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科において2020年4月入学研究生募集より本格運用を

1．はじめに

開始した。その後，工学研究科も2020年10月入学研究

本報告では，名古屋大学アドミッションシステム

生募集より本システムの利用を開始した。

（Nagoya University Admission Assistance System，
以下 NU-AAS）の導入経緯および，そのシステムの概
要について取りまとめる。NU-AAS は研究生のオン
ライン出願のために開発されたシステムである。NU-

2．京都大学アドミッション支援オフィスの取り
組み
NU-AAS の設立に当たって最も参考になったのが，

AAS の導入のきっかけは，2016年に教育交流部門内
に設置された「研究生制度・大学院入試改革 WG」で

京都大学アドミッション支援オフィス（以下，京大

の議論に遡る。本学において研究生制度は，大学院進

AAO）の取り組みである。2018年2月に，上記 WG メ

学を志す私費留学生にとって予備教育の受け皿として

ンバーが京都大学を訪問し，AAO 設立の中心である

長らく機能してきた。海外で学部教育を終えた留学生

京都大学国際交流機構・韓立友氏，河合淳子氏より同

が，本学大学院に進学するために，まずは研究生とし

オフィスの詳細および現状についてヒアリングを実施

て来日するケースが多く，一つの留学モデルとして確

した。韓，河合（2012）によると，中国のいわゆる一

立してきた。指導教員の立場から見れば，研究生期間

流大学の学生を対象に調査を行ったところ，日本留学

に留学生の学力と適性を見極めることが可能で，留学

に関心を持つ学生は常に一定数いるものの，これまで

生との研究教育上のミスマッチを防いできたという側

の受入実績からみるとこの一定数の希望者は実際の留

面もある。

学には結びついていないことが分かった。（1） 留学方

しかし，2010年代に入ると，国際的な留学需要の変

法の分かりにくさ，情報不足，奨学金・入試制度等の

化と，本学側の要因により，研究生の在籍数が減少し

日本の留学生受入れ体制の問題点，（2） 大学間格差，

始めた。国際的な留学需要の変化についてはここで割

留学仲介業者の存在といった中国側の状況，（3） 高等

愛するが，WG では本学側の要因として，1）学部や

教育システムについての日中の相互理解不足といった

大学院留学と比較して，研究生に関する情報発信が圧

ことから，中国からの留学生の受入を取りこぼしてい

倒的に不足している，2) 研究生出願から留学斡旋業

る現状が明らかになった。韓らの指摘は上記 WG の研

者を排除したことで，充分な情報を得られない留学希

究生に関する議論と一致しており，本学への研究生出

望者が出願を見送っている，3) 研究生出願から審査

願を希望しているものの，複合的要因により，本学へ

まで時間を要するため，合否判定の早い併願先へ学生

の出願を諦める，もしくは見合わせる志願者が多くい

が流れる，といった点が指摘された（伊東他2016)。

ると推測された。

そして，これらの問題点を解消すべく，企画されたの

京大 AAO の取り組みについては，韓，河合（2012）

が NU-AAS であった。NU-AAS の設立は本 WG の報

および京都大学国際研究部留学生課（2013）に詳しい。

告とともに2016年7月の全学国際交流委員会にて承認

京大 AAO は言うなれば，留学希望者と指導教員・研究

された。

科の橋渡し役であり，具体的には以下の役割を担う。

後述する京都大学の事例などの調査を終え，システ

