短期留学部門

NUPACE 修了生への追跡調査報告
―交換留学経験と進路選択，ネットワーク―

短期留学部門

北

山

夕

華

省略した。これには，質問項目の分量を減らすことで

はじめに

学生の負担を軽減し，より高い回収率を目指すという

名古屋大学の交換留学プログラムである NUPACE

意図もある。

が昨年15周年を迎えた。NUPACE は国立大学の交換

調査対象学生の選定に当たっては，主に以下の２つ

留学プログラムとしては有数の規模であり，その修了

の点を考慮した。一点目は，交換留学が学生の進路に

生は1000名を超える。

及ぼす影響が分かる対象を選ぶことである。交換留学

NUPACE は本学と学生交流協定を締結した協定校

生は本学の協定校の正規学生であるため，名大での在

に在籍する学生が，１学期あるいは２学期の間本学で

籍時は基本的に学部の２年生以上となる。そのため，

交換留学生として学ぶプログラムである。交換留学生

派遣元大学を既に卒業した者が多いと考えられる2009

は学部や大学院への正規留学生と比べ，在籍期間が３

年度入学以前に対象を絞ることとした。２点目は，回

カ月～12カ月と短い。そのためか，学位取得を目的と

答率の確保である。交換留学生は留学期間が短く，ま

した留学生の追跡調査や短期留学の前後での変化に注

た連絡先のメールアドレスが派遣元のメールアカウン

目した研究は行われてきたものの，交換留学生を追跡

トである場合が多いため，在籍時期を遡るほど連絡が

調査した研究はほとんど見受けられない。

取れない者の割合が高くなる。2011年10月に開催され

本報告は，NUPACE に参加し，帰国後2年半～3年

た NUPACE15周年行事の際に修了生全員に送信され

半が経過した学生を対象に行った修了生の現在の状況

たメールへの回答率を入学時期別に分析したところ，

についての調査結果をまとめたものである。以下では

2009年以前の参加者からの回答率は2006年度春入学

まず回答者のプロフィールを概観し，次に，交換留学

（12.5%）を除き全て10% 以下であり，回答率がゼロの

の経験がかれらの進路やネットワークにもたらした影

グループもあった。以上の理由から，留学を終えてか

響，日本との関係についての設問に対する回答を考察

らそれほど年月が経過しておらず，かつ派遣元大学を

する。

既に卒業した者が多いと考えられる2008年度と2009年
度年度の入学生を対象として選定した。
NUPACE では毎年４月（春学期）と９月（秋学期）

１．調査の対象と方法

に受入れを実施しており，今回調査対象とした2008年

本調査は，NUPACE 修了生の中から調査対象者

と2009年の春・秋の受入れ人数の合計は163名である。

を選定し，E メールで質問紙を配布する形で行った。
NUPACE の参加者は日本語よりも英語が得意な学生

図表１．対象学生と回答率

が多いことから，質問紙はまず英語で作成し，日本語

入学時期 対象学生数

訳を用意した。質問紙の中の記述式の設問に関して

2008年春

29

は，日本語および英語での回答を可とした。今回は対

2008年秋

象者の数が限られていること，個人情報に関しては
NUPACE オフィスにデータが保管されていることか
ら，質問紙ではフェイスシート（個人情報）の部分を

回答数

回収率

24

4

16.7%

49

43

14

32.6%

2009年春

22

20

4

20.0%

2009年秋

63

61

24

39.3%

163

148

46

31.1%

合
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メールアカウントが無効になっている等の理由で連絡

図表４・５は回答者の派遣元大学の所在国および回

の付かなかった15名を除く148名のうち46名から質問

答者の国籍の一覧である。NUPACE に参加する学生

紙の返送があり，回収率は31.1% となった。

の中には派遣元大学の所在国の出身ではない学生も含
まれる。そのため，大学の所在国の内訳と回答者の国
籍は必ずしも一致しない。NUPACE は様々な地域出

２．回答者の分析

身の学生が参加しているが，回答者の内訳からもこう

２－１．回答者の属性

した多様性が見て取れる。なお，NUPACE の参加者
１

回答者の属性は以下のとおりである 。回答者の性
別の内訳を見てみると，女性が45.7%，男性が54.3% で

で最も多いのは中国出身者であり，国籍別の回答者数
においても中国が一番多い。

あり，男性の割合がやや多い（図表２）。なお，男女別
の回答率は女性が25.9%，男性が37.3% と男子学生の方
図表４．派遣元大学の所在国

が高い。
次に，回答者の留学時の派遣元大学を地域別にみて
みよう（図表３）。NUPACE への留学生の半数を占め

アジア

るアジアの大学の学生が過半数を占め，続くのがヨー
ロッパである。北米からの留学生は例年全体の15～
20％であるが，回答者に占める割合は6.5% と他地域と
比べて低い回答率となっている。

