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要旨

　本稿は，黎明期にある我が国の国立大学における派

遣留学の現状についての事例研究を試みたものであ

る。近年，諸外国の大学においては，主体的な教育戦

略として学生を海外の大学等へ送り出し，帰国学生に

よって内部の国際化を図っていく派遣留学が積極的に

展開されている。本稿ではこうした動向をふまえ，我

が国の国立大学における派遣留学の現状と課題を明ら

かにするために，「国際化の成果指標」を事例分析の

枠組みとしたアンケート調査を実施した。具体的には，

名古屋大学と同大学との学生交流が活発に行われてい

るノースカロライナ州立大学を対象に調査を行った。

これにより，国立大学において派遣留学の推進体制を

構築するための課題として，人材育成の視点を含む国

際教育の戦略プランの策定，全学的な協働体制の強化，

リーダーシップを活かした推進体制の確立の必要性と

いった課題が明らかになった。
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１．はじめに

　この研究は，派遣留学の重要性を認識し，その黎明

期にある国立大学の現状についての事例研究を試みる

ものである。グローバル化によるボーダレスな社会に

おいては，世界に通用する人材を育成することが急務

の課題とされている。人材養成を担う大学に対しては

国際社会をリードできる高度な人材を育成する教育プ

ログラムを整備することが求められている。派遣留学

は，こうした人材を育成するために極めて重要な手段

となりうるものであり，諸外国が積極的に派遣留学政

策を展開している理由はここにあると考えられる。

　我が国では「留学生受入れ10万人計画」により，受

入れ中心の留学生政策が図られてきたが，近年では，

外国の大学との連携を強化し学生を主体的に海外に派

遣する教育プログラムがとくに一部の私立大学を中心

に取り組まれており，この傾向は今後強まっていくと

考えられる。

　そこで，国際化の成果指標（Performance Indi-

cators in International Education）1を現状改善の指針

国立大学における派遣留学の現状と課題

―国際化の成果指標を用いた事例比較を通じて―
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として利用し，名古屋大学と，同大学との学生交流が

