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■ 研究会開催報告 ■ 

「有力大学における中国人学生の留学動向」 

 

 

日 時：2016 年 11 月 7 日（月）15：00～17：00 

場 所：JST 東京本部別館 １F ホール 

 
 
【講演概要】 
我が国において、留学生総数の約６割をしめるのは中国人留学生であるにもかかわらず、どのような層の

学生がきているのかについて、これまで具体の分析はされていない。  
また、日本の科学技術戦略において、重要なパートナーとなる中国の有力大学の学生のそもそもの留学動向

についても、データの壁に阻まれ、詳細な把握ができていない。  
この点について、近年、中国の有力大学である、教育部直属大学について、学生の進路状況を公表すること

となり、当該資料を用いて留学動向をより詳細に把握することが可能となった。  
今回の講演では、有力大学中国人留学生の留学動向について、中国各大学がとりまとめた進学動向に関する

詳細なデータをもとに、中国の有力大学における留学動向や日本への留学について動向についての現状の解

説を試みるとともに、中国人留学生の獲得にあたって、日本側が考慮すべきポイントについて提示を試みる。 

 

 

 

【講師紹介】 

名子 学（なご まなぶ）氏：  
文部科学省スポーツ庁オリンピック・パラリンピック課 課長補佐 
 

［略歴］ 

２００４．９ 同志社大学大学院文学研究科 博士後期課程 中退  
２００５．４ 文部科学省 入省 （Ⅰ種 法律職）。以降、初等中等教育局財務課、スポーツ・青少年局企

画、体育課、研究振興局学術企画室、高等教育局専門教育課を経て、  
２０１３．３ 在中華人民共和国日本国大使館一等書記官  
２０１６．４ スポーツ庁 オリンピック・パラリンピック課 課長補佐
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1．講演録 

【開会】 

（JST 石川フェロー） 

 これより第 99 回 CRCC 研究会を開催する。今日は「有力

大学における中国人学生の留学動向」をテーマに、文部科

学省スポーツ庁オリンピック・パラリンピック課課長補佐

の名子 学様をお招きした。名子様は 2005 年に文部科学省

に入省され、以降、初等中等教育局財務課、スポーツ・青

少年局企画、体育課、研究振興局学術企画室、高等教育局

専門教育課を経て、2013 年 3 月より中国の日本大使館の

一等書記官としてご活躍された。今年の 3 月に帰国され、

4月より現職に就かれている。今日は中国の留学動向につ

いて、現地で行われた様々な調査や豊富なデータを元にご

講義いただきたいと思う。 

 

【講演】 

 ただいまご紹介いただきました名子です。 

 

 

大使館勤務時代には多くの大学を訪問し、国際部や大学

教員、学生等と意見交換をする機会を多く経ることができ

た。また、在任中に、中国教育部の指示で大学卒業生に関

する動向をまとめたデータを大学が公表する動きがあっ

た。本日は、こうした定性的な意見や定量的なデータに基

づいて、中国人学生の留学動向についてまとめてみたもの

を報告させていただく。私は行政の実務担当者なので研究

者のような深い考察があるわけではないが、データから読

み取れる様々なことについて特にご紹介したい。ここに挙

げた 7つのかについてお話できたらと思う。今日はパワ

ーポイントの講演資料の他、ＪＳＴがまとめている「２１

１大学」のリストと有力外国語大学の日本語学科の動向の

データをお配りした。ご参考いただければと思う。 

  

 中国で有力大学というと、大体において「２１１大学」

のことを指す。その中でも北京大学や清華大学といったト

ップ大学を「Ｃ９」とし、さらに「２１１大学」の内の３

９大学を「９８５大学」としている。「９８５大学」は１

９９８年に中国教育部が世界一流の研究力を持つ大学を

養成するために指定した大学だ。２１１大学は、１９９５

年に教育部が大学の教育改革を推進するために指定した

１１２の大学のことである。この 3つの呼称が現在でも一

般的に使われている。本報告においては中国での通称の例

に倣い、「Ｃ９」と呼ばれる大学は「Ｃ９」、「９８５大学」

と呼ばれる大学は「９８５」、それら 2 つに含まれない大

学を「２１１」というように使い分けている。また、学歴

段階では、学部生は「本科生」、修士生は「碵士生」、博士

は「博士生」と呼ぶ。なお、特に言及しないが、ご参考ま

で中国の教育概況については資料をご覧いただきたい。中

国のボリューム感が分かるよう、日本の数字と比較してい

る。 

  

 中国大使館で勤務する前から、日本に来る中国人留学生

の数は非常に多いが、質の高さが必要ということを日本の

研究者や大学関係者から伺ったことがあった。 中国に

赴任が決まってから、本当にそうなのか、他国と比べてど

うなのかということが引っかかっていた。実際に現地で

「９８５大学」に所属する先生と話すと、日本への留学者

はそれほど多くないという話をよく聞いた。、他方で、有

名大学の学生からは、日本に留学したいが情報がなく困っ

ているというような問い合わせを日々受けていた。日本に

留学したい人は潜在的に多いのではないかというのが赴

任当初から実感としてあった。在任期間の 3年、有力大学

で日本の大学説明会をおよそ６０回弱、4,000～5,000 人

くらいに行ってみたが、参加者はたくさんいるし、問い合

わせも多い。日本人気を肌で感じた。、最初の一年は、先

生方の実感と学生の考え、このギャップをどう考えたらい

いのかと思っていた。 

 赴任して一年目の後半、２０１３年１２月に、教育部が、

所管７３大学に対して、学生の進路について責任をもって

対応すること、そのためにも、進路状況をしっかりと把握

し、ホームページで公表するように、という通達が出され

た。これ以降各大学の状況がよくわかる大変参考となる学

生の進路動向のデータが入手できることとなった。 

なお、このデータが公表されることとなった背景として、

中国では就職は非常に厳しいという点がある。大学の卒

業生が毎年 700 万人くらいいるが、日本ほど大企業の数は

多くないし、中小企業にしても日本のような優秀かつしっ

かりした企業　が多いわけではない。こうした状況の中で

「就職」が中国社会において極めて大きな問題となってい

ることが挙げられる。 

２０１３年に最初に出された各大学の報告書を見ると、

各大学の関心ごとにいろいろなデータが載っている。留学

動向を報告するところもあれば就職動向が載っている大

学もあり、あまり統一感はない。だが、そこをうまく繋ぐ

だけでも、幾つかの大学で留学動向に関するよい情報が得

られることが分かったので、いろいろな大学の留学動向を

整理してみた。 

 初めは教育部所管の大学だけだったが、2014 年以降は

各省レベルの公立大学の報告も載っている。それを見れば

全国の大学のレベルに応じた動向が分かるようになって

いるので、関心があれば是非、見ていただきたい。 
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 今日は 2014 年のデータから進路動向について説明させ

