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１． はじめに
「大学のグローバル化は、事務職員のグローバル化から」
独立行政法人日本学術振興会（JSPS）では、大学等の職員を対象として、国際交流に関する
幅広い見識と高度な実務能力を有する専門的な職員の養成を目的とした「国際学術交流研修」を
行っている 1。受講者は「国際協力員」として、JSPS 東京本部における国際学術交流の実務研
修（1 年間）及び JSPS 海外研究連絡センターにおける海外実務研修（1 年間）を受講する。
本研修は、大学のグローバル化に貢献する事務職員を育てると謳っている。私が本研修に応募
したきっかけは、神戸大学において国際部に配属され、大学の「国際化／グローバル化」の渦中
にありながら、自分の中で国際化の明確なビジョンも、貢献できるだけの知識も経験もなく、大
きな壁にぶつかって、この現状を打破したいと考えたからだ。大学の国際化の実態と神戸大学に
最適な「国際化」の方法を学びたい、一度外から神戸大学を客観的に見てみたいと強く思ってい
た。
２０１６年度の国際学術交流研修には全国の１４大学から総勢１６名の事務職員が参加した。
それぞれ大学ごとに異なるミッションを背負い、JSPS 東京本部の国際事業部で１年間、国際事
業の実務を学んだ後、世界８カ所に展開する海外研究連絡センターへ配属された。私は東京本部
において国際事業部人物交流課に配属され、主に外国人招へい事業を担当させてもらい、２０１
７年４月からは、山下邦明センター長が率いるバンコク研究連絡センターに配属されることとな
った。本報告書では、２年間の国際学術交流研修を通して、最も考えさせられた「大学の国際
化」について、実務経験から見えてきた国際化の実態と、タイでの国際業務及び今後取り組んで
行きたいこと等について紹介をしたい。

２． 大学の国際化・グローバル化とは
大学の国際化は今や必須である。しかし、なぜ大学は国際化・グローバル化をしないといけな
いのか。背景には日本の少子化による大学入学者数の減少があり、大学の国際化により世界各国
からの留学生を増やし、国際競争力を高めなければ日本の大学は生き残っていけない、と言われ
ている。一方で、日本政府からの運営交付金は毎年削減される傾向にあり、スーパーグローバル
のような競争資金を獲得するか、留学生の納める授業料をあてにしなければ、今後は運営もまま
ならなくなる。つまり、大学の存続のために国際化が必須であるということである。
文部科学省によると、大学の国際化の意義は、以下のようなものである 2。

1 国際学術交流研修の概要
2 大学の国際化と地域貢献,文部科学省白書 2008
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国際社会が直面する課題の解決に大学の創造する知を役立て、世界に貢献することにつながるもの
であり、このような大学の在り方が２１世紀の我が国大学の目指すべき方向性の一つである
国の内外を問わず優秀な学生と教員が集まり、国際的なレベルの教育研究を行うことにより、大学
の国際競争力を高めるとともに、国内外の社会に貢献することが求められている
グローバル化の急速な進展は、大学において、国際的に活躍できる能力を身に付けた日本人を育成
する必要性を以前にも増して高めている
環境問題を始めとする地球規模の課題に対し、「知の拠点」として、大学を挙げて国際的に協働し
て取り組むため、国際的な大学ネットワークを作って対応する

また、日本政府が平成２０年に制定した「留学生３０万人計画」等の外国人留学生の誘致政策
や、平成２６年に公募を開始した「スーパーグローバル大学創生支援事業」等のグローバル人材
育成の考え方が普及するにつれ、大学はいかに「国際化」が進んでいるか、数値によって評価さ
れるようになり、そのスピードをますます加速しなければいけない事態に陥っている。
スーパーグローバル大学創生支援事業では、主な成果指標として、①留学生派遣数 ②外国人
留学生受け入れ数 ③外国人教員数 ④英語による授業数 ⑤海外提携校数 ⑥TOEFL 目標ス
コア等を用いているが、これらの指標を用いて数値化したところで、大学によって規模や状況等
の条件が全く異なっているため、大学の「国際化」を正確に評価できているかは疑問である。
JSPS は平成２７年３月に大学の国際化のためのネットワーク形成推進事業として、学生アン
ケートを実施し、調査結果を集計している 3。詳細は割愛するが、アンケートの問いの中に「英
語による授業のみで学位が取得できるコース」について、不十分な点・改善点等を回答させてい
るが、その回答の中に現在の英語コースの問題点が多く記載されている。
・ 日本人の教授の何人かは上手く英語で会話することができるが英語が上手くない人が多い。
・ 教授は非常に優れているが、カリキュラムがあまりに古く感じされ、教授の能力がフルに活
用されていない。
・ 実行されている教授法と大学環境は、まだ非常に「伝統的な日本の大学」スタイルで、受講
した授業のほとんどは教科書由来だ。
・ 日本独自のもの、文化、考え方や国際的な考え方を学ぶことができるが、スキル、ディベー
ト力、思考能力など、実際に役に立つものを身に着けることがあまりできない。
・ 学生のレベルは非常に低い。学生をプログラムに入れるために必死に受け入れる。
・ 英語が母国語でない教授の授業の質が疑わしい場合がある。
・ 単位数は同じだが、英語による授業の内容は日本語の授業の内容ほど良くない。
・ 英語授業のみを受講した場合、日本で仕事を見つけるのは難しい
・ 日本国内での就職はやはり日本語力が必要で、英語だけでは難しいが、普段の英語での学習
も大変で、日本語を学習する余裕があまりない。
・ 国際的なプログラムではあるが、国際的には非常に狭く、アジア人ではない学生が少ない。
3 大学の国際化のためのネットワーク形成推進事業