活発に行われているノースカロライナ州立大学の事例

を分析し，効果的な派遣留学の推進体制をつくりあげ

るための課題について考察したい。

１．１　先行研究

　我が国では，「10万人受入れ政策」に支えられた留

学生の受入れが国際教育交流における優先的政策で

あった。このため，喜多村（1987）や江淵（1997）の

研究に見られるように，留学生の受入れという観点か

ら大学の国際化に関する研究が発展していったが，そ

れは外国人留学生を受け入れることにより内部の国際

化を図るという受動的国際化の視点に立つものが主流

であった。

　本稿では，派遣留学を「大学が主体的な教育戦略と

して学生を海外の大学等へ一定の期間送り出し，それ

により育った帰国学生によって内部の国際化を図る取

組み」と定義するが，この観点に立った研究は，現在

のところ多くはみられない。

　派遣留学に関する研究の数少ない例としては，留学

生センターの現場で研究する堀田の「海外留学と日本

企業における雇用機会」が挙げられる（堀田，2004）。

日本の大学がどのような短期派遣留学プログラムを実

施していくべきかという実施レベルの現状と課題を追

求し，派遣留学を経験した学生が社会にどのように受

入れられ，また逆にどのような付加価値を持った人材

が社会から求められているかといった派遣留学の成果

に焦点をあてて調査を行っている。その成果として，

日本の大学が目指すべき短期交換留学プログラムおよ

び学内の国際カリキュラム開発のための課題を提案し

ている。

１．２　派遣留学の動向 

（１）諸外国の動向

　諸外国の留学プログラムの動向をみてみると，人材

育成の視点を主眼に置いたプログラムが推進されてい

る。たとえば，アメリカにおいては，学士課程のとく

に３年次を中心とした１年間に，海外の大学で学ぶ

ジュニア・イヤー・アブロードをはじめとする派遣留

学プログラムを高等教育機関や国際教育関係者が全国

レベルで積極的に推進しており，それらは国際的視野

を身につけた学生を育成する教育手段となっている。

その結果，帰国学生がその経験をキャンパスに持ち帰

ることによりキャンパスの国際化を推進するものとさ

れている。

　政府レベルで推進されている例としては，ヨーロッ

パでは，EUのエラスムス計画が挙げられる。欧州単

位互換制度（ECTS）を利用して EU域内の学生の流

動性を高め，人材育成を図ると同時にEUの統合を推

進している。また，アジア太平洋地域内に目を向ける

と，EU の取組みに倣い，1991年に UMAP（アジア

太平洋大学交流機構）が誕生し，短期留学交流をはじ

めとする域内の高等教育機関間の協力を推進する動き

がある。

　以上のように，諸外国では，派遣留学が機関レベル

の国際化施策として，または国家的人材育成戦略の一

環として位置づけられる傾向にあり，我が国でも今後

優先度の高い課題として各機関レベルにおいて取組み

が進むことが予想される。このことは，「特色ある大

学教育支援プログラム（特色 GP）」や，今後の展開

が予想される「大学教育の国際化推進プログラム」に

よる「戦略的国際連携支援」などの文部科学省の政策

誘導的な姿勢にも現れている。

（２）我が国の動向

　わが国においては，「留学生受入れ10万人計画」を

1983年に策定し，留学生数の拡大と，総合的な留学生

政策の実施に取り組んできたが，こうした受入れ中心

の留学生政策にも近年変化が見られる。日本の大学か

ら学生を海外へ派遣することについては，政府レベル

でその重要性が強調されることはなかったが，平成15

年12月の中央教育審議会答申「新たな留学生政策の展

開について～留学生交流の拡大と質の向上を目指して

～」においては留学生交流の双方向性政策が新たに登

場し，ポスト10万人の新たな留学生政策として提案さ

れることとなった。ここでは，日本人の海外留学への

支援について，「受入れ中心から相互交流重視へ」と

いう政策方向の転換の必要性が指摘されている。より

多くの日本人学生が短期留学や学位取得を目指して海

外留学することが望ましいとされ，国がそれらを推進

していく必要性が強調された。

　国立大学においてはこのような政策動向を受け，留

１ これに関しては，第２章に詳述する。
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学生の受入れを中心に様々な施策が推進されてきた

が，日本側から学生を積極的に海外へ留学させるため

の体制整備は着手されたばかりであり，組織的･戦略

的に取り組む体制が充分に整備されていない。

　たとえば，学生を交換留学生として協定大学へ派遣

するためには，個々の学生に対し履修や留学準備等に

関する指導を行ったり，願書やビザなど煩雑な手続き

等についての説明が必要となる。国立大学において，

これらは留学生センター等に所属する数少ない教員に

よる部分的な取組みに委ねられているのが現状であ

る。事務的支援も，事務局の留学交流を担当する部署

に派遣担当の職員が若干名配置され，他の業務を兼任

している場合が多い。

　このように，派遣留学に関する国立大学の状況は未

だ黎明期の段階にある。また，いかなる条件のもとで

どのように推進すべきかといった共通のガイドライン

や全学的なポリシーが存在していないというのが実情

である。

　一方，一部の私立大学においては，独自の建学の精

神や教育理念に基づき，時代のニーズに見合った留学

プログラムの開発・運営に積極的に取り組んでいる。

２．名古屋大学とノースカロライナ州立大学に

　おける事例調査

２．１　国際化の成果指標を用いた分析方法

　本稿では，派遣留学の効果的な推進体制を探求する

ためには，派遣留学の取組みそのものだけでなく，大

学全体の国際化の取組み状況を分析することが有用で

あると考えたため，その分析枠組みとして「国際化の

成果指標」を用いることにした。とくに我が国の国立

大学にように，派遣留学プログラムをこれから開発し

ていく段階にある状況においては，その前提条件とし

ての国際化戦略計画全体が重要となると考えられる。

　大学の国際化指標に関しては，前述の江淵が，『大

学国際化の研究』において，共通の分析尺度として

の「大学の国際化」指標の策定を試みている２。また，

最近の研究としては，大阪大学が中心となって取り組

んでいる「大学国際化の評価指標策定に関する実証的

研究」（平成16年度より科学研究費補助金研究プロジェ

クト）が注目できる。そこでは，ヨーロッパにおける

IQRP（Internationalisation Quality Review Process），

アメリカの American Council on Education（ACE）

が取り組んでいる「国際化のための自己点検ガイドラ

イン」３などに着目して，日本の大学の視点から国際

化の推進に向けた評価指標の開発が進められている。

　国際化の指標については未だ開発途上であり，そ

の有効性や有用性についても明確になってはいない。

しかし，本稿では国際教育に関する機関レベルのパ

フォーマンスについて，インディケータ（「成果指

標」と訳する）を使って測定および評価を行うため

に開発された Paige の“Performance Indicators in 

International Education”（2005）を利用することとす

る。

　これを採用した理由としては以下のとおりである。

国際教育の分野では第一人者である Paige は，35年間

にわたる活動経歴を有している。この成果指標は，彼

の豊富な国際経験と知識を背景に，世界の大学国際化

に関する文献のレビューを行い，評価および成果指標

のコンセプトを検討することにより，生まれたもので

ある。そのため，国際化の進捗状況を診断するための

実用的なツールになっていると判断した。

　この国際化の成果指標において，派遣留学は10に分

類される主要なカテゴリーのうちの一つとして位置づ

けられている。これを用いて，派遣留学を推進するた

めの要件，すなわち「国際教育のグッド・プラクティ

スのモデル」を明らかにするために，次の方法により

分析を行う。

　まず，成果指標を枠組みにして「国際教育のグッド・

プラクティスのモデル」を判断するための調査票の設

計および作成を行う。次に，その調査票に基づき名古

屋大学とノースカロライナ州立大学の取組みの比較お

よび分析を行い，その知見をまとめる。

２．２　調査の方法

（１）調査内容

　調査内容として採用した Paige の成果指標は全部で

82項目からなる４。82項目は大分類と中分類の階層構

２ 江淵，1997, pp. 33-65
３ “Internationalizing the Campus: A User’s Guide”（ACE, 2003）にその研究が紹介されている。
４ Paige, R. M. (2005), “Internationalization of Higher Education: Performance Assessment and Indicators”, Nagoya Journal of 
Higher Education, Vol. 5 （『名古屋高等教育研究』第５号，名古屋大学高等教育研究センター編）
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造に整理されている。大分類としての10分野の“Key 

Performance Categories”（「主要成果カテゴリー」）

は下記のとおりである。

　この10分野のもとに中分類の40領域が整理されてい

る。たとえば，University Leadership for Inter nation-

ali zation（全学リーダーシップ）の分野の下には，A. 