てもらう。 

まず「Ｃ９」の学部卒業生の動向をみると、国内大学院

進学率と海外留学の合計で 6～8 割程度ある。日本の大学

ではあり得ない割合で、中国の学生の進学率が相当高いこ

とが分かる。海外留学については、ハルピン工業大学や西

安交通大学は 1割くらいだが、それ以外の「Ｃ９」大学で

は 2、3 割と相当高い。内陸の安徽省というあまり裕福で

はない地域にある中国科学技術大学の学生でも 3 割くら

いが海外留学している。一方、就職率を見ると、北京大学

と清華大学の学部卒業生の就職率は 1 割で進学率の方が

高い。他の大学でも就職率は 3割程度だ。日本と比較する

と、中国の方が圧倒的に学歴社会であり、大学院に進学し

ている様子が分かると思う。 

 「Ｃ９」大学の修士修了生の動向をみると、進学率の合

計値は大分下がるものの、それでも博士課程に 1～2 割が

進んでいる。特に中国科学技術大学では修士課程から博士

課程への進学率が高く注目されるところだ。修士以上にな

ると就職率が 6～9 割出てくるので、いわゆるトップ大学

では修士修了後に就職するというパターンとなる。 

 

 「９８５大学」ではどうだろう。「Ｃ９」を除いた 30

大学を取り出してみると、学部卒業生の 2割から 4割が進

学していて、北京、上海にある中国人民大学、北京理工大

学の留学率は 2、3 割と、先程の「Ｃ９」と同じくらい高

い。それ以外の大学の留学率は 1、2 割程度で、特に陝西

省や吉林省、甘粛省といった貧しい地域の大学では 6％以

下になっている。就職率は「Ｃ９」より若干高く、3～4

割程度だ。 

修士修了生については、進学率は進学と留学を合わせて

もほぼ 1割以下と非常に低い。留学率も 5％以下で学部卒

業生に比べるとガクンと下がる。就職率が 7～9 割で、修

士修了後に就職するパターンは「Ｃ９」と同じだ。 

 

データが取れた「Ｃ９」と「９８５大学」の平均値をと

ってみた。学部卒業生の進学率は大体 35～36％で留学率

が約 14％となっている。 

就職率はちょっとややこしく、大学によっては正規と非

正規の就職率を混ぜて出しているところもあるので、正規

雇用できちんと就職したという学生のデータだけを拾っ

ている。25 校の学部卒業生のデータが取れたが、平均で

約 38％となっている。修士修了生では、数字が取れた 26

校の進学率が約 7％、留学率約 3.5％、平均で就職率は正

規雇用で 8 割くらいだ。この平均値から、「Ｃ９」や「９

８５大学」では修士を出たら就職するというのが一般的な

パターンのように見える。 

  

「２１１大学」についても北京、上海、主要都市と一部

内陸にある大学の数字を取ってみた。平均値だけ紹介する

と、数字が取れた 25 校の進学率は 25％程度、留学率が 9％

くらい、就職率は正規雇用が分かったところで 41％程度

だ。「Ｃ９」や「９８５」より進学率と留学率が少し下が

り、就職率が若干高めになっている。留学率については、

北京や上海にある大学は軒並み高いが、それ以外の地方大

学では５％以下が多く、大分下がっているので経済的な問

題などがあるのかもしれない。「２１１大学」でも北京、

上海にあるような大学については「９８５」と似たような

傾向であることが分かる。 

 

 それでは、具体的な留学動向として、各大学の学生はど

ういう国に留学しているのだろうか。2014 年に教育部が

出した数字によると、中国から海外へ行く留学生数は 41

万人くらいだと言われている。 

実際に各クラスの個々の大学の留学生数をみていきた

い。 

「Ｃ９」の学部卒業後の留学率は約 2割と高い。大体１

大学で全体の留学数は 1,000 人くらい、その内の 7、8 割

を学部卒業生が占めることとなる。圧倒的に学部卒業後の

留学率が大きい。 

「Ｃ９」卒業生の留学動向として、北京大学、清華大学、

復旦大学、上海交通大学、中国科学技術大学、ハルピン工

業大学の 6大学を整理したところ、圧倒的に米国に人気が

集中している。復旦大学とハルピン工業大学では米国に行

く率が 4 割程度、それ以外では 6、7 割になり、相当、米

国に行っている状況が分かる。次いで英国と香港だ。これ

はどこの大学でも大体同じになる。  

北京大学と清華大学については、英国、香港の次あたり

に日本、ドイツ、フランスとなっている。 

 日本への留学動向を見ると、北京大学と清華大学以外の

「Ｃ９」では日本への留学数は少ない。南京大学は非常

に優秀な大学だが、2013 年のデータを調べたところ、留

学先上位 6カ国の中に日本は入っていなかった。面白いの

はカナダで、英語圏であり、かつ良い大学も多いので、「Ｃ

９」の各大学から少しずつまんべんなく学生が留学してい

る。南京大学ではカナダは 5番目か 6番目の留学先になっ

ていた。シンガポールも選択肢として出ていることが注目

される。 

 