学生アンケート調査集計結果
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また、これらの不十分な点・改善点等を踏まえてどうすべきか、という問いについても学生か
ら以下のような意見が寄せられている。
・ 英語の話せる国際的な教員を雇うか、教授を英語で授業ができるように再訓練すべきだ。
・ 授業内容が完全に英語であっても、研究室の主要な教育言語は日本語であり、研究室の会議
や議論はすべて日本語だ。交流の主な言語として英語の使用を開始すれば、留学生を向上さ
せると思う。
・ 日本の大学生が英語スキルを習得することだ。留学生と日本人学生のさらなる交流を促進
し、英語に触れさせるような対策を取って欲しい。
・ 日本で就職するなら、やはり英語より日本語の方が重要視されるため、自分の学習したもの
と就職にずれが出る。
学生アンケートの意見から、言語（英語）
・カリキュラム・日本での就職等について、改善が
必要であるということがわかる。特に英語に関する問題は大きな壁として、国際化に取り組む大
学に立ち塞がっている現実が浮かび上がってきている。
また、現状において、英語コースに在籍する留学生のほとんどがアジア人学生で占められてお
り、英語ネイティブの欧米人の数を増やそうとしても、授業内容が欧米と同等のレベルでなけれ
ば、日本の大学を選択することはないだろう。カリキュラムではなく、教育言語を変更しただけ
では国際化しているとは言えない。また、英語での高いレベルの授業が担当できる教員を揃え、
カリキュラムと教職員が本当の意味で国際化していなければ、これらの留学生の関心を引くこと
ができないだろう。

３． 大学の国際教育交流部門の現状と課題
次に大学の国際化に大きく関与している大学の国際教育交流部門の現状と課題を見ていきた
い。
通常、大学の国際教育交流部門は、主に留学生の受け入れや日本人学生の派遣、海外大学との
協定締結、国際プログラム開発、日本語教育等の業務を主に担う。中でも留学生の受け入れはど
の大学も最も力を入れており、留学生誘致の政策としては主に３つのモデルに分類される 4。こ
のモデルは、①外交・国際理解モデル ②顧客・留学立国モデル ③高度人材獲得モデルの３つ
に分類される。
①の外交・国際理解モデルは、国家規模での外交戦略の一環として、奨学金などを導入して、
世界各国のエリートたちを呼び寄せ、自国の親派を形成しようとするモデルである。従来の留学
生受入れ政策はこれにあたる。

4芦沢真五「国際化への政策課題とその趨勢

－大学国際化の 30 年を振り返る－」
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②の顧客・留学立国モデルは、留学生の授業料を自国の学生よりも高く設定し、留学生という
「顧客」に「高等教育」を販売しているモデルであり、
「商業アプローチ」と呼ぶこともある。
③の高度人材獲得モデルは、高度人材を獲得するため留学生を招致しようとするモデルであ
り、
「経済主導型」モデルと定義され、国家間の人材獲得競争を前提とし、留学生受入れ政策が
展開されている。このモデルは留学生３０万人計画の構想として準備されてきたモデルである。
神戸大学における留学生受け入れ業務においては、留学生とは主に日本語・英語でのコミュニ
ケーションを図っていたが、留学生は圧倒的にアジア出身者が多い。留学生の合計は１，２０１
名であり、その上位１０か国の内訳は表１のとおりであった（２０１７年５月１日現在）5。
エリア

国

留学生数

２０１７年５月時点でのアジアから
の留学生は、９９９名であり、留学生

1

アジア

中国

６６２

2

アジア

韓国

１０１

3

アジア

インドネシア

６０

4

アジア

ベトナム

２９

5

アジア

台湾

２８

交・国際理解モデルによる受け入れが

6

アジア

マレーシア

２４

大半を占めている。

6

ヨーロッパ

ドイツ

２４

8

北米

アメリカ

１７

9

ヨーロッパ

フランス

１５

10

ヨーロッパ

イギリス

１４

10

ヨーロッパ

イタリア

１４

表１．神戸大学留学生受け入れ実績（2017 年 5 月 1 日現在）

全体の８３．２％を占めていた。
このように所属大学における留学生
の８割がアジアからの学生であり、３
つのモデルで言うと、やはり①の外

今後、②顧客・留学立国モデル、③高
度人材獲得モデルを積極的に展開して
いくことが、より国際化につながると
考えられるが、日本の大学の現状とし
て、海外の優秀な留学生に留学先とし
て選択してもらい、日本人よりも高い
授業料を払ってもらえるだけの、満足

の行く教育カリキュラム・受け入れ体勢を十分に整えていると言えるのだろうか。これら①～③
のモデルを真に理解し、留学生獲得のため戦略的に企画を立案し、組織的な人員配置を敷いてい
る大学が一体どれだけあるだろうか。
人員配置について言うと、国際教育交流部門に配属される一般職員は、TOEIC 等の英語の試
験の点数が高い、海外留学の経験がある等の理由で、本人の希望や適正に関係なく異動を命じさ
れることが多い。また、英語が堪能な非常勤の職員が内部で採用されて常勤職員となり、その後
は専門職として異動することなく国際教育交流部門に留まるケースがみられる。
他部署と業務内容がオーバーラップすることの多い留学生支援業務においては、お互いの業務
に対する理解不足や業務範囲を巡っての責任の押し付け合い等の衝突も多く、国際化の煽りを受
け、国際教育交流業務の負担が増える一方であるが、予算には制限があり人材は増やせず、どの
部署も疲弊しているのが現状である。
また、新しい国際プログラム等を立ち上げる際には、プログラムを運営するコーディネータと
して、外部から新規に人材を登用することが多いため、大学の組織風土や内部事情に精通してお