Mission Statement（ミッション）， B. Promotion and 

Publicity（広報）， C. Budget（予算）など計６領域が

分類されている。

Internationalization Model（国際化モデル）：
Key Performance Categories

1.  University Leadership for Internationalization
 （全学リーダーシップ）
2.   Internationalization Strategic Plan（戦略プラン）
3.   Institutionalization of International Education
 （全学組織）
4.   Infrastructure ― Professional International 
Education Units and Staff （専門組織）

5.   Internationalized Curriculum（カリキュラム）
6.   International Students and Scholars（受入れ体制）
7.   Study Abroad（派遣留学）
8.   Faculty Involvement in International Activities
 （教員の参画）
9.   Campus Life ― Co-Curricular Programs
 （学生生活）
10. Monitoring the Process（評価活動）

　調査票の設計手順としては，中分類に該当する40領

域をキーとして，全82項目のなかから，全学の国際化

を推進する要件として重要であると判断した40項目を

精選し，再構成した。精選の方法は，調査票が簡潔で

ありかつポイントを押さえたものとするため，中分類

40領域ごとに重要度の高いと判断した1項目を質問項

目として選んだ。

　たとえば，University Leadership for Inter nationaliza-

tion 分野のMission Statement 領域においては，“The 

university’s mission statement includes international 

education.” （大学のミッションに国際教育が含まれて

いる）および“The university’s mission statement 

sets international education as a university priority.”

（大学のミッションに国際教育が優先的に掲げられて

いる）の２項目のうちの前者を重要と判断した。

　こうして作成したアンケート調査票（付録資料）に

より，40の質問項目に対し，実践の有無に関して「Yes

（はい）」，「No（いいえ）」の回答を求めた（Q1）。な

お，名古屋大学と比べて国際教育交流活動が豊富な経

験を有するノースカロライナ州立大学に対してはこれ

に加えて，同じ40項目について大学全体の国際化を推

進するために重要とみなす観点から，10項目以内の選

択を求めた（Q2）ほか，国際化という文脈のなかで

の派遣留学推進についての課題と，国際化を推進する

うえでの成果指標の有効性について自由記述を求めた

（Q3）。

（２）調査対象

　調査の対象として，名古屋大学とその交流相手校で

あるノースカロライナ州立大学の二大学とした。ノー

スカロライナ州立大学を選定したのは，名古屋大学と

活発に学生交流を行い，良好な関係を築いていること

から，今後の参考となる結果が得られると考えたため

である。ここで，両大学のプロフィールを概観する５。

　名古屋大学は，1939年に帝国大学として創設され

たのち，1949年には新制大学となり，「自由闊達」な

学風をもとに，優れた人材を育成し，先端的な学術

研究分野における大学院を中心とする研究・教育活

動を展開している。平成16年現在，職員数は約3,400

人，学生数は約15,800人となっており，そのうち留学

生は約1,200人（全学生の約7.5％）を占める。海外の

大学・研究機関との学術交流協定は180を越えており，

2002年に設立された国際学術コンソーシアム（AC21:

Academic Consortium 21）の取組み等により，国際

連携活動に関する評価は高い。

　ノースカロライナ州立大学（North Carolina State 

University：以下“NC State”と記す）は，ノースカ

ロライナ州ローリー（Raleigh）に位置するランド・

グラント大学であり，1887年に設立された。工学，織

物業研究，林学，建築学といった分野において産業界

との結びつきが強く，生命農学，工学などの10学部

が設置されている。学生数約３万人のうち留学生は

約1,500人（全学生の約5%），教員は約1,700人である。

また，海外へ留学した学生は2003－2004年度実績で

623人となっている。これは，全学生数の約２％の学

生が海外留学を経験していることになり，全米の大学

における海外留学者が１%であるのに比べて高い水

５ 両大学の情報は，ホームページ（http://www.nagoya-u.ac.jp, http://www.ncstate.edu）やパンフレット等から得た。
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準となっており，過去５年間で倍増している。

