
1

第5回 九州・山口地域の大学国際化ワークショップ

『グローバル30海外共同利用事務所の現状・課題・展望』

立命館大学国際協力事業課

石野 貴史

2013年7月9日



2

グローバル３０について

• ２００９年７月 １３大学が採択を受ける

• 国立大学：東北大学、筑波大学、東京大学、
名古屋大学、京都大学、大阪大学、九州大
学（７校）

• 私立大学：慶應義塾大学、早稲田大学、明治
大学、上智大学、同志社大学、立命館大学
（６校）
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海外大学共同利用事務所の目的
平成２１年度国際化拠点整備事業の公募要領、審査基準、

審査要項、Ｑ＆Ａより

• 「海外大学共同利用事務所」は、選定された大学が設置して
いる又は設置することが確実な幾つかの海外拠点を、ワン
ストップ・サービス機能（海外における説明会の開催や海外
拠点においてテレビ会議システムを利用した入学審査時の
面接の実施等）を有する事務所として指定するものです。

• 日本全体に係る留学情報、大学の情報等を提供するととも
に、希望する他大学へその利用に供するよう務めていただく
ことになります。
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• 海外大学共同利用事務所の設置については、アジア（インド、
ベトナム、フィリピン）、中近東、アフリカ、北米、中南米、中央
アジア、ロシア、欧州等の独立行政法人日本学生支援機構
の海外事務所が所在する国以外又は各大学の拠点事務所
が相当数所在する国以外の国・地域の８ヵ所程度を拠点とし
て支援することとしています。

• なお、中近東、アフリカ、中南米など、戦略的に重要ではある
が事務所の設置・運営に困難を生じやすい国・地域において
行われる構想については、審査にあたり積極的に評価する
こととしています。

海外大学共同利用事務所の目的
平成２１年度国際化拠点整備事業の公募要領、審査基準、

審査要項、Ｑ＆Ａより
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海外大学共同利用事務所について

• １３大学の内、８大学が海外大学共同利用事
務所運営の指定大学となる。

• 東北大学：モスクワ、筑波大学：チュニス、東
京大学：バンガロール、早稲田大学：ボン、名
古屋大学：タシケント、京都大学：ハノイ、立
命館大学：ニューデリー、九州大学：カイロ
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海外大学共同利用事務所7カ国8拠点
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Office: New Delhi 
インド・オフィス
文部科学省が指定する海外共同利
用事務所として新設
2010年11月15日開所式
代表1名、職員1名、現地スタッフ
1名

Office: Vancouver
カナダオフィス
職員1名Office: Seoul 

韓国オフィス
現地スタッフ5名

Office: London
英国事務所
ロンドン大学SOAS内に設置
2011年5月23日開所式
職員1名勤務

Office:Shanghai
立命館駐上海交通大学連絡処
現地スタッフ2名+上交大派遣

Office: Jacarta
インドネシアオフィス
現地スタッフ2名

Office:Taiwan
台湾弁事処
現地スタッフ1名

Office: Thailand
タイ事務所
現地スタッフ2名

Office: Ha-noi
ベトナムオフィス
現地スタッフ2名

Office: Guangzhou
広州事務所
香港の民間企業との協力により
2011年3月設置
現地スタッフ1名

立命館大学が設置

ＡＰＵが設置

G30を契機に設置

学校法人立命館の海外拠点設置状況
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立命館大学における国際化の展開
～国際化に関わる歩み～

1985 国際センター設置

1986 留学生特別入試を実施し、正規留学生の受入開始

海外短期派遣プログラム『海外セミナー（現：異文化理解セミナー） 』開始

1987 学生交換留学（派遣）開始

1988 国際関係学部開設

1991 『立命館・UBCジョイント・プログラム』を開始。毎年100名を長期（8ヶ月）派遣

1994 アメリカン大学との学部共同学位プログラム開始

2000 学部横断プログラム

『国際インスティテュート』開設

2001 理工学研究科に初めての英語コース（国際産業工学特別コース）を設置

2009 グローバル30採択

2000年 同一法人内に
立命館アジア太平洋大学（APU）開学
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立命館インド・オフィス（ニューデリー）

• ２０１０年１１月に海外共同利用事務所として開所

• 国際交流基金日本文化センターと同一ビルに設置

（日本語学習者に対して日本留学情報提供が可能）



10

日本留学のワンストップセンターとして
の機能
・日本の各大学の資料を設置

・ＴＶ会議システムを利用した留学説明
会や面接の実施等
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■留学フェアの実施

• ２０１１年度、２０１２年度と日本留
学説明会をニューデリーにて開
催（日本留学の意義に加え、日
本文化を紹介）

• G３０採択大学など１１大学の他、
在インド日本国大使館、京都府も
ブース出展。８大学が資料参加

• ２０１２年度はインドの高校生、大
学生等、約５７０名参加

■ＴＶ会議システムを活用した面接

• ２０１２年度は利用件数が増加。

海外大学共同利用事務所としての活動
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海外大学共同利用事務所の課題①（留学生数）

• 海外大学共同利用事務所はそれぞれの国・地域に
おいて留学フェアの実施、他大学を含めた広報を
行っているが、留学生数という数字でみると実績を
上げたとは言いがたい。

• しかしながら、地道な取り組みがなければ実績を上
げることはできない。
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在留資格が留学である留学生数
＜G30採択年と現在の実績＞

