大学事務職員に求められる役割に関する考察
－日独の大学事務職員の業務比較を通して－

ボン研究連絡センター
半田 史陽

- 107 -

１．はじめに
社会が大きく変化する現代において、日本の大学を取り巻く環境もまた大きく変化している。その
一つの例として、大学の国際化が挙げられる。「大学改革」の名のもとに、各大学がさまざまな取り
組みを実施している。このことが意味するのは、各大学において、これまでになかった種類の業務が
発生しており、これに取り組む教職員が存在するということである。このような状況において、大学
の事務職員が携わる業務の幅もまた変化している。これに伴い、事務職員に求められる能力や役割も
変化しているといわれる。
ところで、日本の大学の教員と事務職員の関係は、しばしば「車の両輪」に例えられる。松下（19
92:40）によれば、「車の両輪」とは、慶應義塾大学の小泉信三氏が 1960 年に刊行された同大学の
「塾監局小史」の巻頭言にて「教授職員と行政職員とは車の両輪である」と述べたことが始まりであ
る。今日においても、教員と事務職員とはいずれも欠くことのできない対等なパートナーであること
を強調しつつ、それによって、事務職員を啓発することを試みる文脈で用いられることが多いように
思われる。
筆者がこの表現に初めて触れたのは、平成 21 年 10 月 3 日に東北大学で開催された国立大学マネジ
メント研究会東北地域交流会においてであった。東北大学の事務職員として働き始めてまだ 3 日目だ
った筆者は、大学職員育成をテーマとしたこの交流会の議論が自分自身のこれからの仕事それ自体に
ついての議論であるとはわからずに、それでもどうやら重要であるらしいと、一聴衆として、受け止
めた。
しかしながら、大学での業務経験を重ねるにつれ、果たして教員と事務職員を「車の両輪」に例え
ることは本当に妥当だろうかと疑問に感じるようになった。例えば、筆者が所属大学で経験した派遣
交換留学の業務についても、「募集要項を準備する」「募集の案内を出す」「応募書類を受け付け
る」「面接選考の準備をする」等という部分は職員が担当し、「書面選考をする」「面接選考をす
る」という部分は教員が担当する（詳細については、第 4 章で述べる）。教員と事務職員の業務役割
は、明らかに性質が異なるのである。つまり、「車の両輪」とすると、あまりにも左右の釣り合いの
とれない車になってしまう。
果たして、大学の事務職員の役割とは何であるか。
本稿では、近年の日本の大学の事務職員に関する議論を踏まえつつ、その役割について、ドイツの
大学の事務職員との比較において検討する。しかしながら、大学の事務職員の業務は多岐にわたり、
一般化して論じることは難しい。そのため、筆者の、所属大学における経験を踏まえ、派遣交換留学
関連業務における事務職員の役割に焦点を絞る。
次章では、まず、本稿で取り扱う日本の大学の事務職員について定義するとともに、大学の事務職
員について、これまでどのような議論が展開されてきたか／いるかを確認する。続いて、第 3 章で
は、ドイツの大学の事務職員とはどのような立場の職員であるかを検討する。第 4 章では、日本の大
学の具体的な事例として、筆者の所属大学である東北大学の事例を取り上げる。第 5 章では、ドイツ
の 3 つの大学における具体的な事例を取り上げる。最後に、日独の事務職員の役割を比較し、日本の
大学の事務職員の役割について考察する。
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２．日本の大学の事務職員
本章では、本稿で扱う日本の大学の事務職員について、誰のことを取りあげるのかを明確にすると
ともに、大学の事務職員について、これまでのどのような議論がなされてきたかを確認する。

２．１ 「事務職員」とは
ここで、本稿で取り扱う日本の「事務職員」とは誰なのか、どのように位置付けられる存在である
かを確認したい。
まず、本稿で扱うのは、日本の「国立大学」の事務職員である。法令においては、大学の事務職員
について、学校教育法第 92 条で「大学には、学長、教授、准教授、助教、助手及び事務職員を置か
なければならない。」と定められている。しかしながら、学長以下、助教や講師に至るまで同条にお
いて個別に定義付けされているのに対して、事務職員に関する詳細は定められていない。
一方、採用方法をみると、国立大学の事務職員の多くは国立大学法人等が共同で実施する「国立大
学法人等職員採用試験」又は各国立大学法人独自の採用試験によって採用された者である。大学の運
営費を財源として雇用される職員で、しばしば「正規職員」等と言及される立場の者である。近年
は、「スーパーグローバル大学創成支援事業」等の補助金を財源として有期で採用される事務職員が
増えており、大学の事業遂行において極めて重要な存在となっている。しかしながら、これらの有期
雇用の事務職員は、プロジェクト遂行のために雇われ、例えば国際的な経験が非常に豊富であるな
ど、採用時点においてある程度専門性を有しており、いわゆる「正規職員」とは性質を異にする。
そこで、本稿においては、「国立大学等職員採用試験」又は独自の採用試験を経た「事務」職員に
焦点を絞る。また、これらの職員を「事務職員」又は「職員」を用いて言及する。
事務職員の役割について、学校教育法第 34 条第 14 項では、「事務職員は事務に従事する」と規定
される。ただし、ここで「事務に従事する」とされる業務の範囲は曖昧である。各務らは、大学創成
期において教員が授業・研究のために行っていた「雑務」（授業料の徴収・管理、授業会場の手配、
授業準備のための資料収集など）を任せるべく、事務職員への分業が起こったと推測する（各務ら
2016:60-61）。井下（2015）は、「従来の教職分担」を、「教員は授業を担当する。教員は、授業者
と同時に研究者でもある。職員は授業の支援と運営管理をする」と整理する。教員の役割が教育や研
究を直接的に行うことであるのに対して、事務職員の役割は教育・研究の支援や組織の運営管理であ
り、大学の教育・研究にとって「お手伝い」や「黒子」のようなものとしてとらえられてきたようで
ある。
こういった黒子的役割が、近年見直されているという。大学経営環境が変化し、大学の国際化促進
に伴う新たな種類の業務など、より複雑化する業務が発生する現在の状況対応するため、また、職員
数の減少に伴い増加する教員の負担を軽減するため等の観点から、大学の事業へのより主体的・積極
的な関与が求められている。
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ところで、日本の国立大学の事務職員の役割について考察するにあたり、その人事制度の特徴であ
る「異動」について触れておきたい。国立大学の事務職員は、一般的に、2 年から 3 年ごとに学内の
他部署に異動する。人事交流制度により、学外に異動することもある。
この異動については、海外の大学の職員からも、日本の国立大学の職員は数年で交代してしまうた
め継続的な議論ができないとしばしば指摘されることがある。この点は、事務職員の専門職化を拒む
要因の一つとしてもしばしば指摘される（金子 2008、秦 2016 など）。
組織的な異動が行われる理由として、「国公立大学や中規模以上の私立大学」では、「異動による
ジェネラリストの育成が人材育成の基本となってきた」（秦 2016:6）ためと説明されることが多
い。実態としては、教務系、会計系、研究協力系、国際交流系というような何らかの分野にキャリア
の軸を持つ事務職員は少なくない。人事系や会計系のみを渡り歩く者も珍しくなく、その意味におい
て、必ずしもジェネラリストの育成ばかりが目指されているわけではないように思われる。
また、日本の大学においては、原則として重要な意思決定は組織としての意思となるため、しかる
べき手続きを経る必要がある。そのため、実務レベルの事務職員にはほとんど意思決定の権限がない
と言える。これも、海外の大学との比較においてしばしば言及される特徴である。