（３）調査方法

　名古屋大学の取組みについては，筆者自身が名古屋

大学の刊行物およびホームページ等を確認し，回答

を作成した。なお，定性的な回答が必要となる部分

については，適宜関係者にインタビューを行った６。

ノースカロライナ州立大学については，スタディー・

アブロード・オフィスのディレクターである Ingrid 

Schmidt 氏と，日本の大学との交流の窓口の役割を担

うノースカロライナ・ジャパン・センターの Francis 

A. Moyer 氏に対して，2004年10月29日と11月15日に

それぞれ電子メールによりアンケート調査票（Q1か

ら Q3を含む）を送付し，12月10日と12月12日に回答

を得た。

２．３　調査結果

（１）Q1（実践の有無）について

　40の質問項目に対する両大学の結果を表１に示し

た。「Yes（はい）」の数について全体をみると，全40

項目のうち，NC State が30，名古屋大学は20である。

これを見る限り，NC State の方が全体として国際化

の推進が進んでいる。

　次に，10の分野別にみていくと，全項目に「Yes（は

い）」と回答したのは，NC State においては，「全学

組織」，「専門組織」，「派遣留学」，「教員の参画」およ

び「学生生活」の5分野である。名古屋大学においては，

「専門組織」，「教員の参画」および「学生生活」の3分

野である。「全学組織」と「派遣留学」の分野において，

NC State の方が進んでいることがわかる。

　他方，両大学とも全項目に「No（いいえ）」と回答

したのは，「戦略プラン」の分野である。他の分野に

比べて取組みが遅れていることがわかる。

表１：Questionnaire on good practice model of 
International Education（Q1）の回答結果７

質　問　事　項 名古屋大学 NC State

１ University Leadership for Internationalization
 （全学リーダーシップ）

A 大学のミッションに国際教育が含まれて
いる ○ ○

B 国際教育プログラムの情報を教職員と学
生に向けて冊子等により広報している × ○

C 国際化を推進する活動や職員および組織
のための予算がある ○ ○

D 全学の執行部に国際教育担当の責任者が
いる ○ ○

E 教員の昇進や雇用の評価基準に国際活動
の実績が含まれている × ×

F 学生募集のなかで学生生活に国際的な活
動があることを謳っている × ○

２ Internationalization Strategic Plan（戦略プラン）８

A 大学戦略プランには国際教育の基本目標
が設定されている × ×

B 大学戦略プランには国際教育の行動目標
が設定されている × ×

C 大学戦略プランには国際活動のための予
算や人材資源の裏づけがある × ×

D 大学戦略プランには全学，学部および学
科に対して国際教育を実践する具体的な
行動計画を記載している

× ×

E 国際化に向けた実行計画と到達目標を策
定している × ×

３ Institutionalization of International Education
 （全学組織）

A 国際教育に責任を持つ全学委員会を設置
している ○ ○

B 国際化に向けた調査統計収集・分析を担
当する職員がいる × ○

４ Infrastructure ― Professional International Education 
Units and Staff （専門組織）

A 留学生および外国人研究者受入れのため
の組織がありプロフェッショナル職員が
配置されている

○ ○

B 派遣留学を担当する組織がありプロ
フェッショナル職員が配置されている ○ ○

C 大学の国際化を支援する全学組織があり
プロフェッショナル職員が配置されてい
る

○９ ○

６ インタビューの相手によって見解の相違が生じた部分は，筆者が判断し，回答を作成した。
７ 「Yes（はい）」は「○」，「No（いいえ）」は「×」と表示した。
８ 国立大学では法人化により中期目標・計画の策定が義務付けられるとともに，年度計画・年度評価が実施されることとなり，
戦略プランニングとは本質的に異なるものの，目標計画に基づく事業の実行を行いうるスキームが整いつつある。しかし，本調
査の段階では，中期目標等の運用に不透明な点が多く，戦略プランと断ずるには早計であると判断し，「×」とした。同様の理由
により，領域10 Monitoring Process（評価活動）の取組みも現段階では「×」とした。
９ 留学生センターに置かれた「海外留学室」は全国の国立大学においては先進的な取組みであり，専任の教員が全学の学生の交
換留学をはじめとする海外留学に関する相談窓口の役割を果たしている。
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５ Internationalized Curriculum（カリキュラム）