①

問への回答

ムの本格的な構築を始めたのが2018年だった。途中開
発作業の遅延などがあったが，2019年には人文学研究

留学希望者（研究生出願，大学院出願）からの質

②
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応 募書類の予備審査，状況に応じて志願者との

ブセンターのように，オフィスを設置してワンストッ

ウェブ面接の実施

プサービスを提供するのは困難だった。また，本学に

④

部局事務を経由して教員への書類送付

おいては，京大および阪大とは異なり，各部局に国際

⑤

教員による「コンタクト開始の可否」判定の結果

化推進教員が配置され，長らく研究生出願に関する経

の志願者への通知

験と知識が蓄積されているという利点があった。この
ことから，本学おいては，アドミッション支援のオン

京大 AAO は合否判定には関与しておらず，留学希

ラインシステムを構築し，各部局にカスタマイズをし

望者に対する内諾申請のためのワンストップサービス

ながら，部局での出願手続に活用する方向で準備を進

としてのみ機能していることが分かる。

めることとなった。

ここで特記すべきは，アドミッション支援オフィス

限られた予算と人員でシステムの構築を行うため

が単に，留学生の利便性を高めるためだけに設置され

に，既に本学内で運用が開始されていた短期交換留学

ているのではなく，教員にとってもメリットが大きい

受入プログラム（NUPACE）のオンライン・アプリ

点である。京大 AAO 設置前には，教員宛てに留学希

ケーション・システムを下地に作業を行うこととなっ

望者から大量のメールが届き，その対応に時間が取ら

た。とは言うものの，交換留学生と研究生では，出願

れたり，また対応しきれなかったりするようなケース

書類が大幅に異なることや，受入教員とのやり取りが

が往々に見られていた。しかし，京大 AAO の設置に

発生することから，大幅な改修は免れず，NU-AAS の

より，教員と留学希望者とのやりとりが最低限に抑え

運用開始が当初より遅れる理由にもなった。

られた（もちろん，教員が望めば，留学希望者とはい
つでもコンタクトを取ることが可能である）。

ここで，本学における研究生の募集・選考方法につ
いても見ておこう。上記 WG の活動の一環として，本

さらに京大 AAO が設置されたことで，京大に出願

学全部局の研究生募集・選考の方法について調査を

する学生の「層」，つまりは出身大学が正確に把握で

行ったが，募集時期，募集方法は各部局で異なり，統

き，全学的なデータの蓄積が可能になったことも，全

一されたものがなかった。部局によっては同じ部局内

学的なメリットして強調すべきであろう。韓立友氏と

であっても，研究室や分野によりスケジュールや申請

のインタビューによると，京大 AAO 設置後，中国の

方法が異なることもあった。

一流校と言われる985大学（当時）出身者の志願者に

特に問題になったのが，事前の内諾である。多くの

占める割合が，年々増加しているという。これは NU-

部局において，研究生の出願を受入希望教員から事前

AAS の例に関しても後述するが，システムの導入によ

に内諾を得た者のみに限っている一方で，内諾の申請

り，真剣に当該大学への留学を希望する者以外にとっ

方法についての詳細な案内が示されておらず，いつま

ては，志願のハードルが高くなったことに起因すると

でにどのように内諾を得れば良いのか留学希望者に

考えられる。大学にとっては，本当に自分たちのとこ

とっては手掛かりすらない状態であった。勢い，留学