２．２ 大学の事務職員への関心の高まり
「１．はじめに」で触れたとおり、近年、大学の事務職員の在り方についての関心が高まり、その
役割・能力についての議論が活発化している。
例えば、文部科学省の中央教育審議会において、「大学運営の一層の改善・充実に向けて」事務職
員及び事務組織の在り方が審議されてきた。2014 年には、中央教育審議会大学分科会において、組
織的な研修・研究（スタッフ・ディベロップメント（Staff Development））の重要性や、教職協働
により、事務職員が教員と対等な立場で大学運営に参画することの重要性について指摘された。ま
た、この指摘を踏まえ、2016 年には大学分科会の大学教育部会において、「大学の事務組織及び事
務職員が、当該大学の目標達成に向け、これまで以上に積極的な役割を担い、大学運営の一翼を担う
機能をより一層発揮できるよう、（中略）、今後の在るべき姿について更に検討を深め、その結果を
法令等に反映させることが適当ではないか」との方向性が示された（文部科学省 2017）。さら
に、2017 年には、大学分科会において、大学のガバナンス改革の推進の一環として大学事務職員の
在り方に関する取り組みが検討された。ここでは、ジョイント・ディグリープログラムの推進、入試
改革、大規模な産官学連携の推進、学問分野を超えた教育研究の展開などを始めとする「新たに生じ
た業務」があり、これらに対応するために、教職協働の重要性が改めて指摘され、事務職員に関する
法令上の規定を見直すことが提案されている。
また、IDE 大学協会の発行する『IDE 現代の高等教育』では、2005 年の 469 号以降、たびたび大
学の事務職員をテーマとする特集が組まれている。具体的には、「SD/大学職員の能力開発」（2005
年、469 号）、「これからの大学職員」（2008 年、499 号）、「プロとしての大学職員」（2010
年、523 号）、「成長する大学職員」（2011 年、535 号）、「大学職員像を問う」（2015 年、569
号）、「職員の人事マネジメント」（2017 年、591 号）である。大場（2014:2）によれば、同誌が 2

- 111 -

000 年以前に事務職員に関連する特集を組んだのは、「大学の管理と事務」（1979 年、202 号）と
「大学運営と事務」（1990 年、311 号）の 2 度のみである。大学の事務職員に関する議論が活発化
していることがうかがえる。
また、大学基準協会が 2013 年に『大学職員論叢』を創刊し、大学職員の役割、業務、能力開発等
について具体的な議論を展開している。「大学職員論とはなにか」という特集が組まれた創刊号に続
き、「諸外国における大学職員の動向」（2014 年）、「FD・SD（大学教職員能力開発）の推進」
（2015 年）、「大学職員の専門性と求められる能力」（2016 年）、「大学の広報戦略を考える」
（2017 年）という特集が組まれている 1。
加えて、2001 年には桜美林大学の大学院国際学研究科大学アドミニストレーション専攻修士学位
プログラムが発足している（2008 年には大学アドミニストレーション研究科として独立してい
る）。大学の事務職員のみを参加対象とするプログラムではないが、高等教育の基本理論の理解、大
学経営のための基礎的な理論と知識等、大学運営を担う者のための学位プログラムとして設計されて
いる（舘 2011）。大学経営に特化した独立研究科が設立された点は注目すべきであろう。その
他、東京大学大学院教育学研究科の大学経営・政策コース（2005 年）、筑波大学大学研究センター
の大学アドミニストレーター養成プログラム（2000 年）、名古屋大学大学院発達科学研究科高等教
育マネジメント分野等、国立大学においても、大学経営に焦点を絞ったプログラムが発足している。
以上見てきたように、大学の事務職員の在り方をめぐる議論は、2000 年以降非常に活発化してい
る。次に、どのようなテーマが議論されてきたか、その内容を確認する。