図表２．回答者の性別

国名

回答数

中国

９

韓国

４

台湾

４

インドネシア

５

タイ

２

オセアニア

オーストラリア

２

北米

アメリカ

４

南米

ブラジル

１

ヨーロッパ

オーストリア

２

イギリス

５

ドイツ

６

フランス

１

スウェーデン

１

図表５．国籍
国名

回答数

中国

９

韓国

５

台湾

４

インドネシア

５

タイ

２

オセアニア

オーストラリア

２

北米

アメリカ

４

南米

ブラジル

１

ヨーロッパ

オーストリア

２

イギリス

３

ドイツ

６

フランス

１

ポーランド

１

スウェーデン

１

アジア
図表３．派遣元大学の所在国（地域別）

１

なお，これらのデータは NUPACE オフィスで保管している学生名簿に基づくものであるため，学生が帰国後に国籍を変更する

などした場合は反映されていない。
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２－２．NUPACE 在籍時の状況

図表６．受入れ部局別回答数

次に，回答者の NUPACE 在籍時の状況を概観しよ
う。図表６は留学時の受入れ部局別の回答者数であ
る。これからは，回答者が学んだ学部が多岐にわたっ
ていることが分かる。
図表７は，留学時の在籍身分の内訳である。交換留
学生は，派遣元大学での学生身分や留学計画に応じ
て，学部，大学院レベルにそれぞれ特別聴講学生，大
学院特別聴講学生として，研究活動を中心とする大学
院生の場合は特別研究学生としての身分で本学に在籍
する。特別研究学生の学生が占める割合は NUPACE
在籍生の１割前後であることを考えると，やや高い回
答率である。これには，特別研究学生の身分で臨床実

図表７．在籍身分

習を行う医学部の学生からの回答率が比較的高かった
ことが影響している。
回答者の留学期間を見てみると，１学期が21.7%（回
答者数10名），２学期が78.3%（同36名）となっている。
調査対象者のうち留学期間が１学期・２学期だったも
のはそれぞれ25.0%（37名）・75.0%（111名）であるた
め，回答率はそれぞれ27.0%・32.4% となり，２学期間
留学した学生の方がやや回答率が高い。
図表９は，奨学金の受給者の割合である。この場合
の奨学金の受給者とは，日本の政府機関による奨学金

図表８．在籍期間

である日本学生支援機構（JASSO），21世紀東アジア青
少年大交流計画（JENESYS），財団法人交流協会（IAJ）
を集計している。派遣元大学や母国の政府機関，民間
などからの奨学金の受給者は含めていない。また，回
答者の中には JASSO の追加奨学金を３ヶ月間だけ受
給した者が含まれるが，今回は受給者としては集計し
ていない。なお奨学金受給者の占める割合が非常に高
いが，これは2009年に補正予算による大量の追加奨学
金の配分があり，2009年の秋入学者の中で要件を満た
すほとんどの学生に JASSO の奨学金が支給されたこ
とが影響している。2009年秋入学者は今回の調査対象

