようになった。このプログ

ラム運営では、英語の学習や翻訳、国際交流を推進するVictoria Language and Culture 

Centre (VLCC)と呼ばれる地元の機関と提携している。参加者はまず出発前に 30 時間程、

カルチャーショック、イタリアの文化習慣、ホストファミリーとの生活、イタリアで仕事

をする際の留意点、英語の教え方などを学習する。また、アメリカ人のイタリア生活記、

言語発達、参与観察、人種問題、文化的に適切な教授法などに関する論文を勉強し、15〜

20 時間のイタリア語の授業を受ける。ホームステイはVCLLが担うが、家族の一員として買

い物をしたり食事を作ったりし、週末の家族旅行や家族の集まりにも積極的に参加するよ

うに促す。学生はまず参与観察から始め、言語力の可能な範囲内で授業を補佐し、また英

語の授業のアシスタントをする。また、様々な学校訪問（ファッションや電気工学などの

専門高校や、パルメザンチーズやバルサミコ酢の作り方を学習している農業高校など）を

経験する。 

 非英語圏のプログラムに参加することで、米国内の英語学習者の生活、仕事、学習の大

変さを自ら経験し、共感力や忍耐力などを習得することができる。また、カルピの歴史、

ホロコーストの博物館、考古学サイトなどを訪問したり、週末はヴェニスやフローレンス、

タスカーナを訪問したりする。2000 年以降、9 大学から 165 名が参加したが、アフリカ系

米国人の男子学生や退職した先生なども参加した。参加した学生は多様性（ダイバシティ

ー）、教えることへの理解を深め、文化的、言語的に難しさを伴う学習者に対する認識を深

めている。出発前後に教師としての信念、文化的に適切な教授法などを測る心理テスト

                                                   
28 IIE. Best Practices in International Education. http://www.iienetwork.org/file_depot/0- 
  10000000/0-10000/1710/folder/80305/Clemson_KU.pdf（2010年 3月 25日時点） 
29 コホートアプローチは様々な専門分野のプログラムに導入されている。通常、一グループ 15-20名 
  程度から成り、決められた固定カリキュラムに沿って一緒に教育を受ける。学生の履修計画が明確と 
 なり、ともに勉強・研究する過程でお互いの関係を築く機会を学生に提供する。 
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(Culturally Responsive Teaching Self-Efficacy Scale <CRTSE>)を行なったところ、4週

間プログラムに参加した学生にはポジティブな変化が見られた。また、学習にはジャーナ

ルをつけてもらい、ホストファミリーとの活動、英語の授業、イタリア語学習、文化プロ

グラム参加の感想などを書いてもらっている。 

 

D. NanoJapan ナノジャパンプログラム - 2008年 30 

 ナノジャパンプログラムは Rice University と University of Tulsa が科学と工学系の

学生を対象に作った 12週間の夏期プログラムで、通常の留学プログラムにナノテクノロジ

ー分野のリサーチインターンシップが経験できるプログラムを足したものである。大学 1

年生と 2年生の 16名が参加している。 

 ナノジャパンプログラムではまず出発前に一日のオリエンテーションがあり、健康管理、

コミュニケーション、日本の研究室環境などの説明を受ける。日本到着後、3週間に渡るオ

リエンテーションが行われる。その 3 週間のカリキュラムには、まずナノテクノロジーの

基本理論や概念が米国大学の教員（ライス大学、フロリダ大学、テキサス A&M 大学など）

によって行われ、東京近郊のナノジャパンの専門家による講義によって補強される。また、

45 時間の日本語教育をレベル別に受けられるだけでなく、宿泊先が東京の麻布十番（さぬ

き倶楽部）に用意されるため、東京探索がしやすい利点がある。オリエンテーションプロ

グラムは茶道、武芸、能、書道などの文化活動やお祭り、ナノテクノロジーの企業訪問を

行う。プログラムの中間にあたる 7月には、京都への旅行の企画もある。 

 このオリエンテーション終了後、学生は専門とする分野のナノテクノロジーリサーチプ

ロジェクト（セミコンダクター、ナノフォトニクス、カーボンナノチューブなど）に参加

することができる。ライス大学の日本人教授が、事前に日本の受け入れ研究者と連絡を取

り、学生の要望にあった丁寧なプレースメントを行っている。日本の受け入れ側は、

National Science Foundation-Partnerships for International Research and Education 

(NSF-PIRE)で、その研究所で行っているリサーチプロジェクトに見合ったリサーチ、学生

指導、日本人の科学者コミュニティーの国際的能力を高めることに興味をもっている。2009

年の参加者は東北大学、大阪大学、慶應大学、東京工業大学、信州大学、京都大学、東京

大学、北海道大学、千葉大学、大阪工業大学などで、各大学の研究室や理化学研究所など

が米国学生を受け入れた。プログラム終了時にライス大学での研究発表を行ったり、ナノ

ジャパンプログラムを 留学フェアー、ニュースレター、論文発表、中高校への訪問などを

通して紹介している。また参加後一年以内に、参加者は最終レポートを提出する。 

 参加者は NSF より 3,500 ドルが支給される。航空券などの購入はライス大学が行い、宿

泊先は受入れ研究室が担う。学生は最低 1 単位を取得しなければならなく、最終レポート

                                                   
30 NanoJapan Undergraduates. http://nanojapan.rice.edu/studentprofiles.html.  
  また、詳しくは Program Schedule and Guide.  
  http://nanojapan.rice.edu/Downloads/2009%20Program%20Schedule%20and%20Guide.pdfを参照。  
 （いずれも 2010年 3月 25日時点） 
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が出版された場合は 2単位を取得できる。 

 

E. 米国派遣留学ベストプラクティスから学ぶこと 

 ベストプラクティスとして選ばれたものは、米国の送り出し大学が、学生への奨学金を

確保し、海外の地域色に富んだプログラムと連携し、冬・夏休みといった短期の休みをう

まく利用しながら、ホームキャンパスでの学習に支障の起こらない形で留学プログラムを

導入しているものであった。主に 4〜12 週間の超短期留学である。プログラムの内容は多

彩で、様々な分野の学生が自主性をもって積極的に参加する形となっている。申し込みも

オンライン化を進め、手続きを明確化し、留学前のオリエンテーションや留学後の様々な

評価活動を通して、各自が自分の学びを振り返ることを奨励している。 

 日本でも各大学が、様々な地域団体や個人が運営するユニークなプログラムと提携し、

参加コストを下げ、学期の休みを利用して参加できるプログラムをさらに企画していくと

いいのではないかと考える。さらに超短期間であっても、その留学生が自分の大学に戻っ

た際に、大学の単位が取得できるシステムがあれば、超短期の参加学生が増える可能性が

高くなる。 

 米国大学の学生にとって理想的な超短期留学期間は January Term/Winter Term (年末か

ら年始にかけてのプログラム)や Summer Term（夏期休暇期間に当たる 6月〜8月）で、2〜

12 週間程度の期間が適当であると考えられる。プログラムの内容は、NanoJapan ナノジャ

パンプログラムのような日本の強みである理工系の研究や、世界で活躍している企業研究（車、

ロボット、電化製品）などが魅力あるアカデミックな超短期プログラムとなり、優れた学生を集

めることが出来るであろう。また、近年注目されているアニメ・マンガの研究、デザイン・ファ

ッション業界、建築・アート、エンターテーメント研究などにも人気が集まるのではないだろう

か。経済活動や社会事情を調査観察するプログラム（環境維持活動、各種学校見学、交通事情、

政府関連活動、選挙活動、警視庁見学、病院見学、弁当産業、コンビニ産業、リサイクル事情、

カラオケ産業）も、幅広く留学生にアピールするものであると思う。 

日本文化を学ぶ体験留学 (武芸、お寺での修行、伝統文化・文芸、日本料理・和菓子、日

本の祭り、盆栽、林業、畑作業、漁業)、米国人が興味を持っている忍者や芸者の歴史探求、

インターンシップのような実地研修 (日本の旅館で日本のサービス活動を研究、日本の幼

稚園、保育園、小学校でのサービス、老人ホームでの活動、観光事務所での活動、工場研

修、スポーツ施設でのインストラクター)、文化交流プログラム (日本で行われている各国

の文化紹介プログラムと連携し、自国の言葉、習慣、食べ物、踊り、歌などを披露したり、

教えたりする交換プログラム) など、体験型の超短期プログラムを提言する。体験型プロ

グラムの特色を打ち出すことで、学生の言葉や文化の違いに対する抵抗感を和らげ、参加

者をより積極的に誘致することが可能となるだろう。 

 米国からの学生をより多く日本へ呼び込むためには、既に存在している魅力ある超短期

プログラムをさらに宣伝していくことも大切である。超短期プログラムをきっかけに日本
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に対する興味が増し、将来的に短期、長期間の留学を希望する学生も出てくるからである。

超短期プログラムから生まれる波及効果は大きい。この観点から、米国の小・中・高校生

やコミュニティカレッジの学生、さらにその家族が参加できるような、柔軟性のあるプロ

グラム開発に取り組む意義もあると考える。 

 

⑥ 派遣留学推進の取り組み：ミネソタ州立大学のケーススタディ   

 前項では米国の送り出し超短期プログラムを紹介したが、ここでは、特に近年さまざま

な海外派遣プログラムを導入し、海外派遣数を積極的に伸ばしているミネソタ州立大学を

事例に取り上げる。同大学の特徴は、各専門分野のカリキュラムの特徴、多様性を考慮し

ながら学生の海外派遣を推進していることである。その先進的な取り組みは、米国内でも

成功事例として参考にされている。 

 

A. ミネソタ州立大学概要 

 University of Minnesota（以下、ミネソタ大学）は、1851 年創立の公立（州立）大学

（Land-grant university31）である。ミネソタ州内の 5キャンパス（Twin Cities, Duluth, 

Morris, Crookston, Rochester Campuses）と各種研究関連施設を持つ大規模な総合研究大

学で、2009 年度現在の全在籍学生数は約 67,400 名（学部生：約 42,300 名、大学院生、研

究生、およびその他の学生：約 25,000名）である。最も在籍学生数の多い Twin Citiesキ

ャンパスは、隣接するミネアポリスとセントポールの両都市に 18カレッジ／スクールの教

育研究棟を持つ。同キャンパスの外国人留学生の在籍数は、2008 年度現在 4,120 名（同キ

ャンパス全体の 8％）で、留学生数としては全米大学中 20位に当たる（Open Doors, 2009）。 

 ミネソタ大学の近年の特徴は、2004年から進められている政策（”Transforming the U”32） 

を元に、世界の公立研究大学のトップ３に入ることを目標に掲げていることである。「学生、

教職員、組織・施設、先進的な取り組み」の４分野を戦略軸として重点的に予算を投入し、

それぞれの質向上と改革に取り組んでいる。近年は州予算の削減を受けているものの、研

究において、農学、生物科学、医学、ITなどの分野で外部研究資金の獲得や受賞を誇って

おり、前述の政策を背景に、優秀な人材（学生、教員）を増やすことで、より一層の外部

研究資金獲得を目指すであろう。 

 同様に大学の国際化も、国際教育担当の副学長のリーダーシップの元、具体的な行動計

画が進められている。2006 年以降、①学生へのサポート（受入れ留学生と海外派遣学生へ

の財政支援；学術交流促進のための経費支援；海外留学に参加しない学生を視野に入れた

学内の国際教育活動の促進など）、②教員へのサポート（研究交流や研究協力資金などに関

わる支援）、③カリキュラムの質向上、④海外とのネットワーク構築、そして⑤データベー

                                                   
31 米国政府から国土敷地を寄与され、教育の提供を目的にこの土地を使用／売却する権利を得た高等教   
  育機関を指す。 
32 詳しくは Bruininks (2007)を参照。 
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ス構築を含めたITリソースの充実化などの戦略項目を焦点としている 33。このように国際化

に関わる戦略は多岐に渡るが、本報告では特にミネソタ大学の学生海外派遣に着目する。 

 

B. 海外派遣推進の動向 34 

ミネソタ大学 Twin Cities キャンパス（以下 UMTC）の海外派遣生数（学部生、大学院生

を含む）は、1990年代以降急速に伸びており、2007年度には全米大学中第 3位に達してい

る（Open Doors, 2009）。1997年度から 2007年度までの伸び率は約 155%で（1997年度：学

部生 779 人、2007 年度：同 1,983 人）で、特にオセアニア、カナダ、西ヨーロッパ、アジ

ア各地域への派遣が顕著に増えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 7. ミネソタ大学の学生派遣期間の動向 35 

派遣期間は、1クォーター／セメスター（10—15週間）が最も多く、次に超短期（約 3週間）、

夏期休暇（4—10 週間）、1 年（学年歴または暦歴）の順である（図 7 参照）。ただし派遣生

数の伸び率を見ると、超短期（3週間）が著しく増えており（1997年度：10人、2006 年度：

708 人）、海外派遣を推進する起爆剤となっていることがわかる。 

 ミネソタ大学で特に注目すべき方針は、グローバル人材を育成するという観点から、学

部の各卒業年次生の 50%が在籍中に海外派遣プログラムに参加することを目標にしている

ことである。（現在は約 30%にまで伸びている。）(University of Minnesota, 2008)。さら

に同大ビジネススクール（The Carlson School of Management）は、2008 年度以降に入学

した学部生全員の海外留学を必須要件とし、カリキュラムに組み込んでいる。このように、

学生の海外派遣はミネソタ大学の国際化を支える重要な教育方針として、具体的な数値目

標とともに、積極的に推進されている。なお、ミネソタ大学が定義する海外派遣には、大

学・教育機関における勉学だけでなく、海外でのインターンシップやボランティア活動プ

ログラム、教員引率によるフィールド研修なども含まれる。 

                                                   
33 詳しくは Isaacman & Okediji (2006)を参照。 
34 詳しくは LAC. Study Abroad Statistics for University of Minnesota - Twin Cities.  
  http://umabroad.umn.edu/ci/evaluation/UMTC_stats.html（2010年 3月 24日時点）を参照。 
35 LAC. Study Abroad Statistics for UMTC.    
  http://umabroad.umn.edu/ci/evaluation/UMTC_stats.html#duration（2010年 3月 15日時点）      
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 海外派遣プログラムは UMTC 内の Learning Abroad Center（以下 LAC）が中心となって、

ミネソタ大学管轄のプログラムに加え、外部機関が提供する各種プログラムなどを含め、

幅広い選択肢が用意されている。過去 10 年間に 50 以上の新しいプログラムが増え、現在

は 300以上の選択肢が提供されている（Fischer, 2010）。 

  

図 8. ミネソタ大学（UMTC）における海外派遣プログラム区分 36 

 

 

               

 

 

 

 

 

  

        

 

 

 

 

プログラムの区分は多岐に渡るため、概要を図 8 に示す。多様多種な選択肢がある中、

学生は留学目的、学業計画、予算、受入環境の希望などに見合った選択が重要となり、大

学内での情報提供、指導が工夫されている 

 

C. Curriculum Integration37 

 次に、ミネソタ大学の海外派遣を大きく伸ばす要因となった Curriculum Integration の

取り組みについて取り上げる。同取り組みでは、LAC と各学部間の話し合いと連携を元に、

各専攻分野の教育目標に沿ったプログラム選択や、学生が４年間で卒業できるよう、各専

攻カリキュラムの特徴を踏まえた留学指導を推進している。従来、学業・学生生活の補足

要因と見られがちであった海外留学を、多様な専門カリキュラムに応じた教育手段のひと

つと捉えて、教員と学生の認識向上に努めている。この成功例が認知され、現在はアメリ

カの他大学（例えば University of California at San Diego、Oregon State University

など）も、ミネソタ大学を参考に同様の改革に取り組んでいる。（ただしミネソタ大学は、

                                                   
36 LAC, Program Selection Considerations. 
  http://umabroad.umn.edu/academic/advisers/factors.html (2010年 5月 10日時点) 
37 詳しくは以下参照： LAC. Curriculum Integration of Learning Abroad. 
  http://umabroad.umn.edu/ci/index.html（2010年 5月 10日時点） 

 海外留学 (Study Abroad) 海外ボランティア、インターンシップ、業務体験

（詳細は省略） 

 Learning Abroad Center (LAC) 

① Learning Abroad Centerプログラム 

 （プログラム立案から管理運営まで LACが管轄） 

② 外部機関との提携プログラム 

 （LACが承認している外部教育機関によって運営・提供されているプログラム） 

③ 学部研究科独自プログラム 

 （教員引率によるフィールド研修、専門に特化したプログラム等。主に短期。） 

④ 交換留学 

 （学生交流協定に基づく一対一の相互交換*、外部機関を介した交換留学等） 

 *日本の国立大学短期受入れプログラムはここに該当。 

⑤ その他の外部機関プログラム 

 （LACと提携関係を結んでいない外部機関を利用するケース） 
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2000 年の立ち上げ当初、外部財団の補助金を受けながら学内の協力体制を整えた経緯があ

り、他大学での取り組みには、各大学の予算、規模、特徴などを配慮した対応が必要であ

ることも議論されている。） 

 ミネソタ大学の Curriculum Integrationは、1995年に、工学部生の海外留学が少ないこ

とを懸念した工学部の教員が LAC 職員と話し合いを始めたことに端を発する。留学の敬遠

は工学部に限らず、履修課程が極めて系統だっている理系全体に言える。そこで LAC が教

員調査を実施した結果、海外派遣に対する教員の認識が LAC と大きく異なることが明らか

となった。専門分野を教える教員にとって、①海外留学は専門知識を取得する目的より、

補足的な要素である、②各学部研究科の系統だったカリキュラムの中で、留学時期として

最も一般的な３年次は重要な科目を網羅する期間にあたり、その時期に学生が抜けること

を懸念している、③留学は卒業が遅れる要因である、などの認識から、教員が積極的に学

生に留学を勧めることにはつながらない（Fischer, 2010）。この実態を受けて、カリキュ

ラムの特徴や学習目標に配慮した専門分野ごとのアプローチが、海外留学促進に必要であ

ることが課題となった。海外留学に携わる職員は異文化教育のプロであるものの、カリキ

ュラム、専門分野に関する指導は教員の領域である。海外派遣を効果的な教育手段として

普及させるためには、教員の専門性と教育目標を尊重しながら、教職員間で共通した目的

意 識 、 協 力 体 制 を 築 く 必 要 が あ る 。 こ の こ と か ら Curriculum and Campus 

Internationalization ディレクターの Woodruff 氏は、「Curriculum Integration は

Colleague Integrationとも言い換えられる。」と説明する。 (Woodruff, 2009) 

 Curriculum Integrationの取り組みは、“Assess, Match, Motivate”38をキーワードに、

LACと各学部間の地道な作業を経て進められる。まずLAC職員は学部ごとに話し合いの場を

持ち、「海外留学が専門分野にもたらす学習成果は何か、海外留学は専門分野の教育目標を

どのように補充、補強できるか」を検討し、明確化する。そして具体的なプログラムの内

容・条件を検証し、当該学部のカリキュラム事情に適したプログラムを絞り込む。（既存の

プログラムに加え、教員引率によるフィールド研修なども新たに企画されうる。）この共同

作業を経て作成されるものがStudy Abroad Major Advising Sheets (SAMAS)39で、専門分野

に見合ったプログラムの選択肢を紹介し、留学のタイミングや単位互換の助言なども盛り

込み、より現実的に留学を考える参考資料となっている。学生はこれを元に、LACや学部ア

カデミックアドバイザーと具体的な留学計画を検討することが可能となる。ただし、この

資料は80%以上の専門分野において作成されており、網羅されていない分野については、引

き続き取り組みが期待されている。また資料作成後も、カリキュラムの変化に伴い、資料

の内容更新も課題となっている。 

 Curriculum Integration のもうひとつの重点的な取り組みは、教職員個人の意識改革で

                                                   
38 詳しくは以下参照： LAC. Access, Match, Motivate. 
  http://umabroad.umn.edu/ci/academicUnits/assessMatchMotivate.html (2010年 5月 10日時点) 
39 詳しくは以下参照： LAC. Study Abroad Major Advising. 
  http://umabroad.umn.edu/ci/samas.html（2010年 5月 10日時点） 
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ある。留学の意義を学生に伝えるには、学生と直接の接点を持つ教員やアドバイザーの影

響力は大きい。そのためLACでは、教職員個人の留学に関する知識と共通認識を築くため、

全教職員を対象とした全学ワークショップ（プログラム紹介、教職員間の懇談など）を定

期的に開催している。さらに学部ごとの研修も実施し、2001年から50回以上の場を提供し

ている（Woodruff, 2009）。また、LACは教員自身が学生の派遣先を視察訪問することも支

援しており、教員がより具体的に海外派遣の意義、効果を検証する機会を推進している。

近年は200人以上の教員が海外プログラムの視察に出向いている（Fischer, 2010）。こうし

た取り組みを通して、教職員は留学機会やその教育成果に関する理解を深め、より積極的

に学生に働きかける姿勢を持つようになっている。 

 Curriculum Integrationの成果は、海外派遣数の増加だけでなく、教員の実態調査、学

生の卒業に関する傾向調査などにも表れている。例えば、ワークショップや視察訪問を経

験した教員のうち 79%が授業中に留学の話をし、97%が積極的に留学を学生に勧めている。

こうした教員の働きかけによる波及効果が顕われ、2009年時点で、Curriculum Integration

の取り組みに参加している教職員一人当たり、3人の学生が海外に派遣されている割合とな

っている (Woodruff, 2009)。また 2004 年度入学生で学位を 4 年間で取得した学生の割合

は、留学をしていない学生のうち約 40%であるのに対し、留学をした学生は 65%に達してい

る（U of M Office of Institutional Research調べ、2009年 40）。丁寧な留学計画と指導、

留学をする学生の目的意識の高さと行動力が背景となって、「留学が卒業を遅らせる」とい

う先入観を否定する結果となっている。 

 

D. 考察 

 ミネソタ大学の海外派遣の成長の基盤となっている Curriculum Integration の特徴は、

①専門分野のカリキュラムの多様性に注目し、それぞれの教育目標と履修計画に見合った

留学プログラムの提言と学生指導に努めていること、そして②海外派遣オフィスが、教職

員個人、学部研究科ごとに働きかけ、学内の連携・協力体制を築いていることである。カ

リキュラムの多様性に対応するためには、プログラムの種類や期間、内容も多彩に揃える

必要があり、ミネソタ大学では、前述の図 8 に示されている複数のプログラム区分の中か

ら幅広い選択肢を提供している。典型的な留学プログラム（例えば一学期、一学年間の大

学・教育機関留学）に加え、専門分野の教育目標や関連テーマに特化したプログラム（教

員引率による短期研修、フィールド研修など）を積極的に導入していることが強みとなっ

ている。また、これまで学業・学生生活の補足的要素と見られがちであった海外派遣につ

いて、学内の認識と理解を高めた成果は大きい。 

ではこの取り組みを受けて、学生を受入れる側はどのような課題が見えてくるか。受入

                                                   
40 詳しくは以下参照： Office of Institutional Research, University of Minnesota. Study Abroad  
  Does Not Delay Graduation.    
  http://umabroad.umn.edu/ci/evaluation/documents/GraduationRates-UMTC.pdf（2010年 5月 13日 
  時点） 
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れ大学があらためて検討すべき点は、送り出し大学が期待する「専門分野を補充、補強す

る」学習機会やプログラム環境をいかに提供できるかであろう。例えばLACが参考として提

示する「期待される学習成果」を見てみると、次のとおり大きく５つに分けられる。①専

門分野に特化した知識習得（在籍大学の履修科目に相当する科目を受講；受入れ国・地域

独自のリソースを活かした学習；異なる教授法やアプローチを通して専門分野を多角的に

捉える学習；専門に絡んだフィールド研修やインターンシップ体験など）、②国際的土壌に

おける専門分野の習得（外国人教員・学生との学習環境：研究交流や会議の参加など）、③

受入れ国・地域に関わる専門知識の習得と体験、④言語習得、そして⑤学生自身の成長（自

信；自立性；寛容性；自文化・他文化理解；進路開拓など）である 41。Curriculum Integration

の取り組みが、今後ますます米国大学関係者の関心を集めて発展する展望を踏まえると、

受入れ国がさらに魅力あるプログラムを提供して学生を誘致するためには、特に専門分野

に貢献する学習機会（前述①から③）を強化することが明らかな課題となる。日本の特色

や強みに焦点を当てた学習テーマの選択、キャンパス内外のリソースを活かした学習方法

をどのように提供できるか、あらためて見直す作業が大切である。送り出し大学が提案す

る授業テーマやフィールド研修などの要望を、条件や状況に応じて受入れ大学が取り入れ

る柔軟性と、双方の大学教員の協調姿勢が、大学間のより活発な学生交換に貢献する。ま

た、送り出し大学が期待する「専門分野に貢献する学習機会」の提供は、受入れ大学にと

っても授業の多角的アプローチと質向上につながり、受入れ大学の現地学生（正規学生）

に対する教育的利点となって返ってくる。Woodruff氏（2009）が考える”Colleague 

Integration”は受入れ大学においても必要な働きかけであり、受入れ学部研究科や教員と

の話し合い、目的意識の共有、連携関係を高める学内の取り組みと努力は、ますます重要

性が増していると言える。 

 

⑦ ヨーロッパと日本への短期交換留学の比較とその送り出し過程における内的努力：

カリフォルニア州立大学サクラメント校の場合 

ここでは、カリフォルニア州立大学サクラメント校の非英語圏のヨーロッパと日本への

交換留学プログラム（一学期から一年間）の送り出し現状を紹介し、ヨーロッパと日本へ

の派遣留学生に対して実施したアンケートを比較分析し、地域ごとのプログラムの強み、

弱みを比較考察する。さらに、その送り出し過程に携わる国際コーディネーターとのイン

タビュー、外国語プログラムの教員が行った努力（「内的努力」）を考察していく。「内的努

力」というのは、派遣留学促進を取り巻く環境、特に、人（教員、コーディネーター）が

どのような形で派遣留学を促進しているかの努力である。この「内的努力」という概念は、

『日本の教育地図 : 県別教育診断の試み』＜体育・スポーツ編＞(新堀通也、1973)で使わ

れている「外的努力」と「内的努力」というフレームをこのケーススタディにあてはめる

                                                   
41 詳しくは以下参照：LAC. Learning Outcomes.   

  http://umabroad.umn.edu/ci/docs/academicUnits/learningOutcomes.pdf (2010年 4月 19日時点) 
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と、まず、大学機関が提携を結び、学生に交換留学プログラムの機会を作ったことを「外

的努力」とし、その既存しているプログラムに学生を実際に参加させている努力、つまり

参加人数を増やしている努力を「内的努力」とする。ここでは、草の根レベルでの努力に

スポットライトをあててみたい。 

 

A. カリフォルニア州立大学サクラメント校の派遣留学の現状 

 California State University, Sacramento（CSUS）は、1947 年に 23 のカリフォルニア

州立大学（CSU）の 1 つとして設立され、8 学部からなる総合大学である 42。州都サクラメ

ントに位置し、CSUの中のflag ship（旗艦）的な役割を担っている。現在の学生数は約 29,000

名（内、学部生は約 24,000 名）、常勤の教員数は 705 名、非常勤 780 名、非常勤も含めた

教員：学生の比率は 1：20 である。CSUSの予算の 92％はカリフォルニア州から支出されて

おり、学費はここ数年あがっている。カリフォルニア州の学生で年間 5,000 ドル、留学生

で 10,000ドルとなったが、米国の大学としてはまだ相対的に安価であるといえよう。 

 2008-2009 年度、在校生約 29,000 人中、留学生は約 500 名で全体の 2%43であった。 ア

ジアからの留学生が多く、留学生の多くが学ぶ分野はビジネスとコンピューター科学であ

る。尚、日本からの留学生は年間約 60名ほどである。自費で留学している学生は留学生授

業料を支払っているが、交換留学の提携校からの留学生は自国の大学に授業料を払う。大

学側は、留学生の受け入れの目的は学費収入を増加するということより、海外からの留学

生を、異文化学習や国際教育の推進の資力として期待しているとのことであった 44。 

 CSUSには主に４つのタイプの海外留学派遣プログラムがある。まず、カリフォルニア州

立大学システムの総長の事務局が運営しているコンソーシアムに基づいた 59の交換留学プ

ログラムである 45。このプログラムは英語圏やヨーロッパへの派遣プログラムが多い。英語

圏は、オーストラリア（6校)、イギリス（5校)、カナダ（3校)、ニュージーランド（2校)

で、ヨーロッパは、ドイツ（20校)、フランス（14校)、デンマーク（5校)、スウェーデン

（1 校)で、あとは、台湾（2校)、日本（1校)、韓国（1校)、メキシコ（1校）である。CSU

の 23校の学生が参加できるプログラムである。 

二つ目はカリフォルニア州立大学サクラメント校が直接学生交流協定を結び運営してい

るプログラムで、現在提携を結んでいる大学数は 21 校である 46。派遣先は、イギリス（3

                                                   
42 カリフォルニア州においては、カリフォルニア大学（UC）が research universities（研究重視の大 
  学群）として、CSUが teaching universities（教育重視の大学群）として、また、Community  
  collegesがより市民に身近な生涯教育機関として位置付けられ、大まかに三層の大学群が高等教育を 
  担っている。カリフォルニア州立大学(CSU)は、全米一の大規模総合大学で、1800に及ぶ学士・修士 
  課程プログラムがあり、幅広く学生のニーズに応えるプログラム、働きながら大学へ通う勤労学生や、 
  年齢、人種、言語背景を持つ多様な学生が在籍するシステムである。 CSUSでは現学長の下キャンパ 
  ス内の寮と周辺の交通機関を整備し、CSUSを residential campus（居住型キャンパス）に変えていく 
  試みを行っている。今年、新しいレクリエーション・ウェルネス・イベントセンターが完成し、宇宙 
  科学センター、大学公園、教室ビルの建設も予定し、国内の学生にとっても、留学生にとっても、魅 
  力的な大学作りを目指している。 
43 CSUS. Facts and Stats. http://www.csus.edu/pa/quickfacts/facts.html（2010年 1月 3日時点） 
44 Global Office でのインタビュー (2009年 7月 14日実施) 
45 CSU. International Programs. http://www.calstate.edu/ip/（2009年 7月 14日時点）  
46 詳しくは CSUS. Study Abroad. http://www.csus.edu/oge/Study_GeneralInfo.html#（2009年 7月  
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校）、オーストラリア（2校)、カナダ（2校)、アイルランド（１校)で、ドイツ（2校)、フ

ランス（1校)、トルコ（1校)、ハンガリー（1校)、アルゼンチン（1校)、メキシコ（3校）、

スペイン（1校）、スエーデン（1校）、日本（1校）、台湾（1校）である 47。  

カリフォルニア州立大学システムの総長の事務局とサクラメント校が提携している交換

留学を合わせると CSUS の学生は、計 80 の単位互換型の交換留学プログラムの選択肢があ

る。この 2 つのプログラムは 2-3.-(3)項で述べた米国大学の海外留学プログラムのタイプ

I にあたる学生交流協定やコンソーシアム等に基づいた学生交換で、Office of Global 

Education (グローバルオフィス)という大学の事務局が管理している。提携校で受けた授

業単位が互換され、これらの単位はカリフォルニア州立大学サクラメント校の正規単位と

見なされ、学生はまた、大学から財政支援（financial aids）を受けられる。州立大学は

コミュニティカレッジの学生がトランスファーする編入先の大学となっている為、他の大

学機関からの移行可能の単位の上限に達している学生が多い。こういった学生も提携校を

通せば、留学中に受けた単位はあくまでも自分のキャンパスで受けたものと見なされ、卒

業単位として加算される。 

三つ目は、College of Continuing Educationという公開講座を担っている大学の補助機

関が、幾つかの超短期間の送り出しプログラムも行っている。例えば、コスタリカ、グア

テマラ、メキシコ、ペルー、スペインでの夏期スペイン語修士プログラム、ローマの伝統

文化夏期留学を始め、個人で海外に留学したい学生のためのプログラムもある。 

最後に、大学レベルのシステムとなっていないが、様々な学部の大学教員のイニシアチ

ブによって大学院生や学部生を休みの期間を使って、海外に短期間派遣留学させているプ

ログラムがある。例えば、コスタリカでの川魚のリサーチ、ロシアへの短期言語留学、海

外インターンシッププログラムなどもあるが、正式な統計はないという。 

 この報告書では、グローバルオフィスの運営する、学生交流協定やコンソーシアム等に

基づいた学生交換留学の送り出しプログラムに焦点をおく。グローバルオフィスから海外

に派遣する派遣学生は年ごとによって違うが、2008秋学期から 2009年のサマースクールを

通し、153名の学生が派遣留学に参加した。内訳は、62名（夏）、41名（1学期）、31名（1

年間）、19名（夏と秋学期）であった。一人の学生が在学中に一つ以上のプログラムに参加

することも稀ではないという（最高は一人三つのプログラムに参加）。やはり、人気のある

留学先は英語圏のイギリスとオーストラリアであり、日本へ留学する学生は、交換留学の

規定に伴い、年間を通し 3〜5人である。 

 

B. 無記名オンラインアンケートからの欧州留学、日本留学した学生のコメント比較 

2009 年春学期に無記名オンラインアンケートを作成し、1999 年から 2009 年までに、欧

州に留学した学生に調査を自主的に受けてもらった。カリフォルニア州立大学サクラメン

                                                                                                                                                     
  14日時点）を参照。 
47 詳しい大学名は付録１を参照。 
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ト校から欧州（スペイン、ドイツ、フランス）に留学した学生（留学先 8校 12名、そのう

ち１名は 2つの大学へ留学）と日本へ留学した学生（留学先 2校、8名、そのうち１名は 2

つの大学へ留学）から回答を得ることができたので、そのアンケート結果を分析比較する。

また、日本へ留学した学生 4 人とインタビューした。そして、ヨーロッパと日本への派遣

プログラムの相違点などを送り出ししている国際コーディネーターや参加学生とインタビ

ューを通して、その強み、弱みを分析する。 

 

＜留学動機＞ 

 図 9は、学生の留学理由を点数化して表したグラフである 48。欧州に行った学生も日本に

行った学生も、言語能力を高めること、文化理解を深めることに興味があるが、主な違い

は、ヨーロッパに行った学生のほうがアカデミックな動議付けが高いという点であった。 

 

欧州に行った学生 日本に行った学生 

  

図 9. 留学動機の比較 

 

＜プログラムに関する満足度＞ 

プログラムに関する満足度について英語授業の質、言語授業の質、課外活動の満足度、他

の国からの留学生との交流と受け入れ国の学生との交流の満足度について比較を行った

（表 2参照）。CSUSの学生で欧州に行った学生は全体的に満足度が高いのに比べ、日本へ行

った学生は、英語授業の質、他の国からの留学生と日本人学生との交流の満足度が低くな

っている。その反面、日本へ留学した学生のほうが課外活動プログラムの満足度が高く、

大学と企業との関係について、欧州に行った学生の 9名(75%)がないと言ったが、日本に行

った学生の半数は企業訪問があったと言った。 

 

 

 

 

                                                   
48 1番動機に 3点、2番に 2点、3番に 1点を与え、総合点をグラフに表した。 
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 欧州に行った学生の回答 (N=12) 日本に行った学生の回答(N=8) 

 Not 

good 

at 

all 

Not 

good 

Normal Good Excellent Not 

good 

at 

all 

Not 

good 

Normal Good Excellent 

英語授業

の質 

0% 0% 17% 8% 25% 14% 14% 28.5% 28.5% 14% 

言語授業

の質 

0% 0% 8% 17% 67% 0% 0% 28.5% 28.5% 28.5% 

課外活動 0% 0% 0% 8% 58% 0% 0% 14% 0% 71.5% 

他の留学

生との交

流 

0% 0% 17% 17% 67% 0% 0% 57% 14% 14% 

受け入れ

国の学生

との交流 

0% 8% 25% 25% 42% 14% 0% 57% 14% 0% 

表 2. プログラムに関する満足度の比較 

 

＜ 留学のメリット＞ 

図 10は、学生の留学の利点についてのコメントを比較したものである 49。欧州に行った

学生も日本に行った学生も、言語能力を高めること、文化理解を深めるという利点を挙げ

ている。欧州に行った学生のコメントは「友だちができた」、「ある程度の言語運用能力が

あったので、現地の学生とコミュニケーションできた」、「スペインでイタリア語も習うこ

とができた」や、「日本で高いレベルの日本語教育を受講できたのは良かった」などという

コメントがあった。主な違いは、欧州に行った学生のほうが国際的な視野を得て、ネット

ワークをできたと感じる学生が多かった点である。 

ヨーロッパに行った学生 日本に行った学生 

  

図 10. 留学のメリットの比較 

                                                   
49 1番動機に 3点、2番に 2点、3番に 1点を与え、総合点をグラフに表した。 
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日本へ 2度留学した学生がインタビューの際、2度目の留学先が運営している中国と韓国

への超短期派遣留学に参加し、アジアの国に行くことによってさらに日本という国を深く

理解できたと言った。米国から行く学生は他のアジアの国々にも興味を持っている為、派

遣先の大学が運営しているアジアの留学プログラムに参加できるというのはかなりの利点

であると思われる。 

 

＜留学の問題＞ 

図 11は、学生の留学の問題についてのコメントを点数化して表したグラフである 50。欧

州に行った学生の問題はお金に関する問題であり、「出発前きちんとした財政プランを立て

なかった」、「働くつもりでいたが、働けなかった」、「奨学金がもっと必要」などのコメン

トがあり、また、「大学の授業のストライキがあったので、授業に参加できなかった」、「受

講しなければならない授業が多く、海外生活を楽しむことができなかった」、「授業があま

り組織だって運営されていない」、「成績が一回のテストで決まってしまう」「言葉の壁を感

じた」、「英語ばかり話してしまった」といったコメントもあった。日本へ留学した学生が

問題だと指摘した点は、「もっと柔軟性があって活発な授業がいい」、「ちょっとレベルが低

いと思った」など、教育の質に関するものであった。また、「日本人学生は英語を話したが

って、日本語の学習ができなかった」、「大学の開始期間が違うので、クラブ活動に年間を

通して参加できなかった」、「日本人学生のグループに入ることができなかった」、「外国人

学生を使って国際教育と宣伝する雰囲気があった」、「物価が高すぎる」などのコメントも

あった。回答した学生の多くが奨学金を受けていたので、金銭的な問題の指摘はあまりな

かったが、「奨学金がなかったら、参加できなかっただろう」というコメントもあった。 

 

ヨーロッパに行った学生 日本に行った学生 

 

 

図 11. 学生の留学の問題 

 

＜ 参加者の派遣留学プログラムへの全体評価＞ 

このアンケートでは、欧州、日本に留学したどの学生も、留学経験は有意義であったと

                                                   
50 1番動機に 3点、2番に 2点、3番に 1点を与え、総合点をグラフに表した。 
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答えている（80%以上の満足度）。参加者の中には、習得した言語スキルを活かしている、

活かしていきたいという人が多かった。少ない人数での比較であったが、日本を選んだ学

生の動機は主にアカデミックスキルの獲得というよりも言語習得が目的であり、日本での

英語での授業やネットワーク作りなどの満足度が欧州に行った学生に比べ低かった。 

果たしてこれはどうしてなのであろうか。コーディネーターに欧州へ行った学生と日本

へ行った学生の違いを聞いたところ、欧州のプログラムには参加前の言語学習を必要条件

としていないプログラムがある反面、日本の交換留学プログラムに参加するためには必ず

最低日本語を一学期間学習しなければならないという条件があるためではないかと行った。

確かにこういった条件があれば、参加者が言語習得に興味を持ち、それを目的にすること

は妥当であると考えられる。その一方、日本への派遣学生とのインタビューで「交換留学

先のプログラムでは自分の専門に関する授業がないから、できるだけ在学中に必須科目を

取り、日本留学では言語習得に集中する」、「もう自分の専門授業は全部取ったから、あと

は日本語を上達させるだけ」といった学生のコメントがあった。また、国際コーディネー

ターによると、欧州に行く学生に比べ、日本への留学を希望する学生は、子供の頃から日

本に興味があったという人が多いそうだ。それから考えると、おそらく長年育んで来た日

本という国への思い込み、深い思い、期待感が高く、カルチャーショックを経験した際「こ

んなはずではなかった」と不満を感じる度合いが強かったのかもしれない。 

しかし、日本の派遣留学先の派遣留学プログラムに参加し、他のアジア国々へさらなる

留学できるという利点を指摘した学生もいた。こういった日本の大学の派遣プログラムに

便乗できる点をアピールしたり、または簡単にできるようなシステムを開発したり、こと

によって日本の留学プログラムはかなり魅力のあるものになるのではないだろうか。 

 

C. 内的努力の考察 

＜国際コーディネーターの内的努力＞ 

グローバルオフィスは、5人のスタッフで、留学生から派遣学生の業務をすべて行ってい

る。派遣留学担当は 2人いたが、1人が退職した後、財政問題のため新しい職員が雇用され

ず、2010年秋学期は 1人のみであった。彼女はこの仕事に従事して 25年というベテランで

あり、The Phi Beta Delta International Honor Society51 から、outstanding staffとい

う賞を受賞している。1人のケーススタディであるが、米国の国際教育事務局の派遣留学担

当の具体的な仕事内容を理解し、国際コーディネーターの立場から話してもらった今後日

本への派遣学生数を増やしていく為の提言をレポートする。 

グローバルオフィスの派遣留学担当の仕事内容は、まず、夏にCSUSが運営管理している

21 の交換プログラムの情報を整理し、新入生やトランスファーの学生対象にした派遣留学

プログラムのパンフレットを作成配布し、説明会を行う。秋学期が始まると、月に 2、3回

                                                   
51 The Phi Beta Delta International Honor Society. http://www.phibetadelta.org/ (2011年 1月 1 
  日時点) 



116 
 

の派遣留学プログラム説明会を行い、随時学生の相談窓口となる。学期毎にStudy Abroad 

Fair（留学フェア）を行い、大学の中庭にブースをおき、派遣帰国学生が留学に興味をも

っている学生にプログラムを紹介するイベントを行う。また、Residential directorの経

験のある教師や派遣国の言語・文化を熟知している教師陣、及び、派遣帰国学生がプレゼ

ンテーションをする。そして、隣接するコミュニティー・カレッジの”Transferred Day”(四

年制大学からの代表が大学説明をしたり、質問に答えたりする日)にそれぞれのキャンパス

を訪問し、派遣留学プログラムを宣伝する 52。派遣留学プログラムの中には、編入した年に

CSUSに行かずに提携校へ直接留学できるプログラムもある。 

次に、国際コーディネーターは、申込書の書き込み方、作文の書き方、インタビューの

受け方などのワークショップを開く。CSUシステムの総長の事務局が運営しているコンソー

シアムのプログラムと CSUS の学生交流協定を結んでいる派遣留学プログラムの申込書の書

き込み方法が違い書類作成は煩雑であるため、締め切り前にワーックショップを 4、5回行

う。CSUシステムに申し込みをした学生は、CSUの派遣留学プログラムのインタビュー委員

会メンバー（大学教員、10〜15 人）の二人に連絡を取り、個別インタビューを受ける。そ

の後、インタビュー委員会メンバーが集まり、インタビュー評価レポート、学生の提出し

た書類をもとに、各学生を Recommend Highly、Recommend、Recommend with Reservation、

Not recommended等、ランク付けを行い、その結果を大学総長の事務局に送り、大学総長の

事務局の委員会が派遣留学生を最終選考する。CSUS が直接運営している派遣留学プログラ

ムに申し込んだ学生は、その派遣国について熟知している教員（3〜5 名）にグループイン

タビューされ選考されるシステムとなっている。この選考過程のコーディネーションすべ

てが国際コーディネーターによって行われている。国際コーディネーターは、CSUS の学生

交流協定校（21 校）と連絡を取り合い、送り出す学生と受け入れる学生数の調節交渉も行

い、出発前のオリエンテーション、派遣留学から帰国した学生、もしくはこれからの派遣

留学する学生の為のレセプションを年に 2回企画運営している。 

国際コーディネーターは「学生はどのプログラムに参加してもいいと思う。派遣留学か

ら戻ってきた学生が異文化に接し、自己を内省し成長した姿を見ることは心からうれしく、

それが仕事への活力にもなる。この仕事は忙しいが、とても価値あるものだ。」と話した。

国際コーディネーターはいつも前向きに派遣留学生を助ける内的努力をし、交換留学プロ

グラムに参加する学生を支援している。そういった努力をしている彼女に感謝している派

遣留学生は多い。その反面、インタビューを通し、少ない人数で多くの業務をこなしてい

るため、細部まで行き渡らない場合があり、かなり忙しいという印象を受けた。 

今後さらに日本への派遣留学を円滑運営して行くためにはどうしたらいいかという質問

に関し、日本への派遣留学の申し込みが欧州に比べ煩雑である点を指摘し、申込書の簡略

化を提言した。また、欧州のプログラムは言語を必須条件にしていないものがある為、応

                                                   
52 Sacramento City College, American River College, Cosumnes River College, Sierra College な 
 どである。 
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募者の数はかなり多いが、日本への派遣留学は日本語学習が必須条件になっているので、

その時点で申し込む学生数がかなり狭まってくるという。言語を条件とすることは大切で

あるが、もし、数を増やすことに重点を置くのであれば、柔軟な選考条件のあるプログラ

ムもあってもいいかも知れないと言った。 

日本への派遣学生数を増やす一番効果的な方法は今運営している学生交流協定とコンソ

ーシアムの提携プログラムへの参加学生数の枠を増やすことではないかと提言した。現在、

年によって違うが、年間 5 名まで送ることができるがそれ以上は難しいという。既に、単

位交換から財政援助（奨学金を受理出来なくても大学から financial aidsを受けることが

できる）などのシステムが整っているので、学生にとって留学に対する心配が軽減される。 

その一方、Independent study abroadプログラム（他大学、外部機関の提供によるもの）

に参加することを勧めたらどうかという質問に対し、大学からの財政援助がない上、単位

互換の問題があると指摘した。カリフォルニア州立大学ではトランスファーできる単位

(CSUSの場合は上限 70単位)が決まっている。カリフォルニアでは短期大学（コミュニティ・

カレッジ）の授業料が比較的安いので、短大終了後に四年制大学に編入する学生が多い。

編入時に短大で受講した単位をトランスファーする為、折角日本で Independent study 

abroad program に参加しても、すでに単位互換が上限に達している場合は新たに単位を移

行できない。以前はこういった他大学、外部民間機関が運営する Independent study abroad 

program との単位交換、及び、学生が財政援助を受けられる書類手続きのサービスなどを行

っていたそうだが、近年の財政困難による人員削減で仕事量が増し、80 という派遣留学プ

ログラムの運営だけで手一杯なため、このサービスは 2009 年以降行われていないという。 

学生交流協定に基づいた学生交換の送り出しプログラム交換留学先を新たに開発したら

どうかという質問に対し、新しく交換留学の提携を結ぶのにかなりの時間・労力がかかる

ため難しいという。このような試みは個人、オフィス、教員、大学レベルにおける内的努

力を必要とするので、国際コーディネーターのみの努力では難しい。 

 

＜教員による派遣学生を送る内的努力＞ 

このセクションは、教員、特に、日本語教師の派遣学生を送る内的努力を著者（増山）

の経験に基づき書き出したものである。一般的に交換留学プログラムは日本語の学習を条

件としているので、米国から日本への派遣留学に日本語教師がはたす役割、影響力は大き

いと考えられる。日本語教師のする留学案内や薦めがきっかけとなって派遣留学を考えは

じめる学生は多いし、国際コーディネーターから留学プログラムの紹介や申込案内を受け

取る窓口となるのも日本語教師である。また、日本語教師の中には派遣留学の選考委員と

なる場合もある。日本語を専門にしたいというゴールをもっている学生には、日本の交換

留学先で日本語を専門にできるカリキュラムを出発前に作り、学生がもっとも有意義に留

学ができるようなアドバイスを提供するのも日本語教師の役割である。派遣留学から戻っ

て来た学生の単位交換を行ったり、まだ卒業しない学生の場合は、さらなる日本語学習に



118 
 

ついての相談役となったりすることも多々ある。 

米国の大学では、国際事務局や留学センターなどは離れたところに位置するため、日本

語教師が自分のほうから派遣留学の内容を理解したり、国際コーディネーターとコミュニ

ケーションを図ったりしようとする態度を持たないと、留学プログラムの内容や申込み方

法などがわからないことが多い。日本語教師の内的努力は、留学プログラム内容を理解し、

日本への留学機会があることを学生に伝えて、そういった学生をすべてのプロセスで支援

していくことである。 

日本語教師が派遣留学を奨励するさらなる内的努力は、米国人学生が日本に留学したい

と考えるきっかけ作りである。これにはいろいろな方法があるが、一番効果的であったの

は、米国人学生が日本人留学生に直接接する機会を作ってあげることである。直接接する

機会というのは、挨拶程度のものではなく、目的のある活動を協力しながら達成し、その

プロセスで相互理解を深めていくということである。 

例えば、米国の国際事務局ではあまりにも多くの留学生がいるため、日本の留学センタ

ーのような懇切丁寧なオリエンテーションや生活指導などは行えないことがある。CSUS の

場合（おそらく他大学でも)、留学生のオリエンテーションは学期が始まる前、1〜2日間の

みで、国際事務局のスタッフが空港まで留学生を迎えに行ったり買い物に連れて行ったり

するサービスはない。こういった点を補うために、日本留学を経験した学生と日本文化ク

ラブが中心となり空港への送り迎えや日常生活の助け、授業のアドバイスなどを積極的に

するシステムを作った。その一方、日本からの派遣留学生で日本語教育に興味のある人に

日本語プログラムのチューターとして日本語の授業に参加してもらい、日本語を学習して

いる学生と一緒にロールプレイをしたり、日本文化クラブで日本のことを紹介したりして

もらった。こういった活動を通し、活発に意見交換をし、相互理解を深めていった。 

このように日本からの交換留学生との直接触れ合い、建設的なコミュニケーションを図

ることで、米国人学生は刺激を受け、日本語や日本文化への興味を持ち、日本留学に行く

決意をした学生も多い。「日本に友だちがいる」ことで留学に関する不安が楽しみに変わっ

ていくようである。日本人学生の米国留学率が下がってきているが、日本への派遣留学生

数を増やしたいと考えた場合、日本からの米国派遣留学の強化をすることも大切ではない

かと考える。 

 

D. サクラメントのケーススタディからの考察 

オンライン調査の結果、欧州へ行った学生よりも日本への短期留学はアカデミックな面が弱

いと指摘する学生が多いということが明らかになった。短期・長期派遣留学に参加する学生は、

アカデミックな知識を得、可能であれば、自分の専門課目を学習することを強く希望して

いるので、日本の受入れ先の大学ではそういったニーズに答えていかなければならないだ

ろう。学生にとってお金は深刻な問題である。協定校に行く限り学生は大学から財政援助

を受けられるし、優秀な学生は、数は限られているが、ボーレン奨学金、文部科学省など
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から奨学金を受けることができる。しかし、受入れ校で財政支援が少ない派遣留学生が大

学構内で就労でき、コミュニティーで自国（米国）の文化紹介などをすることで多少でも

奨学金が受けられるようなシステムを一般化し普及していくことも必要ではないかと考え

る。 

また、日本でのプログラムを充実させていくのと同時に、日本の大学への短期・長期派

遣留学生がさらにアジアの国々へ行けるような派遣留学プログラム（超短期プログラムな

ど）を作ったらどうかと考える。勿論これには日本に正規留学している学生も参加できる

プログラムである。例えば、機械工学を勉強している学生は日本の工場見学をした後、中

国や韓国の工場見学もできるようなプログラムである。日本をアジアの中の一国と見てい

る米国人は多く、できれば隣国に訪問したいと考えている。今後、受入れ大学が提携して

いるアジアの留学プログラムに容易に参加できるような付加価値の高い魅力あるプログラ

ムの作成に期待する。そうすれば、日本への留学がかなり魅力のあるものになっていくの

ではないかと思われる。 

申込みのプロセスの簡略化やプログラムの参加条件の柔軟性が国際コーディネーターに

よって指摘されたが、申込み方法はテクノロジーの発展により今後ウエッブで対処できる

ことになるだろう。ここで大切なのは、誰でもが日本への留学が検索できるシステムの開

発である。国際コーディネーターが言ったことだが、日本へ留学を考えている学生は小さ

い頃から日本への憧れ、興味を持っているという。高校や短大の頃から、各受入れ校での

授業、課外活動などの情報、参加者の声などを、楽しくインターアクティブに授業内容や

さまざまな情報を検索できるようなシステムがあれば、高校や短大の時から正しい情報を

得られ、自分のニーズに合った大学やその大学が運営している派遣留学プログラムを選べ

る。 

参加条件の柔軟性であるが、短期や長期の派遣留学の場合は、日本語の既習条件は今後

も必要だと考える。というのは言語学習は派遣留学生にとって有意義で不可欠な準備活動

であると考えられるからである。しかし、長期派遣留学への「きっかけ」作りを目的とす

る超短期プログラムなどには必要ないであろう。まずは日本に行ってもらうことが先決で

ある。 

さらに、どの米国大学にも交換留学提携校への留学を支援している国際コーディネータ

ー、教員、留学を経験した学生、また、受入れ校のスタッフなどがいる。どれだけ日本へ

の派遣留学を奨励していくかは米国の場合は個人の内的努力によるものが多い。おそらく

日本へ好意的な感情を抱いている人はより多くの内的努力をするのではないかと考えられ

る。内的努力を惜しまぬ人々を見分け、そういった人々をつないでいくことによって、よ

り潤滑で優れたプログラム運営となっていくことだろう。 

 