A 学部教育に地域研究，国際学や外国語な
どの国際分野を主専攻とするコースがあ
る

× ○

B 学部教育に国際分野を副専攻とするコー
スがある × ○

C 学部教育の「コア・カリキュラム」に国
際分野のコース（たとえば国際政治など）
がある

× ○

D 学部教育では外国語（second language）
が必修である ○ ○

E 学部生向けにスタディー・アブロードのた
めの大学独自の奨学金プログラムがある × ○

F 国際教育に特化した全学カリキュラム委
員会がある × ×

６ International Students and Scholars（受入れ体制）

A 留学生のための大学独自の奨学金プログ
ラムがある × ○

B 留学生オフィスがありアドバイザーがいる ○ ○
C 留学生自身を学習材料とする教育プログ
ラムがある × ×

７ Study Abroad（派遣留学）10

A 単位認定を伴うスタディー・アブロード・
プログラムがある ○ ○11

B 単位認定を伴わないインターンシップや
海外研修プログラムがある ○ ○

C 特定の学部・学科に向けたスタディー・
アブロード・プログラムがある ○12 ○

D スタディー・アブロードを必修としてい
る学部・学科がある × ○

E 海外の大学と学生交流協定を締結してい
る ○ ○

F スタディー・アブロードのための大学独
自の奨学金プログラムがある ○ ○

８ Faculty Involvement in International Activities
 （教員の参画）

A 教員が学会等で海外へ渡航する際の出張
サポートや，資金援助を行っている ○ ○

B 教員が海外で活動することを目的とした
交流協定がある ○ ○

C 教員に国際的な外部資金による活動を行
うための時間を与えている ○ ○

９ Campus Life - Co-Curricular Programs（学生生活）

A 国際交流活動を所管する学生生活支援組
織がある。 ○ ○

B 国際性のある学生組織がある ○ ○

C 異文化交流プログラムを提供している ○ ○
10 Monitoring Process（評価活動）

A 全学的な実績評価システムがある × ○
B 国際化に関する成果指標がある × ×
C 国際活動に関する自己点検評価活動を毎
年行っている × ×

（２）領域別の検証結果

　Q1の調査では，回答では「Yes（はい）」となって

いるが，取組みが不十分である項目や「No（いいえ）」

となっていても現在改善に向け取り組んでいる項目も

みられ，「Yes」または ｢No｣ の回答だけでは単純に診

断できない項目が多く見られた。このため，とくに派

遣留学の推進とその体制づくりに関連が深いと思われ

る領域について，両大学の具体的な取組状況の調査・

検証を行った。その検証結果の一部を以下に紹介する。

（1） 1－ A「大学のミッションに国際教育が含まれて

いる」

１） 名古屋大学

　平成12年に全国の大学に先駆け制定された大学の憲

法というべき「名古屋大学学術憲章」に大学の基本理

念を謳っている。その基本目標の一つとして「国際的

な学術連携と留学生教育」を掲げ，「国際的な拠点形成」

を目指すとしている13。

　また，平成16年度の中期目標・中期計画においては，

全学のミッションとして「国際的な学術連携及び留学

生教育の一層の充実を図り，世界とりわけアジア諸国

との交流に貢献する」ことを掲げ，国際交流に関する

目標としては，「研究と教育の国際交流と国際協力プ

ロジェクトの参画とを通して名古屋大学のプレゼンス

を高める」としている14。

　以上により，名古屋大学は国際化を全学ミッション

の一つの柱と位置づけていることがわかる。

２） NC State

　一方，NC State は1996年に，の全学ミッションを

10 この分野では“Study Abroad”を「派遣留学」と訳すが，個々の指標では原文にできるだけ忠実に，「スタディー・アブロード」
と表記する。
11 NC State 両者の回答は，この項目を除いてすべて一致した。両者の回答が異なったこの項目については，改めて事実を確認し，
「Yes（はい）」とした。
12 部局独自のプログラムとして，たとえば国際開発研究科の海外実地研修 (OFW: Overseas Fieldwork) がある。
13 名古屋大学学術憲章（http://www.nagoya-u.ac.jp/index2.html）
14 名古屋大学中期目標・中期計画（http://www.nagoya-u.ac.jp/out/nu-plan.html）
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次のとおり策定している。

　“Enhancing its historic strengths in agriculture, 
science, and engineering with a commitment to 
excellence in a comprehensive range of academic 
disciplines, North Carolina State University provides 
leadership for intellectual, cultural, social, economic, 
and technological development within the state, the 
nation, and the world”. 15

　（歴史的に優れた農業，科学，工学分野といっ
た広範囲にわたるを学問領域の卓越性へのコミッ
トメントを促進することにより，ノースカロライ
ナ州立大学は，州内，国家，そして世界における
知的，文化的，社会的，経済的，技術的発展のた
めにリーダーシップを発揮する。）

　Schmidt 氏によると，文末に“world”ということ

ばが含まれているため，このミッションは国際的な視

点に立つものであるとしているが，飛躍的な国際化を

推進するには不十分であるとのことである。

（2） 1－ D「全学の執行部に国際教育担当の責任者が

いる」

１）名古屋大学

　平成16年の国立大学法人化により７名の理事が置か

れ，そのうちの一人が研究・国際交流担当理事（副総

長）となっている。しかしながら，研究担当との兼務

であったり，教育担当理事との役割分担がやや不明確

であることも指摘できる。

２） NC State

　９名の副学長（Vice Provost）のうちの一人が国際

担当（Vice Provost for International Aff airs）となっ

ており，国際担当副学長の役割は次のとおりとなって

いる。

　“The Vice Provost for International Affairs is 
the leader of University International Programs, 
reports to the Provost, and collaborates with College 
Deans and their International Coordinators in the 
internationalization of the University”.16

　（国際担当のVice Provost は全学の国際プログ
ラムを統括するリーダーとなり，Provost（学務

担当副学長）に報告し，学部長および国際プログ
ラムコーディネータと大学国際化に向けて協力す
る。）

（3） 2－ A「大学戦略プランには国際教育の基本目標

が設定されている」

　両大学ともに未整備であるが，総合的な国際化戦略

プランを検討中である。なお，名古屋大学については，

これに類するものとして，平成16年度に策定された中

期目標・計画があり，そこでは次のように国際化の推

進を図るための記述がある。

　①　 国際協力・交流の拠点の形成と事業活動

　　　 国際社会及び地域社会に開かれた国際協力・交

流の全学拠点を形成し，関連の事業活動を組織

する。

　②　 国際共同研究・協力の促進

　　　 国際社会をリードする国際共同研究・国際協力

を促進する。

　③　 留学生・外国人研究者の受入れ，派遣体制の整

備・拡充

　　　 留学生・外国人研究者の受入れと派遣に対し，

相談・助言のサービスに責任を持つ全学的拠点

を組織し強化する。

　このように，｢ 国際化 ｣ 全体を対象とした指針は

存在している。しかし，「国際教育の基本目標（inter-

national education goals）」という領域に合致するも

のとはなっておらず，国際教育をいかに実現するかと

いう視点からの実施可能な具体的なプランは未整備で

ある。

（4） 7－ A「単位認定を伴うスタディー・アブロード・

プログラムがある」

１） 名古屋大学

　大学全体のプログラムとしては，授業料不徴収を伴

う大学間交流協定大学への交換留学制度がそれにあた

る。ただし，単位認定については帰国後に必ずしも認

定されるわけではなく，交換留学に参加する学生に

とって４年間で卒業することは現実的に困難であるの

が現状である。

15 University Planning& Analysis（http://www2.acs.ncsu.edu/UPA/strategicplan/mission.htm）参照。
16 OIA（http://www.ncsu.edu/oia/oiaadmin.html）
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　一方，部局独自のプログラムとしては，たとえば国