「９８５大学」でもやはり米国に人気が集中している。 

「Ｃ９」ほどではないが、米国に 3～5割、次いで英国、

香港に人気がある。「Ｃ９」にはない特徴、傾向として注

目されるのが、この辺のクラスの留学先としてオーストラ

リアが入ってくるということだろう。また、大連理工大学

や中国人民大学は日本との結びつきが強いのか、日本に留

学する割合が比較的高い。北京師範大学は教育系の良い大

学だが、日本への留学が４番目にきている。しかし、それ

以外の大学ではそれほど日本への留学が見られないので

（上位５位には入ってこない）、やはり「９８５大学」全

体として見れば日本はそれほど留学者がいるわけではな

い。 

地域の特性や大学同士の繋がりといったパターンもあ

ると思うが、例えばフランスへは上海や江蘇省、湖北省あ
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たりから多く留学している。ドイツは北京や山東省あたり

からが結構ある。地理的な特性や元々の繋がりというのが

学生の留学先に影響するのかもしれない。 

 

 「２１１大学」の留学率は 5％以下で全体的な傾向とし

ては低い。行先は「９８５大学」と似ていて、米国が 3～

4割、英国、香港と続き、オーストラリアがランキングに

顔を出している。日本やドイツは一桁もしくは 10 人以下

だ。北京市内の大学からはドイツやカナダに行っている印

象もあるが、北京の外に出ると、ドイツ、フランス、日本

への留学数は少なくなる。東北師範大学は日本との結びつ

きが非常に強い大学なので、日本への留学率が高いと思い

きや、以外と少ない。日本語学科は中国で有数の大学であ

るが、学位取得を目的に留学する者があまりいないという

ことが分かった。地方都市にある「２１１大学」の学生に

とって日本の大学の存在感は薄いのかもしれない。 

 

先ほどから言及している報告書では、一部大学のみ海外

の大学に何人学生が行っているという具体的な数字を見

ることもできるので、それを整理した。基本的には世界大

学ランキングの５０位以内の大学しか掲載されないため、

東大・京大くらいしか掲載されないが、世界の有名大学に

比べて東大にどれくらい有力大学の学生が留学している

かが気になったため確認したものである。表を見ていただ

ければわかるが、あまり傾向というものはなく、海外の有

名大学でも、意外にそれほど中国人留学生を採っていない

大学もあれば、コロンビア大学のように尋常でない数の中

国人学生を取っている大学もある。それでも一部の大学で

20～30 人、他の大学でも 10～20 人くらいが一般的だ。北

京大学から東京大学には 11 人行っていて、清華大学から

は 12 人、復旦大学からは 12 人となっている。世界の一流

大学と同じような数の留学生が来ているという認識であ

る。 

 「Ｃ９」、「９８５大学」、「２１１大学」からは多くの学

生が海外の有名な大学に留学していることがこのデータ

で確認できる。北京大学からは学部、修士、博士トータル

でおよそ 1,000 人の内、6 割程度が「TIMES」の世界ラン

キング 50 位以内の大学に行っている。清華大学も、どの

ランキングかは不明だが、50 位以内の大学に進学者の約

６割が留学している、復旦大学でも 45％程度と報告され

ている。これは、ショートステイではなく、学位を取るこ

とを目的とした留学だ（本稿での数字はすべて学位目的の

者の数である）。 

「９８５大学」については個別の進学先に何人行ったと

いう具体的な記述はないが、カテゴリー別の報告がされて

いる。それを紹介すると、例えば武漢の華中科技大学から

は「TIMES」の上位 100 大学に留学生の 35％程度、340 人

くらいが、厦門大学からは大学全体の留学生の 40％程度、

320 人くらいが行っていると報告されている。 

「２１１大学」では、北京市内にある対外経済貿易大学

の例を取ると、「TIMES」の上位 100 大学に留学生全体のお

よそ 46％、270 人が行っており、金融系の有力大学である

中央財経大学からも大体 50％、280 人くらいが留学してい

るとの報告である。いずれにせよ、中国の有力大学から相

当数の学生が毎年、世界のエリート大学に留学していると

いう状況がお分かりになるだろう。 

日本への留学数は各大学を見ても 10～30 人程度だ。今

後の日中関係や中米関係をはじめ、 

ＥＵ等の関係を考えると、日中のどちらがより強固な人的

基盤を持つかは明白である。中国から米国をはじめ欧米へ

の留学が増えているのはここ 10 年あまりの現象であるが、

今後、中国人の持つ世界的な人的ネットワークは将来、日

本のそれとは比較にならないくらい非常に強くなるので

はないかと思う。 

 

 さて、次に、中国人の学生は何を重視して留学先を決め

るのかを見ていきたい。丁度、上海交通大学が自校の留学

を決めた学生に対してアンケートを取っていたので紹介

したい。2013 年卒業生のデータだが、今でも有用だろう。 

 留学先の決定にあたって何を重視したかというところ

で、真っ先に出てくるのが、大学の専攻のランキングだ。

トムソンロイターなどいろいろなところがランキングを

出しているが、そういったものを重視している。次いで学

校のブランド名が挙げられている。 

留学支援において一番重要だと思う点はどこかという

と、奨学金のような支援が 4割、次に専攻や学科の紹介だ。

自分の行きたい専攻にどのような優秀な先生がいて、将来

どういうキャリアを歩めるのかというようなことにきち

んと答えてくれるかどうかということを重視している。ま

た、最近は情報がありすぎるせいか、自分で調べてもかえ

って混乱することがあるらしく、ここに行けというような

学校の推薦が求められているようだ。 

 準備にあたっての困難については日本でも同様だと思

うので参考として見ていただきたい。 

留学情報の入手方法を見ると、学生の 35％が大学の HP

から情報を得ている。親友や指導教官の推薦、口コミは

20％。それから「中国留学網」という非常に大きなサイト

があり、そこからも情報を取っている。仲介業は 14％、

外国の大学による中国国内での説明会というのも 8％挙

げられているが、一番はじめに情報を得るところは大学の

HP なので、ここをしっかりやらないと認識すらしてもら

えない。私もいろいろな日本の国立大学や私立大学の HP

を見ているが、中国のネット事情も関係あると思うが、サ

イトが重たいとか開けられないというケースが結構多い。

折角、英語サイトを持っていても閲覧できないところが少

なくない。最初の入り口となる HP で情報を得た上で親友

や指導教官に評判を聞いてもらえればいいのだが、入り口

ですでに躓いているケースが多く、非常に残念である。 

 

