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1. はじめに

近年日本国内の少子化傾向の丸1各大学にとって優秀な学生を確保することは以前に増して難しく

なりつつある.この様な流れの中で海外の学生を横極的に受け入れる姿勢を示す大学が増えており,

アジア.欧米地域を中心に海外での大学説明会の開イ臥大学の海外拠点設置などの活動が展閲されて

いる.しかしながら現状では日本留学の取りかかりとなる倍報が十分に学生側に伝わらないため日本

への留学を希望していながらあきらめてしまう場合も少なくないo本稿では筑波大学の北アフリカ地

域における拠点としてチュニジアに設置された筑波大学北アフリカ.一地中海連携センタ-くCentre de

l,A飢que Nord et de la M6diterranee pour1a Recherche et l,EnseignementこCANMREIでの留学生

支援活動の経験から,日本への留学を希望する学生がどのような情報を必要としているか,またそれ

らの情報をどのように伝えればよいかについて考察してみたいo

2. チュニジアの音宙,文化的背景

チュニジア共和国は地中海の南側,北アフリカの中央部に位置する日本の約215の広さの小さな国

で二人口は約1000万人程度であるくりo

公用語はアラビア語であるが,かつてフランスの保護領であったこともありフランス語も都市部を

中心に広く通用するoフランス語の学習は公立d-学校では小学3年生より始まり く新教育プログラム

では,J-学2年生より1く2I,高校以上の理数科の授業はほとんどフランス語で行われる. -方英語は街
頭ではほとんど通じず,若tヰ齢層を中心とした-部の層に通じる程度である.大学教貝でも英語が

ほとんど通じなも1ことが珍しくない.大学生の英語力は筆者がチュニジア人学生に接した経験では平

均的な日本人学生と岡等か若干劣る程度である.ただし,英語が彼らに取って第2外国語であること,

日本人学生とは異なり横極的に英会話を試みようとする姿勢を考慮に入れると,彼らの外国語習得の

許容性が高いことが期待されるoしかしながら英語力の間題がチュニジア人学生の日本を含む.フラン

ス語圏以外への歯学の大きな障壁となっていることは事実である.近年チュニジア政府は英語教育に

力を入れており-現在小学5年生からで姶まっていた英語学習を新教育プログラムでは,J-学3年生よ

り姶めることになっているく2Io

宗教は国民のほとんどがスンナ派のムスリムであり,ごく少数のキリスト教鼠ユダヤ教徒が存在
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するo戒律はさほど厳しくなく,都市部ではヴェ-ルをかぶらない女性が多数派であり, l日5回の

礼拝についても仕事などを中断してまで行うことはあまり見られなし-.

3. チュニジアと日本との文化.学術的接点

チュニジアにおける在留日本人は200名程度であり,当地に進出している企業もわずかであるため,

-般のチュニジア人が日本人と直接的な按点を持つことは極めてまれであるo しかしながらテレビで

日本のアニメが放映され,フランス語に翻訳された日本の浸画,ゲ-ムが多く出回っており,特に若

いチュニジア人にとってそれらが日本へのr接点Jとなることが多いo また,チュニジアでもインタ

-ネットの普及により日本に閑する様々な情報が容易に入手出来るようになった反面一 日本に対する

ステレオタイプ的イメ-ジの醸成につながる懸念もある.

日本文化の紹介については在チュニジア日本大使館ほかの諸機閑.団体が年に数回文化イベントを

開催しているほか,チュニジア人日本留学生OB. OG会くTAJ言httplllwww.tajsociety.orgIJが日本

文化人による講演会や在留邦人ボランテイアの協力による日本文化ワ-クシヨツプを横極的に開催し

ているo

学術面での交流では2006年10月現在で筑波大学の他に5大学がチュニジアの大学.研究機閑と学

術交流協定を締結しており,共同研究や学生.教貝の人的交流を進めているく3ナ.また,上述のように

筑波大学がチュニス市内に海外拠点を設置し,学術研究情報の交換,共同研究や留学に閑する相談や

コ-デイネ-トを行っている.さらに2000年より毎年チュニジアー日本文化.科学.技術学術会議く2007

年度の会議のwebぺ-ジニhttpニIIwww.kantaouiforum.orgnをチュニジア国内で開催し,人文社会

科学一 自然科学,情報コミュニケ-ション科学,マネ-ジメント科学の広範な分野にわたるチュニジ

アと日本の研究者閤の学術交流の場を提供しているo 2006年には日本学術振興会とチュニジア共和国

高等教育科学技術研究省く当時は科学技術研究.能力開発省Iとの間に2国間協力協定が締結され, 2

国間の学術研究集会に対する助成が行われている.