⑧ まとめ：米国送り出しの観点から日本への提言 

 米国は、これまで長く留学生受入れ大国の立場を保ってきたが、外国語の習得や外国文
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化に関する知識と理解がますます必要とされる社会背景から、派遣留学を積極的かつ戦略

的に推進しようとする動きが加速している。米政府が 2009年に可決した Senator Paul Simon 

Study Abroad Foundation Act of 2009を基盤に、今後、派遣学生数の増加、留学する学生

層の拡張、派遣国の多様化を指標として、派遣留学に対する取り組みの拡大が見込まれる。

日本はこの展望を踏まえて、米国からより多くの学生を受け入れる可能性が見えてくるで

あろう。 

 それでは、具体的にどのような受入れ環境・条件が、米国学生や大学の需要に見合うの

か。本項で検証した各種事例から、①プログラムの期間、②多様性、そして③専門性と単

位互換の 3点をキーワードにあげる。 

 ①プログラムの期間：米国の近年の傾向では、超短期留学プログラムの人気と成長が顕

著である。夏期休暇や冬学期（January Term）に実施されるものも含めて、主に 8 週間未

満のプログラムに参加する学生数が急速に伸びている。日本の大学ではこのような超短期

プログラムを提供する環境が十分に開拓されていないと言える。米国の大学生がより応募

しやすい条件として、これまで主流であった一学期／一学年間のプログラムから、より短

期間の集中講座や留学プログラムを提供することで得られる反響は大きいであろう。超短

期に参加した学生が、それがきっかけとなり長期プログラムへの参加につながる可能性が

高い。日本の大学が、新たな選択肢として超短期プログラムの導入の可能性を探る価値が

あると考える。 

②多様性：ベストプラクティス賞を受賞した各種プログラムを好例に、米国大学はより

多彩なプログラムを学生に提供することで、学生派遣を促進していることがわかる。講義

形式の勉学や大学内のリソースに限定せず、地元コミュニティー、企業、研究機関などと

積極的に連携を図り、より多様な学習目標を掲げて参加者を集めている。そこで、日本に

おいても大学内外のネットワークを活かし、体験型学習や共同研究の機会などを積極的に

取り入れたプログラムの立案を提言する。（体験型学習の具体的な提案は、2-(1)-⑤-E項を

参照のこと。）プログラムの多様性が増すことで、受け入れる留学生層を広げることが可能

となるであろう。さらに日本留学への付加価値を高めるため、日本の受入れ大学が、中国

や韓国など他のアジアの大学や留学機関と提携し、日本の短期留学生が興味のある分野を

他のアジアの国でも学習できるような魅力あるプログラム作りも提言したい。 

 ③専門性と単位互換：Curriculum Integration の取り組みを始め、さまざまな超短期プ

ログラムにおいても、専門に特化した学習機会と学習成果を求める傾向が高まっている。

また、期待される学習成果を踏まえて単位の取得を可能とすることも、卒業時期を延期す

ることなく留学したい米国学生にとって、大切な条件となっている。このことから超短期

プログラム、短期プログラムのいずれにおいても、一般教養や基礎レベルの学習ではなく、

学生の専門性を高める教育内容と単位取得を可能とするプログラム作りが強く望まれる。 

 以上 3 点のキーワードを取り上げたが、これらの提言に沿って新たなプログラム作りを

実現するためには、外部ネットワーク（民間機関、企業、研究機関、地元コミュニティな
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ど）との連携が不可欠であると考える。大学が窓口となり、大学の業務範囲を超える部分

については、外部ネットワークに委託しながら受入れ基盤を整えていくことが必要となる。

独自のプログラムを運営する民間団体との提携も検討できるであろう。 

 また、応募手続きの簡略化や受入れ環境に関する情報提供の工夫なども必要である。現

状では、日本への応募書類の煩雑さを指摘する声や、受入れ環境に関する情報が不足して

いる例が見受けられる。また米国大学の送り出し担当者の指導も、細部まで行き渡らない

場合がある。プログラムの拡大を目指す上で、応募から到着までの過程で必要となる諸手

続きや情報を、受入れ機関がわかりやすく提示することが大切となる。学生数増加によっ

て発生しうる業務の混乱（書類や情報の混乱、期待の不一致など）、留学に向けた事前指導

の質の低下を避けるためにも、受入れ側の諸手続きの流れや情報源の見直しが必要となる

であろう。 

 最後に、大学のプログラム担当職員や教員の「内的努力」について触れたい。留学の学

習効果を理解し、留学を積極的に勧める教職員の存在は学生に大きな影響を与える。ミネ

ソタ大学の Woodruff 氏（2009）が唱える”Colleague Integration”の概念は、教職員の

「内的努力」の可能性を引き出し、活かすための働きかけと言える。カリフォルニア州立

大学サクラメント校のインタビューでは、国際コーディネーターや日本語教員の具体的な

「内的努力」が明らかになった。送り出す教職員の「内的努力」は、日本がより多くの学

生を受け入れるために必要となる大切なプログラム構成要素であり、大学間の信頼関係が

不可欠となる。教職員交換（例：大学訪問）、正確な情報提供（例：明確な情報源の提示、

ウェブページの内容整理、内容更新）、円滑な連絡(例：メール、インターネット通信回線

を利用した電話会議)などを通して、より効果的な協力関係を築く必要性を強調したい。 

 

付録１ 

カリフォルニア 州立大学システムの総長の事務局の提携校 

Australia (6): Griffith University, Macquarie University, Queensland University of 

Technology, University of Queensland, University of Western Sydney, Victoria 

University 

Canada (3): Concordia University (direct agreement), McGill University, Université 

Laval 

Denmark (5): (by agreement with Denmark's International Study Program) Copenhagen 

Business School, Roskilde University, Royal Danish Academy of Fine Arts, Technical 

University of Denmark, University of Copenhagen 

France (14): (by agreement with MICEFA) Ecole Normale Superieure (Fontenay-St.-Cloud), 

Paris, Institute Catholique de Paris, Institute of Oriental Languages and 

Civilizations, Paris, Paris 3 - Sorbonne Nouvelle, Paris 4 – Sorbonne, Paris 5 - Rene 

Descartes, Paris 6 - Pierre et Marie Curie, Paris 7 - Denis Diderot, Paris 8 - Vincennes 



122 
 

- St. Denis, Paris 10 – Nanterre, Paris 11 – Sud, Paris 12 - Val de Marne, Paris 13 

– Nord, University Evry Val d'Essonne, Paris 

Germany (20): (by agreement with the German Federal State of Baden-Württemberg) 

Berufsakademie Bad Mergentheim, Berufsakademie Mosbach, Berufsakademie Stuttgart, 

Hochschule Furtwangen, Hochschule Mannheim, Hochschule Nürtingen , Hochschule 

Reutlingen, Hochschule Rottenburg, Hochschule der Medien, Stuttgart, Pädagogische 

Hochschule, Ludwigsburg , Staatliche Hochschule für Musik, Trossingen, Staatliche 

Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Universität Freiburg, Universität 

Heidelberg, Universität Karlsruhe, Universität Konstanz, Universität Mannheim, 

Universität Stuttgart, Universität, Tübingen, Universität Ulm 

Japan (1): Waseda University 

Korea (1): Yonsei University 

Mexico (1): Instituto Technológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 

New Zealand (2): Lincoln University, Massey University 

Sweden (1): Uppsala University 

Taiwan (2): National Taiwan University, National Tsing Hua University 

United Kingdom (5): Kingston University, Swansea University, University of Bradford, 

University of Hull, University of Sheffield 

 

 

カリフォルニア州立大学サクラメント校の提携校 

Argentina (1) : Universidad de Belgrano  

Australia (2): Edith Cowan University, University of Technology, Sydney 

Canada (2): Université Laval, the University of Western Ontario 

England (3): Leeds Metropolitan University, Oxford Brookes University, Middlesex 

University 

France (1): the Mission Inter-universitaire de Coordination des 

Échanges Franco-Américains (MICEFA) 

German (2): The University of Flensburg, The Johannes Gutenberg University 

Hungary (1): Corvinus University of Budapest 

Ireland (1): Dublin City University 

Japan (1): Yokohama National University 

Mexico (3): the Universidad Iberoamericana, Tecnológico de Monterrey, the Universidad 

Autónoma de Guadalajara 

Spain (1): The Universidad de Valladolid 

Sweden (1): The University of Gothenburg 
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Tiwan (1): Tamkang University 

Turkey (1): Boğaziçi University 
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(2) 海外での日本語・文化教育と連携し、日本への派遣留学を促進するモデルの提言 

 

増山和恵 

 

米国から日本へ留学するという決断は、一人ひとりの学生が日本に行ってみたいという

気持ちがあるかどうかで決まる。どうして日本の大学に留学したいのかという質問に「中

学の時、日本へ２週間行き、とてもよい思い出を作ったので、大学にはいって日本語を勉

強することにした。日本語を勉強していたら、日本でもっと勉強したくなって留学するこ

とにした」「高校での日本語の授業は楽しかったから、いつか日本に留学したいと思ってい

た」といった青少年時代における日本への訪問、言語学習、文化体験などを理由にあげる

米国人学生が多い。小中高校生の時の有意義で忘れられない体験や築き上げた人間関係が

大学で何を勉強するかを決める際に影響力を持ち、日本への留学へつながっていく。 

2010年（平成 22年度）外国人留学生在籍状況調査の出身国（地域）別留学生数によると、

米国からの留学生は 2348 名（前年度 2230 名 1%弱増）で 7 番目であり、全留学生に占める

割合は 1.7%である 1。東アジアの国からの留学生数に比べると低いが、日米間の政治、経済

などとの関係から、米国からの留学生の受入れは重要である。日本のバブル経済崩壊後も

日本のポピュラーカルチャーの影響や日本語教師の地道な努力で日本語学習者数は増加し、

留学生の送り出しに貢献してきたが、今、米国の日本語教育は「危機」にさらされている。

中等、大学レベルでの日本語授業数の減少、学習者数の減少、日本学を生涯の研究とする

米国人学生が減少しているのである。 

近年の中国経済の台頭によって、政治レベルでも 2009年オバマ政権は米国人がアジアの

言語、特に中国語を習得する必要性を強調し、受入れる中国人学生と同数の米国人を中国

に派遣すべきだと主張した。現実思考の強い米国教育界や米国人大学生にとって、経済大

国となった中国に興味を持つのは自然の流れであるし、それに伴い中国語は魅力のある言

語となった。大学では中国語学習者は増加しており、今後、中等レベルでも確実に中国語

学習者は増加していくと思われる。米国政界、ビジネス業界、そして教育界が中国に注目

している中、そんな角界のリーダー達にどのように日本留学をアピールしていくべきなの

だろうか。この傾向は米国に限ったことではなく、様々な国でも起っている。このまま日

本語学習の機会が減少し続けたら、交換留学の基盤が弱まり、今後の国際交流に負の影響

を及ぼしてしまうのではないか。 

ここでは 80 年代、90年代の日本語ブームという前代未聞の社会風潮の中で起こった教育

界の動きとその時代に取られた政策を振り返りながら日本語教育の変遷を描写し、日本語

                                                   
1 日本学生支援機構（JASSO）. 平成 22年度外国人留学生在籍状況調査結果
http://www.jasso.go.jp/statistics/intl_student/data10.html.(2011年 1月 3日時点)。  中国・韓国・
台湾からの留学生が、全留学生に占める割合は 78.8%であり、ベトナム、マレーシア、タイの次にランク
される。 

http://www.jasso.go.jp/statistics/intl_student/data10.html
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教育が現在直面している問題を指摘する。今後、日本の大学がより多くの留学生の誘致を

目指すのであれば、海外の日本語教育や文化学習は大切であることを再認識し、日本語や

文化教育が派遣留学と統合、連携しながら、お互いを強化していくようなモデルを提言し

たいと思う。 

 

 ① 米国で日本語教育がいかに発展して来たかーその過程を振り返る 

米国の教育史を振り返った時、国際教育という分野は教育界では周辺的な位置づけであ

り、外国語教育という分野もあまり重視されてこなかった。80 年代、当時イリノア州の下

院議員であったポール・サイモンは米国を「モノリンガルの地」と呼び、多くのアメリカ

人は英語のみしか話すことができず、国際競争の中で取り残されて行くと嘆いた。移民か

ら成り立つ米国において、アメリカ人としての愛国心は、どれだけ英語をマスターしたか

によって測られてきたと言っても過言ではないであろう。様々な国から来た移民はアメリ

カ人になっていく過程で、英語のみを話す「モノリンガリズム」や他民族文化の中でアメ

リカ式文化を推進する「モノカルチャイズム」という大きな流れの中に飲み込まれていっ

た。サイモンは、この多様な民族が混在する地で他の言語を話すことは『恥』であり『プ

ライド』ではないという歴史的、且つ社会文化的な障壁は、「異常で根深い現象」であると

指摘している（Simon, P, 1980）。また、米国の様な単一言語国家ではマイノリティはマジ

ョリティに同化されていくものであり、マイノリティグループは自分たちの言語や文化を

温存していこうとする継承語教育に対する動議付けを失ったことも確かであろう。このよ

うな歴史、社会的背景によって、他の言語を話すことは長い間なおざりにされてきた。 

米国の中等レベルにおける外国語学習も末梢的な学習科目であった。外国語は必須科目

ではなく、図１で示すように、公立高校での外国語学習者率は歴史的に低かった。

 

図１ 1890 年から 2000年までの公立高校での外国語学習者率 2 

 

特に、第二次大戦後のもっともナショナリズムが高まった時期（1948年）にはたった 13.7%

                                                   
2  外国語学習者数を公立高校の学生数で割ったデータを ACTFLサイトよりダウンロードし、それを著者

がグラフ化したもの。http://www.actfl.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3508（2010年 12月 1日時点)。   
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の学生しか外国語の授業を履修していなかった。米国の経済が停滞した 1980年代から外国

語を受ける学生は増加し始め、2000 年には 42.5%の学生が学習している。 

日本語教育の普及であるが、移民期から戦前までは国語教育として主に日系人が日本語

を国語として学習していただけだったが、戦時中、暗号の読解や尋問する為、陸軍、海軍

が日本語を話せる将校や人材の育成を進めた。米軍の日本語プログラム終了者から戦後、

数多くジャパノロジストと呼ばれる日本研究者たちが誕生し、米国の大学で日本学の発展

に貢献した。例えば、ドナルド・キーン(Donald Lawrence Keene)とエドワード・サイデン

ステッカー(Edward George Seidensticker)は米海軍日本語学校（US Navy Japanese; 

Oriental Language School）の修了者であり、後にコロンビア大学教授となって日本文学

を教えた。米陸軍日本語学校（Army Japanese Language School：AJLS）の卒業生にはコロ

ンビア大学の教授で、中曽根、竹下両総理のコンサルタントを務めたハーバード・パッシ

ン（Herbert Passin）がいる。また、アーレム大学で教鞭を取っていた故ジャクソン・ベ

リー教授は、戦後の焼け野原の東京を見て二度と戦争が起らないようにと日米の架け橋と

して生涯を費やしたという話を聞いた。このように深い思いをもって日本語教育に従事し

た草の根教授陣によって、米国大学での日本言語・文化教育は始められた 3。しかし、日本

語は、エキゾチックで、珍しい言語として疎んじられ教育現場ではあまり教えられる言語

ではなかった。 

学習者数に変化が出始めたのは 80年代半ばからで、日本の経済ブームにより、日本語は

多くの大学で教えられ始め、日本社会や文化の講義が大学で盛んに行われた。90 年代には

教育改革「ゴール 2000プロジェクト」において、英語、数学、科学、政治、経済、アート、

歴史、地理などの学習目標となる学習者の全国標準（スタンダーズ）を作る教育改革が行

われており、93 年に外国語も連邦政府からの助成金でスタンダーズを作り始めたことによ

って外国語教育界は活性化されていった。この間、中等レベルの日本語プログラムが次か

ら次へと作られ、日本語のナショナルスタンダーズの完成(1998年)、AP Japanese Language 

and Culture Testの施行(2006年)などで、日本語は米国外国語教育界で欧州言語（スペイ

ン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語）、中国語とともに、学習者数を増やしていった。

地位を確立してきた。 

 

 ② 日本語学習機会の広まりとその要因 

ここでは日本の経済ブーム時期（80年代後半から 90年代半ば）にいかに日本語教育が発

展して行ったかを簡単にレポートする 4。日本語ブームの要因は日本の経済の影響と一言の

説明で終わってしまうことがあるが、経済力は動議付けであり、いかに戦略的に日本語教

育が発展していったのかについての理解が必要である。日本経済がめまぐるしく発展した

                                                   
3 アーレム大学はインディアナ州にあるクエーカの宗教大学である。故ジャクソン・ベリー教授について

は著者が博士論文の為に訪問した際に聞いた話である。詳しくは Masuyama (2001), pp. 91-97. 
4 詳しくは Masuyama (2001). A comparative analysis of the expansion of pre-collegiate Japanese 

language instruction in Oregon and Indiana: Motivation strategy and management.  



128 
 

80 年代の終わり頃より、米国の様々な地域で日本語教育を支援する具体的な動きが出て来

た。米国南部や中部地域では、日本企業を誘致するために日本語教育を州レベルでサポー

トしようとする動きが強くなった。例えばインディアナ州には多くの日本企業 5が小会社や

工場を立て投資を行っているが、1987 年から 2001 年までの 13 年間に州議会が 400 万ドル

以上の州のお金を日本語・中国語教員養成に割り当てた 6。オレゴン州の場合は、80年代に

は既に初、中、高レベルでの日本語プログラムが存在し、全米で最初の日本語イマージョ

ンプログラムも作られていた。90 年代、州レベルの外国語教育改革の中、オレゴン州高等

教育委員会 (The Oregon State Board of Higher Education)の日本語教育スペシャリスト

が中心となり、計 250 万ドルという巨額な資金(grant)を国、州、NGOなどから獲得しなが

ら、日本語で作ったカリキュラムを基盤とし、州の外国語カリキュラムフレームワーク、

教師養成プログラムなどを開発していった 7。その後、オレゴン州では教員免許プログラム

や日本語学や教授法の修士や博士プログラムが作られたが、他州でも同じ様な試みがなさ

れた。教師会によるprofessional developmentや日本語教育者間のネットワークづくりが

促進されたので、日本語教師の質の向上が見られ、教育現場での日本語の地位が高まって

来た。 

80年代後半から 90年代はまさに日本語教育界のインフラストラクチャーが構築された時

期と言える。Less-commonly taught languages（あまり教えられていない言語）と呼ばれ、

ほとんどの中等教育レベルでは教えられていなかった日本語は、地域や州レベルの努力に

よって、構造の基盤を作り上げていった。 

 

 Graduate Education        Graduate Education 

       Undergraduate Education         Undergraduate Education 

 

    Primary and Secondary Education          Primary and Secondary Education 

  LCTLs     CTLs 

図 2  Less-commonly taught languagesとCommonly taught languagesの構造の違い 8 

 

                                                   
5 Indiana Companies with Japanese investment  

http://www.indiana-japan.org/japanfirms.html (262会社がリストしてある（2010年 12月 1日時点)。   

http://www.locationindiana.com/pdfs/20080928JapanInvestMap11x17.pdf 
6 増山 (2001) pp. 108-109. 
7 増山 (2001) pp. 164-165.及び APPENDIX 4-4.Grants obtained by individuals and organizations in 

Oregon during the 1990s 参照。現在は Center for applied second language studiesとなり、多くの言

語を支えている。http://casls.uoregon.edu/（2010年 12月 1日時点)。   
8 Brecht, R, Caemmerer, J, and Walton, R, (1995) Russian in the United States: A case study of America’

s language needs and capacities (p. 25) より引用。  

http://www.indiana-japan.org/japanfirms.html
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図 2は Less-commonly taught languagesと Commonly taught languagesの構造の違いを

指摘しているが、中等レベルでの日本語教育の発展により、下層部分がしっかりとした構

造となり、日本語は LCTL から CTLへと移行した。 

 

 ③ 米国に置ける現在の日本語教育の状況 

はたして米国の現在の日本語教育の状況はどうなっているのだろうか。表 1 は、国際交

流基金の行った調査結果(2006)を、初等・中等教育、高等教育、他（学校教育以外での日

本語教育：社会人向けや継承日本語教育など）の機関数、学習者数、そして教師数をまと

めたものである。 

 機関数 学習者数 教師数 

初等・中等教育 553 

初等 449 

中等 483 

初等・中等連携 26 

58181 807 

高等教育 418 45263 1424 

他(学校教育以外) 121 14525 986 

計 1092 11969 3217 

表 1 初等・中等教育、高等教育、他(学校教育以外)の機関数、学習者数、教師数 10 

 

 米国の初等・中等教育学習者数は、全世界の初等・中等教育機関の第 6位(3.5%)を占め、

高等教育レベルでの学習者数は 4 位(6.7%)、学校以外の機関は 8 位(3%)となっている。初

等教育の内訳は、主に簡単な日本語学習や文化を経験する授業が多いが、日本語を使って

教科を教えるイマージョン・プログラムが米国全体で 22校ある 11。 

図 3は米国における教育段階別機関数、図 4は教育段階別学習者数、図 5は教育段階別教

師数の変遷(1990 年から 2006 年まで)を示している 12。K-12（青）は初等・中等教育で、

Post-secondary（赤紫）は高等教育（コミュニティカレッジを含む）、others（黄色）は他

（学校教育以外での日本語教育：社会人向けや継承日本語教育など）で、total（青）は全

体数である。日本語を教えている機関の数は 1998 年をピークに 2006 年にかけて減少して

おり、初等•中等教育機関(K-12)、高等教育機関(Post Secondary)とも減少している。特に、

                                                   
9 アメリカ合衆国 アメリカの小学校課程は幼稚園を含む。 
10 国際交流基金 (2006) 海外の日本語教育の現状 日本語教育機関調査・2006年

http://www.jpf.go.jp/j/japanese/survey/result/dl/gaiyo2006.pdf (2010年１2月 1日時点) 
11 イマージョンには、完全イマージョン (total immersion)、部分イマージョン(partial-immersion)双方

向イマージョン (two-way, dual, bilingual-immersion)があるが、2006年時点のプログラムリストを付

録に明記する。資料は、http://ja.wikipedia.org/wiki/イマージョン・プログラム(2011年１月 3日時点)

で入手したものである。 
12   Watanabe, M & Lin, T (2008). "Survey Report on Japanese-Language Education Abroad 2006" Breeze 

Issue #35, Spring 2008. Graph 1, 2, & 3を抜粋. http://www.jpf.go.jp/jfla/pub_breeze35.html. (2010

年 12月 1日時点） 

http://www.jpf.go.jp/j/japanese/survey/result/dl/gaiyo2006.pdf
http://www.jpf.go.jp/jfla/pub_breeze35.html
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初等•中等教育機関での機関数、学習者数、そして教師数の減少が目立った。ただ、他（学

校教育以外での日本語教育：社会人向けや継承日本語教育など）は増加傾向にある。 

 

 

 

図 3 米国の教育段階別日本語機関数 

 
 

図 4 米国の教育段階別日本語学習者数 

 

 

 

図 5 米国の教育段階別日本語教師数 

 

 

国際交流基金(2006)によると、初等•中等教育機関での機関数、学習者数、そして教師数

の減少の主な理由は、全米規模で見れば No Child Left Behind 法（「落ちこぼれ防止法」

と呼ばれる初等中等教育改正法）の影響が大きく、同法が 2002年に施行されてから、2006

年以降公立初等・中等教育機関が正式な教員免許を持たない教師を採用することが困難に

なる一方で、未だに日本語教師免許取得の場が限られており、また主要教科強化の予算編



131 
 

成から外国語のような選択科目が縮小または廃止の傾向にあるため、米国での初等・中等

教育機関の日本語学習者が減少したと報告している。Watanabeと Lin (2008)の調査による

と、2003年以降に日本語プログラムがなくなった 57校のうち、日本語クラスの学習者の数

の減少（17校）と資格のある教師不足(16校)の二つが大きな理由となっている。ただ教え

る資格を持っていてもフルタイムの仕事でないがために他の職業を選ぶ人もいる。 

高等教育レベルは「1980年代から 1990年代初めに比べると学習者数は頭打ち状態」だが、

比較的学習者数が保たれているのは「1990 年初頭の日本語ブーム期に開設された初中等の

日本語プログラムで学んできた学生が大学に入る年代となり、ゲームやアニメなどのサブ

カルチャーや現代文化に強い興味を示し、日本研究よりも実学的志向が強くなっている傾

向がある。」と報告されている 13。図 6はModern Language Associationが 1958 年から行っ

ている大学レベルの外国語履修者の統計調査で 1960 年から 2006 年までの日本語、及び他

の外国語の受講者数の変遷をまとめたものである。2006年のMLAの調査によると、日本語は、

スペイン語、フランス語、ドイツ度、手話言語、イタリア語に続き、6 番目の言語として、

2006年では、6万 6605人が学習していると報告している。 

 

図 6 1960年から 2006年までの大学における日本語の受講者数 14 

このMLA調査結果では日本語の教育は順調に発展しているように見られるが、もっとも最

近の報告では、2006 年から 2009 年の間に伸びている言語はアラビア語、中国語、韓国語だ

と報告されている 15。 

今後の日本語はどうなっていくのだろう。現時点(2011 年１月)でも、米国における日本

語プログラムが縮小、廃止されている。日本語プログラムの減少は財政的な支援の少なさ

                                                   
13 Survey Report On Japanese-Language Education Abroad 2006 は「海外日本語教育機関調査」に関する

海外日本語教育機関調査ロスアンジェルス事務局のコメントである。

http://www.jpf.go.jp/jfla/pub_breeze35.html 国際交流基金の海外日本語教育機関調査はよりダウン

ロード可能。http://www.jpf.go.jp/j/japanese/survey/result/index.html （2010年 12月 1日時点） 
14 Enrollments in Languages Other Than English in United States Institutions of Higher Education, 

Fall 2006.これは Enrollments in the Top 7 Modern Languages, Excluding Spanish, since 1960 (p.10)

より抜粋。http://www.mla.org/pdf/06enrollmentsurvey_final.pdf.（2010年 12月 1日時点)。   
15 Arabic, Korean and Chinese deemed fastest-growing language courses at U.S. colleges 

http://articles.latimes.com/2010/dec/07/nation/la-na-college-languages-20101208（2011年 1月 18

日） 

http://articles.latimes.com/2010/dec/07/nation/la-na-college-languages-20101208
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が一番の理由だと考えられる。日本語プログラムの発展の要因であった国、州、NGOからの

日本語教育に対する助成金の獲得が、2000 年代は大変難しくなってきた。同時多発テロ以

来、米国政府は安全保障に関わる言語を「重要言語」と指定し、これらの言語使用者を作

るために、いろいろなプログラムに助成金を出している 16。日本語は教育省の重要言語には

入っているが、国防省の重要言語には入っていないため、これらの助成金を得ることがで

きない。教育省の外国語教育支援プログラム（Foreign Language Assistance Program, FLAP）

においても、近年日本語は助成金を受けることが難しい。現に、2010 年の経済支援の過半

数が中国語のプログラムに与えられ、日本語への支援はまったくなかった 17。さらに、日米

の企業、日本のNGOなどからの経済支援もかなり少なくなってきた。さらに、2008年秋頃か

らの世界的金融危機による影響による米国での深刻な不況下、財政難に陥っている自治体

も相次いでおり、教育予算の大幅削減のために、州立大学など公立教育機関で日本語講師

ポジションや日本語講座数が劇的に削減される動きが見られると国際交流基金は報告して

いるし、著者の大学でも学生数が増えているのにパートで教えている講師の授業コマ数が

削られている 18。 

今、日本語教育現場は新旧交代の時期に来ている。90 年代に活躍していた多くの教師陣

が退職を迎え、その退職した教師の後継者を引き続き雇うかどうかが疑問である。初等・

中等教育では日本の現代文化に興味を示す子供達が増える反面、学校行政側は、需要の高

いスペイン語や、ボランティア教師派遣や連邦政府助成金などさまざまな資金優遇措置が

得られやすい中国語プログラムを選ぶ傾向がある。現に、新旧交代の際に、日本語教師を

雇わず、スペイン語や中国語の教師を雇ったという話は最近よく聞く。また、財政難のも

と、「アジア言語を一つだけ」と中国語と日本語の選択を迫られる学校も多く、助成金やコ

ミュニティーの支援を受けている中国語を選ぶ学校が増えてきている。 

そういった不安定な中、日本語教師を目指す数が減少し、大学院の日本語教授法の MAプ

ログラムや日本語教師の教員免許を取るためのプログラムも減ってきたし、日本語教師を

目指す人でも、労働許可の問題で優遇されることなく日本へ帰国する場合が多い。学習者

数の減少は予算削減の対象となり、教師のポジションが減らされて、プログラムが減少、

廃止となる。あやうくすると、以前ように Less Commonly Taught Languagesに戻ってしま

う可能性もある。日本語教育発展基盤であった中等レベルにおける日本語教育の土台が揺

れ始めてきている。これは派遣留学にも大きな負のインパクトとなる。 

 ④ 提案例 

海外の日本語、文化学習と派遣留学は深くつながっているものであり、お互いに影響し

                                                   
16 その例として National Security Language Initiative for Youth 

(http://exchanges.state.gov/youth/programs/nsli/progdetails.html)や STARTALK 

(http://startalk.umd.edu)というプログラムがあるが日本語は入っていない。（2010年 12月 1日時点） 
17 2010年、FLAPは 22のプログラムに総額 1572万ドル支給した。その訳は、中国語（22)、スペイン語(11)、

アラビア語(5)、フランス語(2)、トルコ語(1)、ヒンディー語(1)であった。

http://www.ncela.gwu.edu/files/uploads/2/2010_FLAP_LEA_Abstracts.pdf（2010年 12月 1日時点) 
18 http://www.jpf.go.jp/j/japanese/survey/country/2009/usa.html（2010年 12月 1日時点) 
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合うものである。派遣留学が増えれば、日本語や文化への興味、学習意識は高まり、その

一方、日本語や文化学習が日本への留学するきっかけとなる。米国では、もはや何もしな

くても日本語学習者がどんどん増える時代は終わり、それと同時に今後日本への留学人口

も減っていくのではないかという懸念も強い。その反面、派遣留学が増えれば日本語や文

化の学習者が増し、日本のことを理解してくれる米国人を育てていくことができるという

希望もある。 

下記の図 7は、日本の大学レベルの超短期、短期、長期派遣留学プログラム参加数を「葉」

と考えたときに、大切な「根」にあたる部分が、魅力ある留学プログラムの開発であり、「土」

は、学習者が留学したいという動議づけを促す活動—日本語・文化教育である。そして、日

本に行くことを決めた学生の留学手続きなどが「幹」であると考えられる。これは、派遣

留学と日本語・文化教育恊働モデルと言えるかもしれない。 

 

「葉」 

日本の大学レベルの超短期、  

短期、長期派遣留学 

 プログラム参加数 

 

「幹」 

 効果的マネージメント 

 

「根」— 魅力ある 

 留学プログラムの開発 

 

「土」—学習者の動議付けを 

 高める活動 

 

図 7 派遣留学と日本語・文化教育恊働モデル 19  

 A.「土」学習者の動議付けを高める活動 

 80年代、90年代の日本語ブームからなくなってしまったものは多い。国、州、地域の経

済的支援が減り、プログラム数や教師数が減って来たが、唯一変わっていないのは、学習

者の内的動議づけ ー 日本に興味がある、日本へ行って見たい ー という気持ちではない

だろうか。日本で勉強しようと思う動機には、外発的動機と内発的動機がある。外発的動

機とは、地位・名誉や金銭などの外的報酬（賞罰）に基づく動機であり、内発的動機とは、

自己決定感・自己有能感・知的好奇心・人間的共感などに基づく自発的・自律的な動機で

                                                   
19 著者作成。 
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ある 20。  

 80 年半ばからの日本経済のブームで、「日本語を知っていれば就職に有利で収入を得ら

れる仕事に従事できるかもしれない」と思い、日本語を勉強した学生は多かったが、これ

がいわゆる外発的動機であり、報酬がなければなくなってしまう動機である。その一方、「日

本にいる友だちと話したい」「日本のマンガを日本語で読みたい」「うまく言葉で言えない

けれど日本の文化に興味がある」などは内発的動機であり、回りの環境変化にそれほど作

用されない動機である。現に米国で日本語を学習している多くが、日本のアニメやマンガ、

テレビゲームで育って来た世代で、日本に対するぼんやりとした憧れや好奇心を持ち、同

じような興味をもっているクラスメートと共感し、心情的支援を受けたり与えたりするこ

とで、ますます日本語学習への強い動機を持ち日本語を勉強している。 

留学生に関する社会心理学的分析調査によると、米国諸国からの留学生は、日本やアジ

アへの個人的関心から来日する傾向があるのに対し、アジアからの留学生は留学を専門的

知識の学習、奨学金、地理的な近さなどの便宜的理由、つまり外発的動機により日本留学

を決めるという報告がある 21。今後の日本への留学は、奨学金などを与える外発的動機のみ

ではなく、いかに内発的動機づけを高めて行くかによって留学の価値が決まってくるので

はないだろうか。佐藤（2010, pp.197-198）は留学の成果を促進する最も大きな要因の 1

つは、留学前からの日本語・日本文化への関心である、と指摘している。どのようにした

ら、日本へ留学したいという内的動機が高まるのだろうか。たしかにアニメ・まんが、テ

レビゲームブームは多くの学習者の内的動機を高めてきた要因だが、こういったものがず

っと続くものではない。ここでは、学習者の動議付けを高めるであろうと考えられる活動

例をあげていく。 

 

＜初中等レベルにおける日本文化体験や日本語、文化教育の強化＞ 

幼児教育、初等中等教育の大切さがいろいろなところで言われているように、子供の時

の体験は人格形成、物の考え方、感受性に大きな影響を与える。日本に対する興味や日本

へいってみたいと感じる内発的動機は、初中等レベルでの日本文化とのふれあいや、日々

の楽しく有意義な日本語学習によって育まれていくものではないだろうか。早くきっかけ

を作ってあげることで、将来日本に留学したいと考える若者層を厚くすることができる。

こういった機会は、あまりコストがかからず、継続できるようなものでなければならない

と考える。おそらく既存のプログラムの強化、発展がいいと考える。例えば、米国に存在

する日本の補習校（特に幼稚園、保育園部門）により多くの米国人児童が通えるシステム

を導入し、入園式、卒園式、運動会、学芸会、授業参観、遠足という日本的な行事に参加

                                                   
20 内発的な動機、外発的な動機は、心理学からきているもので、これは外国語の学習動機「道具的動機

（instrumental motivation）」と「統合的動機（integrative motivation）」よりももっと広い意味での動

議付けである。http://homepage3.nifty.com/miuratakashi/mmjp39.htm（2010年 12月 1日時点) 
21 留学生に関する社会心理学的分析調査（岩男・萩原 1987, 1988, 1997A, 1997b)は、佐藤 (2010)で引

用された調査である。 

http://homepage3.nifty.com/miuratakashi/mmjp39.htm
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体験する機会を作る。このように幼い時から日本文化学習体験をすることで、日本文化に

対するぼんやりとした、しかし、好意的な思いを育むことができるのではないか。 

また、インターネットを通し、初等中等レベルの生徒・学生が日本語・文化がいつでも

どこでも学べる学習環境が作られ始めているが、インターアクティブ、且つゲーム感覚で

参加できるバーチュアルな日本文化体験プログラムの開発を望む。また、既に個人レベル

で行われているが、ビデオ電話などを授業に導入し、「直接」話し合ったり、日米の青少年

が興味を持っているもの（スポーツ、音楽、テクノロジーなど）の意見交換があってもい

いと思う。また、現在存在する草の根レベルの国際（日米）交流プログラムを理解し、そ

れを支援していくことが大切である。例えば、自治区や学校単位で行っている日本の青少

年の超短期米国派遣プログラム（姉妹都市交流、姉妹校交流、非営利民間団体を介したプ

ログラムなど）、または日米相互交流プログラム（二国間での派遣と受入れ）は多く存在す

ると思うが、そういったプログラムを検索できるわかりやすいシステムがあるといいと考

える。さらに、既存の在米のプログラムConcordiaのLanguage Camp22や地域レベルで行われ

ている日本の文化体験などに参加する青少年を増やしていくことが大切である。 

1990 年代以降発展して来た中等教育の日本語の授業の質の向上により、高校卒業後、大

学で初級を受講せずに中上級レベルの日本語コースを受講できる学習者が増えている。今

後も中等レベルにおける国レベルの言語テスト施行（AP Japanese Language and Culture 

ExamやSAT testなど）を支えたり、継承日本語プログラムと連携したりして、中等レベル

から言語運用能力の高い学習者を作り出していくことは大切である。また、「アドボカシー」

（日本語普及活動、推進活動 23）の一環として、夏休みに生徒を日本に連れていく教師がい

るが、中には負担が大きいため、それができない教師もいる。中等レベル日本語学習者が

個人でも参加できる派遣留学のシステムが開発されてもいいと考える。 

中等レベルの日本語教育をサポートするためには、新しいヴィジョンをもった教師の存

在が不可欠である。日本語教育を広い意味での「教育」と捉え、日本語や文化を通して普

遍的なスキルや価値観を学ぶ機会を作り、付加価値の高いカリキュラムの開発や授業運営

ができたり、日本語以外の言語や科目を教えられたりする人材の養成である。日本語教師

の仕事に興味や意欲のある人材（日本での留学、生活経験のある人も含めて）をいろいろ

な分野から新たに発掘し、支援していくシステムは必要である 24。  

また、コミュニティーの支援を受けるために、米国人が興味を持っている武術、文芸を

草の根レベルで紹介して日本文化に触れさせ、日本文化や日本語学習の有意義な点をコミ

                                                   
22  ミネソタ州のデント市にある「森の家」という日本文化を学ぶサマーキャンプ。詳しくは、

http://morinoikedent.villagepages.org を参照。 
23自分のプログラムを守り、アピールしていく活動をしていくこと 
24 Alliance of Association of Teachers of Japanese（AATJ 全米日本語教師会アライアンス）が企画運

営している JOINTというプロフェッショナルデベロップメントで、著者が関与した Basic Concepts of 

Japanese Language Teachingは、新しい日本語教師や将来日本語教師になることを希望している人も対象

にした教師養成プログラムである。このプログラムは１年以上かけて準備したもの（大学院レベル）を低

コストで提供するものであり、少しでも米国にいる有能で、日本語ができる人材に日本語教育に携わって

ほしいという要望もある。http://www.aatj.org/joint/BasicCourse.html（2010年 12月 1日時点) 

http://morinoikedent.villagepages.org/
http://www.aatj.org/joint/BasicCourse.html
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ュニティーメンバーにアピールし、旅行会社と連携しながら家族やコミュニティーで体験

留学できるような教育プログラムの開発もいいのではないかと考える。 

 

＜日本語プログラムと超短期、短期、長期プログラムを統合、連携＞ 

 様々なプログラム（②「根」のセクションを参照）が、日本語プログラムに統合、連携

できる可能で柔軟なパターンを考え、日本語教育と留学体験の利点を相互で高め合う試み

である。おそらく、いろいろなパターンが考えられるが、6つのパターン例を下記（図 8）

示してみた。 

 

パターン１ 

 

パターン２ 

 

パターン３ 

 

パターン 4 

 

パターン 5 

 

バターン 6 

 

図 8 日本語教育と統合連携した留学のパターン例 

 

 こういったパターンを提示することで、日本語学習者は日本語を知っていて役に立つと
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いう場（留学、インターンシップへの日本語学習必須条件など）を認識する。それによっ

て、学習者は学習に対する意欲を高めることができる。また、留学を考えている学習者は、

その留学目的を明確にし、長期の学習プランを立てることができる。日本語・文化学習を

様々な形でブレンドしながら、海外での日本語・文化教育と日本での留学体験が相乗効果

をもたらすように導くシステムの開発である。高校や大学１年生で超短期プログラムに参

加することで思い出深い体験をし日本へ行ってよかったという気持ちになれば、そういっ

た学習者をさらなる日本語学習や長期の留学に導いていくことは可能である。米国人学習

者の多くは、日本をアジアの中の一国を考えている。日本へ留学中に、日本の大学が既に

提携しているアジアの国への留学などができれば付加価値の高いプログラムとなるのでは

ないだろうか。また、日本へ留学から帰国した米国人学生を支援していくシステムも必要

である。 

日本へ留学したくても、経済的な理由などでどうしても行けない場合もある。テクノロ

ジーの発展により遠隔教育は国境を超えて可能なものとなった。最初の試みは、日本人と

友だちとなったり意見を交換したりするなどの人間関係の構築でいいのではないかと思う。

現在、個人レベルでスカイプやインスタントメッセージで交流している人が多いが、”Meet 

students who attend a university X” “Meet college students in Japan who practice 

karate”などカスタマイズできれば大学間を超えたコミュニケーションが図れるであろう。

さらに、日本の受入れ先のオンライン日本語プログラムで留学前にオリエンテーションや

授業を受けられれば、送り出しから受入れまでがスムーズにいくのではないかと考える。

もし、日本の大学がアカデミックな科目を遠隔教育で世界に公開できれば、様々な可能性

が出て来る。この場合は単位の互換性がきちんとできる質の高いプログラムの開発を望む。

オンラインで日本の修士や博士課程の授業を受けることができたら、日本語や文化専門家

の養成も可能であるし、世界で活躍しているジャパノロジストの講義なども統合すれば日

本人も含めいろいろな人々が参加できるプログラムになるだろう。さらに、日本の強みで

あるサイエンスの授業のオンライン化により、より優れた人々が活発に意見を交換できる

ようなプログラムが開発できるのではないかと考える。 

 最後にこれは新しい試みであるが、「バーチュアル留学体験学習」の機会を与えるを提案

したい。例えば、メタバース (Metaverse インターネット上に存在する電子三次元空間)の

中に日本の高校・大学を設立し、アバター（自分の分身）を介して日本の高校・大学空間

内を探索したり、授業に参加したり、他の参加者と交流をしたりするプログラムの開発を

試みる。または、ゲーム会社に委託して、プレイヤーが学習、クラブ活動、旅行や、ホー

ムステイを経験したり、またいろいろな文化の問題を解決したりできるようなバーチュア

ル留学プログラムゲームを開発するなどである。「バーチュアル留学」が留学成果を促進す

るものか、阻害するものかわからないが、やってみる価値はあるのではないだろうか。 

 

 B.「根」魅力ある交換留学プログラムの開発 
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様々な分野で学習するいろいろな年齢層にアピールできる多種多様のプログラムの開発

である。まったく日本語や文化を知らない人が参加できる「きっかり作り」的なプログラ

ムから、様々な分野のエリートを対象にした専門家養成プログラムまでである。米国のケ

ーススタディでも述べた 25が、プログラムの期間、多様性、専門性と単位互換に留意するこ

とは大切である。まず、海外の学生が参加しやすい時期を選び、多彩な付加価値の高いプ

ログラム（アカデミック、体験型、共同研究、キャリアにつながるもの、地域、企業や他

のアジアの留学プログラムに連携しているプログラムなど、参加者のニーズにあったプロ

グラム）で、工夫のある教授法を使った興味ある授業運営（講義だけでなく、ディスカッ

ション、グループプロジェクトなどを導入）を行い、留学生も受入れ側もお互いが得るも

のが多いプログラムの開発（Win-win program)である。参加後に単位の互換性があれば、

インセンティブとなりプログラムに参加する動機（外発的動機）も高まるであろう。 

 

 C.「幹」効果的な情報提供・手続きプロセスの開発とマネージメント 

留学をしようという気持ちになった学生に、情報提供や簡易な手続きプロセスの開発は

大切である。誰もが個人レベルでアクセスできるわかりやすいインターアクティブな情報

サイトの開発を提案する。検索項目にあったらいいものを思いつくまま下記にリストして

みた。 

• 就学タイプ（アカデミック、体験型、インターンシップ） 

• 専門分野（様々な専攻をリスト） 

• 日本語運用能力レベル（初級、中級、上級、超級、なし） 

• 教育レベル（初等、中等、学士、修士、博士） 

• ターゲット（生徒・学生、専門家、社会人、退職者） 

• プログラムの期間（超短期、短期、長期） 

• コスト 

• 奨学金の有無 

• エリア 

• キーワード 

• 人気のあるプログラム 

 

 各個人が興味のあるプログラムを選択した後、バーチュアルな案内人が登場し、手続き

の仕方、連絡先などをわかりやすく説明し、参加者の声などを聞くことができるようなウ

エッブサイトの開発を望む。開発や施行にあたり、受入れ大学の教員やスタッフの教育が

必要となってくると思われるが、ウエッブを利用すれば効率の高いコストが低い運営が可

能ではないかと考える。米国では国際交流基金が初等中等レベルの日本語教育を日本語教

                                                   
25 3-(1)-⑤ E.米国派遣留学ベストプラクティスから学ぶことのセクションで提案したプログラム参照。 
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材開発、プロフェッショナルディベロップメント、資金、ネットワーク作り、情報提供な

ど様々な形で支援して来たが、今後も JASSO と連携しながら、このようなサイト開発があ

れば、米国の日本語教師が派遣留学を推薦しやすくなってくると考える。 

 

 D.「葉」日本の大学レベルの超短期、短期、長期派遣留学プログラム参加数 

この「葉」の部分は日本の大学レベルの超短期、短期、長期派遣留学プログラム参加数

であり、実際に飛行機に乗り日本に行った頭数であるが、今後は遠隔教育での参加数など

も統計に入れていくべきである。日本の大学の留学促進の究極的な目的が優秀な留学生の

獲得であり、留学生の出身国と日本の友好関係の促進であるならば、どれだけ多くの優秀

な人が世界各国から参加するかが大切であって、バーチュアルという空間に留まり、学ぶ

「留学」など、参加の形は様々でいいのではないか。 

 

 ⑤ おわりに 

米国における日本学の発展は、日本を好意的にみる Japanophile と呼ばれる親日家の努

力に帰依し、日本語教育の発展は日本ブームと呼ばれる 80年代、90年代初頭の社会経済の

動きと、その後の米国人と日本人の日本語教師の連携、地道な努力によって着実に勧めら

れていった。しかし、今、米国、そして恐らく世界の日本語教育は厳しい状況に置かれて

いる。海外での日本語教育や日本文化普及は日本に留学にしたいという内的動機を高める

ことに貢献してきたが、その基盤が今揺れている。日本政府からの資金援助などの外的動

機付けだけでは日本に行く留学生は増えていかないだろう。やはり、日本に行きたいと強

く思う内的動機付けをするためには幼い頃からの日本語学習や文化体験が大切であり、初

等から高等までの日本語学習を維持・発展させ、さらに「留学」体験と連携していくこと

で、日本を深く理解し支援する国際人の育成を促していくことができると考える。また、

日本の良さ、強みを発見・再発見し、アピールしていくことも大切である。 

今後もますます国境のない学習環境がインターネットを通し広まっていく。遠隔教育を

更に発展させた日本の大学へのバーチュアル留学は、効率高く低コストででき、おそらく

世界の多くの人にアピールできるかもしれない。世界各国の人々との有意義なインターア

クションを通し、日本の学習者も多くを学んでいくことであろう。先見の目をもった留学

インフラストラクチャーの創造や革新的な教育アプローチの開発を望む。 
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付録  

日本語イマージョンを実施し、常時日本語イマージョン・プログラムを持っている小・中・

高等学校（2006年12月現在） 

（http://ja.wikipedia.org/wiki/イマージョン・プログラム）に掲載されているもの。 

 

アラスカ州アンカレッジ （公立 幼・小・中・高一貫イマージョン） 

• サンド・レイク小学校 （公立）- 算数、理科など。 

• ミアーズ中学校 （公立）- 部分イマージョン。 

• ダイモンド高等学校 （公立）- 部分イマージョン。 

イリノイ州シャンバーグ市 

• トーマス・A・デューリー小学校（公立）- 双方向イマージョン。 

イリノイ州オーク・パーク 

• インター・カルチュラル・モンテッソーリ・ランゲージ・スクール 小学校（私立）- 完

全イマージョン。 

オハイオ州シンシナティ 

• アカデミー・オブ・ワールド・ランゲージーズ 小中一貫校（公立）- 日本語、図工、

体育、音楽。 

オレゴン州ポートランド （公立 幼・小・中・高一貫イマージョン） 

• リッチモンド小学校（公立) - 算数、理科、社会、言語、音楽、図工。 

http://www.indiana-japan.org/japanfirms.html
http://exchanges.state.gov/youth/programs/nsli/progdetails.html
http://www.jpf.go.jp/jfla/pub_breeze35.html
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• マウント・テーバー中学校 テーバー山プログラム（公立）- 数学、理科、社会、日本

語、言語。 

• グラント高等学校（公立）- 毎日3時間。 

• ザ・インターナショナル・スクール（私立）- 完全イマージョン。 

オレゴン州ユージーン （公立 幼・小・中・高一貫イマージョン） 

• 友人学園 小学校（公立）- 理科、音楽など。身体・学習障害児もイマージョンに受け

入れる。 

• ケリー中学校 友人学園プログラム（公立） - 毎日1時間25分。 

• ノース・ユージーン高等学校（公立）- 部分イマージョン。 

カリフォルニア州カルバー・シティー 

• エル・マリノ・ランゲージ・スクール 小学校 （公立） 

ジョージア州アトランタ 

• 聖学院アトランタ国際学校 小学校 - 双方向イマージョン。（私立在学教育施設） 

ノースカロライナ州シャーロット 

• スミス・アカデミー・オブ・インターナショナル・ランゲージズ 小中一貫（公立）- 小

学校は完全、中学校は部分イマージョン。 

• ウェスト・メクレンバーグ高校（公立）- 部分イマージョン。 

バージニア州フェアファックス 

• フォックス・ミル小学校（公立） - 算数、理科、保健体育。 

• グレート・フォールス小学校（公立） - 算数、理科、保健体育。 

• クーパー中学校（公立）- 部分イマージョン。 

ミシガン州デトロイト 

• FLICS 外国語イマージョン文化学校（公立）- 完全イマージョン。 

ワシントン州シアトル 

• ジョン・スタンフォード・インターナショナル・スクール 小学校（公立）- 部分イマ

ージョン。 
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第 3章 EUと日本の短期留学(受入れ) の現状分析 

 

1. 非英語圏 EU諸国における短期留学及び言語・文化政策との関連 

 

（1） ドイツの事例  

 堀田泰司 

 

2008年並びに 2009年にドイツを訪問し、研究大学５校（オスナブルク大学、ハノーバー

大学、ハンブルグ大学、フンボルト大学ベルリン、ベルリン自由大学） 

 並びにオスナブルク高等専門大学（Fachhochschule、以下ＦＨ）1を訪問し、国際交流室

並びに学部の担当教員、国際担当副学長、学生交流の受入れについて現状報告を受けた。 

また、ドイツの学生交流の中心的機関であるＤＡＡＤ（ドイツ学術交流会）も訪問し、ド

イツにおける学生交流の全体像並びに日本との学生交流についても情報を収集した。 以下

は、そうした聞き取り調査によって得られた情報をまとめたものである。尚、具体的な個々

のケースを紹介するのではなく、全体の傾向と課題について本報告書では指摘したいと思

う。本報告書にまとめられたドイツの経験並びにドイツと日本の学生交流の現状に関する

情報が、今後、日本が交換留学プログラムの特に受入れ事業を促進するための参考資料と

なれば幸いである。 

 

① ドイツの学生交流の規模と交流対象国 

現在、ドイツには、全体で 355の高等教育機関が存在し、13,500の学位取得可能な教育

プログラムを約 2百万人の学生に対し提供している。2 そして、109の研究大学には、約

1.4 百万人、さらに 191の高等専門大学には、約 58万人の学生が在籍している。 

そうした学生人口の中で、ドイツの高等教育における全体の学生交流数は今回の調査で

は情報を得ることができなかったが、欧州域内の交流事業であるエラスムスに関しては、

その実数が把握できた。 エラスムスでは、2008年から 2009年の学生交流数では、派遣数

は、23,407人のうち、4,752名がスペイン、4,207名がフランス、2,927名がイギリス、そ

して 2,061名がスウェーデン、さらに 1,549名がイタリアに留学している。受入れでは、

17,722 名の内、2,853 名がフランス、2,624名がスペイン、1,904名がポーランド、1,680

名がイタリア、そして 1,246名がトルコからの留学生であった。3 以上から、ドイツは、

エラスムス事業においては、派遣超過国であることが分かる。 

                                                   
1 Fachhochschuleは、それぞれの分野に特化した高度な専門職養成を行っている専門大学である。英語訳

では、一般的に University of Applied Sciencesと訳される。 
2 ドイツの高等教育全体のアップデートされた情報は、ＤＡＡＤのサイトで確認するのがよい。

http://www.daad.de/deutschland/hochschulen/hochschultypen/00414.en.html 
3 ANNEX07SMS-Outgoing and Incoming Erasmus student mobility for studies in 208/2009 