際開発研究科の海外実地研修（Overseas Fieldwork, 

OFW）がある。研究者や実務者の人材育成を目的に，

発展途上国での臨場体験をさせるために毎年約30人

の学生を発展途上国に20日程度派遣している。研修

内容は，準備のための事前研修（Intensive Lecture 

Course）と海外実地研修からなり，それぞれ４単位，

合計８単位の取得が可能となり，カリキュラムの一環

として実施している。

２）NC State

　交換留学プログラムとしての“NC State Exchange 

Programs”がある。種類としては，①NC State と学

生交流協定を締結する外国の大学17との直接交流プロ

グラム（Direct Exchanges），② ISEP18により運営さ

れ，世界120カ国以上のプログラムが用意されている

プログラム（ISEP Semester Programs），③UNC-EP

（University of North Carolina Exchange Program）

がある19。

　アメリカの学生にとって，スタディー・アブロード

に参加した場合の単位認定や成績は，GPAの維持の

ために極めて重要であり，計画的な履修が求められる。

NC State ではよりスムーズに単位認定が行われるた

めに，オンラインによる学生へ情報提供を行っている。

以下に，二つのオンラインシステムを紹介しておく。

　①　 Study Abroad Transfer Course Database20

　　　 スタディー・アブロード・プログラムにより各

学部で認定される単位がデータベース化されて

おり，学生がプログラム参加前に確認すること

ができる。

　②　 Credit Hour Guidelines for Study Abroad21

　　　 派遣先大学で取得する単位が，NC State の何

単位に相当するかを換算するガイドラインがあ

る。これにより，卒業に必要な単位の計画的履

修を促している。ここでは，ECTS の他，協定

を持つ13カ国の基準が示されている。

（３）Q2（重要な10項目以内の選択）について

　NC State では，「専門組織」（両者とも３項目を選

択），「カリキュラム」（両者が２ないし３項目を選択），

「派遣留学 ｣（両者が１ないし２項目を選択）がとく

に重視されている。以下に共通に選ばれた項目を列挙

する。
➢ 留学生および外国人研究者受入れのための組織

がありプロフェッショナル職員が配置されてい

る
➢ 派遣留学を担当する組織がありプロフェッショ

ナル職員が配置されている
➢ 大学の国際化を支援する全学組織があり，プロ

フェッショナル職員が配置されている
➢ 学部教育の「コア・カリキュラム」に国際分野

のコース（たとえば国際政治など）がある
➢ 学部教育では外国語が必修である
➢ 単位認定を伴うスタディー・アブロード・プロ

グラムがある

　以上の結果から，全学の国際化を推進するうえでは，

専門組織とプロフェッショナル職員の存在が不可欠で

あり，全学生に国際性のあるコースや外国語を必修に

し，単位認定を伴う派遣留学の取組みが重要視されて

いることがわかる。

（４）Q3（自由記述回答）について

　NC State から得られた回答の一部を翻訳したもの

を以下に紹介する。

（１）指標および調査についての記述
➢ 「この指標は役立つものではあるが，捉え方に

よっては誤解を招きかねない紛らわしい表現も

あり，もっと具体的にする必要な部分がある。」
➢ 「Q1の質問項目は，役に立つものである。どの

要素を強化しなければならないのか，そして何

が欠けているのかを改めて気づかされる。」
➢ 「Q2はもっと役に立つものである。国際教育推

17 日本とは３大学（広島修道大学，名古屋大学，上智大学）を含む18カ国39大学とのプログラムを展開している。
18 ISEP（International Student Exchange Program）とは，米国内外の加盟校間で学生交換留学を推進する，非営利法人の全世界
的なコンソーシアム（大学連合組織）であり，加盟校は世界で245校に上る。
19 UNC-EP は，ノースカロライナ大学（University of North Carolina）大学が提唱するノースカロライナ州16大学による海外留学
のためのコンソーシアムであり2003-2004年度では，35カ国以上に300人以上のノースカロライナ州内の学生を派遣している。
20 Study Abroad Transfer Course Database（https://www.acs.ncsu.edu/scripts/ugadmiss/saequiv.pl）
21 Credit Hour Guidelines for Study Abroad（http://www.ncstate.edu/studyabroad/staff /equiv.html）
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進のために強化すべき表面的な解決策を提案す

