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名古屋大学短期交換留学受入れプログラム
（Nagoya University Program for Academic Exchange - NUPACE）
2012年度報告
留学生センター・短期留学部門
（兼担）工学研究科マテリアル理工学専攻

野

水

勉

発足以来，本年（平成25年）２月で17年を経過した名

成24年度の文部科学省・行政レビューの対象となり，

古屋大学短期交換留学受入れプログラム（NUPACE）

その抜本的見直し論議の渦に巻き込まれている。当面

の2012（平成24）年度は，４月に40名，９月下旬に79

の間，奨学金制度は存続されるが，
「留学生交流支援制

名を受け入れ，これまで最大数であった平成23年度の

度（短期留学受入れ）」が，平成23年度から開始された

年間受入れ実績102名をさらに大きく上回り，年間119

「留学生交流支援制度（ショートステイ）」と合体され，

名の受入れ実績となった。平成25年度は，４月に48名

種々の制約や成果評価の義務が加わり，事務手続きも

を受入れ，９月の受入れは80名弱の受入れが見込まれ

さらに複雑となり，業務量が大きく増加している。

るため，さらに上回る見通しで，毎年拡大し続けてい
る現状である。

以下，平成24（2012）年度の短期留学プログラムを
中心とした短期留学部門の活動概要を報告する。

しかし，平成25年２月に総長部局から提案された国
際交流組織の再編計画（平成25年10月から移行）にお
いて，これまで17年以上の実績を積み上げてきた短期

1．短期留学生受入れの現状

留学部門教員３名体制を２つの部門に分けることが要

図１に過去10年間の NUPACE プログラムへの応募

求され，NUPACE プログラムの運営に大きな試練を

者数，受入れ数，奨学金割当数，自費留学参加者数を

迎えようとしている。

示す。平成16～20年度の受入れ数は60～80名に漸増し

また，NUPACE 参加学生の半数近くの奨学金を支

ているが，平成21年度以降，大学宿舎の増強とともに

援している文部科学省「留学生交流支援制度」が，平

受入れ数が着実に伸びている。平成20年度までは，受

図１．短期留学プログラムの応募者数，奨学金割当，受入れ人数，自費参加学生数の推移（平成16年度以降）
（＊奨学金割当数の20年度以降は，追加配分，交流協会（台湾）および JENESYS（韓国）奨学金割当数を加算。）
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入れ学生数の６-７割が留学生交流支援制度等の奨学

ンデオン・アサス）大学，イタリア・ボローニャ大学，

金を受給していたが，背景となっている文部科学省予

韓国・浦項工科大学，香港大学，台湾国立中正大学，

算の頭打ちのために奨学金割当数が伸びず，平成22年

ベトナム・外国貿易大学の７大学から初めての交換学

度以降奨学金受給者は半数以下となっている状況であ

生を受け入れた。

る。しかし，NUPACE の場合，応募者の９割以上が

過去５年間 NUPACE に受け入れた短期留学生の中

奨学金の採択がなくても自費参加の意志を表明してお

で，2012年 Times 社と QS 社の大学ランキング上位50

り，宿舎環境の改善により一協定大学あたりの受入れ

位，100位および200位以内の大学からの割合を図４に

人数制限を少しずつ緩和していることや，受入れ協定

示す。2009年までの Times ランキングは，QS 社に委

大学数が毎年増えていることにより着実に受入れ数を

託して行われていたが，2010年に Reuters 社に委託が

増やしてきている。

代わって評価指標が大きく変更されたため，本学を含

表１に，過去３年間の各受入れ時期における協定

めて大学によっては大きく変動している。QS 社は，引

大学からの受入れ実績の詳細を示す。また，図２は，

き続き独自のランキング結果を公表しているので，両

NUPACE 開始以来，平成25年度４月受入れを含めた

方を図４に掲げた（本学は，QS2012では86位である

1,191名全体の大学所在国および地域別の内訳を，図３

が，Times（Reuters）2012では201-225位となってい

には平成24年度分119名の a）大学所在国および地域

る）。図４から，Times ランキングでは100以内の大学

別，b）受入れ部局別，c）学生身分別の割合を円グラ

から20％前後，200位以内の大学から40％弱の学生を

フで示した。

コンスタントに受け入れている（QS ランキングに基

平成24年度は，17ヵ国・地域，60協定大学より計119

づけば，30％が100位以内の大学からの学生である）。

名の短期留学生を受入れた。「留学生交流支援制度（短
期受入れ）」奨学金56名（短期留学プログラム特別枠＋
大学推薦枠計29名＋グローバル30特別枠10名）
，日加
戦略的留学生交流促進プログラム・奨学金４名，交流
協会（台湾）１名を合わせて61名が奨学金受給者で，