図表９．奨学金の有無

者で最も母数が多く回答率も高かったことから，結果
的に全体の奨学金受給率を押し上げている。

－183－

名古屋大学留学生センター紀要 第10号

フなど日系企業の現地法人に勤務しており，現在 JET

３．質問紙調査の結果

プログラムの英語講師として日本に滞在している者も

質問紙調査では，主に（１）現在の就労状況（２）日

いる。また，就職していると回答した者のうち「あな

本留学に関わるネットワーク（３）交換留学経験から

たの会社は日本の会社と関係，あるいは取引がありま

受けた影響（４）日本との関係 について，選択形式と

すか」という質問に対して Yes と回答した者は51.9%

自由記述形式で回答を求めた。以下では，英語で書か

にのぼる。

れた自由記述を引用する際には筆者による日本語訳を
用いる。

次に多いのは大学院生である。常勤で働きながらの
学生を含めると，28.3% が現在大学院に在籍している。
この中には，本学の修士課程に進学した２名（文学・

３－１．就労状況

工学研究科）と，東京大学の博士課程に在籍する１名

図表10は，回答者の現在の就労状況の内訳である。

も含まれる。また，日本の大学院への進学が決定して

調査対象者のうち多くが当時在籍していた大学を既に

いる者が１名，受験中が２名（うち名大１名），受験準

卒業しており，そのうち働きながら学生もしている者

備中が１名おり，交換留学の修了生の中に日本の大学

を含めて60.9% が常勤の職に就いていると回答してい

院進学を考える者が相当数いることが伺える。

る。就職先は教育関係，旅行会社，製造，食品関係，
医療関係，マスメディア，政府機関，人材派遣，IT な
ど多岐にわたる。そのうち６名はカゴメやフジスタッ

４．ネットワーク（設問２・３）
本設問は，交換留学生が留学時代のネットワークを

図表10．就労状況（n=46）

維持しているかどうかについて問うものである。設問

図表12．NUPACE 学生間のつながり（n=46）

図表13．NUPACE 以外の友人とのつながり（n=46）
図表11．勤務先・業務と日本との関わり（n=27）
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２「他の NUPACE の修了生と今でも連絡を取ってい

図表14

就職への影響（学生を除く）（n=33）

ますか」に対して93.5% が Yes と回答している（図表
12）。また，設問３「NUPACE の学生以外に，日本のホ
ストファミリーや友人などと今でも連絡を取っていま
すか」については89.1% が取っているとの答えであっ
た。なお，両方の問いに対してどちらも No と回答した
者はおらず，回答者全員が交換留学時代のネットワー
クを何らかの形で保持していることが分かった。学生
によっては留学期間が３～４カ月程度であることを考
えると，いずれも非常に高い数字と言えよう。なお，
連絡手段には E メールや手紙・カードのやり取りのほ
か，多くの学生が facebook，mixi といったソーシャ

図表15．勉学への影響（n=45）

ル・ネットワーク・サービスや skype などを挙げてお
り，こうしたインターネットを通じた手軽な連絡手段
の普及も友人関係の保持率の高さにつながっていると
考えられる。
設問3への回答には，現在もつながりのある友人と
して日本人学生や NUPACE 以外の留学生のほか，教
員，ホストファミリーなどが多く挙げられた。名大生
の友人には，ACE など国際交流学生グループを通じた
友人，チューター，寮のフロア仲間，授業で知り合った
日本人学生などが含まれ，メール等でのやりとり以外
にもこうした友人が留学生の母国を訪ねて再会した旨

図表16．自分自身に対する影響（n=46）

も複数言及されていた。他には，区役所登録を手伝っ
たボランティアや，英語やドイツ語を教えた相手，旅
行中に出会った友人なども挙げられており，交換留学
生たちが日本滞在中に様々な形で友人と出会い，その
ネットワークを継続していることが示唆された。

５．留学の影響（設問４～７）
次に，交換留学経験の影響についての設問への回答
結果を概観する。これらの設問は，NUPACE への参
加経験が就職，進学などの進路や学生自身の価値観や
考え方に与えた影響について問うものである。

図表17．留学から得たもの（n=40）

５－１．就職への影響
まず，設問４「NUPACE の経験は，就職を決める
際に影響しましたか」に対しては，全回答中53.3% が
Yes と回答している（n=45）。そのうち，現在学生で
ある者を除くと，60.6% が交換留学経験が就職に影響
したと答えている（図表14）。
自由記述からは，交換留学の主な影響として，就職
－185－
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する際の強みと，現在（あるいは未来）の仕事を選ぶ