るというより，むしろ批判的な視点に立ち，何

が国際化のゴールを高めるものであるかを見極

めることができる。」

（２）大学の国際化およびスタディー・アブロードに

ついての記述
➢ 「スタディー・アブロードは総合的な国際化計

画において重要な要素であり，その経験は学生

にとって必要不可欠であるべきである。」
➢ 「スタディー・アブロードへの参加率は決して

100% とはならないため，参加しない学生には

国際的視野をキャンパスで経験させることが必

要である。たとえば，履修やキャンパスコミュ

ニティーで可能な講義やイベントに参加させた

り，留学生をキャンパスに溶け込ませたり，帰

国したスタディー・アブロード参加者たちが他

の学生たちとその見識を共有させる仕組みを提

供することが必要である。」
➢ 「スタディー・アブロード・プログラムによる

単位認定の是非については長年の課題である

が，教員側はこれらを解決するために，リーダー

シップをもっと発揮する必要がある。」
➢ 「国際化の重要性に対しては，大学の公式なコ

ミットメントがあるにも関わらず，やらなけれ

ばいけない仕事は，各部署の限られた人数の職

員の肩に大きくかかっており，大学全体の価値

観に反映されていない。」
➢ 「多くの教員は真に国際化に貢献し，学生に広

い視野を育成すべく活動を行い，派遣留学を勧

め，その活動を世界の研究者との連携を深める

うえで役立てている。しかし，これらの活動は，

結局多くの教職員，学生の個人的な意向により

実行されているのが現状である。」
➢ 「執行部のリーダーシップによる明確で活発な

コミットメントがない限り，キャンパスの国際

化は依然として一部の者による活動にすぎず，

成果のない活動にとどまることになる。」

　以上のように，成果指標の有用性についてだけでな

く，全学の国際化を図るための課題として，リーダー

シップの必要性およびスタディー・アブロードの重要

性についても率直な意見が得られた。

３．考察とまとめ

　名古屋大学とノースカロライナ州立大学の国際化推

進状況を，成果指標による定量的評価を通じて分析を

行った結果は，図１のレーダーチャートのように示す

ことができる22。

　これを見る限り，全体的にはNC State の方が国際

化の取組みが進んでいる。また，両大学ともに，「戦

略プラン」は他の分野に比べて取組みが遅れている。

他方，乖離が大きい分野は「カリキュラム」であり，

名古屋大学において実践の遅れが見られる。

　本研究の狙いは，派遣留学の推進体制に向けたグッ

ド・プラクティス情報を得ることであったが，そのた

めに使用した Paige の成果指標の有効性については以

下のように考えられる。まず，上記に示す調査結果が

得られたのは指標が体系的に整理されているためであ

り，国際化推進状況を診断するためのツールとしては，

一定の効果があったといえる。ただし，それは各機関

が戦略プランに基づき行う取組みを診断する場合に限

り有用であると考えられる。そしてその際には，アン

ケート票による定量的な評価だけでなく，回答結果の

質的な検証も併せて行う必要があるだろう。

　また，この指標はアメリカの大学制度を背景として

作成されたものであり，日本の事例に適用した場合，

たとえばテニュアなど，比較できない項目も含まれて

22 領域ごとに「Yes（はい）」の数が項目数全体に占める割合を示してある。

全学リーダーシップ

戦略プラン

全学組織

専門組織

カリキュラム

受入体制

派遣留学

教員の参画

学生生活

評価活動

ノースカロライナ州立大学
名古屋大学

図1： 2大学の国際化推進状況に関する評価結果
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いる。現時点では，日本の大学に適合した国際化指標

の開発は発展段階にあり，指標の改善を図るためには，

国際化戦略を計画的に策定･実施している大学の成果

を取り入れて反映させていくことが大切であろう。そ

して，今後は特に組織体制づくりのための新たな指標

の探求が必要となると考えられる。この点については，

たとえば先述した大阪大学の「大学国際化の評価指標

策定に関する実証的研究」プロジェクトの動向などに

期待したい。

　最後に，本研究の結果明らかとなった名古屋大学に

おける効果的な派遣留学の推進体制をつくりあげるた

めの課題を以下にまとめる。

　第一に，今回の調査から，名古屋大学においては全

学の国際化ミッションはあるが，それを実現するため

の具体的な戦略プランが弱いことが明らかになった。

実践現場においては，部局単位のプログラムや教員個

人による優れた活動が着実に行われている。派遣留学

をより推進するためには，それらの活動を大学執行部

が十分に認識したうえで，人材育成の視点を含む国際

教育を国際化ミッションのひとつとして取り上げ，国

際教育活動を全学的に展開していくための戦略プラン

を策定することが不可欠である。

　第二に，名古屋大学には，法人化により国際交流担

当理事が置かれ，全学的な視点から国際化を推進する

ための枠組みが整備されつつある。しかし，国際化の

ミッションの実現にむけて各部局等がそれを実行に移

していくための組織間の連携が不十分であり，全学的

な協働体制を一層強化することが必要であることが，

インタビューの過程で明らかになった。

　第三に，国際交流担当理事，事務局国際課および留

学生センターの組織内にある海外留学室との関係が必

ずしも明確になっていないことが，成果指標を用いた

調査や回答結果の検証から明らかになった。従って，

理事のリーダーシップを活かした推進体制の確立は

急務の課題であると考えられる。因みに，NC State

においては，国際担当の Vice-Provost（副学長）の

もとに，全学の国際交流プログラムを統括するOIA

（Offi  ce of International Aff airs），派遣留学を推進す

る SAO(Study Abroad Offi  ce)，海外からの学生・研

究者の受入れをケアするOIS（Offi  ce of International 

Services）というように，具体化されたミッションに

沿って組織が構築されている。

　以上，国際教育活動の戦略プランの策定，全学的な

協働体制の強化，リーダーシップを活かした推進体制

の確立の３点が名古屋大学における派遣留学推進体制

整備の課題として明らかになった。これらを，問題意

識を共有する多くの国立大学への示唆とし，本研究の

まとめとしたい。
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付録資料

国際教育のグッド・プラクティスの
モデルに関するアンケート調査票

Questionnaire on good practice model 
of International Education

This questionnaire was developed based on “Perfor-

mance Indicators in International Education” which 

was suggested by Dr. Michael R. Paige, Professor of 

University of Minnesota in his paper “Internationaliza-

tion of Higher Education: Performance Assessment 

and Indicators” (to be published in March, 2005, in 

Nagoya Journal of Higher Education, Vol. 5, Center for 

the Studies of Higher Education, Nagoya University). 

He presented ten key performance categories as an 

internationalization model that can be operationalized 

and subjected to a performance assessment.

