日本人学生の海外留学

「IDE現代の高等教育」12月号-2010.12.00

対象の57カ国・地域中， 41 位という結

つ。

日本人学生の海外留学

果であった。アジア地域全体では， 日本

グローバル化の時代だというのに， 海外に留学する日本人学生の増加どころ
か， 減少が話題になっています。ハーバード大学やエール大学の学長が， わざ
わざ募集に訪日するほどです。経済的な問題もあるのでしょうが， それ以上に
日本の学生が内向きになっているのではないか。大学もまた受け入れには熱心
でも， 送り出しには不熱心ではないのか。大学案内などを見ても， 留学生の受
け入れ数はあっても， 送り出し数はない大学がほとんどです。
国際化， グローバル化する経済競争のなか， 大学や企業は言うまでもなく，
日本という国家の生き残りすら問題にされるなかで， なんとも心もとない現状
といわざるをえません。
そうした強い危機感のもと 海外留学の活性化に向けていまなにが出来るの
か， また何をすべきなのかを考えるために， 積極的な努力を展開している大学
の事例を中心に， 特集を組みました。
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てくれるものと私は確信している。

国 際社会の第一線で通用する人材を育

2�若者の内向化

と対照的に学生の留学熱は高まっており．

わが国の大学等で学ぶ留学生は， 平成

世界の学生は外向きの傾向にあるのに対

20年5 月1日現在123,829人 で， 前年に

し． 日本人の若者の内向き傾向は知実に

比べて4.5%の増加

わが国の日本語教

数字に表れている。積極的に海外に出ょ

育機関で学ぶ学生は， 平成20年7月l 日

うとしない日本の若者の「自己満足Jが

現在34,937 人で前年に比べて10.3%増加

日本の国際的活力の低下につながってい

したという（ 文科省発行『我が園の留学

ることは自明であろう。

生制度の概要2010J より）。
逆に， 海外へ留学する日本人学生数の

3.