また，このような日本と関係する仕事への興味に加

動機づけが挙げられた。まず，就職する際に生かされ

え，留学経験は国際的な職業への関心も高めたようで

たという例を自由記述からみてみよう。なお，カッコ

ある。

内は回答者の所属部局，派遣元大学の所在国，現在の
勤務・進学等の状況を示している。

「仕事を通じて世界に関わるために，全くのローカル
な会社よりも，国際的な企業で働きたいと思うように

「交換留学で得た日本語能力は，住友，デンソー，Aichi

なった」

（留学生センター，台湾，旅行会社勤務）

２

Forge の三社から内定を得るための何より重要な要
因だった」 （工学部，アメリカ，日系製鋼会社勤務）

一方，交換留学のように国際的な教育プログラムそ
のものに関心を持ち，仕事として選んだという回答者

「日本で学んだ日本語を，今の会社でも使っています」

も二名いた。

 （教育学部，インドネシア，日系人材派遣会社勤務）
「NUPACE のあと，国際的な教育，特にその運営に関
今回の調査では，就職している回答者のうち約半数

心を持つようになった。（…）名大の留学生センターの

が日本の会社と関係がある職に就いていると答えてお

人々の仕事を思い出しながら，自分の国でも国際的な

り，元交換留学生の多くが日本語能力や日本留学経験

教育のサービスを提供することで，その背中を追って

を生かした就職をしていると言える。

行きたいと思っている。」


（法学部，インドネシア，教育関係会社勤務）

「NUPACE の経験によって自信とグローバルな考え方
を得ました。これらは就職においても不可欠なもので
す」

（情報文化学部，中国，金融会社勤務）

「交流の活動はとても面白く，仕事を選ぶためにとて
も助けになった」


（経済学部，韓国，大学の国際交流部門勤務）

この回答のように，日本語や日本留学経験と直接関
係のない仕事であっても，留学経験によって得られた

５－２．勉学への影響

国際感覚や自信が就職での強みになったとの回答も多
くみられた。

設問５「NUPACE の経験は，あなたの勉学の方向
に影響しましたか」に関しては，51.1% が「ある」と

次に，就職を決める際の動機づけになったという回

回答している（図表15）。

答を取り上げる。日本への留学経験がきっかけで日本
に関係する就職を希望するようになったという回答が

また，特に文系学生からは，交換留学が帰国後の研
究に影響したという回答が散見された。

いくつかみられたが，こうした点も日本と関係する職
に就く割合の高さに関連していると考えられるだろ
う。

「NUPACE の経験を通じて国際関係に関心を持ち，帰
国後の最終学年の一年間は90年代の日韓の教科書問題
について研究を行った。」

「JET プログラムに参加するきっかけになった」





（留学生センター，アメリカ，



JET の後アメリカの大学院に進学）

（留学生センター，イギリス，学士課程在学中）

「当初の予定ではなかったが，GIS で扱ったテーマが
自分の修士論文のテーマになった。それ以外にも，

「日本で一年を過ごした後，日本語や日本のマーケッ

NUPACE を経験したことで帰国後にアジア史により

ト，文化に関連することをしたいと思うようになっ

焦点を当てて研究するようになった。」

た」



２

（国際開発研究科，台湾，日系食品会社勤務）

アメリカにある愛知製鋼の子会社。
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こうした研究内容への影響に加えて，交換留学の経
験が進学を考えるきっかけになったと回答した者もい
た。

「世界がどんなに広いかということに気づき，日本に
暮らしたことで自分自身が強くなり，自信が持てた。
（…）会社は私の交換留学経験にとても関心を持ち，面
接でもよく聞かれた。」