大学説明会等ではいろいろなアンケートも取った。現地

学生の声を簡単に紹介する。 

日本の大学や大学院はそれぞれの大学や学部で入試方
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法が違い、仕組みが複雑すぎて、訳が分からないという声。

中国では大学や大学院で統一入試というものがある。それ

を受けてから行きたい大学を志願する。大学院においては

統一の一次試験を通ってから各大学の二次試験を受ける

ので仕組みとしては分かりやすい。日本は最初から全く分

かりにくいという。準備する資料も多すぎるし細かすぎる。

大学が求める資料というものは、大使館で雇用していた留

学アドバイザーや大学の国際課の職員によると、最終的に

はほぼ各国とも同じ書類を提出することになるのだが、日

本では最初の段階で全部出なければならないものが多く、

必要性が疑問な書類も多い。また、一部大学では中国では

普段作成しない日本独自の書類も要求するらしい。それで

ギブアップする学生が多くいる。この件は現地でもよく相

談を受けた点である。ビザの手続きが大変だという話もあ

るが、一番、致命的な意見だと思ったのは、東大、京大、

早稲田以外の大学を殆ど知らず、レベルも分からないとい

う意見だ。特に地方に行けば行くほど日本の大学を知らな

い人が多い。加えて、大学の特色が分からないという意見

も多い。中国の大学の HP には、何々学科で有名だとか、

何々学科で政府のお金をもらっているとか、一級学科に指

定されている学科は○○ですとか、ここが強いというよう

なことが盛んにアピールされている。ところが日本の大学

の HP にはそういうことが出ていない。中国の学生や先生

にすれば、どこにどういった特徴があるか全く分からない。

例えば北京大学や清華大学で大学説明会をすると、留学先

では、○○分野専攻だが、当該分野にどういう研究をして

いる先生がいるかとか、将来こういうキャリアに進めるか、

海外の大学とどういう共同研究しているかなど、相当具体

的な話を聞かれる。良い大学の学生ほどこのような情報を

求めるので、中国で活動する大学はこういうことに直ぐに

答えられる仕組みが学内にないといけない。もう一つ、こ

れも相当問題だと思うが、特殊なコネクションが無ければ

ダメだとか、留学仲介業者を使わないと全く受からないと

か、情報の不透明さをあげる声が実はかなり多い。他の国

に比べても日本留学は大学別の事情もあり、仕組みが相当

分かりにくいので、きちんと情報を出していく必要がある。

このためにも、大学の HP の充実や、大学に行って直接説

明するというような普段の地道な活動が非常に大事にな

るだろう。 

不満の声はあるが、それは裏返せば非常に人気があるか

らだとも言える。しっかりと学生に情報を提供することで、

日本の大学に対する不信感や不透明さは拭い去られ、留学

までの行動がスムーズになるのではないかと思う。 

 

先ほど、海外へは学部が終わってから留学する学生が多

いと話したが、良い人材ほど学部を卒業してから海外に行

く傾向があるらしいということを日本の大学関係者等か

ら言われたことがある。修士課程を終えた学生を留学生と

して受け入れても意味がないのではないかという意見で

ある。この点をどう考えるべきだろうか。 

先述したとおり、中国国内の大学院への進学率は意外と

高い。進学先としてはどういうところに行っているのか、

いろいろな報告書の数字を用いて自分なりに推測してみ

た。表を見るとお分かりのように、「Ｃ９」や「９８５大

学」の修士課程入学者の 2～3 割は元の大学からそのまま

上がってきた学生だ。それ以外の学生は自校と同程度かそ

れ以上の大学院に進む。中国科学院の大学院に進む人もい

る。「２１１大学」も同様、そのまま自分の大学に残る人

が 2～3 割いる。延辺大学の数字はちょっと異常に思える

が、2～3割がそのまま自校に残る。 

中国の大学教授や国際部の課長と話をして得た感触で

は、経済的な事情により国内に留まらざるを得ない学生も

少なからずいるので、一律的に大学院に残っている人材が

悪いというわけではない。その他、いろいろな理由で地元

の大学に残っているケースもあるし、一概に地方の大学だ

からダメということではない。地元の「９８５大学」から

北京大学の大学院に進む学生や、経済格差の問題で、その

まま地元の大学→大学院に残っている学生もいるという

点である。 

 

 

 

 中国の大学入試が非常に厳しいことは皆さんご承知か

と思う。どう厳しいかというと、そもそもの同学年の人数

の多さは勿論だが、省による不均衡という要因が大きい。

例えば、北京には「Ｃ９」、「９８５」、「２１１大学」が

24 校あるが、河南省には「２１１」が 1 校しかない。と

ころが入学定員は戸籍に基づいて割り当てられているの

で、例えば清華大学では統一入試による合格定員 1,772

人の内、北京市内では 193 人、河南省だと 102 人の合格定

員となる。一方、統一大学入試を受けている人数は北京市

だと70,500人くらいだが、河南省には75万人以上もいる。

受験者数が 10 倍くらい違うのに、定員は 2 分の 1 しか割

り当てられていない。こういう事情を踏まえた結果、地方

大学に残ることを選択する学生もいる。 

また中国では併願がとても難しい。日本のように日程と

経済力で好きなだけ受験できるわけではない。統一大学入

試の結果に基づいて受かりそうな大学を申請するのだが、

大学は「一批」「二批」「三批」というように分類されてい

て、それぞれの階層で出願できる数は 3校までと限られて

いる。そのため自分の点数を踏まえて、入れそうな大学を

選ぶ。将来の就職を考えて、学部学科関係無く、とにかく

「一批」の大学に入りたいと有名大学を選んで受ける傾向
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がある。そのため競争はかなり厳しい。2014 年の入試改

革で少し緩和されたが、今後どうなるかは分からない。そ

ういった状況もあり、北京市内や都市部の大学に無理をし

て行くよりも地元の大学に残るという選択をする学生も

いる。 

この点は留学生の採用を考えるにあたり、非常に注目さ

れる点である。 

 