5 神戸大学概欄 2017
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らず、大学内で協力を求めにくい。そのため、横の連携が取りにくく、協力体制を得られにくい
ことが多いように思う。
なお管理職にある幹部職員についても、大学の国際化に対する明確なビジョンを持ち、それを
部内・課内だけでなく、各学部・大学院の教務担当者等の関係部署に国際教育交流業務の必要性
について十分に説明ができているのだろうか。急速な国際化に対応するためには、業務のスピー
ド化は必須であるにも関わらず、決定するのに非常に時間を要し、以前からの慣習や体質、前例
を変えようとしていないのではないだろうか。また、外部、特に諸外国に対する広報や情報発信
力を重要視せず、大学や国際プログラムの魅力について十分に情報発信できていないことに対し
て、危機感を持っていると言えるのだろうか。
国際教育交流業務には、高度な外国語運用能力、国際プロトコル、海外の大学・教育制度、出
入国管理実務、異文化コミュニケーション、カウンセリング等の専門知識・能力が要求されてい
る 6。しかし、我々一般の大学職員が、これらの高度な専門能力・知識を十分に有しているとは
言い難く、国際化のための課題は山積みであり、対応しきれていないのが現状である。
実際に私も国際部で２年ほど国際教育交流業務に携わっていたが、留学生受け入れのモデルも
意識したことがなく、留学生の出身国の情報にも精通しているとは言い難く、ただ目の前の業務
に忙殺され、国際化が本当に大学にとって必要なのか、と日々自問自答を繰り返していた。
そんな時に、JSPS の「国際学術交流研修」に応募する機会を得た。実際国際業務に携わり、
うまくマネジメントができず、今すぐにでも解決方法が知りたかった私にとっては、救いの手に
思えた。本研修での経験や人的交流が、今後所属大学に帰任した際に非常に役に立つと考えてお
り、微力ではあるが本当の意味での大学の「国際化」に少しでも貢献したいとの思いで、本研修
への参加を希望した。

４． 日本の大学・研究者にとって「タイ」とは
JSPS 東京本部で１年間、国際業務に携わった後、２０１７年４月から、JSPS 海外研究連絡
センターの１つである、
「バンコク研究連絡センター」に赴任した。
タイは日本から５時間足らずで来ることが出来、また東南アジア各国に３時間以内で行くこと
ができる。今や日系企業のタイ進出は５，０００社を超え、日本人は７万人以上が滞在してお
り、タイは日本の企業・大学・研究機関等の東南アジア進出のための一大拠点となっている。
現在、タイには日本の大学の現地事務所が約５０設置されており、大学の国際化のためにタイ
だけでなく、東南アジア各地へとその活動を展開している。これらの事務所管の情報交換、活動
の相互連携、現地に勤務する教職員の親睦を図るために、２０１５年に在タイ大学連絡会
（Japanese Universities’Network in Thailand (JUNThai)）が立ち上がった。その目的は以
下のとおりである。

6

孫福弘,「経験的 SD 論」
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（１）タイと日本の大学の学術交流などの相互協力における諸課題や喫緊の課題に対する情報
交換・共有
（２）タイの大学等学術機関の動向や活動について学ぶ機会を得ること
（３）現地における教職員の親睦と豊かで充実した生活を送るための交流
（４）大学間における相互の連携や協力
（５）学生交流や留学生の募集に関する情報交換
（６）タイ国内の大学等に対する日本の大学の連絡先案内
JSPS バンコク研究連絡センターも、JUNThai にはオブザーバーとして名を連ねており、ま
た大学の国際化の支援が業務の１つとして位置づけられているため、これら現地に事務所を持つ
大学の紹介を以下のとおり行った。
２０１７年８月１８日、タイ
科学技術省（MOST）及びタイ
国立博物館が毎年主催している
タイ科学技術博覧会 2017
（National Science and
Technology Fair 2017）に参加
し、当センターも毎年日本パビ
リオン内において、JSPS 国際
交流事業の紹介とともに、タイ
に事務所を設置する日本の大学
等教育関係機関のポスターを掲
示した。（写真１）
また、２０１７年８月２３日・
写真１．タイ科学技術博覧会 2017

２４日にわたり、タイ学術会議

（NRCT）が２００９年より毎年開催している科学博 「Thailand Research Expo」期間中の特
別シンポジウムとして JSPS、NRCT に加え JAAT（JSPS タイ同窓会）の３機関合同で日タイ
修好１３０周年を記念して「日本とタイの学術並びに科学技術交流・連携のあるべき姿を求め
て」をテーマに「JAPAN Days」を開催した。
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Expo 会場では、タイに事務所
を設置する日本の大学等教育関
係機関のポスターを掲示した
（写真２）
。
またこれらの日本の大学は、タ
イの高校生・大学生に対して、
タイの各地において、積極的に
大学説明会や留学フェアを開催
している。留学フェアについて
は、在タイ日本国大使館と日本
学生支援機構（JASSO）が協力
して、バンコク市内だけでな
写真 2. Thailand Research Expo