(http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc/stat/table109b.pdf) 
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また、その学生移動の特徴としては、イギリスへの派遣が多い中、ポーランドやトルコ

からの受入れが多いことが挙げられる。また、エラスムス以外の交換留学生数は、全体で

は把握できないが、今回の調査で訪問した大学の多くは、派遣数は、エラスムスが 200-300

名の大学の場合、エラスムス以外の交流では 30－70名程度の学生を派遣しており、受入れ

では、エラスムスで来る留学生数が 200名の大学では、それ以外の協定校からは、30－40

名程度受入れていることが報告されている。4   

エラスムス以外の学生交流事業においては、派遣で人気のある国は、アメリカやオース

トラリアという英語圏の国であり、また、過去には、一時期、南アフリカやメキシコ等へ

の留学も人気があったようである。また、受入れに関しては、中国やロシアの名前も挙げ

られた。さらに、ドイツ全体では、派遣が超過傾向にある中、今回の調査では、交流規模

の大きいフンボルト大学では、派遣 500名に対し受入れ 1000人という受入れ超過の事例も

あった。 

 

② 交換留学生受入れ体制：奨学金、事務体制並びにその他の支援体制 

 受入れる交換留学生のための奨学金に関しては、エラスムスの場合は、派遣大学が各自

の奨学金の額を確定するため、ドイツ側では、受入れ留学生の奨学金については何も操作

できないが、多くの大学では、エラスムスにおける欧州委員会からの奨学金やドイツ州政

府等からの支援金に関しては、一定の評価をしていた。また、派遣については、全国平均

をみると 1人のドイツ人学生の留学に対し、月額 100～150ユーロ程度、支給していること

が判明した。5 エラスムス以外の国からの受入れ留学生に対しては、企業からの奨学金や

大学独自の奨学金を設けている場合があるが、多くの場合は、それほど充実した支援体制

ではないようである。6しかし、１つ言及すべきことは、ドイツは、伝統的に高等教育全体

の学費不徴収を実施してきた国であり、現在も学費を徴収したとしても 1学期 200~500ユ

ーロ 7程度であり、交換留学事業においても、大学としては、交流バランスをさほど気にす

ることなく、授業料不徴収で交換留学生を受入れられる体制にあることだ。よって、来る

留学生に対しても、いろいろな費用の負担をあまり課していないので、交換留学は比較的

大学としては、運営し易い状況にあると考える。 

 また、交換留学事業とは直接関係しないが、授業料に関連して、もう 1点ドイツでの受

入れ体制の特徴としては、一般学生から学費を徴収する高等教育機関では、その徴収した

学費の一部が留学生受入れのための奨学金や国際室が留学生に提供する様々なサービスの

                                                   
4 2008年、2009年のドイツの大学における聞き取り調査より 
5 ANNEX04SM: Erasmus student mobility: Average grants from 1994/95 to 2008/09 

(http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc/stat/tablegrant.pdf) 
6 2008年、2009年のドイツの大学における聞き取り調査より 
7 ドイツの学費問題は、非常に政治的な課題であり、それぞれの州によっても、また、州政府の政権によ

ってもその徴収額や有無が変更されることがある。細かい実態については、2009年の事例として、木

戸裕「ドイツ大学改革の課題：ヨーロッパの高等教育改革との関連において」レファレンス, no.700

（2009年 5月）pp. 22をご参照のこと。 



145 
 

経費に充てられている点であろう。そして、高等教育における授業料徴収は、州政治の大

きな論争テーマの１つであるため、ある年には、新政府の決定により、その州の高等教育

の授業料徴収は廃止となり、結果的に、高等教育機関の国際室は、留学生への様々なサー

ビスを中止しなければならなくなった事例もある。8 いずれにせよ、徴収した授業料を留

学生に対する奨学金やサービス提供に直接活用し、どのように還元しているか見えるよう

に予算運営の可視化を進めている点は、今後の我が国の留学生政策においても検討すべき

課題であろう。 

 次に、交換留学生の受入れを担当する事務室の体制としては、多くの国際室では、数人

の正規雇用職員が配置され運営しており、全体の業務は正規職員と非正規職員そして、多

くの学生インターンまたは、アシスタントによって運営されている。国際交流事業におけ

る学生インターン・アシスタントの存在は、北米でも欧州でも一般的であるが、彼らの職

務はかなり多義にわたり、事務処理の中核的な業務を推進する場合もある。また採用もボ

ランティア、単位取得を目的とするインターン、そして給料を支給するパートタイム職員

として雇用するような形態も含め、その身分は様々である。この学生インターン・アシス

タントの活用については、今後、さらにきちんとした調査を行い、我が国においても、そ

の活用の是非が検討されるべきであろう。 

 受入れ体制の一部として、欧州の大学のもう１つの特徴は、エラスムスの発展により、

多くの大学では、各学部に交換留学生を指導するアカデミック・アドバイザー9や日常生活

に直結した事務処理をする職員が存在する点であろう。よって多くの欧州諸国の大学では、

彼らの存在により、中央の国際室・センターの業務は、対政府、対ＥＵ事務局、対協定大

学、そして学部との交渉等を担当し、部局と中央の役割分担が比較的分れている国際室が

多くみられる。 

 最後に、多くの大学では、受入れ体制として留学生と現地の学生の交流を目的とする「バ

ディー（仲間）・システム」を構築し、短期交換留学生もそうした制度を利用し、ドイツ人

学生との交流を図っている。欧州諸国全体の特徴としては、こうした現地学生による留学

生サポートネットワークは、エラスムスプログラムの発展と共に拡大し、1989年以降は、

ESN（エラスムス学生ネットワーク）10のような団体にまで発展し、さらに現在は、エラス

ムス以外の留学生に対しても現地の一般学生による支援体制が構築されている。 

 

③ ドイツにおける企業との連携並びにインターンシップの現状 

今回の調査で判明したのは、多くの研究大学は、学生のインターンシップや奨学金等に

関しては、一部の現地企業と密接な連携体制を構築していない点である。逆に高等専門大

                                                   
8 2009年のドイツの大学における聞き取り調査より 
9 過去のオランダ、ベルギー、ドイツ、スウェーデン、フランス、スペイン等での調査によると多くの場

合は、アカデミック・アドバイザーは、その学部所属の教員が勤めているが、大学のよっては、職員を

雇って学生の履修や単位互換等学業面での相談に対応しているケースもある。 
10 ESNは、ERASMUS Student Networkの略。活動の詳しい情報は、http://www.esn.org/ を参照。 

http://www.esn.org/
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学（ＦＨ）では、現地企業と非常に密接な関係を持ち、インターンシップも教育課程の一

部として、計画的に学生に参加させている。したがって、短期交換留学に対しても、高等

専門大学は、インターンシップの支援を行っており、同時に海外のインターンシップに在

籍学生を派遣することを強く希望している。今回調査対象となった高等専門大学では、イ

ンターンシップの位置付けは、ボローニャ以前は、4－5年間のプログラムであったため、1

年（10 か月）のインターンシップを教育課程の必須科目として設定していたが、ボローニ

ャ・プロセス 11による改革後は、3年間の学士課程になったため、3年生の最終学期に 12

週間のインターンシップに参加し、さらに 6週間かけ、そのインターンシップに関連した

専攻分野の論文や企画書、作品等の作成を必須科目としている。今回の調査では、ドイツ

の高等専門大学は１校のみ調査したので、このコースワークがドイツ全体の高等専門大学

でも言えることがどうかは確かではないが、過去のオランダやベルギー（フランダース自

治区）の高等専門大学であるHugeschool (HBO)での調査でも、多くの場合、１学期のイン

ターンシップと卒業論文・プロジェクトを要求しているので、ボローニャ・プロセス後は、

欧州諸国における高等専門大学として分類することのできる高等教育機関では同様の対応

をしているのではないかと推測する。 

 

③  エラスムス・ムンドスについて 

エラスムス・ムンドスは、大学の欧州域内での大学の知名度の向上に影響するため、多

くの高等教育機関は、参加を希望しているようである。今回訪問した大学はすべてダブル・

ディグリー・プログラムをいくつか提供しているが、エラスムス・ムンドスに参加してい

るプログラムは、きわめて限定されたものになっている。今回の調査では、実際にエラス

ムス・ムンドスの奨学金を受け実施しているダブル・ディグリー・プログラムの担当教員

に会う機会はなかったが、２名の国際室職員は、運営の問題点として、プログラムの管理・

運営を担当する教員は、通常１名で、プログラム運営に係る事務作業に使える経費は、年

間 5000 ユーロと限定されているため、事務補佐員の採用も極めて限られた時間数しか可能

でないため、担当教員の負担は非常に多大である点を指摘していた。12 エラスムス・ムン

ドスでは、欧州委員会は、プログラムを運営している大学に対し運営費を支援するのでは

なく、実際に留学する学生に対し奨学金を提供することに重点を置いているため、新規に

プログラムを１部局の教員が開発した場合、部局の予算からその運営費を捻出しなければ

ならないようである。また、課題としては、欧州域外からの留学生に対する奨学金の額と

欧州域内の学生の額には、大きな差があり、欧州域内の学生から不満の声が上がっている

ようである。 

                                                   
11  ボローニャ・プロセスの説明は、いろいろな文献で検索できるが、欧州の学生交流事業であるエラスム

スがどのように欧州全体の高等教育改革事業であるボローニャ宣言に影響したかという点については、

堀田泰司「ボローニャ宣言にみるエラスムスの経験の意義」大学論集、第 41集（２００９年度）pp. 

305‐322 を参照のこと。 
12 2009年のドイツの大学における聞き取り調査より。 
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⑤ 学生交流のメリット・デメリット 

短期学生交流を実施するに当たり、そのメリットとデメリットは何かという問いに対し、

多くの大学は、やはり一番のメリットは、交換留学に参加した学生自身が特に精神面で国

際的な感覚を身につけ、国内外を問わず、将来、異なる価値観の環境に遭遇した時、問題

の所在を的確に把握し適切な対応ができるようになることであると回答していた。13 そし

て、実際に留学した学生の留学前と後での変化を目の当たりすると、留学の効果をより確

信すると感想を述べた職員も何人かいた。また、多くの交換留学生がキャンパスにきて、

ドイツ人の学生と交流することで、キャンパスの国際化にも大いに貢献しているという意

見も多く出された。また、ＤＡＡＤが過去に実施した調査では、回答した企業の８２％は、

入社希望者の留学経験は、採用時にプラス・ポイントして評価されると回答しており、短

期交換留学等が就職にある程度役立つということが分かっている。 

次に、各大学の国際室レベルのメリット・デメリットとしては、まず、エラスムスを通

して来る留学生については、メリットとしては、すでに交流実績のある大学から複数の学

生が毎年留学するため決まった書類による事務処理を一括して行うことができるため、比

較的簡単に運営することができる点が挙げられ、デメリットとしては、交流規模が大きい

ため、留学してくる学生は必ずしも一般講義を受けられるだけのドイツ語能力を持ち合わ

せていないケースも多く、ドイツ語研修等の教育プログラムの提供や生活面での相談業務

等の負担が大きい点を挙げていた。 

一方、エラスムス以外の大学間交流で留学してくる学生は、メリットとしては、学習意

欲が非常に高く、能力的にも選ばれた留学生であり、ドイツ語も十分に準備して留学して

くる学生が多い点が指摘され、デメリットとしては、1大学との交流人数が少なく、効率的

でないこと、協定大学との事務連絡がうまくとれない場合があること、そして、協定大学

の教育プログラムの質や内容に関する情報がない場合があり、単位互換が難しいことなど

の報告を受けた。 

 

⑥ 交換留学生の受入れ事業に係る課題 

ドイツにおける特に学士課程の交換留学生受入れ事業の一番の課題は、エラスムスでも

それ以外の交流プログラムに対しても、学士課程の受入れでは、ほとんどの大学がドイツ

語で授業を行っているため、受入れ人数の増加には、限界がある点である。しかし、ドイ

ツ語能力が不十分な学生には、各教育機関が入学前の語学研修プログラムを提供している

ので、状況に応じて多様な受入れができるのも事実である。そして、同時にフンボルト大

学のように学士課程の交換留学生並びに一般学生に対し積極的に英語による授業科目を開

講している大学もある。更に、多くの大学の修士課程では、すでに英語で教える国際教育

                                                   
13 2008年、2009年のドイツの大学における聞き取り調査より。これは、ドイツに限った回答の傾向ではな

く、これまで欧州諸国で訪問した多くの高等教育機関からも得られた回答である。 
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プログラムを持ち、留学生受入れを図っているので、ドイツの高等教育機関が英語による

専門教育に消極的だとは言えない。今回調査した大学の回答によると授業で使用する言語

の問題は、寧ろ、今後各高等教育機関が世界のどの地域のどの国と学生交流を促進したい

かという課題に直接係っているもので、現在は、特にアジア諸国との学生交流に興味があ

るため、検討が進められているテーマでもあるようである。 

もう１つの課題は、ドイツの高等教育の伝統的な授業形態は、学部や全学レベルで統一

された教育カリキュラムに則って授業を開講するというよりは、各教員が設定した授業計

画による科目の開講が一般的であるため、これまでも交換留学生は、履修科目についてそ

れぞれの科目の日程や試験の内容、そして成績や単位互換等についても、各教員と直接相

談しなければならないことが多く、そうした教育環境の違いに対応出来ない場合があると

いうことである。14 留学直後のオリエンテーション等でこうしたドイツの高等教育の特徴

について説明はしているが、交換留学生の中には、現在もきちんと履修できない場合があ

るようだ。 

 

⑦ 日本との学生交流のメリット・デメリット 

 日本との学生交流のメリット・デメリットについては、いくつかの明確な回答があった。

今回の調査対象大学では、最大のメリットは、日本人留学生は真面目であり、事前の準備

も十分にしてきており、勉強熱心であるため、受入れるのは、全く問題ないというコメン

トが多かった。しかし、デメリットとしては、日本人の多くは、恥ずかしがりやで、ドイ

ツのような学生自身が積極的に各教員と直接相談し、授業に参加しなければならない教育

環境では、うまく適応できない学生がいる。また、日本との学生交流は、交流数が少なく、

受入れが効率的ではない点も課題として挙げられた。さらに、3つ目のデメリットとしては、

ドイツ人の学生を派遣したくても、日本の多くの協定大学は、英語による教育科目を提供

していないため、事前に日本語教育を行っても留学後、日本語による一般科目の講義に直

接参加できる留学生を養成し派遣するのは非常に困難であるという意見もあった。そのよ

うな事情から、現在は、韓国や香港の大学との交流が次第に拡大しつつある。また、まだ

教育プログラムとしては、国際カリキュラム等が整備されていない大学も多いが、学生の

興味としては、中国本土への留学が人気を増しているという回答をいくつか得た。 

 

⑧ 日本の対ドイツからの受入れ留学生の奨励に必要な対策案 

ドイツからの交換留学生受入れを拡充するためには、やはり、英語による国際カリキュ

ラムの拡大が重要な課題であろう。しかし、それはドイツ自身の課題でもあり、学士課程

での国際カリキュラムの必要性については、ただ単に英語で授業を開講すればそれが国際

                                                   
14  ただし、この状況は、ボローニャ・プロセスによって、現在、それぞれの大学が、カリキュラム改革や

学年歴、履修制度、単位制度等を段階的に１つの枠組みに統一しつつあるので、将来的には、個々の科

目の日程、履修手続き、試験、成績評価等について留学生がいろいろな教員と直接相談しなければなら

ないような状況は、減少していく。 



149 
 

化であり、留学生が集まるプログラムになるとは言い切れないので、今後も十分な話し合

いのもとに必要と思われるものを開講していくことが重要であると考える。もう１つの課

題は、現在、ドイツで交流が次第に拡大しつつある韓国や中国との学生交流とは異なる日

本への留学の魅力作りとその情報の発信に大学も政府も真剣に努力すべきであると考える。

ドイツでの調査結果を見る限り、多くの大学並びに学生の間では、韓国、香港とは、英語

による教育プログラムが充実していることを理由に、また中国へは、やはり歴史のある大

国として、その文化、歴史に興味を持ち留学希望が拡大している傾向がある。それに対し、

我が国は、どのような特色のある交換留学プログラムを構築すべきか、今後様々な機会を

設け、検討していく必要があると思う。 
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（2） スペインの事例

近藤佐知彦 

 

はじめに 

高等教育マーケットにおいては、一般に、英語圏諸国や英語による高等教育を進めてい

る機関が優位に立つ様に感じられる。そして各国の高等教育システムにおける国際化とグ

ローバル化はここ数十年で加速し、それぞれの高等教育政策を形作る重要な役割を果たし

ている。この傾向はスペインにおいても例外ではない。本稿では、日本と同じく、英語を

母語としないスペインにおいて、短期留学（受け入れ）を含むその国際化戦略とその背景

にある言語文化政策を紹介する。 

EU諸国は、高等教育改革を促進し、EU域内における留学生の相互移動を可能とするシス

テムを積極的に取り入れてきたが、優秀な学生の獲得競争が激化する中、EU域外を視野に

入れた施策も必要となっている。スペインはその歴史的・文化的背景から、他のEU諸国と

は異なってラテンアメリカの歴史的・文化的なコミュニティーにも帰属している。そのた

め、留学交流拡大には他のEU諸国とは多少違ったアプローチも試みられ、スペインの高等

教育国際化のイニチアティブは、欧州のみならずラテンアメリカにも向けられている。そ

こで本章ではスペインの留学生受け入れ戦略について、EU加盟国としてのスペインと、イ

ベロアメリカ 1の一員としてのスペインの 2つの側面から紹介する。 

 

① スペインにおける大学国際化 

＜急速な留学生受け入れ拡大＞ 

一般的に言って、スペインの学生は移動性が低い。学生は自分の住んでいる地域で希望

する学習が可能であるならば、好んで他地域に移動することは少ない。これはスペインの

高等教育機関が今日でも強い地域性をもっていることに起因する。その一方で近年のスペ

インは、ベルギーやデンマークと並び、留学生を活発に受け入れている国としても評価さ

れている 2。さまざまな奨学金制度を設けて学生のモビリティを促進した結果（表 1）、スペ

インの高等教育機関における外国人留学生が占める割合は大きく増加傾向にある（表 2）。

またその割合は 1994-1995年の 0.7%から 2004-2005年には 1.7%にまで伸びている。特に博

士課程の外国人留学生の比率は、1994-1995年から 2005-2006年にかけては、約 4倍にも急

増している（図 1）。留学生 30万人計画を掲げる日本としても、注目すべき数字である。 

                                                   
1 スペインとポルトガルの旧植民地諸国（ラテンアメリカ）と、旧宗主国であるスペインとポルトガルを

合わせて「イベロアメリカ（Ibero-America）」という。 
2 牧かずみ （2009）. 国際教育研究交流の促進に向けて：欧州の高等教育機関の取り組みから何が学べる

か 信州医誌、 57、 101-109. 
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その背景として、スペインが属するラテンアメリカとの歴史的・文化的コミュニティー

がある。スペインとラテンアメリカ諸国とは、学術交流などに関するさまざまな協定があ

り、スペインはそれらの国々に積極的な資金援助を行うと同時に、イベロアメリカにおい

て中心的な役割を果たしてきた。それらの国からの学生や研究者をスペインの大学に多く

受けれ、大学間のコンソーシアムを積極的に進めている。その傾向は、スペインにおける
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外国人留学生の出身地域からも明らかである（図 2）。欧州域内からの留学生が 40.6%と最

も多いものの、1994-1995年からと 2004-2005年にかけてでは、留学生の出身国に変化が見

られた。10年の間に欧州域内からの留学生が減少傾向（-8%）にあるのに対し、南米からの

学生の比率は 20.7%から 27.1%に増加し、またアフリカからの留学生も 16.8%から 19.1%に

増加していることが注目される。 

 

＜LOUについて＞ 

近年のスペイン高等教育政策のエポックとなったのは 1983 年のUniversity Reform Act

（Ley Orgánica de Reforma Universitaria; LRU）、および 2001年に大学の質保証と管理、

そして教育内容の向上を目指して制定された新高等教育法（ Ley Organica de 

Universidades; LOU）3である。LOUに基づいた大学改革は、現在まだその途上にあるが、各

大学の自律と各自治州の権限の増大は、カリキュラム改革や学位認定制度の改革をもたら

している。大学と自治州の権限拡大によって、スペインの高等教育システムはEU全般の高

等教育へ適合させられる方向へと大きな一歩を踏み出した。 

歴史的に見て、スペインの教育は連邦政府の管轄下に置かれてきた。19 世紀来のナポレ

オン・モデルの高等教育システムの下で、大学は州によって定められた法律や制度によっ

て統制され、すべての大学機関の教育課程は同じであった。国内の大学が同じカリキュラ

ムを提供し、シラバスも全く同じものであり、特定大学に目的別の特別予算が計上される

こともなく、その経費は州によって詳細にコントロールされていた。厳密に行政によって

統制されていた高等教育は、スペインにおける強い専門家志向をともなうエリート主義の

システムでもあった。 

しかし、1970年代の民主主義の回復と 1978年の新憲法の発布の後、スペイン高等教育は

転換期を迎え、エリート主義から大規模な高等教育システムへと移行が始まった。1983 年

のLRUでは、すべての国民は教育を受ける権利が保障され、大学の自律が認められ、そして

高等教育の責任が連邦政府から地方政府に移管された。これは、スペインの高等教育シス

テムに大学教育大衆化へとブレークスルーをもたらし、その後の高等教育改革を導いてい

る 4。 

1986年の EC 加盟にともない、スペインでは欧州諸国との教育交流も盛んになり、後述の

エラスムス計画推進にも他の欧州諸国と歩調を合わせて取り組むことになる。2001年には、

大学の質を保証し、教育内容のさらなる向上を目的とする LOU を制定、国を挙げて抜本的

な教育改革に取り組んでいる。各自治州の権限や、各大学の人事・学術・経済上の自治権

を高めたり、さらに、修士課程制を全く用いていなかった高等教育課程に、欧州の学位シ

ステムと単位制度（ECTS）を採用することが承認され、学士課程・修士課程・博士課程の 3

                                                   
3 新高等教育法（LOU）：

http://www.unileon.es/ficheros/informacion_general/normativa/lou_refundido.pdf 
4 スペインの教育改革の詳細については、Peck B. T. (Ed.)、 2004、 Transforming Education: The Spanish 
Experience / Inmaculada Egido（Nova Science Publishers、 Hauppauge、 N.Y.）で得ることができる。 
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課程の新システムへ移行しつつあり、2010年には移行が完了する予定である。 

LOU では学生の移動性を促進するために； 

①各大学の授業等の学習量を一定の基準に基づいて数量化し、単位に換算する（60 単位

で標準学修期間 1年） 

②各大学は提供する教育課程、その内容、評価方法などを公表する 

③学生・所属高等教育機関、受入れ高等教育機関の 3 者の合意に基づいて学生の留学を

決定する 

④受入れ機関における当該学生の評価の際に、得られた単位数だけでなく共通の尺度に

よる評価を記録する 

⑤受入れ機関での習得単位の認定について所属機関が評点等に基づいて決定する 

など交換留学促進につながるような諸施策に取り組んだ。 

また最近では他国の学生がスペインの大学情報を得ることできるよう； 

①スペイン語のみであった大学のホームページを多言語で作成して大学情報を発信する

②留学生の大学単位の認定をより柔軟に行う 

③英語によるクラスを設ける 

④スペイン語を外国として学ぶための奨学金や交付金の申請を促す 

など、様々な取り組みを通して、留学生をスペインに引き付けるための試みが促進され

ている。 

 

＜スペイン教育と「欧州高等教育ブランド＞ 

EU 諸国の教育制度への適合を目指した LOU などは、後述するボローニャ・プロセスにお

いてスペイン高等教育が避けることの出来ない道程である。またこの方向性がスペインで

の学生モビリティを大幅に向上させたのも事実である。EU は教育機関のみならず、国家間

で外国人留学生の獲得競争に乗り出し、欧州委員会の指導の下「欧州高等教育ブランド」

を世界にアピールしてグローバルな留学生獲得競争に乗り出そうとしているが、LOUなどの

スペインの教育制度改革は、そういった EU 諸国の努力と軌を一にして、欧州高等教育ブ

ランド力の強化に役立っているとも言える。 

その一方で LOU などの導入は、スペインの教育を画一的な枠に押し込み、歴史的に評価

されてきたそのユニークさが「欧州ブランド」の下に喪われるようなことになれば、スペ

インの高等教育はかえって競争力を失うことにもなりかねない。もちろん教育の質だけで

はなく、入国管理の見直しや就職問題の改善、そしてスペイン語一辺倒にならない英語を

用いた教育課程の提案、といった様々な方策を組み合わせながら、「欧州高等教育ブランド」

の下でどのように高等教育の独自性を維持していくべきか。その解決については、本稿後

半で慨述するように「イベロアメリカ教育圏」が一つの鍵となるようである。 

 

② EU加盟国としてのスペインの取り組み 
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＜The European Community Action for the Mobility of University Students（ERASMUS）

＞ 

教育交流促進に積極的に取り組んでいた欧州では、1987 年に欧州共同体（EC）が「エラ

スムス計画（The European Community Action for the Mobility of University Students、 

ERASMUS）」5をパイロット・プログラムとして発足させた。この計画は、各種の人材養成計

画、科学・技術分野におけるEC加盟国間の人材交流協力計画の一つであり、大学間交流協

定等による共同教育プログラム（ICPs：Inter-University Co-operation Programmes）を

積み重ねることによって、「欧州大学間ネットワーク（European University Network）」を

構築し、EC加盟国間の学生流動を高めようするものである。創設以来 20年間で 200万人以

上の学生がこの制度の恩恵を受けており、EUの社会・文化の在り方に大きな影響を与えて

いる 。 

エラスムス計画で明記されている目的は； 

①EC全体として人的資源を養成・確保する 

②世界市場で EC の競争力を向上させる 

③加盟国の大学間の協力関係を強化する 

④EC市民という意識を育てる 

⑤域内での協力事業への参加経験を学卒者に与える 

の 5つである。これらの目的からは、ECが当初は「EC市民」という意識づけを主眼とし

て、世界での EC の競争力を高めるために EC 域内の交流と協力を推進しようとしたと読み

とることが出来る。 

1993年にECがEUへと発展した後も計画は受け継がれ、1995年以降は、教育全般のプログ

ラムであるソクラテス計画に組み込まれ、国境を超えた欧州統合を目指す高等教育プログ

ラムの 1 部門として位置づけられた。その後 1998 年のソルボンヌ宣言（Sorbonne 

Declaration）6では、「欧州高等教育システムの構造的調和」に焦点を当て、国境を越えて

の移動や交流を深めて、ヨーロッパ大陸の知的、文化的、社会的、技術的分野をさらに強

化することを訴えた。これを受けて、1999年に欧州29カ国によってボローニャ宣言（Bologna 

Declaration）7が採択され、「欧州高等教育圏（European Higher Education Area、 EHEA）」

を設立するとともに、これまでパイロット・プログラムであったエラスムス計画を主要な

施策として位置づけた。これにより欧州各国の政府と高等教育機関は、EU域内の各国の高

等教育制度を同一のものとし、学生や教員に欧州全域での自由な学習と研究の場を与える

こと、すなわち人の移動性を高め高等教育における欧州圏を構築し、欧州の高等教育の価

値をアピールすることを目指した。その取り組みは以下の 6項目に代表される。 

①欧州市民の雇用機会の増加と、欧州高等教育の国際競争力の向上を目指して学位とと

                                                   
5 Erasmus： http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_en.htm 
6 ソルボンヌ宣言： http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/Sorbonne_declaration.pdf 
7 ボローニャ宣言： http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/Bologna_declaration.pdf 
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もに学位補遺（Diploma Supplement）8の授与を実施、履修内容の把握を容易にし、他国の

大学との比較が可能になる学位制度を採用する。 

②学部・大学院の 2サイクル（cycle）制度を採用する。第 1サイクル終了時に授与され

る学位は、欧州で仕事につくために有効な資格となる。第 2 サイクルの学業を修めると、

修士あるいは博士の学位が授与され、この学位は欧州各国で通用する。 

③学生の自由な大学間移動を最大限促進するために、欧州単位相互認定制度（European 

Credit Transfer System、ECTS）を制定する。単位は生涯教育を含み、高等教育機関外で

取得した単位も大学が認証すれば単位として認められる。 

④教師・学生が自由に行き来できるような環境を作る。学生には修学、職業訓練の機会

を与え、それに関連する情報を提供する。また、教師・研究者・職員が EU域内で行った研

究・教育・研修の期間を、国や機関を問わず同等に承認・評価する。 

⑤EU 全域で比較可能な評価基準と評価方法の開発と、教育水準保証のための協力体制を

促進する。 

⑥特にカリキュラム開発、機関間協力、人の移動を促進するための計画、および修学・

訓練・研究の統合プログラムにおいて、高等教育における EU的次元（European Dimension）

の推進を目指す。 

 

＜Erasmus Mundus Programme＞  

EU圏内における学生の流動に一定の成果をあげた欧州委員会は、各国政府機関や教育機

関をあげてEU域外からの移動も視野に入れた国際的修士プログラムやDual Degreeを導入し、

更なる学生の移動を戦略的に推進している。その中心となっているのが、エラスムス・ム

ンドゥス計画（Erasmus Mundus Programme）9である。欧州の高等教育の質を高めることで

世界各国からの留学生や研究者を引き付けることを目指し、高等教育分野における教育機

関の連携と、学生・研究者の交流の促進を図り、2004 年から 2008 年までの 5 年間に、約

400 の機関が 103 のエラスムス・ムンドゥス修士課程を設けた。2008-2009年には、EU域外

からも学生約 2、000 人および教員約 450人が採用されている。 

エラスムス・ムンドゥス計画は 2009年度から 2013年度にかけて第 II期に入り、事業予

算は 9億 5300万ユーロとなる。新規の特徴としては； 

①対象を修士課程から博士課程、ポスドクへと拡充する 

②あらゆるレベルの高等教育を対象とした留学プログラムを実施する 

③欧州の学生を対象とした奨学金を増やす 

④EU域外の高等教育機関との構造的協力の強化 

…などである。特に④は、EU域外の大学も正規のメンバー校としての参加が可能になり、

EU のメンバー校とカリキュラムを共同開発し、学位授与権を持つということを意味してい

                                                   
8 学習者の履修内容、既習知識、既習レベル、学習時間が明確に示されたものであり、比較可能な評価基

準を設け、教育の質の保証を目指したもの。 
9 Erasmus Mundus： http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc72_en.htm 
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る。 

 

＜スペインにおけるエラスムス計画の取り組み＞ 

既述のように、スペインの教育は歴史的に完全に連邦政府の管轄下に置かれたエリート

指向のシステムであったが、1983年の LRUおよび 2001年の LOUにより、各自治州の権限や、

各大学の人事・学術・経済上の自治権が高められ、修士課程制を全く用いていなかった高

等教育課程についても 2010 年を期して学士・修士・博士の 3課程システムへと移行する。 

2004 年にはNational Agency for Quality Assessment and Accreditation（ANECA）10の

専門家 12名のプロモータ・チームが任命され、ボローニャ・プロセスの推進に取り組んで

いる。チームの主な目的は、セミナーの開催、大学への情報提供と支援、良い実践例に関

する資料の作成などである。またFAQを作成したり、学生・雇用者・雇用団体・専門大学な

どを対象にしたセミナーを開催したりしている。 

これらの取り組みの結果として、スペインではエラスムスおよびエラスムス・ムンドゥ

ス計画下の学生のモビリティは劇的に向上した。他国に留学したスペインの学生は

1994-1995 年の 8、537 人から 2004-2005 年には 21、350 に増加し、主な留学先はイタリア

（4、250人）、フランス（3、412人）、イギリス（2、974人）、ドイツ（2、553人）などで

あった。スペインへの外国人留学生受入も 2003-2004 年には 24、076 人に達し、これは 5

年前の 83%増である。外国人留学生の主な出身校は、イタリア（5、688人）、フランス（5、

115 人）、ドイツ（4、325人）などであった。 

スペインにとってエラスムス計画は多少の課題含みのプロジェクトでもある。たとえば； 

①助成金のための予算や事務運営のための予算など、需要増加に見合う予算の不足 

②英仏語圏優位など言語の違いによる学生流動の不均衡 

③学生への助成金の低さ、他国での勉学への不安、単位認定・資格取得への不安等など

学生が感じる不安 

④自由流動学生の卒業や単位修得などに関する相対的不利 

⑤学生宿舎の絶対的不足 

…など、解決するべき問題は多い。しかし上記の数字だけを見ても、すでにスペインの

高等教育は、EU的次元へと大きく踏み出してしまった。すでに指摘したように、「欧州高等

教育ブランド」の下でスペインがどのように独自性を維持していくべきか、がその課題で

あり、特に②の英仏語圏優位で進められる高等教育マーケット支配について、どのように

対抗軸を形成していくのかが問われている。 

次節以降にはスペインなりの答えがある。 

 

③ イベロアメリカの一員としてのスペイン 

                                                   
10 National Agency for Quality Assessment and Accreditation（ANECA）：

http://www.enqa.eu/agencydet.lasso?id=13 
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イベロアメリカの国々における協力体制の強化に関しては、2005年に開催された第 15回

イベロアメリカ首脳会議で採択されたサラマンカ宣言において明文化されている。そこで

は、主に 2つの目的が示された。1つは、高等教育の改革を目的とした「イベロアメリカ知

識部門」を創設し、研究・開発・革新に焦点を当てること。そしてもう 1 つは、教育や社

会貢献の相互交換を促進するためにイベロアメリカ内の国々が共同して様々なプログラム

を実行することである 11。スペインは、これらの取組に特に積極的である。中でも

Ibero-American Science and Technology for Development Programme （ Programa 

libero-americano de Ciencia Y Tecnologia para El Desarrollo; CYTED）とOrganization 

of Ibero-American States for Education, Science and Culture（Organizacion de Estados 

libero-americanos; OEI）における活動は注意を要する。 

 

＜Ibero-American Science and Technology for Development Programme（CYTED）＞ 

1984年に設立されたCYTED12には 19のラテンアメリカの国々と欧州からスペイン・ポルト

ガルとが加盟、その中でもスペインは指導的な役割を担ってきた。CYTEDは組織間の国際的

で多面的な結びつきに基き、科学・技術分野における協力プログラムを促進することによ

ってラテンアメリカの発展を目指したものであり、そのための明確な目標を掲げている。

それらは； 

①ラテンアメリカのける科学・技術コミュニティーの統合を促進し、共通する課題に取

り組む 

②共同研究、知識や実践に関する情報交換、科学技術者の交流を促進することによって、

ラテンアメリカにおける技術発展力の向上を図る 

③ラテンアメリカの科学・技術コミュニティーの技術発展や研究の革新プロセスに関心

がある加盟国における商業部門を発展させる 

④研究者の多面的な研究への参加を促進するために協働プログラムを推進する 

⑤EUとラテンアメリカとの間の科学・技術に関する地域間連携を可能にする 

…などとなっている。 

スペイン政府は、ラテンアメリカにおける知識・経験・情報・技術などの共有を支援す

ることによって、この地域における経済発展のための国際競争力を高めることも視野に入

れ、CYTEDの総予算のうち少なくとも 50%を負担して、加盟国の科学・技術の発展と人材交

流に貢献している。これまでに 191のテーマに関するネットワーク、193の協同活動、3つ

のコンソーシアム研究プロジェクト、614 の IBEROEKA 改革プロジェクト（産学連携）が推

進され、毎年 10、000 人以上のラテンアメリカの研究者や技術者が関与している。 

 

                                                   
11 ラテンアメリカの高等教育に関する詳細については、De Wit、 H.、 Jaramillo、 I. C.、 Gacel-Ávila、 

J. & Knight、 J. (Eds.)、 2005、 Higher Education in Latin America: The International Dimension
（World Bank、 Washington、 D.C.）で得ることができる。 
12 Ibero-American Science and Technology for Development Programme（CYTED）： http://www.cyted.org/ 
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＜Organization of Ibero-American States for Education, Science and Culture,OEI＞ 

CYTEDが推進される中で、大西洋の両側の大学間の協力と移動が促進した。中でも高等教

育機関における交流促進の中心的役割を果たしてきたのがCYTED以前から存在したOEI13で

ある。OEIは、1949 年にマドリードで開催された第一回の Ibero-American Congress on 

Educationにおいて、欧州とアメリカのスペイン語・ポルトガル語圏の国にアフリカの赤道

ギニア共和国を加えて設立された歴史ある組織である。 

OEI の主な目的・理念は以下とされている。 

①ラテンアメリカにおける教育、科学・技術、および文化を広げるため、民族間の知識・

相互理解・統合・連帯および平和への意識を高める。 

②平和・自由・人権擁護に向けた運動や連帯感、人々の豊かさのための社会変化をサポ

ートする教育の発展を促進する。 

③ラテンアメリカと欧州、2つの異なる地域で築き上げられた経済、政治、文化との統合

を目指した交流を行う。 

④新しい世代の統合と調和を図り、民主化・平等・社会的構成に関する教育的機会を保

証し、就労のため教育システムを構築する。 

⑤各国の特異性とユニークさを忘れることなく、自国の文化的アイデンティティを再評

価しつつ、同時に現代性を取り入れ、科学・技術の国際的な進歩との同化を目指す。 

⑥ラテンアメリカの社会と科学技術の関連を促進させるために、科学知識の発展の意味

を分析し、すべての市民がその効果を評価し、理解することを目指す。 

⑦教育・科学技術・文化における計画と社会経済的なプロセスにおける計画の理論性を

促進する。 

⑧加盟国間の協働プログラム、他の地域の組織との共同プログラムを促進する。 

⑨イベロアメリカ共同体の文化的なアイデンティティを保持するために、スペイン語と

ポルトガル語の普及とそのための教育スキルの向上と、文化的な少数民族の保護を促進す

る。 

OEIによって 1999 年に開始されたAcademic Mobility and Exchange Programme （Programa 

de Intercambio y Movilidad Académica; PIMA）14は、イベロアメリカにおける移動性を促

進するOEI独自の取り組みであり、毎年 400名もの学生が参加している。PIMAは大西洋を挟

んだラテンアメリカとスペイン・ポルトガルの学生交流の促進を実現しているものの、実

際にはスペインが受入国として主要な役割を果たしており、相互的交流を謳うには、まだ

一層の努力が必要なところである。 

この 10 年スペインは EU 諸国との関係と同時にイベロアメリカ諸国との関係を進展させ

てきたが、イベロアメリカでの連携にも課題は多い。高等教育における人材の交流は政治

レベルでは確実に進んでいるものの、機関レベルでの実施に関しては EU内におけるそれと

                                                   
13 Organization of Ibero-American States for Education、 Science and Culture（OEI）： 

http://www.oei.es/ 
14 Academic Mobility and Exchange Programme（PIMA）： http://www.oei.es/pima/ 
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はかなりの格差がある。ラテンアメリカでは、ボローニャ・プロセスやエラスムス・ムン

ドゥス計画についてもよく話題に上がり、欧州高等教育機関改革やプログラムに対する関

心は高い。しかしそれがラテンアメリカへの留学生数の向上にはつながるものではなく、

相変わらず留学生の流れは一方的である。また、ラテンアメリカの側には、自国の優秀な

人材がスペイン留学をきっかけに他の EU諸国に流出するのではないか、という懸念もある。

また EUの一員としてのスペインと高等教育において交流協力をしても、その協力が一方的

で透明性を欠いたものになるのではないかとの不安ももっている。その上情報不足も指摘

されており、エラスムス・ムンドゥス計画などの欧州プログラムの詳細が、ラテンアメリ

カの交流団体担当者や各大学内部に知られていないため、 

スペインにおいては一般的なプログラムや資格認定、大学院課程認証であっても、それ

らに関する情報を相手国にいかに提供するかが課題となる。イベロアメリカ内では高等教

育や経済的な格差が存在し、高等教育における連携に障害が存在しているのも事実である

が、イベロアメリカの人材が EU 各国にその活躍の場を広げる橋渡し的な役割をスペインが

担うようになってきた点は、OEIの内部などでももう少し高く評価しても良いものと考えら

れる。 

 

④ スペインにおけるその他の高等教育改革の取り組み 

スペインは、1953 年以来、UNESCOのメンバーとして教育的な協同プロジェクトに積極的

に参加してきた。たとえば、大学間の協同と高等教育における移動性の促進のためのネッ

トワーク構築を目指したUniversity Twinning and Networking（UNITWIN）15の講座プログ

ラムなどは特に注目され、1989年以降、スペインの大学で 50以上の講座が設けられている。

1999 年には、UNESCO、United Nations University、Technical University of Catalonia

がGlobal University Network for Innovation（GUNI）16を設立し、1998年に採択されたWorld 

Conference on Higher Education（WCHE）17の決議を実行に移している。GUNIの目的は、高

等教育における品質の改良、高等教育機関の革新を進めると同時に、社会的コミットメン

トを強めることなどである。 

スペインの教育科学省（MEC）18は、高等教育機関の教員や研究者の移動性を促進するた

めの取り組みを実施している。1 つは、スペイン人の教員･研究員が国外の高等教育機関や

研究機関で一定期間滞在することを可能にするものであり、もう 1 つは、海外の教員・研

究員が、スペインの公立大学、Higher Council for Scientific Research（CSIC）19団体、

公共研究機関（OPIS）で一定期間過ごすことを可能にするものである。CSICのNational Human 

                                                   
15 University Twinning and Networking（UNITWIN）： 

http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=41557&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
16 Global University Network for Innovation（GUNI）： http://www.guni-rmies.net/ 
17 World Conference on Higher Education（WCHE）：

http://www.unesco.org/education/educprog/wche/diaz-e.htm 
18 スペイン教育科学省（MEC）： http://www.mec.es 
19 Higher Council for Scientific Research（CSIC）： http://www.csic.es/index.do?lengua=en 
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Resource Development Programme、  Development and Technological Innovation Plan

（2004-2007）、Integrated Action Programmeは、研究者間の知識の交換と共有を促進する

ために、共同研究プロジェクト実施にかかる旅費や滞在費などを融資してきた。フルブラ

イト政策 20は、アメリカ合衆国との双方向的な学生の移動性を促進しているプログラムであ

り、2004年度には 141名のスペイン人と 68名のアメリカ人がこのプログラムに参加した。 

すべての国の学生を対象とした制度としては、スペインの外務省（MAE）がスペインの大

学で学位取得を希望する学生、あるいは他国において学位取得を希望するスペイン人に対

してMAE-AECI21交付金を毎年提供している。一方、教員に対しては、Scientific Cooperation 

and Interuniversity Research Programme（PCI）が助成を行い、スペイン、ラテンアメリ

カ、アラブの大学や研究センター間で持続的で共同的な関係構築を促進している。 

Group Aim
Monthly
paymen

Fees Transportation Housing Insurance
Language
courses

Erasmus scholarships University students
To study in the an EU

country
Yes Yes No No Yes No

Faro scholarships
Final year university

students
Business internships Yes No Yes No Yes Yes*

Postdoctoral scholarships PhD holders
Developing research work

in a research centre of
excellence

Yes No Yes No Yes No

Mobility grants
Spanish and foreign

professors

Facilitate the mobility of
university teaching staff

and researchers
Yes No Yes No Yes No

U.S. Master’s program
scholarships

5+ year undergraduate
degree holders

A Master’s degree from a
U.S. university

Yes Yes* Yes No Yes No

U.S. pre- and postdoctoral
scholarships

Students and PhD holders
Studies or research in U.S.

universities
Yes Yes No No Yes No

Integrants scholarship
Undergraduate degree

holders
Training internships in U.S.
and Canadian companies

Yes No Yes Yes * Yes No

José Castillejo Program
Young PhD holders that

are members of the
university teaching staff

Teaching and research
experience abroad

Yes No Yes No Yes No

表1 スペインのMECによる留学交付金

Source: MEC submission calls. Developed by the UNESCO Chair in University Administration and Policy  

 

1961年に経済協力開発機構（OECD）22に加盟して以来、スペインはOECD教育局によって進

められている教育プログラムに関与してきた。教育訓練政策課教育局の目的は、全ての社

会は最大の財産である人的資本に投資すべきであり、教育は、経済競争力と経済発展の推

進、自己啓発の推奨、また健全かつ活発な社会の構築に重要な役割を果たすというOECDの

理念のもと、加盟国が質の高い生涯学習の提供を可能にするための支援を目的に活動する

ものである。ここでは、学校指導力の向上、知識型社会のための高等教育、雇用のための

学習（職業教育訓練; Vocational Education and Training；VET）23、移民を対象とした教

育などのプログラムが実施されている。 

                                                   
20 フルブライト奨学金： http://www.fulbrightalumni.org/olc/pub/FBA/cpages/about_us/about_us.jsp 
21 MAE-AECI： http://www.becasmae.es/ 
22 経済開発機構（OECD）： http://www.oecd.org/home/ 
23 職業教育訓練（VET）： http://www.oecd.org/edu/learningforjobs 

http://www.oecd.org/edu/learningforjobs
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1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004
学部

 総学生数 1,589,473 155,750 1,525,659 1,503,694 1,482,042 1,462,897
 留学生数 11,325 14,051 14,819 16,275 21,983 22,201
 留学生の割合 0.71% 9.02% 0.97% 1.08% 1.48% 1.52%
大学院

 総学生数 202,958 202,959 205,794 207,470 226,273 195,409
 留学生数 1,135 1,256 1,202 1,050 2,047 1,562
 留学生の割合 0.56% 0.62% 0.58% 0.51% 0.90% 0.80%
Source: MEC, Datos y cifras.