また、教育部が所管する師範大学は学費免除の代わりに

将来は必ず教員になるという貧しい学生が多く在籍する。

そこには優秀な学生も多い。日本への将来的な影響という

ことを考えると、こういうところの学生に日本留学や日本

滞在などをしてもらうことが今後の日中の友好関係に有

効に働くのではないかと思う。この他、司法部が所管する

司法系の政法大学なども、将来法曹を目指す優秀な学生が

集まるため、こういった大学など（中央省庁が所管する大

学）との交流や学生の採用について考えてもよいのではな

いかと思われる。 

 

現状、学部卒業後に留学するケースが多いし、高校を卒

業してから海外の大学に留学するという留学の低年齢化

も進んでいるが、教育部の政策的な意図や大学の思惑とし

ては大学院教育に力を入れている。大学院でのダブルディ

グリー制度の充実への取組はその表れだし、海外の大学に

自校の院生の論文指導に協力してもらうというような協

力協定にも力を入れている。留学でも修士課程での留学で

はなくて、博士課程に行くときのサポートだったり、博士

課程在籍中に論文の関係で海外に行ったりというような

ところに重点が置かれている。昔は自分たちで博士や研究

者を養成できなかったので海外に送りこんでいたが、今や

自分たちも自信を持って教育を進めている。海外にまるき

り依存するのでもなく、自前主義だけでやっていてもダメ

なので、海外と協力しながら院生を育てていくという方向

にシフトしている。中国の学生側としても、学部卒業後に

海外の大学院に行くことはビジネス系では有益だろうが、

もし、大学の研究職とか教員とかになりたい場合、ある種

のコネがないと難しい事情もある。そういったところを考

え合わせると、日本の大学側としては、大学間の付き合い

がしっかりあり、将来も交流を続けたい大学の留学生を受

け入れ、将来教員となる者の育成に協力するというような

やり方もあると思う。日本の大学でも中国人学生の採用の

方向性を今一度、考えてみるとよいのではないだろうか。 

 

 これまで主に中国人留学生の動向について主に説明し

てきたが、海外の大学が現在中国で留学生採用のため何を

しているか簡単に言及しておく。かなり積極的に学生の採

用に動いている。世界の中で東アジア、誰が見ても日本、

中国、韓国、香港、台湾の学生の学力は高い。そういった

ところから学部生や院生を採用したいと考えている。特に、

中国については母数も圧倒的に多い。 

例えば、大学のショートステイプログラムを見ても、日

本だと 10 人、20 人といった単位で行うが、米国の大学は

200 人 300 人単位での実施を提案している。実際にそれく

らい積極的な取り組みをしている。語学学校や留学仲介業

者と連携してしっかりとお金を取る仕組みを構築したサ

マースクールを導入している例もあり、大変面白い。また、

中国に教授を派遣して出張講義をよく行っている。そこで

必ず自校の PR をしているようだ。中国の大学の国際部に

よると、日本の大学からは毎回きまって同じ大学の先生し

か来ず、中国のことを良く知る、中国を好きな人が来てく

れるのは有り難いが、それ以外の先生があまり来ないのは

残念だ。またたまに講演などで日本の方が大学に来られて

も自分の大学の PR をしない方が多い。そこをもっとしっ

かりやった方がいいとのことであった。北京大学や清華大

学の構内にはサマースクールの案内掲示板があったが、欧

米の大学の出張講義が非常に多く掲示されたのが印象に

残っている。 

 

海外の大学の取組について、もう一点、強調しておきた

い。中国の学生が日本に来る仕組みとして、日本政府の奨

学金以外に、国家留学基金管理委員会（CSC）が持ってい

る奨学金の活用があるのだが、諸外国に比べて日本ではあ

まりこれが積極的な活用がされていない。HP から分かる

範囲でデータを整理したものを表として整理したが、今年

1 月にＣＳＣと協定を結んで奨学金を活用している例を

調べたところ、日本は北陸先端科学技術大学院大学と早稲

田大学のみが協定を結んでおり、他国では、ドイツはそれ

ほど積極的な印象はないが、米国、フランス、英国などは

大分前からこの枠組みを積極的に利用している。これは、

授業料は大学が持ち、それ以外は中国側が持つというスキ

ームなので、うまくマッチングしなければ厳しいかもしれ

ないが、こういう制度をどんどん活用していってもいいの

ではないか。米国や英国の有名大学も結構、戦略的にこれ

を活用している。例えばハーバード大学と CSC の協定に基

づく奨学金の募集条件を見ると、ハーバード大学の推薦の

規程に則って基準を満たした者が受験資格者となってお

り、大学側が条件を付けて、その条件にあった人物を試験

して採用する仕組みになっている。日本の大学は日本政府

奨学金の活用に加え、ＣＳＣとの協定に基づく奨学金の活

用について研究をしてみてはどうだろうか。 

 

 私が現地で感じたのは、学生も大学も、日本は隣国で近

く、安心な国なので是非交流したいという希望が多いとい

うことだった。ただ、大学間交流に当たっては中国の教育

システムの理解が重要だろう。また、留学生を取るのであ

れば海外向けの情報提供をしっかりした方がよいし、現地

でしっかり活動することも大切だ。現地の同窓会というも

のもあるが、それがいわゆる日本的な、年に一回、同窓生

を招いて飲んで終わるような同窓会が多く、それを不満に

思う人もいる。現地で活躍している同窓生の中に、もっと

実質的な活動を通して母校を支えたいという方が多いか

らだ。例えば大学の情報をきちんと定期的に提供しながら
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留学生の採用に関して協力してもらうとか、現地の情報を

提供してもらうというような活用の仕方など考えてはど

うだろうか。 

 

 基本として、大学内にしっかりしたアドミッションオフ

ィスを設置して質問に受け答えする仕組みやたり、学生選

考にあたってのスクリーニング機能を果たしたりという

ことも重要だろう。教員側の負担もかなり大きくなってい

るので、一部大学では取り入れている手法であるが、そう

いう機能も大切ではないだろうか。 

 

現地で得た知見として日本の大学関係者に伝えたいの

は、中国との交流に際して見過ごされがちな “レベル感”