２．３ 事務職員に関する近年の議論
大学の事務職員に関する従来の議論のテーマは、事務職員の専門性、事務職員の能力開発、教職協
働・役割分担等に大まかに分類できるだろう。ただし、能力開発とは専門性の向上の手段になり得る
し、教職協働の実現には事務職員の専門性や能力の向上が前提とされるなど、これらのテーマは相互
に関連し合うものである。
専門性については、特定の業務分野に関する深い理解（渡部・星野 2016、金子元久 2017 な
ど）、大学院等における専門的教育（上西 2016）、多様な専門領域からなる全体としての「大
学」の専門家になることなど、様々な観点から議論されている。そして、専門性を高めるために人事
制度（採用、異動、研修、評価）に何らかの工夫が必要であると提案するものが多い。興味深いの
は、専門性を高めることとジェネラリストの育成とが矛盾しないものとして語られることが多い点で
ある。山本（2008）は、「専門的知識は必要だが、実はそれを応用しつつ、隣接の専門知識も駆使
して」問題解決を図る能力こそが必要であるという。従来のような人事異動を通じたジェネラリスト
的素養と、特定の業務に関するスペシャリスト的素養との双方が重要であるとされているのである。

1

「「大学職員論」の特集が何回組まれても、いまだに大学職員の定義や業務領域が規定できていないという意味において同じ主旨の

堂々巡りの議論が多い」（各務ら 2016:60）という指摘もある。
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事務職員の能力開発については、大学院教育を通じた能力開発、主に事務職員を対象とした能力開
発研修である SD（Staff Development）の内容（どのような能力を向上させるべきか）や方法（どの
ように実施するか）などの点で議論が展開されている。例えば、大学行政管理学会が 2008 年度に S
D プログラム検討委員会を発足させており、2010 年に最終報告書を発表している。同報告書では、
大学の事務職員に求められる知識・能力を「教学分野で必要とされる知識・能力」と「 経営分野で
必要とされる知識・能力」に分けて整理し、特に実践を通じた知識・能力の涵養が重視されている
（大場 2014:2）。また、岩崎（2010）は、大学行政管理学会が 2004 年に全国 238 大学の人事担当
者を対象として行った調査を引き、21 世紀の大学には「問題解決・政策提案能力を持った人材」や
「マネジメント能力に優れた人材」が求められていることを、SD の必要性と関連付けて述べてい
る。近年では、SD の議論はより進められており、従来教員向けの研修と位置付けられてきた FD（F
aculty Development）と SD を統合する試みが始められている。
なお、2017 年 4 月施行の大学設置基準の一部改正により、大学は「その職員に必要な知識及び技
能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修の機会を設けることその他必要な取
組を行うものとすること」が定められ、各大学が SD を実施することが義務化されている。
そして、専門性の向上や、能力開発を前提として、前節で触れた中央教育審議会における議論のと
おり、教職協働や役割分担が求められている。
以上が、大学の事務職員に関する議論の一部である。注目したいのは、これらの議論の参加者・書
き手の多くが、大学の研究者や文部科学省職員という点である。大学の事務職員（管理職）を経験し
た者も含まれるが、採用から一貫して大学の事務職員という者は決して多くない。これらの議論にお
いて、大学の事務職員とは、より複雑化・高度化する業務に対応するために、専門性、能力、役割に
ついて改善されるべき存在と位置付けられている。また、これら先行研究の著者がしばしば―本人の
主張とは無関係の「一般論」のように―言及するように、事務職員とは「日常の業務の中に埋没ある
いは安住」（上杉 2011:5）しかねない存在とも語られる。これらの先行研究の著者の多くが大学教
員や文部科学省の人物であることを鑑みれば、大学の事務職員をめぐる議論は、書き手・語り手を含
まない、改善されるべき他者にまつわるものであって、当の事務職員がまだ当事者として参加できて
いないように思われてしまう。
そこで、事務職員の側から起こった、事務職員の役割、能力を問い直す試みにも触れておきたい。
例えば、2007 年に国立大学の若手職員が立ち上げた「国立大学一般職員会議」が挙げられる。「コ
クダイパン」と呼ばれるこの会議は、法人化にも変わらない大学職員の現状に「危機感」を持った若
手職員の呼びかけにより、全国の国立大学の一般職員（係長級以上を除く職員）を対象として開催さ
れた（国立大学一般職員会議実行委員会 2008：2-4）。年に 1 回開催されるコクダイパン会議は、
例年、全国の大学から 100 人を超える参加者がある。毎年、国立大学職員の特性にまつわるテーマ
（第 2 回「大学の使命との関係で私たちが果たすべき役割」、第 4 回「社会や地域とともに発展する
ために国立大学や私たちができること」等）のもとに、小グループに分かれて議論する時間が設けら
れる。これに加えて、一般職員レベルにおいて、これまでに関わったあるいは自ら企画した業務の具
体的な事例報告がなされるとともに、全国の事務職員のネットワーキングの場としての機能も持つ。
事務職員個人の能力の向上に直ちに効果を持つというより、事務職員同士の自己啓発あるいは意識改
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革という効果があるように思われるが、若手職員からの自発的な働きかけとして注目に値すると思わ
れる。

３．ドイツの大学の事務職員
本稿において大学の事務職員を論じるに当たり、ドイツの大学の事務職員とは誰であるかを特定す
る必要がある。本章では、本稿で取り扱う日本の国立大学事務職員に相当するドイツの大学事務職員
とはどのように規定される存在であるかを検討する。
ドイツは州（Land）を中心とした連邦制が採られている。研究・高等教育に関する権限・責任を
有するのは州であり、高等教育機関の設置認可や運営資金の交付も各州が行っている（吉川 201
0）。州立大学の教職員は州の公務員であり、その雇用と給与支給も州の責任で行われる（日本学術
振興会ボン研究連絡センター編 2016:5）。
金子（2015）は大学職員の定義を考察するに当たり、連邦統計局（Statistisches Bundesamt）の
大学教職員統計及びドイツの連邦法である高等教育大綱法（Hochschulrahmengesetz）を参照してい
る。
連邦統計局の大学教職員統計においては、事務職員は「非学術系職員（事務系、技術系、その他）
nichtwissenschaftliches（Verwaltungs-, technisches und sonstiges） Personal」に含まれる。これに
よれば、2016 年現在における事務職員の人数は全国で 70,299 人である。
また、高等教育大綱法においては、事務職員を明確に規定する条文はない。同法第 37 条に規定さ
れている大学構成員のうち、事務職員は「その他の職員 sonstige Mitarbeiter」に該当する（金子 2
015）2 。
事務職員の任命権を有する各州の高等教育法においては、事務職員の表記は様々である。まず、連
邦法と同様に「その他の職員 sonstige Mitarbeiter」と表記する州（バーデン＝ヴュルテンベルク
州、バイエルン州、ベルリン、ブランデンブルク州、ブレーメン、ザクセン＝アンハルト州、テュー
リンゲン州）、「（教員等）以外の職員 weitere Mitarbeiter」と表記する州（メクレンブルク＝フォ
アポンメル州、ノルトライン＝ヴェストファーレン州）、「非学術系職員 nichtwissenschaftliche Mit
arbeiter」と表記する州（ラインラント＝プファルツ州、ザクセン州、ザールラント州）など、教員
以外の職員として位置付ける表記がある。一方で、事務職員の職種を具体的に明示する州もある。ヘ
ッセン州では「事務系及び技術系職員 Mitarbeiter aus den Bereichen Verwaltung und Technik (admi
nistrativ-technische Mitglieder)」、ハンブルクでは「技術系、図書系、事務系職員 Technisches, Bibli
otheks- und Verwaltungspersonak」、ニーダーザクセン州では「技術系、事務系職員 Mitarbeiter in
Technik und Verwaltung」と表記している。