く、チェンマイ等の地方において

も、大規模な留学フェアを開催している。このことからもいかに日本の大学が、タイの学生を日
本に呼び込もうとしているかがよくわかる。
留学先の日本の強みとしては、以下の４点がある 7。
① 高等教育のレベルが発展途上国と比較して総じて高いこと。
② 金銭的負担がほかの先進国への留学に比べて軽いこと。
③ 卒業後に日本で就職できること。
④ 日常生活を送るうえでの環境が整っていること。
しかしながら、一方で日本の留学先の弱みとして、まっさきに挙げられるのが「言語」の問題
である。また、日本の大学の国際的な評価が総じて低いことも弱みとして指摘している。そのほ
か、金銭面・住居面等の問題もある。
日本の大学としては、上記の①～④をアピールしつつ、弱みである言語や国際的評価の問題を
どうカバーして、留学生を呼び込んでいくのか、ということがより国際化を進めるにあたっての
鍵となるだろう。
また、タイ政府も海外の高等教育機関のタイ進出を歓迎する動きを見せている。タイの経済政
策モデルである「タイランド４．０」においては、教育支援はもっとも力を入れている分野の１
つであり、タイ教育省によると、タイの特別経済地域（SEZ）やタイ東部経済回廊（EEC）にお
いて、海外の高等教育機関が、サテライトキャンパスを設置し、活動することを奨励しており、
アメリカのアイビーリーグやイギリスの有力大学、そして日本の大学が候補として挙げられてい
る 8。すでに台湾の国立台湾大学、米国のカーネギーメロン大学等の海外トップ校がタイにキャ
ンパスを設置すべく、申請を開始している 9。
7 岩崎薫里 日本に置ける外国人留学生誘致策-高度外国人材受け入れの観点から
8 Govt wants to fast-track satellite campus at SEZs, Bangkok Post 紙
9 Two Foreign universities apply to set up campuses, Bangkok Post 紙,
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このようにタイは日本の大学の進出を歓迎しており、また日本の大学もタイの優秀な学生を日
本に呼び込みたいと考えており、両者の目論見は一致しているように思える。
しかし、実際のところ、タイの学生・研究者は日本に留学することを一体どのように考えている
のだろうか。

５． タイ人学生の日本留学とその支援
前述したとおり、日本の大学はアジアからの留学生が上位を占めており、タイと日本において
は学生・研究交流が活発に行われている。

参考までに、神戸大学での学術交流協定の締結状況 10（２０１７年５月１日現在）であるが、
アジアにおいては、大学間協定７６機関、部局間協定１１１機関と、他の地域よりも多い。タイ
においては、大学間協定は、タマサート大学、マヒドン大学、ラジャモンコン工科大学タンヤブ
リ校の３校と、部局間協定は、カセサート大学、チュラロンコン大学、チェンマイ大学等の８大
学・機関と締結している。タイから日本へ留学している学生は、学部生２名、大学院生２名、研
究留学生等８名の計１２名であった。同じ東南アジアからの留学生（インドネシア６０名、ベト
ナム２９名、マレーシア２４名）と比較すると、その数は意外と少ないのが見て取れる。
また留学後のネットワークとしては、神戸大学の卒業生による同窓会「タイ神戸大学同窓会」
は２００９年８月に発足しており、日本人・タイ人卒業生の交流の場となっており、国際交流プ
ログラムやインターン・シップ等の受け入れの際には、元留学生のネットワークにより支援して
いただいている。

10 神戸大学概欄 2017
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タイの大学においても、国際競争力を高めることが課題と言われている。それは２０１５年の
ASEAN 経済共同体（AEC）の発足により、ASEAN 域内の学生の流動性が高まり、より質の高
い教育を提供する大学に学生が集まるようになると言われているからだ 11。
タイ人学生が日本に留学する際の支援の１つとして、日本政府奨学金留学生制度があり、毎年
たくさんの学生がこの奨学金の申請を希望している。在タイ国日本大使館の発表によると、創設
された１９５４年から約３，０００名のタイ人学生が国費留学生として日本で学んでいる。
希望をする学部・研究科としては、大学院レベルではビジネス・工学系への応募が多く、学部
レベルでは医学・自然科学系への応募が多い。２０１７年度の応募は、約１，４００名であり、
学部留学生が約７３０名と半数以上を占めていた。
２０１７年９月２日、３日には、それぞれチェンマイ、バンコクにおいて「JASSO 日本留学
フェア（タイ）
」が開催されたが、来場者数はチェンマイが８７４名、バンコクが２，７２４名
と多くの来場があり、日本留学に対する関心の高さが伺え、来年度も８月末に同フェアの開催を
予定しているそうである。
しかし、タイの学生全体でみると、留学先として日本を希望している学生の割合はどのくらい
になるのだろうか。確かにタイで開催される Japan Expo や留学フェアなどの盛り上がりをみる
限り、タイ人の日本への興味・関心の高さは非常に高いものであると言って良い。しかし、実際
に留学という形で日本で勉強・研究をしたいと思っている人がどれほどいるのだろうか。
ここで、JASSO タイ事務所でアドバイザーとして、日々タイ人学生とその家族から日本留学
について相談を受けておられるナンタポーン・チューンクラトークボー(Nuntaporn
Chuenkrathok)さんに、タイ人の日本留学の特徴についてインタビューさせて頂いたので、ご紹
介したい。
－日本留学フェアは、今年もチェンマイで 874 名、バンコクで 2,724 名と大変盛況だったようで
すが、現場の担当者として、日本に留学したいというタイ人学生の数は増えていると実感してい
ますか？
２０１７年度の JASSO 主催の日本留学フェ
アはバンコクでは２６回目の開催でした。日本
留学希望者数の伸びについては、あまり変わっ
ていないように思います。留学フェア参加者数
は前年度から若干減少しましたが、それは事前
の PR 不足もあってのことだと思います。た
だ、２０１７年は日タイ修好１３０周年記念の
年ということもあり、Japan Expo 等他機関主
催イベントも多く、その流れで本当に日本に興
味を持っている学生が、留学フェアにも来てく
日本語・英語が堪能なナンタポーンさん