についてだ。中国側は“格”を気にするし、少しでも上の

大学と付き合いたい意識が強い。そこをいかに適切にやる

かは重要である。また協定を結んでいる大学同士であれば、

政治状況に関わらず比較的交流しやすいし、協定校である

ことを活用するのも大事だ。 

もう一点、見過ごされがちなことであるが、都市間交流

の活用がある。公的な協力や協定があれば、日中間の問題

が多少あったとしても、あまりそれに左右されずに交流す

ることができるだろう（地方の大学からの留学生の採用に

あたっても、こうした公的な背景があると安心感がある）。 

 

“ショートステイによる滞在経験は大変効果的”と書い

たのは、日本の大学を PR しようというとき、あれやこれ

や言うよりも実際に連れてくるのが一番早いからだ。ある

大学の実例だが、大学間協定があるにも関わらず、20 年

間、実質的には何も機能していなかった。新しい学長がき

て協定を解消しようかという話になった時、中国側の担当

者が私のところに相談に来た。学長がその大学との協定を

やめて東大や京大と付き合いたいと言う。私から、あなた

方が切ろうとしている大学は○○分野で非常に有名な大

学である、この分野でとても良い研究をしている先生が多

くいるので、大学の特徴ともあっているのではないか。実

際に行ってその目で確かめてみてはどうかと提案した。そ

れで学生を連れて行き、講義をしてもらったところ、その

先生の研究レベルが非常に高くて素晴らしく、本格的に交

流を進めようという結論になった。このような話が数回あ

った。日本の研究者にはいろいろな分野で優秀な方が多い。

目立ったところでなくても、基礎的なところが非常に素晴

らしいという大学もある。だから中国の大学関係者や学生

に実際に来てもらって大学を知ってもらうのが一番良い。

トレンドとしてダブルディグリーも増えているが、そうい

うものを活用して日本の大学を知ってもらうことも重要

だろう。最近では中国国内に「日本に学べ」という雰囲気

もある。医療や社会福祉、法律、農業、防災、漫画、環境

といった、中国にいても学べない分野では特にそうだ。日

本に行ってこのような分野を学びたいという学生や若い

先生は多い。そういうことを PR していくともっと面白い

ことになると思う。中国の学生も日本の学生と同様就職の

ことは気にしているが、中国人学生には、環境さえあれば

自分達で何とかする、中国にいても何も学べないが日本に

行けば先端的なものに触れられる、自分で勉強できると、

この分野で起業するとかそういう気概を持った学生が多

い。だからこそ、日本ならではの優れた分野を PR してい

く上での一案でもある。 

 

 また、先述しているとおり、米国、英国に行っている中

国人留学生や研究者はかなり多く、それはやがて世界的ネ

ットワークへ繋がっていく。そういうものをうまく使うこ

とはできないだろうか。米英にドクターを取りに行くのは

仕方ないとしても、ポスドクで日本に来てもらう、優秀な

若手研究者を共同研究のプロジェクトで日本に来てもら

うとか、そういう取組を進めてもいいと思う。 

 

最後に、時間があるので、机上に別途お配りした資料に

ついて説明したい。去年 9月に現地で行った関係者向け報

告会の資料だが、“主要外国語大学学部卒業生の進路状況”

として説明したもの。 

日本語学科から多くの学生が日本に来ているイメージ

があったが、データを見ると、どうやらそうでもないらし

い。定員は多いが、必ずしも日本留学に繋がっているわけ

ではない。ショートステイで来日する数は多いかもしれな

いが、実際の進路として日本に来ているわけではない。他

の外国語の比率で比べてもあまり来ていない。また、現地

の日本語学科ではトップの北京外国語大学や上海外国語

大学から日本へ留学する人は少なく、日本語学科卒で米国

や、英国、香港の東アジア研究科のようなところに行くよ

うだ。そこには日本語も中国語もできない欧米の先生がい

るので、日本語も中国語も英語もできる人材は東アジアの

研究をするには丁度良いと重宝がられるようだ。学生本人

としても、日本語はそれなりに上達しているので、これ以

上、日本の大学院に行く意味はあまり無い。むしろ違う分

野を英語で勉強すれば、日本の大学院に行くよりも将来の

キャリアに繋がるかもしれないという動機が働いている。

日本の大学の人文社会系では、要求される専門用語や専門

知識のレベルが非常に高い。高いのは結構だが、海外にい

る学生に両方のスペックを求めるのは厳しいと思う。現地

の日本語で学ぶ学生曰く、そういったハードルが高いので

日本への留学は敬遠しがちだと言う。 

中国に日本語学習者は 100 万人くらいいて、大学学部で

日本語を教えているところは 500 学部くらいあるが、もし、

日本語力をベースに優秀な留学生を採用することを考え

るのであれば、そこから学生を採用することを考えるので

あれば、現地で日本語の専門用語を教えたり、専門知識を

学べるような仕組みを作ったりしないと、なかなか道は開

けないのではないかと思われる。 

もう一つ、現地の文系の大学で感じたことだが、法律系、

経済系では日本に行きたいがために第 2 外国語で日本語

を選択している学生が結構多い。独学で頑張って日本語能

力試験のＮ２は持っている学生もそれなりにいる。ところ
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が大学に問い合わせると「Ｎ１」が必要だとされ、さすが

に留年せずにそれは難しいということで、英語で留学でき

るプログラムがあるかと探すと、英語プログラムは圧倒的

に少ない。それで日本に行くのを諦めたという学生もいた。

そのような学生をもっと取り込めるシステムがあれば専

門分野のべースのある優秀な学生を文系でもより採用し

やすくなるように思われる。 

 以上、簡単ではあるが、中国人学生の動向と、それに対

する日本の大学への提案のようなものを説明させてもら

った。ご不明な点があればご質問いただきたい。 

 

【質疑･応答】 

（JST 石川フェロー） 

 早速、質疑応答とする。 

 まず私から宜しいだろうか。資料 3にあった有力大学に

おける具体的な留学先だが、その中の北京大学、清華大学、

復旦大学のランキングの 1位はコロンビア大学だった。何

故、コロンビア大学にこれほどの中国人が留学するのか、

そして、どういう研究分野に特に人数が多いのか教えてい

ただきたい。 

 

（名子） 

それについては国際所に聞いた記憶があるが、あまり答

えてもらえなかったので実際のところは分からない。公共

政策や社会科学系で留学生を集める仕組みがあるからで

はないかと推測している。 

  

