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教育交流部門

はじめに

　名古屋大学国際教育交流センター教育交流部門で

は，2014年（平成26年）度より，留学生のリクルー

ティングを部門業務として位置づけ，積極的に取り組

んできた。この背景には学内的，学外的要因があった。

学内的要因としては，教育交流部門の構成員である国

際化推進教員の役割の拡大にある。2013年に旧留学生

センターが組織改編され，国際教育交流センターが発

足したのに伴い，各学部・研究科の留学生担当講師が

国際化推進教員へと改められた。その名称が示すよう

に，国際化推進教員は従来の留学生支援に加えて，所

属する学部・研究科の広報活動，協定校との交流推進，

受入・派遣プログラムの運営そして全学の国際事業へ

の協力なども期待されるようになった。リクルーティ

ングについても大きな貢献を求められるようになった

のである。

　学外要因としては，本学が国際競争力の強化に取り

組むトップグローバル大学に選出され，2020年までに

留学生の受け入れ数を3000名に増やす目標を打ち立て

た。本学の留学生数が2000名を遥かに下回る時である

ので，以後7年で1.5倍以上にまで増やす計画である。

しかし現実的には，本学の留学生数は前年2013年度か

ら2014年度の間，微増にとどまっていた。その中で教

育交流部門が着目したのが大学院リクルーティングの

強化である。2014年当時，本学で学ぶ留学生の約58％

が大学院学生で，これに大学院進学の予備群である研

究生を加えた数は65％までもを占めていた。ここをい

かに上積むのかが，目標達成に不可欠であることは明

らかだった。

　それまでは大学院リクルーティングについては全学

的な手立てが薄く，G30の大学院プログラムなどの一

部を除き，事実上各研究科の努力に任されていた。大

学院入試には学部入試とは異なり，全学的に統一され

たルールがなく，あくまでも各研究科の裁量で実施さ

れている。そのためいくらリクルーティングといえど

も，「部局マター」である入試関連事項に関わる活動

を，全学的な見地から展開するのが難しかった。しか

し上述したように，各学部・研究科の国際化推進担当

教員が横断的に集まる教育交流部門ができたことで，

大学院リクルーティングについて全学的に議論する素

地が出来上がったのである。

　本稿では，2014年以降の過去5年間で教育交流部門

が取り組んできたリクルーティング活動を振り返ると

ともに，同時期の本学の留学生数の推移についてまと

める。また最後に今後のリクルーティング活動の方向

性についても議論したい。

1．教育交流部門によるリクルーティング活動の
実績

2014年度以降，教育交流部門が取り組んだリクルー

ティングの試みは実に多様である。

1）名大巡講の実施

2）研究生制度・大学院入試改革WGによる提言

3）�JSTさくらサイエンスプログラムなどの超短期プ

ログラムの企画・実施

4）『留学希望者のための名古屋大学案内』の作成

5）�「アドミッション支援サイト」（AAS=Admission�

Assistant�System）の構築と運用

6）留学フェアや大学説明会への部門員の派遣

7）協定校との各種交流推進事業

1）名大巡講は，2014年から実施している模擬講義と

大学説明会を併せて行うリクルーティング活動であ

る。これまで中国，インドネシア，タイ，ベトナム4か

国の延べ45の本学協定大学で111講義を実施した。講

義への参加人数は3600名余りにも及ぶ（2019年3月現

大学院リクルーティングの取り組みと本学留学生数の推移に関する分析
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在）。名大巡講では模擬講義の提供を通じて，協定校の