2

他に、「Hochschullehrer 教員」「Studierende 学生」「akademische Mitarbeiter 学術系職員（助手及び副手等）」が規定されている

（金子 2015）
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しかしながら、各州立大学がホームページ等で公表する資料における表記は、属する州の高等教育
法の表記に必ずしも従っていない。本稿で取り上げるアーヘン工科大学（ノルトライン＝ヴェストフ
ァーレン州）は「非学術系職員 nichtwissenschaftliche Mitarbeiter/innen」、シュトゥットガルト大
学（バーデン＝ヴュルテンベルク州）は「事務系及び図書系 Verwaltung und Bibliothek」、テュー
ビンゲン大学（バーデン＝ヴュルテンベルク州）は「非学術系職員 nichtwissenschaftliches Angestell
te」という表記を用いており、いずれもそれぞれの大学が属する州の高等教育法の表記と異なってい
る。
いずれの表記においても共通する点は、事務職員を「教員以外」又は「非学術系」として位置付け
ている点である。本稿において取り扱う「事務職員」、つまり日本の国立大学の事務職員に相当する
職員は、その中でも「事務系 Verwaltung」に区分される職員である。
なお、ドイツの大学の事務職員には、日本の国立大学にみられるような組織的な人事異動はない。
インタビュイーたちは、事務職員が長期的なプロジェクトや業務計画に主体的に関与するにあたり、
人事異動がないことはメリットであると言う。他方、人事異動がないということは、本人が部署を変
える意思がない限り、同じ人物が一つの業務を担当し続けることを意味する。インタビュイーの一人
は、このことのデメリットとして、「問題のある人でも、ずっと同じ業務を続けることになる」と呟
いていた。

４．日本の事務職員の役割
ここでは、日本における事務職員の役割を再確認するため、また、次章で扱うドイツの事務系職員
の役割と比較するため、東北大学の交換留学実施体制および事務職員が担当する業務について紹介す
る。
（概観）
東北大学そのものについて、ここで詳細に述べることはしないが、後述するドイツの大学との比較
のため、大学の規模を示すデータのみ触れておきたい。東北大学は、学生数が 16,482 人（学部生:10,
030 人、大学院生:6,452 人）3 、教員数が 3,156 人、事務・技術職員等が 3,267 人 である 4。10 の学
部・研究科の、5 の大学院研究科、6 の研究所のほか、大学病院、その他研究センター等を有する。

3平成

29 年 5 月 1 日現在（東北大学 2017a）

4平成

29 年 5 月 1 日現在（東北大学 2017b）
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（教育国際交流）
東北大学は、2009 年に「大学の国際化のためのネットワーク形成推進事業」に、2012 年に「グロ
ーバル人材育成推進事業」5に、2014 には「スーパーグローバル大学創成支援事業」に採択され、大
学の研究・教育の国際化を進めてきた。
2017 年現在において、学位取得目的の留学生が 1,583 人在籍している（東北大学 2017a）。ま
た、英語のみで学位取得可能なコースを、学部レベルで 3 コース、大学院レベルで 15 コース開講し
ている。これらに加え、フランスのエコール・セントラルグループ、国立応用科学院リヨン校、スウ
ェーデンの王立工科大学、中国の清華大学とダブル・ディグリープログラムを実施している。また近
年は、スピントロニクス、環境・地球科学を始め、海外の特定の連携機関への留学を必須とする「国
際共同大学院」コースを設立している。
東北大学は、海外の 211 の機関と協定を締結している。多くの協定機関との間で、学生交流の覚書
を結んでおり、これに基づく交換留学を実施している。また、夏季及び春季休業期間中に、１ヶ月前
後の短期海外留学プログラムを実施し、毎年度 300 人以上の学生を送り出している。更に、2014 年
より、AO 入試等による入学者を対象として「入学前渡航プログラム」を開始し、海外滞在経験の提
供機会を広げている。

４．１ 派遣交換留学実施体制
東北大学では、外国人留学生の受け入れや東北大学生の海外留学に関する業務を、教員組織である
東北大学グローバルラーニングセンター（以下、「GLC」という。）と本部事務機構に属する教育・
学生支援部留学生課（以下、「留学生課」という。）が連携して担当している 6。GLC と留学生課で
は、「学位取得コースへの外国人留学生受け入れ」、「交換留学プログラムによる留学生受け入
れ」、「東北大学生の海外留学」等の業務ごとに、GLC の教員数名+留学生課職員数名からなる「ユ
ニット」というチームで執り行っている。各ユニットは、月に 1 回程度「ユニット会議」を開催し、
担当業務の進捗状況や課題を議論する。
派遣交換留学については、GLC の教員 4 人+留学生課職員 5～6 人が担当している。運営体制に課
題がないわけではないが、いわゆる教職協働の体制が確立されていることは間違いない。以下、派遣
交換留学の募集から派遣開始に至るまでの各業務について、どのように分業／協働しているかを見て
いく。
東北大学では、協定校への交換留学生の募集を年 2 回行っている。毎年 10 月に、翌年秋から交換
留学を開始する学生を募集し（一次募集）、6 月に翌年 1 月～3 月に交換留学を開始する学生を募集
する（二次募集）。

