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•  比較教育学 

•  東南アジア（マレーシア・シンガポール） 
•  ブータン王国 
•  国境を越える教育 

•  留学　マレーシア　英国	



留学とは？	



留学とは？	

•  広辞苑　　よその土地、特に外国へ行って 
　　　　　　　　比較的長期間にわたって学問や 
　　　　　　　　芸術・技術などを学ぶこと  
	

　　　　　　　　国境を越えて教育を受けること	



留学とは？	

　　　①どの教育機関で学ぶのか？	

 
　　　②どの程度の期間学ぶのか?  



いろいろな留学： 
	

（１）高等教育留学	
	
（２）高校生留学	
	
（３）義務教育留学	
	
（４）語学留学	



さらに・・・	

山村留学 
 
駅前留学 
 
お茶の間留学 
 
などなど	



　　　　　　　留学の定義(行政）	

（A)　日本人が海外に留学する場合	
	
　　（１）３カ月未満の海外での教育を　	
　　　　「研修」と呼ぶ 
	

（２）３カ月以上にわたる教育のため	
　　の渡航を「留学」と呼ぶ	

　	



（B)　来日外国人に対して「出入国管理及び難
民認定法」「別表第一」に定める	

	

（１）日本の大学・大学院・高等専門学校（専門
課程）において1年以上の教育を受けるために
来日する場合を「留学」とする。 

	

　　　 （２）日本滞在が１年以上の予定であっても、	

　　　　　日本語学校で日本語を習得するために来日	

　　　　　する場合を「就学」とする。	



各国・機関における留学の定義	

　　　「留学(生）」って英語でどう訳す？	



　　ユネスコ(UNESCO)の留学生の定義　 
 
foreign students/ etudiant etranger 

「自分が恒久的な住人ではない国または地域に
おいて、高等教育機関に入学した者」	
	
　　　　　流動人口にとって自国とは？ 
	



　　ユネスコ(UNESCO)の留学生の定義　 
 
foreign students/ etudiant etranger 

「自分が恒久的な住人ではない国または地域に
おいて、高等教育機関に入学した者」	
	
　　　　　流動人口にとって自国とは？ 
	

生れＡ国→育ちＢ国→教育Ｃ国→永住Ｄ国 



　　　　　英国(British Council)の定義　 
　　　　　overseas students  
　　　　(international students) 

「海外に恒久的住居を有し、	
英国の中等後教育機関(post-secondary)にお	
いて、正規課程に入学し、終了後本国に帰国	
する前提の者」	



　　米国(International Institute of Education) 
　　の定義 　　 

　　　　　　　　　　foreign students 

「米国の市民でも移民でもない者で、	
米国における高等教育課程に登録している
者すべて。ただし難民は含まれる。」	



国際教育流動の規模	

世界の留学生総数・・・370万人	



留学生受け入れ上位7カ国	



世界の留学生受け入れ上位国の変遷	



１０．留学生受入比率 	

　　　	

　　　　留学生受け入れ数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　×100＝高等教育留学生比率　　 
　　　高等教育人口(学生数)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	

　　　　　　　　　　　　　13.6万人(2011) 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×100＝4.6％	
　　　　　　　　293.8万人(2012)　	



主要国の高等教育留学生受入比率	



高等教育留学生比率	



日本の留学生受け入れ数の推移	



留学生送り出し国　送り出し比率	



日本人の海外留学者数	



•  内向き志向の日本人学生？	

　　　　留学に制約の多い日本・・・・・就活	

　　　　日本国内が居心地がいい？	

　　　　留学費用の問題	



　　　　　　留学しない留学？	

　　	

　　　　　　　	



　　　　　　留学しない留学？	

　　	

　　　　　　　　「留学」に含まれる２つの意味	

　　　　　　留学する＝海外に渡航し履修する	

　　　　　　留学する＝海外の学位などを取得する	



トランスナショナル・エデュケーション	

学習者が学位を授与する機関の所在する国	

以外の地で課程を履修する教育	

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	

　　　　Transnational education	

　　　　Cross-border Education 
　　　　Offshore Education 



•  留学にかかわる３つのアクター	

　　　　       学生	

	

	

　学位授与機関　　　　　　　プログラム	

	

 



•  伝統的留学	



　　トランスナショナル教育	

　提携機関	

　分校	

　通信	

	

	

　　学生　　　　　　　　　　　　学位授与機関	



　より複雑な形のトランスナショナル教育	

　	

　　出身国　　　　ホスト国　　学位授与機関	

	

	

	

	



提携学位の起源	

イギリスの植民地向け	

　　外部学位（External Degree) 
 
1998年　マレーシアの国立大学法人化 
　　公立大学の営利事業を認める 
　　	



マレーシア大学の営利事業展開	

　アジア経済危機	

　　フランチャイズ・プログラム	

　　　マレーシア公立大学のコースを	

　　　私立カレッジにフランチャイズ提供　	

	

　　　修了者に大学の学位・資格を授与	



マラヤ大学	



マレーシア理科大学(ペナン）	



KDUカレッジ　ペナン	

画像引用元：http://www.expatriatelifestyle.com/education/resource/eduusefulcontacts/universities-colleges/KDU-College-Penang-Sdn-Bhd	