（フロア） 

 中国人留学生は米国に集中し、日本には一部の人しか来

ないということは以前から言われていたが、自分自身の経

験から翻ってみると、20 数年前、母校に来ていた中国人

留学生の方々は皆、優秀だった。当時は米国に行きにくく

人数も制限されていたので、かなり優秀な人たちが日本の

方に来ていた。その時の方々は今、一流大学の主任や長に

就かれていて非常に花開いた状況になっている。今、これ

ほどコロンビア大学に学生を取られていると、次の 20 年

間を考えたとき、日本には先細り感があるので、国をあげ

てもっと大きなスキームを考えられないかと思う。中国の

官僚の方々に自分の組織にも視察に来てほしいとコーデ

ィネートするのだが、近年では特にドイツや米国、シンガ

ポールが人気で、日本に魅力を感じるのは安全性だけだと

いう話もある。こういう状況でどうすればいいか考える時

に、先ほどの表の通り、大連の人たちがまだ日本に興味を

持ってくれているなら、中国全体を相手にせず、日本の経

済力を全て大連に向け、入口から出口、就職まで面倒をみ

るというスキームを作るとか、米国と共有しながら人材を

確保していくとか、そういうドラスティックなことを考え

てもよいのではないだろうか。 

 

（名子） 

 今のような話を聞くことはあるが、日本側として人を呼

んで育成するということに価値がないわけではない。それ

をしっかりやることは大事だと思う。米国に行った人を結

び付けることだけをやると日本に行く意味がさらに低く

なってしまう。やはり日本で良い体験をしてもらうことが

大事ではないだろうか。1980 年代、90 年代の国費留学生

の時代は、個々の話を聞くと、お世話になった下宿の寮母

さんや大学の先生に非常に感謝している人が多い。日本で

実際に生活した体験が重要になるので、ここはやはりしっ

かり呼ぶことだと思う。大学が基盤になれば、その後の研

究協力に結び付く可能性もある。 

地域的な話では、中国内の事情を踏まえると特定の地域

のみに偏るのは良くないだろう。現在、他の外国語大学の

日本学科で 20～30 人留学しているところ、大連だけで毎

年 300 人採るとなっているが、果たして日本側が優秀な人

材を本当に採用できているのかという懸念を持っている。

やれることをやってみてダメだったら次の作戦としてあ

り得るかもしれないが。なお、今の国費留学のスキームは

元々、中国側の推薦に基づいて優秀な人が来るというもの

だった。現在はそういう仕組みから公募に変わったので、

現在の仕組みの中でどう優秀な人を採用するかを進めて

いくことが重要。公務員の交流の枠組みに関しては、今、

現地で大きな論点になっているのは日本の公務員制度改

革が何故、成功したのかということだ。中国では“反腐敗”

をやっているが、例えば日本の公務員は 5万円の賄賂をも

らうだけで免職になったり、厳しい処分を受けたりする。

それが高く評価され、日本の公務員制度等をもっと勉強す

べきだと見直されている感じもある。そういう意味では、

農業は勿論、食の安全、地震もそうだ。日本に学べるもの

が沢山あるとみてもらっているように思う。 

 最近では中国人観光客が増え、実際に日本に行き、トラ

ブルに遭遇して病院に運ばれた人達から、これほどまでに

親切な対応をしてくれるのかという声も聞こえてくる。自

分の子どもを日本に行かせたいと思う人も増えていると

いう感覚がある。だからこそ、今、日本の魅力をしっかり

ＰＲする、情報提供をしっかり進めるなど、やれることを

やるのが大事だと思う。 

 

（フロア） 

 「Ｃ９」の学生の進路動向のところで、例えば北京大学

の卒業生は 2,619 人で進学が 1,214 人、一方、修士の卒業

生が 3,827 人とすると、2,700 人は他の大学から来ている

ということなのか。 

 

（名子） 

2000 数百人には、例えば地方の「９８５大学」等の卒

業生が入っている。詳細な学歴は分からないが、学部卒業

後に修士に進むにあたり、北京大学に数十人行くという数

字が出ているので、それらを合わせるとこのような数字に

なるのかもしれない。 

 

（フロア） 
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大体どこの大学でも学部生よりも修士の方が多くなっ

ているが、そういう傾向なのか。 

 

（名子） 

修士の定員は大きいのでそういった傾向はある。 

 

（フロア） 

中国では飛び級的に中学生で大学に入る人がいるとい

うがそれは事実か。 

 

（名子） 

中国科学技術大学が典型で、少年向けに 14 歳から入学

できるコースがあるが、最近ではそこと西安交通大学くら

いだと思う。 

 

（フロア） 

年少で大学に入る人は他の人達と互角に学び、同等ある

いはそれ以上の学力をもって卒業するのか。 

 

（名子） 

去年か一昨年、中国でその特集があった。正確には見て

いないが大体が研究者になっているようだ。中国国内に残

っているのか米国に行っているのかは分からないが、研究

者になる率は高いらしい。 

 

（フロア） 

 「Ｎ１」、「Ｎ２」というのは日本語検定のことか。 

 

（名子） 

その通り。TOEFL みたいな試験で、留学のために必要な

語学レベルをはかるものだ。「Ｎ２」は日常生活に差し支

えないというレベル、「Ｎ１」だと大学での勉強が可能な

レベルとされているが、実際に「Ｎ１」を取っても専門的

な用語が分かるわけではなく苦労していると聞いたこと

がある。 

 

（フロア） 

 日本への留学生を増やすための受け入れ時期に関して

伺いたい。日本は 4月入学が普通だが、海外、中国では 9

月入学で 7月卒業となる。現在の日本における受け入れ体

制、秋の入学状況はどうなっているのか。 

 