表2 スペインにおける総学生数と留学生数

 

 

⑤ スペインの留学生政策と日本 

ここまで論じてきて、スペインの高等教育システムにおける新しい流れを導いた要因と

して、とりまとめれば以下の 3つが主要要因としてあげられるだろう。 

①2001 年には政府が新しい法的枠組み（LOU）を作成したこと 

②スペインの高等教育システムを EUの高等教育分野に適合させたこと 

そして、ここまで詳しくは述べてこなかったが； 

③先進国共通の悩みである出生率の急激な低下にともなう自国の学生数の減少、である。 

ボローニャ宣言に基づく取り組みを推進すれば、EU 諸国の教育制度が同じ教育システム

へと収斂していくことは避けられない。スペインにおいても同様で、ある意味では個性的

な高等教育システムの没個性化といったといったネガティブな側面を生む。一方この実現

は学生の移動性を格段に向上させた。結果的には教育が国際的なサービス産業として無視

できない経済効果も生んでいる。そのため留学生の受け入れを推進し、世界中から優秀な

頭脳を集められるというメリットが重視され、また、留学生が将来的に出身国と受け入れ

国との橋渡し的な民間大使的存在となるとも考えられている。 

一般に EU諸国では、非英語圏であっても高等教育における英語コースの提供の積極的に

進めて、留学生受入を増大させる傾向がある。スペインでも過去 10年ほどの間には、授業

やセミナーの英語化を急速に進めた大学も数多くみられた。しかし現在では、カタルーニ

ャやバスクなどの自治州の場合を除いて、大学での教授言語はスペイン語である。そのた

め中級レベルのスペイン語が必須となり、各大学では書類選考通過後であっても、外国人

志願者にスペイン語力の試験が課せられる場合もある。スペイン語は英語・中国語に次ぐ

第 3 の国際言語であり、スペインにはスペイン語を学習しに来る学生も多い。したがって

スペイン語での授業が歓迎されることも多く、大学は教員に対して英語で講義するよう圧

力をかけることはない。 

同時にスペイン語の能力にかかわらず、優秀な学生を獲得していく姿勢は不可欠である。
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多くの大学では交換留学も含めスペイン語のレベルによる志願者の足切りは行わず、代替

措置として学内の言語センターでスペイン語の補習が受けられるようなシステムを設けて

いる。スペイン語の補習は受け入れ校の単位には認定されないが、交換留学の場合は母国

において単位が認定される場合もある。 

換言すれば、教育制度など制度面については EU諸国と共通化しながら学生のモビリティ

を向上させ、教育言語については国際言語であるスペイン語を武器（コンテンツ）として

使うことで、スペインはその高等教育の独自性とユニークさを高める。そのような方向性

を打ち出してバランスをとっているように思われる。その結果、高等教育機関留学生受入

を目的とした「英語化圧力」を過度に受けることなく、その独自性を保っていくことを可

能にしている。 

同時に交換留学など学生移動の活発化については、その歴史的・文化的な資産を活かし、

イベロアメリカ諸国との連携を深めながら、近隣 EU諸国への過度の依存を回避していると

ころもその特色と言えよう。現在の日本の高等教育政策においては英語コースの設置など

を通した「脱日本語」によって高等教育の国際化をめざし、また受け入れる学生の多くを

実際は近隣のアジア諸国に頼る、という状況を考えると、スペインの方向性には学ぶべき

ところは多いのではないかと思われる。 

 

おわりに 

本稿のオリジナル（初出）については、平成 22年 3月発行の「留学生指導・交流研究」

誌（Journal of International Student Advisors and Educators）107-120 頁に投稿掲載

された近藤と田中希穂氏との共著「スペインの留学生受入戦略」であり、その原稿に若干

の見直しを行い、加筆・変更を加えたものである。 

執筆に際しては在東京スペイン大使館経済商務部、ベレン・カタリーナ氏と金関あさ氏、

そして文化部、宮本佳奈氏を対象とした聞き取り、およびベレン・カタリーナ氏によるス

ペインの高等教育事情に関する詳細なリポートが本稿の主たるソースとなっている。また

大使館文化担当参事官、カルロス・アベリャ氏からの聞き取りを通しても、大きなサジェ

スチョンを得た。加えてスペインでは、マドリッドアウトノマ大学国際交流担当副学長の

Pilar Rodring Marin博士からの聞き取りによって、スペインの大学の国際化への動向を実

感し、また現地での「生の声」を聞くことが出来た。本稿はそれらの情報を下としてまと

められたものである。関係諸氏には深くお礼を申し上げたい。 
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（3）スウェーデンの事例 

高宇ドルビーン洋子・佐藤由利子 

 

 EUにおいてボローニャ・プロセスによる教育の国際化・標準化が比較的進んだ地域とし

て挙げられるのがオランダと北欧である。スウェーデンは 1999年のボローニャ宣言時より

ボローニャ・プロセスに参加し、そのモデルケースとも称えられる国である。また、2011

年より欧州経済圏（EEA, European Economic Area)1外の学生に対する授業料の有料化が始

まり、留学生の大幅な減少が懸念されている。 

 

① スウェーデンにおける高等教育の国際化、学生交流の状況、企業との連携状況 

＜スウェーデン政府の取り組み＞ 

 スウェーデンは 2009年の下半期、ヨーロッパ共同体の議長国として、EU内の連携強化に貢

献している。この連携強化はスウェーデンの対 EUの基本的立場で、スウェーデンはボローニ

ャ・プロセスの強力な推進国として、国内の高等教育機関のボローニャ・プロセスへの適応

を進めてきている。これはボローニャ・プロセスが高等教育の国際化に大きく貢献すると考

えているからである。例えば、高等教育の 3⋅2⋅3 制化、7 段階の成績の導入などを推進し、EU

内での、ボローニャ・プロセスの最も、進んでいる国の一つである。 

近年スウェーデンの近隣諸国が徐々にEEA諸国外からの留学生の受け入れを有料化したこ

とにより、スウェーデンの、特に修士プログラムへの入学を希望するEEA諸国外からの申請が

増大し、申請の処理にかかる経費も増大した 2。この結果、スウェーデンもEEA外からの学生

の留学有料化を法令化するための手続きを国会で採択し、2011 年秋から実施する計画が建て

られた。実施に関しては、金融危機などで、国会での採択が遅れ、また全国学生連合の強い

反対（彼らの一番大きな懸念は、これまで値段のなかった高等教育に値段が決まることは、

将来スウェーデン人学生への授業料負担の第一歩となるということであった）などで 2011年

が危ぶまれていたが、超党派での支持があったため、2009 年秋に可決され、現在実施に向け

て文部省、大学庁また各大学で準備が急テンポで行われている。この新法案には、開発途上

国からの優秀な学生を有料化の後もスウェーデンに招聘できるように新たな奨学金制度が含

まれることになっているが、その規模や形式は未定である。2010 年秋に各大学から学科別の

授業料が提出された。この授業料は実質経費だけで，利益を計上してはいけないという指示

が政府から出されている。 

                                                   
1 欧州経済圏 EEAは 1994年に EUの欧州自由貿易連合（EFTA, European Free Trade Association) に関す

る協定に基づき設立された。EEAでは、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーなど、EUに正式

加盟していない諸国にも、EU諸国と同等の権限と義務を与えている。 

2 KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY “ANNUAL REPORT 2008”, pp.16−18 

http://www.kth.se/om/policies/1.9709?l=en_UK (Visited on Jan. 20, 2011) 

http://www.kth.se/om/policies/1.9709?l=en_UK
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先に述べた近年の留学希望者の増大は高等教育機関だけではなく、留学生を取り囲む種々

の公共機関にも色々な影響を及ぼしている。社会保障、特に医療の分野や、滞在許可や労働

許可などを認可する公官庁などの情報交換がうまくいかず、留学生が必要な救急医療を受け

られなかったケースなどが起った 3。 

 これを受けて、2008年 12月にスウェーデン政府は教育省の提案で、高等教育の国際化に関

与する公官庁間の連携を強化し、また高等教育機関との関係を密にすることを目的として、

「高等教育国際化のためのフォーラム」を設置した。このフォーラムは、高等教育庁、EU プ

ログラムオフィス、CSN（教育経済援助局）、発展政策評価分析局、法務省、教育省、外務省、

各高等教育機関、 移民局、スウェディシュ・インスティテュート、学生協会連合、STINT （高

等教育及び研究国際連携基金）及び VHS（高等教育機関公共サービス局）の代表から構成され

ている。現在までに３回会合を持ち、その議事録は、スウェーデンの公務公開性の原則によ

り、インターネット上に公開されている。 

協定による交換留学生は、上記した高等教育有料化の法案で、例外の一つとされている。

これはもちろん高等教育の国際化を促進するために重要な例外で、スウェーデンの高等教育

機関では、多くの機関が交換留学を促進している。ただ近年、上記の法案の実施を前に、学

生交換の協定を過去の実績に即して見直そうという動きが活発になった。理由は経済的なも

のである 4。 

 

＜スウェーデンの学生交流状況＞ 

学生の交換留学の最近の傾向としては、スウェーデンへの留学生は増大化の傾向が続いて

いるのに比べて、スウェーデンからの派遣交換留学伸び悩んでいる。スウェーデンへの受入

交換留学生の多くはエラスムス計画によるEU内からの学生である。特にドイツ、フランスが

多く、スペインが続く。近年アジアからの学生が増加してきており、その多くは中国、イン

ド、パキスタンなどからである 5。 

                                                   
3 スウェーデンでは、基本法で、救急医療をすべての人に保証しているが、何を救急医療と認定するかは明確

に規定されていない。また学生滞在許可書を有するものの医療についても不明瞭な点が指摘されている。 

4 スウェーデンでは教育は高等教育まで原則的に無料である。高等教育機関は学生が一学年度で取得した

成績のポイント数から換算される金額を国から支給される。EEA外からの学生の高等教育を有料化するに

あたって、方針として政府は実質の経費を学費として徴収することを基本案としている。これも何を実費

とするかで、意見がわかれている。交換留学がこの法案の対象外となっているのは、交換留学である以上、

EEA外からの交換留学生一人を受け入れるにあたっては、スウェーデンからの学生が一人替わりに外国で

教育を受けることになるという試算があるからである。が、しかし、政府は留学中のスウェーデン学生が

海外で取得したポイントを経費計上のために互換する際に 100％ではなく、50％にするべきだと指摘し、

これによって、各高等教育機関の内部では、一対一で補われるはずの EEA外からの交換留学生の費用をど

う歳出するかで、論議を醸し出している。このために、従来からの交換留学の協定の見直しが行われてい

る。 
5国立統計局高等教育機関統計 Internationell mobilitet i högskolan läsåret 2007/08 

http://www.scb.se/Pages/PublishingCalendarViewInfo____259923.aspx?PublObjId=10880 

(Visited on Jan. 20, 2011) 

http://www.scb.se/Pages/PublishingCalendarViewInfo____259923.aspx?PublObjId=10880
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スウェーデンからの派遣交換留学が減少してきている理由については、以下の見解がある。

減少が著しいのは EU 内の交換留学であるが、フリームーバーとして、例えば英国で学士教育

を受けるスウェーデン人の数は、少しではあるが増加している。また EU外の交換留学も増加

している。EU 内の交換留学が減少している理由には、スウェーデン人学生の英語以外のヨー

ロッパ言語の能力低下がよく指摘される。留学先でその国の言語での講義に参加できる言語

能力がない以上、英語圏国以外に留学する意味がないと考えられて交換留学が避けられてい

るという意見である。これは結果分析であって、調査結果ではない。 

スウェーデン政府としては、この傾向を高等教育の国際化の障害とみて、各高等教育機関

に交換留学の促進を促している。しかし、この交換留学促進には大きな壁がある。注 3 に説

明されているような経費の構造は、各高等教育機関内でも、本部からそれぞれの学部への経

費配分の際、交換留学に否定的に働く。なぜならば学部学生が、5年間（学部 3年+修士 2年）

の工学教育課程中ずっと所属している学部でポイントを取得すれば、学部への予算が増える

からである。この結果、大学本部と学部との間には交換留学に関しての意思の疎通が生まれ

ている。この問題はあまり公式レポートで取り上げられることがない。 

 

＜スウェーデン王立工科大学 KTHの事例＞ 

首都ストックホルムに位置するKTHは従来から国際交流に活発な教育機関である。大学運営

の基本の一つにも、国際性豊かな大学を目指すとされている。研究活動も国際的に行われて

いるし、キャンパスも国際色豊かである。学生の国際交流をさかんにするためにいろいろな

取り組みが行われている。KTHの国際交流には、大学本部で行われる部分と各学部で行われる

部分がある。大学本部の国際交流は国際課が、各学部では国際コーディネーターが職務を担

当している。国際課は主に交流協定書の作成やエラスムス・ムンドスのコーディネーション、

また教職員の国際交流、交際交流に関する学部間の調整などを行っている 6。 

留学生（派遣交換学生も受入交換学生も）と直接接触するのは、各学部の国際コーディネ

ーターである。現在 KTH は 2002 年に国際課で構築された DIAK という国際交流用データベー

スを活用して、国際交流の運営管理を行っている。所属大学から正式に KTH への交換留学を

許可された学生は直接このデータベースに留学申請をする。この留学申請により、同時に学

生寮とスウェーデン語コースの申請がなされる。この申請はそれぞれの学生が所属すること

になる学部のコーディネーターに送られ、それ以後の通信はコーディネーターから行われる

ことになる。このコーディネーターは学部の学務担当者と密接な関係で仕事をしている。 

このデータベース DIAKへの留学申請は、そのままデータとして保存され、活用されている。

このデータベースの問題点は KTHからの派遣交換留学生のデータが完全ではないことである。

これはデータベースの構造上の問題というより、KTHの国際交流の管理運営の問題で、データ

ベースへのインプットが完全に行われていないからである。特に学生が修士論文プロジェク

トを海外の協定校で行う場合、国際コーディネーターを通さずに行われる場合があり、デー

                                                   
6 KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY前掲書 pp.16−18 
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タベースにインプットされないことが多い。 

 学生ユニオンにも国際交流担当がおり、留学生歓迎活動を管理運営している。担当者は一

年任期で、任期中は国際課や国際コーディネーターと共同でいろいろなイベントを行ってい

る。また各学部にも国際交流担当の学生が幾人かいる。KTHに交換留学してきた学生には必ず

一人後見人学生（スウェーデン語で、ファデル≡後見人と呼ばれる）が付く。この後見人は留

学生の日常生活支援や情報提供などを個人ベースで行う。 

 表 1は、学費徴収が発表される前の 2010年と発表後の 2011年の、EEA外からの修士課程

への申請者数の変化を示している。学費徴収が適用される EEA外諸国からの申請者数が激

減しており、減少幅は、国際コース群で大きいことがわかる。今後、申請者源により廃止

されるプログラムが出てくれば、学科や学部の存続、ひいては大学経営にも大きな影響を

与えることになる。 

日本の短期留学プログラムは、協定校との学費相互不徴収協定に基づき、協定校からの参

加学生に対して、無料で実施されるものが大多数であるが、今後は、関係予算の縮小に伴い、

プログラムの有料化に踏み切る事例も多くなると予測される。スウェーデンの学費有料化に

対する留学生の反応は、日本にとって貴重な示唆を与えている。 

 

表 1.EEA 外からの申請者数の推移（2010年と 2011年） 

修士課程 2011    25094  

修士課程 2010    91788  

変化割合        -73% 

上記の内、 

国際コース群 2011  5772  

国際コース群 2010  40429  

変化割合   -86% 

 

表 2 は、EEA を含めた、国外からの申請者数上位国の変化を示している。2011 年の修士

課程申請者の上位国にドイツ、英国、米国が入ったこと、国際コース群の上位国に英国が

入ったことは、授業料有料化の影響が表れていると考えられる。また、エチオピアやバン

グラデシュなどの低開発国が上位に入っているのは、スウェーデン国際開発機構(SIDA, 

Swedish International Development Agency)と連携した国際協力プログラムやエラスム

ス・ムンドゥス計画等による奨学金受給者が多いためではないかと推定される。 
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表 2.申請者数上位国の変化 

上位 修士課程 2011 修士課程 2010 

1 Ethiopia Pakistan 

2 Pakistan Bangladesh  

3 Bangladesh India 

4 Iran Nigeria 

5 Germany Iran 

6 China China 

7 India Ethiopia 

8 Great Britain Ghana 

9 Nigeria Cameroon 

10 USA Turkey 

  

上位 国際コース群 2011 国際コース群 2010 

1 Nigeria Pakistan 

2 Pakistan Nigeria 

3 Ethiopia Bangladesh 

4 Bangladesh Cameron 

5 Iran  Iran 

6 Ghana Ethiopia 

7 Cameroon Ghana 

8 Kenya India 

9 Great Britain China 

10 India Nepal 

  

  

＜リンシューピン大学の事例＞ 

リンシューピン大学は、ストックホルム南方約 200 キロに位置する中堅大学で、学生数

は 27,600 人とスウェーデンの大学としては最大規模であり、設立は 1975 年と比較的新し
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いものの”innovation and cooperation across boundaries”（境界を越えた革新と協力）

を合言葉として、国際化にも積極的に取り組んでいる 7。スウェーデン政府によって、国際

化が進んだ 3 大学の 1 つとして表彰されたこともあり、2008 年 9 月の訪問時には、教職員

に、次の 8 つの国際化方策を記載した”Internationalization 2006-2011”というリーフ

レットを配り、全学を挙げて国際化を徹底する取組みを行っていた 8。 

＜リンシューピン大学の 8つの国際化方策＞ 

1) LiU will enhance relations with prioritized universities.リンシューピン大学は、

優先度の高い大学との関係強化に努めます 

2) LiU will increase international mobility of undergraduate and graduate students, 

faculty and staff with the purpose of increasing the quality of education and 

research リンシューピン大学は、教育と研究の質の向上を目的として、学部・大学院

学生および教職員の国際移動を増加します 

3) LiU will develop new Joint Master’s Program (JMP) 

リンシューピン大学は、新しい共同修士プログラムを開発します 

4) LiU will reduce organizational as well as economic barriers to faculty members’ 

work period abroad 

リンシューピン大学は、教員が海外で働く期間の組織的、経済的障害を減らします 

5) LiU will have a greater variety of courses given in English and other languages 

in order to make our university more international 

リンシューピン大学は、大学をより国際化するため、英語や他の言語による授業の種類

を増やします 

6) LiU will increase the amount of teachers well qualified to teach in English 

リンシューピン大学は、英語で教えることのできる教師を増やします 

7) LiU will work professionally and comprehensively with the reception of incoming 

students, faculty and guests. 

リンシューピン大学は、留学生、外国人研究者および訪問者への対応を、プロフェッシ

ョナルに、また、総合的に実施します 

8) LiU will develop STARS as a method of quality evaluation and follow-up for 

participants in mobility activities 

リンシューピン大学は、学生交流活動の参加者の質的評価やフォローアップとして、

STARS（交換留学生の留学評価レポートデータベース）を開発します 

  

これら 8 つの国際化方策は、国際化の優先部分を定め、国際的学生交流と教職員交流の活

発化、授業の英語化・多言語化を行うことと、そのための支援を、明確に打ち出している。

                                                   
7 About LiU  http://www.liu.se/om-liu/?l=en (Visited on Jan. 20, 2011) 
8 2008年 9月 8日の工学部国際担当の Prof. Janerik Lundquist及び国際コーディネーターAnna Andersson

氏へのインタビューに基づく。 
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スウェーデンは、人口が少ないことから、英語による放送や書籍に小さい時から親しみ、教

育の英語化、国際化が進んだ国だが、そのような有利な状況にかかわらず、これだけ積極的

な国際化政策を進めていることは、注目に値する。 

国際化の体制としては、各学部に international coordinator や Director of Study

（administrator）が置かれ、また、中央の international office には、受入れ 2 名、送

り出し 2 名、班長 1 名の学生交流グループが配置され、互いの情報共有と国際化の推進に

努めている。この他、国際関係担当副学長及び全学の International coordinator(教員)、

各学部長、国際課によって構成される SAINT (Strategic Alliance International)という

会合が 1学期に 1-2回程度開催され、国際化の戦略を話し合うという。 

 

表 3.リンシューピン大学からの派遣学生数（近年のデータが左） 

     2006/2007 2005/2006 2004/2005 

Institute of Technology      172  195  211 

Faculty of Arts and Sciences  193  179  172 

Faculty of Health Sciences  37  44  58 

Faculty of Educational Sciences* 18  -  - 

（* 2004/2005 と 2005/2006 には、Faculty of Educational Sciences は Faculty of Arts and 

Sciencesの一部であった。） 

表 4.リンシューピン大学からの派遣学生の内、EEA外諸国への派遣人数（近年のデータが左） 

     2006/2007 2005/2006 2004/2005 

Institute of Technology   46  62  58 

Faculty of Arts and Sciences  42  48  52 

Faculty of Health Sciences  20  26  22 

Faculty of Educational Sciences* 4  -  - 

  

表 3はリンシューピン大学からの派遣学生数を、表 4は、その内、EEA外諸国への派遣人数

を示している。国際化推進にもかかわらず、派遣学生数が減少傾向にあり、EU 以外の国への

派遣も減っており、これは、上述のスウェーデン全体の学生交流の傾向と一致していること

がわかる。EU 以外の国で派遣留学者数が多いのは、オーストラリア、ニュージーランド、中

国、日本とのことであった。派遣留学中は、学生に定期的な報告を義務付け、STARS（交換留

学生の留学評価レポートデータベース）でモニターしており、日本留学は「今のところ評判

がよい」「日本との学生交流をもっと拡大したい」との回答であった。 

また、交換留学生の受入れについては、2008 年 9 月時点で 662 名を受入れ、春には 250

名を受入れる計画とのことで、派遣よりも受入れが多くなっている。EU外からの学生は 10％

とのことであった。工学部(Institute of Technology)では上記 662 名の 6 割に当たる 415

名を受入れるとのことで、その理由としては、英語による授業が提供されている国際大学
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院コースが充実していることが挙げられていた。 

受入れ交換留学生の住居については、330 の学生用住居を不動産会社と契約し、EU 外の

学生には、優先的に入居できるシステムを取っている。 

入学時にきちんとしたオリエンテーションを行うと共に、電話会社と提携し、無料の携

帯電話プリペードカードを配ることと引き換えに、留学生全員の電話番号を把握し、緊急

時への対応に備えている。更に、入学後の 1ヵ月間、Erasmus Student Network (ESN)と協

力して、さまざまなイベントが開催されている。同大学の ESN には、15 名のスウェーデン

人学生がボランティアとしてかかわっている。なお、オリエンテーションと留学生支援を

担当する職員は、13カ月の契約職員であった（1カ月は引き継ぎ機関） 

また、スウェーデン人学生が peer studentとなり、交換留学生の来日前から必要な情報

を提供し、生活等のサポートを行う“Peer System”がある。peer studentは、派遣留学の

選考時に有利にカウントされる他は、無給のボランティアであるが、留学生と知り合いに

なりたい、というスウェーデン人学生が応募するとのことであった。この他、大学の文化

言語学科が、スウェーデン人学生と留学生が、スウェーデン語と彼らの言葉を互いに教え

合うタンデム・プロジェクトをサポートしている。 

大学国際室の学生交流グループ担当者は、毎年 3～5 月頃に交換留学生と個別に面談し、

彼らの問題についてヒアリングした結果をレポートにまとめ、上層部に報告するという。 

国際化に対しての積極的な取組みに加え、モニタリング・評価を組み込んだ、効率的な

マネジメントが印象的であった。 

 

＜企業との連携＞ 

企業との連携に関して、政府、教育省も連携の強化を提唱している。特に理工学系の場合、

産学連携の研究プログラムは高等教育機関にとって経済的に重要なリソースである。 

スウェーデンでの産学連携の特殊なケースに Nationella Exjobb-poolenと呼ばれるホーム

ページ（http://www.xjobb.nu/Start/）がある。これは、修士論文プロジェクトの機会を与

える学生を誘致したい企業と修士論文のテーマを探している学生をマッチイングさせるため

のリソースプールで、参加企業はプロジェクト毎に、また参加高等教育機関は少なくとも大

学毎にそれぞれコンタクトパーズンを指定し、学生はホームページから興味のあるプロジェ

クトを探す。企業により提供される条件は有給無休などいろいろだが、学生にとってはプロ

ジェクト終了後、その企業に就職するなどの可能性を含んだ魅力あるプログラムである。 

また、KTHでは、留学促進のための留学フェアで、スウェーデンの大手企業の人事担当者な

どに、海外留学体験のメリットを話してもらうことを行っている。 

 

② KTHにおける交換留学生へのインタビュー結果 

＜日本への交換留学参加学生のインタビュー＞ 

KTH から日本への交換留学をした学生の一部に個人インタビューをしてみた。 

http://www.xjobb.nu/Start/
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学生１、男性、東京の大学に 2007年 10月から 2008年 8月まで交換留学 

日本語は KTH で初級前半を終了、日本の大学では、システムデザインを専門として、登録

した 10 講座中 8 講座は合格したが、2 講座は単位取得に失敗した。その理由は、一講座は完

全に日本語で教授されていて理解できなかったし、もう一つの講座は英語で教授されていた

が教科書が日本語で理解できなかったという。講座のレベルはどれも期待にあっていたとい

う。帰国後成績互換で 48ポイント（一年修学で通常 60ポイント）所得している。 

留学満足度スコア 全体  85％ （満足度最高 100％） 

   所属大学 80％ 

   講座  70％ 

   日本語教育 60％ 

 

学生 2、男性、東京の大学に 2007年 10月から 2008年 8月まで交換留学 

日本語は KTH で初級前半を終了、留学を開始する前に東京の語学学校で 2 ヶ月間日本語の

勉強をしてから、交換留学を開始した。航空力学専攻。専門関連の 6 講座と日本語講座を 4

つ履修し、成績取得。専門関連 6 講座のうち、秋学期に取得した 4 講座は英語で講義が行わ

れていたが、春学期の 2 講座は日本語の講義。このうちの一つはチューターからの援護が、

もう一つの講座が英語版の教科書があった。講座のレベルに関してはほとんどが満足のいく

レベルだったが、しかしいくつかの講座の担当教授の英語のレベルに問題があったという。

帰国後成績互換で 51 ポイント取得している。 

留学満足度スコア 全体  90％ （満足度最高 100％） 

   所属大学 85％ 

   講座  60％ 

   日本語教育 90％ 

 

学生 3、女性、地方の大学に 2008年 10月から 2009年 8月まで留学 

日本語は KTHで入門程度を終了、交換留学では短期留学のパッケージプログラムを選んだ。

KTH で２年終了後の留学だったが、プログラム中の講座のレベルは低かったという。また講座

や研究室の教授スタッフや一般学生の英語能力が低く、あまり交流ができなかったという。

しかしその中で、クラブ活動は、社会活動としても非常に有意義だったという。帰国後単位

互換で 20ポイント取得。これは交換留学がパッケージプログラムだったからで、本人も留学

前からこれを承知していた。 

 

＜スウェーデンへの交換留学参加学生へのインタビュー＞ 

スウェーデンに留学してきた日本人留学生は、大まかに本人の希望で留学したか，また指

導教官からの勧めで留学したかの 2 グループに分けられる。 本人の希望で留学した学生は、

就職する前に海外滞在経験をしたかったという動機が多く、指導教官からの勧めの場合は、
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特殊専門技能の習得が動機となっている。 

多くの日本人学生はスウェーデン、または KTH が第一希望ではなかったと正直に語ってい

る。ほとんどの学生が、それにもかかわらず、スウェーデン留学をかなり高く評価している。 

ネガティブな評価としては、ストックホルムの物価が高いことで、これはよく学生から指

摘される。これは日本の方が物価が高いとスウェーデン人一般が思っているので、伝えると

びっくりされる。この指摘には、学食が大学外の外食と比べてほとんど代わらないほど高い

こと、また寮費が、日本の大学から提供される寮の費用より高いことも含まれている。 

日本人学生からの意見に帰国後の単位互換の問題があるが、ほとんどの学生は留学を決め

る前から納得してきていることで、彼らの言によれば、自分はそれでも留学を選んだが、単

位互換ができないので、留学を諦念するものをいるだろうということであった。また日本の

就職活動の状況から，留学時期を学士課程後期、修士課程中に見いだすのが難しい事も指摘

された。 

 

＜日本への短期留学についての交換留学担当コーディネーターの意見＞ 

報告者は 2003年から 2007年まで、KTHで日本語教師と国際課でのコーディネーターを兼任

してきた。この間 EU-Japanプロジェクト（EUと日本の高等教育機関の間の協力を深めるため

のプロジェクトで、日欧それぞれ 3 校以上でコンソーシアムを形成し、交換留学や共同研究

を促進する）の応募や日本との交換留学や交流のコーディネートを担当し、多くの貴重な経

験をさせてもらった。 

報告者が国際課の仕事に就任したとき、一般日本の大学との交換留学は難しいという意見

があった。そのため、日本との交流を促進するには日本人かまたは日本語堪能な日本事情に

詳しい人材が必要だという見方も生まれた。このため、報告者の国際課での仕事は、交流を

促進するだけでなく、このような意見をなくすために、日本との交換留学をある程度マニュ

アル化し、各学部の国際コーディネーターの仕事をしやすくすることだと考えた。日本語が

できなければ、日本との交流がスムースに運ばないと思われることは今後の国際交流の大き

な妨げになると思ったからである。この問題は日本の高等教育機関の関係者の英語でのコミ

ュニケーション能力の著しい向上により、解消しつつあると思う。 

ただ、未だに残る問題は日本の高等教育機関での英語で教授される講座の情報が入手しに

くいことである。多くの大学のホームページでもこの情報は探しにくい。英語で教授される

講座のリストがあっても、講座のレベルや受講資格等が提示されてないと、学生はガイダン

スなしでは，講座を選ぶ事が難しい。これに関しては、ある程度整備統一された講座情報シ

ステムができる事が望まれる。 

日本との交流に関しての KTHの課題は、日本からの留学生の誘致である。 博士課程の学生

を増やすこと、また日本での留学フェアで KTH の宣伝をすることなど、いろいろな取り組み

が考えられている。今年は東京大学経済学部から多くの学生が、産業経営学の勉強に KTH を

選んできてくれた。これは数年前からのプロモーションの結果ではないかと思う。 
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③ スウェーデンにおける日本語・日本文化の普及と交換留学 

 

 スウェーデンでの日本語及び日本文化への興味は、1990 年代終わりに懸念されたような急

速な減少はなく、現在もかなり大きい。これは日本が有する科学技術と、漫画アニメを中心

としたポップカルチャーに負うところが多い。そしてこれらの要素がどれも若い世代を引き

つけるものであることから、高等教育でも日本語は受講者数の多い言語となっている。 

 特に理工学系の学部では、日本に留学を希望する学生は多く、かれらは日本留学を幼少時

からの夢だったと語る。 

 日本語教育に関しては，1980 年代から国際交流基金を始め、多くの機関で外国語としての

日本語教育の研究が進められ、現在は研究成果や教材開発などの面で、多くの成果があげら

れている。まだインターネットの普及に伴い、リアルタイムでの情報収集が瞬時にできる現

在、学習者は自ら日本事情を学べる。 

 このような状況だからこそ、今後の課題として、提示したい事がある．それは日本語を学

びながら日本留学を希望するスウェーデンの若者に毎日接している者としての、当然の疑問

でもある。今の日本にこのようなスウェーデン（もちろんスウェーデンだけでなく）の若者

を、完全ではないでけど日本語を解し、日本を好きで，できれば日本で働きたいと欲してい

る若者を受け入れる体制をどのようにつくるのか、である。              

 

<参考資料＞ 

高等教育機関庁統計 

http://www.hogskoleverket.se/statistik/statistikomhogskolan/grundochavance

radniva/grundutbildning.4.6df71dcd1157e43051580002553.html?struts.portlet.

action=/nudev/resultat&sv.url=12.6df71dcd1157e43051580002562& 

 

http://www.hogskoleverket.se/statistik/statistikomhogskolan/grundochavanceradniva/grundutbildning.4.6df71dcd1157e43051580002553.html?struts.portlet.action=/nudev/resultat&sv.url=12.6df71dcd1157e43051580002562&
http://www.hogskoleverket.se/statistik/statistikomhogskolan/grundochavanceradniva/grundutbildning.4.6df71dcd1157e43051580002553.html?struts.portlet.action=/nudev/resultat&sv.url=12.6df71dcd1157e43051580002562&
http://www.hogskoleverket.se/statistik/statistikomhogskolan/grundochavanceradniva/grundutbildning.4.6df71dcd1157e43051580002553.html?struts.portlet.action=/nudev/resultat&sv.url=12.6df71dcd1157e43051580002562&
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2. 日本の大学における短期留学と国際化の現状分析 

 

(1) 大阪大学の事例 

近藤佐知彦 

 

① 大阪大学の G30と非正規生受入れ 

大阪大学の国際化拠点整備事業（G30）では、人間科学部の「人間科学コース（10 名）」、

理・工・基礎工三学部合同の「化学・生物複合メジャーコース（20名）」の学部英語コース

新設とともに、大学院でも既存 4 コースに更に二つが新規追加される。また、いわゆるワ

ンストップサービスであるサポートオフィスの拡充により、ビザ・宿舎、そして、キャリ

ア形成支援など、留学生フレンドリーな学内環境を整え、学部研究科に入学する留学生数

も増やすとしている。これらは正規生の多様化を図り、いわば留学生増のための「正面突

破」の策戦である。 

しかし大阪大学の留学生数は、現在 1600人にすぎない。それらの施策だけでは、2020年

に 3000 人、と設定した受入れ目標には遠く及ばない。そのギャップを埋めるため、毎年複

数の非正規生向けプログラムが開発されることが想定されている。その上、それらに参加

した学生から相当数が研究科に還流することまで計算に入れ、ようやく 3000 人に達する。

つまり「正面突破」と並んで「搦め手」である非正規生が、留学生数の底上げ、および大

学（院）還流の導入部として構想されている。 

その点について、日本学生支援機構の奨学金特別枠で運用される短期留学プログラムで、

理工系留学生を適切な研究室に配置する FrontierLab@OsakaUが一つのモデルである（詳し

くは月刊『留学交流』2009年 1月号参照）。研究室経験（ミニ卒業研究）という理工系教育

の日本的真髄を提供しつつ、ＥＣＴＳ（European Credit Transfer System）と本学単位の

換算を工夫するなど、国際標準への目配りをおこなった。現在理工系部局への「正規生予

備軍」をホストする意味で、心強いプログラムに育ちつつある。その他にも英語プログラ

ム OUSSEPや日本語日本文化専修プログラム Mapleなどが運営され、大阪大学の非正規生受

入れのプログラムには、すでに一定以上の多様性と実績とがある。 

ただしこれら従来型のプログラムの枠組みは、開発運営に相当のコストがかかる。それ

ら「短期留学」プログラムの多様化と質の維持に不断の努力を続けつつも、高く掲げた数 

値目標下での費用対効果も考慮する必要がある 

 

② 大阪大学の「超短期」の根幹 

大阪大学は 2008 年度には「大学改革等補助金（大学改革推進事業・大学教育の国際化加

速プログラム）」の助成を受け「二一世紀型『超短期』受入れプログラムの開発」と題する

プロジェクトに取組んだ。この『超短期』とは、留学ビザが必要な『短期』の非正規生受

入れではなく、3カ月未満で学修・研究が完結し、留学ビザを要しない非正規生受入れを指
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し、冬期や夏期の休暇期間中のプログラムなども含まれる。 

本企画の背景には、部局のイニシアティブによって、様々な非正規生受入れプログラム 

が同時多発的に整備され、総合大学・研究型大学院大学としての大阪大学の魅力を向上さ

せる、というビジョンがあった。部局に新たなプログラムを考えていただく以上、設計に 

かかるコストは低く抑えねばならない。教育研究資源を有効に使うため、効率的なプログ 

ラム運営が望ましい。そこで『超短期』という枠組みを整備し、部局にプログラム創成を 

促す必然性が生じてくる。 

もちろん休暇期間中の集中プログラムなど『超短期』に類する非正規生受入れには、国 

内他学に多くの先行事例がある。本学と同時期の 2008年度に大学改革補助金を受けていた

企画でも、九州大がタイで実施する AsTW や、自動車工学に焦点を当てた名古屋大の NUSIP

など、意欲的な取組が目白押しであった。もちろん私立大学において、従前より様々なプ

ログラムがあることは承知している。その種の企画に後発の大阪大学が、あつかましくも

「二一世紀型『超短期』」を称したのは、開発運営コストを縮減し、部局先導でのプログラ

ム開発を支援することを主眼としたためである 

 

③ 願書手続きオンライン化と運営支援のシステム化 

『超短期』を含む非正規生が将来の正規生だとすれば、「一粒で二度おいしい」わけで、

受入れ数値目標達成にも有利に働く。また、学部・研究科にとっては、未来の正規生をホ

ストする意気込みがあれば、あらたな非正規生向けプログラムを創設するインセンティブ

ともなる。その結果、提供されるプログラムは各部局の実力と魅力を伝える品質となり、

競争力があるプログラムが花盛り、という活況が期待できる。筆者らはその実現のための

鍵が、非正規生向けプログラムの「パッケージ化」と「差別化」であると考えてきた。 

さいわいにも G30採択が決まったのに伴い、初年度は人件費にゆとりがあることもあり、

多少の設備費を使うことが許される。そこで『超短期』に関する企画を前進させるととも

に、学内に普及させるため、次のような取組を行った。 

①  非正規生出願システムのｗｅｂ化 

② 参加費徴収のクレジットカード化 

③ プログラム運営のための支援システム構築 

④ 宿舎の開発 

⑤ 新規のプログラムの企画立案と部局への提案 

まず①から③を中心に報告をおこなう。 

 G30による予算配分を受け、大阪大学の非正規生向けプログラムのために①から③を一体

で運用できるシステムを開発し、紙ベースの願書受付を 2010年度からは webに置き換えた。  

 また、参加費納入にかかるリスクと手間を最小化するため、カード使用を標準と定め、

2009 年度末に開かれるプログラムから運用を開始。そして各部局の先導で作られるプログ

ラムも含め、運営実務にかかる支援システムを提供することにした。 
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すなわち； 

① パッケージ化と差別化を通しての大学ブランド向上 

② 願書の受付業務自動化 

③ 参加費納入についてのクレジットカード使用 

④ 合格証・修了証や送り状など必要書類の発行自動化 

⑤ 参加者ＩＤの発行と、ＩＤへの出欠確認機能の附与 

⑥ 図書館カード、サイバーメディアセンターＩＤ発行との連携 

⑦ 来日便確認など、参加者の予定や動静の確認・把握 

といった欲張りな仕様を盛り込んだシステムが必要となる。 

願書受付の web 化といった仕事は、我々にとって未知の分野である。そこで既存のシステ

ムをベースとして大阪大学向けにカスタマイズし、それに加えて①項から⑦項までの幅広

い分野をカバーする機能を付け加えた仕様書を作成した。 

なお当初は非正規生向けシステムとして開発されたが、早くも 2010は G30コースのため

にもカスタマイズされ、正規生を対象として使われた。従ってベースとなるシステムの信

頼性や実績、効率そして発展性を十分に見極めた上で、共同開発となった。 

 

④ 運営側から見たパッケージ化と差別化 

本システム導入の第一の目的は、各部局の非正規生向けプログラム開発者・運営者の負

担を軽減することにある。部局はカリキュラム設計と授業、そして来日後の学生ケアに集 

中していただき、運営諸業務については、出来る限り自動化させたい。 

前掲①項に関しては、各種のプログラムが大阪大学ブランドの下にまとめられることに

より、協定校担当者との通信などが効率化され、交換留学プログラムの協定数管理や、複

数プログラムにまたがった交換留学候補者について、在籍校コーディネーターによる推薦

順位が明確化されるなど、現在交換留学受入れ事務で頭を悩ましているいくつかの問題が

クリアになる。 

正規生の願書受付（②項）については、入試業務等との関わるため、一朝一夕にことは

進まない。しかし将来的には web 化は必然でもある。同様にカードによる諸経費納入（③

項）は、異なった通貨圏からの納入を公平にさせるという観点からも必須となる。当面は

非正規生向けの願書受付の web 化・費用納入のカード化を先行させ、世界標準へのパイロ

ットスタディとして、将来の正規生への利用拡大も考えつつ、利害得失や問題点を把握す

ることにしている。 

さて、学生を教えることは楽しい、という教員が大部分だろう。カリキュラムの考案も

各人の専門性が活かされる仕事かもしれない。しかし先に掲げたような事項について、す

べてを自分で処理しつつ独自のプログラムを創設せよ、と各研究科の教員が命じられると

すれば、それは酷である。②から⑦といった仕事についてのパッケージが提供されれば、

部局ではカリキュラム考案、講義そして学生対応に専念できる。 
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その一方で、いくつかのテンプレートが用意されれば、管理者権限で IDや書類のデザイ

ンを変えるなど、関係者のセンスを活かしながら、プログラム間において差別化を図るこ

とも可能である。 

なお実際にプログラムを運営すると、予想もしないことがおきる。一例を挙げれば『超

短期』プログラムで参加学生の出席管理を行うこと（⑤項）の困難と重要性について、『短

期』プログラムでの経験しか持たない筆者らは、比較的浅い認識しか持っていなかった。 

しかし試験的に『超短期』プログラムを運営してみると、数週間で授業が終わってしま

うプログラム群では欠席者の特定などが難しいことが判ったため、出席管理機能をもたせ

た IDカードの作成を支援システムの重要な機能の一つに含めることに決めた。 

これまでに多少なりともプログラム運営経験があったとしても、この有様である。 

非正規生受入れを本来の業務としない先生方や部局担当者にとって、新プログラムの設

立運営は未知の業務となる。慣れない仕事で苦労する部分について、筆者ら国際教育交流

センターなどのノウハウを詰め込んだパッケージを用意して支援する。 

その結果として、同時並行的に複数の非正規生向けプログラムが学内で開発運営される

ことが期待されている。 

 

⑤ 学生から見たパッケージ化と差別化 

前述のストーリーに従って、大阪大学内に次々と非正規生向けプログラムが創設された

場合、プログラムが百花繚乱となり、大学の魅力を高めることはいうまでもない。それぞ

れに関する情報を「大阪大学ブランド」の下にまとめ（パッケージ化）、特徴などを明記し

て、ポータルや印刷物を通じて、適切な学生を適切なプログラムへと誘導する（差別化）

ことも重要となる。 

応募者が、大阪大学自体や、それぞれのプログラムの特徴について十分に承知した上で、

ニーズに適合したプログラムを能動的に選択するプロセスを提供することで、参加学生の 

やる気を引き出すことにつながる。またブランドを向上・確立させるためにも大事なポイ

ントだと考えている。 

プログラム参加費のオンライン決済も学生にとっては大事なポイントとなるだろう。親 

名義カードなどの決済も認める方向で調整しており、これらの措置で参加費納入の手間を

下げ、また、参加者間の公平な納入が行われることが見込まれる。 

そして何よりも、学生達が最初に接する願書受付システムの高度化は、大学の第一印象

を左右する。国内外の一流大学に負けない機能的でユーザーフレンドリーなサイト設計を

行って、他学との差別化を図ることも重要だ。 

最初のポイントに立ち返ると、それぞれの非正規生向けプログラム参加者が正規生への 

リクルート対象者として位置づけられることを忘れてはならない。前記①－⑦といった

運営支援システム導入の結果、プログラム管理者や講義者が、教育活動へと集中できる環

境が整えられる。結果として、プログラムの質が高まり、参加者の大阪大学の研究教育レ
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ベルへの認識が深まれば、今後の優秀な正規生獲得へのチャンスが増大することになる。 

 

⑥ むすびに代えて（科研報告書への加筆） 

 本稿は日本学生支援機構発行の「留学交流」誌（平成 22年 1月号 12-15頁）に掲載され

た「大阪大学の留学生リクルーティング戦略：非正規生から正規生へ、パッケージ化と差

別化を通して」と題した記事に加筆修正したものである。ちなみにオリジナルの記事を書

いた平成 21 年 10月期の 1500人弱から、学内では国際教育交流センター企画による 2プロ

グラムの他に、他部局との合同プログラムや、夏休み医科研修プログラムまで、3部局ほど

で独立の「超短期」プログラムが企画され、1年間でおおよそ 100名の留学生増となり、留

学生の受入数は 1600 名ほどとなった。まだまだ最終目標までには遠い道のりではあるが、

円高で留学受入には逆風の中、まずまずの健闘と言っても良いだろう。 

 なおここまででは詳しい説明を割愛しているが、留学ビザを必要とする「超短期ではな

い」短期留学プログラムについてもキチンと紹介しておかねばならないだろう。 

大阪大学では平成 8年以来運営されてきた英語による交換留学プログラム「OUSSEP」と、

大阪外大との統合により、大阪大学プログラムとなっておもに日本語日本文化教育センタ

ーによって運営されている「 Maple」、そして本稿でも手短に触れているが

「FrontierLab@OsakaU」という三つの「短期留学受入れ」プログラムが運営されている。

なお、「FrontierLab@OsakaU」には、学部生向けと大学院生向けの二つのタイプが用意され、

学部生向けが JASSOのプログラム枠における「短プロ型」、大学院生向けが「その他」とい

う枠組みとなっている。 

 それぞれのプログラムの特色についての記述を学内資料などから抜粋をしてみる。 

OUSSEPの目的・目標については； 

 

実績を踏まえた英語による交換留学プログラム。大学国際化の見地からは、①交換

留学生の受入のみならず、②日本人学生の英語授業受講機会提供、③派遣のための受

入数確保、といった面で具体的に貢献しており、H23年度も引き続きそれらの目的のた

めに運営する。総合大学としての特質を活かし、全学から提供される国際交流科目（国

際交流委員会が所管し、英語等で提供される授業科目）を通じて、交換留学生に単位

を与える。日本語学習は限定的だが、各学生の専門分野および幅広い教養をバランス

よく習得させ、英語環境で日本および近畿・大阪に親しみを持つ国際人の養成をおこ

なっている。 

 

とされ、留学生受け入れ計画が 50人ほど。 

 Maple については； 

 

 1999 年に開設した旧大阪外国語大学の短期留学特別プログラムを大阪大学において
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2008年 10月より発展的に継承したものであり，海外で日本の社会文化に対する関心が

高まる中，急増してきた日本語日本文化の専修を希望する留学生を教育対象とし，比

較対照的視座から日本を多面的に理解できる人材を育成することを目的とする。 

 ここでは，英語あるいは日本語による日本研究科目を通じて日本の言語・文化に関

する幅広い知識を吸収しつつ，日本語実習科目の選択履修により日本語運用能力を高

められる，学生の多様なニーズに応えるバランスの取れたコア・カリキュラムを提供

する他，日本人とのコミュニケーション活動を重視し，日本人学生と協働したフィー

ルド調査や成果発表を行う演習形式の授業並びに社会・文化体験型研修の機会を用意

する。 

 

留学生受け入れ計画は 60である。 

日本語日本文化教育センターで実施されている国費プログラムである「日本語日本文化

研修プログラム」とカリキュラムの一部を共有するなど、センターの教育リソースを最大

限に使いつつ、プログラム運営が行われている。 

また Frontier については、その目的目標を以下のように定めている。（ここでの引用は

主に学部レベルのプログラムについて） 

 

欧米の総合研究型大学では、研究室配属による卒業研究が、ほとんど行われていな

い。このため実験を体験したことの無い学生が急増しており、学部教育が知識の伝授

に留まるという不具合が起こっている。理工系の勉強で知識のみの蓄積が行われ、実

験・実習を通しての知識活用である技術獲得が行われなくなっているのは致命的であ

る。知識偏重型教育を克服しようという試みが先進諸国で行われているが、自国の教

育環境で実現出来ない場合には、海外派遣経験と連動させて学生を海外に派遣し、派

遣先の大学で実験、研究体験をさせるトレンドも生まれている。 

 大阪大学ではこのようなニーズを捉え、理工系 3 学部を中心として理工系学部横断

的な、実験を主体とするプログラムを創設し、平成 20 年度 10 月より学生受け入れを

開始した。このプログラムは留学生に研究の最前線を体験させ、科学をすることに興

味を持たせ、さらに高度な科学研究へと踏み出すキッカケを与える。本プログラムの

文化的背景には、「もの造り日本」が主脈をなし、その伝統を受け継ぐ本学の理工系学

部において学部レベルの海外の学生が、幅広い先端科学研究を実験・実習を通じて学

習するカリキュラムであり、諸外国の学生にとっては極めて魅力的な教育プログラム

の提供となっている。 

 本プログラムの内容の骨子は、（１）先進諸国も含めた諸外国の大学にとって魅力的

な教育プログラム提供、（２）「もの造り日本」という文化的背景をもつ大阪大学の研

究室運営の魅力をアピール、（３）実験・研究指導中心の体験型プログラムにより、学

生の研究する力量を形成する、の三点であり、現代・未来社会の科学発展に寄与しう
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る国際的人材を育成する。学生の研究能力コンピテンシーは本プログラムがデザイン

するように、ナレッジ（知識）とスキル（技術）の高度な結合カリキュラムによって

培われるものである。 

 

 受け入れ計画が学部レベル 30 人、大学院レベル 40 人となっており、特に学部レベルに

おいては、配属された研究室への「還流」を強く意識したプログラムであり、学生には出

願時点でかなり詳しいプロポーザルを書かせ、コーディネーターの任にある理科系教員が、

厳しい選考と振り分けを行ってきた。 

 それぞれのプログラムについては色々と考慮しなければならないところも多いのだが、

特に昨今の「仕分け」によって、大学近隣の公的な宿舎施設である JICA大阪センターや JASSO

宿舎の先行きなどが不透明になっており、プログラム運営には暗い影を落としている。平

成 23年度からは学内に「ハウジングオフィス」が設置され、宿舎関連事務を一括して統合

することになっているが、こういった事務改編が宿舎確保の決定打となるのかどうか、現

在、国際教育交流センターの教員としては固唾を呑んで見守っているところである。 
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(2）一橋大学の事例：Hitotsubashi University Global Education Program (HGP)の取組

み 

太田 浩 

 

① Hitotsubashi University Global Education Program (HGP)設置の背景 

一橋大学は、国立大学の中では、交換留学制度は早くから始めた大学であり、1987

年には卒業生会である社団法人如水会による奨学金の支給が開始され、今日に至るまで、

一橋大学の国際交流における中心的役割を果たしてきたと言える。よって、1995 年か

ら、国立大学で英語による短期留学プログラム（以下「短プロ」とする）が徐々に設置

されるようになってからも、従来の交換留学制度の下で協定校との一年間の学生交換を

行っていた。このような短プロがない状況でも、年間 30 数名の学生を協定校との間で

相互に交換していたが、数年前からこの交換留学制度において、種々の問題が顕在化し

てきた。 

まず、協定校において日本語学科や日本語教育プログラムの縮小・廃止、あるいは日

本語履修者の減少が起こり、本学が受入れ可能な日本語能力試験 2級程度以上の学生が

少なくなった。これは、協定校から本学へ派遣される交換留学生の減少を招き、本学の

派遣超過という交換学生数の不均衡が生じるようになり、ついには、協定校のなかで、

交換留学制度を一時停止するところも現れた。この不均衡問題を解決するためには、日

本語能力が低くても協定校からの交換留学生を受入れざるを得ない状況になり、日本語

能力試験２級程度以上という語学要件は有名無実化してしまった。これにより、日本語

能力初級レベル（未習者を含む）の交換留学生が増加した。当時、本学では英語で行わ

れる授業科目が非常に少なかったため、このような学生は、日本語教育科目以外、ほと

んど履修できる科目がないという状況にあり、日本語習得に強い意欲のない学生は、時

間をもてあますようになっていた。また、日本語能力が低い交換留学生や日本語専攻の

交換留学生の場合、受入れ学部と指導教授が決まらないケースも見受けられるようにな

った。一橋の交換留学生規則では、指導教員を定めて、交換留学生を学部・研究科で受

入れることになっているが、日本語能力が低い学生の場合、指導教員を引き受けてくれ

る教員を見つけることが困難となってきたのである。日本語専攻の学生の場合、本学の

4学部（商学、経済学、法学、社会学）のどれにも対応せず、たとえ副専攻として、経

済学など社会科学系の学問を勉強していても、「副専攻では指導教員を定めて受入れる

に値しない」ということで、受入れ学部をめぐって、学部間でたらい回しになることも

が増えていた。さらに、協定校から 1 年間（2 セメスター）ではなく、半年間（1 セメ

スター）だけ学生を派遣したいという要望が強くなっていたが、指導教員を付けて交換

留学生を受入れ、その指導教員のゼミナール（2セメスターをまたぐ通年科目）に参加

することが、必修に近い形で慣例となっていた 1一橋では、その希望に十分応えること

                                                   
1 一橋では、学部課程の 3、4年生はゼミナールが必修となっており、交換留学生を学部の 3年生として位
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ができていなかった。ついには、日本語能力が低い交換留学生の中から、ゼミナールの

履修を望まないものも出てくるようになった。当時の交換留学生の日本語レベルと履修

形態を表すと以下の図 1のようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一方、新しい学生交流協定校を開拓しようとしても、本学に英語による科目がほとん

ど開講されていないことがわかると交渉が打ち切られるという問題も生じるようにな

っていた。加えて、既存の協定校からも、学生交流協定更新に際し、他の国立大学の短

プロを引き合いに出され、本学に対して、英語によるプログラムを設置してほしいとい

う強い要望が提起されるようになっていた。 

このような状況を打開するためには、英語による短プロを設置するしかないという意

見が当時の国際戦略本部（現国際化推進室）を中心に高まってきた。短プロがあれば、

学生交流協定に基づく、交換留学生の受入れが容易になるだけでなく、拡大もできるよ

うになり、かつ、既存の協定校との学生交流数の不均衡問題が解決できるからである。

また、交換留学生受入れの拡大は、本学学生の海外派遣の拡大をも可能とする。こうし

て、2009年度早々から 2010年 4月の短プロ設置に向けて、準備が開始された。 

 

 

② HGP設置に向けた大学としての方針 

一橋大学として短プロを設置するという意思決定を行うに当たっては、2007 年 4 月

に発表された「一橋大学国際戦略構想」と 2009 年 5 月に公表された学長声明が大きな

                                                                                                                                                     
置付けて、受入れていることから、指導教員のゼミナールへの参加を必須に近い位置づけにしていた。 

 

 

 

 

 

交換留学生 

 

 

 

 

 

 

 

日本語能力上級者 

（ごくわずか） 

日本語能力初級者 

（増加傾向） 

日本語による全学共通教育・学部教

育科目 

（一般の授業） 

単位付与 

一般日本語、日本語・日本事情科目 

（学部正規留学生、交換留学生、

研究生等を対象） 

単位付与 

*実線は主たる履修形態（方向性）を表し、点線が履修可能性を示す。 

日本語能力中級者 

（減少傾向） 

日本語予備教育科目 

（大使館推薦の国費留学生（研究

生）等を対象） 

単位なし  

図１ 交換留学生の日本語レベルと履修形態（短プロ設置前） 
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バックボーンとなった。特に、学長声明は、2010 年度からの第 2 期中期目標・中期計

画の理念と方針を示したものであり、そこでは、国際化の推進が一橋大学における最重

要課題として位置付けられている。これは、経済社会のグローバル化が進展する中で、

本学の最大の資産である学生の質を高めるには、日本と海外との隔てなく、国際的に活

躍できる人材を育成することが、大学としての使命であるという一貫した認識に裏付け

られている。2009 年の時点で、一橋大学は 600 余名の留学生を受入れていたにも関わ

らず、送出しの学生数は 150 名弱に留まっていたことから、学長声明は学生の送出しと

受入れの均衡が必要とし、約 500名の学生が常に本学から海外に派遣されるという長期

的な数値目標の下、すべての学部学生に 1セメスター相当の単位を海外の大学で取得す

ることを卒業の要件とする将来像を描いている。また、留学生の受入れ促進のためには、

本学の独自性と強みを反映した教育プログラムの提供と英語による教育の一定の体制

整備が欠かせないとし、学部教育においては、英語による短期プログラムと長期プログ

ラムを用意することの必要性を述べている。短期プログラムは、いわゆる短プロを意味

し、長期プログラムは、グローバル 30 の採択大学にみられるような学士課程での英語

トラック（本学では国際トラックと称している）を意味する。 

これらの方針の実現には、全学的な推進体制の整備が不可欠とし、当時の留学生セン

ター並びに国際戦略本部のあり方及び事務組織を含めた関連組織全体の再編強化を図

るとともに、関係部署・担当者の連動と協働が必要としており、実際に短プロ設置の過

程において、組織改編も行われた。さらに如水会等の外郭団体や支援組織との密接な連

携を強調しており、これは短プロ設置を通して強化されつつある。 

 

③ HGP設置に向けた検討課題 

 短プロ設置に向けては、検討課題が以下のように整理され、それに基づき具体的なプ

ログラムの組み立てに着手した。 

 

 今後の交換留学生受入れにあたって、基本的には日本語や日本に関する学習経験者

を優先するが、日本語能力がない留学生（日本語未習者）でも積極的に受入れ、そ

のために必要な仕組みと支援体制を構築する。 

 日本語教育については、初級者向けの科目を拡充する。そのためには、まず国費留

学生（研究生）のための予備教育として、既に設置されている初級レベルの日本語

教育プログラムや日本事情関係科目を短プロに取り込み、本学の正規授業科目とし

て単位を付与する。 

 本学の短プロでの英語による科目では、「一橋大学らしさ」を前面に出したカリキ

ュラムを特徴とし、他大学との差別化を図る。例えば、経済学、ビジネス、マネジ

メント、ファイナンス等で、現代的かつ国際的なテーマを扱う科目等である。ただ

し、交換留学生の帰国後の単位認定を考えると（特に専攻が日本語やアジア学であ
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る留学生）、一定数の日本事情関係科目も必要である。 

 英語による科目の構成は、学部課程での既存の英語による科目、各学部から新たに

提供してもらう科目、大学院の研究科から提供してもらう科目、留学生センター（現

国際教育センター）で新規に開講する科目とし、講師採用にあたっては、学外の機

関・団体との連携を模索する。 

 体験型学習や実践的学習を組み込むことについて検討する。 

 他大学の既存の短プロにおける科目の開講状況、また文部科学省の資料を考慮する

と、各セメスターに英語による科目を最低 15科目（30単位）程度は開講する必要

がある。 

 英語で授業を行う教員へのインセンティブと授業の質向上への取組み（教材開発や

FDを含む）について 検討する。 

 日本語教育科目と英語による科目の時間割編成について留意する（たとえば、午前

中に日本語教育科目、午後に英語による専門教育科目を置く）。 

 日本人学生の英語による科目の履修を奨励するが、履修にあたっては一定以上の英

語能力（TOEFL等のスコア）を求める。同時に、主として日本人学生向けに、英語

による科目を履修するために必要なスキルを身につけさせる科目を用意する。 

 短プロ運営のための専任教員およびコーディネーター（いずれも英語で学生対応と

指導ができることを条件とする）を採用する。 

 協定校以外からの留学生も一定の応募資格と選考基準を設けて受入れ、この場合は、

授業料を徴収する。 

 短プロ設置にあわせて、留学生センターや事務組織の再編を行う。短プロ設置に伴

い、必然的に今後留学生の受入れと本学学生の送出しが増加することとなる。その

ため、留学生センターを改組し、短プロの担当部門だけでなく、海外留学を支援す

る部門も設置し、学生交流に関する支援体制を整える。同時に国際関係業務に関わ

る事務組織の再編も必要となる。 

 

 上記の検討事項を踏まえて、短プロを設置した場合の交換留学生の日本語レベルと履

修形態に関する構想は次の通りである。 
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④ HGPの開設とプログラムの特徴 

 前述の検討課題について一つ一つ詰めながら、併せて、学士課程を持つ 4学部や全学

共通教育科目を担当する大学教育研究開発センターなどの協力を仰ぎつつ、2010 年 4

月に Hitotsubashi University Global Education Program (HGP)を国際教育センター

で開設することができた。HGPの科目構成は以下のとおりである。 

 

a. 英語で授業が行われる日本事情関係科目群 

b. 英語で授業が行われる社会科学分野の専門教育科目群 

c. 初級レベルを中心とした日本語教育科目群 

d. 英語による授業を受講するために必要なスキルを身につけるための科目群 

 

a、c、dの主たる科目は、国際交流科目として、国際教育センターが開講し（ただし、

中級レベルの日本語教育科目は全学共通教育科目からの提供）、b については各学部の

専門教育科目として開講されているもの（大学院課程と学部課程の共修科目を含む）、

あるいは全学共通教育科目として開講されているものを、HGPに開放してもらっている。 

HGPは、留学生を対象とした科目を除いて、基本的にすべての本学学生（研究生を含

む外国人留学生及び日本人学生）に開放されている。ただし、上記 aと bの科目につい

ては、英語で授業が行われるため、履修者は TOEFL-PBT で 550 点、TOEFL-iBT で 79 点

 