学生の間での本学認知度の向上とブランド力強化を目

指している。さらに大学院の専門教育の面白さや，自

らの専門性を高めることの重要性を伝え，大学院進学

需要を掘り起こすことも重要な目標であるⅰ。名大巡

講は，不特定多数の参加者を対象にする留学フェアと

は異なり，本学への進学を検討してもらいたい優秀な

学生層に直接アピールすることができる。

　名大巡講を実施するようになり，本学には多様な

留学プログラムを一覧で紹介できるような冊子が存

在していないことに気が付いた。これまでは各種留

学プログラムごとの冊子や，各学部・研究科の案内は

あっても，それを全学的に網羅でき，かつ留学希望者

が求める情報が取りまとめられている資料が作られて

いなかった。そこで作成したのが4）『留学希望者の

ための名古屋大学案内：Nagoya�University�Guide�for�

Prospective�Students』である。日英両語で編集し，

2018年（平成29年）度には，簡易版の中国語訳も作成し

た。これまでに3版改訂版を作成している。リクルー

ティングの資料としてはもちろん，本学への来訪対応

の際の配布資料などとしても重宝されている。

　2）「研究生制度・大学院入試改革WG」は，2015年

（平成27年）度～2016年（平成28年）度に活動を行った。

研究生は，学籍上の取り扱いは非正規生だが，大学院

進学を志す私費留学生の入り口として機能している。

留学生および受入教員双方に教育・指導上のメリット

が大きい制度である。留学生の大学院進学者数を増や

すためには，その入り口である研究生を拡充する必要

がある。また，留学生にとって魅力のある研究生制度

改革にも取り組まなくては，入り口に呼びこむことは

困難である。WGでは現行の研究生制度の問題点を整

理し，研究生の選抜方法や教育カリキュラムなどにつ

いて提言をまとめたⅱ。またこの時の議論から派生し

て，リクルーティングの強化だけではなく，研究生，大

学院志願者の出願までを一貫してフォローするコンタ

クト窓口の必要性が強く認識されるようになった。そ

こから生まれたのが5）「アドミッション支援サイト」

（AAS=Admission�Assistant�System）であり，2019年

（令和元年）度に試験的運用が開始されることとなっ

た。

　加えて，教育交流部門では2016年度より，3）JST

さくらサイエンスプログラムおよび吉林大学夏季研修

の二つの超短期プログラムの企画・実施も担当してい

る。プログラムの立ち上げに際しては，プログラムの

受け入れを単なる交流事業で終わらせるのではなく，

リクルーティングへ寄与するように慎重な検討がなさ

れた。つまり，プログラムを通じて参加者が本学の教

育・研究環境に対する理解を深め，将来的により長期

の留学プログラムや大学院進学で，また戻ってきてく

れるように企画・運営を試みたⅲ。

　この他，6）や7）については，関係部署からの依頼

に応じる形で随時部門員を派遣している。また，部局

単位の交流事業については，教育交流部門員である国

際化推進教員が中心となって積極的に推進している。

　このように過去5年間の活動を振り返ると，一口に

リクルーティングと言っても，その活動は多岐にわ

たっている。留学先の選定は消費者の購買行動と同じ

で，それに至るまでに様々な段階・プロセスがある。

マーケティングにおけるAIDCAS 理論（Attention，

Interest，Desire，Conviction，Action，Satisfaction）

と同じように，それぞれの段階に合わせたアプローチ

が，リクルーティングにも求められる。教育交流部門

のリクルーティング活動も，留学先選定に至るまでの

様々な段階に働きかけられるように工夫してきた。

２．過去5年間の本学における留学生数の推移

　次に，2013年（平成25年）度からの，本学における

留学生数の推移について分析を加えたい。本稿が対象

にしているのは2014年度からであるが，分析結果をよ

ⅰ 過去の名大巡講の実施状況については，以下を参照のこと。伊東章子「模擬講義を中心とした海外リクルーティング」『名古屋�
大学国際教育交流センター紀要第2号』（2015年），伊東「大学院リクルーティングにおける模擬講義の活用：名大巡講の試み」『ウェ
ブマガジン留学交流』2016年6月など。
ⅱ 本WGの活動内容については，以下にて口頭発表を行った。伊東章子ほか「近年の研究生に関する留学需要の変動とそれ�
に対応する研究生制度改革」留学生教育学会年次大会，2018年
ⅲ 教育交流部門が実施している超短期プログラムについては，以下が詳しい。伊東章子「リクルーティングの観点から見た超短期
プログラムの受け入れ：JSTさくらサイエンスプランと吉林大学夏季研修を例に」『名古屋大学国際教育交流センター紀要第5号』
2018年
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り明確にするために2013年度も対象に加え，過去6年