Q1. Please check the applicable box (Yes/No) in Q1.

Q2. Please mark the appropriate cells of Q2 less than 

10 indicators which you think are the most important 

items among all indicators for promoting your institu-

tion-wide internationalization. 

Q3. Finally, please tell me your thoughts on the pro-

motion of study abroad programs in the context of 

internationalization at the university. Do you think the 

above used indicators are useful for you to think about 

the implementation of internationalization?

Performance Indicators Q1 Q 2

1. University Leadership for Internationalization

A. Mission Statement
The university’s mission statement includes 
international education.

□ Yes
□ No

B. Promotion and Publicity
The university has written materials describ-
ing international education opportunities for 
faculty, staff, and students.

□ Yes
□ No

C. Budget
The university has a budget for international 
activities, staff, and offi ces.

□ Yes
□ No

D. Leadership Positions
The university has a cabinet level administra-
tive position for international Education.

□ Yes
□ No

E. Promotion and Tenure
Faculty members get promotion and tenure 
credit for international activities.

□ Yes
□ No

F. Student Recruitment
The international education dimension of 
university life is used in student recruiting 

□ Yes
□ No

2. Internationalization Strategic Plan

A. Goals 
The plan sets international education goals 
for the university.

□ Yes
□ No

B. Objectives
The plan sets objectives for the university.

□ Yes
□ No

C. Inputs
The plan provides budget resources for 
international activities.

□ Yes
□ No

D. Activities
The plan lists specifi c internationalization 
activities for the university.

□ Yes
□ No

E. Timelines and Targets
The plans establish timelines and targets for 
internationalization.

□ Yes
□ No

3. Institutionalization of International Education

A. Committees
The university establishes a university-wide 
committee responsible for international 
education.

□ Yes
□ No

B. Accountability Structures
The university has a delegated offi cer 
responsible for data collection and analysis 
regarding international activities.

□ Yes
□ No

4. Infrastructure – Professional International Education 
Units and Staff

A. International Students and Scholars
The university has an international student 
and scholar offi ce (ISSO) and qualifi ed 
professionals running the offi ce.

□ Yes
□ No

B. Study Abroad
The university has a study abroad offi ce 
(SAO) and qualifi ed professionals running 
the offi ce.

□ Yes
□ No

C. International Exchanges, Projects, 
Grants, Contracts
The university has an international programs 
offi ce (IPO) to support university initiatives 
and qualifi ed professionals running the offi ce.

□ Yes
□ No

5. Internationalized Curriculum

A. International Majors
The university has undergraduate majors that 
are international in character such as area 
studies, international studies, and foreign 
languages. 

□ Yes
□ No

B. International Minors
The university has undergraduate minors that 
are international in character.

□ Yes
□ No

C. International Courses
The university has “core curriculum” interna-
tional course requirements for undergraduate 
(e.g., international politics).

□ Yes
□ No

D. Languages
The university has a second language 
 requirement for undergraduates.

□ Yes
□ No

E. Scholarships and Awards 
The university has scholarships and awards 
for undergraduate students to study abroad.

□ Yes
□ No

F. Resources
The university has an international education 
curriculum committee.

□ Yes
□ No

6. International Students and Scholars

A. International Student Recruitment
The university has scholarships and awards 
for international students.

□ Yes
□ No

B. International Student Support
The university has an international student 
offi ce and advisors.

□ Yes
□ No
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C. Integration of International Students into 
University Life
The university has academic programs that 
utilize international students as learning 
resources.

□ Yes
□ No

7. Study Abroad

A. Academic Study Abroad
The university has study abroad programs for 
academic credit.

□ Yes
□ No

B. Work and Tourism Abroad
The university has non-academic programs 
abroad such as work and tourism programs.

□ Yes
□ No

C. Specialized Academic Study Abroad
The university has academic study abroad 
programs designed for specifi c departments 
and faculties.

□ Yes
□ No

D. Study Abroad Requirements
The university has a # of departments and 
faculties with study abroad requirements.   

□ Yes
□ No

E. Exchange Agreements
The university has study abroad exchange 
agreements with partner universities abroad. 

□ Yes
□ No

F. Student Support 
The university has scholarship for study 
abroad students.

□ Yes
□ No

8. Faculty Involvement in International Activities

A. Faculty Support
The university provides travel support for 
faculty to attend conferences abroad.

□ Yes
□ No

B. Exchange Agreements
The university has exchange agreements 
with partner universities that enable faculty 
members to work abroad.

□ Yes
□ No

C. International Grants and Contracts
The university provides release time for 
faculty to work on international grants and 
contracts.

□ Yes
□ No

9. Campus Life – Co-Curricular Programs

A. Campus Life Offi ce
The university has a campus life offi ce 
responsible and the international aspect of 
campus life is among its responsibilities.

□ Yes
□ No

B.  Student Organizations
The university has student organizations with 
an international focus (e.g., nationality clubs)

□ Yes
□ No

C. Campus Programs
The university offers international and 
intercultural programs on campus.

□ Yes
□ No

10. Monitoring the Process

A. Performance Assessment Process 
The university has a formal performance 
assessment process in place.

□ Yes
□ No

B. Performance Indicators
The university has developed performance 
indicators for internationalization.

□ Yes
□ No

C. Performance Reviews
The university holds internal performance 
reviews of internationalization activities 
annually.

□ Yes
□ No