 

 

 

 

交換留学生 

 

 

 

 

 

 

日本語能力上級者 

（韓国、台湾の新規協定

校からの留学生） 

日本語能力初級者 

（欧米諸国を中心に今後

も増加傾向） 

日本語による全学共通教育・学部教

育科目 

（一般の授業） 

単位付与 

一般日本語、日本語・日本事情科目 

（学部正規留学生、交換留学生、研

究生等を対象） 

単位付与 

*実線は主たる履修形態（方向性）を表し、点線が履修可能性を示す。 

日本語能力中級者 

(主として日本語専攻 

の留学生) 

日本語教育初級科目 

（大使館推薦の国費留学生（研究

生）、交換・短期留学生を含む） 

単位付与 

英語による授業科目 

（短プロで新設する授業科目） 

一定の英語能力がある留学生と日

本人学生対象で単位付与 

 

 

 

 

図 2 交換留学生の日本語レベルと履修形態 （短プロ設置後） 
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相当の語学力を有することが望まれるとしている。科目によって、実際に必要な英語力

にはばらつきがあるため、学生には事前にシラバスを熟読するとともに、英語力に不安

がある場合は、各科目の担当教員に相談するように指導している（担当教員によっては、

履修にあたって、一定の英語力を求めている場合もある）。 

また、bは全学共通教育科目群、または各学部の専門教育科目群と HGPのダブル・リ

スティング（大学院課程と共修科目の場合は、HGPを含めトリプル・リスティング）と

なるため、学生の所属学部・研究科によって、単位の取り扱いが異なる。通常、これら

の科目を「HGPの科目として」履修した場合、学部生は（自由）選択科目として換算さ

れ、大学院生については、成績評価と単位は付与されるが修了に必要な単位とはみなさ

れない。 

 

図 3 HGPの科目構成と学生の履修に関する概念図 

（日本語中級科目等）

全学共通教育科目
（日本語で行う科目）

（英語で行う科目）

各学部専門教育科目
（日本語で行う科目）

日本人学生・学位取得留学生

Hitotsubashi University
Global Education Program (HGP)

海外からの交換・短期留学生

（留学生専用科目：日本語初級科目等）

国際交流科目
（英語で行う科目）

国際教育センター開講

 

2010年度、HGPの全開講科目数は 58科目であり、そのうち英語による a.日本事情関

係科目と b.社会科学分野の専門教育科目の合計が 35 科目、c.日本語教育科目が 18 科

目、d.英語による授業を受講するために必要なスキルを身につける科目が 5科目であっ

た。a. においては、留学生を対象として、日本文化や社会に関する体験型学習を行う

演習科目“Explore Japan Seminar”を両学期に開講している。また、b.には留学生対
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象のスタディ・スキルを身につけるための演習科目“Social Sciences Seminar”や留

学生と日本人学生がともに欧州で短期研修を受ける“Euro-Asia Summer School”とい

ったユニークな科目がある。 

2011 年度の開講予定科目数は、ほぼ前年と同数であるが、日本人学生に対して、英

語による科目の履修をさらに奨励するため、dの分野を 1 科目増やす（計 6 科目）と共

に、グローバル化への課題を含め学生のニーズや興味関心に応じて、柔軟に科目を開講

できるようにするために、“Special Topics in Social Sciences”という科目をaの分

野に新設する。ここには、最大 5 科目まで開講できる枠を作り（2011 年度は 2 科目開

講予定）、実際の具体的な科目内容は副題で示す。この科目の設置により、年度（期間）

限定で開講する科目、外国人客員研究員や実務家教員に担当してもらう科目、集中講義

として開講する科目などに対応できる体制が整ったといえる。4学部でも、それぞれ同

様の科目が設置されてきている 2。さらに、日本語能力上級者を対象として、日本語で

行う演習科目“Special Seminar on Japanese Language and Culture”を両学期に開講

する。この科目は、元々2005 年に日本語日本文化研修生向けに開講された特別科目（単

位は付与されていなかった）であったが、それをHGPに組み込むことにより、大学の正

規科目となるだけでなく、日本語能力の高い交換留学生特有のニーズに応えることが可

能となる。具体的に言うと、企業でのインターンシップがこの科目には含まれているか

らである。 

時間割は、主として（月曜日を除いて）、午前中に初級日本語教育科目を配置し、で

きるだけ午後にそれ以外の科目を開講するようにしている。 

HGPでは本学専任教員だけでなく、外国人客員研究員、ポスドクを含め本学の博士課

程を修了した若手研究者（特に本学の元留学生）、外国大学日本校の教員、企業・政府

系機関・NPO3などからの実務家教員を非常勤講師として採用しており、教員の多様性が

高いのも特徴である。 

なお、HGPの開講科目リストや時間割等の詳細については、本学のウェブサイトを参

照されたい（http://cse.hit-u.ac.jp/html/web5E.html）。 

 

⑤ 交換留学生に対する応募要件 

 HGPの設置により、交換留学生に対する語学力要件は、それまでの「日本語能力試験

2級合格程度」というものから、以下のうち最低一つを満たすことに変更した。 

 

 TOEFLのスコアが PBT で 550または iBTで 79 程度 

                                                   
2 商学部では“Special Lecture”、経済学部では“Selected Topics in Economics”、社会学部では“Social 
Sciences in English”など。 
3 （社）日本貿易会が設立した NPO 法人である ABIC (Action for a Better International Community)に
は、商社やメーカーで長年海外勤務を経験した退職者が多数登録しており、そこから講師を派遣してもら

っている。ABIC に関する詳細ついては、ウェブサイトを参照のこと（http://www.abic.or.jp/）。 
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 IELTSのスコアが 6.0 程度 

 日本語能力試験の 2級または N2合格程度 

 

 英語圏（香港・シンガポールを含む）の協定校からの志願者には、上記の語学要件を

求めないが、日本語学習経験がある志願者の場合は、協定校の日本語教員によって記入

される「日本語能力評価書」を提出してもらっている。また、新たに GPAの要件を設け、

4点満点のスケールで 2.7 ポイント以上とした。 

  

⑥ 交換留学生の履修 

HGPが設置される前は、日本語能力の低い交換留学生の間で日本語教育科目以外に履

修できる科目が少ないという不満があり、最低履修単位数を設定することはできなかっ

たことから、極端に履修科目数（単位数）の少ない者が出て、問題となっていた。また、

同タイプの交換留学生から、内容が十分に理解できないにも関わらず、指導教員のゼミ

ナールに参加するのは苦痛という意見もあった。HGPの設置により、英語による科目を

一定数開講できるようになったことから、学生のワークロードを考慮し、1学期（セメ

スター）あたりの最低履修科目単位数を以下のように決めた。 

 

 日本語教育科目の Japanese 1 (10単位)及び Japanese 2から Japanese 8 (いずれ

も 5単位)の履修を許可された交換留学生は、毎学期 10単位以上履修すること 

 それ以外の交換留学生は、毎学期 12単位以上履修すること 

 

 併せて、慣例的に必修となっていた学部ゼミナール（通年科目）4の履修を日本語能

力の高い交換留学生に限った許可制による選択科目に変更した。これにより、協定校か

らの要望が強かった 1 セメスターだけの交換留学生も無理なく受入れられるようにな

った。ただし、「ゼミナールの一橋」という伝統と定評の下、ゼミナールが本学におけ

るラーニング・コミュニティとして大きな役割を果たしていることから、HGPにも英語

によるゼミナールを 2 科目(先述の“Explore Japan Seminar”と“Social Science 

Seminar”)設け、日本語能力が低い交換留学生でもゼミナール体験ができるように配慮

している。 

現在の本学における交換留学生の日本語能力と履修科目選択の幅を示すものが、次の

                                                   
4 一橋大学でのゼミナールとは、1人の教員が 1クラス 10人前後の学生を担当し、皆が同じ本を読み、同

じ問題を考え、討議し、互いに切磋琢磨して学んでいく教育の場と位置付けられている。そこは、知的共

同体であると共に、社会について議論を戦わせたり、自分の悩みを語り合あえる友人関係を育む場でもあ

る。言い換えると、指導教員と少数の学生によるゼミナールは、学問的な成果だけではなく、人間として

の絆も育む場でもあると言える。よって、ゼミナールを軸とする学生同士や教員との深い交流が卒業後に

続くことも少なくない。一橋大学では、少人数での密度の高い教育を行うために、前身である東京商科大

学の時代から一貫して、このゼミナールが重視されてきた。3、4年次の「ゼミナール」は必修科目で、学

生が自ら選択した専門領域で、本格的な学習・研究に取り組み、それを「卒業論文」としてまとめる。加

えて、学部によっては、1年次から必修科目としての導入ゼミナールが用意されている。 
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表 1である。HGPを設置した後でも、日本語能力が高い学生のほうが、より科目選択の

幅が広いことが分かる 

 

表１ 交換留学生の日本語能力と履修科目選択の幅 

Options Available for 
Various Japanese Proficiency Levels

Course Types
Japanese Language Proficiency

Beginner Intermediate Advanced

“Seminar” taught in Japanese - - △

Undergraduate courses taught in Japanese - ✓ ✓

Hitotsubashi
University

Global
Education
Program

(HGP)

“Seminar” for exchange 
students taught in English △ △ -

Courses taught in English ✓ ✓ ✓

Japanese as a Second Language ✓ ✓ ✓

✓ = registration open to exchange students 
△ = admitted upon screening, may be enrolled in ONLY one of these seminar types

 

⑦ 交換留学生の指導助言体制 

交換留学生の受入れ先は、従来通り、学士課程の学生の場合は、協定校（母校）での

専攻や所属学部に対応する本学の学部、大学院課程の場合も、同様の観点から対応する

本学の研究科としている。よって、HGPはあくまでも国際教育センターが運営する全学

生を対象とした教育プログラムという位置づけにあり、交換留学生の所属先とはしてい

ない。 

日本語能力が高い交換留学生は、これまで通り、受入れ学部のゼミナール履修が許可

され、その担当教員が当該学生の指導教員として、修学指導上での中心的な役割を果た

す（A タイプ）。学部ゼミナールの履修を希望しない、あるいは日本語能力の関係で学

部ゼミナールを履修することはできないが、専攻に関する勉学を重視する交換留学生の

場合、受入れ学部の学部教育委員や当該学生の専攻と専門が重なる教員が修学指導上で

の中心的な役割を果たす（Bタイプ）。そして、HGPの科目（特に英語による科目）を中

心に履修する交換留学生の場合、国際教育センターで HGPを担当する国際交流科目部門
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の教員が修学上の相談に関する主たる対応者となる（C タイプ）。最後に、母校（協定

校）での専攻が日本語、あるいは日本語学科に所属しており、本学では日本語教育科目

の履修が中心となる交換留学生の場合、国際教育センターの日本語教育部門の教員が修

学上の相談に関する主たる対応者となる（D タイプ）。先述の通り、すべての交換留学

生は、各学部・研究科で受入れられるため、Bタイプから Dタイプの学生も、学部の指

導教員が付くが、そこには二つのケースがある。一つ目は、来日後のオリエンテーショ

ン時までは、学部長預かりのような形で、学部教育委員と留学生専門教育教員が連携し

て指導にあたり、面談の上、特定の指導教員が決まるケース（Aタイプになる場合を含

む）である。二つ目は、学部専門教育科目の履修がほとんどなく、日本語教育科目を含

む HGPの科目の履修が中心となるため、そのまま留学生専門教育教員と学部教育委員が

連携して、指導にあたる場合である。このようなタイプ別の指導（主たる指導教員）に

加えて、Aから Dタイプのどの交換留学生であっても、履修科目の種別に応じて、修学

上の相談が受けられるような体制を取っており（表 2 を参照）、生活面や適応上の問題

を含め、相談する事項に応じて、誰が対応してくれるのかが一目でわかる連絡先を付し

た一覧表をオリエンテーション時に留学生に配布している。 

 

表 2 交換留学生のタイプと修学上の指導体制（ガイドライン） 

 
注意：生活上、適応上の指導助言は、国際教育センター留学生・海外留学相談部門が主に担当する。また、

この表はガイドラインであり、実際の修学上の指導や体制については、各学部により異なる場合がある。 

 

上記の表 2に注記しているように、生活上、適応上の指導助言は、国際教育センター

の留学生・海外留学相談部門の教員が対応する。同部門は国際教育センターの専任教員

1名と国際教育センターを兼任する 4学部の留学生専門教育教員とで構成され、同セン

ター内にある留学生相談室を運営しており、その共同的な仕組みにより、受入れ学部と

国際教育センターとの連携がうまく図られている。これは小規模大学として、教員数が

限られている中での工夫の産物だが、結果的には、交換留学生を含む留学生全体の支援
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において、各学部・研究科と国際教育センターの橋渡し的な役割を果たしていると言え

る。 

 

⑧ 留学生センターと留学生課の改組及び第 2次中期目標・中期計画 

 HGPの開設に合わせて、本学は学生交流協定校を増やしてきており、留学生の受入れ

だけでなく、海外留学・研修も拡大するため、2010 年 2 月に留学生センターを国際教

育センターに、留学生課を国際課にそれぞれ改組した。国際教育センターは、それまで

の 2部門（日本語教育部門、留学生指導部門）体制から、HGPを担当する「国際交流科

目部門」を加え 3部門体制とすると共に、留学生指導部門がそれまで実質的に行ってき

た海外留学・研修に関する指導やプログラム運営を明文化し、「留学生・海外留学相談

部門」となった。改組の際、国際交流科目部門には、HGPを担当する専任教員、日本語

教育部門には、HGPの初級日本語教育科目を担当する専任教員が、それぞれ新たに採用

された。 

 事務サイドは、それまで学術国際交流、大学間交流業務などは総務部研究支援課の国

際チームが行い、学生国際交流、留学生関係、海外留学業務などは学務部留学生課が担

当していたが、この二つが統合し学務部国際課となった。これにより、国際関係の事務

はワンストップ・サービスを提供できるようになった（図 4 参照）。併せて、国際課に

は HGPのコーディネーターが新たに採用された。 

  

図 4 国際教育センターと国際化の新体制 
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 さらに、文部科学省大学国際戦略本部強化事業で設置された国際戦略本部は、学長

をヘッドとする国際化推進本部に改組され、それを支える事務組織として、国際担当

の副学長をヘッドとする国際化推進室が作られ、そこには事務局長、総務部長、学務

部長も入ることになった。国際化の推進が、本学の最重要課題として位置付けられて

いることを反映し、国際化推進の司令塔と実際に国際教育事業を運営・実施する実動

部隊を共に再編・強化したと言える。 

2010年度から始まった第 2 期の中期目標・中期計画では、2009年 5 月現在で 600名

程度あった外国人留学生を 2016 年 3 月までに 300名増やすこと（留学生数 900 名）及

び、2009年度に年間で 150 名であった海外留学・研修参加学生数を 2016年 3月までに

300 名とする（ヘッドカウントでの年間の海外留学・研修参加者数を 300名とする）数

値目標が掲げられた。この外国人留学生を 6年間で 300名増やす数値目標の中で、交換

留学生の受入れは、120名程度を目安としている。学生交流協定校数は、2008年 5月現

在で 30 校程度であったが、2011 年 3 月までには 50 校にまで増える予定である。交換

留学生の受入れ数も 2009 年度 35 名程度あったものが、2010 年 11 月時点では 60 余名

となった。 

 

⑨ HGP及び交換留学生制度に関する今後の課題 

HGPの初年度が終わろうとしている現時点で、以下のような点が HGPと交換留学制度

における今後の課題として挙げられる。 

 

 他大学の短プロにみられる Independent Studyを HGPに設けること 

 日本人学生の HGP 科目履修者を増やすための方策（学生の英語力強化を含む）が

十分でないこと。例えば、交換留学制度で派遣される本学学生には、一定数の HGP

の科目の履修を義務付ける、あるいは HGP の科目を一定数履修した学生には、そ

れを示す証書を発行する） 

 北米と中南米の学生交流協定校が少ないこと 

 授業料徴収ベースで、協定校以外からの留学生も受入れること 

 欧州やアジアの協定校から、大学院レベルの交換留学生の派遣が増加する傾向に

あるが、本学各研究科での受入れ体制・制度の整備が十分ではないこと（大学院

は独立性が高いため、全学的な学生国際交流委員会が主導的に受入れについて決

めることは困難） 

 英語で授業を行うことに対するインセンティブがないために、専任教員の協力が

得にくいこと（人事評価上での優遇や給与または研究費での手当てが必要） 

 英語で授業を行う科目に関する教材開発費が措置されてないこと 

 非常勤講師を含め英語で授業を行う教員に対して、授業の質を向上させるための

Faculty Developmentを提供できていないこと 
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 HGPを長期にわたって安定的に運営するための資金確保が十分ではないこと 

 如水会を始めとする外郭団体・学外組織に HGPの意義を理解してもらい、HGPへの

支援を得ると共に、それらの団体・組織との連携による魅力的な授業やインター

ンシップの提供を図ること 

 留学生宿舎の収容力が限界に達してきており、今後の交換留学生の増加には、借

り上げまたは建設による宿舎の確保が必要であること 

 増加する交換留学生の受入れに対して、同様に交換留学生の派遣を増やすための

方策（学生の英語力強化、送出し業務に関するスタッフの強化、受入れ超過にな

りがちなアジア諸国の協定校との交換留学において、本学から派遣する学生をど

う増やすか、大学院生レベルの交換留学生をどう増やすか）が十分でないこと 

 HGPを学士課程における国際（英語）トラックの新設にどう結び付けるか。 

 

以上のような課題を抱えながらも、HGPの設置は、一橋大学の国際化におけるマイル

ストーンであることは間違いなく、本学における国際教育のさらなる発展と可能性の

高まりを象徴していると言える。 

 

 [参考文献] 

杉山武彦，2009，『本学の課題と今後の取組みの方向性（学長表明）』，一橋大学，（2011年 

1月 5日取得，http://www.hit-u.ac.jp/guide/charter/policy.html）．  

一橋大学，2010，『第 2期中期計画（2010年 3月 31日文部科学大臣認可）』，（2011年 1 

月 5日取得，http://www.hit-u.ac.jp/guide/middle/pdf/H22chuki-k.pdf）． 
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(3) 関西外国語大学の事例－山本甫（国際交流部長）氏に聞く－ 

近藤佐知彦 

 

はじめに 

 関西外大は規模の小さいカレッジで、英語学科とスペイン語学科の外国語学部と国際言

語コミュニケーション学科を擁する国際言語学部が設置されている。そして 2011年には英

語キャリア学科が開設予定とのこと。3つに分かれたキャンパスにはおよそ 10000人の学生

が学ぶが、そのうち年間約 1600 人が大学経由で海外留学を果たし、逆に 700人程度が「Asian 

Studies Program」と言う英語カリキュラム名で知られているいわゆる「留学生別科」に受

け入れられているという、ここはある意味で日本国内でも格段に「国際化」された大学で

もある。 

派遣留学については 2年程度の「学位プログラム」から、1ヶ月程度の「短期プログラム」

まで、各種のバラエティが用意され、約半数の学生が在学中に大学運営のプログラムを経

由して海外派遣されている。ちなみに年間 1600人の学生海外派遣は、遥かに規模の大きい

早稲田大学などを引き離して、全国一の規模となっている。また派遣とは車の両輪となっ

ている短期の受入についても先駆的な取り組みで知られる。 

 山本氏はこの関西外大で国際化の舵取りをしてきたベテランで、この世界では知る人ぞ

知る存在。また、軽妙洒脱な喋り口で、聞き手を飽きさせない話術の持ち主でもある。本

稿では、基礎的なデータなどについては資料を当たるなどして確認しながら、この山本氏

の語り口を再現しつつ、関西外大が達成してきた国際化の進展、そして将来の展望、また

日本の大学が陥りつつある陥穽などについて、語っていただくことにした。 

 このように「砕けた」報告書スタイルをとった理由の一つとしては、関西外大の自由で

風通しの良い気風、また「言いたいことを言う」校風が感じ取れる。それらの言葉遣いの

端々からは、チャレンジ精神と、駄目になってもまたやり直せばいい、という不屈の精神、

そして国際化を深刻に捉えるのではなく、楽しみながら、また楽観的に進めているという

山本氏の「気分」も聞き手に伝わってきていた。 

 ちなみに山本氏の喋り口はもう少し「こてこて」の関西弁ではあるが…。 

 

① シェア 

多少自慢話的になりますが、アメリカで JYA として日本に留学した学生のうち、おおよ

そ三分の一は関西外国語大で学んでいます。アメリカの 30パーセント、これが私たちのシ

ェアだと思っています。その我々の強みは、彼らが日本の大学に求めるものを彼らに提供

しているからに過ぎません。つまりビジネスとして、需要のあるところに供給を行ってい

るだけなんですわ。 

アメリカ人がわざわざ日本まで来て何が勉強したいかと言えば、それはアジアとはなん

ぞや、日本とはなんぞや、という事項についてです。これは全然難しい事ではない、単純
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だけれども、供給されている商品が需要と合致していれば、必ずシェアが取れるものなの

です。 

現在短期留学生は 700 人を超えています。 

そのうちアメリカ人学生が 6割強、ヨーロッパが 2割。 

うちはアメリカに強いんです。ブランドとして定着していますから。それにこれでもバ

ラエティが出てきた方で、昔はアメリカ人学生が 100%でしたから。そしてそうなるとアメ

リカにも学生が派遣できるって事なんですわ。 

 

② 日本で行われている留学生向け授業のミスマッチ 

短プロをやるとして、英語での授業について積極的に手を上げる先生もいるでしょう。

みなさんの大学ではその先生が「溶接工学」の先生だったりしている。まぁ、数式があれ

ば理科系の先生は何とかやっていけるでしょう。しかしアメリカの学部学生が何を日本で

勉強したいかを分析すれば、それが例えば理工系の学問とは、私は全然思いません。 

少なくとも大部分の学生にとっては、数学であれ、心理学であれ、日本でわざわざ英語

によるそういった科目をとらなくても、本国で勉強すれば済むはずのことなのです。日本

で留学生向けのプログラムがなかなか成長しない理由の一つは、カリキュラムそのものが

留学生にとって魅力的ではないことでしょう。 

日本に来る学生が数学やりたいですか。 

アメリカ人がわざわざ日本まで来て勉強するからには、アジアとはなんぞや、日本とは

なんぞやと言うことを知りたいからです。難しい事はありません。誰が考えたって判る。

もちろん日本に来るから日本語、ということもあるでしょうが、日本語がわからなくたっ

て日本のことが判るカリキュラムを提供すれば、お客さんはついてくるのですよ。日本語

を勉強するのも良いけど、それも文化を知るツールとしての位置づけで十分。大多数のア

メリカ人学生が指向しているのは、日本語のための日本留学ではないはずです。要するに、

供給できるものが、需要と合致していればいいわけです。 

 

③ 草創期 

もともとはアメリカ人学生の受入が 100％でした。 

1972年に当時の理事長に呼ばれ、交流協定校が 6、7校のレベルで JYAの設計をはじめた

わけです。ほぼ同時に 70 年代に JYA をはじめたのが九州や中京圏のミッションスクール、

ちょっと遅れて関西の私学です。その当時一緒にスタートを切った大学では、実は英語学

部の反対が強烈で、英語プログラムについては全支出の 1%以内でやるようにとか、バカな

足かせをはめられた。だから現在 140-150 人の規模にまで育った大学もありますが、ある

大学では 40 年たっても発足当時とほぼ同じ規模です。英語に強いミッション系などとはい

っても、やっぱり自分の英語力がばれるのが怖いんでしょうかなぁ。その点、うちなんか

はワンマンの理事長が「やりたい」と言い出せばそれがとおる。お墨付き貰って、私も出
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張なんかはしたい放題でしたよ。 

もともと私たちがアメリカの大学巡りをはじめた頃、アメリカでの JYA はヨーロッパが

主な派遣対象だったわけです。しかしそういう中でもフジヤマ・ゲイシャという、いわば

ニッチな需要もあるわけですよ。そういうところをターゲットにしていったわけです。 

歴史のある Asian Studies のデパートメントがあるところから送り出される留学生は、

日本では ICU とか上智、早大国際部とかで需要がまかなえていて、新顔の関西外大からの

売り込みにまったく反応はなかった。一方、中西部、東部、南部など、日本に対して未だ

に一回も留学生を送り出したことのない大学から、まぁ、そんなに言うなら送ってみよう

か、というふうに一つ一つ開拓していく。結果的には、関西外大の JYA は処女地開拓ばか

りですよ。とにかく日本でも知名度のない大学が、認知されるまで本当に厳しかった。個

人的なコネを使いながら生き残りを図っていきましたが、とにかく何とかやれる、という

気になったのは、アメリカ大学行脚をはじめて 10年が経ってからですね。 

大学の名前も関西外国語、とか言っても、みんな関大だと思いよる。 

苦労して名前を売りに言っても、結局他の大学の宣伝になってるんですよ。だから今で

は関西外大、関西外大、と繰り返しています。今では JYA について関西外大の方がブラン

ドになった、という自負もありますけれどね。 

 

④ 国際化とは何か 

国際化と言うことに関しては、それぞれの大学で置かれている状況、意味しているとこ

ろが違うと考えています。そして現在我々は関西外大にとっての国際化とはキャンパスの

仕組みにあると考えています。 

外語大というこの小さなキャンパスでは、学べることは限られています。しかし国際的

なネットワークの中に置かれれば、学びの可能性は無限大です。美大に行きたい学生で英

語も勉強したいなら、関西外大に来てそのまま美学のある協定校に行けばいい。 

関西外大から 2 カ国に留学し、挿絵と英文学と両方をそれぞれ違う国で勉強し、現在は

絵本作家の卵になっている学生もいます。英語をツールとしながら、それを使いつつキャ

リア展開できる学生を育てていく、というのが、私たちの目指す国際化戦略ですよ。国際

的な、学外にあるリソースを利用しながら、全方位に目配りをしながら学生の教育の機会、

キャリア形成の機会を増やしていく、それが総合的かつ戦略的な大学国際化だと考えてい

ます。そういうキャリア展開が出来る関西外大生を育てていく、それこそが関西外大なり

の特色ある国際化のあり方ですね。 

 

⑤ 英語授業と日本人学生 

 大学授業等の「英語化」について考えてみましょう。 

私も日本人ですから日本語が好きですよ。しかしどうひいき目に見ても日本語が国際語

になる、というのは無理がありますわ。日本語で授業をして、外国人に聞かせるというの
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も無理。日本が国際社会に生き残っていくためには、そして日本の大学が国際的なマーケ

ットで生き残っていくためには、好むと好まざるとに関わらず、そして善し悪しは別にし

て、授業の英語化しかありませんな。韓国でも既に 20％から 30％の大学授業が英語に置き

換えられています。日本もちんたらしていると追い抜かれ、教育後進国へ真っ逆さまです

よ。大体、世界レベルの論文だって日本語で出せば世界では見向きもされないでしょう。

英語化というのは、もうすでに避けて通れない一つの道なんですよ。 

中国が孔子学院などを使って、中国語を国際語の仲間入りをさせようとしていますが、

日本はそのレベルにも行っていない。まぁ、孔子学院みたいな中華思想もどうかとは思い

ますが、日本においてはそんな気概もありはしません。日本の大学の授業の英語化は必然

です。ヨーロッパでも、そう、オランダなんか見てご覧なさいよ。 

ところで英語授業をやっている、となると理事長とかは日本人の学生にも一緒に受けさ

せろ、というわけです。早稲田なんかと同じにね。しかしそれでは授業の質が下がるでし

ょう。日本人中心にするとどうしても深みが足りんようになる。受講学生の大多数が英語

母語話者じゃなくなったら、アメリカの大学が求める基準を満たさなくなりますよ。だか

らそういった英語授業に参加出来る日本人学生は厳しく選別して、キチンとした議論がで

きるようなタイプの学生しか入れません。30 人の外国人のクラスに、日本人学生ならせい

ぜい 5人以下やね。 

 

⑥ 英語講義と外国人教師 

 大学院のプログラムは日本人教師でも英語で講義できるでしょう。 

 しかし学部の授業になると、よっぽどのティーチングスキルのある人でないと無理。英

語のできる人はようけおります。しかし英語を母語としない人で、英語で学部教育を受け

なかった人などでは、ウィットに富むようなレクチャーをできる人が実に少ない。 

 アメリカ人にとっては学生を惹きつけられるかどうかが教員の資質ですからね。残念な

がら今まで人を使ってきた中で、うーん、とうなるような日本人の先生は残念ながら 1 人

か 2人。早稲田なんかでも日本人の先生を集めてるという話だが、私の経験から言うと work

しないね。 

とにかく英語を母語としない人ではなく、英語を母語として、こちらが求めている学識

に関する知識のある人材もちゃんと存在するんだから、そういうプロを雇わなきゃ駄目で

すよ。経験的にはアメリカで学部をやった人でないと、アメリカ人学生を満足させられま

せんね。それにアメリカでは研究よりも授業のうまさでテニュアが取れる国なんですから、

それに比べれば日本は教員評価の中で教育の比重が低すぎるんですよ。 

実は昔名前の通った先生に授業をして貰ったらいいだろう、ということである有名な先

生をお願いしたことがあったんです。ところが学生が満足しない。授業がつまらない、と

いいだして、授業のボイコットまで起きてしまいましたよ。だから英語授業は、キチンと

英語で授業をする文化を理解できる人に頼むことにしたんです。 
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今ではアメリカ等で求人広告を出して、良さそうな応募者は飛行機代を出して大阪まで

来させるんです。そして面接と模擬授業をする。面接はともかく模擬授業には学生も参加。

もちろん学生だけが決める訳じゃないけど、学生達も先生の選考の一翼を担っている、と

思っている時の授業態度は真剣ですね。学生のつけた点数も参考にして良い先生をとり、

将来的には英語プログラムの専任としてテニュアをとらせるんです。直接的なステークホ

ルダーである学生にまで選考に加わって貰う方式は、関西外大ならではのユニークな、そ

して一番の授業の質保証になっていると思いますよ。今では JYA（アジアスタディプログラ

ム）の専任の教員が 30人ほどいます。彼らは他の学部授業などは教えない。英語プログラ

ムのための教員です。こうして自前の教員をもって国際化に臨めるというのは、今の関西

外大の留学施策にとって本当に強みになっていると思います。 

 自前で教員まで抱え込んでしまうと、実はいろいろと摩擦はあります。 

 国際関係が優遇されている、とかね。 

 でもそういうときに私は言うんです。これは決して留学生のための厚遇ではない。回り

回って日本人学生のためになります。留学の機会が増えるんです。これは「派遣交換留学」

のための立派な受け皿になっているわけですから。学部の、そして日本人学生のための JYA

プログラムなんです。 

 

おわりに 

 山本氏のお話しは尽きなかったが、あと 2 点だけを特筆してこの項を終わることにした

い。まず第 1 は主要マーケットであるアメリカにあわせたいくつかの施策や宿舎確保につ

いてである。 

 寮が新設されているため、近年は短期で受け入れている留学生に対しては、現在 300 人

ぐらいが寮住まいであり、のこり 130 人ぐらいが毎年ホームステイを行う。このホームス

テイというのは、非常に手間のかかる業務であり、入居者学生・大家の双方からありとあ

らゆる種類の相談や文句・苦情が寄せられる。実は JYA をはじめた当初は自前の宿舎がな

く、ホームステイが中心だったが、だんだんその比率が下がってきていた。その一方で「関

西外大ならホームステイができます」というのは、アメリカのマーケットでは「24 時間日

本体験」として、大きな武器になり得る。だから止めることもできない。今でも宿舎施策

の大きな柱になっている。 

 それからプログラムフィーの徴収。 

 アメリカでプログラムを売る以上、関西外大では Asia Studies Programの参加費を「円

建て」から「ドル建て」に転換した。このことによって、学生も親も留学計画が立てやす

くなるし、また学校も学生達に奨めやすくなる。結局売り手の都合で商品を作るのではな

く、買い手にあわせるべき。もちろん大学の経営として為替には敏感にならざるをえない

が、海外の学生を呼ぶのでしたら考えておくべき思い切った施策になるだろう。為替変動

のリスクは学生でなく大学が負う、ということだ。 



199 
 

 最後に山本氏の言う「一番誕生日の歌を歌う国際部」について。 

 ある日学生が国際部から呼び出しがかかる。 

 何か不都合があったか、良い知らせかな、悪い知らせかな、と国際部に行くと、職員み

んなが一斉に立ち上がって「ハッピーバースデー」の大合唱。自分の誕生日を覚えてくれ

ていたんだ、と学生にとっては大感激の一瞬となるのはまちがいない。そしてその感動が

「関西外大は良いよ」というポジティブな口コミとなって、日本留学を考えている学生達

に伝わっていった、と山本氏は述懐する。 

 結局カリキュラムのデザインや、講義者の人選、ドルを前面に出した参加費徴収など、

いろいろな「力業」で新境地を開いてきた感のある関西外大だが、その運営の隅々には人

情の機微に通じた思いやりがあり、その積み重ねが良い評判を作っている。 

国際交流プログラムを運営していく上には、大きく割り切って「突き抜けた」企画力と、

実際に留学してきた留学生達を暖かくホストする、その両方が必要だと、山本氏との会話

であらためて気づかされた。 

（インタビュー2010年 3月） 
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（4）国際教養大学の事例 

鈴木雅久 

 

① 調査概要 

  調査日程：2008 年（平成 20 年）9月 17日（水）～18日（木） 

 

＜大学の特徴＞ 

 本校の授業は、一部の授業（第二外国語、セミナー等）を除いて、英語で行われており、

在学中は１年間留学してくることが必修となっている国際プログラムが１学部１学科２専

攻：グローバルビジネス課程 (Global Business Program)、 グローバルスタディズ課程 

(Global Studies Program) ）という形態で開講されている。 

 入学直後の第１セメスターでは、TOEFL=550点を取得していない学生は、全て EAP（English 

for Academic Purposes）と呼ばれる英語付けのプログラムを履修することになっており、

TOEFL=500点を取得した学生、あるいは、EAPの進捗に併せて、基盤教育、専門教育を段階

的に受講するカリキュラムとなっている。 

 また、カリキュラムとして必修用件である海外提携大学への交換留学（最低１年間）は、

学部の２年あるいは３年生時に推奨されており、TOEFL=550点が取得できないと留学するこ

とはできないが、留学することなしに卒業することもできないのが、本校の特色でもある。 

 

＜国際プログラムと９月入学の特徴＞ 

 英語による授業開講は、６割を占める外国人教師と１００人前後の留学生の受講により、

英語による授業進行の雰囲気を盛り上げられている。しかし、これらの留学生の９９％は、

姉妹校からの交換留学生で占められており、秋田県に７００人中百数名の留学生が在籍し

ている秘訣はここにある。 

 また、本校の９月入学は、日本国内の話題性による学生の呼び込みを狙うほか、海外提

携大学から来る交換留学生や、本校から海外に派遣する交換留学生の円滑な授業履修と単

位取得（年間約３０単位）を行うための授業開講学期の一致させる利点を意識してのこと

である。 

 海外提携大学は、27の国と地域の 77校に及び、これらの機関からは、１年間に１００名

前後の交換留学生を受入れているのに対し、本校からの学生派遣は、毎年１５０名前後（約

１学年分の学生数）となっている。 

 

＜入試制度とギャップイヤーの特徴＞ 

 通常の一般選抜の他に、AO・高校留学生選抜、帰国生選抜、外国人留学生選抜の３形態

の入試が行われており、このほかに、補欠候補者を暫定入学させる制度などがある。 

 平成２０年度９月からは、ギャップイヤー制度が開始され応募者３名が入学した。この



201 
 

ギャップイヤーは、３月の入試時に選抜された仮合格者が、ギャップイヤー中の体験を英

語による小論文にして審査されるもので、活発な取り組みと英語力のある学生の入学が期

待されている。 

 

② 調査報告 

国際教養大学 国際教養学部 

 

＜カリキュラム・教育体制について＞ 

①４月入学と９月入学生のカリキュラム，進級・卒業要件等の差異の有無について 

  卒業要件の差異はない。 

  卒業要件は， 

・教育プログラムにおける必修科目を履修し，所定の条件単位数を満たした上で，合

計 124単位以上を修得した者 

・各セメスターにおけるＧＰＡの平均値が 2.00以上であること 

  なお，学生は年２回，春学期及び秋学期の終わりに卒業の機会がある。 

 

②セメスター制の導入の有無について 

（科目の週あたり開講コマ数について  学年あたりの標準履修科目数について） 

  セメスター制を導入している。 

・１年を春学期と秋学期の２学期（セメスター）に区分し，基本的に１５週で授業を

行い，各科目の修得を完結させる制度。各学期の期間は以下のとおり。 

  春学期  ４月１日から８月３１日まで （夏休み：８月１日～８月３１日） 

  秋学期  ９月１日から翌年１２月３１日まで （冬休み：１月１日～３月３１日） 

  冬季プログラム：１月第１週から３月第２週まで 

・秋学期中の１月中旬から３月中旬まで，オプションの冬期プログラム（7.5週間）期

間を設けている。 

・セメスターあたりの履修登録単位数は以下のとおり。 

１） 履修登録が可能な単位数の限度： １８単位 

２） 最低限度履修登録しなければならない単位数： １２単位 

３） 冬休み期間中に開講される集中講義の場合は，最大９単位まで登録出来る。 

セメスターでの授業は，１授業科目３単位であり，１週間に３コマ開講している。 

 

③大学の学習指導の特徴について 

（学年ごとの標準履修科目の指導いついて ９月入学学生に対するケア（補習等）につ

いて） 

 （その他，大学のカリキュラム・教育体制の特徴について） 
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・５段階評価とＧＰＡ制度 

 基本的に成績を５段階（A，B，C，D，F）で評価し，A～Dは合格，Fは不合格となる。 

 90～100 A 4.0   80～89 B 3.0   70～79 C 2.0   60～69 D 1.0  

                         小数点第 3位以下は四捨五入 

  

・進級と卒業 

進級要件 基本的に修得単位数で学修の進捗状況を測るが，いわゆる「学年」に対応する

区分や，専門教育課程の移行時期，留学時期の決定のための条件等は次のとおり。 

（1） 入学後，英語集中プログラム（EAP：TOEFLに基づき３つのレベルにクラス分けし，英

語の４技能（話す・聞く・読む・書く）を，学生のレベルに合わせて伸ばしていく。

英語での 講義の聞き方，ノートの取り方，レポートの書き方，図書館やコンピュータ

の利用方法など，卒業に不可欠なサバイバルスキルを身に付ける。1～2学期間で修了。）

を含む 28単位分の科目を修了するまでは「Freshman」と呼ばれ，それ以降は区別しな

い。 

    EAP１クラスを終えて，TOEFL460点以上を取得するようにする 

  EAP２クラスを終えて，TOEFL480点以上を取得するようにする 

EAP３クラスを終えて，TOEFL500点以上を取得するようにする 

（2） 専門課程への移行  

EAP を修了した学生は，EAP で取得した単位を除き，合計 30 単位以上を修得した単位を除

き，合計 30 単位以上を修得したセメスターにおいて，二つの専門課程（GB：ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈ

ｽ課程（米国のﾋﾞｼﾞﾈｽｽｸｰﾙをﾓﾃﾞﾙとして国際ﾋﾞｼﾞﾈｽの基本理念を体系的に学ぶ。GS：ｸﾞﾛｰﾊﾞ

ﾙｽﾀﾃﾞｨｽﾞ課程（北米および東ｱｼﾞｱを対象とする地域研究を基礎に，これらの地域の国々と

日本の関係を中心とした国際関係を学ぶ。）のうちから，いずれかの課程を選択することに

なる。学生は，翌ｾﾒｽﾀｰから，選択した専門課程のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを履修することができる。 

・退学勧告・命令 

次のような条件に該当する学業成績の著しく不振な学生に対して，退学勧告等を行う場合

がある。 

ア）退学勧告：2 ｾﾒｽﾀｰ間連続して GPAが 2.00を下回った場合 

イ）自主退学：3 ｾﾒｽﾀｰ間連続して GPAが 2.00を下回った場合 

ウ）退学命令：4 ｾﾒｽﾀｰ経過しても EAPを修了出来なかった場合 

・卒業要件 

次の条件を満たした学生について，卒業を認定する 

ア）各教育プログラムにおける必修科目を履修し，所定の条件単位を満たした上で，

合計 124 単位以上修得した者 

イ） 各セメスターにおける GPAの平均値が 2.00以上であること 

なお，学生は年 2回，春学期及び秋学期の終わりに卒業の機会がある。 
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④その他，大学のカリキュラム・教育体制の特徴について 

（１）徹底した英語環境「英語で学ぶ大学」 

在学中はすべての授業が英語で行われる。すべての授業が英語で行われるため，入

学後はまず英語集中プログラムで学び，英語運用能力を徹底的に学ぶ。 

 （２）少人数・米国式の授業 

１クラス１５人以下を基準とする国際教養大学の授業は，学生が自ら考え，意見を

述べ，積極的に議論する米国式で進められる。ディスカッションやディベート，プレ

ゼンテーションへの参加を通して，相手の意見を尊重しながら自分の意見を積極的に

伝えられるコミュニケーション能力と創造性を身に付ける。 

（３）卒業するまでに必ず１年間の海外留学 

「世界を舞台に活躍できる人材の育成」を大学の理念とし，異文化体験を通して培われ

る国際的な視野とセンスを身に付けるため，すべての学生に海外の提携大学は１年間留

学することを義務づけている。留学先の大学では，約 30単位の取得を目指す。 

 （４）教員によるきめ細かな指導 

  １学年４，５名の学生に対して教員１名がアドバイザーとして受け持つ。履修状況の

確認や留学先とのマッチングを図るなど，きめ細かな指導がなされている。 

 

＜９月入学の入試方法について＞ 

（９月入学の対象者について（ｷﾞｬｯﾌﾟｲﾔｰの高校生，帰国子女，留学生，社会人のどのグ

ループを対象としているか） 

  留学生・帰国生を対象としている。 

国際教養学部の入学定員の合計 150名のうち， 

AO・高校留学生選抜Ⅱ  10名  

帰国生選抜       若干名 

外国人留学生選抜    若干名 

一般選抜         10名 

の約 20名を９月入学の定員としている。 

＜４月入学を含め大学での入試方法・入試時期について＞ 

（一般，推薦，特別選抜等の入試方法，センター試験の利用の有無等） 

入試方法は，一般選抜と特別選抜に分かれている。複数の選抜試験を設けるねらいは，

多様な学生を獲得するところにある。 
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 授業風景 （すべての授業が英語で行われている） 

 

 一般選抜試験は，A日程試験，B日程試験，C日程試験および９月入学試験を設けており，

それぞれの試験は併願が可能である。 

試験日 A日程：2月 4日，B日程：2月 19日，C日程：3月 16日，9月入学：3月 31日 

入学者の選抜は，出身学校長が発行した調査書の内容，大学入試ｾﾝﾀｰ試験の成績および

個別学力検査などの成績を総合して行う。 

 

  特別選抜試験は，以下のようである。 

AO・高校留学生選抜試験Ⅰ（4月入学） 

１．TOEFL（PBT）500点以上，TOEFL（CBT）173点以上，TOEFL（iBT）61点以上，TOEIC

ｽｺｱ 730 点（B ﾚﾍﾞﾙ）以上，英検準 1級以上，国連英検 A級以上，ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ英検

FCE以上，または IELTS ﾊﾞﾝﾄﾞ 6.0以上の英語検定の資格や成績を所持している

こと。 
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２．海外において，日本における高等学校にあたる教育機関に 1年間程度在籍し，当

該教育機関での学修結果を，日本での所属高等学校における履修単位として 30

単位程度認められた者 

選抜方法は，志望理由書，調査書の内容，英語小論文試験及び面接の結果を総合して合

格者を決定する。 

英語小論文試験は，基礎的学力，思考力および表現力を見るために行う。 

面接（日本語および英語）は，志望理由書および調査書の内容をもとに英語力等を判

断。 

 

推薦入学（４月入学） 

１．調査書の全体の評定平均値が原則として 3.8以上である者 

２．TOEFL（PBT）450点以上，TOEFL（CBT）133点以上，TOEFL（iBT）45点以上，TOEIC

ｽｺｱ 470 点（C ﾚﾍﾞﾙ）以上，英検準 2級以上，国連英検 B級以上，ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ英検 FCE

以上，または IELTS ﾊﾞﾝﾄﾞ 5.0以上の英語検定の資格や成績を所持していること。 

選抜方法は，AO・高校留学生選抜試験Ⅰに同じ 

 

社会人選抜（４月入学） 

平成 21 年 4月 1日現在，満 23歳に達していること 

TOEFL（PBT）450 点以上，TOEFL（CBT）133点以上，TOEFL（iBT）45点以上，TOEI 

ｽｺｱ 470点（C ﾚﾍﾞﾙ）以上，英検準 2級以上，国連英検 B級以上，ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ英検 PET以上，

または IELTS ﾊﾞﾝﾄﾞ 5.0以上の英語検定の資格や成績を所持していること。 

選抜資格は，志願理由書，履歴書，参考資料（社会人としての活動がある場合）の内容，

英語小論文試験および面接の結果を総合して合格者を決定する。 

英語小論文において，基礎的学力，思考力および表現力などをみる。 

面接（日本語および英語）は，志願理由書，履歴書 

および調査書の内容を，さらに参考資料が提出されている場合は，その内容をもとに英

語力等を判断する。 

 

AO・高校留学生選抜試験Ⅱ（９月入学） 

AO・高校留学生選抜試験Ⅰに同じ 

 

帰国選抜（９月入学） 

日本国籍を有する者及び日本国の永住許可を得ている者で，外国の学校教育を受けて次

に該当する者 

１．平成 20 年 8月 31日までに 18歳に達した者。 

２．外国において，学校教育における 12年の課程を修了または修了見込みの者 
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選抜方法は，志望理由書，調査書の内容，英語小論文試験及び面接の結果を総合して合

格者を決定する。 

英語小論文試験は，基礎的学力，思考力および歩湯現力を見るために行う。 

面接（日本語および英語）は，志望理由書および調査書の内容をもとに英語力等を判

断。 

 

外国人留学生選抜（９月） 

日本国籍を有しないものであり，日本国の永住許可を得ていない者で，満 18歳に達する

者等。 

選抜資格は，志願理由書，出身学校長が発行する成績証明書（国際ﾊﾞｶﾛﾚｱ資格取得者，

ｱﾋﾞﾄｳｱ資格取得者，ﾊﾞｶﾛﾚｱ資格取得者にあっては当該試験等の成績証明書），英語小論文試

験及び面接の結果を総合して合格者を決定する。英語小論文試験は，基礎的学力，思考力

および表現力などを見るために行う。 

面接（日本語および英語）は，志願理由書および調査書の内容をもとに英語力等を判断

する。 

 

＜卒業について＞ 

卒業時期の弾力化について（短縮修了制度について（GPA 制度とキャップ制），卒業式の

実施回数 

 卒業要件は，次の２つの条件となる。 

１．各教育プログラムにおける必修科目を履修し，所定の条件単位数を満たした上で，

合計 124 単位以上修得した者 

２．各セメスターにおける GPAの平均値が 2.00以上であること。 

 なお，学生は年２回，春学期及び秋学期の終わりに卒業の機会がある。 

 

早期卒業制度は，導入していない。今後，検討する予定である。 

 

就職に関しては，教職につくものが多い。 

また，企業広報・マスコミ関係の就職者も多い。 

 

＜その他＞ 

 （これまでの９月入学の実績について） 

  平成２０年度は，３名の９月入学者がいた。 

  ３名ともギャップイヤーを利用し，キャリア開発室長の担当教員の指導の下，研究テ

ーマ等を決め，それぞれにギャップイヤー期間の研究・課題等について，レポートを提出

させている。 
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（テーマ例： マザーテレサの研究， オセアニアの民族に関する研究等） 

大学としては，海外で見聞を広めて来て欲しい。いろいろなことに興味を持って欲しい

という意図があるとのこと。 

また，公立大学ということもあり，１学年の入学者の約２割が秋田県（同県）出身者が

占めている。 

 

 （昨年度の卒業実績について） 

  １学年約１８０人のうち，      ４年間で卒業する者  約９０名 

４年半で卒業する者  約４５名 

５年間で卒業する者  約４５名 

２４時間利用可能な図書館 

  

 

学内にある学生寮 

 

 

③ 調査報告 

国際教養大学 グローバル・コミュニケーション研究科 



208 
 

 

＜カリキュラム・教育体制について＞ 

①４月入学と９月入学生のカリキュラム，進級・卒業要件等の差異の有無について 

９月入学のみしかない 

・高等教育のグローバルな標準に対応するとともに，国内外から広く優秀な人材を集め

るために，９月入学のみとしている。 

 ・日本で初めての本格的な９月入学を実施しているが，入学予定者については入学前に

準備コース 

  として，プログラムのコース内容の説明に加え，大学院レベルの学修に必要な英語能

力の維持向上に重点を置いた研修を行う。この間のボランティア活動や海外でのフィ

ールド体験も重視する。これらの活動・体験にはギャップイヤー制度により単位が付

与される。 

 ・入学前の３月に学部を卒業するなど，入学までにある程度の時間を有する入学予定者

については，本学大学院教員と相談のうえ，能力や状況に応じて入学までの間にﾌｨｰﾙﾄﾞ

ﾜｰｸやｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ，ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動を通じて，当該活動の期間，内容および活動報告・評価

を審査のうえ，共通科目の単位を 

付与するｷﾞｬｯﾌﾟｲﾔｰ制度を導入している。 

・専門職学位課程に２年以上在学し，所定の「共通科目」「専門科目」を修得し，合計 36

単位以上の修了要件をもって修了要件と定める。共通科目２科目６単位以上，専門科目

10科目 30単位以上（実践研究を含む），履修単位合計 36単位以上 

 

②セメスター制の導入の有無について 

（科目の週あたり開講コマ数について  学年あたりの標準履修科目数について） 

  セメスター制を導入している。 

  年間２セメスター制度 

２年間修了 

標準型 第１セメスター：12単位（１年次） 

    第２セメスター： 9単位（１年次） 

    第３セメスター： 9単位（２年次） 

    第４セメスター： 6単位（２年次） 

      計     36単位 

 

長期履修型 

〔現職教員など〕仕事などの都合から，各セメスターで履修する科目を抑え，標準修了

年限の２年を超えて，長期履修することにより修了するコースモデル 

第 1 ｾﾒｽﾀｰ：6単位，  第 2 ｾﾒｽﾀｰ：6単位（1年次） 



209 
 

第 3 ｾﾒｽﾀｰ：6単位，  第４ｾﾒｽﾀｰ：6単位（2年次） 

第 5 ｾﾒｽﾀｰ：6単位，  第 6 ｾﾒｽﾀｰ：6単位（3年次） 

                              計 36単位 

     第 1 ｾﾒｽﾀｰ：6単位，  第 2 ｾﾒｽﾀｰ：6単位（1年次） 

第 3 ｾﾒｽﾀｰ：3単位，  第４ｾﾒｽﾀｰ：6単位（2年次） 

第 5 ｾﾒｽﾀｰ：0単位，  第 6 ｾﾒｽﾀｰ：6単位（3年次） 

第 7 ｾﾒｽﾀｰ：6単位，  第 8 ｾﾒｽﾀｰ：3単位（4年次） 

                              計 36単位 

他に，現職＋1年休職併用型（第 4 ｾﾒｽﾀｰまで） 

1年半集中履修型〔実務経験者休職型〕（第 3 ｾﾒｽﾀｰまで）等，モデルプランがある。 

 

③大学の学習指導の特徴について 

（学年ごとの標準履修科目の指導いついて ９月入学学生に対するケア（補習等）につ

いて） 

 （その他，大学のカリキュラム・教育体制の特徴について） 

・「理論の実務の架橋」となるよう，国際的水準とキャリアを持つスタッフ，英語教育

および日本語教育における実践的なｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ指導の最前線に立ってきた実務家教

員，国際報道，国際政治や国際貢献の実務経験者のほか，国家首脳レベルの会議通

訳経験を有し，わが国同時通訳界の第一線に立ってきた実務家を専任教員として擁

し，学問的にも教育経験においても優れた実績を有する本学教員との協同による高 

  ・海外一流大学，国内の教育機関および大手メディアなどと提携し，海外での日

本語教育実習や日常的な英語教育実習，メディアなどでの業務習得型ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟによ

り，理論と実践を融合させる教育，高度専門職人として求められる表現能力や交渉

能力を現場で磨く教育を単位認定付で実施する。 

  ・専門職大学院としての目的と個性を十全に発揮すべく，大学院の授業も日本語教育

関係の科目を一部除き，すべて英語で行う。 

  ・各領域のカリキュラムは，「共通科目」と「専門科目」の各科目群によって構成され

る。すべての授業科目は１科目 3単位。 

共通科目：ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝに係る基礎理論のほか，国際社会や文化に係る基礎知