「NUPACE に参加する前は学部を卒業したら就職した

 （留学生センター，オーストラリア，教育関係勤務）

いと思っていたが，NUPACE の後は大学院に入って
学問を探求したいと思うようになった。」


「他の文化を尊重するようになり，他の国の人々だけ

（工学部，インドネシア，IT 企業勤務）

でなく，あらゆる人々に対してオープンマインドで寛
容的な人間になった。日本人や他の外国人との出会い

「日本での進学はおろか，大学院に進学すること自体

や友人関係を持ったこと，それがもたらした多くの会

ほとんど考えたことがなかった。しかし NUPACE で

話，議論，勉強，交遊によって他人を理解できるよう

３

GIS を行った際に学部のチューターや指導教員から

になったし，少なくとも以前よりも理解しようとする

専門分野に関する多くの助言をもらい，日本で研究を

ようになった。」

続けるのに十分な自信が持てた。」





（留学生センター，イギリス，学士課程在学中）

（工学部，中国，本学大学院在学中）
これらの記述からは，留学中の友人関係や生活・勉
この学生のように，進学した学生の中には日本の大

強面での苦労も含めて，留学経験が学生の内面的成長

学院を選んだ者も多い。今回回答のあった46名のう

につながっており，留学終了後数年を経た元留学生た

ち，日本の大学院に進学した者は５名（既卒１名・入

ちがそれを実感していることがうかがえる。

学予定１名を含む）おり，大学院進学を計画している
者が６名（２名は受験中）と，全回答者の４分の１が

また，留学がきっかけで日本語や日本文化に関心を
持ったという回答もあった。

日本の大学院に進学したか，進学を希望している。
一方，「（影響は）ない。日本に来る前から今の進路

「NUPACE は，全く違う世界を探求する機会をもたら

は決まっていた」
（工学部，ドイツ，ドイツの大学院に

してくれた。日本語を学ぶことは考えたこともなかっ

在学中）という回答もあった。なおこの学生は，現在

たが，今や私は日本語能力試験の N1に合格し，好きな

の研究室が日本企業と関係があり，将来日本で研究を

作家の作品を原文で読むことができる。それまで想像

する可能性も示唆している。

や本の中にしか存在していなかった日本の文化を経験
する機会を得て，今はそれが大好きである。」

５－３．個人的な影響



（文学部，中国，政府機関勤務）

交換留学経験が個人という視点において影響があっ
たか，というこの設問に対して Yes と回答した者は

５－４．留学による利益・不利益

91.3% である。この設問の自由記述部分で最も多かっ

この設問は「NUPACE の経験は，あなたに利益あ

たのは，留学によって異文化への関心や寛容な態度，

るいは不利益を及しましたか」という問いへの自由記

また自信や自立心を身に付けたという回答である。

述式の回答である。利益があったとの旨の回答と，不
利益と両方あったとの回答を集計したのが図表17であ

「NUPACE から，自立心と自己規律を学んだ。」


る。なお，不利益だけを記述した回答者はゼロであっ

（経済学部，インドネシア，政府系機関勤務）

た。ただし，無回答が6名いたことも付記しておきた
い。

「国籍とは関係なく友人になれるということ知った」


３

（教育学部，韓国，教育関係勤務）

交換留学を通じて得られた利益について，回答者に
よって多様な内容が挙げられている。設問４～７への

GIS (Guided Independent Study: 個別勉学指導 ) とは，指導教官の協力のもと学生が自分の専門領域に関する調査研究を行い，内

容に応じて単位を取得するという制度である。
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回答で既に挙がっているように，それらは日本語能力