5 後に、「経済社会の発展を牽引するグローバル人材育成支援」に組み替えられた。

6

その他、各部局においても独自の留学プログラムを企画・実施する機能があるが、本稿では言及しない。

- 116 -

一次募集の開始に向けて、例年 8 月頃に、募集要項の準備を始めるとともに、必要に応じて選考要
領の見直しを行う。多くの場合、留学生課の事務職員がたたき台となる案を作成し、先述のユニット
会議において詳細に検討する形をとる。募集要項及び選考要領が確定すると、9 月下旬～10 月初旬に
募集を開始する。募集開始の告知は、留学生課から各学部・研究科への「通知」の形で行われる。こ
れは、交換留学候補者を各学部・研究科が留学生課に対して推薦する形式をとるためである。これと
同時に、GLC のツイッターを通じて学生向けの告知も行う。募集が始まると、GLC の教員は、学生
からの留学相談に対応し、学生の専門分野、希望する留学先に応じてアドバイジングを行う。また、
留学生課と GLC の共同で、交換留学説明会を開催し、交換留学制度、応募手続き、留学向け奨学金
等の情報提供を行う。
例年 10 月下旬から 11 月初旬に募集を締め切ると、まず、GLC の教員が、書類選考を行う。一人
の学生の応募書類を、2 名の教員が評価する。応募件数は概ね 60 件前後であるので、4 人で選考を行
う場合、一人当たり約 30 件を受け持つこととなる。各教員が付した評点を留学生課職員が一つの表
にまとめた後、担当教員と留学生課職員による会議により、書類選考の結果を議論する。書類選考結
果は、留学生課より各学部・研究科に通知されるとともに、各学生にも直接知らされる。例年 11 月
中旬頃から、面接選考を実施する。面接の担当は、主に GLC の教員が担当するが、各学部・研究科
の留学担当教員に協力を依頼することもある。留学生課職員が面接官を担当することはない。
面接選考を終えると、GLC 教員と留学生課職員による会議により、最終的な選考結果を案出す
る。選考結果は、学生派遣を所掌する全学レベル委員会の承認を以て確定し、留学生課から各学部・
研究科及び応募学生に通知される。また、派遣先となる協定校への連絡は留学生課職員が担当する。
選考後、各学生の留学開始までに、3 度の「派遣前オリエンテーション」を実施する。これらのオ
リエンテーションにおいて、留学に向けた学習計画（専門分野、語学等）については GLC 教員が、
事務手続きや奨学金情報については留学生課職員がスピーカーを務める。
以上が、一次募集に関する業務である。二次募集は、規模は小さい（応募件数は 20 件前後）が、
ほぼ同様の作業を繰り返す形となる。
以上のとおり、東北大学の交換留学募集関連の業務においては、学生の学習内容、学生の評価等に
関わる側面は GLC 教員が担当し、募集要項・各種通知等の文書の作成、各種奨学金等の制度のとり
まとめ等は留学生課職員が担当する。
東北大学の交換留学関連業務における教職協働のあり方は、一見すると、井下（2015）が「従来
の教職分担」と位置付けたような、教育・研究に関する業務は教員が担当し、これを「補佐し支援す
る」形で、事務管理運営業務を留学生課職員が担当しているように見える。しかしながら、交換留学
という制度を恒常的に見直しつつ、調整・改善を行うために、留学生課職員が果たす役割は小さくな
い。また、ユニット会議は、教員のみが発言する場では決してなく、留学生課職員も事業の当事者と
して議論に加わっている。
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５．ドイツの事務職員の役割
本章では、ドイツの３つの大学における日本への交換留学担当者へのインタビューに基づき、それ
ぞれの大学における事務職員の役割について述べる。

５．１ シュトゥットガルト大学（Universität Stuttgart）
（概観）
シュトゥットガルト大学は、シュトゥットガルト市に 1829 年に創設された州立の総合大学であ
る。同市はドイツ南西部のバーデン・ヴュルテン州の州都であり、人口約 62 万人を擁する、ドイツ
有数の大都市である。また、シュトゥットガルトは、ボッシュ、ダイムラー、ポルシェ、IMB ドイ
ツが本社を構えるヨーロッパ有数の工業都市でもある。
シュトゥットガルト大学は、学生数約 27,000 人（学部生約 15,000 人、大学院生約 12,000 人）を
有する（University of Stuttgart 2017:4）。教員 3,438 人、技術職員 938 人、事務系及び図書系職員
819 人が働いている。10 の学部 7が置かれており、特に工学及び建築学分野に強みを持ち、ドイツの
優れた工科大学連合である「TU9 German Institutes of Technology e. V.（以下、「TU9」とい
う。）」8 に加盟している。これまでに「シミュレーションテクノロジークラスター」と「先進製造
工学大学院」の 2 つのエクセレンス・イニシアティブ 9が採択されていることからも、工学分野に秀
でていることがうかがえる。
（教育国際交流）
シュトゥットガルト大学には、約 5,500 人の留学生が在籍している。世界中の 500 以上の機関と協
定を結んでおり、ヨーロッパ地域を中心に交換留学も盛んにおこなわれている。外国人留学生向けの

7

建築・都市計画学部、土木・環境工学部、化学部、エネルギー・プロセス・バイオ工学部、コンピューター科学・電気工学・情報技

術学部、航空工学部、デザイン・生産・自動車工学部、数学・物理学部、人文学部、経営学部。
8 シュトゥットガルト大学の他に、アーヘン工科大学、ベルリン工科大学、ブラウンシュヴァイク工科大学、ダルムシュタット工科大