２．平成25年度「留学生交流支援制度（短期受入
れ）
」
の見直しと NUPACE 関係奨学金割当状況
２．１

平成25年度「留学生交流支援制度（短期受入

残りの58名が自費参加者であった。119名のうち，国別

れ）」の見直し

では，中国21名，韓国18名，米国17名，が上位３国で

NUPACE を支える奨学金支援制度の中心となって

ある。図３では，ヨーロッパ地域が全体の平均34％で

いる「留学生交流支援制度（短期受入れ）」は，平成７

あり，23年度29％と比べて５％上昇し，北米も24年度

年度に創設された「短期留学推進制度（受入れ）」を引

15％から19％に増加した一方，平成23年度に９％に伸

き継いで，平成20-21年度に一部制度が変更され，従

びたオセアニア地域が３％に減少した。17年間全体の

来，英語による短期留学プログラムが中心だった特別

図２と平成24年度の図３a）を比較すると，ヨーロッ

枠が，特色ある短期留学プログラムが対象の「プログ

パ地域が全体平均で24％であるが，平成24年度は34％

ラム枠」としてプログラム範囲が拡大され，１プログ

であり，近年のヨーロッパ地域の増加傾向が明らかと

ラム最大15名として，一大学あたり４プログラムまで

なっている。その分，アジア地域の割合が全体52％か

申請できる制度となっていた。

ら45％に減じている。NUPACE の受入れ選考は，協定

しかし，昨年（平成24年）６月に「留学生交流支援

大学をすべて公平に扱っており，協定大学数と受入れ

制度」全体が，文部科学省行政事業レビュー１の対象と

人数が大きく拡大している中で，この17年間，地域バ

なり，同制度に含まれる①「留学生交流支援制度（短

ランスがほぼ一定に維持できているところは，本プロ

期受入れ）」（４ヶ月～１年間の受入），②「同（短期派

グラムの誇れるところの一つである。平成24年度は，

遣）」（４ヶ月～１年間の派遣），③「同（長期派遣）」

カナダ・モントリオール大学，フランス・パリ第２（パ

（学位取得目的の１年以上），④「同（ショートステイ）」

１

民主党政権下で，平成21（2009）年11月に実施された政府予算全体の事業仕分けの後，行政刷新会議からの要請で，省庁毎に自

らが予算支出先等の実態を把握し，外部評価者による点検を受け，予算の概算要求や執行等に反映させる取組として，平成22年度
より毎年実施された。http://www.cao.go.jp/sasshin/review/pdf/8.pdf
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表１．名古屋大学短期留学受入れプログラム受入れ実績（平成22年４月～平成25年４月）
授 業 料
相
互
不 徴 収
協
定

次ページに続く
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表１．（つづき）
授 業 料
相
互
不 徴 収
協
定
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図２．名古屋大学短期留学生の在籍大学所在国の内訳（1996年２月－2013年４月，1,191名 )

a）在籍大学所在国・地域別内訳

b）受入れ部局別内訳

c）受入れ学生身分別内訳

図３．平成24年度短期留学生の内訳（2012年４月－2013年３月：全119名）
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a）Times 2012ランキング

b）QS 2012ランキング

図４．2012大学ランキング上位大学からの受入れの割合

（３ヶ月未満受入れ），そして⑤「同（ショートビジッ

「留学生交流支援制度（短期受入れ）」と「留学生交流

ト）」（３ヶ月未満派遣）の各事業がすべてレビューの

支援制度（短期派遣）」に吸収・統合される形となっ

２

対象となった。そのレビューの結果は参照資料 にあ

た。また，「留学生交流支援制度（長期派遣）」は一部

るように厳しい評価が下され，抜本的見直しが通知さ

の条件が見直された。

れた。批判の中心は，平成23年度に新設されたばかり

衣替えされた「留学生交流支援制度（短期受入れ）」

の『ショートステイ』，『ショートビジット』に対して

は，（１）交流協定留学型および（２）短期研修・研究

行われたようである。『ショートステイ』は，２-３ヶ

型の二つの種別として，留学生受入れプログラムの申

月未満の海外留学生の短期間の受入れプログラムの開

請募集が行われることとなり，（１）交流協定留学型

発推進，一方『ショートビジット』は，海外への留学

は，１学期または１年間の滞在で単位取得を前提とし

希望が減っている日本人学生の長期留学への動機付け

た，従来の「留学生交流支援制度（短期受入れ）」が

のための短期間（３ヶ月未満）の語学留学や文化体験

ほぼそのまま組み込まれた。ただし，授業料不徴収・

などを後押しした制度であり，大学関係者からは留学

授業料免除の内容を含む学生交流協定に基づくものに

への裾野を拡げる有効な制度として大いに評価された

限るとして，奨学金対象学生の条件が厳しくなってい

ものであった。しかし，制度を開始してまだ１年動か

る（従来は，授業料不徴収・授業料免除の内容を含ま

したばかりで，なおかつ短期間の留学の成果を効果的

ない協定でも可）。各申請プログラムあたりの奨学金

に説明することに文部科学省も苦労したこと，一部の

支給割当希望人数は原則５名以上15名以内で従来と同

大学で，ずさんなプログラム運営を行った大学の事例

様であったが，申請プログラム数はこれまで一大学４

が問題視され，一部の評価者に「留学」でなく「遊学」

件までに制限されていたものが，制限が無くなった。

と誤解されてしまったことが大きく影響した模様であ

（２）短期研修・研究型は，協定大学との連携により

る。また，成績優秀者や家計の厳しい学生をとくに支

作成されたプログラムに基づき，２週間以上１年以内

援することが要求された。

の学生を受入れるもの（在留資格の種類は問わない）

この結果を受け，文部科学省は，④『ショートステ

として，
『ショートステイ』を包含しながら，３ヶ月未

イ』，⑤『ショートビジット』を廃止し，それぞれを

満の期間の限度を撤廃し，最長１年間の研究目的の留

２

文部科学省 行政事業レビュー「公開プロセス」評価者のコメント（2012.6.20）

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/other/detail/__icsFiles/afieldfile/2012/06/20/1322354_1.pdf
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学受入れへの支援を含めたものとなっている。１プロ