「単位が互換できず，卒業を一年延ばさなくてはなら

や国際経験，またそれらが進学や就職の際に役立った

なかった。ただし，それに値する経験ができたと考え

という実践的な利益と，自信や広い視野の獲得など，

ている」


（医学部，タイ，大学院在学中）

精神的利益に大きく分けることができる。加えて，研
究面での利益や，人的ネットワークの構築も挙げられ

「利益：日本の生活を経験できたこと，将来の研究の目

た。実践的な利益を挙げた回答には，次のようなもの

的を得られたこと。不利益：NUPACE に参加しなけ

がある。

ればアメリカの博士課程に参加していた。このプログ
ラム（への参加）で研究の計画や人生が大きく変わっ

「仕事・個人面でのネットワーク。就職の際に有用な履
歴。」

た」

（医学部，中国，大学院在学中）

（法学部，ドイツ，ドイツの大学院在学中）
「利益：生活経験，思い出，新しいスキル，新しい生活

「（派遣元大学と）名大はどちらも評判の高い大学なの

スタイルの発見。不利益：大学のメインの部分との関

で，
「NUPACE 修了生」のタイトルによって社会的な

係が薄く，日本での大学院進学についてあまり見込み

評価も得た。コミュニケーション能力と適応能力が高

を得ることができなかった」

く，信頼できる人物という信用と評価を得ることがで



（留学生センター，イギリス，航空関係勤務）

きた。」（法学部，インドネシア，教育関係会社勤務）
「とてもひどいホームシックになったこと。日本語が
次に，精神的な利益についての回答を見てみよう。

あまりうまくない場合，日本の人々は最初に知り合い
になるのが難しかったこと。自分の大学と授業のやり

「NUPACE に参加することで多くのものを得た。日本

方がとても異なったため，最初は NUPACE のプログ

語の勉強，家族や親戚と離れて一人で暮らす方法，近

ラムに慣れるのが難しかったこと。」

代的テクノロジーを味わうこと，etc。でも一番大きな



（工学部，中国，日系 IT 企業勤務）

利益は，NUPACE で出会った友人たちから得た。」


（文学部，インドネシア，本学大学院在学中）

このように，不利益として挙げられた内容は回答者
によって様々である。日本に留学するという選択肢を

「NUPACE でいた一年間，時々辛いことがありまし

選んだことにより，結果として他のチャンスを諦める

たが，楽しかった思い出はたくさんあります。私は

ことになった者もいたようである。また，上記のイギ

NUPACE で初めて他の国の学生と交流して，とても

リスからの元留学生の記述は，英語の授業を中心に履

勉強になりました。要するに NUPACE に参加させて，

修する交換留学生の場合は留学生センターという「出

ありがたいです。（原文のまま）」

島」を中心に学生生活を送る学生も多いことが背景と



して考えられるだろう。また，ホームシックに悩む交

（文学部，台湾，日本の大学院に進学）

換留学生は思いのほか多い。NUPACE の参加者の７
「NUPACE では世界中から来た学生たちと交流しなけ

割余りが学部生であり，中には海外経験もなく，一人

ればならなかったため，他人と話すことに自信が持て

暮らしすら初めての10代の若者も多い。かれらにとっ

るようになった。最初はかなり大変だったが，他の学

て家族と離れ異国の地で暮らす経験は少なからずスト

生や先生方に励まされた。」

レスを伴うものである。また，母国とは異なる学習環



境で生まれて初めて勉強についていけないという経験

（工学部，インドネシア，IT 関連企業勤務）

をしたり，人間関係の悩みを抱えたりする者も少なく
なお，不利益のみだったと回答した者はいなかった

ない。ただ，辛い時期があったと言及した回答者はい

が，利益・不利益の両方があったという回答が５件

ずれも，得た利益の方が大きかった，人間的成長につ

あった。そのうち具体例を挙げていた４件は以下のよ

ながったとも書いていることは，プログラムに関わる

うなものである。

者としては幸いである。
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対しては，95.2% があると回答している。旅行の計画や

６．日本とのかかわり（設問８・９）

大学院進学や就職など具体的な予定が決まっている回

設問８「NUPACE を修了した後，日本を訪れまし

答もあれば，仕事で将来日本に来てみたいという思い

たか」への回答には，37.0% が来日したと答えている。

や，具体的には決めていないが旅行では訪れたいとい

来日したと回答した14名のうち，半数の７名が２回以

う記述など内容は様々であったが，ほとんどの修了生

上来日したか，現在就職や留学などで日本に滞在して

が将来日本を訪れたいと考えていることが分かった。

いる。来日の目的について回答した10名のうち，旅行
と勉強がそれぞれ４件挙げられており，次に仕事が２
件，また日本人と結婚したため家族を訪ねるためとの

７．まとめ
質問紙調査の結果を概観すると，NUPACE 修了生

回答が１件あった（複数回答）。
設問９「将来，日本を訪れる予定がありますか」に

が留学から様々な影響を受け，進路を選択してきたこ
とが見てとれる。例えば，常勤職に就いている回答者

図表16．交換留学修了後の来日歴（n=46）

の半数以上が何らかの形で日本と関係のある仕事を
しているように，交換留学生の留学期間は3カ月から
12カ月と短いにも関わらず，留学経験がその後の人
生に与えるインパクトは決して小さくないと言えよ
う。一方で，彼らが留学から得たと考えるものや，そ
の後選択した進路は非常に多岐にわたる。これには，
NUPACE が異なる分野の学生を様々な地域から受け
入れてきたことが背景にあるだろう。また，回答者が
交換留学生として本学で過ごした時期は10代～40代と
様々で，学部生から博士課程の学生，社会人学生だっ

図表17．来日回数（n=14）

た者もおり，学生身分や年齢，専攻の異なる学生が世
界中から参加しているというこのプログラムの特徴を
表しているとも言える。
本調査の回収率は3割あまりであり，この結果を以
て NUPACE の修了生全体の傾向を代表ことはできな
い。また，交換留学経験に対し肯定的な印象を持って
いる学生の方が，より積極的に調査に参加した可能性
もあるだろう。そうした条件を考慮した上でも，留学
終了後数年を経た修了生たちによるその経験の客観的
な評価は，交換留学経験の影響を測る上で貴重な資料

図表18．将来の来日予定（n=46）

となると考えられる。また，NUPACE 修了生が様々
な分野で活躍していることが分かったことも，本調査
の収穫であった。
本報告では，今回の質問紙調査の単純集計結果と自
由記述の代表的なものを引用し，調査結果を概観し
た。だが，上述のように NUPACE の修了生の背景は
非常に多様であり，より丁寧な分析が必要であろう。
それにより，留学の効果や交換留学プログラムの改善
点など，様々な示唆を得ることが可能であると考えら
れる。こうしたさらなる分析については，稿を改めて
行いたい。
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