れた印象です。

11 俵幸嗣「微笑みの国「タイ」における日本留学事情と日本語教育」
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－タイ人学生は、どうして日本に留学したいと考えているのだと思いますか？日本の工学・農
学・医療系を専攻して学びを深めたいという「勉強」したい学生と、日本のアニメやカルチャー
等の日本文化が好きで、その延長線上で日本語を学び、日本に興味を持った学生がいると思いま
すが、フェアに来るのはどちらのタイプの学生が多いでしょうか。
日本で真剣に勉強したいと思っている学生も、もともと日本に興味があって、日本を選んでい
ると思います。工学と医療系を選ぶ学生の傾向としては、卒業・修了するとタイでの評価が良い
から、というステータスを重視していることが多いです。また農学については、どちらかという
とバンコク出身ではなく、地方の学生が志望しているように思います。
－日本に留学する前に学生が不安に思うことは何でしょうか。
学生さん自身について言えば、それは「日本語」だと思います。留学相談には、親御さんが付
いてくることも多いのですが、親御さんの心配としては、学費・生活についてが多いと思いま
す。また日本は安心・安全な国という認識があるので、そのことについては、あまり心配してい
ないようです。
－実際にタイ人学生が日本で留学生活を始めて、困難に思うことは何でしょうか。
日本での大学生活がスタートすると、日本からタイ事務所まで連絡をしてくる学生は少なく、
こちらでは直接のサポートはしていません。
（一時帰国時に事務所に遊びに来てくれる学生から
状況を聞いたりしています。
）留学前に、大学の担当部署やサポート体制について事前に紹介し
ており、タイ人学生は留学生活のサポートを主に所属大学等から得ていると思います。
日本にあるタイ人学生協会（TSAJ）も紹介することが多いです。ここで同じ国からの先輩か
らのアドバイスやサポートを得たり、イベントに参加する等活動に携わる学生も多いようです。
－留学後、これらの学生の進路について、教えてください。
特に国費留学生では、公務員や教員、研究者になる人が多いと思います。また日系企業への就
職も多いです。留学前に必ず聞くようにしているのが、日本での就職を希望するかどうかです。
日本で就職したい場合、多くの企業では日本語能力試験 N２レベルの日本語の習得が必須です。
日本では英語コースも増えていますが、本人の進路の希望も聞いて、英語コースが良いのか日本
語コースが良いのか考えてもらいます。
－学生からもっとも聞かれる質問は何でしょうか。またそれに対してはどのように答えています
か？
一番多い質問はなんと言っても奨学金のことです。それは留学資金が足りてないというより
も、
「日本」の奨学金を得た、という評価を得たいためだと思います。日本の奨学金はある種の
ステータスなので。二番目に多い質問は、とにかく日本に留学したいので、情報が欲しいという
質問ですね。
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－ナンタポーンさんご自身も日本に留学経験がありますが、日本とタイの違いで一番驚いたこと
は何でしょうか。
留学ではなく、ジェネシスプログラム（
「21 世紀東アジア青少年大交流計画」、日本の外務省
による交流事業。
）による日本研究プロジェクトで、大阪と東京に行きました。滞在期間は１カ
月半でした。日本語ができたので、大阪では特に驚くことは少なかったのですが、東京では１人
で生活している人が多く、人間関係が希薄なのを感じました。道に迷って困っていても、声をか
けて助けてくれたのは、東京で生活する地方出身の方でした。
－留学後の元留学生たちのネットワークが色々あると思いますが、代表的なネットワークを教え
てください。
代表的なネットワークはタイ国元日本留学生協会（OJSAT）でしょうか。ただ、SNS など
で、日本留学後はそれぞれが新たな繋がりを得ているようです。
－一度留学された学生は、もう一度日本に留学したいと考えているでしょうか？
１回目の留学は交換留学生としての留学が多く、日本が初めてで楽しみで、新鮮な気持ちで留
学している学生が多いと思います。２回目は大学院・専門学校等に進む人が多いです。
－その他何か日本の大学に伝えたいことはありますか？
とにかく日本の大学のホームページ等から、情報が探しにくいです！大学のサイトが複雑過ぎ
て欲しい情報がすぐには出てきません。また英語のプログラムについても、Web サイトが別に
なっていたりして、見つけることができません。
タイの学生は欧米志向が強いです。それは留学しやすいということもあります。一旦欧米の大
学へ入学が許可されれば、入学前に半年間の英語準備コースがあったりして、語学面でのサポー
トがあるからです。またバンコ
クのような大都市の学校や大き
な大学では、英語ができる学生
が多いことも留学を希望する人
が多い理由かと思います。
最近の傾向としては、バンコ
ク以外の地方（チェンマイ、コ
ンケン、ハジャイなど）でも留
学希望者が増えてきています。
チェンマイの場合、タイに移
住した日本人や日本文化の影響
で、ここ最近は日本についての
ナンタポーンさんと筆者（右）

理解度が増してきているようで

す。ただ、ハジャイは中華系の人が多いので、中国・マレーシア・シンガポールへの留学を希望
する人が日本より多いのも特徴です。
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タイ事務所に来ていただければ、このようなタイの学生の最新事情などもお話しできますの
で、タイの学生の受入れ促進を積極的に考えている日本の大学の皆様のお役に立てると思いま
す。タイにお越しの際は、ぜひバンコクの JASSO/JSPS 事務所にお立ち寄りください！