学、ドレスデン工科大学、ハノーファー大学、カールスルーエ大学、ミュンヘン工科大学が名を連ねる。ドイツの全大学への外部資金
のうち、約 4 分の 1 を TU9 の大学が獲得しているという。また、ドイツにおける工学分野の博士学位の半数以上を TU9 が授与してい
る（日本学術振興会ボン研究連絡センター編 2016:4）。
9

エクセレンス・イニシアティブは、2005 年に始まった研究機関助成制度である。ドイツにおける卓越した研究を強化することと、国

際競争力を改善することが目的である（永野 2016:47）。公募や審査は、ドイツ学術振興協会が担っている（Deutsche Forschungsgemeinschaft 2017）。どの大学でも、大学紹介において、エクセレンス・イニシアティブの採択件数、採択分野が言及されることか
ら、ドイツにおいては、エクセレンス・イニシアティブに採択されていることが、大学の研究力や強みとなる分野を示す指標と考えら
れていることがうかがえる。
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プログラムとして、工学・建築学、自然科学・数学、言語・文化科学において英語のみによる学位
（修士）取得プログラムを実施している。
シュトゥットガルト大学の国際交流関係業務を担うのは、同大学の国際センター（International Z
entrum。以下「IZ」という。）である。IZ には国際教育サービス課（Department of International E
ducation Services）、留学課（Department of Study Abroad）、異文化間教育課（Department of Inte
rcultural Training）の 3 つの部署がある。それぞれ、外国人学生の受入れ業務、シュトゥットガルト
大学生の海外派遣業務、外国人学生向けドイツ語コースに関する業務を所掌している。職員数は合計
35 名で、全て事務職員である。
（交換留学における事務職員の業務）
日本への交換留学を担当する A 氏は、IZ の留学課に所属する事務職員である。民間の財団での勤
務を経て 3 年前にシュトゥットガルト大学に採用された。現在は、シュトゥットガルト大学の学生を
アジア地域とロシアの協定校に派遣する交換留学を担当している。アジア担当であることから、交換
留学に加えて「TU9-インド工科大学マンディ校連携プログラム」も担当している。
A 氏は、シュトゥットガルト大学における派遣交換留学の募集を、冬セメスターが始まる 10 月に
開始する。応募締め切りは毎年 12 月 1 日に設定するという。締め切りまでの間に、A 氏は「一般説
明会」を開催し、担当地域であるアジアの各国について、学生たちに情報提供を行う。学生の専門分
野に応じて特定の国の特定の大学を勧めることまではしておらず、あくまで各国の一般的な情報の提
供のみを行う。この一般説明会の後に、個別相談会を開催する。この個別相談会において、交換留学
を検討している各学生の関心や、シュトゥットガルト大学内での学習状況について把握する。
12 月に募集を締め切ると、IZ のウェブサイトを通じて提出された書類にもとづいて選考を行う。
選考は、A 氏だけではなく、IZ の他の職員や同大学の教員も加えた会議の形で行われる。東北大学
と異なり、面接選考は行わない。A 氏によれば、先述の個別相談会において応募学生の人物について
は理解できているため、面接選考は必要ないのである。
派遣交換留学生の選考が終わると、選考を通過した同大学の学生が行き先となる協定校に申請を行
う。東北大学のように、各協定校の事務担当者が申請手続きを行う必要がある場合には、A 氏がこれ
を行っている。
学生たちが協定校への交換留学に出発すると、A 氏が連絡を取り合うことはほとんどないという。
交換留学中のトラブルなどの相談には応じないのかと聞いたところ、「うちの学生は自律しているか
ら大丈夫。何かあったら、同じ国に留学している学生同士で助け合っているようだ。」とのことであ
った。学生たちが交換留学から戻ると、レポートの提出を受ける。説明会において、交換留学の体験
談を紹介してもらうなど、協力を依頼することもあるという。
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５．２ アーヘン工科大学（Rheinisch-Westfälische Technische Hochschu
le Aachen）
（概観）
アーヘン工科大学は、アーヘン市に 1870 年に創設された州立の工科大学である。同市は中西部の
ノルトライン=ヴェストファーレン州に位置し、人口約 25 万人を擁する。
アーヘン工科大学大学は、学生数約 45,000 人（学部生約 25,000 人、大学院生約 17,000 人、その
他教職コース等約 3,000 人）を有する（RWTH Aachen University 2017a:3）。2016 年 12 月 31 日
現在において、教授 540 人、教授以外の研究系職員（Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter）2,715 人、非学術系職員 1,976 人を数える（RWTH Aachen University 2017b:25）。工学系分
野を中心とする 9 つの学部 10 が設置されている。ドイツ国内有数の工科大学であり、これまでに 4
つのエクセレンス・イニシアティブが採択されている。また、シュトゥットガルト大学と同様に、T
U9 に加盟している。
（教育国際交流）
アーヘン工科大学には、約 9 ,600 人の留学生が在籍している。世界中の 563 の機関と協定を結ん
でいる（そのうち、122 が大学間協定である。日本の機関との協定は 11 ある。）。外国人留学生向
けのプログラムとして、生体医工学、通信工学、電力工学、メディア情報学、金属工学、ソフトウェ
アシステム工学の分野において英語のみによる学位（修士）取得プログラムを提供している。また、
清華大学（中国）とのダブル・ディグリープログラム、スイス連邦工科大学チューリッヒ校（スイ
ス）、デルフト大学（オランダ）、チャルマース大学（スウェーデン）とのジョイント・ディグリー
プログラムを実施している。その他、T.I.M.E. 11の枠組みを通じて、日本の慶応大学を含む 9 つの大
学とダブル・ディグリープログラムを行っている。
アーヘン工科大学の国際交流関係業務を担うのは、同大学の国際部（Internationale Hochschulbezi
ehungen）である。国際部には、学位取得コースに所属する外国人学生に関する業務を所掌する 1 課
（Abteilung 1）、協定校からの交換留学生受け入れに関する業務を所掌する 2 課（Abteilung 2）、
そして、アーヘン工科大学の学生を海外に送り出す業務を所掌する 3 課（Abteilung 3）の 3 つの部
署が設置されている。職員数は合計 40 名で、全て事務職員である。加えて、学生アシスタントを雇
用している。学生アシスタントを経て、正職員となるケースもあるという。