識，言語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ，実用的なﾗｲﾃｨﾝｸﾞ・ｽﾋﾟｰｷﾝｸﾞなど，ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮ

ﾝに係る実践的能力を習得するため，各領域を超えて配置。 

専門科目：理論と実践の架橋となる教育を行うため，ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝに係る言語，

言語習得，ｸﾞﾛｰﾊﾞﾘｾﾞｰｼｮﾝ，ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝに係る理論的知識の習得と，これを

展開・実践するためのスキルを併せて修得する科目 

  ・専門職学位課程であることから，理論的，学問的な展開を踏まえつつ，徹底して実

用性を重視する。授業では，単なる一方的な講義に留まることなく，討論などを通し
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て学生の問題意識などを引き出すなど，双方向授業の展開を目指している。また，履

修する領域により，「英語教育実践研究」「日本語教育実践研究」「発信力実践研究」

といった実践研究の専門科目を必修としている。この実践研究では，インターンシッ

プ（実習）前教育，インターンシップ（実習）実践を各フィールドで行い，これに基

づきリサーチ・ペーパーを課すことにより，講義での理論的枠組みの修得・深化を現

場において実体験をすること，および実務家教員の講義により，理論と実践の架橋の

実現を図る。 

 

＜９月入学の入試方法について＞ 

  入学試験は厳格な書類審査のみによって行う。入学者選抜に関しては，英語で授業を

行うため，TOEFL などのスコアに基づいて一定の英語力を要請する。 

   英語教育   TOEFL 580 点以上 

   日本語教育  TOEFL 530 点以上  
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(5)慶應大学の事例 

髙濵愛 

 

①  調査方法について 

 慶應義塾大学は、2005 年度（平成１７年度）に開始した「大学国際戦略本部事業」に採

択された３校の私立大学のうちの１つである。同大学は世界の高等教育機関との積極的な

連携を主な国際戦略の一つとしつつ、さまざまな国際交流活動の推進に努めている。これ

らのことから、先進的かつ優れた国際交流・留学に関する私立大学の取り組みについて調

査するため、慶応義塾大学国際センターを訪問した。 

 

＜調査概要＞ 

調査日時：2009 年（平成 21年）６月 22日（月）９：30～11：00 

訪問先：慶應義塾大学 国際センター（東京都港区三田２－15－45） 

調査協力者：屋部 史 氏（慶應義塾大学学生部課長（国際担当）） 

調査担当者：髙濵 愛（一橋大学大学院法学研究科・講師、研究分担者 1） 

佐藤 由利子（東京工業大学留学生センター・准教授、研究代表者） 

調査方法：予め質問の概要について担当者から連絡し、調査当日に資料等の提供を受けつ

つ、短期交換留学について説明を受けた。 

提供を受けた資料：「Fact Book: A Tradition of Excellence」 

「Student Exchange Program 2009-2010」 

「2009 年度慶應義塾大学国際センター 国際研究講座・日本研究講座」 

「Professional Career Programme (PCP)」 

「Japanese Language Program」 

「2009 年度 留学のてびき 派遣交換留学募集要項」 

 

②  慶應義塾大学における国際交流の概要について 

＜協定校および留学生数＞ 

慶應義塾大学は 10の学部と 14の研究科から構成されており、200を超える海外の大学等

と協定を締結している。協定先の地域としては、ヨーロッパ、アジア、北米の順に多い。

一方、留学生数を見ると、2007 年（平成 19 年）５月１日時点での受入れ留学生総数は約

900 名、派遣留学生総数は約 170 名となっている。表１に、その内訳について示す。 

 

 

 

                                                   
1 調査実施時の所属は、静岡大学国際交流センターであった。 
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表１：慶應義塾大学の協定校等および留学生数 2 

 

 

 

 

＜国際センターの概要 3＞ 

 今回の訪問先である国際センターは、1964 年の設立以来、国際交流の発展に貢献してい

る組織である。現在国際センターは、協定の締結や、学生・研究者の派遣等の拠点となっ

ており、交換留学プログラムの運営や、英語で行われる授業の推進、さらに学生の受入れ

と派遣の支援を担当している。例えば、受入れ留学生に対して、日本語・日本文化教育セ

ンターとともに、勉強と生活の両面でサポートを提供している。また、派遣留学生に対し

ても、交換留学に加えて、春季・夏季の短期研修プログラムを提供している。 

                                                   
2 「Fact Book: A Tradition of Excellence」参照 
3慶応義塾大学国際センターウェブサイト http://www.ic.keio.ac.jp/aboutic/index.html （2009年７

月 23日閲覧） 

【協定先大学等（計：215機関）】（2008年２月時点、括弧内は機関数） 

ヨーロッパ（77）、アジア（70）、北米（54）、オセアニア（７）、中南米（４）、中東（２）、

アフリカ（１） 

 

【受入れ留学生数（計：870 名）】（2007年５月１日時点、括弧内は人数） 

＜学部：計 335名＞ 

中国（174）、韓国（143）、マレーシア（９）、台湾（３）、アメリカ（３）、その他（３） 

＜大学院：365名＞ 

中国（120）、韓国（68）、タイ（26）、台湾（22）、インドネシア（14）、フランス（12）、

マレーシア（12）、ドイツ（８）、その他（83） 

＜Japanese Language Program：170名＞ 

アメリカ（36）、韓国（24）、台湾（22）、中国（17）、ドイツ（10）、シンガポール（９）、

カナダ（７）、フランス（７）、イギリス（７）、その他（31） 

 

【派遣留学生数（計：167名）】（2007年５月１日時点、括弧内は人数） 

＜学部：計 126名＞ 

アメリカ（37）、フランス（18）、イギリス（12）、中国（11）、カナダ（７）、オースト

ラリア（６）、ドイツ（６）、その他（29） 

＜大学院：計 41 名＞ 

フランス（10）、アメリカ（10）、ドイツ（５）、中国（４）、トルコ（２）、その他（10） 
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③ 慶應義塾大学における短期交換留学について 

国立大学において行われる「短プロ」等の短期交換留学が半年から１年の留学を指すの

に対して、慶應義塾大学において「短期」留学、「交換」留学といった場合は、異なった意

味で用いられる。まず、慶應義塾大学における「短期留学」とは、夏季休暇等を利用して

実施される１ヶ月程度の留学を指す。また、慶應義塾大学における「交換留学」は、協定

に基づいて１年間実施されるものを指す。この意味において、調査対象となっている国立

大学の「短プロ」の概念により近いため、今回は「短期留学」ではなく「交換留学」の方

に焦点を当てて、状況を尋ねた。 

 

＜交換留学生の受入れについて＞ 

交換留学生の受入れについては、以下の３つのプログラムが設けられている。それぞれ

①学部生向けのプログラムが１つ、②大学院生向けのプログラムは１つ、③学部・大学院

生共通のプログラムが１つである 4。 

 

① Keio International Program（学部生向け）5 

英語で開講される年間のべ 70の科目を、国費の交換留学生が日本語科目とともに、特別

短期留学生として履修することができる。従来は慶應義塾大学生が留学準備のために履修

していた。現在は日本人の学生と留学生とが一緒に勉強できる場になっている。

「International Studies（国際研究講座）」「Japanese Studies（日本研究講座）」「PCP(Keio 

Economics Professional Career Programme」「Independent Study」の４つのコースに大別

される。このうちPCPでは、経済学部の３～４年生がサーティフィケイトを取得することが

可能である 6。 

インターナショナル・プログラムの学生は、ほとんどが国際センター所属であるが、日

本語能力の高い学生の中には、学部所属の学生もいる。 

② Research Program（大学院生向け） 

とりわけ理工系の科目については、英語で学ぶことが容易である。 

③ Japanese Language Program（学部生および大学院生共通） 

日本語・日本文化教育センターによる日本語研修課程である 7。基本科目・技能別科目・

日本文化科目の中から履修することができる。一昨年（2007 年）までは、基本的には学部

生の受入れのプログラムはこれのみであった。日本語ができない学生から上級の学生まで、

いろいろなレベルの学生に対応できるプログラムである。 

                                                   
4 「Student Exchange Program 2009-2010」参照 
5 「2009年度慶應義塾大学国際センター 国際研究講座・日本研究講座」参照 

6 「Professional Career Programme (PCP)」および 

ウェブサイト、http://www.econ.keio.ac.jp/lecture/pcp/ 参照 
7 「Japanese Language Program」参照 
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＜交換留学生の派遣について 8＞ 

交換留学生の派遣に関しては、10 月の秋期募集と３月の春期募集の２度に分けて募集が

行われている。秋期募集の派遣先は、12カ国 52大学および「３キャンパス合同東アジア研

究講座（慶應義塾大学・香港大学・延世大学）」である。春期募集の派遣先は、13 カ国 52

大学となっている。この他の派遣先としては、商学研究科在籍者を対象とした３カ国３大

学もある。2008 年度は、秋期募集の定員 101名に対し、70名が合格した。一方、春期募集

の定員 110名に対しては、59名が合格した。 

 

④ 国際交流および短期交換留学の今後の展開に関する質疑の概要 

 

 以下に、担当者と調査協力者との質疑の概要を示す。Ｑは、担当者からの質問を示し、

Ａは調査協力者からの回答を示す。ＱとＡの横に、便宜上番号を付した。 

 

Q1：「留学生 30 万人計画」をふまえて、今後の留学生受入れの人数をどのように増加させ

ていくことを計画しているのか？ 

A1：現在の慶応義塾大学における受入れ留学生数は約 1000名である。これを５年ほどで 2500

名へ、さらには 10 年ほどで 4000 名へと積極的に増やしていくことを計画している。この

ような数値目標はあるが、やはり質が大事なので、数だけを増やすことはしないというの

が大前提になっている。増やすための１つのパターンとしては、やはり短期の学生を、協

定を結んだ提携大学から受け入れることを考えている。短期であっても受入れる留学生数

が増えるということにより、慶應の学生も提携大学に行くことができるというメリットも

あるし、合わせて優秀な留学生が来ることで必ずしも留学という形で海外に出る機会がな

い学生にとっても、グローバルな考え方を持った学生との交流による教育効果が期待でき

る。 

 

Q2：交換留学生の受入れの実績と、今後の展開について聞きたい。 

A2：交換留学生の受入れは、現在 200 名程度である。これを将来的に、サマープログラム

などの超短期の留学も含めて、（Q1の目標値である）4000名中、700名程度に増やしていき

たい。なお、超短期受入れの例としては、昨年７月に、イタリア・ボッコーニ大学の学生

を 30名程度約１ヶ月受け入れた実績がある。 

 

Q3：「平成２１年度国際化拠点事業（グローバル 30）」への対応はどうなっているか？ 

A3：「グローバル 30」に現在申請中であるが、もし採択されたとしても、財政的裏づけの点

                                                   
8 「2009年度 留学のてびき 派遣交換留学募集要項」ウェブサイト 

 http://www.dff.keio.ac.jp/activity/scholarship/index.html 
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から考えるとグローバル 30 の「その後」が課題であると認識している 9。継続的に続けら

れるような仕組みを作っていくことが必要であろう。 

 

Q4：英語で開講されている Keio International Programについて、今後の課題は何か？ 

A4：Keio International Program の科目を、各学部からもっと提供してもらってそろえて

いきたい。 

 

Q5：受入れ留学生に対するサポートで近年開始されたものはあるか？ 

A5：2008 年から、完全に英語だけで学位が取れる、慶應メディアマネジメントなどのプロ

グラムができたことに合わせて、2008年度から、修士の２年間を対象とした、「慶應義塾未

来先導国際奨学金」が創設された 10。これは来日せずに、遠隔面接による試験を受けること

のできる奨学金で、優秀な留学生を招くことを目的としている。初回となった昨年度は、

シンガポール・中国・トルコなどの学生が合格した。 

 

Q6：国際センターの組織に関する最近の動きはあったか？ 

A6：従来事務職員は、国際センターと日本語・日本文化教育センターとの兼務であった。

しかし 2009 年４月から、学生部国際担当という形に組織が改変された。この際、学生部の

中には国際担当と、従来学事センターとして別にあった学事と、学生総合センターとして

学生支援をやっていたところが全て入る形になった。これらの３部門が協力してやってい

くことのできる体制ができたので、今後本格的にいろいろな意味で相乗りしてやっていく

ことができるとよいと思う。 

 

Q7：国際交流をサポートするための新しい取り組みはあるか？ 

A7：日吉キャンパス（学部１～２年生）向けに、国際センターなど３つのセンターが合同

で「独立館」の中に「日吉コミュニケーションラウンジ」を設け、早いうちから外国語を

学んでもらうことを目指している。例えば、外国語教育センターによるプロジェクトとし

て、留学生をアルバイトとして雇用し、日本人の学生がおしゃべりを楽しむことができる

という企画や、コスミックという学生のグループによる、留学生と日本人が言葉を教えあ

う「日本語カンバセーション・パートナー」の活動がある。さらに、イマージョンスペー

スという場に、大使館等いろいろな機関からの留学関係の情報を掲示している。このよう

な場を利用して、早い時期から意識を持った学生が外国語を学ぶことを始めて、専門の学

部に入ったときには海外留学に参加するというステップを踏めるようになることが理想で

ある。 

 

                                                   
9本調査実施後の 2009年７月に、グローバル 30に採択された。 
10 「慶應義塾未来先導国際奨学金」パンフレット参照 
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Q8：留学に関して、外部機関との提携はあるか？ 

A8：派遣に関連して、ＳＡＦとＪＳＡＦという２つの外部機関と提携している。ＳＡＦ(The 

Study Abroad Foundation 11)には、かかった費用は大学ではなく学生個人が支払うシステ

ムである。学生との個別相談を依頼し、私費留学を行っている。開始して１年程度経過し、

10 名程度の学生が参加した。ＳＡＦが、もとはアメリカの学生を海外へ送り出すことを目

的としているのに対して、ＪＳＡＦ(Japan Study Abroad Foundation 12)は、日本の学生を

海外へ送り出すことを目的としている機関である。その他、ＣＩＥＥ（Council on 

International Educational Exchange：国際教育交換協議会日本代表部）の国際ボランテ

ィアプロジェクトも紹介している。 

 

Q9：派遣留学生の数を増やすためにとっている方策にはどのようなものがあるか？ 

A9：派遣交換留学の参加者は、現在 170 名ほどである。これをもっと増やすため、留学フ

ェアを開催しているが、４年目となる今年（2009年）は、昨年よりは減ったものの約 1300

名の来場者があった。 

奨学金に関しては、派遣留学向けの 150 年記念奨学金として、経済的に援助が必要な学

生を対象とした海外学習支援制度も設けられた。例えば、短期の在外研修は夏と春に実施

されるが、航空費を含めると 60～70万円程度かかるので、費用の足しにこの奨学金を利用

することも可能である。 

 

Q10：国際交流・留学について、民間企業等の連携はあるか？ 

A10：民間企業等との連携については、一部商学部にあるようだが、あまり実施されていな

い。 

 

⑤ 総括 

 慶應義塾大学は、多くの学部・研究科等を擁する日本屈指の総合大学であるが、留学生

の受け入れと派遣の両面において、近年留学支援のための場所・奨学金・協力機関等を精

力的に整備していることが、今回の調査で示唆された。留学生の受け入れに加え、とくに

派遣留学に関して、外部機関とも提携しながら、積極的に質と量の両面で充実させていこ

うという動きが多く見られた。以前採択された「大学国際戦略本部事業」と合わせて、今

回採択された「グローバル 30」の事業を推進していくことにより、全学的な国際交流がま

すます加速化していくことが大いに期待される。 

                                                   
11ＳＡＦウェブサイト http://www.studyabroadfoundation.org/japan/ 
12ＪＳＡＦウェブサイト http://www.japanstudyabroad.org/ 
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(6)早稲田大学の事例 

 佐藤由利子 

                                     

① 調査概要 

調査日程：2009年（平成 21年）6月 22日（月） 

訪問先：早稲田大学留学センター 

調査担当者： 髙濵 愛（一橋大学大学院法学研究科・講師、研究分担者 1） 

佐藤 由利子（東京工業大学留学生センター・准教授、研究代表者） 

調査協力者： 水戸 考道 氏（早稲田大学留学センター教務主任） 

高 橋  史 郎  氏 （ 早 稲 田 大 学 留 学 セ ン タ ー 調 査 役 ）               

埇田 博子 氏（早稲田留学センタープログラムコーディネーター） 

      菰原 克典 氏 （早稲田留学センタープログラムコーディネーター） 

      桜井 直子 氏（早稲田大学国際コミュニティセンター課長） 

② 大学の国際化の特徴 

 在校生 53,987 人中留学生数 3,125 名（留学生比率 5.8％、2009 年 6 月現在）。また、派

遣学生は、約 1年の長期の派遣学生 760名、短期（1ヵ月程度）611名（2008年実績）の数

字を誇る、名実共に、国内で最も国際化の進んだ大学の一つである。 

 早稲田大学の特徴の 1 つは、この大規模な留学生の受入れと派遣に、優れたマネジメン

トで対応していることである。 

 例えば、派遣留学については、受入れ・派遣プログラムの実施部門である留学センター

内で、㈱キャンパスという子会社の業務委託チーム 10名が派遣留学に関するロジスティク

ス業務のすべてをこなしている。また、学生・教職員に対する 4 名以下の少人数クラスの

Tutorial Englishや、週末に開催される「留学体験合宿」（年 6回予定）も、すべて早稲田

総研インターナショナルの Nativeの講師が行っている。 

留学生の受入れについては、国際アドミッションズオフィスが設立され、正規課程入学

の留学生の出願・選抜・受入れ業務をすべて扱い始めている。また、それ以外の交換留学

生（2009 年 6 月現在 331 名、年間 368 名）については、派遣同様、㈱キャンパスへの業務

委託を検討中という。ただ、交換留学プログラム受入れ業務の委託と標準化については、

引受先である学部や研究科の了解を取り付けることが必要であり、その点が課題だという。 

 更に、留学生や外国人教員のニーズに応え、また、海外関係機関への迅速な対応を可能

とするため、「翻訳センター」の設立も計画されている。 

このような子会社への委託や共同オフィスの設立は、国際化の進展が、早稲田大学の職

員や教員の負担増につながることを緩和している。 

早稲田大学留学センター調査役高橋史郎氏は、『私立大学マネジメント』「第 10章国際化

                                                   
1 調査実施時の所属は、静岡大学国際交流センターであった。 
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への取り組み」（2009, 東信堂, pp.410-430）の中で、「国際戦略とはマネジメント戦略で

もある。わかりやすく言えば国際戦略は教育・研究・マネジメントの 3 要素が密接に絡ま

り、大学の総合力や改革の志向が明確に反映される分野である。」と述べているが、早稲田

大学は、国際化のためのマネジメント戦略がうまく機能している好例と言えよう。 

 早稲田大学の国際化の 2 番目の特徴としては、学生の力やアイディアをうまく活用しな

がら、充実した留学生及び派遣学生の支援を行っていることである。大学側で支援してい

る制度は、図１の◎がついたもので、次のようなものがある。 

留学センター：チューター制度、学生留学アドバイザー 

国際コミュニティセンター：学生スタッフリーダー、ランゲージ・エクスチェンジ 

キャリアセンター：学生キャリアアドバイザー 

レジデンスセンター：レジデント・アシスタント 

ライティング・センター：論文作成支援チューター 

例えば「学生留学アドバイザー」は、留学センターが派遣帰国学生から募り、約 300 名

が登録し、「派遣留学に関する相談室」に交替でつめたり、前述の「留学体験合宿」に同行

したりしている。 

学生の力を活かした留学生の生活支援

留学センター
◎テューター制度
◎学生留学アドバイザー

国際コミュニティセンター
◎学生スタッフリーダー
◎ランゲージ・エクスチェンジ

キャリアセンター
◎学生キャリアアドバイザー

レジデンスセンター（仮称）
◎レジデント・アシスタント（ＲＡ）

国際交流虹の会
ＷＩＣ（国際学生交流友好会）

中国留学生会
韓国人学生会
台湾同学会（ＷＴＳＡ）

ＷＩＦ（Waseda International Festival）
ＷＩＰ（Waseda Illumination Project）
ＷＩＤ（Waseda International Day）

ＧＳＡ（GSAPS Student Association）
ＧＡＦＳ（Global Academic Fraternity and

Sorority in Waseda）
ＤＳＡ（Doctoral Student Association）

 

図 1．早稲田大学における「学生の力を活かした留学生の生活支援」 

（2009 年日本学生支援機構主催留学生担当者研修会高橋氏発表資料）◎は大学支援による制度 
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2006年に設立された国際コミュニティセンター(ICC)では、学生スタッフリーダーが交代

で詰め、学生が主体となって、ワセダ・グローバル・フェスタといった、さまざまな異文

化理解、地域との交流のイベントを、学内の留学生会や国際交流サークルと共に企画・運

営している。また、Waseda Weeklyという英文週刊誌が ICCのサポートにより発行され、日

本語が不得意な留学生や研究者・教員への情報伝達や相互理解促進の貴重な手段となって

いる。更に、近隣の小中学校での国際理解教育への協力などのアウトリーチ活動を行って

いる。 

ランゲージ・エクスチェンジは、ある言語を学習したい日本人と、日本語を学習したい

留学生・研究者等をマッチングする制度である。 

学生キャリアアドバイザーは、就職の内定した学部 4 年生が、下級生の就職相談に応じ

たり、就職関係のイベントを開催する制度であり、後輩留学生にアドバイスするケースも

あるという。 

レジデント・アシスタントは留学生寮に住み込む日本人学生で、入寮生の生活支援や寮

で開催する各種イベントの企画の中心ともなっている。 

更に、ライティング・センターでは、日本語論文作成支援のために日本人学生が、英文

論文作成支援のためには英語に堪能な留学生がチューターとして雇用され、論文作成のた

めのサポート体制を提供している。 

また、図 1 の◎のないものは、学生の自発的なボランティア活動であるが、このうち、

WIP (Waseda Illumination Project)は、地元商店街とタイアップして、早稲田大学周辺の

年末のライトアップを行うという。また、国際交流虹の会や WIC（国際学生交流友好会）は、

留学生との交流を目的に設立されたサークルで、交換留学生の空港でのピックアップなど

は、これらの団体が行っているという。 

このような学生による学生の支援体制は、学生のニーズに合ったきめ細かいサービスを

提供し、事務方の負担を軽減するとともに、留学生、日本人学生の貴重な交流を通じた教

育機会となり、また、学内でのアルバイト機会を提供し、それ自体が学生の生活支援にも

つながっている。 

早稲田大学の国際化の 3 番目の特徴は、学内での国際化の役割分担と収益事業である。

1997 年以降に設立された新学部・研究科（アジア太平洋研究科、国際情報通信研究科、情

報生産システム研究科、商学研究科ビジネス専攻、国際教養学部）においては、既に英語

による授業のみで学位取得できる教育課程を運営しており、国際化のためのインフラが十

分に整っているという。他方、それ以前に設立された伝統的な学部・研究科においては、

英語によるコースを始めとした国際化のためのインフラ整備はこれからであり、留学セン

ターは、これら伝統的学部の国際化のサポートを主に行っているという。 

また、留学センターは、グローバル・カレッジ（世界主要 8 大学との教育連携コンソー

シアム）の実施支援（3名の最優秀学生と教員の交流旅費支給など）を行ってきている。今
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後 10 年の中長期計画「Waseda Next 125」には、グローバル化が最優先課題として位置付

けられ、学長から国際化に向けての強力なサポートがあると同時に、学部・研究科の自主

性、主体性も十分に尊重しながら、国際化を進めているという。 

留学生数は、10 年後の 2020 年には 8000 名を計画しており、交換留学生の受入れも現在

の 370名規模から 1000名程度に伸ばしていきたいという。また、派遣についても現在の 760

名から 1000 名への増加を予定している。成績優秀者には、早稲田独自の奨学金も支給して

いるため、これら国際化にかかる資金を、いかに調達するかが、今後の大きな課題の一つ

といえるだろう。 

早稲田では European Training Program など、早稲田総研インターナショナルが受託す

る短期受入れ（2005 年より毎年 30 名程度。）も実施しており、このような収入をもたらす

プログラムの増加も、この資金問題解決の一つの方策と言えるかもしれない。 

 

③ 交換留学生の受入れ・企業との連携 

学術交流協定校は、2008 年末現在 601 校（うち全学協定 393 校）。協定校の増加に伴い、

学生交換制度及びアジアを中心としたダブルデグリープログラムで受け入れる留学生数は

331 名を数える（2009 年 6 月現在）。国際教養学部には、1 年間の交換留学生を 165 名受け

入れている。また、ハーバード大学からはサマー、ルンド大学からはウィンターのプログ

ラムで学生を受け入れている（ルンド大学からは毎年 1 月中旬からの 6 週間、修士・博士

の学生 9名程度受入れ。水戸先生コーディネート）。 

企業との連携では、先に述べた European Training Program で日産自動車のマネージャ

ーによる講義など、企業との連携が特色であるのに加え、清華大学からの航空分野の学生

受入れでは、ANAと連携したプログラムを実施している。 

 

④ 派遣留学 

先に述べたように約 1年の長期の派遣学生 760名、短期（1ヵ月程度）611名（2008年実

績）を送り出している。 

留学フェアは春と秋の年 2 回行われ、各々1000 名、1500 名の参加者があり、約 40 校の

協定校関係者が訪れ、説明を行うという（旅費は先方負担）。また、留学フェアの翌週は、

相談ウィークとして、学生留学アドバイザーが、学生の相談に応じる体制が強化される。 

先に述べた Tutorial English（5・6時限に実施）や土日の留学体験合宿は、必ずしも英

語が得意ではなく、海外留学にも積極的でない学生（どの大学にも必ずいる層）に働きか

けるために、実施されているという。 

留学体験合宿は、1回 24名の定員で、Nativeの英語講師 2名、留学体験のある学生留学

アドバイザー2名で、合宿形式で行われ、合宿中はすべて英語で話す。参加学生からは実費

費用のみ徴収している。ゆくゆくは、毎週実施したいという。 

また、派遣中の学生から「留学フォトコンテスト」を実施し、印刷物として出版するこ
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とで、後輩の学生のモティベーションを高める工夫がなされている。 

オックスフォード、ケンブリッジ大学については、派遣留学応募者のうち最優秀の 20名

に対し、各人 150 万円の校友会からの奨学金をつけて送り出している。また、その下の成

績上位 150 名までには、25 万円の校友会からの奨学金が支給される。成績下位者になるほ

ど、自己負担金(program feeの負担)が大きくなる。アフリカ、中東などに留学する学生も

いるが、リスクマネージメントには最新の注意を払い、旅行傷害保険の加入を全員に義務

付けると共に、有事の際には、留学センターのスタッフが手分けして派遣学生の両親に電

話する体制がとられている。 

ベニス国際大学、というプログラム（世界 8 大学のコンソーシアム）もあり、各大学か

ら教員 1名と学生 20 名が参加し、ベニスのキャンパスで、1学期間を共同で過ごす。 

英語による国際科目は 208 科目開講され、その内、留学センターは、13 の夏季集中科目

（協定校における海外語学・研修プログラム）、8 つの北京設置科目、2 つのハーバード大

学サマープログラムを含め 37科目提供している。 
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（7）東京工業大学の事例 

佐藤由利子・廣瀬幸夫 

 

はじめに  

 本稿では、東京工業大学の短期留学特別プログラム（以下、「短プロ」と呼ぶ）Young 

Scientist Exchange Program （以下「YSEP 」と呼ぶ）に 2000 年から 2008 年まで参加し

た留学生による修了時評価の結果を分析し、本プログラムの強みと弱みを探るとともに、

その背景・要因について、大学の国際化の進展に照らしながら考察することを目的とする。 

  

① YSEPの概要と参加学生の属性 

東京工業大学の短プロ YSEPは、参加学生が東工大での勉学と共に日本での生活体験を通

じて相互理解と友好親善を増進し、人種・言語・文化・習慣などを超えた連帯を一人でも

多くの人と深めること目的として、2000 年から開始した。参加学生は、学生交流協定を締

結した大学からの派遣交換留学生であり、専門分野の指導教員の研究室に所属して行う卒

論研究をプログラムの特色とするため、主に学部 4 年生が参加している。図 1 に示すよう

に、2000年当初 20 名だった受入れ人数は、2007年以降は、毎年 30名を超える規模となり、

2009 年 4 月時点での受入れ学生数累計は 228 名に上っている。短プロ学生に対する日本学

生支援機構(JASSO)奨学金は、その給付方針に基づき、毎年削減傾向にあるが、他方、自費

で参加する学生は年々増加しており、YSEP を継続する上で好ましい傾向と言える。なお、

これら自費学生の中には、自国の奨学金を取得している者、また、東工大が関係する団体

の奨学金を受給している者も含まれる。また、確保できる寮の部屋数の増加、プログラム

期間（9月～翌 8月）途中の４月受入れ生の実現も、参加学生数が増大した要因の一つであ

る。 
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図 1に示した 9期 228 名の内、2000年 9月から 2008年 8月までに受入れた 8期 192

名の学生については、YSEP に関する修了時アンケートを実施した。アンケート票は、

YSEPのメーリングリストを通じて配布され、直接の YSEP関係者ではない、留学生セ

ンター職員が回収する形で実施されている。本稿では、これら回収された修了時アン

ケートを分析するが、それに先立ち、この 8期 192名の学生の出身地域、性別、専門

分野などの属性について紹介する。 

アジア

42%

欧州

36%

北米

13%

豪州

6%

中東

3%

図2 YSEP学生の出身地域別内訳(00-07)

 

図 2は、8期 192 名の YSEP 学生の出身地域別内訳を示している。アジアが 42％と最も多

く、欧州が 36％と、それに次いでおり、両地域で 8 割近くを占めている。アジアの協定校

は、中国、韓国、インドネシア、タイ、ベトナム、ヨーロッパの協定校は、スウェーデン、

フィンランド、ノルウェー、ドイツ、オランダ、フランス、イタリアにあり、北米は米国、

中近東はイランとトルコの協定校から学生が参加している。なお、米国や豪州の協定校か

らの YSEP学生は、必ずしもその国の国籍を保有していない。これらの大学で、在籍する留

学生・外国人学生を派遣交換留学生として送り出す制度があるためである。 

2005年の東工大における留学生の出身地域別割合は、アジア 84％、欧州 8％、中南米 3％、

中東 2％、アフリカ 2％、北米 1％、大洋州 1％であり（佐藤・新井 2006, p.85）、比較する

と、YSEP では、欧州、北米、大洋州からの留学生が多く、より多様な地域からの留学生を

受入れていることがわかる。 

また、2007 年の日本の短期留学生の出身地域別割合は、アジア 60％、欧州 19％、北米

17％、大洋州 3％、中東 0.4％であり（日本学生支援機構 2007）、YSEPでは、日本の短期留

学生の平均よりも、欧州、豪州、中東からの留学生が多く、特に欧州からの留学生割合が

高いことが特徴となっている。 

図 3は、YSEP学生の男女別内訳を、図 4は、専門分野別の内訳を示している。東工
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大は、理工系の総合大学であるため、女子学生の比率が 13％と低いが、留学生におけ

る女子学生比率は 30％と高い（東京工業大学 2007）。YSEP学生における女子学生比率

は 25％と、東工大留学生の女子学生比率よりやや低い。また、専門分野では、電気・

情報分野を専攻する学生の割合が最も高く、次いで生命/化学、機械、建築/土木の順

である。IT 産業が注目される中、電気・情報分野に学生が集まる傾向が見られる。ま

た、東工大の 2つのキャンパスのうち、所属研究室が大岡山キャンパスの者が 141名

（73％）、横浜のすずかけ台キャンパスの者が、51名（27％）であった。 

女性

48
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男性

144
75%

図3 YSEP学生の男女別内訳(00-07)
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図4 YSEP学生専門分野別内訳（00-07）

 

② YSEP学生による修了時評価の結果  

＜評価アンケートの構成と形式＞ 

修了時評価アンケートは 16 項目から構成され、その内訳は、教育内容・環境に関する

質問が 8項目、寮に関する質問が 1項目、課外活動に関する質問が 3項目、プログラムの

運営管理に関する質問が 2 項目、総合評価に関する質問が 2 項目となっている。この内、

総合評価に関する 2項目以外は、1. Not good at all, 2. Not good, 3.Normal, 4.Good,   
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5.Excellent の 5 段階のリッカート尺度から回答を選択する形式となっており、更にすべ

ての質問において、コメント/提案を書き込むスペースが設けられている。 

 アンケート回答者は、8期 192 名中 116名（回答率 60％）であり、回答者の出身地域別

内訳は、アジア 51 名 44％、欧州 42名 36％、北米 14名 12％、豪州 6名 5％、中近東 3名

3％、男女別内訳は男性 85 名 73％、女性 31名 27％、所属研究室が大岡山キャンパスの者

が 86 名（74％）、すずかけ台キャンパスの者が 30 名（26％）と、母集団の傾向をほぼ反

映している。 

 

 ＜教育内容に関する評価＞ 

 教育内容に関する評価を見ると、最も回答平均値の高い科目は、Factory Study Tour（平

均値 4.28、標準偏差 0.8）、Topics on Japan（平均値 4.16、標準偏差 0.78）で、いずれ

も YSEP コーディネーターが直接担当している科目であった。また、プログラムの柱とし

て位置づけられる卒論研究の平均値は 3.93（標準偏差 0.905）で、これら科目に次いで高

い評価を得ていた。Factory Study Tour、Topics on Japan、卒論研究は、YSEP の必修科

目であり、全 YSEP 学生が履修する。これら必修科目の評価が高いことが、YSEP の強みの

一つと言えよう。 

他方、評価が低かったのは、研究室で行われる卒論ゼミと、英語による専門科目（国際

大学院科目から専門分野によって選択）であり、平均値はそれぞれ、3.35（標準偏差 1.109）、

3.37（標準偏差 1.141）であった。卒論ゼミへの不満としては、研究室で多数を占める日

本人学生のために、主に日本語で行われ、内容がわからない、という点を挙げる者が多い。

また、英語による専門科目については、講師の英語力不足、授業への熱意や工夫の欠如、

などを挙げる者が多い。なお、留学生センターで提供する日本語授業の回答平均値は 3.79

（標準偏差 1.006）であった。 
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図5 英語による専門科目の評価平均値の変遷
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図 5は英語による専門科目の、各期の YSEP学生による評価平均値の変遷を示している。 

東工大では 1993 年より 3 つの専門分野で国際大学院コース（修士・博士）を開設し、

1994年にはこれを 7分野に拡大し、主に留学生を対象とした英語による専門教育を行って

きたが、英語による授業は教員の負担と見なされる傾向があり、留学生が 3名以上集まら

ない場合には日本語による授業に切り替えるなどの現象も見られ、『2002 年留学生満足度

調査アンケート報告書』では、国際大学院コースの留学生から、英語による授業の増加を

強く望む声が寄せられていた（東京工業大学 2002 p.115）。 

2002年に東工大では、国際連携・国際教育にかかわる戦略を策定・推進する組織として

国際室を設置し、国際大学院コースの改善に取り組み始め、英語による開講科目も徐々に

増加した。また、2007年には、国際大学院プログラムと名称を変更し、すべての大学院研

究科がかかわる形で、コースの拡充が行われた。図 5において、2002年期に最も低かった

評点が、それ以降やや上昇傾向にあるのは、このような、東工大における国際大学院拡充

の努力と連動していると考えられる。 
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図6 日本語クラスの評価平均値の変遷

 

図 6 は日本語クラスについての、各期の YSEP 学生による評価平均値の変遷を示してい

る。日本語も、2003年度以降、すずかけ台キャンパスにおけるクラスやスキル別クラスの

開講など、留学生のニーズに合わせた教育の提供に取り組んでおり、そのことが、図 6に

見られる、2003 年期以降の評点の上昇につながっていると思われる。 

 

＜寮と課外プログラム＞ 

 YSEP 学生には、東工大の寮が優先的に提供されている。寮費は、二人部屋で（一人当た

り）月 12,000円、一人部屋で月 15,000円程度と安価であり、多くの YSEP学生が寮に入居

しているが、寮についての評価平均値は 3.49（標準偏差 1.015）で、必ずしも高くない。

寮の不満で最もよく挙げられるのは、「規則が厳しく、寮内でパーティができない」、「友人・

家族の宿泊が認められない」などの点である。また、「キャンパスから遠い」（大岡山キャ
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ンパスまで約 1 時間）、「二人部屋のルームメートとうまくいかない場合に他の部屋に移れ

ない」などの理由を挙げる学生もあり、途中から、自費でアパートに移る者もいる。 

JASSO の奨学金が月 8 万円で、奨学金を受給しない自費学生も増加傾向にある中、経済

的必要から YSEP 学生の大多数は最初に寮に入居する。日本での滞在時間の多くを過ごす

寮が、学生にとってより快適なものとなるよう、大学側の一層の努力が必要である。 

課外プログラムについては、東京周辺と栃木県における一泊二日のホームステイ交流と、

留学生のための京都・奈良旅行について、参加学生による評価を行ったが、平均値は、各々、

4.08（標準偏差 0.902）、4.33（標準偏差 0.756）、4.69（標準偏差 0.633）と高かった。こ

れらの課外プログラムは、YSEPの強みと言えよう。 

 

＜プログラムの運営管理と総合評価＞ 

プログラムの運営管理の内、コーディネーターによるプログラム調整の評価平均値は、

4.38（標準偏差 0.760）と高かった。また、YSEPを 100点満点で評価した場合の総合点に

ついては、83.55（標準偏差 13.848）と、比較的高かった。図 7は各期の YSEP学生による、

YSEPを 100 点満点で評価した総合点の変遷を示している。 

YSEPでは修了時評価の他にも、来日後 2カ月段階でアンケート調査を行い、プログラム

に対する不満な点を改善するように努めてきた。挙げられた事項には、YSEPコーディネー

ターによる対応が可能なものと、大学の他部局の協力なしには実現できないことがあり、

後者については、大学全体の国際化を検討する場において、必要性を指摘し、改善を待つ

必要があった。 
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図7 YSEPを100点満点で評価した総合点の変遷

 

2008年に実施された『東工大留学生の生活実態に関する調査研究』では、『2002年留学

生満足度調査アンケート報告書』に比べ、満足度の平均値が 71.2点から 77.2点に上昇し

ている（東京工業大学 2008, p.11）。2002年の国際室設置以降、東工大が留学生の教育・

生活環境の整備に優先的に取り組んできたことが、YSEPの総合評価でも、比較的高い評点
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が実現できた背景にあると言えよう。 

 

＜出身地域別、男女別、キャンパス別の分析結果＞ 

修了時アンケートの各項目について、出身地域別、男女別、キャンパス別に t検定を行

った。男女別では有意差のある項目はなかったが、キャンパス別では 2項目について、ま

た、出身地域別では 8項目について、5％水準で有意差が認められた。 

キャンパス別で有意差が認められたのが、「研究室の雰囲気」と「留学生課による支援」

の項目である。「研究室の雰囲気」の評価平均は、大岡山に研究室のある学生の平均が 4.15

（標準偏差 0.901）であるのに対し、すずかけ台に研究室がある学生の平均が 3.73（標準

偏差 0.944）と有意に低かった。また、「留学生課による支援」については、大岡山の学生

の平均が 3.83（標準偏差 1.113）であるのに対し、すずかけ台の学生の平均が 3.33（標準

偏差 1.093）と、やはり有意に低かった。 

すずかけ台は 1970 年代に開設された比較的新しいキャンパスであり、都心に近く商店

街に隣接している大岡山に比べ、郊外に位置し、周辺に商店が少なく、生活の利便性が相

対的に低い。また、留学生課分室も設置されておらず、支援が手薄な状況にある。このこ

とが、「研究室の雰囲気」と「留学生課による支援」の 2 項目において有意差があった要

因ではないかと推察される。 

また、出身地域別の平均値の比較に当たっては、YSEP学生を、アジア・中東の比較的国

民所得の低い地域出身者と、欧州・北米・豪州の比較的国民所得の高い地域出身者の 2グ

ループに分け、t検定を実施した。その結果、「卒論ゼミ」、「日本語クラス」、「Factory Study 

Tour」、「大学施設」、「寮」、「東京周辺での一泊二日ホームステイ」、「留学生課による支援」、

「YSEP 総合評点」の 8つの項目のすべてについて、アジア・中東出身者より、欧州・北米・

豪州出身者の評点平均が有意に低かった。 

岩男・萩原(1988, pp.22-23)は 1,301名の在日留学生への質問紙調査から、アジア系留

学生よりも欧米系留学生において、勉学内容に対する満足が低い傾向を指摘している。ま

た、遠藤（2002, p.ii）は、中国、韓国、台湾、香港・マカオ、マレーシア、タイにおけ

る、元日本留学生、元欧米留学生に対する質問紙調査から、教育の仕方や内容に関する評

価に関し、欧米が高く、日本が低い傾向が共通することを指摘している。更に、佐藤(2002, 

p.213; 2003, pp.10-11)も、インドネシアとタイにおける元日本留学生、元米国留学生に

対する質問紙調査から、選択できる講義数、図書館蔵書、図書館サービスなどの教育環境

において、元米国留学生よりも元日本留学生による評価平均値が有意に低いことを指摘し

ている。 

以上より、YSEPにおいて、欧米豪出身の学生がアジア・中東出身の留学生よりも、教育

内容・環境等に関連する項目について低い評価を行う傾向が見られるのは、欧米の大学の

教育内容・環境が日本の大学よりも評価が高い傾向があり、日本の大学における教育内

容・環境に対して、厳しい目を向けがちなためではないか、と考えられる。 
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③ YSEPの強みと弱み 

第 2節の、YSEP修了時評価結果の分析より、YSEPの強み、弱みについて、次のような点

が明らかになった。 

＜強み＞ 

① Factory Study Tour、Topics on Japan、卒論研究など、YSEPのコアである必修科目

の評価が高い。 

② ホームステイ交流や京都・奈良旅行などの課外プログラムの評価が非常に高い。 

③ コーディネーターによるプログラム調整の評価が高い。 

④ 総合評価点も 83.55 点と比較的高い。この背景には、2002 年の国際室設置以降、東

工大が留学生の教育・生活環境の整備に優先的に取り組んできたことが挙げられる。 

＜弱み＞ 

① 研究室で行われる卒論ゼミと、英語による専門科目の評価が低い。 

② 寮に関する評価が低い。 

③ 「研究室の雰囲気」と「留学生課による支援」の 2 項目で、すずかけ台に研究室が

ある学生の平均が大岡山に研究室のある学生の平均よりも有意に低い。 

④ 欧米豪出身の学生がアジア・中東出身の留学生よりも、教育内容・環境等に関連す

る項目について低い評価を行う傾向が見られる。 

 以上より、YSEPにおいては、Factory Study Tour、Topics on Japan、卒論研究などコア

科目の魅力、課外プログラムの人気、プログラム調整への満足が強みであり、また、国際

室の設置以降、大学全体で、留学生の教育・生活環境の整備に優先的に取り組んできたこ

とが、比較的高いプログラムの総合評価を実現できた背景にあると言えよう。 

 また、研究室で行われるゼミを始めとした使用言語の国際化（英語化）、英語による専門

科目の質の向上、寮の利用規則の緩和や交流場所の設置、すずかけ台キャンパスにおける

環境整備と留学生支援体制の強化は、今後の課題である。 

 YSEP では、他大学の短期留学に比べて、欧州からの留学生比率が高く、教育内容・環境

に対して、厳しい評価が行われる傾向がある。しかしそのことは、東工大における教育内

容・環境の改善を促すきっかけともなりうる。YSEP 修了時評価の結果を、大学の国際化政

策に反映する努力が必要である。 

 

 最後に、2006 年期に YSEPに参加した豪州出身の学生が行った”YSEP in Review”と題す

る、同期の YSEP 学生からの YSEP 評価の取りまとめ結果を紹介したい。 

 東工大の日本人学生の印象としては、「長時間研究室にいる」「効率性が低い」と批判的

な眼差しを向けているが、指導教員の助言については、75％の学生が役立っていると回答

している。また、90％の学生が大学の内外で日本人の友人を作り、YSEP の最もよかった点

としては、”The chance to make so many wonderful new friends from various countries 
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around the world!”という声が大多数であったことを示している（Brown 2007）。 

短期留学推進に関する調査研究協力者会議報告（1995）では、短期留学受入れの意義と

して、①より多くの留学生が多様な国から留学する（多様性）、②我が国と世界各国の大学

間の協力、提携の一層の強化、日本人学生と外国人学生との相互啓発の深化（交流性）、③

我が国の大学における教育研究指導方法の大幅な改善や国際化の促進（通用性）、の三点が

掲げられ、北浜（2003）は短プロを、「大学の国際化」という目標に向かって、多様性、交

流性、通用性を高めるイノベーションの一環と位置付けている。 

東工大においては、第 1 節で見たように、YSEP によって留学生出身国の多様性が促進さ

れ、また、”YSEP in Review”に示されたように交流性も実現されつつある。大学の国際

化推進と連携しつつ、教育内容・環境の国際通用性をいかに実現していくかが、今後の最

も大きな課題であると言えよう。 
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第 4章 企業との連携状況と課題 

 

１． 日本における企業及び関係機関との連携状況と課題 

（１） 名古屋大学超短期注 1（自動車工学）プログラム 

野水 勉 

 

① 背景 

名古屋大学は、学術交流協定締結大学（以下協定大学）との交換留学生受入れプログ

ラムとして、平成 8(1996)年に短期留学プログラム(NUPACE)を開始し、平成 22(2010)年度

には、50を越える協定大学から年間 90名近い交換留学生の受入れの現状となっているが、

NUPACE に参加する学生や協定大学から、日本企業とのつながりが日本留学の大きな魅力で

あるとの意見は少なくない。世界に名前の知られた数多くの企業を有し、日本における製

造業の中心地の一つである東海地域の中心に名古屋大学が所在していることも、その大き

な理由になっている。 

NUPACE で提供されている英語による講義の中には、企業からの非常勤講師を依頼して、

日本の企業の技術開発や経営戦略（「生産工学概論」）、国際交渉や法務問題（「企業法務」）

などを紹介する講義も含まれており、その期待の一部に応えてきている。しかし、欧米大

学からは、交換留学プログラムに企業インターンシップを組み込んでほしいとの要望が少

なくない。名古屋大学でも、それらの実現に努力し、少人数のインターンシップを実現し

てきているが、継続して実施することは難しかった。日本では、企業インターンシップが

まだまだ一般的ではなく、英語でのコミュニケーションを前提とした場合は受入れ現場の

負担が大きく、さらに難しくなるというのが大きな理由である。 

また米国大学からは、大学の夏期休暇期間を利用した、1-2ヶ月のサマープログラムの

要望も多く、自ら日本でのサマープログラムを実施している関連で、日本語プログラムや

日本文化・日本事情に関する授業の提供、企業インターンシップ、宿舎の支援を依頼して

くる例も少なくない。しかし、希望する実施時期が、米国大学にとっての夏期休暇期間で

ある 6月～8月中旬が多く、日本の大学では学期途中のために、一部の私立大学を除いて、

サマープログラム等の超短期プログラムの実施は限られていた。1 

                                                   
1日本では、文部科学省「短期留学推進制度」（現在の「留学生交流支援制度」）の下で、学位取得をめざ

した留学を「長期留学」とすることに対し、学位取得を目指さず１学期ないし１年間の留学を「短期留

学」と表現されることが定着している。そしてこれらとの混同を避けるため、サマープログラムをはじ

めとする 3ヶ月未満の短期間の留学を、「超短期留学」あるいは「ショートステイ」として表現する。専

門家の一部では１学期ないし１年間の留学を「交換留学」、3 ヶ月未満の留学を「短期留学」と表現して

いる場合があるので注意が必要である。 
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自動車サマープログラムのポスター 

② 設立までの経緯 

名古屋大学工学部・工学研究科は、米国ミ

シガン大学と 30 年近くの学部間の学術交流、

教員交流、学生交流を行ってきており、この

10 年間も活発に双方向の学生交流が行われて

きていた。それらを前提として、平成 17(2005)

年秋に、同大学から名古屋大学へ派遣する学生

をより拡大したい意向が伝えられ、サマープロ

グラムまたはインターンシップ・プログラムの

強い要請があった。そのため、澤木宣彦工学研

究科長（当時）の下で、工学研究科国際交流関

係者（筆者を含む）の議論の末、2-3年のうち

にサマープログラムを設立することを返答し、

最終的に 2008 年より開始することを予定した。 

ミシガン大から「自動車工学」を特に要請

されたわけではなかったが、同大学をはじめと

して海外の大学生が自費で参加してくるよう

な魅力をもったプログラムであること、名古屋の地域企業との連携も意識し、名古屋大学

工学部・工学研究科の看板にしやすい分野として「自動車工学」のプログラムを立ち上げ

ることとした。そこで、留学生支援にも積極的な機械工学分野の石田幸男教授（平成

19(2007)年 4月から留学生センター長就任）に、カリキュラム立案が要請された。 

石田教授は、大学で学ぶ機会の少ない、｢技術革新の激しい最先端の自動車工学」をプ

ログラムの主題とし、学部 4年および大学院修士課程学生を対象に想定し、自動車生産シ

ステム、コンピュータ制御技術、ハイブリッド車、材料開発、リサイクル、環境対策、予

防・衝突安全、高度道路交通システムなどに関連した 13 の先端技術を講義課題に挙げ、

名古屋大学の教員と自動車産業の研究者・技術者とで共同で講義をもつという、ユニーク

なカリキュラム案を提案し（平成 19(2007)年 8 月）、工学研究科として実現に動き出すこ

とが了承された。 

筆者が出かけて、このカリキュラム案をミシガン大学側に提案したところ、大きな賛

同が得られ、学生の募集に協力したいとの意向が伝えられた。講義内容だけでなく、グル

ープ・プロジェクト課題を与え、日本人学生を含むグループでプロジェクト課題を調査研

究させ、発表およびレポート提出を最後に課することも大いに評価された。グループ・プ

ロジェクト課題は、同大学におけるサマープログラムの単位認定にとくに重要な要素とな

り、プロジェクト課題研究の成果は米国学生の就職活動にも大いに役立つとの指摘があっ

た。そして、日本語学習のプログラムも是非加えるよう要請があった。ミシガン大学工学

部では、すでにフランス、オーストラリア、中国等の協定大学との協力によって、いくつ
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自動車材料と加工（日産自動車、名古屋大学） 

Toyota Hybrid SystemⅡ (THS- Ⅱ）

115 115 NN･･m /4200rpmm /4200rpm

5757kW / 5000rpmkW / 5000rpm
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4．High Power Ni-MH BatteryBattery

5．Progress of Energy Management 

(HV Control )

Engine

Power DividerPower Divider

GeneratorGenerator Inverter
BatteryBatteryBattery

MotorMotor

DeceleratorDecelerator Mechanical 
Flow
Electric 
FlowTransmission for HV
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TOYOTA MOTOR CORPORATION
13

自動車の省エネ技術 

（トヨタ自動車、名古屋大学） 

かのサマープログラムを実施してお

り、航空運賃を除いて 2,000 米ドル

以下の参加費（授業料、宿舎費、見

学旅行込み）であれば、参加者が集

まるであろうとの示唆を受けた。ま

た、プログラム参加学生は、ミシガ

ン大学だけでなく、米国他大学や

様々な国々から集まる形が望ましい

ことが確認された。 

 