間の推移としている。

　ここで分析の対象とするのは，①学部，②博士前期

課程・修士課程，③博士後期課程・博士課程，④研究

生（学部研究生，大学院研究生）に在籍する留学生数

である。通常，大学が公表する留学生数には，正規生

（①学部学生，②，③大学院学生）と留学生ビザを取

得する非正規学生の合数である。非正規学生には上記

④研究生の他，特別聴講学生や特別研究学生を身分と

する交換留学生と国費の日本語・日本文化研究生など

が含まれている。しかし，上述したように，非正規学

生のうち④研究生は実質的に大学院への進学予備軍と

なっていて，交換留学などで在籍するその他の非正規

学生とは根本的に性格を異とする。また，研究生は本

稿が主題とする大学院リクルーティングの主要な対象

でもあることから，本調査員においては敢えて正規生

である①～③に④研究生を加えた数的調査を実施して

みることとした。

　まず表1に，2013年度～2018年度の本学が公表する

全留学生数（正規生および全ての非正規生の合計数）

と，上記①～④を合計した留学生数をまとめた。なお，

以後，この①～④までを合計した留学生数を便宜的に

準正規生留学生数と呼ぶ。

　過去6年間，全留学生数と準正規生数は，常にパラ

レルの関係であることが分かる。当然と言えば当然

で，毎年全留学生数の90％以上を準正規生が占めるの

で，この数値の動向が如実に反映する。この6年間

で，全留学生数から①～④までの準正規生数を除いた

残り，学生身分で言えば特別聴講学生，特別研究学生，

日本語・日本文化研修生などは2013年の168名から2018

年の220名まで順調に伸びている。

　次に，表2で同時期における①～④までの学生身分

別推移をまとめてみた。①～④全ての学生身分におい

て，2013年～2015年の間は微減・微増を繰り返すにと

どまっている。教育交流部門がリクルーティング活動

を始めたのが2014年で丁度この時期にあたる。その

後，2016年から②博士前期・修士課程，③博士後期・

博士課程，④研究生が一転増加傾向に転じたのに対し

て，①学部生はその後も減少傾向に歯止めがかかって

いないことが分かる。2014年のピーク時に330名いた

①学部留学生は，2018年には262名にまで減っている。

ちなみに本学の4月入学私費留学生の入学手続き者数

を比較してみても，2013年には27名だったのが2017年

には12名，2018名には14名と，こちらの調査方法でも

①学部留学生が半減していることが分かる。

　①学部留学生数の減少についてより詳細に分析する

ために，表3において学部留学生の出身国別の推移を

まとめてみた。本学では2013年～2018年にかけて学部

留学生の出身国上位5か国を中国，韓国，マレーシア，

ベトナム，インドネシアが占めている（順位は変動し

ている）。この表から明らかなように，①学部留学生

減少の最大の原因は，中国人学生が半減したことによ

るところが大きい（2013年の111名→2018年の46名）。

表１：全留学生数と準正規生数の推移

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
留学生数 1791 1813 1782 1906 2052 2204
準正規生数 1623 1631 1605 1701 1823 1984

1500
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1800
1900
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2100
2200
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留学生数 準正規生数
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次いでマレーシアと韓国も，中国ほどではないものの