10

建築学部、数学・コンピューター科学・自然科学部、医学部、経営・経済学部、人文学部、土木工学部、機械工学部、地球資源・材

料工学部、電気工学・IT 学部である。
11

T.I.M.E.（Top Industrial Managers for Europe）は、ヨーロッパの主要な理工系大学における修士・博士課程におけるダブル・ディ

グリープログラムを通じ、優秀なエンジニアを養成することを目的とする地域型のコンソーシアムである。ヨーロッパ以外の地域から
の加盟を認められており、日本からは、東北大学、慶應義塾大学及び同志社大学が加盟している。
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（交換留学における事務職員の業務）
日本への交換留学を担当する B 氏は、国際部 3 課に所属する事務職員である。B 氏は、同業務を
担当していた職員がサバティカル制度を利用するにあたり、2017 年に代替要員としてアーヘン工科
大学に採用された。現在は、アジア地域及びアフリカ地域の協定校に派遣する交換留学を担当してい
る。また、同課では、各国との連携を戦略的に進めるために、「カントリー・スペシャリスト」とい
う役割を設けており、B 氏は中国、韓国、インド、日本の「カントリー・スペシャリスト」を担って
いる。B 氏の任期は 2018 年 5 月末までとのことだが、引き続きアーヘン工科大学にて仕事を続ける
ことを希望している。
アーヘン工科大学では、派遣交換留学の募集は毎年秋に開始される。募集は、国際部の Facebook
を通じて告知される 12 。募集を開始すると、B 氏のような交換留学担当の事務職員は、交換留学に関
心を持つ学生に対する「留学アドバイジング」を引き受ける。加えて、グループ・アドバイジング・
セッションという留学説明会を開催し、世界各地域への留学についての情報提供を行う。さらに、G
o Abroad Speed-Dating というイベントにて、過去の交換留学経験者の体験談を紹介している。
交換留学への応募は 12 月に締め切る。応募書類には、志望する留学先、志望動機、現在の学習状
況等が記入されており、これに基づいて書類選考を行う。書類選考は、B 氏が一人で担当する。日本
への交換留学希望者は、例年 160 人ほどになるという。160 件の応募書類を一人で評価するのは大き
な負担になるように思われ、東北大学では教員が数人がかりで審査している旨を伝えると、審査担当
者間で評価基準が一致しないことをむしろ懸念していた。書類選考の後に、１月下旬に、選考会議に
より選考結果を確定する。この会議には、各国の状況に詳しい教員（日本への交換留学については、
日本人の教授）も出席する。シュトゥットガルト大学と同様に、面接選考は行なわない。160 人ほど
の応募者を、日本の各協定校との覚書にもとづき、30 人ほどに絞ることになる。
以上のように、アーヘン工科大学においても、交換留学関係業務のほぼ全てを事務職員が担ってい
る。なお、上記国際部は、全学レベルの交換留学を所掌しているが、部局レベルの交換留学について
は、各部局の担当者が対応する。中小規模の部局については、担当者が事務職員ではなく教員の場合
もあるという。また、部局レベルでは、留学の行き先について、学生の専門に合わせてどこどこの協
定校を勧める、という対応が可能な事務職員もいるという。事務職員の専門性の高さがうかがえる。

５．３ テュービンゲン大学 （Eberhard-Karls-Universität Tübingen）
（概観）
エバーハルト・カール大学テュービンゲン（以下、「テュービンゲン大学」という。）は、1447
年に当時のヴュルテンベルク伯領テュービンゲンに創設された。現在のテュービンゲン市は、バーデ
ン・ヴュルテンベルク州に属する、人口約 9 万人の中規模都市である。テュービンゲン大学の学生数
が約 28,000 人、教職員数が約 16,000 人（大学病院含む）であるので、市の人口の半分近くが同大学
12

国際部では、各種案内に Facebook を駆使している。英語による投稿を基本としており、重要な案内についてはドイツ語も併記して

いる。
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の関係者である。テュービンゲンは、「政治的な中心でも、司教の居住地でも、商業的な要衝でもな
かった」（Bode, Becker and Klofat (Eds.) 1996: 245）が、テュービンゲン大学を擁する大学都市とし
て栄えてきた。
テュービンゲン大学は、学生数は先述のとおりであるが、そのうち学部生が約 21,000 人、大学院
生が約 7,000 人である。教授 517 人、その他研究系職員（wissenschaftliche Angestellte）4,657 人、
非学術系職員数（技術系職員を含む）2,238 人である。これに加えて、大学病院の職員が 9,270 人い
る。7 つの学部 13 を有し、特に神学、人文学、医学が強みである。これまでに、神経科学分野のエク
セレンス・クラスターをはじめ、３つのエクセレンス・イニシアティブに採択されている（Eberhar
d-Karls-Universität Tübingen 2017a）。
（教育国際交流）
テュービンゲン大学は、ヨーロッパ内の 318 機関、ヨーロッパ外の 140 の機関と協定を締結して
おり、交換留学を実施している。また、日本学科が京都の同志社大学に、韓国学科がソウルの高麗大
学に、中国学科が北京にそれぞれ事務所を有し、それぞれの学科における学部課程の一環として、そ
れぞれの国への短期留学プログラムを実施している。
（交換留学における事務系職員の業務）
ここでは、シュトゥットガルト大学やアーヘン工科大学と全く異なる例として、テュービンゲン大
学の日本への交換留学実施体制について取り上げる。
テュービンゲン大学は人文学部のアジア地域文化研究所に日本学科を持つ。日本学科は、京都の同
志社大学キャンパス内に「テュービンゲン大学同志社日本語センター」を有し、日本学科の学部課程
の一環として学生を短期留学に送り出している。このことから、学生の日本への送り出しと協定校と
の結びつきに強みのある日本学科が、日本学科以外の学生も含めて、日本への交換留学関連業務全般
を引き受けている。業務を担当するのは、日本学科の教員である。
日本への交換留学生の募集業務、学内説明会、留学相談、応募書類の受付、学内選考の一切を日本
学科の教員が担当しているという。書類選考の後、学科内の選考委員会で選考結果を確定する。人気
のある協定校への応募が派遣枠数より多い場合には、同委員会において行き先の調整を行う。学内選
考まで終えると、全学的な事務組織である留学課に選考結果を伝える。ここから先の業務—協定校へ
の連絡等—は、留学課が請け負う。なお、日本以外では韓国への交換留学は韓国学科が担当している
が、その他の国への交換留学については、募集から選考までの過程の全てを留学課で所掌していると
いう。
このように、テュービンゲン大学では、日本への交換留学については、日本の協定校との結びつき
の強い日本学科で担当し、関連業務は教員が同学科の教員が行なっているのである。