たが，平成23年度は，「NUPACE －大学院先端研究

グラムにおける奨学金支給割当希望人数は，原則10名

プログラム」を新たに申請し，平成24年度は，さらに

以上で，上限は無く，１大学あたりの申請プログラム

「NUPACE －日本語プログラム」を加えて，それぞれ

数は従来の『ショートステイ』と同様に制限はない。

が採択され，奨学金の確保に役立った。

見直された平成25年度「留学生交流支援制度」の運

平成25年度申請に対しては，
「NUPACE －大学院先

用開始は，政府予算案決定（財務省内示）（例年は年末

端研究プログラム」
（NUPACE 分８名），
「NUPACE －

時期）を待たなければならず，平成24年12月の民主党

日本語プログラム」
（15名）に加えて，従来の「NUPACE

から自民党への政権交代の影響によって政府予算案決

－英語プログラム」を「NUPACE －英語プログラム

定が大幅に遅れたため，
「留学生交流支援制度」の事務

（人文・社会科学系）」（15名）と「NUPACE －英語プ

業務を行う日本学生支援機構（JASSO）は，苦肉の策

ログラム（理系・環境学系）」（10名）に分けて４件の

として12月に意向調査と呼ばれる実質的なプログラム

プログラム申請を行った。その結果，
「NUPACE －日

申請募集が行われ，３月中旬にプログラムの採否が通

本語プログラム」以外の３プログラムが採択された。

知された。

ただし，
「NUPACE －日本語プログラム」は追加採択
A として，追加採択の可能性が未だ残っている（採択

２．２

平成25年度 NUPACE 関係奨学金割当状況

プログラムの一部奨学金枠の返還等で余った予算の範

平成25年度「留学生交流支援制度（短期留学受入れ）」
とともに，これまで各大学の交換留学全体の実績規模

囲内により，追加採択の可能性の高いグループ順とし
て，A，B，C が通知されている）。

に応じて割当てられた大学推薦枠が廃止となり，すべ

一方，平成21年度から本学がグローバル30採択校で

てがプログラム申請枠となったため，NUPACE とし

あることにより，これまで10名分の奨学金割当が追加

ては一定の奨学金数を確保すべくプログラム申請件数

されてきていたが，平成25年度分（５年期限の最終年

を増やす努力を行った。

度）は，10名の代わりに最大200人月の申請が可能とな

表２に，平成20年度以降の「留学生交流支援制度

り，１学期滞在の短期留学生に18名分と１年滞在分７

（短期留学受入れ）」等の奨学金割当実績を示すが，
「留

名として合わせて25名198人月分の割当を申請し，採

学生交流支援制度（短期留学受入れ）」のプログラム

択された。この結果，「留学生交流支援制度（短期受

申請枠に対して，平成22年度までは，NUPACE 関係

入れ）」の全体としては，NUPACE －日本語プログラ

では，NUPACE －英語プログラムのみの申請であっ

ム」を除き，58名分の奨学金割当となった。

表２．短期留学受入れプログラム関係奨学金の割当実績
奨学金種別
大学推薦枠
プログラム枠

留学交流
支援制度
（短期
受入れ）

短期留学プログラム（英語枠） 人文・社会科学系
（NUPACE-E）
理系・環境系

H20

H21

H22

H23

H24

24

9

9

11

8

12

対象
15

対象

10

対象

15

15

15

短期留学プログラム（日本語枠）（NUPACE-J）

－

－

－

15

－

対象

短期留学プログラム（大学院先端研究枠）

－

－

3

8

8

対象

＊1

国際環境人材育成プログラム（短期）

7

4

4

5

10

10

10

10

25

対象

4

1

対象

1

1

対象

日加戦略的留学生交流促進プログラム
交流協会（台湾）
一般枠

21世紀東アジア青少年大交流計画
＊2
（JENESYS）（韓国）
NUPACE 対象奨学金
＊2

NUPACE
受入

15

グローバル30枠

＊1

H25

2

2

1

1

2

1

1

1

対象

4

4

3

対象

41

40

44

部品素材枠
＊1

合計（国際環境人材 Pr（ ）を除く）

環境研究科国際環境人材育成プログラム独自の運用
JENESYS は H24年度以降廃止
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対象外