学生の事情

推移は， 例えばアメリカを例にとると

多くの大学において， 海外の大学との

（ 日米教育委員会のまとめによる）， ほ

提携協定は結んだものの． 学生にとって

かのアジアの留学生と同様， 1980年代

好条件にもかかわらず， 日本から学生を

半 ばから急増し， 5年間でおよそ3 倍に

海外に派遣することに苦労するケースが

変化した。その後十数年間には大きな変

見られるという0・なぜ， 留学に興味を示

化はみられなかったものの， 2003年度

さないのか。また， 学生の内向き傾向の

を境にして． 減少傾 向 に ある。1994年

背景にあるものは何なのか。

度からの3年間はアメリカに留学する国

主な原因の一つは， 早期化する就職活

別学生数で第1位だった日本が， 中国や

動ではないだろうか。2. 3年生になっ

インドからの留学生が増えたこともあり．

て留学したいと学生が思い始める時期と

2002年度からの5年間は第4位， 2008年

同時期に， 就職活動に着手しなければな

度， 2009年度は第5位へと， 少しずつ順

らないタ イ ミングがやってくる。就職氷

位を落としている。隣国・韓国の留学生

河期， 不況による就職難の時代に， その

の推移と日本を比べてみると， 2008年

タイミングで「就活Jではなく留学に注

感受性の強い若い時代に

から翌年まで， 日本の総人口l億3千万

力することは， 学生にとって大きなリス

をすると， 学生の一人ひとりが学業面で

海外生活を体験し， 広い視野を確立する

に対し， 約3万 人がアメリカへ留学04,800

クに思われるようだ。

大きな成果を挙げ， 異文化体験を通して

ことが大切であり， また， 海外のアカデ

万 の総人口の韓国からは約7万5 人がア

こうした社会情勢における打開策とし

さまざまなことを学んできていることが

ミズムに接し， 学問に対する意欲・関心

メリカへ留学しており， 総人口に占める

ては， 学生を採用する側， 学生を育成す

留学生数の割合は日本の約7倍である。

る大学側相互の協力が不可欠である。採

1.留学することの意義
l年間の留学から帰国した学生と面接

、

成するために．

実感されるo と同時に， 内面的にも飛躍

を高めること， 異文化環境に暮らすこと

的な心の成長を遂げていることを感じる。

で精神的に鍛えられ． 将来国際的な舞台

また，『産経新聞j掲載記 事（2010年

・用する企業等では． 留学を通して学生が

留学は人生の中での大きな出・来事の一つ

で活躍するための堅固な素地をつくるこ

7月21 日付け） によると， スイス国際経

得た体験や価値観， 視野を重視して企業

であり． その後の人生を通じて忘れられ

とも大切である。また， 日本の文化や伝

営開発研究所（IMD） による2009年の

の戦力にする術を， ぜひ考え出していた

ない． かけがえのない貴重な体験を与え

統を見直す貴重な時期でもあると言えよ

海外留学学生数の調査では， 日本は調査

だきたいと思う。
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留学に限らず， 日本から世界へ飛び出

はない。いかに社会が必要としている人

た 質の高い教育と， 海外からの学生が日

大学問の交流協定を締結した提携校でl

す人材は減少傾向にあり， 企業において

材を育て， ひいては国力を担う若者を育

本に留学しやすい環境を提供する地盤を

年間生活し， 学ぴ， 単位を取得すること

は海外赴任を希望する若手が激減してい

成できるかという長期的な教育の実行が

固めねばならない。それは日本へ留学す

を目指している。この1年間で取得する

るという。その傾向と比例して， 日本の

大学には求められている。より質の高い

る海外からの学生数が， 着 実に伸びてき

単位数は， 本学の単位に換算 し約30 単

国力が低下していることは見過ごせな

学生を世に送り出すためには， 卒業要件

ていることに見られると思う。次に政府

位を目標としている。これは卒業に必要

い。国民一人当たりの国内総生産
（ GDP)

の厳格化を求める一方で， それこそ留学

および教育機関が着手すべきは， 日本人

な124 単位の約4 分の1 を， 提携校 で取

は2000年の 第3 位から， 2008年には23

等でより視野が広がり， 多くの価値観と

学生が留学をするための支援・サポート

得する計算になる。留学先大学で取得し

位へ 転落。 前述の！MDによる「国際競

接して鍛えられる場を学生に提供する必

体制の整備ではなかろうか。不況と言わ

た科目の単位は， アカデミッ ク・アドパ

争力ランキングJでは. 1990年の第l位

要があるo

れる今日だからこそ． 奨学金制度の充実

イザーとその学生が所属する課程長の承
認を経て． 教育研究会議において本学の

から， 2010年には27位へと大きく転落

留学を考えている学生にとって， その

化を図ることや， 国境を越えた大学間交
流の充実・促進が必要不可欠になってき

単位として認定される。このような単位

ている。

互換（Credit Transfer） の手続きは次

してしまった＜r産経新聞J 2010年7月

次に降りかかる問題は金銭的な壁であろ

21 日付けより）。 これではグローパル 化

う。例えばアメリカと日本における学費

が進む世界の中で， 日本は大きく取り残

の比較からすると， 国公立大学において

される心配が拭い去れない。

のとおりである。
①留 学 出発前に履修計画書にML)