出典：ＪＡＳＳＯ、黄色は海外大学共同利用事務所設置場所

（ ）内は2012年順位 2009年5月1日 2012年5月1日 増減

中国（1） 79,082 86,324 7,242

韓国（2） 19,605 16,651 -2,954

台湾（3） 5,332 4,617 -715

ベトナム（4） 3,199 4,373 1,174

ドイツ（15） 450 566 116

インド（16） 543 541 -2

ロシア（19） 304 333 29

エジプト（26） 329 213 -116

ウズベキスタン（28） 223 203 -20

全体 132,720 137,756 5,036
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短期留学生数

出典：ＪＡＳＳＯ、黄色は海外大学共同利用事務所設置場所

（ ）内は2012年順位 2009年5月1日 2012年5月1日 増減

中国（1） 3,577 3,478 -99

韓国（2） 1,952 1,595 -357

アメリカ（3） 1,683 1,409 -274

台湾（4） 729 823 94

ドイツ（6） 313 415 102

ベトナム（11） 129 158 29

ロシア（14） 71 102 31

全体 11,546 11,146 -400
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海外大学共同利用事務所の課題②（運営）

■運営上の主たる課題
• 予算
• 人材
• 登記
• ビザ

• 海外事務所運営のリスクとリスクテイク（敏感力と鈍感力）

• 海外大学共同利用事務所の費用対効果の正確な検証（国
内各種業務の費用との比較）

• アウターコミュニケーション、インナーコミュニケーションの必
要性

• Ｇ３０採択大学以外の活用実績の低さ
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海外大学共同利用事務所の展望①
• 日本国政府も各大学も日本の大学の共同利用事務所として

各国・地域に事務所を出したのであれば、最低でも１０年は
続ける必要がある。

• 各事務所が設置されているエリアの関連機関を訪問。大使
館・領事館、ＪＳＰＳ、ＪＥＴＲＯ、国際交流基金、ＪＩＣＡなどの
関連機関は一様に海外大学共同利用事務所の設置を歓迎
し、それぞれのＯＢ・ＯＧ組織を束ねるなどの連携が始まって
いるエリアもある。

• 現在、海外にあるＪＩＣＡ、国際交流基金、ＪＳＰＳ等のオフィス
は同じビルへの共同入居を促す施策もあるようだが、海外大
学共同利用事務所についても可能ならばこうした政府系機
関と同じビルに入居することが望ましいのではないか（立命
館インド・オフィスは国際交流基金と同じビルに入居すること
で相乗効果を発揮している。
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海外大学共同利用事務所の展望②

• 各国・地域におけるプロモーションの継続（実績に繋がるまで時間が必
要）

• 海外事務所への専任スタッフの派遣

■立命館インド・オフィスの取り組み
• 日印協会、デリー日本人会、二木会への参加を通じたネットワーク形成

• インターンシップの活用（デリー大学留学中の学生をインターンシップ生
として受け入れ、国際交流基金へインターンシップ中の立命館大学の学
生の支援）

• 国際交流基金と連携した各種文化教育の実施

• 各種プログラムを通じて渡日するインド人（生徒から研究者まで）の渡日
前ガイダンスの実施

• インナーコミュニケーションの充実を通じた研究発信、各種交流（附属高
校との交流など）
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最後に：山口・福岡・鹿児島の留学生増加が顕著
（在留資格が留学の留学生数）

出典：ＪＡＳＳＯ

2009年5月1日 2012年5月1日 増減 比率

東京 43,775 43,500 -275 99.4 

京都 5,377 6,900 1,523 128.3 

大阪 10,576 10,521 -55 99.5 

兵庫 4,240 5,128 888 120.9 

岡山 2,535 2,273 -262 89.7 

広島 2,301 2,499 198 108.6 

山口 1,217 1,671 454 137.3 

福岡 7,578 10,434 2,856 137.7 

佐賀 406 292 -114 71.9 

長崎 1,655 1,461 -194 88.3 

熊本 793 724 -69 91.3 

大分 4,147 3,562 -585 85.9 

宮崎 148 170 22 114.9 

鹿児島 413 968 555 234.4 

沖縄 534 608 74 113.9 

全国合計 132,720 137,756 5,036 103.8 
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以上です。ありがとうございました。


	第5回　九州・山口地域の大学国際化ワークショップ��『グローバル30海外共同利用事務所の現状・課題・展望』
	グローバル３０について
	海外大学共同利用事務所の目的�平成２１年度国際化拠点整備事業の公募要領、審査基準、審査要項、Ｑ＆Ａより
	海外大学共同利用事務所の目的�平成２１年度国際化拠点整備事業の公募要領、審査基準、�審査要項、Ｑ＆Ａより�
	海外大学共同利用事務所について
	海外大学共同利用事務所7カ国8拠点
	スライド番号 7
	立命館大学における国際化の展開�～国際化に関わる歩み～
	立命館インド・オフィス（ニューデリー）
	スライド番号 10
	海外大学共同利用事務所としての活動
	海外大学共同利用事務所の課題①（留学生数）
	在留資格が留学である留学生数�＜G30採択年と現在の実績＞
	短期留学生数
	海外大学共同利用事務所の課題②（運営）
	海外大学共同利用事務所の展望①
	海外大学共同利用事務所の展望②
	最後に：山口・福岡・鹿児島の留学生増加が顕著�（在留資格が留学の留学生数）
	スライド番号 19