40

61

59
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さらに，本学が参加している「日本－カナダ大学コ

学間94，部局間84）が締結されている。前年度に引き

ンソーシアム」（事務局：明治大学）が「留学生交流支

続いて平成24年度も，全学間協定と部局協定が併存す

援制度（短期受入れ）」に申請した「日加戦略的留学生

るものを，できるだけ全学間のみに整理するよう要請

交流促進プログラム」が平成24年度に引き続き採択さ

があった効果により，授業料相互不徴収協定校の全体

れ，候補者の募集があったため，本学から資格者１名

数はあまり伸びなかった（全学間の授業料相互不徴収

の追加申請を行ったところ採択された。交流協会（台

協定数は，H22：84，H23：90，H24：94と着実にのび

湾）奨学金は，すでに平成25年度前期に１名分の割当

ている）。

が通知された。

現在，本学での授業料相互不徴収協定を含む学生交
流協定の内容については，国際交流委員会における承
認手続きの前に，留学生センターに照会をする手続き

３．教育カリキュラム

になっているため，国際企画課の要請を受け，留学生

図５に，2012年秋学期－2013年春学期の NUPACE 科

センター（主に短期留学部門の筆者と石川クラウディ

目構成を示す。この構成以外に，国際開発研究科，法

ア准教授）が日常的に助言を行っているほか，受入れ

学研究科が，正規カリキュラムとして英語による専門

の語学能力や医療保険，損害賠償保険等，交渉しにく

科目を多数開講しており，多くの科目を NUPACE 学

い内容について，先方大学との交渉に直接関わってき

生にも開放している。また，平成18年度から環境学研

ている。

究科が，英語による講義の開講を積極的に推進し，平

平成24年度は，米国カリフォルニア大学・デービス

成21年度からは英語による大学院プログラム「国際環

校との全学間学術交流協定，米国カリフォルニア大学

境人材育成プログラム（NUGELP）」を創設し，20科

（UC）
・バークレー校との研究中心の大学院生交換交流

目近くの英語科目を NUPACE 学生へ開放している。

を含む全学間学術交流協定の直接交渉に関わり，締結

平成23（2011）年度秋より，国際化拠点整備事業（グ

に至った。どちらも授業料相互不徴収協定の締結はで

ローバル30）として，英語講義によって学位が取得で

きなかったが，後者は UC バークレー校での研究中心

きる，学部生向けの自動車工学，物理系，化学系，生

の大学院生が年間400米ドルのみ支払うことで，研究

物系，そして国際社会科学の５プログラム，および大

滞在できる条件が提示された。前者の協定締結に基づ

学院生向けの物理系（博士前期・後期），化学系（博士

き，今年夏より定評のある同大学の英語研修プログラ

前期・後期），生物系（博士前期・後期），医学系（博

ムに本学学生が参加できるようになった。

士後期），経済・経営系（博士前期），国際言語文化系

フランス・グルノーブル大学群との学生交流協定が

（博士前期）の各プログラムが開始され，平成24年度秋

2011年に更新時期となったが，同大学群（グルノーブ

より学部２年生向けの講義科目が NUPACE にも開放

ル第１・第２・第３大学および理工科大学）がさらに

された。大学院の国際言語文化研究科でも英語プログ

いくつかの大学を包含して，平成2011年１月に新しい

ラムが開始され，これらによって英語講義が大幅に増

グルノーブル大学として発足したため，全学間基本協

強された。平成25年秋より，学部３年科目が始まるた

定および学生交流協定の締結交渉を行ったが交渉が難

め，専門分野の学部科目の充実につながることが期待

航し，平成24（2012）年度になって調印に漕ぎ着けた。

される。

また，ドイツ・アーヘン工科大学の部局協定から全
学間協定への拡大締結，台湾国立交通大学との工学研
究科部局間協定の新規締結，英国マンチェスター大学

４．国際交流関係の活動
４．１

生物科学部と本学理学研究科との間の部局間協定更新

国際企画室と学術交流協定

（1999年の最初の締結時から NUPACE が仲介役），フ

本学の活発な国際交流を反映して，平成24年度も全
学間あるいは部局間の学術交流協定の締結が進めら

ランス人間科学研究財団全学間研究協力協定・新規締
結交渉に関わった。

れ，平成24年度末時点で328大学・機関との学術交流協
定締結（全学間106，部局間222），および178大学・機
関との授業料相互不徴収協定を含む学生交流協定（全
－133－
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担当部局

日本語研修コース
標準コース（1－5単位） : 日本語初級Ⅰ～日本語上級Ⅱ（7レベル）

（留セ）

集中コース（2－10単位）:日本語初級Ⅰ～日本語中級Ⅱ（6レベル）

（留セ）

日本語による概論講義

各科目2単位

 球社会（秋・春）
地
日本言語文化入門（秋・春）
日本語学入門（秋・春）
日本文化論（秋・春）
言語学入門（秋・春）

留学生センター

 際社会法政：日本におけるイミグレーション（春）
国
現代日本社会（春），日本政治学入門（春），教育の社会学（秋）
現代社会問題への多文化的アプローチ（秋）
異文化教育：文化的教材としてのディズニー（春）
日本地域コミュニティーにおける教育実践（秋・春）

文学部・文学研究科

 本映画史（秋）
日
日本文化：言語とコミュニケーションⅠ ･ Ⅱ（秋・春）

教育学部・教育発達科学研究科

日本の教育（春）

法学部・法学研究科

日本の政治と法（秋）

経済学部・経済学研究科

 発経済（春）
開
所得理論と応用（秋）
価格理論と応用（春）
財務会計（春）

理学部・理学研究科

 端量子化学（秋）
先
先端化学特別講義（集中講義）

医学部・医学研究科

臨床実習（秋・春）

工学部・工学研究科

 学技術英語特論 <G>（秋）
科
機械システム安全特論 <G>（秋）
日本の科学と技術（秋）
化学・生物産業概論（春）
物理・材料・エネルギー先端科学（春）
電気・電子・情報先端工学（秋）
生産工学概論（春）
社会環境工学概論（秋）
途上開発特論（秋）

農学部・生命農学研究科

生命農学概論（秋）

国際開発研究科

 間の安全保障と法（秋）
人
国際協力法（春）
国際開発入門（春）
社会調査法特論（日本の開発経験）（秋）
参加型農村振興論（秋）

国際言語文化研究科

 理学と神秘主義：ヨガ（春）
地
地図と文化（秋）
社会言語学入門（秋）

環境学研究科

 物資源管理政策論（秋）
生
生物資源管理プロジェクト論（秋）
気候変動政策論（秋）
環境コミュニケーション（春）
環境産業システム論（秋）
環境移動現象論（春）
生物多様性保全政策概論（春）
低炭素都市学（春）
歴史環境デザイン実習（秋）<G>
生物資源管理実習（秋）
降水気候学セミナー A（秋）
建築デザイン実習（秋）<G>
持続可能性と環境学（秋）
国際環境：政治外交文化論（秋）<G>
環境資源論（春）
水・廃棄物工学（秋）
水・廃棄物政策論（春）

多元数理研究科

応用数学方法論（春・秋）

情報科学研究科

量子情報特論（春）

（留セ）
（文）
（留セ）
（留セ）
（留セ）

専門科目

その他	国際開発研究科と法学研究科の一部の科目
個人勉学（研究）指導（Guided Independent Study-GIS）
*J = 講義言語：日本語

<G> = 大学院生のみ開放

秋 = 秋学期開講

春 = 春学期開講

図５．2012－2013 名古屋大学短期留学生プログラム（NUPACE）の全体構成
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図６．名古屋大学の学術交流協定・授業料不徴収協定の締結数の推移と NUPACE で受入れた協定大学数（累積）

４．２

英語による工学研究科「自動車工学」サマー

プログラム

らず，自ら情報を探して応募してきた学生が２名参加
している。

（http://www.engg.nagoya-u.ac.jp/en/nusip/index.