③ プログラムの概要と実績 

 参考 1に平成 22(2010)年の自動車工学サマープログラムの概要を示す。プログラムを開

始した最初の平成 20(2008)年から 3 年目の平成 22(2010)年まで基本的に同様な構成であ

る。6月中旬（初年度は 6月当初）から 6週間にわたり、午前にはほぼ毎日 90分の日本語

研修を受け、午後は隔日で 13:30-16:30 に 13 課題の先端技術の講義を受ける。また、そ

れらの日程の間に工場・研究所見学が織り交ぜられ、名古屋周辺では、トヨタ自動車、三

菱自動車、デンソー、そして中部・関東方面では、ヤマハ発動機、鈴木自動車、トヨタ自

動車、小糸製作所、本田技研等への訪問が組まれている。その他の社会見学として、明治

村博物館（犬山市）、京都市内、東京都内見学が含まれる。2008年と 2009年のプログラム

参加費（授業料、宿舎費、見学旅行込み）は 1,600 米ドル、そして 2010 年は 1,800 ドル

とした。 

 参考 2 に 2008-2010 年の参加大学の内訳を示す。初年度は 10 名集まればと考え、2008

年 1月にこれまで交換留学を行っていた米国の 5大学を訪問し、関係者へ協力を依頼した

結果、最終的に 12 名の参加者となった。容易に経験できない貴重な見学が行え、内容が

充実しており、プログラム参加費は決して

高くない、他大学の学生や日本人学生達と

の交流も有意義だった、とすべての参加者

から高い評価を得ることができた。これら

の評価を在籍大学に持ち帰ってくれたた

め、2009年、2010年は 30名もの参加者数

に膨らんだ。参加の募集は 2010 年まで名

古屋大学工学部または全学間で締結して

いる協定大学に絞ったため、有力な大学か

ら意欲ある学生の参加が得られており、プ

ログラムの講師による参加学生への評価

も高い。 
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グループ・プロジェクトの発表 

豊田章一郎・トヨタ自動車名誉会長との懇談会 

④ 企業との連携 

名古屋大学工学研究科に自動車に

関連する共同研究を実施している研

究室が多くあったこと、また石田教

授が、機械工学分野の教授であり、

名古屋大学の卒業生でもあるので，

共同研究や同窓会を通じ，自動車関

連企業にはば広いネットワークを持

っていたこと、策定したプログラム

が企業の協力を得やすい画期的な形

であったことが、企業との連携に大

きな効果を発揮している。現在の自

動車関連技術が、機械工学分野だけでなく、電気・電子、材料、化学、道路工学など、工

学の幅広い分野に拡がっており、13回の講義（約 3時間）を様々な分野に分け、名古屋大

学の教員がそれぞれを担当し、その教員を通じて企業関係者に講義提供の協力を求めたた

め、より幅広い人脈を活用でき、主力の自動車会社をはじめ、バランスのとれた参加企業

の構成が実現している。 

講義担当者はそれぞれ意欲的に最先端分野の技術を紹介し、工場・研究所見学も一般見

学とは別に、専門性の高い見学プログラムが用意された。企業関係者も参加させたいとの

声が出たほどである。昨年(2010 年)、豊田章一郎トヨタ自動車名誉会長（名古屋大学工学

部卒）がこのプログラムの話を耳にされ、講義を参観し、その後参加学生との懇談の場も

作られたほか、プロジェクト研究発表会にはトヨタＵＳＡ社のスタッフも聴講に訪れ，時

間外に同社への就職情報提供が行われた。当初は、名

古屋大学の教員からの個人的依頼の形で始まっている

が、プログラムの評価が定着するに連れて、組織的に

依頼ができる形に移行してきている。 

⑤ プログラムの波及効果 

この節の冒頭で述べた通り、学生

交流を活発に行っている海外大学か

ら、企業との連携への期待は大変大

きいが、経済が停滞する中で日本の

企業もあまり余裕がないため、大学

への協力について控える傾向が出て

おり、非常勤講師の依頼も徐々に断

られることが多くなっている現状で

ある。 
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ホームステイの経験 

石田教授によれば、本件も会社によ

っては話がスムーズに進まず、担当教

員の個人的な関係で講師を無理に引き

受けてもらったケースも少なくなかっ

たが、プログラムの意義や評価が定着

してくると、会社上層部にも伝わり、

むしろ応援してくれるような状況の変

化が生まれている、とのことである。

企業の国際化や優秀な国際的人材の採

用は、世界に活躍する企業にとって大

事な課題であると思われ、本件のよう

に大変有意義だと評価されるプログラムになれば、積極的な協力が得られることを物語っ

ている。このような経過から、自動車工学サマープログラムは、企業連携における一つの

win-winモデルを提供できたのではないかと思われる。 

名古屋大学は、平成 21 年度に文部科学省の国際化拠点整備事業（グローバル 30）の 13

大学の一つに採択され、本年(平成 23 年)秋から英語による学士取得プログラムをスター

トさせる予定であるが、この学士プログラムの一つに自動車工学プログラムが含まれる。

この自動車工学プログラムの開始を工学部・工学研究科が決断することになったのも、自

動車工学サマープログラムの成功を受けてのものである。自動車工学を学ぶ海外の優秀な

学生を集め、国際的人材を輩出する大きな試みを始めるところである。 

 

⑥ 今後の課題 

自動車工学サマープログラムは、関係者の間で高い評価を得ており、企業との連携の観

点からも継続して実施することが期待されているところである。しかしながら、プログラ

ムの立案者であり、講師や工場見学に関する企業との交渉窓口、プログラム運営をほとん

ど中心的に担っている石田教授が近く定年を迎えるため、工学研究科としてコーディネー

タ役や教務支援体制をどう引き継いでいくかが、現在研究科内で論議となっているところ

である。 

また、民間宿舎を利用すると 6 週間で 15 万円前後の負担となり、学生から集めたプロ

グラム費では不足する。初年度は、文部科学省の競争資金「国際化加速化プログラム」が

獲得できたが、平成 21(2009)年からは総長裁量経費からの援助を学内から仰いでいる。平

成 22(2010 年)は大学宿舎を活用できたため、収支が多少抑えられたが、今後大学宿舎を

活用することは困難と考えられている。欧米の大学では、夏期休暇の期間に、学生寮を提

供できる体制が整えられるところが少なくないため、日本の大学の場合はその点不利にな

ってしまう。民間宿舎を前提に、収支をそのままバランスさせようとすると、プログラム

参加費用を大きく引き上げざるを得ないが、大学の国際交流関係経費や外部資金・民間資
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金等を活用することによって、学生への負担をできるだけ抑えたいところである。 

平成 23 年度政府予算案に、文部科学省「留学生交流支援制度」に新たに、3 ヶ月未満

の留学生受入れプログラムを支援できるショートステイ支援奨学金制度（8 万円／月）が

盛り込まれたことは、この自動車工学サマープログラムをより充実、発展させていくため

にも、重要な財政的支援となることは間違いない。この奨学金制度をきっかけにして、学

内の他の専門分野でも、海外の優秀な学生達を呼び込むことのできるサマープログラムを

計画している動きが出てきている。学内にとどまらず、日本の他大学でも、この自動車工

学サマープログラムを参考にして、単なる日本語・日本文化だけではなく、日本の得意な

専門分野の魅力あるサマープログラムをつくることができれば、大学の特徴をアピールで

き、ある程度のプログラム費用を負担しても参加したいとの学生を集めることにより、財

政的に負担が少ない、あるいは収支のバランスがとれるサマープログラム等の超短期（シ

ョートステイ）プログラムを動かすことが可能になると思われる。そして、日本の大学全

体が、企業との連携をさらに発展させるためにも、新しいモデルを提供できたのではない

かと思われる。 
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参考１．名古屋大学・自動車工学サマープログラム概要(2010年) 

 講義題目と協力企業（かっこ内）13:30-16:30 

1. The Car Industry, Market Trend, Circumstance and Its Future（三菱自動車） 

2. Observation and Evaluation of Drivers’Behavior (東京海上日動リスクコン

サルティング株式会社) 

3. Car Materials and Processing (日産自動車) 

4. Movements and Control of a Car (豊田中央研究所)                                                                

5. Safety Engineering for the Prevention of Accidents (日産自動車) 

6. Crash Safety  (本田技研工業) 

7. Automotive Embedded Computing Systems (トヨタ自動車)  

8. Communication Technologies in ITS (三菱自動車) 

9. CAE Activity in the Vehicle Development (トヨタ自動車) 

10. Energy Saving Technology for Automobiles (トヨタ自動車)  

11. Fuels and Automobile Catalysts for Environmental Friendly Cars 

12. Recycling (トヨタ自動車) 

13. Car Production System (デンソー)  

 グループ・プロジェクト（発表およびレポート提出） 

 日本語研修（全 45時間） 

 初級または中上級 

 工場見学 

 名古屋市周辺 

トヨタ自動車、三菱自動車、デンソー 

 関東地方 

ヤマハ発動機、鈴木自動車、トヨタ自動車、 

小糸製作所、本田技研工業 

 その他の社会見学 

 明治村博物館（犬山市）、京都市内、東京都内 

 

◎ プログラム参加費 
 1,800 US ドル（航空運賃、食費別） 
◎ ホームページ 

 http://www.engg.nagoya-u.ac.jp/en/nusip/ 
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参考２．参加大学と参加者数  

大学名 2008 2009 2010 

米国・ミシガン大学 6 13 12 

米国・ノースカロライナ州立大学 4  4 

米国・カリフォルニア大学ロサンゼルス校 1 9 1 

米国・ケンタッキー大学 1 1 2 

米国・南イリノイ大学  2 2 

米国・イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校   5 

フランス・ストラスブール大学  2  

英国・ウォーリック大学  3  

香港・香港科技大学   3 

中国・同済大学   1 

計  12 30 30 

名古屋大学参加者数 25 20 19 
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（2）留学生宿舎に関しての大学と都市再生機構（UR）との連携について 

近藤佐知彦 

 

はじめに（大阪大学の現状） 

 日本語学校経由で入学するなどすでに日本になじみのある新入生ならともかく、短期留

学生や新規渡日留学生にとって入国後の宿舎は重大関心事である。十分な数の宿舎がキャ

ンパス内もしくは近辺にあり、渡日前に予約されていなければ、留学先としての大学の魅

力が大きく低下しかねない。リクルート戦略の一つとして大学がコントロールできる宿舎

の確保をあげるのは、あながち的外れではないだろう。 

大阪大学では国際化拠点整備事業（以下 G30）で強化されたサポートオフィスと学生交流

推進課が共同して留学生向けの宿舎を手当している。しかしこれらを通じて確保できる宿

舎数は十分ではない。まず学内に約 350 人分の留学生向け宿舎があるが、それだけでは絶

対的に不足する。そこで日本学生支援機構（以下 JASSO）や近隣の JICA 大阪、財団運営の

宿舎にも計 350人ほどを入居させている。留学生約 1600人に対して、短期留学生や新規渡

日留学生を中心とした約 700 人分の宿舎が学内に、もしくは大学を通じて近隣の公的施設

に手配されている計算になる。 

2010 年秋からは G30 で創設された英語コース学部学生のため、学内の国際交流会館の一

部がブロックされ、そこに入居枠を確保してきた短期留学生が閉め出されることになった。

筆者ら国際教育交流センター短期留学プログラム研究開発チームは、これら閉め出される

学生を対象に宿舎開発にあたることにした。チーム本来の業務ではないため、中長期的に

は他部署に業務移管する前提である。しかし、今後 10 年で 3000 人にまで留学生を増やす

本学の G30 プランに対応したパイロット企画という位置づけでもあり、学内ではサポート

オフィス運営委員会と連動している。 

 

① 千里青山台団地について 

 大阪大学吹田キャンパスは大阪中心部から北に約 15 キロ、北摂千里丘陵に造成され豊

中・吹田両市にまたがる広大な「千里ニュータウン」に隣接している。豊中キャンパス、

箕面キャンパスもニュータウンとはつかず離れずの距離にある。 

1962年の「まちびらき」の後、七五年にニュータウン人口は 13万人弱に達した。しかし

それをピークに減り続け、2005 年には約 8.9 万人（住宅数は 4.1 万戸）にまで減少し、高

齢化比率（65歳以上の人口比）は 26.1％を示している。ちなみに大阪府平均は 18.5％だと

いう。山本（2009）は「ニュータウンや団地の開発当初は若年層・壮年層を中心とする若

い街であったが、初期入居者が定住指向を高める中で、子供世代の流出によって人口減少

と高齢化に拍車がかかっている」と指摘する（P128）。一戸建ては比較的広い敷地に建てら

れているが、集合住宅は二 DK や三 DK の狭小な間取りが中心で、若い世代は親と同居でき

ない。築後数十年を経た建物にはエレベーターも設置されず、ライフスタイルの変化に応
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じきれていない。その一方で、分譲を中心に集合住宅の建替えは盛んに行われ、建替えマ

ンションは好評のうちに売り出されている。環境良好で大阪中心部や新幹線・空港・高速

道路へのアクセスが便利な立地は今なお魅力的なのだ。なお住宅総数の 57.9％が賃貸で、

なかでも 21.9％が都市再生機構（旧住宅公団、以下 UR）の住宅。つまり UR は千里地区最

大の「大家さん」ということになる（山本 2009）。 

人口減と高齢化とは、賃貸住宅にも空室が生じ、新住民を歓迎する空気が広がっている

ということでもある。また賃貸集合住宅も建替えて活性化を図るという流れにもつながっ

てくる。1965 年に管理開始され、最近は新規入居が停止されていた UR 千里青山台団地は、

今年になって「定期借家住宅（以下 UR Light）」として募集が再開された。これは家賃を割

り引くが入居期間は制限し、将来の建替えも考慮した賃貸形態である。千里青山台は阪急

電鉄北千里駅に隣接し、五階建ての中層箱形住宅（2DKや 3DK）が建ち並ぶ。かつては高度

成長期の大阪の住宅需要を支え、現在は手入れの行き届いた緑が印象的な成熟した団地で

ある。北千里駅は吹田キャンパス最寄り駅でもあり、閑静な住宅地を 15分ほど歩けばキャ

ンパスにたどり着く。この千里青山台で三階以上の上層階に散見される空室を利用出来る

ならば、留学生宿舎として理想的と考えられた。 

 

② 「千里青山台 URフラット」のしくみ 

 筆者がコーディネートする短期留学プログラム Osaka University Short-term Student 

Exchange Program（以下 OUSSEP）は、1996年以来 500人弱の交換留学生を受け入れてきた。

近年は各セメスターに 45から 55 人の留学生を受け入れており、うち 15人が JASSOの留学

交流推進制度（短期受入れ）奨学金（月額 80000 円）を受給。私費で来日する者に加え、

本国の奨学金を受給している参加者も多い。この OUSSEPも G30のあおりを受けて国際交流

会館の割り当てを喪うため、同プログラム参加学生を対象として新規宿舎を試行すること

に決めた。企画大要を示すと以下の様になる。 

①  大阪大学は URと法人契約をむすび、2DK物件 10戸を借り上げる。 

 UR Light にも入居者収入制限などがあり短期留学生個人と URとの直接契約は困難。大

学が法人契約をむすんで学生に転貸する。 

 URの協力を得て改装し、1住戸を 2人でシェアさせる。 

 JASSO「留学生借り上げ宿舎支援事業」を利用する。 

② 大阪大学は当該住宅を OUSSEPの奨学金受給学生の宿舎に指定する。 

 OUSSEP に参加する学生は入居（滞日）期間が事前に確定。 

 学内宿舎より高額の転貸家賃になるが、奨学金受給者に「高家賃高品質」の住宅を割

り当て、プログラム参加者間の公平を保つ。 

 1住戸あたり 2人のルームシェアについては先行事例に学ぶ。 

③ 大阪大学は不動産管理会社に管理を委託する。 

 共益費や光熱水料の基本料金までを含んだ転貸家賃を設定。 
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 入退居管理から、転貸家賃の徴収、UR への家賃支払い代行までプロにお任せし、大学

側の負担を軽減する。 

 生活や勉学に必要な什器は受託会社が設置し、学内宿舎を上回るレベルまで住環境を

整える。 

 ライフラインも受託会社が開栓・開通。今や学生の必須インフラであるブロードバン

ド（光回線）使用料は転貸家賃に含める。 

 JASSO「留学生借り上げ宿舎支援事業」補助金については、受託会社への委託料と設備

充実にあてる。 

 不測の退居者に備え大学と受託会社とは密接に情報交換し、また対応を協議する。 

 会社選定にあたっては、大学の契約担当部署が複数社から見積もりをとり、転貸料金

が学生にとって有利な提案を採用。 

④ 大阪大学、UR、管理受託会社の三者で覚書を締結する。 

 UR と大阪大学は外国人研究者や留学生への宿舎提供について包括協定を結んでおり、

その精神に則って OUSSEP留学生に係る住宅整備覚書を締結する。その際、実質管理に

あたる受託会社も加わって細目まで決定。 

 以上の手続きやシステムについて、学内では国際交流室会議で承認を得て URとの法人契

約および不動産管理会社との契約に至った。そして JASSO 奨学金受給生と本国からの奨学

金受給生など 20 人を住まわせることになった。また奨学金は受給していないものの婚姻関

係にある OUSSEP留学生二人も一緒に入居する。 

 この「千里青山台 URフラット」の利点は次のようなことになるだろう。 

① 借り上げ宿舎であるが故の利点 

 保証人、そして光熱水料などの個別契約が不要。 

 空港到着から直接入居（外国人登録前入居）が可能。 

 敷金・礼金などの日本的商習慣に煩わされない。 

② 新規宿舎であるが故の利点 

 光回線標準化など、現代学生のニーズにあわせた設備水準。 

 奨学金から割り出した転貸家賃など、合理的な制度設計。 

 宿舎を準備する側にとっては、縦割りで運用が硬直化しがちな学内宿舎に比べ、自由

な発想で宿舎の魅力を創造。 

③ 学外に設置される故の利点 

 どうしても「出島」になりがちな留学生宿舎に比べ、地域コミュニティとの接点が多

い。 

その一方で、学内宿舎より割高になる転貸家賃、ゴミ出しなど生活ルールの浸透、ルーム

メイトとの相性など、運営上の不安材料もある。また不測の退居者が多いとシステムその

ものが成り立たなくなる。OUSSEP はプログラムの始期と終期が明確であり、入居者は家賃

支払いの裏付けとなる奨学金支給が確約されている。空室リスクは比較的低いと判断し、
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そのように納得していただけた管理会社が受託して企画が動き出した。 

 

③ 先行研究・先行事例、そして千里青山台 

 本企画は新しい取り組みなので、①ルームシェアの運営方法、②UR からの借り上げとい

った観点でいくつもの先行事例から学ばせていただいた。九州大学伊都キャンパスでは外

部委託で宿舎運営の合理化をすすめており、熊本大学の国際交流会館新棟はルームシェア

に積極的に取り組んでいた。大阪大学と同じく大規模な UR高島平団地に隣接する大東文化

大では、大学と地域が一体で「環境創造型人材」を育てるためのプロジェクトが進行中で

ある。文部科学省「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」（以下現代 GP；2009）からはじ

まった取り組みは、GP終了後も大学が UR住宅を借り上げて留学生や日本人にフラットシェ

アさせ、若い住民が地域住民と触れあうための場を数多く提供するなど、多文化多世代同

居による地域振興を目指していた。 

 目を足下に転じるとニュータウンは大阪の研究者にも重要な研究対象だ。本学工学研究

科新田保次教授が代表者になった GP（2004）での取り組みや、ニュータウンの歴史、再活

性化に向けた理論構築、行政や NPOなどの各種実践を解説した山本茂氏の著作（2009）は、

筆者にとって千里ニュータウンが置かれた状況や可能性を理解するために参考になった。

本企画の構想段階から各先生や関係大学、地元自治体などをお訊ねして直接教えを乞い、

アドヴァイスをお願いしている。 

 さて部屋の割り当てについては種々検討した結果、男女を分けたあとは単純に「アルフ

ァベット順」に同居人を割り当てていくことに決した。様々な要因が絡むため、えいやっ、

と決めてしまったというところが真相に近い。 

 そしてご近所とのつきあいである。 

 団地自治会にご挨拶に伺った時には「子供が減って年末の餅つき大会は中止していたが、

留学生に入居してくるなら復活しようか」というようなコメントをいただいた。大東文化

大に倣い、我々も学生を地域の各種イベント（運動会など）に参加させるなどすれば、地

域の方々にも「多文化多世代同居」の成果を実感していただけそうな予感がしている。大

学にとっては宿舎の確保という切実な動機からはじまった企画だが、地域住民との交流を

通じて留学生が地域活性化の起爆剤になって欲しいと心から願う。日当たりの良い二 DKは

UR 団地の例に漏れず入居時の清掃も申し分ない。入居学生も部屋の状態や環境に満足との

コメントを寄せてくれており、留学生と地域コミュニティ双方から歓迎されつつ「千里青

山台 URフラット」は上々のスタートをきったところである。 

 

④ むすびにかえて 

 千里の成熟した住宅資源と、UR Light を利用した法人契約のおかげで、管理の相当部分

をアウトソースした「千里青山台 URフラット」が実現した。各大学の置かれた状況は千差

万別にせよ、宿舎開発のためには地域資源を活用する「借り上げ」に目が向くのは自然な



243 
 

成り行きであり、今後ともいろいろな可能性について学びたいと考えている。 

さて本企画を進めていくうえで、心強い味方となった「留学生借り上げ宿舎支援事業」で

あるが、心から感謝しつつも JASSO には更なる制度的柔軟性をお願いしたい。以下のよう

な項目についてはあえてコメントをつけさせていただく。 

① 支援の規模がわかりにくく、計画が立てづらい。 

 春期秋期の予算割り当てがあるが、秋期向けの残高、といった情報提供が不十分。そ

のため申請が受理されるのか、支援対象になり得るのかが判らず、計画に盛り込みに

くい。 

 申込先着順に支援対象を決めていく方式は、それなりの公平さもあるにせよ、企画の

優劣や切迫性を軽視しているように思われる。 

② シェアについては一定の割り増しを。 

 「千里青山台 UR フラット」のようなシェアフラットであっても、単身者と同額の支援

しかない。夫婦用居室には割増して支払われるのに倣って、単身用より手厚い支援を

求めたい。一住戸に複数の学生を収容するのは、一人の学生（研究者）とその配偶者

を収容するよりはるかに手間がかかる。その反面、学校や居住者自身の国際化にはよ

り貢献している。 

③ 日本人同居についての容認・配慮。 

 新規の留学生宿舎を開発する時、教育的観点から「出島」状態を避けようとするのは

自然な流れだと思われる。しかし現制度では外国人留学生と日本人学生が同一住戸に

同居（フラットシェア）した場合、当該住戸は支援対象から外れる。日本人学生の国

際化や草の根の国際交流にもつながる宿舎として認めていただきたい。 

④ 公的住宅へのさらなる適用拡大。 

 現在は民間住宅と UR が対象となっているが、地域に散らばった宿舎資源を活用するた

めには、他の公的住宅にも対象を拡大して支援を願いたい。 

⑤ 期間・入居資格や使途についても柔軟性を。 

 期限がきて学内宿舎を退館することになった正規留学生（新規渡日者ではない）など

からのニーズも多く、支援対象に含めて貰いたい。 

 人件費が使途にできないため、スタッフの負担が過大になる。 

 本企画に取り組んだ経験を通し、大学にも地域にもメリットがあり、何より留学生自身

が喜ぶような宿舎整備への思いが一層強まっている。その実現のために JASSO が果たす先

導的役割について大いに期待をしている。 

 

⑤ 科研報告書への補足 

本稿は平成 22年末に発行された日本学生支援機構「留学交流」誌 12月号（10-13頁）に、

その号の特集「留学生のリクルート戦略」の一つとして掲載された 4ページの記事である。

科研報告書に再掲するに当たり、大阪大学からの事例紹介として掲載された記事には若干
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の見直しと修正とを行った。また本企画は「留学生借り上げ宿舎支援事業」が一つの柱と

なっていたが、その支援事業の運営主体である日本学生支援機構発行の機関誌には「書き

きれなかった」部分については、この章で若干の補足を行いたい。 

本企画は留学生宿舎の不足という事態を解決するため、UR 等とはかなり突っ込んだ折衝

を行った。国際交流に対する当方の熱意を理解して頂き、UR 側からは相当の譲歩と支援を

いただいている。 

あまり詳細にわたる部分については省くが、大阪大学が法人契約を結ぶ条件として、以

下の事項については UR側の負担になっている。 

① フラットシェアに適した物件への改装 

② 日本の気候を乗り切るための必要設備 

③ 最低限の調理設備 

④ 天井照明 

それに加えて「敷金」の支払いが全額免除された。 

一方、UR Lightの利用をしつつも、URと大阪大学の法人契約においては「家賃」そのも

のは規程通りに支払うことにしている。換言すれば、法人契約については一般に UR Light

によって定められた金額を支払い、その代わりに、フラットシェアに適した住宅への改装

費用および「荷物を持ち込んでそのまま住める」学内寮に準じた設備充実への一部負担を、

UR側にお願いした格好になっている。なお、第 3章で少し触れている「URと大阪大学、不

動産管理会社」との三者覚書については、一部を伏せ字とするが、本稿末に参考資料とし

て掲載しておきたい。 

 大阪大学は前掲①から④の設備を施した物件を URから受領し、そのまま不動産管理会社

に委託して留学生を住まわせるわけだが、それぞれの物件に対し、前章までに触れていな

い事項としては、以下の様な設備を整える事が不動産管理の仕様書で指示されていた。 

① 各居室の寝具（布団） 

② 各居室の勉強机および椅子 

③ 各居室のデスクランプ 

④ 各住戸共用スペースに洗濯機 

⑤ 各住戸共用スペースに冷蔵庫 

⑥ 各住戸共用スペースに電子レンジ 

⑦ 各住戸共用スペースに電気掃除機 

⑧ メール・電話のホットラインを備えること 

また、仕様書では要求されていなかったものの、本企画を受託した業者はテレビを設置

しており、学生達の QOL向上に大きく貢献している。 

ちなみに 4 社ほどの管理業者が今回興味を示してくれたが、大阪大学との契約には「空

室が生じた場合大学が家賃を保証する」という条項を入れず、空室に関するリスクは業者

側が負担することを条件とした。学内の諒解を得やすくするために、大学がリスクをとら
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ない、という選択をしたわけで、そのような過酷の条件で 4 社ほどの業者がギリギリのリ

スク計算をして見積もりを出していただいた。 

結果的に受託業者が示した条件を箇条書きにすると以下の様になる。 

① 転貸家賃には「光熱水料」基本料金相当額を含む 

② 各住戸によって URからの法人契約家賃が異なるものの、転貸家賃は一律に設定 

③ 具体的金額を記すことは差し控えるが、受託管理会社が設定した 1居室あたりの転貸家

賃は当該住戸の家賃の 69%-75%程度であり、住民 2人の転貸家賃をあわせると URに支払

う家賃の 138%-150%程度の収入および「留学生借り上げ宿舎支援事業」のよる一時金

80000円を合わせた金額が不動産管理会社の見込み収入となる 

④ 以上で不動産管理業務全般と、前記①－⑧の設備、および光ブロードバンドによるネッ

ト接続を維持 

 以上、不動産管理会社には大きなシワ寄せをお願いすることになったが、留学生宿舎な

どの増築が一朝一夕にはできそうにない状況、また留学生数は増えることはあっても減る

ことはなさそうな状況、などを理解していただき、管理会社にも「清水の舞台から飛び降

りる」覚悟をしていただき、将来への投資とご理解をいただけた。 

本取り組みは学内の宿舎不足を補うための企業（UR および不動産管理会社）と大学とが

連携を行った結果であり、本報告書で記されている韓国などの宿舎増設事例に比べればい

かにも華々しさには欠ける。しかし現場における改善の地道な取り組みの一つとして、関

係者諸兄の参考になればと心から願うものである。 

 

参考資料 

短期留学生向け都市機構住宅の提供に関する覚書 

 

 独立行政法人都市再生機構（以下「甲」という。）、国立大学法人大阪大学（以下「乙」

という。）及び株式会社○○○○（以下「丙」という。）は、甲乙間においては、平成２２

年４月１日付で締結した「都市機構住宅の提供に関する協定書」第３条に基づき、丙にお

いては乙との業務委託契約に基づき、乙が実施する短期留学プログラムにより乙に在籍す

る外国人留学生等（以下「短期留学生」という。）の居住の用に供するため、甲所有の賃貸

住宅（以下「都市機構住宅」という。）の提供に関して、次のとおり覚書を交換する。 

 

（目的） 

第１条 本覚書は、短期留学生の居住の用に供するため、甲が都市機構住宅を提供するこ

とにより、短期留学生の生活の安定向上のため、短期留学生の勉学環境等の整備を図り、

ひいては国際友好に寄与することを目的とする。 

 

（対象団地、対象住宅） 
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第２条 本覚書の対象団地及び対象住宅は、甲が定める。 

２ 甲は、短期留学生の需要状況等を鑑み、必要に応じて対象団地及び対象住宅を変更で

きるものとする。 

 

（甲の義務） 

第３条 甲は、都市機構住宅を提供するにあたり、次の各号で定める義務を負う。 

一 甲は、前条で定める対象団地及び対象住宅に関する必要な情報を、適宜乙に提供する

ものとする。 

二 乙が都市機構住宅の提供を希望するときは、甲は、乙と賃貸借契約、定期建物賃貸借

契約、または一時使用賃貸借契約を締結するものとする。 

三 甲は、乙が一戸の住戸に独立の生計を営む複数の短期留学生を入居させる場合、甲が

指定するハウスシェアリング制度対象団地の中から、複数入居に適した住宅を提供するも

のとする。 

四 前項の契約締結に当たり、甲は、敷金を免除するものとする。 

五 甲は、乙との契約に基づき丙が都市機構住宅の管理にあたることを認めるものとする。 

六 甲は、乙が独立行政法人日本学生支援機構による「留学生借り上げ宿舎支援事業」を

利用するにあたり、必要な資料の提供をおこなうものとする。 

 

（乙及び丙の義務） 

第４条 乙及び丙は、提供を受けた都市機構住宅を短期留学生に供するにあたり、次の各

号で定める義務を負う。 

一 乙は、甲と賃貸借契約、定期建物賃貸借契約、または一時使用賃貸借契約を締結する

ものとし、契約締結に当たっては、丙と協力のうえ甲が指定する必要書類を作成し、甲に

提出するものとする。 

二 乙及び丙は、住宅の入居に際し、短期留学生に対し財団法人日本国際教育支援協会が

取り扱う留学生住宅総合補償に加入させるなど、居住中の事故等に伴う損害賠償をしなけ

ればならない場合に備えた措置を講じるものとする。 

三 乙及び丙は、居住中の短期留学生に対し、甲乙間で締結した賃貸借契約書等に係る義

務を履行するよう必要な指導等を行うとともに、日本国内で快適な生活を過ごせるよう適

切な措置を行うものとする。 

四 短期留学生が入居できる期間は、乙における在学期間とし、プログラムの修了などで

乙から離籍した場合は、丙は乙と協力のうえ短期留学生を退去させるものとする。 

五 乙及び丙は、居住中の短期留学生の状況把握に努め、必要な都度、甲に提供するなど、

都市機構住宅の管理に協力するものとする。 

 

（課題等への対応） 
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第５条 甲、乙及び丙が、本覚書に定める義務を履行するに当たり、課題等が生じた場合

は、必要に応じて協議を行い、対応するものとする。 

２ 甲、乙及び丙は、前項の協議、対応等のため、各々の連絡窓口を通知するものとする。 

 

（改正及び廃止、協議事項） 

第６条 本覚書の改正又は廃止、及び本覚書に疑義が生じた場合又は本覚書に定めのない

事項については、甲乙丙協議の上、これを定めるものとする。 

 

 本覚書交換の証として、本書を３通作成し、甲乙丙記名押印の上、各自１通を保有する

ものとする。 

 

 平成２２年８月○○日 

以下署名欄省略 

 

参考文献・事例 

山本茂（2009）ニュータウン再生：住環境マネジメントの課題と展望 学芸出版社 

大阪大学（2004 年度現代 GP）リノベーションまちづくりデザイナーの養成 

大東文化大学（2007 年度現代 GP）「持続可能な都市再生」の担い手を求めて；高島平再生

プロジェクトによる「環境創造型人材」の育成 
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(3) 広島大学短期交換留学プログラム留学生向けインターンシップにおける企業との連携 

恒松直美 

 

はじめに 

2003年度より広島大学短期交換留学プログラム(Hiroshima University Study Abroad 

Program = HUSA)1 向けに「HUSAインターンシップ」2を開講し、地域企業及び官公庁の協力

を得ながら発展させてきた。2003 年度春学期（前期）の留学生インターンの派遣開始から

2010 年度で 8 回目を迎えた。開講当初より企業からの助言に絶えず耳を傾け、インターン

シップの授業の内容も充実化を図り発展させてきた。大学教育と社会との連携及び国際的

視野からのキャリア教育支援を念頭に置き、2009 年度より正規学生との共同研究プロジェ

クトを導入し、短期交換留学生と他の正規学生とのインタラクションを起こす場を作った。

2010 年度は、企業体験者の講話を全学公開セミナーとして授業に盛り込み、留学生と正規

学生の共同学習を導入するなど、新しい展開を迎えている。多様な国籍を持つ学生が大学

教育と社会とのつながりを共に考える場を設けたことは、大学における国際教育の発展の

第一歩でもある。また、2003 年度のHUSAインターンシップ立ち上げより多大なる支援を得

ている広島経済同友会広島中央支部の支援により、今後交換留学生インターンをより発展

させていく制度も整備しつつある。国籍を問わず、学生が自分の人生とキャリアをグロー

バルに考えられる国際教育のあり方を模索しつつ、受け入れ企業との連携を強化しながら

今後も短期交換留学生向けインターンシップの充実を図っていく。現報告書では、短期交

換留学生向けインターンシップの発展の過程と企業との連携の現状について提示する。 

 

① 広島大学短期交換留学プログラム留学生向けインターンシップ（HUSA インターンシッ

プ）の特徴 

HUSA インターンシップにおける大学と企業との「連携」について論じるにあたり、企業

から見た「短期交換留学生」という特殊な存在と、数週間交換留学生インターンを企業に

おくことの意味について明確にしておく必要がある。HUSA インターンシップは、インター

ンシップ制度を持つ企業の企画するインターンシップと異なる性質を持ち、企業のおかれ

た地域の大学国際化とそこに留学してきた留学生への国際貢献の精神で支援される特徴を

持つものであるからである。現在、厳しい経済情勢を反映し、中央教育審議会大学分科会

においても大学教育のあり方が審議される中、企業からは即戦力として使える人材育成の

ための実践的教育を大学に要請する声が強くなっている。その要望の背景には、経済状況

の変化と企業内教育形態の変化がある。企業が企業内教育を行い人材を育てる余裕があり、

大学に対して教育の成果への期待はあまりなく、大学教育自体よりも、どのレベルの大学

                                                   
1 以降、’Hiroshima University Study Abroad Program’（広島大学短期交換留学プログラム）を「HUSA

プログラム」と称する。 
2 以降、「広島大学短期交換留学生向けインターンシップ・コース」を「HUSAインターンシップ」と称する。 
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に合格できたかが将来の就職を左右した時代は終わりつつある。現在、大学にはその教育

成果の明示が求められ、学生自身もそれを明確に知り大学を選択する傾向が強まっていく

時代ともいえる。このような状況下、企業が自ら立ち上げているインターンシップは、イ

ンターンとして就労する学生が即戦力となる道筋を最短にするための方策の一つでもある。

早い時期に、学生自身が企業でのインターンシップを通じてその企業内での実践的な仕事

のあり方を学ぶことで、その企業を現実的な就職の対象として捉える可能性が増す。また、

大学の勉学と仕事との関わりを見い出し、大学生活を通じてより充実した学びを得ること

にもつながる。 

企業が正規職員に一生かけて支払う賃金は２～３億という状況において、最初の採用の

時点で優秀な人材を獲得することは死活問題であり、数週間または数ヶ月のインターンシ

ップ中に学生の持つ資質や能力を時間をかけて評価する価値は十分あるといえる。学生の

就職難が取り上げられることは多いが、企業側の人材確保の苦闘が取り上げられることは

比較的少ない。人材獲得のため、多くの企業は、人材開発支援を専門とする企業に資金を

投入し、人材開発を専門とする企業に依頼する方策をとってでも、戦力となる人材確保に

努める。たとえ人材確保に直結しなくとも、プロジェクトに学生に取り組んでもらいアイ

デアを取り入れたり、職場体験の場を提供し自社をアピールするなど、何らかの形で自社

について広報し学生の周知度を上げることを狙いとするインターンシップも多い。これら

が自社の宣伝につながり優秀な人材確保の可能性を増すからである。 

上述したような企業が本来持つインターンシップ制度を持つ背景を十分理解したうえで、

HUSA インターンシップについて議論する必要がある。実際、短期交換留学プログラム留学

生が広島大学のおかれている東広島の地域企業に就職する可能性はほとんどない状況の中、

HUSAインターンシップは、「採用」や「人材発掘」には結びつかないことを前提として行わ

れている。また、「短期交換留学生」が現実的に日本の地域企業で貢献できる実務能力はか

なり低く、さらに、2週間という派遣期間では、世話をする企業は時間と労力をかけて世話

をして終わるのが現実である。したがって、HUSA インターンシップは、学生による仕事や

会社への貢献という枠で捉えるのではなく、「人と人との交流」、「地域企業による学生への

国際貢献」という枠組みで捉えるのが妥当であると考える。つまり、日本文化及び社会に

興味を持ち、異文化圏から地元の広島大学に留学してきた将来のある留学生に対し、少し

でもその理解度を深める支援を提供し、留学生の将来に役立つ形で貢献しようとする地域

企業の精神である。  

 

② 短期交換留学生向けインターンシップのための授業の発展と改善  

HUSA インターンシップを 2003 年度に開講して以来、本年度の 2010 年までに、現状を把

握しつつ授業の受講条件及び授業内容を改定し、常に学生により良い形で HUSAインターン

シップを開講することを目指してきた。HUSAインターンシップを受講する HUSA留学生の人

数は、3 人～10 人であり、各年異なる。2008 年度までは、授業の受講条件に関し、派遣先
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での就労が日本語で可能であることを条件とし、その要件を満たせる日本語上級（レベル

５）の学生のみ派遣とすることとした。広島大学留学生センター（2010 年度より国際セン

ター国際教育部門）では、初級（レベル 1）・中級（レベル 2・3）・上級（レベル 4・5）の

日本語の授業を開講してきたが、現実的に日本語で仕事を遂行できるレベルは「レベル 5」

のみである。しかし、またとないチャンスを活かし、なるべく希望する学生をインターン

として派遣したいとの意向から、レベル４の学生の場合でも、日本語力がレベル 5 にかな

り近く派遣可能であると担当教員が判断した場合は派遣した例が数例ある。 

このような状況を踏まえ、2009 年度より日本における産官学連携に向けての機会をより

多くの学生に提供することを目的とし、日本語中級レベルの HUSAプログラム留学生も準備

のための授業に参加が可能な制度を整備した。2009 年度春学期は、日本語上級レベルの学

生 10 人と中級レベルの学生 3 人が HUSA インターンシップを受講し、新しい試みとして、

日本語上級の学生がインターンとして派遣されるのに対し、日本語中級レベルの学生 3 人

は派遣は困難であるため共同研究プロジェクトに取り組んでもらうこととした。共同研究

は、中級の留学生 3 人がボランティアの日本人学生 3 人と共に 1 対 1 でペアを組み、各グ

ループで研究プロジェクトに取り組むというものである。HUSA 留学生 3 人が取り組んだ研

究のタイトルは、「日本の企業の意思決定」（出身国 ギリシャ）、「翻訳者になるには」（出

身国 アメリカ）、「ロシアの日本企業と日本のロシア企業」（出身国 ロシア）である。プ

ロジェクト後のプレゼンテーションも、日本語で行うこととし、日本語レベル中級の学生

は、日本語で発表する機会を持ったことで、自らの日本語力の限界に挑戦しやり遂げた。 

HUSA インターンシップの準備の授業をより充実させるため、2010 年度春学期からは、

「HUSA インターンシップ」を、「HUSA インターンシップ I：キャリア理論と実践 (HUSA 

Internship I: Career Theory and Practice)」（日本語中級・上級向け）、「HUSA インター

ンシップ II：実習 (HUSA Internship II: Practicum)」（日本語上級向け）の二つの授業に

分けて開講することとした。日本語中級の学生は、実際にはインターンとしての派遣は困

難であるが、将来的にインターンシップを希望し、日本企業での就業を夢に持っているこ

と、また準備のための授業への参加を希望する学生がいたことなどを考慮し、インターン

派遣の準備の授業となる「HUSA インターンシップ I」は、日本語中級及び上級とも受講可

能とし、将来的な可能性を伸ばす策を講じた。これらの新しい発展の取り組みで目指した

目標は、1) HUSA プログラム留学生が大学教育と社会とのつながりを体験する場を創る、

2)HUSA プログラム留学生が、本学で学ぶ正規学生と共に多様な文化的背景を体感しながら

学ぶ場を作る、の 2点である。 

2010 年度春学期には、「HUSA インターンシップ：キャリア理論と実践」の授業に企業体

験者の講話を盛り込み、「企業人の働くモチベーションとは？」「持続成長する企業とは？」

「企業と人材 ～考え方の大切さ～」、2010 年度秋学期には、「社会の中で働くための就職

活動」「人は仕事を通して成長する」と題したセミナーを開催した。このセミナーは、全

学公開セミナーとし、全学から日本人学生や他の留学生も参加した。反響は大きく、学生
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からはこのような社会人の話が実際に聞ける場を今後もっと作って欲しいとの声があった。

また、講話の次週には、HUSA 留学生と参加者との共同学習を盛り込み、講話の内容につい

て積極的に議論及び調査を行い、プレゼンテーションをする場を持った。今後は、単なる

キャリア教育としてではなく、学生の意識に焦点をあて、ホリスティックに大学教育と社

会を連携させていく取り組みを発展させていく所存である。 

 

③ 短期交換留学生インターン派遣の現状： 現実的問題及び企業側の見解 

2003 年度から 2010 年度までに「HUSA インターンシップ」において企業および官公庁に

派遣した短期交換留学生の国別数と専攻別の割合は以下である。インターンとして派遣さ

れた学生は中国と韓国が多いが、これはインターン派遣の日本語能力の条件である上級を

満たす学生は中国及び韓国の学生が大多数を占めていることが起因している。また、派遣

した留学生の専攻として日本語・日本文学が多い理由も同様に、日本語及び日本文学を専

攻する学生に日本語能力の高い学生が多いからであり、必ずしも日本語・日本文学を専攻

する学生がよりインターンシップを強く希望しているわけではない。 
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次に、短期交換留学生向けインターンシップについて、企業側が留学生インターンシッ

プへの協力を躊躇する理由と現状を以下に挙げる。 

 自社に就職する可能性のない学生へのインターンシップ派遣の支援は自社にとりメリ

ットが少ない。短期交換留学生のように、自社に就職する可能性がほぼ皆無に等しい

場合、真剣に取り合わない。 

 企業は、自らが人材発掘のために立ち上げた制度でないインターンシップへの支援に

はかなり難色を見せ、大学が立ち上げたインターンシップについての説明のための訪

問にも対応しない場合が多い。企業間ネットワークを通じて依頼する場合を除いては、

メリットを見出せない短期交換留学生のインターンシップには取り合わない現実があ

る。 

 留学生のうち、専門性を持つ留学生（例えば、工学博士など）で人材発掘につながる

場合と異なり、短期交換留学生のように大多数が学部生（3・4 年次学生が多い）で専
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門性が薄い場合は、メリットがないと企業が捉えている場合が多い。 

 短期交換留学生の場合、日本語上級の学生でも実務的に企業で使用できるレベルでは

なく正式な書類などは作成できない現実を、企業は新入社員の教育等を通じて精通し

ている。 

 ２週間という短い派遣期間は、職場における基本的事項についての学生への指導で終

わる結果となり、学生が実際に職場で役に立つ職務を遂行する時点まで至らないため、

かなりの労力と時間の負担となる現実を企業は認識している。 

地域企業が HUSA インターンシップに対応するケースは、企業間のネットワークにより依

頼された場合のみであるといっても過言ではない。実際、HUSA インターンシップを支援す

る依頼を担当教員から受け、広島経済同友会広島中央支部・国際委員会の委員長及び委員

会メンバーが有志として働きかけて支援を依頼し、支援のネットワークを広げているのが

現実である。広島経済同友会広島中央支部の企業間の親密なネットワークがなければ、HUSA

インターンの継続的派遣は大変困難である。 

地域企業からHUSAインターンシップへの支援を得ていくためには、「HUSAインターンシッ

プ」担当教員が、自身の授業としての責任と使命感を明確に持ち、地域企業と絶えず接触

する機会を持ち、毎年受け入れ企業を訪問し、継続してHUSAインターンシップの意義を訴

えていくことが不可欠である。それらの努力なくしては、短期交換留学生向けインターン

シップの継続は不可能である。実際、2003 年度のインターン派遣開始より、受け入れ企業

へは、学生を紹介する際、必ず挨拶を兼ねて訪問している。また、広島経済同友会広島中

央支部の例会において、「HUSAインターンシップ」について挨拶を兼ねて説明及び依頼をし、

国際委員会の会合にてインターンシップの報告等を行ってきている。結局、「人と人のつな

がり」と地域企業の国際貢献への支援の精神によって、HUSAインターンシップは継続可能

となってきた。このような現状況において、今後HUSAインターンシップを継続していくた

めには、問題点や改善点についての企業の率直な意見を聞き改善をしていくことが不可欠

であると判断し、企業のアンケート調査を行うこととした。2010年 1～2月にかけて、広島

経済同友会広島中央支部の支援を得て、支部に所属する中小企業を対象に「HUSAインター

ンシップ」に対しての企業の見解についての調査を行った。32003年度よりHUSAインターン

シップを継続し、2 週間のインターンシップ後、企業による簡単な評価を依頼してきたが、

実際企業がHUSAインターンシップをどのように捉えているのかについての正式なアンケー

ト調査は今回が初めてである。 

アンケート調査の結果、これまで見えにくかった企業の見解を知ることができた。特に

これまで交換留学生インターンを受け入れたことのない企業が、留学生インターンシップ

について興味を持ちながらも、その意義や短期交換留学プログラム留学生の実態が捉えに

くいため実行に移すまでに至っていない現状が明らかになった。つまり、企業にとり、躊

躇する最大の原因は、「短期交換留学生インターンシップ」の意義の不明瞭さであることが

                                                   
3 企業のアンケート調査結果の詳細は、国際センター紀要第 1号（2011年度発行）にて発表する。 
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明確になった。意義が明示されれば、企業が即支援するとは限らないが、まず、支援を得

て行くための第一歩として、「短期交換留学プログラム留学生」とは一体どういう存在なの

か、何を目的として広島大学に留学しているのか、これらの留学生はなぜ広島大学のある

東広島及び周辺の中小企業でインターンシップをしたいのか、などの明確かつ詳細な説明

が必要であることがわかってきた。「広島大学短期交換留学プログラム留学生」という言葉

のみでは、企業が HUSA留学生について理解することが大変困難であり、交換留学制度、留

学生の出身国、日本語能力、専攻、広島大学に留学する目的、学部生と大学院生の存在な

どの説明があって初めて「HUSA インターンシップ」のおかれている文脈が理解できる。留

学生が来日した背景について理解しないまま、留学生を「インターン」として自社に受け

入れ世話をするところまでは現実的に考慮しにくいのは当然といえる。 

これらの現状を踏まえ、HUSA インターンシップについてより企業に理解していただくこ

とを目的とし、その改善策の第一歩として、2010年 3月「HUSAインターンシップ」のパン

フレットを発行し、広島経済同友会広島中央支部に配布することとした。このパンフレッ

トは、主に「広島大学短期交換留学プログラム(HUSAプログラム)」と「HUSAインターンシ

ップ」についての概容が把握できるよう簡潔にまとめた。プログラムに関する簡潔な説明、

留学生の出身国及び専攻の割合、過去の HUSA インターンの体験談、担当教員からの挨拶、

インターンシップ募集から派遣までの流れ、大学と企業の役割などを掲載した。また、「HUSA

インターンシップ I：キャリア理論と実践」及び「HUSA インターンシップ II: 実習」の授

業の内容を明確に示し、大学の短期交換留学プログラムのカリキュラムの一環として HUSA

インターンシップが存在し、まず準備の授業で基本的なことを学び企業に派遣しているこ

とも明示した。留学生を受け入れる企業の立場からいただいたアドバイスに、派遣する交

換留学生は主に学部生で 2 週間という短期の受け入れであるため、専門性や企業にとって

の有益性を強調することで企業はひいてしまうとの意見があった。実際には、実務経験の

ない留学生には企業において有益な仕事を貢献する可能性が大変低いため、専門能力を生

かしたいとの要望を提示することにより企業側に不必要に負担を感じさせないほうがよい

との提案である。これらのアドバイスを取り入れ、パンフレットでは、学生が日本留学中

に日本企業において多様な職場体験を積むことを希望していると提示した。また、「HUSAイ

ンターンシップＩ」の授業においても、学生に対し初めから職業を限定せずインターンシ

ップを通じて多様な体験を積む重要性を伝えるようにしている。 

 

④ 短期交換留学生インターン受け入れ制度の改善 

2003年度から 2009年度までは、8月の 2週間をインターン派遣期間としていたが、企業

からの助言で 8 月のみに限定することにより、受け入れ企業の拡大に制限がかかっている

ことがわかった。その結果、より企業側が受け入れやすくするため、冬季休業、春季休業、

夏季休業へと受け入れ可能期間を拡大した。加えて「企業登録制度」を導入し、「HUSAイン

ターンシップ」受け入れに興味のある企業は、いつでも担当教員を通じて、受け入れ企業
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として登録できるシステムを 2010年度より整備し始動し始めたばかりである。しかし、現

実はかなり厳しく、登録制度の導入について広島経済同友会広島中央支部で説明した後、

実際に登録をしたのは、過去 HUSA インターン受け入れに協力し支援を提供してきた企業 2

社のみであった。過去において数回インターン受け入れをしてきた企業も、「登録」して常

時留学生インターン受け入れを支援する、という形をとることには躊躇しているようであ

った。しかし、この現実が実際に実務能力を持たない短期交換留学生インターンを受け入

れることに対する企業の本音であるといっても過言ではない。これまで留学生インターン

を受け入れたことのない企業が積極的にインターン受け入れの登録をする例は全くなかっ

た。後ほど新しい企業が数社登録したが、実際は経済同友会の企業間ネットワークを通じ

て協力依頼があり、長年のつきあいから断りきれなかったことが理由である。受け入れ先

を開拓し企業から継続したサポートを得ていくためには、担当教員が積極的に交換留学生

向けインターンシップの意義を唱え協力をよびかけていき、企業間ネットワークと絶えず

つながりを持っていくことが鍵となる。「HUSAインターンシップ」は、留学生と他の学生が

地域社会及びグローバル社会という文脈の中で相互に刺激し学び合いながら新しい体験を

作り出していく可能性を秘めている。今後は、グローバルな文脈の中で、学生・大学・社

会のネットワークを多面的に広げ、より大きな視野から「HUSA インターンシップ」を発展

させていけるよう尽力していく所存である。 

 

＜注＞ 

本稿は、以下の原著論文から抜粋し要約したものである。詳細は、原著論文を参照され

たい。 

1. 恒松直美 2011 「広島大学短期交換留学生インターンシップと地域企業の国際貢献  

- 交換留学生インターン受け入れに関する地域企業の意識調査 -」『広島大学国際 

センター紀要』第 1号 印刷中  

2. 恒松直美 2010 「短期交換留学生向けインターンシップと日本人学生の参加 –国際的

視野からのキャリア教育 -」『広島大学留学生センター紀要』第 20号 pp.23-39. 