13

プロテスタント神学部、カトリック神学部、法学部、医学部、人文学部、経済・社会科学部、数学・自然科学部。
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６．結び
これまで、第 2 章においては、日本の大学の事務職員とは、従来は教育・研究を支援する黒子的な
役割を担ってきたが、より主体的・積極的に大学の事業に参画することが求められており、そのため
に事務職員の専門性の向上や能力開発の必要性や方法が議論されてきていることを確認した。第 3 章
では、ドイツの大学の事務職員の位置づけを検討するとともに、日本の大学の事務職員のように人事
異動を頻繁に繰り返す制度がないことを確認した。第 4 章では、日本の大学の事務職員の役割の具体
例として、東北大学留学生課における派遣交換留学体制について述べた。第 5 章では、ドイツの大学
の例として、シュトゥットガルト大学、アーヘン工科大学、テュービンゲン大学の派遣交換留学実施
体制をインタビューにより得られた情報に基づき記述した。
ドイツの大学の交換留学関連業務は、そのほとんどを事務職員が担っている。留学アドバイジング
や交換留学応募者の選考など、学生への直接的な指導に該当する部分―東北大学においては教員が担
当する部分―についても、ドイツでは事務職員が担当している例がみられた。また、テュービンゲン
大学のように、特定の国と特に強いつながりを有する部署／個人がいる場合には、その部署／個人が
当該国への交換留学業務を請け負うこともある。当該業務への深い理解（専門性）を持つ者が担当し
ていることがうかがえる。事務職員が専門性を有するがゆえに、教員の関与は部分的なものに過ぎな
くても業務が成り立つのである。換言すれば、シュトゥットガルト大学やアーヘン工科大学では、交
換留学に関して、事務職員が教員から自律していると言える。また、事務職員の人事異動がないた
め、協定校等の継続的な議論を担うこともできる。
翻って、日本における状況はどうか。東北大学では、教員と事務職員が協働で業務にあたってい
る。学生の選考や留学アドバイジングは教員が担当し、事務職員は基本的には交換留学制度の管理、
事務手続きを所掌している。
東北大学とドイツの 3 大学における事務職員の役割を比較して、どの在り方が一番優れているとい
うことはできない。シュトゥットガルト大学やアーヘン工科大学の事務職員が担っている役割につい
て、専門性という点では、東北大学でも、事務職員のみでも必ずしも担い得ないものではないと感じ
る。ただし、人事異動のある事務職員のみでは継続性を確保することが難しい。その点で、東北大学
における教職協働は、教員の有する教育・研究に関する専門性のみならず、組織の事業や協定校との
関係性に継続性をもたらしていると言えるかもしれない。また、教育・研究に関する学生へのアドバ
イスや指導については、事務職員のみが担っているシュトゥットガルト大学やアーヘン工科大学と比
べて、教職協働体制の方が充実していると思われる。
こういった点から、現在東北大学が採用している教職協働体制は、ある程度よく機能していると言
えるだろう（もちろん、膨大な事務作業をより効率的にこなす必要があるなど、改善されるべき点は
少なくない）。
ただし、東北大学が現在の教職協働体制を採ることができた背景として、今、大学が国際化に注力
している時期だということは考慮すべきであろう。教職協働体制とは、大学の事業を進める一つの方
法として選択肢に含まれるべきであろうが、教員は教育・研究以外の仕事を担うことになり、また、
教員・事務職員で構成される組織の意思決定のプロセス（会議、委員会）の実施には、双方にある程
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度の負荷を加えることともなる。将来的に、国際関連事業に、現状ほど教員も事務職員も動員できな
くなったとしたら、シュトゥットガルト大学やアーヘン工科大学のように交換留学に関して深い理解
を持つ事務職員の配置を検討することが有用になるかもしれない。
最後に、「大学職員論」について、及ばずながらコメントしたい。
「お手伝い」「黒子」としてとらえられてきた事務職員の役割について「見直されている」とされ
ており、本稿でもその言葉を用いた。新たに生じた業務は確かにあり、前例にとらわれない対応が必
要になっているのは疑いない事実であろう。そのために、事務職員の専門性を高めること、能力開発
に取り組むこと、教職協働あるいは効果的な役割分担の体制を構築することが重要であるという点に
異論はない。
ただ、本当に事務職員の役割は「見直されている」だろうか。「これからの事務職員」ついて様々
に論じられているが、その時に、「これまでの事務職員」の役割が「見直されている」というより、
単に「これからの事務職員」は「こうあるべき」という主張になっていないか。事務職員が、これま
で実際にどのような業務を担ってきたのか、「お手伝い」「黒子」の役割が、大学を運営・維持する
ためにどのように機能してきたか（「お手伝い」の機能が過小評価されていないか）について今一度
実証的に検討する作業が必要なのではないか。
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