平成24年秋も，前年度と同様に，石田幸男工学研究

html）

科教授と米国４大学を訪問し，自動車工学サマープロ

本サマープログラムは，NUPACE を含めて長年の

グラムの PR と大学間学術交流協定および学生交流協

相互の学生交流を継続している米国・ミシガン大学工

定締結の可能性を打診した。訪問した大学は，アリゾ

学部から本学工学研究科へ，派遣学生をより拡大する

ナ州立大学，マサチューセッツ工科大学（MIT），パ

ため，サマー・プログラムやインターンシップを強く

デュー大学そしてメリーランド大学である。アリゾナ

要望されていたことがきっかけとなって設立された。

州立大学は，学術交流協定を締結していなかったにも

教育プログラムの内容は，石田幸男工学研究科教授

かかわらず，平成23年のプログラムに学生１名の参加

（専門分野：電子機械工学）（平成19年４月～平成23年

があったため，その可能性を探った。訪問した際の反

３月の間，当留学生センター長）が講義構成を企画し，

応は良かったが，帰国後，サマープログラム等での交

自動車並びに関連会社の技術者・研究者と名古屋大学

流経験を積んで判断したいとの連絡があった。

教授の共同授業の形式をとり，工場・研究所見学も数

MIT 訪問は，国際化拠点整備事業（グローバル30）

多く組み入れている。日本語研修も含まれており，航

自動車工学プログラム担当教授として平成24年10月に

空運賃と食費は別として，プログラム参加費用は1,800

着任された瀧本教授が富士重工在籍時に関係の深かっ

US ドルに設定されている。

た同大工学部自動車研究所所長 Wai Cheng 教授（香

表３に，平成20～25年度自動車工学サマープログラ

港出身）と衝突実験研究所所長 Tomasz Wierzbicki

ム参加者の大学別人数を示す。平成24年度の参加者は

教授（ポーランド出身）の２名の教授と懇談するこ

計28名となっているが，平成23年11月の石田教授と筆

とができ，両教授から自動車工学サマープログラム

者の米国大学訪問が効果を上げ，カリフォルニア大学

への高い評価を得ることができ，学生への参加を呼

デービス校から５名，カナダ・ブリティッシュ・コロ

びかけたい，との積極的な反応を得ることができた。

ンビア大学１名，さらに石田教授が英国大学関係者，

Wierzbicki 教授は，ポーランドの大学教員時代に在籍

サウジアラビア関係者を訪問したことから，さらに多

していた大学に，工学研究科機械工学科の村上澄男・

様な大学からの受入れとなっている。平成25年度の参

現名誉教授が１年間滞在した際に家族ぐるみの交流が

加者も表３の通りであり，協定大学ではないにも関わ

あり，とくに本学へ親近感を持っていただいた。
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表３．名古屋大学自動車工学サマープログラムへの海外学生参加者
参加大学
ミシガン大学＊
＊