ろで学びたいと願っている，熱心でかつ学力の高い学

希望者は自分の研究と関係のありそうな教員へ片っ端

生のみを対象に選考ができるとすれば，これに越した

からメールを送るような事態が生まれてしまい，教員

ことはない。

の負担が増えるという悪循環が生じていた。

京大 AAO 設立のインパクトは非常に高く，その後

そのため，NU-AAS の構築にあたっては，2段階審

大阪大学などでも京大 AAO を参考にして，グローバ

査が行える仕組みを取り入れることとなった。第一段

ル・ラーニングイニシアチブセンターにて2017年秋よ

階（以下 STEP1）では先ず，必要最低限の材料をも

り「龍門窓口申請」を開始した（李他2018）。

とに，受入希望教員が内諾可否の判断を行う。国際化
推進教員は，剽窃チェックや学歴確認，留学斡旋業者
の介在の有無の判定などを行い，受入希望教員に随時

3．NU-AAS の導入背景

情報を提供する。また，場合によってはここで Web 面

京大 AAO の取り組みが非常に参考になったとはい

接を実施する。第2段階（以下 STEP2）に進めるの

え，本学においては予算および人員面の理由から，京

は，STEP1で内諾を得た応募者のみである。応募者

大 AAO および阪大グローバルラーニングイニシアチ

は，研究科が求める正式な出願書類を全て提出し，後

－62－

教育交流部門

は研究科が最終的な合否を判定する。

ンバーだったこともあり，人文学研究科において学内
で初めて NU-AAS を導入することが決定した。

4．NU-AAS の運用：人文学研究科の実践例
入学時期

人文学研究科は2017年4月に旧文学研究科，国際言

内諾申請者数

内諾取得者・
正式出願者数

語文化研究科，国際開発研究科旧国際コミュニケー

2017年10月

193

71

ション選考の2研究科・1専攻が統合し，設立された。

2018年4月

92

32

研究科の規模拡大に伴い研究生出願者が大幅に増えた

2018年10月

160

49

ことと，研究生応募方法が研究科内で2パターンあっ

2019年4月

93

30

たことから，研究科設立直後の研究生選考に大きな混

2019年10月

153

55

乱が生じた。深刻だったのは，研究生出願を一手に
受け付ける国際化推進室のキャパシティ不足である。

2020年4月
*NU-AAS の導入

91

29

NU-AAS 導入前は，一番多い時期で193名もの申請書

2020年10月

196

55

類一式を電子メールで受け付けていた。申請締切の直

表1．文学部・人文学研究科の研究生応募者数の推移

前に提出が集中するため，メールサーバーの容量が不
次に，人文学研究科の研究生募集・選考を例に，NU-

足するのはもちろん，申請書類の確認および受理確認
のメール発信に大量の時間及び労力を要していた。さ

AAS の概要について説明したい。

らに，電子メールによる申請書類の受付や受理担当者
から指導教員への情報共有には，個人情報の保護の観

4.1．NU-AAS を利用した応募および審査の流れ
まず，応募者による STEP1の審査から最終的な合

点から常に不安があった。
電子メールでの申請受付に限界が来ていたことと，

否通知の発出までのフローを図1にて整理する。

当時の人文学研究科の国際化推進教員が上記 WG のメ

国際化推進室は研究生の応募案内を文学部 / 人文学

図1．文学部・人文学研究科における NU-AAS を用いた研究生選考のフロー
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図2．NU-AAS のトップページ