3. 恒松直美 2008 「短期交換留学生向けインターンシップと研修 – グローバル社会にお

ける地域ネットワークと大学教育-」『広島大学留学生センター紀要』第 18号 pp.1-16. 
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2.EUにおける企業との連携状況と課題 

佐藤由利子 

 

本節では、2010 年の欧州委員会教育文化部における聞取り調査 1と欧州国際教育協会

(EAIE)大会での情報収集に基づき、欧州委員会が推進する高等教育と産業界の連携の枠組

みとエラスムス計画における大学と企業の連携支援プロジェクト及びインターンシップに

ついて紹介し、EUにおける高等教育と企業の連携の課題と可能性について考察する。 

 

（1） 欧州委員会が推進する高等教育と企業の連携の枠組み 

 

2000年のリスボン戦略では、EU を「世界で最も競争力のある知識経済圏」にすることを

目標とし、リスボン宣言を引き継ぐ形で、2010年に公表されたヨーロッパ 2020 戦略では、

①（知識とイノベーションに基づいた）スマートな成長、②持続可能な成長、③（社会や

国境を越えた）包括的 (inclusive)な成長の 3つを柱としており、いずれも「知識」「経済」

「成長」がキーワードになっている。欧州委員会教育文化部は、これらの目標を達成する

ため、高等教育と産業界の連携促進に取り組んでいる。 

2006年に欧州委員会は欧州革新技術機構(EIT, European Institute of Innovation and 

Technology )を設立し、大学と企業の連携による技術開発支援を開始した。また同年、「大

学の近代化アジェンダ」に関して、次の 9項目の通達(Commission Communication)を出し

たが、太字で示した 5つが、大学と企業を始めとする社会との連携を促す内容であった。 

1. 欧州の大学の垣根を崩す 

2. 大学の自立と責任を保証する 

3. 産業界との構造化したパートナーシップのための誘因を提供する 

4. 労働市場に対して、技能と能力を最適に備えた者を供給する 

5. 教育と研究の間の資金ギャップを減らし、資金助成をより効率的なものとする 

6. 学際性と学問間の透明性を高める 

7. 社会との交流を通じて、知識を活性化する  

8. 最高レベルの卓越に報いる 

9. 欧州高等教育圏と欧州研究圏を世界に広報し、魅力的なものとする 

 これを促進するため、欧州委員会教育文化部生涯学習計画(LLP, Lifelong Learning 

Programme)では、2008年より大学－企業フォーラムを開始した。その主な目的は、関係者

の構造的な会話のプラットフォームを提供し、交流、議論、好事例の紹介、相互学習を促

進することであった。大学－企業フォーラムは年 1回、また、テーマ別の大学－企業フォ

                                                   
1欧州委員会教育文化部生涯学習計画高等教育国際担当首席事務官の Patricia De Smet氏に対して 2010年

9月 20日に行った。 
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ーラムは、年 2～3回の頻度で開催されている。 

 2009 年には、欧州委員会による「大学の近代化のための新しいパートナーシップ：大学

と企業の会話のための EUフォーラム」に関する通達が出され、ガバナンス、カリキュラム

開発、起業、交流（モビリティ）、知識伝達、生涯教育の 6項目にわたって、どのように大

学と企業が連携を深めるべきかが具体的に示されている。 

 例えばカリキュラム開発については、「企業がカリキュラム開発にかかわることは、労働

市場のニーズに対応した連関を保証し、卒業生が、労働市場において成功するのに必要な

知識、技能、能力を習得することを助ける。（共同開発された）カリキュラムやインターン

シップによって、社会の実際の問題や解決法に触れることにより、学生の学習はより豊か

になり、将来の雇用に向けての備えがなされる」と述べられ、交流については「より多く

の大学生が企業のインターンシップに参加し、企業における現実の問題に関して働き、企

業と協力して共通プロジェクトに取り組むことを期待する。また、より多くの研究者や教

員がより企業側と交流し、企業の社員が教育プログラムにより頻繁にかかわることを期待

する」と記述されている。 

 

（2） エラスムス多国間プロジェクトにおける大学と企業の連携支援 

 

エラスムス計画には、戦略的に重要な分野の国際協力プロジェクトを支援する「エラス

ムス多国間プロジェクト」というスキームがあり、「高等教育機関と企業の連携」は、その

優先分野の 1つとなっている。2007 年に開始されたこのプロジェクトでは、「高等教育機関

と企業の連携」の分野で 22 件の申請が出され、連携優先団体として、企業（特に中小企業）、

職能団体、商工会議所、自治体などが示されていたが、実際に採択されたのは、科学技術

パークと大学の連携による起業家支援、地域の企業ネットワークと商工会議所と大学の連

携による起業家支援、職能団体と大学の連携による中小企業経営者に対する研修、企業と

大学の連携による建築分野での研究と教育、大学と研究所による「大学と企業のパートナ

ーシップ好事例マッピング」の 5件であった。2008年には、学生のインターンシップ、女

性の起業家、分野特化型アプローチ（例えば温泉経営）、中小企業と移民が優先分野として

示され、28件の応募に対し 10件が採択された。2008年の応募に関しては、次の様な課題

が指摘される。 

・企業がまだ十分に積極的ではない。 

・中小企業協会、職能団体、経営者団体などの関与が不十分で、より大きなインパクト

と持続性をもたらしていない。 

・連携開始の広報が十分になされていない。 

・知的財産権や企業の財産権が十分に配慮されていない。 

・連携団体間のインパクトだけで、欧州としての付加価値が不十分である。 

・活動と予算の大部分が申請者やコーディネーターに委ねられている。 
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（3） エラスムス計画におけるインターンシップ 

 

 エラスムス計画におけるインターンシップはエラスムス・プレースメント(Erasmus 

placements)と呼ばれ、2007年～2013年の新生涯学習計画(LLP)の中で開始され、2007～2008

年には 2万件、2008～2009年には 3万件のインターンシップが国を越えて実施された。そ

の目的は次の 4つである。 

① 学生が欧州全域の労働市場の要請に適応するのを支援する 

② 就業経験を通じ、学生の専門技能開発を可能にする 

③ 高等教育機関と企業の協力を促進する 

④ 将来の職業人として、十分な資格を有し、心が開かれ、国際的な経験を有する若者

の育成に貢献する 

 このプログラムは、学生側からの人気が高く、大学側も推進しようとしているが、参加

学生の語学力の問題もあり、受入れ企業が増えないことが最大の課題となっている。欧州

委員会では、次のような企業メリットを挙げて、受入れ先の開拓に努めている。 

・安価に新しいアイディアが流入する 

・将来の協力者のテスト期間 

・高等教育機関との連携の強化 

・国際的側面の追加（特に地方の中小企業にとって） 

・他の形態での大学－企業連携への刺激 

また、インターンシップ事例を分析し、成功したインターンシップに共通する要素とし

ては、大学側で明確な目標と戦略を持って取り組み、 

② 持続的な企業との協力関係があること、 

②組織による実施計画の作成、 

③献身的なスタッフ、 

④アカデミックで起業家精神を育てる文化、 

を挙げている。また、カリキュラム開発や授業、研究に企業の協力を得ること、地域開

発として取組むことなども、企業と大学の協力関係を促進する要素として重要だと指摘し

ている。 

欧州委員会ではこのような事例分析を踏まえ、エラスムス・プレースメントを一層促進

するため、2010 年より、参加学生のための事前の語学学習や、企業社員の講師招聘、企業

における大学教職員の研修に対する支援を、新たに開始した。 

 

（4） EUにおける企業との連携状況と課題 

 

 EUでは競争力のある知識経済圏の確立というリスボン戦略の目標実現を目指して、2006
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年以降、欧州委員会教育文化部を中心に、高等教育機関と企業の連携を促進する枠組みが

整備され、新生涯学習計画の中で、大学と企業の定期的なフォーラムの開催、エラスムス

多国間プロジェクトによる大学と企業等の連携のモデル案件の支援、また、エラスムス・

プレースメントと呼ばれるインターンシップが実施されてきた。 

大学と企業等連携のモデル案件の支援においては、企業側がまだ十分に積極的でないこ

と、関係団体間の連携にとどまるため十分なインパクトや持続性が達成されていないこと

などが課題として挙げられている。 

また、エラスムス・プレースメントにおいては、学生の語学力の問題もあり受入れ企業

が増えないことが最大の課題であるが、新たに学生の語学学習や、企業社員と大学の教職

員の交流を支援するスキームを組入れることにより、国際インターンシップの拡大を図っ

ている。 

これらは比較的新しい取り組みであるが、大学と企業の連携を促進しようとする欧州委

員会のイニシャティブが明示され、過去の事例分析から課題の解決法を探り、新しい支援

を行う仕組みができていることから、日本の高等教育機関と企業の連携にも、多くの示唆

を与えている。 
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3. 韓国における企業との連携・協力による大学宿舎建設と管理運営 

太田 浩 

 

（1） Study Korea Project (韓国の留学生受入れ 10万人計画) 

  韓国の留学生政策の支柱は、2004年に始まった“Study Korea Project”であり、2010

年までに韓国で学ぶ留学生数を 5万人に増やすという目標が当時、掲げられた。その後、

韓国の留学生数は急速に増加し（2004年、16,832人だった留学生数は、2007年には 49,720

人となり、3年間で 3倍近く増加した）、2008年には 63,952人となり、5万人の数値目標

は 2年前倒しで達成された。それを受けて、同年 8月、2012年までに留学生数を 10万人

にするという新たな目標を発表し、Study Korea Projectは第 2段階に入っている。2010

年における韓国の留学生数は、83,842 人であり、そのうち 68.9％が中国出身であった。 

Study Korea Projectは、韓国の重要な国策の一つとして位置づけられており、①留学

生送出し国から受入れ国への転換、②海外からの高度人材獲得を含む国際的な学生流動

性に関する課題への取組み、③世界的な高等教育サービス産業化への対応、④大学の国

際化・国際競争力強化を通じた北東アジアにおける高等教育ハブ構築など、韓国におけ

る高等教育のパラダイム・シフトを意図した野心的なものといえる（太田 2010）。高等

教育の量的拡大が先行した韓国では、大学の国際化と国際競争力を強化し、教育研究の

質的な向上を図ることにより、留学先としての魅力向上に取り組んでいる。しかるに、

国内のトップ大学を中心に高等教育を世界標準レベルに押し上げるための支援策と、こ

の Study Korea Projectはリンクしているといえる（太田 2010）。 

2008年に始まった Study Korea Projectの第 2段階では、その骨子及び 2012年までの

目標として、以下の事項が掲げられている。 

 

① 外国（出自国）政府奨学金による留学生の受入れ数を 1,200 人にする（2008 年は

587人） 

② 韓国政府招聘留学生数を 3,000人にする（2008年は 837人） 

③ 授業科目や教育課程の英語化促進および韓国語研修プログラムの開設支援のため

の予算を 5倍にする（2007年までは毎年 4億ウォンだったものを 2008年からは毎

年 20億ウォンとし、2012 年には 30億ウォンまで増加する） 

④ 重要拠点（大都市）に大学共同利用施設としての留学生宿舎建設を進める 

⑤ 留学生対象インターンシップを活性化すると共に、卒業後の韓国内での就職支援を

強化する 

⑥ 留学生受入れや留学生支援に関するグッド・プラクティスを大学間で競わせながら、

共有するような奨励策（インセンティブ付）を実施する 
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特に③の授業科目と教育課程の英語化は、韓国高等教育のグローバル化への対応として

重点施策に位置付けられており、政府が積極的支援をしている。その結果、2010年におけ

る主要大学の英語による講義の比率は、慶熙大学：34.2％、高麗大学：40.0％、西江大学：

25.7％、ソウル大学：15.0％、成均館大学：35.7％、延世大学：28.5％、KAIST：91％、

POSTECH：57.8％まで上がっている（タク 2011）。 

 

（2） 韓国の大学における宿舎建設ブーム 

  韓国の留学生数が増加するに従って、宿舎不足が大きな問題となって来た。先述④の

事例としては、大田市にヌリ館がこの地区の大学共同利用の留学生宿舎として建設され、

ソウル市でも同様の計画がある。同時に近年、ソウルにある主要私立大学を中心に宿舎

建設がブームと言えるほど盛んになっている。この背景としては、以下の 3 つのことが

指摘できる。 

 既存の大学宿舎が老朽化してきたこと 

 国立国際教育院（日本の JASSO にあたる）は、Global Korea Scholarship（韓国政

府奨学金）の各種奨学金支給にあたり、申請大学が受給者（交換留学生、学位取得

留学生共に）を宿舎に居住させることを条件として課すようになったこと 

 大学の情報公開が急速に進んでいる韓国では、各大学の在籍留学生数だけでなく、

何名の留学生が宿舎に入居し、何名が未入居であるかという情報（結果として留学

生の宿舎収容率がわかる）も公開されるようになったこと 

また、このような背景から、新しく建設された新宿舎では留学生の入居が優先されて

いることも多い。最近建設された宿舎の事例としては、以下のものが挙げられ、この建

設においては、大学と企業の連携が図られている。 

 

表１ 韓国の主要大学における最近の宿舎建設の事例 

大 学 名 収容者数 

慶煕大 ①2,000 名 ②2,400 名 

建国大 (KU: L House) 3,500名 

西江大 (Gonzaga Hall) 920名 

中央大 (Blue Mir Hall) 1,000名 

高麗大 (CJ International House) 800名 

梨花女子大 (Ewha-Samsung International House) 600名 

延世大 (SK Global House) 645名 

   出典：各大学の資料や報道関係の資料を元に筆者作成 

 

（3） 大学と企業（民間）の連携による宿舎建設の仕組み 

  韓国はもともと、日本よりも早い時期（1990 年代前半）にインフラ事業への民間資金
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活用の法制度（PFI制度）整備に着手した 1。2005 年には、PPI (Public-Private 

Partnerships in Infrastructure) 法の制度改正が行われ、その対象領域を学校や公務

員宿舎など社会的インフラの領域にまで拡大したこと、またインフラ事業を専門に投資

し、その収益を株主に配分させることを目的とする社会基盤施設投融資会社という法人

が法律で設立され、法人課税を受けずに上場可能とする仕組みを整えてからは、英国や

豪州のようなインフラファンドが数多く設立され、積極的にビジネスを展開している（福

田 2008）。そのような状況下、2005 年に「大学設立運営規定」が改正されたことによっ

て、私立大学の敷地内で民間や個人が宿舎や商店などを作って収益事業ができるように

なった。それ以来、民間資金活用による大学の宿舎建設が拡大している。 

  民間資金導入による宿舎建設の具体的なスキームとしては、独立採算型で収益型民間

資金事業である BTO (Build-Transfer-Operation)方式と、サービス購入型で賃貸型民間

資金事業である BTL (Build-Transfer-Lease)方式が主流である。福田（2008）によると、

独立採算型(BTO)とは、「民間企業がインフラ整備に投下した資金を、当該インフラの利

用者から徴収する料金で回収する仕組み」をいい、サービス購入型(BTL)とは、「民間企

業がインフラ整備に投下した資金を、政府による長期にわたる対価の支払いによって回

収する仕組み」をいう。BTO 方式は主に私立大学で採用され、BTL方式は国公立大学で採

用されている。 

   この二つの方式を大学の宿舎など施設建設を例に、具体的に説明すると次の通りにな

る。 

 BTO：民間の資金を投資して施設を建設(Build)した後、所有権を大学に移転

(Transfer)し、代わりに民間企業が当該施設を運営(Operation)する権利を大学から

受け、それを一定期間（20 年間）保有しながら、維持管理及び運営サービスを提供

して投資費用の回収だけでなく、収益を得ようとする事業方式 

 BTL：民間の資金を投資して施設を建設(Build)した後、所有権を国公立大学（政府）

に移転(Transfer)し、代わりに民間が当該施設を使用・受益できる権利を国公立大

学（政府）から設定してもらい、再び政府に施設を賃貸(Lease)し、維持管理及び運

営サービスを提供して投資費用を回収する事業方式（民間事業者は国公立大学（政

府）から施設賃貸料と管理費を受領） 

言い換えると、BTL は民間企業（投資家）が施設を作って、大学にこれを賃貸し、一定

期間賃貸料を受ける方式であり、BTOは民間企業が施設を作って所有権を大学に渡した後、

運営権を一定期間保有しながら投資の回収と収益を得る形態と言える。なお、BTLにおけ

る施設賃貸料は、民間が投入した施設投資に対する対価として、政府が受益率を反映し

支給するが、受益率は現行 5年満期国債金利に一定の長期投資プレミアム（+α）が加算

                                                   
1 代表的なものが、1994年に制定された PPP (Public-Private Partnership)を促進するための Private 

Capital Inducement Actであり、それが 1999年の法律改正では PPI法(Act on Public-Private Partnerships 

in Infrastructure)となり、事業に投資する民間企業に対して、政府が一定程度の収入を保証する仕組み

が導入された。 
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された水準から個別事業別に入札で決まる。 

上記で説明した BTO 方式と BTL 方式による大学の施設建設の事例を図に表すと次のよ

うになる。 

 

図１ 韓国の BTO方式 (収益型民間資金事業) と BTL方式 (賃貸型民間資金事業) の比較 

 

出典：Ministry of Strategy and Finance, Korea （2010）と福田（2008）の資料に筆者が加筆 

 

 どちらも大学側の大きな財源の準備がなくても施設を建設できるという利点では同じ

である。BTL方式と BTO方式の違いとしては、BTLの場合、施設（宿舎）の建設は民間企

業が行うが、完成後の主たるサービスの提供は大学が行う。そのため、利用者（学生）

は、そのサービスの料金（宿舎費）を大学に支払う。民間企業は、施設の維持管理など

補助的・補完的なサービスを利用者に提供するだけである。一方、BTOの場合は、民間企

業が宿舎の建設だけでなく、完成後の利用者へのサービス提供及び宿舎の維持管理を含

めた総合的な運営を行う。そのため、学生は宿舎費を当該民間企業に支払う。よって、

宿舎費の設定や料金改定は BTLの場合、大学が決めるが、BTOの場合は民間企業が収益も

考慮しながら行うことになる（過度に高い宿舎費が設定されても、大学側が統制する方

法がないとも言える）。 

投資する側から見ると BTLはローリスク、ローリターンであり、BTOはハイリスク、ハ

イリターンである。そのため、BTOは投資家の間でも新しい有力な投資先として浮び上が

っている。他に比べて、大学は信用度の高い機関だと見られており、投資に対して着実

に期待する収益を回収することができると考えられている。加えて、私立とはいえ、大

学は公的性格が強いため、税金の免除などの恩恵を受けることができる点でも魅力的な

投資先になっている。しかしながら、事業計画当初の利用者の需要把握が必ずしも容易

ではなく、それが建設後の投資事業費回収や宿舎費の額に直接影響するという難しさも

ある。宿舎の場合、入居率が常に 100％に近い状態でなければならず、それが 5％下がる

だけでも大きな損失になる。そのような事態に備えて（リスクヘッジとして）、宿舎費が

主たるサービス提供 

補完的 
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高く設定される傾向にあり、しかも大学側は損失が出た際に民間企業（投資家）を支援

する基準を予め決めておく必要がある。 

BTL 方式については、投資家より、むしろ政府側（大学側）にとって資金面でのメリッ

トがあり、韓国教育開発院(KEDI)の教育施設民間投資支援センター(EDUMAC)（2010）に

よると、30年以上経過した古い学校の校舎を増・改築するために、毎年予算（5％）を確

保し、政府が直接建設すれば 20 年かかるが、BTL方式を活用した場合、2～3年以内に増・

改築対象施設の 70％の予算を確保できることから、公共施設を早期に拡充できるとして

いる。 

図 1にある民間企業は SPC (Special Purpose Company：特殊目的会社)と呼ばれ、宿舎

建設などの具体的な案件に応じて設立される。一般的には建設会社、施設管理会社、金

融機関などが共同出資して設立する合弁会社である。この SPC は建物の設計・建設、そ

して完成後の運営管理までを行う会社であり、その構成と役割を BTL 方式の場合で表す

と次のようになる。 

BTL 方式での施設建設については、先の韓国教育開発院(KEDI)の教育施設民間投資支援

センター(EDUMAC)が支援しており、事例研究なども行っている。EDUMAC（2010）による

と、国立大学で BTL方式により宿舎を建設した事例は、2005年は 27校、2006年は 4校、

2007 年は 1 校となっている（これらの事例にはソウル大学、忠北大学、全南大学、順天

大学、木浦大学、全州教員大学などを含む）。また、2007年の国立蔚山科学技術大学（韓

国初の法人化した大学）は、大学全体の建設が BTL方式で行われた。 

 

 図 2 BTL方式における SPCの構成と役割 

 
出典：教育施設民間投資支援センター (EDUMAC) (2010)のパンフレットに筆者が加筆 
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（4） BTO方式宿舎の事例 2 

⑦ 慶煕大学 

慶煕大学は、約 3,700 名（学部生：約 1,600 名、大学院生：約 600 名、語学研修

生 1,500 名）の留学生を受入れており、その数は韓国の大学で最も多い。BTO 方式

での宿舎建設を韓国で初めて行ったのが、慶煕大学と言われており、それは 1998

年に LG からの資金を活用して建設した宿舎（約 2,000 名収容）である。2007 年に

は、ソヒ建設（ソヒ建設の会長は慶煕大学卒業生会の会長でもある）の出資により、

二つ目の BTO 型宿舎が完成した。この際、慶煕大学の財政的負担は総工費の 10％で

あり、大学と企業で設定した事業（運営）期間は 25年である。BTO方式での宿舎建

設の契機は、政府による法律の整備や行政的な環境整備と企業からの具体的な提案

があったことによるもので、大学側のニーズとマッチしたと言える。関係者は BTO

の利点として、大学に大きな資金的な準備がなくても土地さえ確保できれば、宿舎

を建てることができること、かつ民間企業の創意工夫により、質の高い宿舎を提供

することが可能となり、その面での学生の満足度を上げることができることを挙げ

ている。逆に課題としては、先述したとおり、①事業計画当初における利用者の需

要把握が困難であること、②その関連で民間企業（投資家）の資金回収の難しさ及

び適切な利用者負担額（宿舎費と管理費等）の設定の難しさ、さらに③入居率が当

初の計画より低いというような事態が起こった場合、民間企業（投資家）をどこま

で支援するのか、そして④宿舎の管理運営を行う民間企業が入居者や大学側の細か

な要望にどこまで対応できるかということを指摘している。そのような課題があり

ながらも、慶煕大学はソウルキャンパスの再開発を BTO方式で実施する計画であり、

本館など一部を残して、10 年間でほとんどの建物を建て替える予定である。 

なお、慶煕大学は、このような BTO 方式の宿舎以外にも、大学のキャンパスのそ

ばに 4棟の借り上げ宿舎を確保しており、これらは 1棟当たり 50～60名を収容でき

る。 

 

⑧ 建国大学 

建国大学の BTO 方式による 2 棟の宿舎は”KU: L House” (クールハウスと読む)

と呼ばれており、2006 年と 2010 年にオープンした。建国大学の BTO の特徴として

は、SPC の社長は宿舎の館長であり、大学の施設部の管理職が兼務している。これ

により、宿舎の管理運営において大学の関与を残す工夫をしている。また、大学と

企業により事業期間は 20年間に設定されており、その間投資した民間企業は元本回

収分と利子は受け取るが、収益が上がった場合は、大学が受け取ることになってい

                                                   
2 ここでの事例報告に記述されている内容の多くは、2010年 8月 22日から 25日までに行った各大学への

聞き取り調査で収集した情報による。 
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る（一般的な BTOでは利益も企業が受け取る）。大学は収益を原資とし宿舎の居住者

を対象とする奨学金を作り、成績優秀かつ経済的な困窮度が高い学生に支給してい

る。現時点では、当初の予測より収益が上がっているので、宿舎全居住者の 15％に

あたる学生に奨学金を支給しているとのこと。この二つの特徴から、建国大学は自

らの取組みは一般的な BTO とは異なるという意識を強く持っている。さらに、長期

休暇及び 1 セメスターのみ入居する学生（例えば交換留学生）により発生する空室

を埋めるためのユニークな工夫を行っている。空室は一つのフロアにまとめるよう

にし、宿舎の前にある講義棟の教室とセットで企業研修、学会の会合、政治団体の

勉強会等に貸し出している。そして、講義棟貸し出しによる収入は宿舎運営費の補

填に充てている。 

建国大学の宿舎建設に携わったコンサルタント会社には、米国留学経験者と日本

留学経験者がおり、宿舎の設計にあたっては、両者の留学時代の経験をもとに時に

は激しい議論になったとのこと。ただし、両者共より学生にとって使いやすい宿舎

を作りたいという目標では一致していたため、その議論を元に他大学の宿舎に比し

て、上質で利便性の高い宿舎が完成したという自負を持っている。実際、居室の内

装、家具、収納スペース及び宿舎全体のセキュリティ・システムなどで様々な面で

工夫が施されていることがわかる。ただし、すべての備品がオーダーメイドになる

ためコスト高になってしまうという面もあるとのこと。 

大学の宿舎は民間のアパートに比べると入居者の入れ替わりが激しいため（半年

から 1年で入居者が入れ替わる）、設備備品の耐用年数は短い。よって、メンテナン

スやリノベーションのサイクルと、それにかかる費用の積み立てについて、長期的

な計画を立て置く必要がある。併せて、20年間の事業期間が終了した時点では、建

物の基本的な構造だけを残して、内部はすべて改築することを想定して建設されて

いるとのこと。 

 

⑨ 延世大学 

 2010年延世大学の 645名を収容できる新しい宿舎、SK Global Houseが完成した。

SK3という大手企業の名前を冠しているにも関わらず、延世大学関係者によるとこ

の宿舎はBTO方式で建設されたものではないとのこと。宿舎建設計画の以前に、SK

から延世大学への寄付が決まっており、その寄付金の使途として、SKの合意の下で、

宿舎を建設することになった。よって、SK側に投資的な利益を期待する意図はなく、

宿舎の運営にも関わっていない。SKは自社名を冠した延世大学の国際宿舎により、

企業としての知名度やイメージの向上を期待している。言い換えると、SK Global 

Houseに入居する世界各国からの留学生を通して、SKを世界に広報したいという狙

                                                   
3 SKグループと呼ばれる韓国の財閥系企業で、繊維、石油精製や通信の会社を軸に持っている。特に通信

部門では、傘下の SKテレコムが韓国携帯電話業界の最大手に成長している。 
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いがある。 

 SK Global Houseは、留学生の入居を優先する宿舎として建設された。そのため

入居の優先順位は、交換留学生、その他の外国人留学生、大学院生（韓国人）、学

部生（韓国人）となっているが、宿舎費については外国人留学生と韓国人学生の間

で差はない。また、宿舎の管理運営については、外部委託しているとのこと。 

   

上記の他にも、梨花女子大学が Ewha-Samsung International Houseという企業名を冠

する宿舎を持っているが、延世大学と同様、BTO方式で建設されたものではなく、Samsung

から梨花女子大学への純粋な寄付金を元に建てられたものである。Samsung 側の意図も

SK と同様、宿舎に入居する留学生を通して、Samsung のグローバル企業としての知名度

をさらに高めたいというところにある。一方、西江大学の Gonzaga Hall は、BTO 方式の

典型例として知られており、建国大学の宿舎と同じ企業体（コンサルタント、ファイナ

ンシャル・プランナー、投資家）が参画している。ソウル大学、高麗大学、延世大学、

梨花女子大学の 4 大学は、企業からの多額の寄付があるため（企業側の著名大学を通し

て広報をしたいという意図と合致）、その寄付金を元に宿舎建設が可能であり、BTO 方式

は主としてこれら 4大学に続く大学で活用されていることがわかる。 

 

（5） 民間資本導入による宿舎建設拡大の影響 

韓国の大学における宿舎建設が拡大したことで（2010年までに 10大学余りが BTO方式

の大学宿舎を建設）、外国人留学生数が短期間に急増したにもかかわらず、宿舎収容率は

日本の大学に比べるとかなり高くなっている。 

 

表 2 ソウルの主要大学における留学生数と宿舎収容率（2010年） 

大学名 収容留学生数（人） 留学生総数（人） 収容率（％） 

ソウル大学  892 2,238 39.9 

高麗大学* 116 2,074 5.6 

延世大学  530 3,404 15.6 

梨花女子大学  1,052 3,033 34.7 

慶煕大学  1,003 3,477 28.8 

建国大学  718 2,462 29.2 

西江大学 223 904 24.7 

成均館大学 612 2,477 24.7 

出典：教育科学技術部（2010） 

＊高麗大学のデータは新しい宿舎 (CJ International House)完成前のものであるため、現在は収容

留学生数、収容率共に高くなっていると推測される。  

 

しかしながら、民間資本導入による宿舎建設が韓国人学生とその家族からも、好意的
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に受け止められているかと言えば、必ずしもそうではない。先述のとおり宿舎費が従来

に比してかなり高くなっていることが問題視されている。新しい宿舎は確かに施設設備

を含め質的に大きく向上しており、ホテル並みの快適さという評価がある一方、宿舎費

が近隣の賃貸アパートより高額で、高所得の家族の学生でなければ入居できないという

批判も出ている（ただし、民間の賃貸アパートの家賃も同様、あるいはそれ以上に値上

がりしているという指摘もある）。大学の学費値上げと相まって、地方出身の韓国人学生 4

にとっては経済的に大きな負担となるため、大学の宿舎ではなく、民間のアパートを賃

貸し、友人と共有することを選択する学生も多いようである。韓国の大学では宿舎費は

月割りではなく、一学期分まとめて支払うことになっているため、現金を一度に用意し

なければならないということも負担感を増す要因となっている。ソウルに所在する大学

における一連の新宿舎の宿舎費は、2人部屋で一学期あたり、だいたい 150万～160万ウ

ォン程度（一学期を 4カ月とすると、月あたりでは 37.5万ウォン～40万ウォン程度）5で

あり、 2名の学生が 1室で共同生活をするという点を考慮すると、従来に比して 6過度に

高い宿舎費というのが学生たちの意見のようである（チョン・パク 2010）。2010年 3月、

ソウルのある私立大学は高い宿舎費のため、宿舎の定員を埋めることができず、入居対

象者を首都圏居住の学生まで拡大した後に、何とか入居率 100%を満たすことができたと

いう（チョン・パク 2010）。BTO方式の宿舎の場合、宿舎の運営主体が大学ではなく、企

業となるため、ビジネス・ベースでの現実的な宿舎費設定とならざるを得ない。言い換

えると、投資元本の回収と利子に加えて、適正な利潤の追求並びに入居率低下、物価上

昇、金利変動に対するリスクヘッジを考慮した宿舎費設定となる。さらに、宿舎の入居

基準において、留学生が優先されていることに対する国内学生の不満もある。大学側は

留学生受入れの量的拡大だけでなく、国籍の多様化、特に欧米の大学からの交換留学生

の受入れ拡大を目指すというような国際化の一環として、「安かろう、悪かろう」の古い

宿舎から脱却し、欧米諸国の若者にもアピールできるような質の高い宿舎へ転換しよう

としているが、それに国内学生（特に地方出身の学生）の経済力が追い付いていないと

いえるであろう。 

また、このような宿舎費高騰の問題以前に、ソウルで学ぶ地方出身学生の規模を考慮

すると、依然として、宿舎は量的に不足しているという指摘もある。2010 年、ソウルの

大学に通う地方出身者は 14.1 万人（全学生数は 26.9 万人）であったが、そのうち、宿

舎に入居できた学生は 17,500人余り（12.4％）に過ぎなかったからである 7（キム 2011）。

ソウル所在の主要私立大学の在学生総数、宿舎収容率及び新宿舎の宿舎費を示したのが

次の表である。 

                                                   
4 2010年、ソウルの大学生 26.9万人中、半分を越える 14.1万人余りが地方出身だと集計されている。 
5 単純にウォンから円の公示交換レートで換算すると次のようになる。150万～160万ウォン＝11.0万円～

11.7万円、37.5万ウォン～40万ウォン＝27,604円～29,444円（1ウォン＝0.07円：2011年 3月 6日現在） 
6 従来の宿舎では、学期当たりの宿舎費は 40万ウォン程度であったという。 
7 前述のとおり、新宿舎の建設ブームにより、留学生の宿舎収容率は向上している。 
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表 3 ソウルの主要私大における在学生数、宿舎収容率及び新宿舎の宿舎費（2010年） 

大学名 在学生総数（名） 宿舎収容率（%） 宿舎費（ウォン） 

慶熙大学 14,931  10.3  1,112,000  

高麗大学 26,164  8.8  1,580,000  

崇実大学 14,423 10.8 1,254,900  

西江大学 10,042  12.5  1,798,850  

成均館大学 23,913  24.4  1,936,000  

世宗大学 11,902  1.5  1,200,000  

延世大学 26,269  12.5  1,580,000  

梨花女子大学 19,289  7.8  1,069,000  

韓国外国語大学 10,208  8.4  1,200,000  

出典：「大学お知らせサービスの資料」を元に各大学の情報を加筆 

注意：宿舎費は 2人部屋の一学期あたりの金額 

 

（6） 日本への示唆 

  日韓の金利の違い（金利の低い日本に対して、金利の高い韓国 8）及び民間賃貸アパー

トの家賃相場変動の違い（デフレーションで家賃相場が安定している日本に対して、家

賃相場が上がり続けている韓国）などから、韓国のBTO方式やBTL方式による大学宿舎の

建設を日本でも導入することが必ずしも有効とは言えない面もある。しかしながら、900

兆円とも言われるOECD諸国で最大の公的債務を抱え、国際教育分野を始めとする高等教

育の予算削減が続く日本では（将来、政府の大幅な歳出削減も予想される）、民間資金の

導入（投資）による公的な分野での基盤整備を積極的に検討する時期に来ているのでは

ないだろうか。日本では、国立大学が法人化されたとはいえ、実際には様々な規制や制

限が残っており、民間企業のビジネスと直接連携した形での宿舎建設はできない状況に

ある 9。つまり、国立大学は法人化のメリットを十分享受できない状況にあると言っても

過言ではない。私立大学でも学校法人の公的な性格により様々な規制があり、この種の

取組みは容易ではない。 

交換・短期留学生の受入れ拡大には、宿舎の整備・拡充と英語による授業の拡大・向

上が欠かせない。韓国はこの二つの課題への梃入れに本腰を入れており、逆に日本はこ

れらの課題への取り組みの遅れが学生交流拡大のボトルネックとなっている。特に宿舎

については、日韓ともに民間賃貸アパートにおける様々な商習慣が存在しており、1～2

                                                   
8 2011年 3月 10日現在、日本の長期プライムレート 1.60％に対し、韓国の政策金利は 3.00％。 
9 例えば、国立大学の敷地の一角にビルを建て、1階は商店に賃貸すると共に、低層階は企業による裕福な

高齢者を対象とした老人ホームとし、その二つからの収益により高層階に配置する学生向け宿舎の宿舎費

を安く設定する、あるいは宿舎の建設費を返済していくというような仕組みは、現在のところ「民業圧迫」

を招くということで許可されていない。 
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セメスター程度滞在する留学生にとっては、大学がそれを借上げる方式で提供しない限

り、宿舎としての利用は極めて困難である。よって、規制緩和を含めた政策的支援によ

り、民間企業との連携及び民間資金の導入を促進し、低廉かつ質の高い宿舎を大学が建

設しやすくすることは有効な方策の一つとなりうる。また、日韓の大学と政府関係者が

この方策に関して、共同で研究する場を設けることも有効であると思う。 
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第 5章 研究成果の総括と考察 

 

佐藤由利子 

 

本報告書の「はじめに」で触れたように、本研究では次の 4 項目の解明を行うことを目

標として掲げていた。 

(1) 非英語圏の EU諸国と日本における短期留学が、送出し側の大学や学生にどのように評

価されているのかを解明し、その強み弱みを分析する。 

(2) 非英語圏 EU 諸国と日本において、短期留学が高等教育における国際化をどのように促

進し、何が課題で、その課題を克服するために、どのような政策が有効であったのか

を分析する。 

(3) 非英語圏 EU 諸国と日本の短期留学において、企業等関係機関との連携がどのように行

われているかを比較する。 

(4) これらを通じ、非英語圏の EU諸国と日本における短期留学の特徴と、高等教育の国際

化や企業との連携に果たしている役割を比較し、その効果を最大化するために必要な

政策や措置について考察する。 

 本章では、上記の達成目標に対してどのような研究成果が得られたかを概観し、それに

基づく考察と提案を行う。 

 

1． 研究成果の総括 

 

（1） 非英語圏の EU 諸国と日本における短期留学が、送出し側の大学や学生にどのように

評価されているのかを解明し、その強み弱みを分析する。 

 第 2章 1.のオンライン調査結果に基づく分析では、非英語圏 EUの短期留学と比較した日

本の短期留学の弱みとして、「英語による専門分野の授業の質と量」「日本人の英語力のな

さによるコミュニケーション不足」の 2 つが大きな問題として挙げられた。他方、日本の

短期留学の強みについては、「日本語クラス」「見学などその他活動」「他の留学生とのネッ

トワーク機会」の 3つが挙げられ、特に「見学などその他活動」については、「英語による

専門分野の授業の質と量」という弱みをカバーするため、EU より活発に行われており、留

学生の関心も高い「日本企業」との連携活動をプログラムに組入れる傾向も強い。 

 第 2 章 2.のオーストラリアの大学から見た日本の短期留学の分析では、日本への留学を

希望する学生のほとんどは日本語学習者であり、日本への送出しと日本語教育事情は切り

離せないことを指摘し、学生の多様なニーズ、動機、日本語能力に対応した多様な受入れ

プログラムの提供を提言している。また、成績評価の甘さは、日本の短期留学の「弱み」

として指摘されている。 
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第 2 章 3.の米国の大学から見た日本の短期留学の分析では、米国で、主に 8 週間未満の

超短期派遣留学プログラムの人気がある現状を踏まえ、このようなニーズに応えた超短期

プログラムの提供を提言しているが、これはまさに、日本の 2011 年度予算で認められた、

1カ月以上 3カ月未満のショートステイ型プログラムの必要性の指摘と言える。また、学外

リソースを活用した体験型学習や共同研究、近隣アジア諸国との連携プログラムなど、短

期留学プログラムの多様化に取り組むことも提案している。更に、米国の若者の日本留学

への内発的動機付けを高めるために、日本語教育と連携し、学習者を支援する建設的で、

創造的、革新的なモデルの必要性を指摘している。 

第 3章 1.では、ドイツとスウェーデンから見た日本の短期留学の課題の分析が行われた。

ドイツの大学関係者からの聞取りの結果、日本への短期留学生の増大のためには、英語に

よる国際カリキュラムの拡大と、韓国や中国との学生交流とは異なる日本留学の魅力作り

と情報の発信の努力が指摘された。また、スウェーデンでは、大学の派遣留学担当者への

聞取りに基づき、日本の高等教育機関で英語により教授される講座の情報が入手しにくい

ため、統一された講座情報システムの必要性が指摘された。 

 

（2） 非英語圏 EU 諸国と日本において、短期留学が高等教育における国際化をどのように

促進し、何が課題で、その課題を克服するために、どのような政策が有効であったの

かを分析する。 

第 1 章 1.で、日本と EU における学生交流の発展の比較と高等教育の国際化に与えた影響

を比較した。日本では 1995 年に本格的に開始された短期留学プログラム（短プロ）よる教

育の国際化の実践について、一時は「出島」と呼称されるほど限定的な波及効果しか見られ

なかったが、2000年代半ばからの大学国際化推進政策の中で、短期留学の受入れ人数拡大や、

短プロの英語による教育実践を全学レベルに広げる動きが見られる。他方、EUにおける目覚

ましい学生交流の発展の背景には、「学生交流」と「国際教育交流基盤」間の好循環が存在

し、この好循環を通じて高等教育の国際化が進み、質とサービスが向上し、EUで学ぶ留学生

の増加が実現するという、更なる好循環が見られることが分析された。 

また、第 3 章 1.では、非英語圏 EU の内、ドイツ、スペイン、スウェーデンの事例を分析

した。ドイツにおいては、①一般学生から学費を徴収する高等教育機関で、徴収した学費の

一部を留学生のための奨学金や留学生に提供するサービスの経費に充当し、このような学費

還元の可視化を進めていること、②交換留学生の受入れ事務体制は、正規職員と非正規職員

に加え、多くの学生インターンまたはアシスタントによって運営されていること、③エラス

ムスの発展により、多くの大学では、各学部に交換留学生を指導するアカデミック・アドバ

イザーや日常生活に直結した事務処理をする職員が存在すること、④学士課程ではドイツ語

で授業を行っているため短期留学生の受入れには限界があるが、多くの大学の修士課程では

英語で教える国際教育プログラムを持ち、積極的な留学生受入れを図っていることを紹介し

ている。しかし、伝統的な授業形態では、教員が設定した授業計画による科目開講が一般的
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であるため、交換留学生は、履修科目の日程や試験の内容、成績や単位互換等について教員

と直接相談しなければならないケースが多いという課題があることも指摘されている。 

スペインでは、スペイン語や歴史文化という資産を活かし、中南米との紐帯も大事にしつ

つ、学生交流の活発化と留学生の獲得に成功しており、日本において、日本語教育、日本

文化を活かした学生交流や留学生受入れに貴重な示唆を与えている。 

スウェーデンは、ボローニャ・プロセスによる教育の国際化、標準化が進んだ国の 1 つ

であるが、2011 年より欧州経済圏（EEA）外の学生に対する授業料有料化のため、国際大学

院コースへ応募する留学生の大幅な減少が見られ、非英語圏諸国において、国際プログラム

の有料化を行う困難さを示している。 

第 3章 2.では、日本の大学における短期留学と国際化の現状分析として、3国立大学法人、

1公立大学法人、3私立大学の事例を分析した。 

大阪大学では、非正規の「超短期」のプログラムなどを各部局に創設して貰うため、パッ

ケージ化と差別化、をキーワードとして、プログラム設計・運営のための支援システムを導

入している。 

一橋大学で 2010 年度に社会科学分野で開設された短プロでは、外国人客員研究員、ポス

ドクなどの若手研究者（特に元留学生）、外国大学日本校の教員、企業、政府系機関、海外

勤務経験者が登録する NPOなどからの実務家教員を非常勤講師として採用する、日本文化や

社会に関する体験型学習を行う演習科目を開講するなどの工夫を行っている。 

関西外国語大学では、学部の英語教育の質を保つため、主に英語母語者から、学生を惹き

つけられる授業ができる教員を厳選して採用している。また、ホームステイの提供、ドル建

てのプログラムフィーの徴収、交換留学生の誕生日に歌を歌うなど、主に米国学生のニーズ

に応えたきめ細かい工夫を行っている。 

国際教養大学では、ほぼすべての授業が英語で開講されており、また、学部在学中（主に

2年時か 3年時）１年間の留学が必修となっている。これは、海外 77の提携大学との学生交

流が前提となった教育設計で、質の高い英語による授業が提供できるよう、国際色と実務経

験の豊かな教員の確保と少人数（1クラス 15人以下）クラスの設定、学生が自ら考え、意見

を述べ、積極的に議論する米国式の授業スタイルの採用などを行っている。 

慶応大学では、学部レベルで、英語で開講される年間のべ 70 の科目を、留学生と日本人

学生が共に履修できる。留学生数約 1000 名を 10 年で 4000 名へと増やす計画の中で、協定

校からの短期留学生の受入れを増加する計画である。 

早稲田大学では、国内屈指の規模で留学生の受入れと派遣を行っているが、このような

学生交流に伴う業務を、子会社への委託,国際アドミッションズオフィスや翻訳センターの

設立など、優れたマネジメントで対応している。また、学生留学アドバイザー、学生スタ

ッフリーダー、学生キャリアアドバイザー、レジデント・アシスタントなど、学生の力を

うまく活用しながら、充実した留学生及び派遣学生の支援を行っている。 

東京工業大学では短期留学プログラムに参加学生による修了時評価を分析し、コア科目
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の魅力、課外プログラムの人気、プログラム調整への満足が強みであり、国際大学院プロ

グラムなど、大学全体で、留学生の教育・生活環境の拡充に取り組んできたことが、比較

的高い評価を実現できた背景にあるが、研究室で行われるゼミなどでの使用言語の国際化

（英語化）、英語による専門科目の質の向上、寮の利用規則の緩和や交流場所の設置などが

課題として判明した。 

 

（3） 非英語圏 EU 諸国と日本の短期留学において、企業等関係機関との連携がどのように

行われているかを比較する。 

 第 4 章で、日本、EU、韓国における、短期留学受入れと企業等関係機関との連携事例を

分析した。 

 名古屋大学では、2008 年より自動車工学分野のサマープログラムを開設した。自動車に

関連する共同研究を実施している研究室が多くあったこと、同窓会を通じ、自動車関連企

業にはば広いネットワークを持っていたこと、策定したプログラムが企業の協力を得やす

い画期的な形であったことが、企業との連携に大きな効果を発揮している。しかし、経済

が停滞し、企業の余裕がなくなる中、大学への協力について控える傾向も見られたが、企

業の国際化や国際的人材の採用戦略の中で、このような連携プログラムの意義が、企業内

でも見直されることが期待されている。 

 大阪大学では、一部宿舎について、日本学生支援機構の制度を利用して、都市再生機構

からの借り上げを行い、住環境整備から入居者管理までのパッケージとしてアウトソース

している。 

 広島大学では、短プロ学生を対象としたインターンシップを、地元企業の協力で実施し

ている。協力を依頼する担当教員の熱意、担当教員と受け入れ企業の信頼関係、地域企業

が持つ留学生の将来とグローバル社会への国際貢献の精神がインターンシップの実現をも

たらしたと分析している。 

 EUでは、競争力のある知識経済圏の確立というリスボン戦略の目標実現を目指して、2006

年以降、欧州委員会教育文化部を中心に、高等教育機関と企業の連携を促進する枠組みが

整備され、新生涯学習計画の中で、大学と企業の定期的なフォーラムの開催、エラスムス

多国間プロジェクトによる大学と企業等の連携のモデル案件の支援、また、エラスムス・

プレースメントと呼ばれるインターンシップが実施されてきた。企業側がまだ十分に積極

的でないこと、関係団体間の連携にとどまるため十分なインパクトや持続性が達成されて

いないこと、学生の語学力の問題などが課題として挙げられている。 

 韓国では、企業との連携・協力による大学宿舎建設と管理運営が行われており、大学

側の大きな財源の準備がなくても施設を建設でき、施設設備・サービスの質的向が見られ

るものの、高額で、高所得の家族の学生でなければ入居できず、留学生が優先されている

ことに対する国内学生の不満も見られる。 
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（4） これらを通じ、非英語圏の EU 諸国と日本における短期留学の特徴と、高等教育の国

際化や企業との連携に果たしている役割を比較し、その効果を最大化するために必要

な政策や措置について考察する。 

 第 1 章 1.では、日本と EU における学生交流の発展の比較に基づき、「東アジア共同体構

想」の下で推進されているアジアとの学生交流において、次の 5 つの政策や措置について

提案した。 

① 国や関係団体からアジアの学生交流に必要な資金を集めて支援する仕組みや、資金援

助が少なくても学生が参加したいと考えるような魅力的なプログラムの形成。また、

学生側のプログラム・ニーズや企業側の人材ニーズ関する調査。 

② 英語力の向上が実現できるような学生交流プログラムの形成や、日本語、中国語、韓

国語といった各国の言語に関するニーズの把握とニーズに対応したプログラム形成。 

③ 日本の強みを活かし、弱みをカバーするような学生交流プログラムの形成。 

④ 企業、研究（助成）機関、外交（国際協力）機関など幅広い組織と連携する形での学

生交流プログラムの実施。 

⑤ 企業、国際協力機関、研究支援機関等のニーズ分析と共に、教育の枠を超えた、日本

とアジアにおける学生交流のビジョンの提示。 

  

また、第 1 章 2.では、質の保証の伴った東アジア諸国との学生交流を実現するために、

次の 4つの政策や措置が提案されている。 

① Permeable framework（単位制度や成績評価制度、そして学位取得条件等に関して、東

アジア諸国の一般的な傾向を見出し、その傾向をできるだけ網羅したアジア全体の高

等教育フレームワーク）の構築。 

② 授業内容並びに学習成果（Learning Outcomes）をシラバスや便覧等での公開。 

③ 東アジア全体の単位互換制度の傾向に即した学習時間数 40-50 時間を 1 単位と考える

ACSAM（Academic Credit System for Asian Mobility）を開発し、単位互換の共通の

ツールとして活用する。 

④ 東アジア諸国の学年暦の相違の問題を踏まえ、2 学期制度の一般的な授業は 13 週から

17 週かけ行われてきたが、それらの科目を 7-8 週間ごとに分け、2 学期制度で開講さ

れる授業科目を 4区分化し履修することができるようにする。 

 

更に、第 2章 3.（2）では、米国における派遣留学と日本語教育の現状分析に基づき、日

本留学を促進するために、次の 4段階が、木の土、根、幹、葉に例えて、提案されている。 

① 「土」学生の内発的動機付け（日本に興味がある、日本へ行って見たい）を高める活

動：初中等レベルにおける日本文化体験や日本語、文化教育を強化すると共に、日本語

プログラムと超短期、短期、長期プログラムを有機的に統合、連携する。6 パターン提

案されているが、この中には、学生の経済的、時間的負担を考慮して、ITを活用したバ
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ーチュアル留学体験学習と日本語教育を組み合わせるものもある。 

② 「根」魅力ある交換留学プログラムの開発：多彩な付加価値の高いプログラム（アカ

デミック、体験型、共同研究、キャリアにつながるもの、地域、企業や他のアジアの留

学プログラムに連携しているプログラムなど、参加者のニーズにあったプログラム）で、

工夫のある教授法を使った興味ある授業運営（講義だけでなく、ディスカッション、グ

ループ・プロジェクトなどを導入）を行い、留学生も受入れ側もお互いが得るものが多

いプログラムの開発（Win-win program)が必要である。 

③ 「幹」効果的な情報提供・手続きプロセスの開発とマネジメント：誰もが個人レベル

でアクセスできるわかりやすいインターアクティブな情報サイトの開発と手続きの簡素

化。日本への短期留学に関する共同ウェブサイトの開設と応募者のニーズ別の選択肢の

提示。 

④ 「葉」日本の大学レベルの超短期、短期、長期派遣留学プログラム参加数：実際に渡

日した人数だけではなく、遠隔教育での参加数なども統計に入れていくべき。 

 

この他、本報告書冒頭の「各章の要約と提言事項」に示した通り、各章・節ごとに、日

本の短期留学の拡充に向けて、さまざまな具体的提案がなされている。 

 

2． 考察と提案 

 

 上記 1.の研究成果の総括を踏まえ、今後の日本の学生交流の拡充を検討するにあたり、

大きく分けて「縦」と「横」の 2つの軸から検討する必要があると考えられる。 

 「縦」とは、日本へ留学する前、留学中、留学後という留学生の 3 つの時間軸にそった

拡充策の検討である。第 2 章 3.（2）では、増山が、日本留学を促進するために、木の土、

根、幹、葉に例えて、「土」にあたる、海外での日本語、日本文化教育・普及活動の重要性

を指摘しているが、このような学生の内発的動機付け（日本に興味がある、日本へ行って

見たい）を高める活動は、留学の「上流部分」と例えることもできよう。第 3章 1.（2）の

スペインの事例で分析されたように、海外における言語・文化戦略は、留学促進政策と不

可分の関係にある。日本への短期留学を促進するためには、まず「上流」の海外における

日本語・日本文化普及活動を強化する必要がある。また、増山が提案するように、海外の

大学での日本語教育と超短期、短期、長期、バーチャルの留学プログラムの連携も有効と

考えられる。 

 「下流部分」の留学後のキャリア形成を支援する活動を「留学中」のプログラムに組み

入れることも、日本への留学の魅力を高めることになると考えられる。第 2 章 1.のオンラ

イン調査結果の分析で、「留学経験を将来キャリアへ活用する予定か？」という質問に対し、

日本短期留学生の 85％が肯定的に答えていることからも、キャリア形成にかかる支援が重

要であることがわかる。具体的には、第 4 章に示した、インターンシップや企業と連携し
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たプログラム開発などが、学生と企業の相互理解の場を提供するという意味で、有効と考

えられる。また、短期留学が、日本への長期留学（正規課程への入学）につながるような

仕組みも、もっと工夫されて良いだろう。 

 「川中」である留学中のプログラムについては、「英語による授業の質と量」と「日本人

の英語力のなさによるコミュニケーション不足」が、参加した留学生の指摘する主な問題

点であった。「英語による授業の質と量」は、短プロ発足当時からの課題であり、本報告書

でも、第 3 章 2.の関西外国語大学、一橋大学の事例など、さまざまな工夫が行われている

が、長期的には日本人学生の派遣留学促進などにより、英語による質の高い授業を行える

次世代の人材を育成していくことが必要である。留学生と日本人学生の交流、また、留学

生受入れと派遣の有機的な連携は、「日本人学生の国際的コミュニケーション能力向上」に

もつながる教育効果の高い活動であり、更に推進する必要があると考えられる。 

成績評価の甘さ、授業内容の情報開示の必要性、手続きの簡素化、日本への短期留学に

関する共同ウェブサイト開設など、成績、情報、手続きに関する改善の必要性についても、

多くの執筆者から指摘されている。超短期を始めとした、送出し側のニーズに応えた多様

なプログラム開発も必要である。 

しかし、これらの改善には、手間と資金が必要となる。 

 第 3 章 2.（6）の早稲田大学の事例では、「国際戦略とはマネジメント戦略でもある」と

いう留学センター調査役高橋史郎氏の言葉を引用しているが、学生交流の拡大が、担当者

の過重負担や大学の資金不足を引き起こさないよう、マネジメント面での十分な配慮が必

要であり、第 3章 2.（1）の大阪大学におけるオンラインでのプログラム申請や料金徴収シ

ステムの構築は、この問題の解決に向けての好事例と言えよう。 

 2 つ目の「横」軸は、学生交流における企業等関係機関との連携の拡大である。第 1 章

1.では、下記のような提言を行った。 

「学生交流は、学生の雇用可能性の向上、研究ネットワークの形成、外交関係の強化、国

際的人材の獲得、高等教育の国際化や質の向上と言った、関係する学生、大学、企業、国、

それぞれにメリットをもたらす可能性を有する。このため、教育分野で閉じた形で運営す

るのではなく、企業、研究（助成）機関、外交（国際協力）機関など幅広い組織と連携す

る形で実施することが必要であり、そのことにより、資金面の隘路や魅力的なプログラム

形成にも一定の解決が与えられ、日本の学生交流の弱い部分の強化も可能になるのではな

いかと考えられる。」 

 また、第 2章 1.では、「英語による授業」という日本の短期留学の弱みを克服するため、

プログラムでの企業等との連携が、EUよりも活発に行われていることが分析されている。 

 他方、第 4 章では、インターンシップや共同のプログラム開発など、学生交流における

大学と企業の連携において、企業側が必ずしも積極的でないことも報告されている。 

 企業が「グローバル人材の獲得や養成」に積極的になりつつある昨今、大学と企業が、

どのように互いにメリットのある形で連携を進めていけるのかは、日本の学生交流の重要
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な課題である。 

 連携先は企業にとどまらない。第 4 章に示したように、留学生の宿舎問題に関する都市

再生機構との連携もあれば、EU の事例に見られるように、地方自治体や職能団体との連携

も考えられる。研究と教育（国際的人材養成）を関連付けての日本学術振興会等との連携、

開発途上国の人材養成と関連付けての国際協力機構や国際機関との連携も考えられよう。 

 海外の大学、国内の大学と、互いの強みを持ち寄り、弱みをカバーし合う連携スタイル

も考えられるだろう。日本に留学した元留学生のネットワークも、日本の大学にとっての

貴重なリソースであり、彼らとの連携の可能性も検討すべきである。 

 「競争力のある知識経済圏の確立」という EUのリスボン戦略に掲げられた目標は、今日

の日本にとってもあてはまる目標であり、その実現のために、国際教育交流の果たす役割

は大きい。上記のような「縦」軸と「横」軸を視野に入れて、日本とアジアにおける魅力

ある持続可能な学生交流のビジョンを策定すること、また、関係者がそれを共有し、必要

な政策や措置を進めていくことが、今まで以上に求められているのではないだろうか。 

 

 