大学所在国

2008

2009

2010

2011

2012

2013

米国

6

13

12

7

5

9

ノースカロライナ州立大学

米国

4

カリフォルニア大学ロサンゼルス校＊

米国

1

カリフォルニア大学デービス校＊

米国

ケンタッキー大学＊

米国

南イリノイ大学＊

米国
＊

イリノイ大学アーバナシャンペーン校

米国

アリゾナ州立大学

米国

パデュー大学

米国

カリフォルニア・ポリテクニック州立大学
サン・ルイス・オビスポ校

米国

ブリティッシュ・コロンビア大学
＊

4
9

1

1
5

1

1

2

2

2

2

5

1

2

2

2

1
2

1

1

カナダ

1

フランス

2

ウォーリック大学＊

英国

3

ストラスブール大学

1

ニューキャッスル大学

英国

シェフィールド大学＊

英国

1

サザンプトン大学

英国

1

ブリストル大学＊

英国

1

ミラノ工科大学

イタリア

＊

1

1

香港

3

2

同済大学＊

中国

1

1

国立台湾大学＊

台湾

3

4
3

香港科技大学

台湾清華大学

台湾

3

イスタンブール工科大学＊

トルコ

1

ノーザン・ボーダー大学

サウジアラビア

計

2

4
12

30



30

18

28

28

（ ：名古屋大学との学術交流協定締結大学）
＊

パデュー大学とは，２年ほど前から同大学原子力工

締結にも前向きの感触が得られた。同大学から当初，

学部に在籍する日引俊（Hibiki Takashi）教授の協力を

本年の自動車サマープログラムに１名の応募があった

得て，同大学国際交流室と筆者との間で，全学間交流

が，事情により残念ながらキャンセルとなった。

協定の交渉を行ってきていたが，結局進まなかった。
今回，石田教授の研究分野の長年の友人である Anil

４．３

Bajaj 教授（機械工学科学科長）を訪れることができ，

世界展開力強化事業

文部科学省から募集された「世界展開力強化事業」

同工学部の機械工学科，電気・情報学科，航空学科の教

に対して，本学の申請プログラムは表４の通り，平成

授らとの懇談を通じて，自動車工学サマープログラム

23年度３件そして平成24年度１件が採択された。いず

への学生参加を推進したいとの表明があった。結局，

れも本学との協定大学との連携をベースとするもので

同大学から本年の自動車サマープログラムに１名が参

あり，いずれのプログラムも相互の学生交流を推進す

加した。

ることが計画されているため，当短期留学部門に協力

メリーランド大学もまた，石田教授の研究分野の長

の要請があった。

年の友人である Bala Balachandran 教授（機械工学科

法学研究科が実施する「東アジア「ユス・コムーネ」

学科長）を訪れることができ，機械工学科関係教授ら

（共通法）形成にむけた法的・政治的認識共同体の人

との懇談のほか，機械工学科国際交流室室長，工学部

材育成」については，特殊な学生交流を進めることか

海外留学室関係者らとも懇談し，自動車工学サマープ

ら，独立して学生交流協定を締結して実施することに

ログラムの学生への PR，そして部局間学生交流協定

なった。
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表４．平成23・24年度世界展開力強化事業
平成23年度採択
申請プロジェクト名

海外連携大学

関係部局

タイプ A － I（日中韓のトライアングル交流事業 － CAMPUS ASIA pilot program －）
 アジア「ユス・コムーネ」（共通法）形成にむけ
東
た法的・政治的認識共同体の人材育成

中国人民大学（中国）、清華大学（中国）、
上海交通大学（中国）、成均館大学校（韓国）、
ソウル大学校（韓国）

法学研究科

 続的社会に貢献する化学・材料分野のアジア先
持
端協働教育拠点の形成（名古屋大学・東北大学共
同申請）

南京大学（中国）、上海交通大学（中国）、
ソウル大学校（韓国）、浦項工科大学校（韓国）

理学研究科・工学研究科

タイプ B －Ⅰ（米国における大学等との協働教育を行う交流プログラムを実施する事業）
 士課程国際共同大学院の創成を目指す先駆
修
的日米協働教育プログラム

カリフォルニア大学ロサンゼルス校（米国）、
ミシガン大学（米国）

工学研究科

シンガポール国立大学（シンガポール）、
チュラロンコン大学（タイ）、
フィリピン大学ロスバニョス校（フィリピン）、
ガジャ・マダ大学（インドネシア）、
王立法経大学（カンボジア）、
ホーチミン市法科大学（ベトナム）、
ハノイ法科大学（ベトナム）

国際開発研究科
法学研究科
経済学研究科

平成24年度採択
ASEAN 諸国等との大学間交流形成支援

ASEAN 地域発展のための次世代国際協力
リーダー養成プログラム

理学研究科と工学研究科が実施する「持続的社会に

期留学部門への協力要請があり，シンガポール国立大

貢献する化学・材料分野のアジア先端協働教育拠点の

学との学生交流協定の検討，成績評価基準の議論に加

形成」は，一部に学期単位の学生交換が含まれ，早速

わった。また，学期または１年の交換留学の場合，少

平成24年度秋学期（後期）に，浦項工科大学校（韓国）

人数の間は，NUPACE を通じた受入れとして協力す

からこの事業に基づいて受入れる事例が発生し，関係

ることとなった。

部局からの要請によって，NUPACE を通じて受入れ
を行った。同大を除く３大学は，NUPACE を通じた
学生交換を前提とした学生交流協定であったため，年
間の交換枠を NUPACE と調整し，南京大学の交換枠

５．「留学生交流支援制度（ショートステイ・
ショートビジット）」
昨年の年報で，「留学生交流支援制度（ショートス

が年間最大２名となっていたため，年間５名への拡大

テイ・ショートビジット）」の平成23年度発足の背景

交渉を進めた。
工学研究科の「修士課程国際共同大学院の創成を目

や申請・採択の経緯を紹介したが，平成24年度事業に

指す先駆的日米協働教育プログラム」では，交流連携

ついては，平成23年12月上旬に募集が締め切られ，平

先の一つであるミシガン大学と必ずしも十分に計画が

成24年２月に採択結果が伝えられ，表５の採択結果と

詰められていなかったため，平成24年１月にプログラ

なっている。17プログラムを申請し，１プログラムが

ム申請担当教員に同行して，ミシガン大学，カリフォ

不採択で，１プログラム（国際環境人材育成プログラ

ルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）を訪問し協議した

ム「海外合宿研修」）が部分採択となり，ほとんどが採

結果，全面的な協力が得られ，両大学との間で，修士

択されているように見えるが，不採択となった「協定

学生の20-30名規模の１週間単位の Workshop，10-15

大学における語学研修および教養・専門研修プログラ

名規模の２-３ヶ月の短期滞在，１-２名の学期単位の

ム」は，最も規模が大きいもので，参加人数の多いモ

交換留学が平成24年度から本格的に開始された。

ナシュ大学の英語研修や上海事務所の中国語研修を支

平成24年度に採択された「ASEAN 地域発展のため
の次世代国際協力リーダー養成プログラム」でも，短

援する総計238人月のプログラムであったため，その
不採択の影響は大変大きいものであった。
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表５．平成24年度「留学生交流支援制度（ショートステイ・ショートビジット）」に採択された名古屋大学の申請プログラムと採
択された奨学金支援人月数
SS
SV
（採択人月）
（採択人月）

プログラム名
SSSV-1

日韓大学生・大学院生相互学術文化交流研修

「ソウル市立大学校インターナショナルサマースクール」
・
「名古屋
SSSV-2
大学法学部夏季国際大学交流セミナー」
フライブルク大学・名古屋大学 経済学共同セミナー及びサマー
SSSV-3
スクール