研究科のホームページにおいて公開しており，そこで

の代表アドレスよりメールが送付される。メールに表

応募の流れや申請期間や必要書類，さらに教員名簿へ

示された URL へ24時間以内にアクセスし，必要事項

のリンク等の，研究生応募希望者に必要な情報を提供

を入力するとアカウントの登録が完了する。

している。そして，研究生応募希望者をホームページ

アカウント取得後に自分のアカウントでログインす

から NU-AAS へと誘導している。研究科の教員にも，

ると，「Start Application Procedure」ボタンから申

研究生応募希望者から照会があった場合，ホームペー

請手続を開始できる。ここから手続が完了するまでの

ジを確認してから NU-AAS にて申請手続きを取る旨

間，常に自分が手続のどの段階にあるかをアカウント

を指示するよう案内している。

内の「ステータス確認画面」（図3）より確認でき，申

NU-AAS のトップページ (図2) は，申請期間以外

請内容の変更・編集もできる。

でも常時公開されている。研究生への応募を希望する
学生がサイトを訪れると，各部局（執筆時点では工学

＜STEP1の申請手続＞

部 / 工学研究科および文学部 / 人文学研究科）の応募

内諾申請に当たる STEP1では，応募者はまず個人

受付期間や利用者マニュアル，出願書類のチェックリ

情報の入力を行う。ここでの個人情報は，氏名，住所，

ストなどをいつでも閲覧できる。また，研究科ホーム

生年月日の基本的な本人確認情報及び学歴，職歴，語

ページを見る前に NU-AAS を訪問した学生に向けに，

学能力などの内諾申請に最低限必要な内容にとどめて

各学部 / 研究科のホームページおよび問合せ窓口も記

いる。これは，一部の留学希望者の間で，支弁能力の

載している。このように，NU-AAS のトップページ

有無等が選考結果に影響を与えるかもしれないという

に留学希望者が必要とする情報を一元化することで，

不安が広がっているからであり，内諾可否の判断に必

WG が一番に指摘した研究生のための情報発信が不十

要はないものの，入国管理局への認定証交付申請にお

分であるという問題点の解消を図った。

いて必要な項目や提出書類は，受入内諾を取得できた
志願者のみを対象とする第二段階（STEP2）で追加

＜NU-AAS アカウントの作成＞

入力・提出を要求している。

それでは実際の応募手順を見てみよう。応募手順は

また，STEP1では受入希望教員もプルダウンメ

① NU-AAS のアカウント作成，② STEP1，③ STEP2

ニューから選択する（図4）。上述したように，一部

に大別される。

の留学希望者は，少しでも受入の可能性を上げるため

応募者は実際の応募手続を始める前に，先ずは NU-

に，たとえ自分の研究との関係が薄くても，多数の教

AAS アカウントを作成する。アカウント取得画面に

員にコンタクトしては内諾を取ろうとすることがあ

氏名，国籍，メールアドレスを登録すると，NU-AAS

る。そのため，本システムでは，一志願者が応募でき
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図3．ステータス確認画面

図4．受入希望教員の選択

るのは1回だけで，その1回で指定できる受入希望教

システムにアップロードされる。途中でファイルを差

員を1名にのみ限定した。志願者からすると自分の研

し替えることもでき，志願者の利便性を考慮する設計

究内容に最も適した指導教員を慎重に選ばなくてはな

になっている。

らず，研究科のホームページなどからそれぞれの教員

全ての項目を入力し，申請書類をアップロードした

の研究・教育業績など調べるようになり，研究分野へ

後，ステータス確認画面上の「提出（Submit）」ボタ

の理解や関心が深まるという副次的な効果が生まれて

ンを押すと，申請手続が完了する。手続が完了すると，

いる。

応募者のメールアドレスに手続完了の通知メールが届

出願書類については，NU-AAS の専用のページ（図
5）から所定様式がダウンロードでき，記入後に直接

く。通知メールに結果通知の期限を明示することで，
WG で指摘された「合否判定の早い併願先へ学生が流
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図5．STEP1の申請書類アップロード画面