（名子） 

東大が秋入学を導入するという報道が一時期、話題にな

ったが、実質的に秋入学を採用している大学は意外と多く、

今は一年に 4月と 9月の 2回、入学時期がある。外国人留

学生の場合だと 9月入学が主流だろう。日本側も結構対応

していると思う。大学の現場にいないので、これに関して

どのような問題が起きているかは分からないが、システム

的には 9月入学の仕組みが結構多い。特に理工系が中心だ

が、人文社会系でも導入が始まっている。 

（フロア） 

 コメントが 2つ、質問が 2つある。先ほど、留学先にカ

ナダやオーストラリアが挙げられていたが、私が米国でよ

く聞いたのは、カナダやオーストラリアは永住権が取りや

すいので好まれるということだ。それから、日本語ができ

ても専門用語が分からないと日本の文化系の大学は難し

いのではないかという話だったが、大学院で教えている経

験から言うと、日本語学科を出た学生は「Ｎ１」を持って

はいるが、専門知識がないので即座に入学できない。1年

くらい研究生として過ごしてから試験を受けて入るとい

うのが普通だ。 

質問の一つ目は中国の留学網サイトについてだ。それは

情報が載っているだけなのだろうか。あの大学が良いとい

うような情報は留学志望者の間の口コミでものすごく回

っている。中国の学生が利用する SNS サイトがあったら教

えてほしい。もう一つの質問は、学部学生を日本に呼び込

むために、修士学生とは異なるアプローチがあれば教えて

ほしい。 

 

（名子） 

研究生の話はまさにそうだと思う。蛇足だが、研究生と

いうと中国語で大学院生を意味するので、日本の研究生制

度と書いてしまうと混乱してしまう。 “非正規生”とし

て大学院に一年入れる仕組みが分かりにくいため、大使館

がそのリストを作ろうとしたが、調べなければいけないこ

とが多すぎて頓挫した。ただ、学生には伝えるようにして

いる。そういう情報があれば学生にとって有益だろう。 

口コミサイトは知らないが、皆、SNS で情報交換してい

る。具体的な所は学生に聞く方が早いと思う。 

学部生からの留学は全体的にまだそれほど多くはない

印象だ。一例として、大変優秀な北京第四中からは 100

人くらいが米国に行っているが、中国政府的には学部生か

ら留学していくことをあまり推奨していない。元々、実験

的に「国際班」として開いたコースだったが、完全に海外

の大学に進学するための登竜門のようになってしまい、本

来意図していたことと違ってしまった。多額の税金を使っ

て生徒を育成しても米国に飛んで行ってしまうという話

は芳しくないので、今はあまり力を入れていないようだ。

保護者としても学部生までは中国に残したいとも聞く。な

お、日本が学部生から採るのであれば、英語コースが必要

だろう。それを考えると大学院生から採る方がコスト的に

合うように思う。東大をはじめ学部生の英語コースを作っ

ているところがでてきているので、そこの成果をみてから

考えてもいいかと思う 

 

（フロア） 

高校を出て留学する人の数はそう多くはないという話

だったが、高考（入試）に失敗したから外国に行こうとい

う人もいれば、最初から試験を受けずに外国へ行く人もい

ると思う。実際に入試を受けない人は増えているのか。 
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（名子） 

 地方が所管する公立大学や北京連合大学などのデータ

に、留学のことは殆ど書かれていない。留学者数もほとん

どいない。卒業してから留学している可能性はあるが、実

際のデータにはあまり載ってこない。学部を出て直接行く

というよりもワンクッション置かれている可能性がある。

今、ここに出ている数字では分からない。 

 

（フロア） 

高校を出てすぐに留学するという人たちの学力が分か

らない。中国では留学生試験をしていないし、高考（入試）

を受けていればそのデータが参考になるが、どの程度の学

力を持つか分からない学部留学生をむやみに増やすとそ

れぞれの大学が苦労すると思う。 

 

（名子） 

高考（統一大学入試）を受けてもらえれば個人番号が付

与されるため、インターネットでの成績確認が可能であり、

日本でも確認できるが、受けていない人については確かに

難しい。他国からもそういうことが言われていた。中国当

局でも中等教育を修了して直接来る場合の成績証明につ

いて問題意識は持っていると思う。 

 

（フロア） 

 学生から日本に行きたいので紹介してくれと頼まれて

も自分の専門外のことはよく分からない。大使館で留学説

明会をやっているということだったが、対象者はどういう

人たちでどのような情報が得られるのか。 

 

（名子） 

基本的には大学の国際部と大使館、JSPS（日本学術振興

会）等が共催して、日本の大学を集めて行う説明会のこと。

頻繁に行っている。専門外の分野についてはその大学の留

学生担当のところで聞いてくれとしか答えようがない。 

 

（フロア） 

 現地学生の日本の大学への留学に対する感想というと

ころで、仲介業者というものが出てきた。仲介業者とは中

国の学生の海外留学においてどのような位置付けにあり、

どれくらいの影響力があるのか。認可制になっているのか。 

 

（名子） 

仲介業者は相当、影響力がある。いろいろな対応がある

が、どんな人でも有名大学に入れるというような宣伝をす

るところもあれば、情報を提供するというところもある。

政府による正式な認可制かどうか不明だが、教育部所管の

「中国教育国際協会」という独法のような機関があり、そ

こが認定している留学仲介業者の一覧がある。2000 年代

の一時期、悪質な仲介業者がおり相当批判されたこともあ

り、やはり質を保証しなければいけないということで、教

育部所管の組織で管理することになったようだ。一般の学

生で留学したい人は多かれ少なかれ仲介業者をよく利用

しているようである。そういうところに大学の情報を流す

ことも大事かもしれない。影響力は相当強いと考えてもら

っていい。 

 

（フロア） 

 中国政府の奨学金の額はどれくらいか。もう一点、今日

のテーマとは少しずれるが、中国医科大学の学部では日本

語で授業を行うコースがある。今ではそういうコースを持

つ大学は少なくなって 2校くらいしか残っておらず、その

2校すら学部生の募集を停止していると聞く。この辺の事

情について知っていれば教えてほしい。 

 

（名子） 

 日本語で教える医療系の大学があることは承知してい

るが、今のような状況にあることは初耳。奨学金の金額は

日本円で 14 万 5 千円くらいか。日本政府の奨学金が 14

万 2 千円くらいだったので、若干、多い程度だ。 

 

 

【閉会】 

（JST 石川フェロー） 

時間となったので、これにて第 99 回 CRCC 研究会を終了

する。 

 

               （了） 
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2．講演資料 
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