JASSO のナンタポーンさんのインタビューの中でも話題に上がったが、タイ人の「欧米志
向」は顕著である。タイ教育省によると、毎年イギリスに６，０００人、アメリカに８，５００
人が留学していると言われている。また幼少期から、インターナショナルスクールに通っている
生徒も多く、高校卒業と同時に欧米諸国へ進学するケースも増えてきている 12。
ユネスコ統計２０１２によると、タイからは２６，２３３人が海外に留学しており、上位国の
５か国は、１位 アメリカ（８，４５５人） ２位 イギリス（５，３４８人） ３位 オース
トラリア（４，２２９人）４位 日本（２，４１９人） ５位 マレーシア（１，３０１人）と
なっている。
なお、ユネスコ統計には中国への留学者数が示されていないが、２０１１年度のタイから中国
への留学生数は、１４，１４５人とされている 13ため、現在もその数を伸ばしていると思われ
る。タイには中華系の人が多く居住しているため、中国とのビジネスを見据えて中国への留学を
志望する学生も増えている。今後日本の大学は欧米諸国の大学に加え、中国の大学とも熾烈な競
争を繰り広げることになるだろう。
これまでタイの学生の日本の留学について見てきたが、JSPS バンコク研究連絡センターにお
いては、タイだけでなく、ASEAN の１０か国及びバングラデシュとネパールの大学・研究者を
支援している。２０１７年５月１日現在において、日本に留学した学生の数を比較すると、留学
生総数２６７，０４２人のうち、アジアが２４９，２４２人と全体の９３．３％を占めており、
バンコク研究連絡センターの管轄国からの留学生数は以下のとおりであった 14。
国名

留学生数（前年度）

構成比（前年度）

ベトナム

６１，６７１人（５３，８０７人）

２３．１％（２２．５％）

ネパール

２１，５００人（１９，４７１人）

８．１％（ ８．１％）

インドネシア

５，４９５人（ ４，６３０人）

２．１％（ １．９％）

ミャンマー

４，８１６人（ ３，８５１人）

１．８％（ １．６％）

タイ

３，９８５人（ ３，８４２人）

１．５％（ １．６％）

マレーシア

２，９４５人（ ２，７３４人）

１．１％（ １．１％）

バングラデシュ

２，７４８人（ １，９７９人）

１．０％（ １．０％）

フィリピン

１，８０６人（ １，３３２人）

０．７％（ ０．６％）

12 Thai students still lag behind, The Nation 紙,
13 俵、前掲論文
14 日本学生支援機構 平成 29 年度外国人留学生在籍状況調査
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タイからの留学生数が前年度から微増なのに対して、ここ数年の傾向としては、ネパールとミ
ャンマーからの留学生の伸び率が著しい。今後はこれらの国々への留学支援を強化する大学が増
えて行くと思われる。
ネパールとミャンマーは、JSPS 事業説明会で実際に足を運び、現地の研究者・学生とも交流
したが、日本に行きたいという強い思いを持った人が多かった。また両国に共通しているのが、
言語が日本人にも聞き取りやすく、文法も日本語に近く、比較的日本語の習得がしやすいのでは
ないか、という印象を受けたことだ。日本語を学びたいという強い意欲を感じ、日本語を学び、
日本で研究をし、将来は日本で働きたいという学生も多かった。
表から、日本に留学した留学生のうち、約４０％がバンコク研究連絡センターの管轄国からの
留学生であったことがわかる。バンコク研究連絡センターでは、これらの国々の支援及び５つの
JSPS 同窓会の支援を行っており、現地アドバイザーもいない状況で、センター長、副センター
長、国際協力員２名と現地スタッフ１名のわずか５名で対応している状況である。

６． 留学生の日本就職とその支援
これまでいかにして留学生に日本の大学を留学先として選んでもらうか。そのために日本の大
学がどのような対策を取っているか等について紹介してきたが、日本政府としては留学後も日本
のために役立って欲しい、貴重な労働力として、日本で学んだことを日本のために生かして欲し
いという意図がある。２０１６年６月２日には、
「日本再興戦略改訂２０１６」として、外国人
留学生の日本国内での就職率を現状の３割から５割へ向上させることが閣議決定された。
また日本企業は、日本の大学に対して高度な人材育成をするよう期待を寄せている。国際的な
ビジネスの現場で活躍できるグローバル人材の育成を大学に求め、国際教育交流を実施して欲し
いと考えている。また留学生に対しては、グローバル化のあおりを受け、工場の海外進出、新し
い市場、安価な労働力を求めて期待を高めている。
２０１６年１月に実施した日本学生支援機構の調査によると、日本における就職を希望する外
国人留学生は全体の約６４％を占めていた 15。またその年度に大学（学部・院）を卒業・修了し
た外国人留学生（２３，７９９人）のうち、日本国内に就職した者は、８，３６７人（約３
５％）であった 16。
日本企業は国内での働き手不足や企業のグローバル化から、一見留学生に対しても就職の門戸
を開いているように見える。大学での留学生向けの就職フェアに参加する企業も年々増えてきて
いる。しかし実際に留学生を雇用しているのは、一部の大企業に限られ、企業側の整備の遅れも
あり、海外事業展開のスピードに追い付いておらず、経営幹部層にグローバルに活躍できる人材
が不足しているように思える。そのため、留学生の採用数は伸びていない。日本企業で働くため
には、高度な日本語能力を有する留学生に限られているのが現実である。