学士を 取得 するのにH本では年間平均

4. 国際教養大学を例に

多くの大学生は3年生の秋に就職活

65 万円であるのに対し， アメリカでは

日本の 若者と世界 との距離が広がり

動をスタートするのが 主流になってき

157万円と2.4 倍 も 高 い。 私立大学にお

つ つ あ る と い う危倶の 中， 私 が理 事

ザーと所属課程長の承認を得る。

I

を作成し， アカデミッ ク・アドパイ

た。早期化する就職活動は， 内定の得ら

いては日本で平均131 万円だが， アメリ

長・学長を務める国際教養大学（ Akita

②留学中にCML， 科目概要をアカデ

れない学生にとっては就活期聞が長期化

カでは227万円と1.7倍だ。 私立大学で

International University） で は，「世 界

ミック・アドバイザーへ提出し， 同

し， 学業に専念 ができなくなるという

時に留学先大学へ成績証明書発行の

の博士号取得に関しては， 日本で年間平

を舞台に活躍できる人材を育成する」と

ス パイラルに陥る結果を招くことになる。

均104万円，アメリカで年間278万円と2.7

いう目標のもと， 全ての学生に， 海外の

本来は学業に専念すべきはずの大学生活

倍もの割高となっている（1 ドルを90円

提携大学へ1年間留学することを義務付

の大部分を，「就活」に割かなくてはな

とじて計算した場合，J ASSO デ ータよ

けている。本学は， l 学年定員が20日年

アドバイザー， 所属課程長が認定し，

申請を行う。
③単位認定申請をする。アカデミッ ク・

らないということば， 大学生としてあっ

り）。大学院留学を志望する人は増えて

度から175名に増員される小規模大学で

教育研究会議で審議・決定する。

てはならない。そんな中， 日本経団連幹

はいるものの， 実際にアメリカの大学院

あるが， 本年度のオープンキャンパスに

認定単位数の換算については， 特別な

部は2010年9 月24 日， 新卒採用選考の

．に留学している人数はそれほど増えてい

は， 約3,000名も が全国各地から訪れて

場合を除いてUCTS (UM AP （アジア太
平洋大学交流機構〉の単位互換制度） に

開始時期を， 大学4年生の夏以降に徹底

ずしす理由としては， 留学への熱意とは裏

いるo その際のアンケートによると， 本

するよう申し合わせる方針を明らかにし

腹に， 経済面での障害が大きな原因のー

学の留学生制度が大変好評であり， 本学

よるものとしている。学生個々人の留学

た（『産経新聞J 9 月25 日付けより）。こ

っと考えられる。

れが正式決定され， 早い将来に日本社会
に浸透してほしいと思う。

を志望する若者は海外への志望がきわめ

ケースに基づいての単位互換は留学成果

「グロ ーパル30（ 国際化拠点整備事業）」

て高いといえる。そこで． 本学の留学制

の処理のうえできわめて重要な問題であ

などによって， 日本において留学生等に

度を例に． 本学の留学支援策を次に紹介

るが， それをUCTSを基準にしておこな

魅力的な水準の教育等を提供するととも

したい。前述の「就活早期化Jと「金銭

うのは， 提携先の各大学の授業時間や毎

求める質の高い人材の輩出を心がけなけ

に． 留学生と切礎琢磨する環境の中で国

面Jの問題は． 共に クリアしていると自

週の授業数が異なるためである。この場

ればならない。それは「いかに就活を乗

際的に活躍できる高度な人材の養成を図

負している。

合， 本学の よ うに完全なセメスター制を

り切るかJと目先のことを教えることで

ることを目的とし， 各大学の機能に応じ

また， 大学等の教育機関側でも企業の・
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入学後． 半年 から1年間の英語集中
プログラム（EAP I . Il, ill） で学び．