実施責任部局

15人月

６人月

文学研究科

３人月

３人月

法学研究科

５人月

５人月

経済学研究科

SSSV-4

名古屋大学－ハノイ貿易大学国際経営人材育成プログラム

６人月

14人月

経済学研究科

SSSV-5

持続的社会に貢献する化学・材料分野のアジア先端協働教育拠点
の形成

12人月

12人月

理学研究科・工学研究科

SSSV-6

名古屋－延世大学間学術研究交流プログラム

25人月

10人月

医学系研究科（保健）

SSSV-7

看護臨地実習短期国際交流プログラム

４人月

４人月

医学系研究科（保健）

SSSV-8

修士課程国際共同大学院の創成を目指す先駆的日米協働教育プロ
グラム

20人月

30人月

工学研究科

SSSV-9

国際農学研修

24人月

24人月

生命農学研究科

４人月

17人月

環境学研究科

－

５人月

環境学研究科
環境学研究科

名古屋大学国際環境人材育成プログラム「グローバル研究イン
SSSV-10
ターンシップ／短期フィールド・リサーチの相互支援」
名古屋大学大学院環境学研究科建築学コース／パリ・ヴァル・
SSSV-11
ドゥ・セーヌ国立高等建築学校合同建築・都市設計ワークショップ
SSSV-12 名古屋大学－ブリストル大学地球科学研究交流

６人月

６人月

80人月

－

国際開発研究科・海外実地研修プログラム

－

28人月

SV-2

名古屋大学国際環境人材育成プログラム「海外合宿研修」

－

SV-3

名古屋大学大学院環境学研究科建築学コース／メルボルン大学都
市建築学部合同建築デザイン・ワークショップ

－

６人月

176人月

172人月

SS-1

名古屋大学先端自動車工学サマープログラム

SV-1

計
不採択

協定大学における語学研修および教養・専門研修プログラム

工学研究科
国際開発研究科

16→６人月 環境学研究科

238人月

環境学研究科

留学生センター／国際企画課

SS：ショートステイ（３ヶ月未満の受入れ）
SV：ショートビジット（３ヶ月未満の派遣）
SSSV：SS と SV の双方向が計画されたプログラム

第２節で述べたように，平成24年度は行政レビュー

中15件が採択されたことは喜ばしい結果となった。平

の結果，「留学生交流支援制度（ショートステイ）」お

成24年度に不採択となったショートビジットのプログ

よび「同（ショートビジット）」が廃止されたが，文

ラムは，夏季または春季の語学研修を支援するもので

部科学省関係者の懸命の努力により，それぞれが従来

あり，単位化を進めていなかったことが不採択の理由

の「留学生交流支援制度（短期受入れ）」，
「同（短期派

の一つに挙げられた。

遣）」に合体され，実質的な内容が存続する形となっ

そこで，平成25年度に向けて教養教育院に語学研修

た。「留学生交流支援制度（短期受入れ）」，「同（短期

の単位化を要請したところ，言語科目 III「文化事情

派遣）」のそれぞれに，協定大学との学期または１年の

（英語）」において単位化することが決定された。これ

交換留学を前提とした「交流協定留学型」と，１週間

により，単位化を前提に，
「Project-based Learning に

～数ヶ月の短期間滞在を前提または，研究留学を前提

基づく問題意識追求型オーストラリア英語研修プログ

にした「短期研修・研究型」の２つに分類され，平成

ラム」を申請したところ，無事採択された。米国大学へ

24年12月下旬に実質的なプログラム募集・締め切りが

の課題設定型英語研修プログラムも用意していたが，

行われた。

関係者間の連絡が徹底されずに，最後申請できなかっ

名古屋大学が申請したプログラムの採択結果を表６

たことが大変に悔やまれた。

に示す。全国での短期受入れ・交流協定留学型の採択

制度変更によって様々な条件が課され，現場担当者

率が30.3％，短期受入れ・短期研修研究型が39.5％，短

としてはもう少し条件を緩めてもらうことを要請した

期派遣・交流協定留学型が28.8％，そして短期派遣・短

いが，制度廃止の危機もあった状況から，しばらくこ

期研修研究型が39.0％という状況であったため，３倍

の形で動かさざるを得ないところである。

前後の競争率であったが，本学の申請プログラム17件
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表６．平成25年度留学生交流支援制度（短期受入れ・短期派遣）プログラム申請採択結果（名古屋大学申請分）
プログラム種別

申請プログラム名

短期受入れ

交流協定留学型

1

短期受入れ

交流協定留学型

2

短期受入れ

交流協定留学型

3

名古屋大学短期交換留学受入れプログラ
ム（NUPACE）（人文・社会科学系－英語
プログラム）
名古屋大学短期交換留学受入れプログラ
ム（NUPACE）（理系・環境分野－英語プ
ログラム）
名古屋大学短期交換留学受入れプログラ
ム（NUPACE-J）（日本語プログラム）