大きく減らしている。その一方で，逆にベトナムのよ

うに，学部学生数を伸ばしている国もあるが，もとも

との母数が大きかった中国の減り幅を埋めるまでには

至っていない。上位5か国には入っていないが，イン

ドからの出身学部学生も増えている。ベトナムやイン

ドからの学部学生の増加は，G30学部プログラムの入

学者数が順調に伸びていることに起因している。中国

人と韓国人学生が減少し続けているため，今や本学の

学部留学生の大半をG30学部生が占めるようになって

いる。

　学部留学生は今後さらに減少する可能性が高い。

2020年度で日韓理工プログラムの新規受け入れが停止

されることが決まっているからである。日韓理工プロ

グラムは，毎年韓国からの学部留学生を受け入れる，

学部留学生の貴重な供給源であった。韓国からの学部

留学生のほとんどが日韓理工プログラムの学生である

ことを考えると，プログラム終了とともに韓国人学部

留学生数および学部留学生数全体が一層減少すること

は想像に難くない。

　ここでまた表2に戻る。減少を示した①以外の，②，

③，④の学生身分のうち，過去6年間で最も増加率の

著しかったのは②博士前期・修士課程学生である。そ

の中でも特に増えているのが中国人留学生の割合であ

る。2014年を起点とする2018年までの間に②博士前

期・修士課程学生は1.38倍に増えた。この間，中国人

留学生は，2014年に287名だったのに対し，2018年には

475名にも達し，実に1.65倍にまで増えている（表4）。

全体を遥かに上回る増加率であることが分かる。表1

でも述べたように，本学全体の留学生数は2014年から

2018年の間で391名増えたが，中国人留学生は②博士

前期・修士課程の在籍数だけでこの増え幅の半分であ

る188名が増加している。②博士前期・修士課程学生に

占める中国人学生の割合も上昇している。2014年には

②博士前期・修士課程学生全体にしめる中国人学生の

割合が52.9％だったのに対して，2018年には63.5％にま

でになった。

　続く③博士後期・博士課程においてもこの間留学生

数は上昇傾向を示している。2014年に509名に落ち込

んだ③博士後期・博士課程の在籍者数は，2018年には

623名に増加した。②博士前期・修士課程在籍者が増加

に転じたのが2016年であるので，在籍生の進学が順調

に進めばこれからさらに③博士後期・博士課程学生が

増加することが期待できる。ちなみに，2018年度③博

表２：学生身分別留学生数の推移

 

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
学部学生 302 330 315 293 274 262
博士前期・修士課程 552 542 548 592 650 748
博士後期・博士課程 532 509 511 543 587 623
学部・大学院研究生 237 250 231 273 312 351
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士後期・博士課程在籍者に占める中国人留学生の割合

は44.7％である。

　残る④研究生（学部・大学院）についであるが，2015

年に231名にまで減少した後に増加へと向かい，2016

年には273名，2017年には312名，2018年には351名にま

で増えている。2017年度以降は，学部留学生数①を上

回っており，本学の留学生リクルーティングを考える

上で，研究生志願者へのアプローチは欠かせなくなっ

ている。研究生の大半を中国人学生が占めるが（2018

年で学部研究生・大学院研究生の約80％が中国人学

生），これには中国人私費留学生にとって，来日するた

めのビザの取得が難しく，直接大学院を受験できない

ことが背景にある（ここ数年で渡日のためのビザ取得

の条件が緩和されつつある）。そのため，書類選考を

中心に合否が決まる研究生という身分が，本学での大

学院進学を希望する中国人留学生にとって，主要な受

け皿になっていた。つまり，中国人留学生にとって研

究生制度とは，必要な制度的「寄り道」だったのであ

る。

　教育交流部門のリクルーティング活動では，研究生

という期間に対して，ビザのためだけではない，積極

的な意味づけを行っている。もともと中国の大学と日

本の大学の間では半年のギャップが生じてしまい，制

度的にこれは避けられない。そのため，夏前に中国の

大学を卒業した学生が10月に本学に研究生として入学

すると，翌年4月に大学院入学するよりも半年前か

ら，大学院での研究生活に備えることができる。研究

生制度をギャップ期間の有効利用として訴求している

のである。特に博士前期・修士課程は2年間しかない

ので，この半年を有効利用できるかは，留学生にとっ

表3：学部留学生出身国上位5か国の推移

 

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
中国 111 88 75 58 46 46
韓国 73 88 76 79 71 68
マレーシア 37 42 33 22 23 16
ベトナム 9 13 20 24 32 36
インドネシア 16 22 24 20 19 16
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表4：博士前期・修士課程における中国人留学生の占める割合（2014年と2018年の比較）

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

準正規生数 1623 1631 1605 1701 1823 1984

②博士前期・修士の
　中国人留学生数

307 287 286 310 380 475

③博士後期・博士の
　中国人留学生数

162 248 238 236 250 279

④研究生の中国人
　留学生数

169 163 169 207 241 279
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て入学後の研究成果に大きな影響を及ぼす。