ることにしている。
また． もう一つの大きな特徴は． 原則

動においては， 何よりも学生本人の意識

必読書にしていることに加え． 学生は次

の高さ，教養．学力， 人間性．経験といっ

の6冊の中から2冊以上を熟読し． 帰国

英語力を徹底的に鍛え上げた後． その後

として授業料が相互に免除されることに

た資質． それに企業研究などの事前準 備

後． 批評的な思考に基づく感想文を留学

2年次から基盤教育を受講して基礎知識

ある。アメリカやカナダの大学のような．

が大切である。事実

国際教養大学の卒

中の体験に照らして提出することになっ

を習得する。この期間にさまざまな科目

年間授業料が日本と比べると相当高い大

業生の大多数は， 留学前や留学中から就

ている。学長はその感想文を読んでコメ

を履修することで，「自分がどの分野を

学へ留学する場合であっても． 本学に納

職活動を開始し， 卒業前にわが国トップ

ントし． 学長印を押して卒業時に卒業証

しっかり学びたいのかJを見極め. 3年

める授業料． つまり53万5,800円で留学

クラスの企業 ・団体から内定をいただく

書とともに返却している。それらの書と

次を目途に学問的関心に応じて専門課程

ができる。そのためには授業料の相互免

に至っている。関学から7年目だが． 他

は． 斎藤茂吉の『万葉秀歌J. 中江兆民

に移り， 中級． 上級レベJレの授業へ進み．

除に関する事前の交渉， カリキュラムの

の大学では見られないこのユニー クな制

著『三酔人経論問答J. ）レース・ペネデイ

留学でさらに知識を深める流れにしてい

照合などを経ての大学問交流協定締結に

度を通して， すでに600人を超える学生

クト著『菊と万一日本文化の型J. 梅梓

る。よって， 誰でも時期がやってくれば

至っている。2010年9月末現在で31 カ国・

が海外留学を経験したが． 学生との対話

忠夫著『 文明の生態史観j， 清水幾太郎

留学ができるのではなく． 学内で留学要

地域の111 大学との提携協定を結んでい

を重視し． それぞれのニーズに合わせた

著 『論文の書き方j， 高坂正賓著『文明

件 を設けている。 そ の 要件と は， EAP

るが． 提携前には111 のすべての大学と

就職支援は， 本学ならではのサポート体

が衰亡するときjの6冊である。

制であろう。

を修了していること， 留学開始の1 学期

そのような交渉をしてきたo 私自身がこ

前までにEAP以外で27 単位以上を取得

の1, 2年間に訪問して提携に漕ぎつけ

していること． 専門基礎科目をすべて取

た大学には， エジプトのカイロ大学， カ

私は， 若者が本来持ち合わせている好
奇心を発揮できずにいることに，t警鐘を

5. 日本人としてのアイデンティ

鳴らす必要性を強く感じている。現状に

得し，GPA（累積成績評価平均点）が2.50

イロ ・アメリカン大学． ロシアのモス ク

以上であること. TOEFL (PB T） の ス

ワ大学． 極東国立総合大学（ウラジオス

国際教養大学では， 国際教養を身につ

交わろうとしないのは， 未知の価値観と

コアで550 点に達していること， が必須

ト ク）， 米国のウィ リアム・アンド ・メ

いけることの意義を． 単 に外国語を習得

ぶつかって鍛えられる機会を得られない

となっている。

アリ一大学（ヴァージニア州）， 中国の

することや外国に関する知識を深めるこ

ことになる。 自分とは違う背景をもっ

吉林大学などがある。

とだけではなく， 自らの言語や文化を知

人々との識論で視野を広める機会も得ら

1年間の留学期間中に学ぶ科目は， 原

ティ

満足し外側の世界に興味を示さず， 自ら

則として学生の興味に沿って選択が可能

一般に「留学Jというと高額な授業料

ることも重視しているo 海外において日

れない。外部世界と交流することによっ

になっているo ただし， 英語運用能力を

や複雑な手続きを想像されやすいが， 本

本を見つめなおすことは． 異文化の中で

て得られる喜び． 発見． 苦労にはきわめ

習得するための授業や． 実技， 実験の授

学の留学制度は原則として本学に納める

自己の存在や． アイデンティティを確認

て大きな意味があり ときにはその苦労

業以外の科目でなければならない。

授業料だけで賄えるだけでなく， 安心し
て留学生活を送れるように提携校の学生

し認識する非常に良い， かつ貴重な機会

が若者を， 一回りも二回りも成長させる

留学候補者は， 留学先選考 会議によ

になる。そのためにも． 外国で日本や日

ことに

る選考後， 教育研究会議を経て， 学長

寮を事前に点検するなど， 出発前はもち

本文化の知識を深め， 日本人としての教

広い世界への若者の関心や好奇心をど

繋 がっている。

が 決 定 し て い るo 選考基準は， GPA.