4.2．管理者画面および受入予定教員の操作性

れる」といった事態を防ぐ工夫を施した。
STEP1の手続が完了した志願者の中から，受入希

以上で，応募者画面上での申請手順について解説し

望教員により Web 面接の対象者が選定される。Web

た。次に，管理者画面と受入予定教員の操作画面につ

面接は，主に国際化推進教員が行い，ビデオ電話を用

いても説明したい。

いる。受入希望教員はこの面接結果を参考に，内諾許

応募受付および教員との連携を担当する国際化推進

可判定を行い，NU-AAS 上にて回答を送信する。回答

教員は，管理者画面から応募者名簿とそれぞれの応募

がシステム上に反映されると，国際化推進室より応募

状況の確認，そして提出書類の閲覧およびダウンロー

者宛てに内諾可否通知を送信して，STEP1の手続が

ドを行うことができる。また，STEP1および STEP2

終了する。

の申請開始 / 終了時期も管理者画面で設定できる。
管理者画面は多機能な設計で，上記に加え，応募者

＜STEP2の申請手続＞

および指導教員へのメール送信が可能である。さらに

審査の第2段階にあたる STEP2は，STEP1で受

「所見入力」機能を利用すれば，応募者に対する国際

入内諾を得た応募者のみがアクセスを許可される。こ

化推進教員の所見を入力し，システム上で教員と共有

れまで書面で申請を行っていた本出願にあたる。応募

することができる。国際化推進教員は留学生教育や国

者は STEP1での審査を通過した通知とともに，国際

際的な高等教育事情に関する見識を有しているため，

化推進室から募集要項をメールにて受け取る。応募者

個々の応募者について留意すべき点などを受入希望教

は募集要項に従い，NU-AAS に個人情報の追加入力，

員と積極的に共有するようにしている。先述した Web

追加出願書類一式をアップロードする。そして，期限

面接を実施した場合は，この所見書を利用して面接結

内に国際化推進室まで，提出書類の原本を郵送すれ

果を指導教員に報告している。所見書には応募者の氏

ば，出願手続が完了したとみなされる。

名，研究テーマ，語学能力テストのスコアならびに記

国際化推進室が出願書類の予備審査を終えると，受

入担当者名などが自動出力される。これにより，従来

入希望教員による受入可否の最終判定が行われる。そ

は手入力していた面接シートの作成にかかる時間よび

の後は人文学研究科国際交流員会の審議および教授会

労力が大幅に軽減された。

の承認を経て正式な合否が決定し，NU-AAS システム

受入希望教員には管理者画面を通じて NU-AAS 上

を通じて志願者に対して合否通知が送付される。これ

の各応募者ページへのリンクが送信される。受入希望

で NU-AAS による全手続が終了する。

教員はそのリンクから，応募者の情報や申請書類の
閲覧およびダウンロードが可能である（図7）。さら
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図6．管理者画面における応募者一覧

図7．受入教員の個人ページ

図8．受入教員の回答フォーム

に，受入内諾の可否に関する回答も NU-AAS の回答
フォーム（図8）から入力できる。教員からすると，

5．NU-AAS の導入により得られた成果

これまで一応募者について複数回国際化推進室とメー

初運用となった2020年4月入学募集では，表1のと

ルのやり取りをする必要があったが，受入可否判断が

おり，83名の応募者が STEP1を利用し，受入希望教

システム上で全て完結することになったのである。特

員の判断を経て，21名が STEP2へと進んだ。また，

に多数の応募が集まる教員にとっては，煩雑な手続き

2020年10月入学分の募集は，同じく196名の応募者が

から解放されたメリットは非常に大きいと言える。ま

STEP1に申請し，そのうち55名が STEP2へ進んだ。

た，教員との情報共有がメールではなく，セキュリ

NU-AAS は導入されてから日が浅く，これまで過去2

ティ対策の取られたシステム上で行われるので，応募

回しか運用実績がないが，導入による成果についても

者の個人情報の保護の課題も解消された。

簡単にまとめたい。
最も特筆すべきは，研究生選考にかかる事務作業量
の大幅な軽減である。国際化推進室でメールにて研究
－67－
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生の内諾申請を受け付けていた時には，既に作業量と