15
16

日本学生支援機構 平成２７年度私費外国人留学生生活実態調査
日本学生支援機構 平成２７年度外国人留学生進路状況・学位授与状況調査
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また留学生にとって、日本で働くということは容易ではないように思う。もちろん、日本語と
いう言葉の問題もあるが、日本企業特有の組織風土、価値観、職業観、職業倫理があり、これら
は決して世界基準ではない。柔軟に日本の文化や価値観を受け入れ、日本マインドを持っていな
いと、日系企業に適応して働いていくのは非常に厳しいだろう。希望する職種と実際に採用され
る職種にもズレが生じていることが指摘されている 17。
日本の大学は、国際化の煽りを受け、英語コースを増やしているが、そのことが逆に日本語の
習得を遠ざけていることになり、結局日本での就職には結びつかないのが現状である。
外国人留学生の就職に関する課題として、外国人留学生向けの求人が少ない、日本の就職活動
の仕組みがわからない、日本語による適正試験や能力試験が難しい等がある 18。
加えて留学生の就職を支援する大学のキャリアセンターも、国際化に十分に対応できていると
は言い難く、日本企業への就職に当たって十分な支援ができていないと思われる。キャリアセン
ターは、今後日本式の就職方法指導や日本語習得のための支援、留学生向けの就職情報の充実
等、国際化に向けてより強化しなければならない部署の１つと言えるだろう。
一方、タイ政府が近年打ち出している政策等を見ると、政府は将来タイの企業で活躍できる
「技術者」の養成を強化したいと考えているようだ 19。多くの日系企業がタイに存在すること
は、タイの労働者に対して、その機会を提供することにもつながっており、日系企業への期待も
大きい。
２０１７年９月２５日には、経済産業省の世耕弘成経済産業大臣が、企業トップ・投資家・閣
僚からなる５７０人を引き連れてタイを訪問し、タイの東部経済回答（EEC）を視察したことが
タイでも話題となっていた。日本は依然としてタイの最大の外国投資国であり、今後も様々な形
で支援し続けるだろう。
またタイ教育省によると、タイは「タイランド４．０」を成功させるために、国として必要な
技術を持った労働力を育てていく必要があり、海外の大学がそのギャップを埋める手助けとな
る、としている。タイは日本企業、特に自動車産業の重要な生産拠点であることから、タイ政府
は日本の大学への進出と人材育成に大いに期待しているようだ 20。
ここでタイの日系企業で働くタイ人従業員について、現地の日系企業でセールスサポートを担
当されている現地日本人職員の方にインタビューをさせて頂いたので紹介する。
（日系企業日本人職員の方へのインタビュー）
－貴社の現地法人で働くタイ人従業員についてお伺いします。貴社では日本語が必須でしょうか。
いえ、必要ではありません。1,000 名の従業員中、日本人は 15 名のみでわずか 1.5％なので、
我々日本人スタッフがタイ語を話さないといけません。駐在職員と研修員、それと現地採用者の
日本人がタイ語を学んで指示を出している状況です。

17
18
19
20

経済産業省「外国人留学生の就職及び定着に関する調査」
「外国人留学生の就職及び定着状況に関する調査結果」
俵 前掲論文、12 ページ
Govt wants to fast-track satellite campus at SEZs, Bangkok Post 紙,
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－採用の基準を教えてください。
営業で言えば、大卒は必須です。タイでは離職率が高く、タイ人はよく転職をする印象があり
ます。面接は日本人マネージャーとタイ人の人事採用者がそれぞれの視点で採用面接を実施して
います。
－彼らはなぜ日系企業を志望したのでしょうか？
給与面と福利厚生面からが多いです。国民健康保険、オーシャンライフや AIA などのタイの医
療保険に加入でき、私立の病院にかかっても、ある一定額まではカバーされます。また健康診断
や予防接種も会社が負担しているので福利厚生面は他の企業に比べてかなり恵まれていると思い
ます。
－タイ人従業員と一緒に働く上で、何が一番の問題となっているでしょうか。
やはり仕事に対する考え方の違いが大きいです。タイ人は総じて時間にルーズであり、責任感
の欠如や損得勘定の強さを感じます。我々の顧客は日本人・日系企業が多いので、日本人の「感
覚」を教育しているのですが、これが非常に時間がかかります。本当に細かく指示をしないと仕
事ができない人が多いですし、自分の責任を認めようとせず、他責の傾向が見られます。
－タイ人従業員のキャリアパスはどうなっていますか。
タイ人の特徴としては、役職や要職には興味がないことが挙げられます。昇進すると責任が重
くなり、（営業で）自由に外出できないことを特に嫌います。これはタイ人の「サバイサバーイ」
（気持ちいい、心地いい）を大事にしているところから来ています。また、退職後は自分で自営
をしていることが多いです。
タイ人は、仕事のやりがいより自由にできること、快適に暮らせることを重視していると思い
ます。タイの大企業のトップは華僑が多いので、よく働くと聞いていますが・・・。
日本の企業はグローバル企業と言われていますが、実際社内のメールや会議は日本語で行われ
ることが多く、英語能力も高いとは言えない人が多いと感じています。