ろん， 留学中も必要な情報の提供や問題

義を身に付けることは， 留学園・地域の

のように刺激していくか， そして日本の

TOEFLスコア， これまでの本学での取

解決の手助けをするなど， きめこまやか

文化を深く知る上でも， 国際感覚を醸

国力を担っていく若者の将来をどのよう

得単位数， 留学志望理由であるが， 提携

なサポート提供をしている。

成 する上でも非常に有益と捉えている。

に担保していくかは． 大学にとって最重

校によっては本学の留学条件 を上回る

きめこまやかなサポートは， 就職活動

よって． 本学の学生は留学期間中に， 学

要の課題であ る ことは言うまでもない。

GPA および， またはTOEFLスコア， 学

の支援でも同様におこなっている。一般

長が推薦する本を読むように指導してい

業の習熟度を入学要件とする場合がある

的に「留学す ると就職活動が時期的に不

るo 新渡戸稲造の『武士道j を全学生の

（公立大学法人国際教養大学理事長・
学長／国際関係論）

ため， それらの達成度も考慮の上決定す

利になるJと考えられているが， 就職活

8
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ご入会のすすめ

IDE現代の高等教育

ID E大学協会は， 大学を中心とするわが国の高等教育の

充実・発展に貢献することを目的とする任意図体です。 大学関

2:0)]1（｛））年Jl�月号もくじ

係者， 社会人， 機関， 団体を問わず， 協会の趣旨に賛成のかた
は， 会員になることができます。
会費（年額）は， 維持会員10,000円以上， 機関会員35,000円以
上， 学生会員7,000円です。

＠巻頭冨批判的思考力……...・H・...... ・H・.......・H・...・H・－－－ 佐藤 禎一

＠今月のテーマ〈日本人学生の海外留学〉

ID E大学協会事務局は2010年12月1日より次の場所へ移転いたしま した。

日本人学生の海外留学...・H・.....・H・......・H・－－…・

引き続き， よろしくお願い申し上げます。

新住所：干105-0004東京都港区新橋4-25-4石田ピル3階
TEL:

(03)3431-6811

ホームページ

FAX:

中嶋

嶺雄

4

学生のモピリティ向上策…...・H・...・H・.....・H・－－－ 佐藤東洋士

10

高裕
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日比谷潤子

19

立命館アジア太平洋大学のStudent Mobility政策・・本間 政雄

23

国際的リベラル・アーツ教育と海外研修……一 西村 直樹
東大生の海外留学……H・H・－…H・H・－ 劉 文君・大多和直樹

27

彰純

38

の向上 ...・H・...・H・......・H・－－ 氷見谷直紀
動
国際的な学生流性
茂
と政策……...・H・....・H・....・H・－－－ 山口
実
海外留学の態

43
48

＠一滴教育力・授業力を規定するものとFD ....・H・...・H・.....・H・－－－－

54

と課題….....・H・－…H・H・...・H・ 大野
現
派遣留学生の状

(03)6809-1311

国際基督教大学の海外留学…・・・H・H・....・H・－－－…

http://ide-web.net/

日本の企業社会と英語・留学...・H・H・H・.....・H・－ 米津
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幻

第8回 国立大学法人 法制定…H・H・－… 大崎

仁

55

@Book Review両角亜希子著f私立大学の経営と拡大・再編
-1980年代後半以降の動態J .…丸山

文裕
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戚

65

＠取材ノートから ...・H・.....・H・H・H・....・H・...・H・－ 横山晋一郎

刀
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＠国立大学法人の形成

畿）浅原利正（帝国T四国）有川節夫（九

2

飯野正子

小 林俊一 小林陽太郎
末松安晴 林勇二郎

井門富三夫 木下是雄

本会は. 2006年4月1日をもって， 1954年7月の創立以来の名称である民主教育協会からIDE
大学協会に改称しましたo IDEは会の英文名称であるInstitute for Development of Higher Education
の頭字語です．

＠外国大学通信教育機会の格差は縮小したか ・…H・H・.....・H・－…錨