字通りワンストップサービスであり，もう必要な情報

してはキャパシティの限界に近づいていた。そのため

を求めて大学 HP や研究科 HP を右往左往する必要は

メール送信ミスやメールサーバダウンなどの人為的も

なくなった。また，一部留学希望者の中には，留学斡

しくは機械的なミスなどがいつ起こってもおかしくな

旋業者に高い料金を支払って手ほどきを受けるような

い状況であった。研究生出願は留学希望者にとって人

学生もいたが，NU-AAS が導入されてからは一度アカ

生を大きく左右する出来事となりうるし，また非正規

ウントを作成すると，質問や相談などを NU-AAS を

生であるといえども入試としての公平性，透明性は絶

通じて送ることができ，迅速な回答が得られるように

対に担保されなくてはならない。NU-AAS の導入に

なった。申請の途上でも，自分のアカウント上で応募

よって確保できた人的および時間的余裕を，これまで

ステータスを逐次確認することができ，また申請受付

は手が回らなかった二重三重の確認作業や，ウェブ面

の自動発信メール機能により，留学希望者が抱きがち

接の実施回数増などに活用できるようになった。また

な自分の申請について何かトラブルが生じているので

システムの頻回なバックアップとセキュリティ設定に

はないかという不安が解消されることとなった。

より，個人情報等のデータ保護に対する不安が解消さ
れたことも，国際化推進室の負担軽減となった。

このように NU-AAS は，受入担当者，教員，留学希
望者の三者に対して，大きな成果をもたらしたといえ

また，入国管理局への認定証交付申請（以下，COE

る。また京大 AAO のケースを参照するならば，NU-

申請）において必要な項目の入力や書類の提出を，

AAS の導入によって，本学研究生志願者の数だけでは

STEP2の段階で求めていることにも言及したい。こ

なく「質」の向上にも寄与する可能性も大いにあるだ

れまでは合格者を対象に別途個別に連絡を取っていた

ろう。

が，NU-AAS 上である程度まで COE 申請の準備を事
前に進めることができるようになった。通常，研究生
の合格発表から渡日・入学までは3か月ほどしかなく，

6．おわりに：今後の課題

COE 申請手続きもあまり時間的な余裕がない状態で

以上で，人文学研究科の研究生出願・選考を例に

進めなくてはならない。そのため NU-AAS による事務

NU-AAS の概要を説明してきた。前述したように工

作業の軽減は，在留手続に関してもメリットが大きい

学研究科も NU-AAS を利用しているが，NU-AAS は

と言える。

部局毎に設定を変更できる柔軟なシステムとなってお

受入教員からは NU-AAS に対して，応募者に関する

り，工学研究科の仕様は人文学のそれとは異なる点が

情報や提出書類が必要な時にいつでもシステム上で閲

ある。また，選考手順などについても，工学研究と人

覧でき，管理しやすくなったなどの意見が寄せられて

文学研究科では一致しない点が多いことをここで申し

いる。導入当初は，新しいシステムへの懸念やシステ

添えておきたい。

ム上の問題点を指摘する声もあったが，インターフェ

現在，NU-AAS は人文学研究科および工学研究科

イスの分かりやすさおよび利便性は高い評価を受けて

の2部局のみで導入されている。本学の私費研究生の

いる。これまで多くの教員が，多数の留学希望者から

54.5％（2019年11月1日現在）がこの2部局に在籍して

送られてくるメールへの対応にかなりの時間を割いて

いることから，全学的なインパクトは既に大きいとは

いたが，NU-AAS 導入後は研究科の HP を参照するよ

言え，今後いかに他の部局でも導入を進めていくかは

うに指示すれば良いだけになった。また，一部教員か

今後の課題の一つとなっている。WG が指摘したよう

らは，NU-AAS が導入されてから，志望動機が明瞭で，

に，本学においては研究生の募集時期，募集方法は各

かつ名古屋大学で学びたいと強い熱意を持つ学生から

部局で異なり，統一されたものがない。NU-AAS が柔

の応募が増えてきているとの感想も聞かれた。これは

軟なシステムであるとはいえ，各部局の選考手順に合

京都大学アドミッション支援オフィスが成果として挙

せてカスタマイズさせることは，各部局にある程度の

げている点とも一致しており，本学としても導入成果

投資を求めることとなる。しかし，本報告で述べたよ

として最も強調したい点である。

うに事務作業および教員負担の軽減など，部局にとっ

もちろん，留学希望者の利便性が向上したことは言

て NU-AAS 導入のメリットは大きい。さらに全学的な

うまでもない。NU-AAS は留学希望者にとって，文

観点から言えば，質の高く，本学で学ぶ意欲の強い留
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学生を継続的に獲得することは，本学の一層の国際化
推進のために不可欠である。このことからも，より多
くの部局で NU-AAS の導入を図ることは，本学国際化
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