　④研究生数の2016年以降の増加傾向が，②博士前

期・修士課程の増加傾向を後押ししているのは間違い

ない。この点を考えるならば，2019年以降も②博士前

期・修士課程の在籍数は上昇し続けることが期待でき

る。

3．まとめ

　以上で，過去5年間の本学における留学生数の推移

をまとめた。①学部学生以外の，②博士前期・修士課程

学生，③博士後期・博士課程学生，④研究生の増加に

寄与しているのは，中国人留学生であったことが明ら

かになった。上述したように，教育交流部門では，名

大巡講や JSTさくらサイエンスの受け入れ，協定校と

の各種交流事業など，中国の協定校を対象にした様々

なリクルーティング活動を行ってきた。これらの成果

が，近年の中国人留学生数の増加にある程度貢献した

のではないかと自負している。トップグローバル大学

としての「2020年までに留学生の受け入れ数を3000名

に」という数値目標は，今年度中に予定よりも1年早

く達成できる目途がついた。この3000名には全留学生

数の他，留学ビザを取得しない各種超短期プログラム

の参加者も含んでの達成になるが，教育交流部門はこ

のような短期プログラムの受け入れでも目標達成に貢

献しているとも言える。

　この数値目標の達成をもって，教育交流部門では今

後のリクルーティング活動の方針の転換を議論する予

定である。一つ目の方針は，これまでの留学生数とい

う数の競争からの決別である。もちろんこれまでに

も，教育交流部門は「数」のみに着目してリクルーティ

ン活動を行ってはおらず，世界各国の有名校が揃う本

学協定校からの大学院進学者のリクルーティングに注

力してきた。名大巡講などがその良い例である。その

結果，工学研究科や人文学研究科などの一部研究科に

おいて，研究生出願者の出身校に変化が現れるように

なっている。両研究科では研究生志願者の90％以上を

中国人学生が占めるが，それら中国人志願者の出身校

を調査してみたところ，中国のエリート校と言われる

「双一流大学・学科」出身者の割合が70-80％ほどまで増

えており，また本学協定校出身者からの志願も年々増

加するようになった。今後も教育交流部門のリクルー

ティング活動では，目標数値に捉われず，協定校との

関係強化を基盤にした，優秀な学生の獲得を目標にし

ていくつもりである。

　二つ目は留学生の出身国の多様化に対するアプロー

チである。教育交流部門の大学院リクルーティングが

功を奏したものの，これまでの活動が主に中国を対象

にしていたために，中国人留学生の増加という結果が

得られた。この間，かつて中国に続く，留学生が2番目

に多い韓国からの留学生は大きく減少してしまった。

準正規生にのみ限定すれば，既に3番目に多いベトナ

ムとそう差はない。今後日韓理工プログラムの受け入

れが廃止されれば，ベトナムに逆転される事態になる

はずである。本学の留学生の多様性は，G30プログラ

ムとNUPACEにより担保されているとも言える。

　その一方で，私費留学で日本の大学院へ進学できる

だけの経済的基盤および学力を持つ学生を獲得すると

するならば，やはり中国での活動は欠かせない。本稿

で分析したように，もはや本学の留学生数は，中国の

留学生数の動向に大きく左右されざるをえなくなって

いる。リクルーティング活動の費用対効果を考える上

でも，今後も中国が最大のマーケットであることは間

違いない。このような状況を踏まえ，教育交流部門で

は今年度から従来の中国に加え，減少の大きい韓国，

そして台湾へとリクルーティング活動を拡大する予定

でいる。予算の増加が見込めない中，対象国を拡大す

るのは難しい面もあるが，中国とのこれまでのトラ

フィックを落とさずに，韓国および台湾での活動を手

掛けていきたい。

　最後になりますが，過去5年間にわたり名大巡講の

実施や JSTさくらサイエンスプラン，吉林大学夏季研

修などの受け入れにご協力くださった，本学教職員の

方々，また中国交流センターやバンコク事務所，ベト

ナム・ハノイCALE事務所の皆様などに，改めてお礼

申し上げます。