人数

人・月

申請部局

採択結果

15

119

留学生センター

採択

10

106

留学生センター

採択

15

180

留学生センター

不採択
（追加採択待 -A）

短期受入れ 短期研修・研究型

1

日韓大学生・大学院生学術文化交流研修

15

15

文学研究科

採択

短期受入れ 短期研修・研究型

2

海外学生受入れ研修

27

27

生命農学研究科

採択

35

70

工学研究科

採択

短期受入れ 短期研修・研究型
短期受入れ 短期研修・研究型
短期派遣

交流協定留学型

3
4
1

短期派遣

交流協定留学型

2

短期派遣

交流協定留学型

3

短期派遣

短期研修・研究型

1

短期派遣

短期研修・研究型

2

短期派遣

短期研修・研究型

3

短期派遣

短期研修・研究型

4

短期派遣

短期研修・研究型

5

短期派遣

短期研修・研究型

6

短期派遣

短期研修・研究型

7

名古屋大学先端自動車工学サマープログ
ラム
名古屋大学大学院先端研究・短期留学受入
れプログラム
医学部海外臨床実習体験プログラム
グローバルな視点から専門性を深める北
米協定大学派遣留学プログラム
グローバルな視点から専門性を深める欧
州・環太平洋協定大学派遣留学プログラム
日韓大学生・大学院生学術文化交流研修
ドイツ・フライブルク大学におけるヨー
ロッパ研修・研究プログラム
名古屋－延世大学間学術研究交流プログ
ラム
国際農学研修
2013年度フライブルク大学短期ドイツ語
研修プログラム
Project-based Learning に基づく問題意識
追求型オーストラリア英語研修プログラム
名古屋大学先進研究大学院生派遣プログ
ラム

留学生センター
（含む環境学研究科）

10

81

採択

13

32

医学研究科

採択

17

162

留学生センター

採択

12

128

留学生センター

採択
不採択
（追加採択待 -B）

5

5

文学研究科

10

10

経済学研究科

採択

20

20

医学研究科

採択

24

24

生命農学研究科

採択

10

10

国際部

採択

35

35

留学生センター

採択

6

30

留学生センターとり
まとめ（環境学研究
科・工学研究科）

採択

画が打ち出されたため，同予算で配置されたものであ

６．短期留学部門の体制

る。当該教員の他大学への異動が明らかになった時点

平成24年度の短期留学部門体制は，教授１名，准教

で，後任の公募準備を進めていたが，平成25年２月

授１名，特任講師１名（国際交流協力推進本部所属），

に「国立大学改革強化推進事業」が採択されたことに

交換留学担当専任職員（国際交流協力推進本部所属）お

より，留学生センターの廃止と国際教育交流組織の再

よび事務補佐員（15時間）１名の体制で，プログラム

編案が突如出されて，人事が凍結された。同年７月に

の運営管理，参加学生の応募・選考・受入れ，履修成

なって，本年10月から採用することで動き出したが，

績管理，カリキュラム相談，宿舎・生活相談等の業務

平成25年春学期（前期）の間，100名を越える NUPACE

を一括して行い，充実した体制で維持されていたが，

学生を２名の教員と事務補佐で対応せざるを得ず，過

平成25年２月末に交換留学担当専任職員が，そして同

酷な環境を強いられるに至った。新しい国際教育交流

年３月末に特任講師（国際交流協力推進本部所属）が

組織について，ここで詳しく論ずることは差し控える

他大学に移ることとなり，後任ポストを大学本部に要

が，10月になっても，これまでのような３名体制が復

請したが補充されず，教員２名と事務補佐員（30時間）

活するわけではない。10月からの教員を含めた教員３

１名の体制という，極端に厳しい部門環境を強いられ

名を，グローバル30のアドミッション組織と合体させ

て平成25年度を迎えている。

た上で，共通の受入れ（アドミッション）部門と，受

特任講師（国際交流協力推進本部所属）のポストは，

入れ後の留学生対応を行う教育交流部門に分割する構

全学運用定員のポストとして確保されていた助教のポ

想が打ち出され，短期留学プログラムに関係する教員

ストをグローバル30計画のもとに交換留学数の倍増計

２名は受入れ部門へ，もう１名は教育交流部門へ分割
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することが要求されている。とくに，平成８年の短期

である。NUPACE 学生対応，学内対応，海外協定大学

留学プログラム設立の際に予算措置された短期留学担

対応など，３名の教員そして事務部門が連携して役割

当教員の２名を引き裂くことを前提としており，現場

分担しながら，相互に補佐する体制で運営を行ってい

を無視した組織再編に暗澹たる思いである。

るが，NUPACE の場合はレベルの確かな協定大学か

平成８年の NUPACE 発足の際，文部省から予算措

ら選ばれた学生が応募してくるため，アドミッション

置された短期留学コーディネータ担当教員２名に全学

（受入れ）の役割はあまり大きくない。むしろ，受入れ

流用ポストの助手を加えて３名の体制で出発すること

た学生に対する丁寧な対応が大変重要であり，有力大

を提案したのは，当時の総長部局であり，早くから本

学からの交換学生は，自分の大学と比較しながら，よ

学で短期留学プログラムを大きな規模で推進すること

り厳しい目でプログラムを体験し，十分な満足度が得

が重要と考え，当初から年間受入れ40名規模で出発さ

られなければ，継続して有力大学からの受け入れを継

せたためであった（20名規模が文部省（当時）の最低

続することは困難である。学生の履修状況を丁寧に見

限の要望であり，他大学で始まったプログラムの多く

て，頻繁に学生の相談を受けている中心が石川クラウ

が20名規模であったが，本学は全部局が協力すること

ディア准教授であり，何か深刻な問題があれば，協定

を前提として発足し，文系・理系を合わせて20名では

大学と連絡をとり，学生からも協定大学からも大きな

英語で行われる講義の維持が容易でなかったため40名

信頼感を得ていた。

が最低規模であると判断した）。以来，国立大学の短期

残念ながら，これまで国内外から高い評価を受けて

留学プログラムの中で，常に最大級の年間受入れ人数

いた NUPACE が過酷な環境に追い込まれ，大きな転

を維持し，現在は年間120名に発展している。

換を迫られており，今までの評価を維持することはま

規模だけでなく多くの有力大学からの受入れを実現

ず困難となっている。

していることも，国内外に大変評価されているところ
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