　　　　　　　　部分留学の誕生 
　　　　 
　　　　　　　トゥイニング・プログラム	

　　　　 
　　　　プログラム課程の一部のみ外国大学で	

　　　　履修する	

　　　 
　　　　 



３＋０プログラムの誕生	

•  留学経費削減のため	

　　　　「１＋２」あるいは「２＋１」	

　	

すべてをマレーシアのカレッジで履修可能	

　　　「３＋０」のプログラムを提携	

　　　　　　オーストラリア　10大学	

　　　　　　イギリス　　　　　９大学	

　　	



オーストラリア　モナシュ大学	



モナシュ大学　マレーシア分校	



輸出品目としての高等教育	

•  2008年　教育サービス輸出額	

　　　　　　155億豪ドル	

　　　オーストラリアの輸出品目	

　　　　　1位　石炭	

　　　　　2位　鉄鋼石	

　　　　　3位　教育サービス	



オーストラリア　シドニー大学(1850)	



メルボルン大学(1853)	



RMIT Melbourne	



RMIT Ho Chi Minh City	





ラオス蘇州大学　分校	



　　(1) 学生の移動・・・・・(伝統的）留学 
	

　　（２）機関の移動・・・・・外国大学分校	

 
　　（３）プログラムの移動・・・・・・・　	

　　　　　外国機関提携学位	

　　　　　国際通信学位 （e-ラーニング）	

　　　　　　	



外国大学の分校	

•  世界の外国大学分校	

　　　113校(2006年）→162校(2009年）	

　　　　　　アメリカ　　　　　78校	

　　　　　　オーストラリア　14校	

　　　　　　英国　　　　　　　13校	

　　　　　　フランス　　　　　11校	

　　　　　　インド　　　　　　11校	



日本の外国大学分校	

　　　テンプル大学日本校（東京）	

　　　1982年進出　学生1700人	

　　　　日本人７０％　アメリカ人15％	

　	

　　1990年代には日本に40校も進出	

　　　　→今日までにほとんどの分校が撤退	



新宿(旧）キャンパスと三田キャンパス	

画像引用元： 
https://www.tuj.ac.jp/jp/about/japan-campus/history.html 
https://www.tuj.ac.jp/jp/maps/ 



アメリカ大学の外国分校	



イギリス高等教育タイプとTNE	

タイプ	

現在のプログラ			ム	

	計画中の			プログラム	

数	 ％	 数	 ％	

1992年以後の新大学	 971	 63.2	 133	 59.9	

1992年以前の伝統的大学	 481	 31.3	 75	 33.5	

高等教育機関内の研究所など	 84	 5.5	 14	 6.3	

合計	 1536	 100.0	 222	 100.0	



外国大学の進出地	

　　　　アラブ首長国連邦　　40校	

　　　　中国　　　　　　　　　　 15校	

　　　　シンガポール　　　　　12校	

　　　　カタール　　　　　　　　  9校	

　　　　　　　　　　　　　（２００９　OBHE）	



Georgetown University in Qatar	



カタールの外国大学シティー	



アラブ首長国連邦の知識村	

画像引用元：http://www.massey.ac.nz/~wwpubafs/2006/Massey_News/issue-19/stories/07-19-06.html	



アラブ首長国連邦	



アラブ首長国連邦	



なぜ中東諸国に展開しているのか？	



日本は？	



マレーシア日本国際工科院 
Malaysia-Japan International 

Institute of Technology	

画像引用元：http://mjiit.utm.my/blog/programmes-offered/	



画像引用元： 
http://mjiit.utm.my/wp-content/uploads/2015/07/MJIIT-Brochure-Japanese.pdf 
http://mjiit.utm.my/research-wind/	



2012年開学 
電子工学・精密機械・化学	

画像引用元：http://mjiit.utm.my/wp-content/uploads/2015/07/MJIIT-Brochure-Japanese.pdf	



エジプト日本科学技術大学 
Egypt-Japan University of  
Science and Technology	



　　　　　　　　将来計画	

画像引用元： 
http://www.jica.go.jp/project/egypt/0604392/news/news/20100204.html 
http://www.ejust.edu.eg/main/about/future-plan-campus-ug-etc	



トランスナショナル・エデュケーシンの課題	

　（１）学位の質保証の問題	

　（２）学位の価値の下落	

　（３）地元の高等教育市場の圧迫	

　（４）高等教育インフラの未整備	

　（５）地元の教育・文化風土との衝突	



•  国際通信学位の拡大	

　　　オンライン・フェニックス大学	

　　　　→お茶の間留学の現実化	

　　　→しかし、同じ学位、同じ価値の教育	

　　　　とみなされるかは疑問・・・	



留学概念の転換	

　　　新しい留学の定義(杉本）とは	

	

　学習者の出身国、学位授与機関の所在
国、学位プログラムの提供機関の所在
国の3者すべてが同一である場合以外
のすべての教育パターンを言う	



新たな疑問	

　マレーシアのモナシュ大学分校に留学 
　している中国からの留学生はどの国に 
　留学したことになるのか？	



 
ありがとうございました 

 
杉本　均 
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