７． 大学職員の国際化とは
最後に、大学の国際化を支える我々大学職員の国際化について、タイで国際教育交流の実務を
担当して実感したことを紹介したい。
タイでは、バンコクだけでなく北部や東部の大学にまで、JSPS の事業説明会で訪問したが、そ
こで出会う国際教育交流の担当職員は、Ph.D.を取得していることが多く、教育や大学管理の専門
知識を有していた。そして大学職員としての専門知識を持ち、大学教員とも対等に意見を交換し、
協働して大学を運営しているという高い意識が見て取れた。
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参考までに紹介すると、イギリスの大学職員（Support Staff）は Ph.D.取得者が中心であり、
教員と対等の関係であり、ともに大学を運営しているプロフェッショナルとしての大学職員とし
て認識されていると聞く。また職員と教員の中間的な仕事を行う専門職員を置くことで、両者の
負担を軽減し、橋渡しを行っている。
また、アメリカの大学職員（Administrative Staff）は修士・博士号取得者が中心である。雇用
形態は短期契約が多く、普段は外部団体職員として勤務していることも多いと聞く。
日本の大学においては、国際交流教育部門の職員だけを「国際化」するだけでなく、すべての
部署で国際・国内関係なく、全員で対応する時代がやってきている。また、留学生をそのまま大
学の職員として雇用する道をもっと広げなければならないと感じている。留学生は日本語だけで
なく、母国語に加え英語も堪能な場合が多く、日本社会に馴染み、非常に柔軟でグローバルな人
材である。
また職員の語学教育（英語・中国語）にも力を入れるべきである。現在でも海外視察や学内で
の語学研修も実施している大学は多いだろうが、仕事に直接結びつくような実践的なものではな
いように思う。仕事で使える英語を習得する一番の方法は、職場に外国人がいて、日常的に英語
に触れることである。また中堅職員・管理職についても、国際業務のマネジメントやカリキュラ
ムについて学ぶ機会を増やしていくべきだと考える。
最後に大学職員育成のために力を入れている２大学を紹介する。
１）東京大学大学院大学経営・政策コースについて
本コースは、大学・高等教育の管理者や政策担当者を対象に、大学の管理運営および高等教育
政策について理論的・実践的な教育を行うとともに、この新しい分野の研究者と将来のリーダー
を育成するために、2005 年に開設された新しい大学院である。
他のコースとの違いとしては、大学・高等教育機関の教職員の入学を想定しているため、夜間
および土曜日の履修だけで修士号が取得できるよう配慮している。実際に学生の過半数が社会人
であり、その立場・年齢なども多岐に渡っている。
修士課程では、基本的な理論とともに、実際の大学の事例をとりあげたケーススタディに参加
する。そして、修士論文を書くことを通じて、広い視野と実践的な判断力をもつ幹部事務職員や
行政職員を養成するとともに、この分野での研究者を目指す人に基礎的な教育をおこなう。
博士課程では、すでに修士課程を修了し、また幹部事務職員、行政職員として経験をもつ方を
対象に、国際的な規模で指導的な役割を果たしえる幹部事務職員、行政官を養成するとともに、
この新しい分野での研究者、また教育訓練のリーダーになるような人材を養成する。
日本の大学経営の実態や改革の経験を蓄積して分析し、実践との対話にもとづいた新しい研究
スタイルをもとに、国内の大学経営者のネットワークをつくり、また欧米、アジアの同様の教育
研究プログラムと国際的な交流拠点ともなる。
また東京大学においては、東京大学の大学職員が本コースに進学し、学位を取得すれば、後日
大学が一部授業料を負担する等の優遇措置が取られており、研究を希望する大学職員への支援と
して、良い循環をもたらしていると考えられる。
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２）関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科について
関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科では、２０１７年から社会人教育の一環として、ま
た将来本研究科への入学を希望する方を対象に、科目等履修制度を設けている。その中で、特に
大学職員を対象に、ＳＤの機会として活用できるように「大学運営」科目を開講した。
その授業内容は、高等教育の第一線で活躍する多彩な講師を毎回ゲストスピーカーに迎え、大
学教育の現場で職員・教員が日々直面する重要なトピックを取り上げる。授業で得られる新しい
知見と、毎回出される課題を通じて、テーマを深く堀下げていくことが可能。これからの大学
の経営に中心的に携わる若手から中堅大学職員の受講を歓迎している。
高等教育の第一線で活躍するゲストスピーカーの講演を通して新たな知見を得るとともに、高
等教育論を専門とする江原昭博教育学部准教授による講義・授業外学習の指導や、ディスカッシ
ョン等により、それらの知見を体系化して体得することが可能。
ＳＤの一環として多くの大学職員の方に受講していただきたいとの趣旨から、特に大学職員に
限り、職場の所属の推薦を得て本科目の科目等履修制度に申し込む場合、小論文・面接等の選考
とその検定料が免除される。また、通常 80,000 円の受講料が、半額の 40,000 円になる。
関西学院大学においては、科目等履修生度で取得した科目は、修士課程に入学時に単位として
認定され、進学しやすい工夫をしている。

８． まとめ
大学の「国際化」は、単なる「英語化」ではない。ただし、英語を駆使することができ、国際
的な教育の現場で活躍できる人材を、学生・職員・教員問わず、大学内で育てていくことは、大
学の国際化をより一層促進するだろう。
また、現行の制度ではかなり制限があるが、アジアを中心とした外国人留学生の人材登用につ
いては、もっと採用枠を広げるべきであると考える。これらの留学生は、日本の大学に留学して
多様な文化・社会的背景を持つ人々と協力をしてきた経験も積んでおり、母国語に加え日本語も
ある程度でき、さらに英語も堪能であることが多く、国際教育交流部門向きの人材であると考え
る。またこれらの専門能力・知識を有した大学職員を、教員もしくは職員と教員をつなぐコーデ
ィネータとして採用するのも、人材登用の１つとしては有効ではないだろうか。
大学職員でありながら JSPS の科学研究費に申請し、自ら資金を獲得していた人もおり、教員
の身分に転じるケースも増えてきている。
日本の大学職員において、大学運営のプロフェッショナルはまだまだ少ないと思われ、実務経
験に裏打ちされた大学運営・管理研究も大学改革の大きな有効手段であると思われる。私自身も
2 年間の国際研修を終え、日本に帰国した後は大学院に籍を置き、大学運営に関する学位取得を
目指したいと考えている。本研修に参加して国際実務業務を体験したからこそ、大学職員として
大学や学生・教員、地域社会のために何をすべきか、という方向性がようやく見えてきたところ
である。
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