チュニジア人が日本語を学ぶ機会としては,チュニス.アルマナ-ル大学傘下の語学学校であるプ

ルギバ現代言語学院 くInstitutBourguiba des hngues Vivantes,通称プルギバスク-ルこ

httpこIIwww.iblv.rnu.tnハおよびカルタゴ11月7日大学傘下のチュニス外語学院くInstituteSuperieur

des Langues de TunisJに日本語コ-スが設置され,日本人および日本留学経験のあるチュニジア人

講師が教育にあたっているoまた,ス-ス大学くhttpこIIw.uc.rnu.tnJ,ボルジュセドリア環墳高等

学院く工nstitut Superieur des Sciences et Technologies de l,Environnement de Borj Cedriaこ

httpこIIwww.isste.rnu.tnJにおいても日本語教育が行われてV,る.

4. 日本への官学

チュニジア人学生の留学先は言菓の間題もあってフランスが圧倒的に多いが,日本への留学を希望

する学生も数としては少なくないo特に日本語を学習している学生の中には強いモチベ-シヨンを持

って日本留学のための情報収集や勉強会に取り阻む者もいるo

日本留学のための奨学金は長期くl年以上Iでは日本国文部科学省の奨学金,日本学術振興会外国人

特別研究員などがあり1短期では独立行政法人日本学生支援機構の短期留学推進制度く受け入れ1奨

学金などがある.文部科学省の奨学金のうち在外公館推薦分のチュニジア枠は7-8名であり,同じ北

アフリカのモロツコの3-4人と比べ格段に多く,日本への留学を志す学生はまず文部科学省の奨学金
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への応募を検討することが多い.

上記奨学金に加え, 2007年度に限るものであるが,国際協力銀行くJBICJの円借款事業の-環と

して修士課樫卒の理数系の学生を対象とした奨学金があるo これはバイオテクノロジ-,水ノ環墳,

再生可能エネルギ-分野の学生各10名ずつを日本の大学院博士後期課程に留学させるものであるo留

学生の待遇は文部科学省の国費留学生相当のものを基本として, 6か月にわたる事前の日本語,英語,

専門分野に閑する研修,専門コンサルタントによる来日前後のフオロ-アップ,学位取得後のチュニ

ジア国内研究機開での研究員としての身分保障等の好条件が加えられている.また-近年の国際協力

機構くJICAン と日本の大学との連携事業としてJICAの本邦研修生を大学が受け入れ,学位を授与す

ることが増えつつあるo

その他の奨学金として,大学,地方自治体,民間団体によるもの

があるが,チュニジア,北アフリカの学生に門戸を開いているもの

が決して多くない.また,チュニジアの政府,機閲,団体が日本留

学のための奨学金を提供しているかどうかについては,資料が入手

出来なかったので不明であるo

奨学金など日本留学に閑する情報は在チュニジア日本大使館が

広報用ポスタ-を作成し各大学に配布しているほか-日本国外務省

の 日本留学絵合ガイド web ぺ- ジく図1 .

h仕pニIIwww.studyiapan.go.jpニ英語,フランス語,アラビア語など

各国語版ありIおよび日本学生支援機構の留学生支援情報webぺ-

ジくhttpニIIw.jasso.go.jplryugakulindex.htmりによる借報提供
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がある.しかしながら後述のようにこれらの情報が必ずしも十分に広く行き渡っているとは言えなし-

のが現状であるo

5. 日本官学を希望するチュニジア人学生に対する官学相鼓こ彼らは何が知りたvlか,

どこで困っても1るか7

表1. CANMREで受けた日本官学相蔽の内容

日本での受け入れ教貞の探し方,紹介 7

奨学金についての倍報

留学全般についての倍報

日本での生活

その他

6

2

1

2

日本留学を希望する学生に対し必要十分な情

報を与え,彼らの疑間,不安を解消することは

彼らの日本留学を後押しする上でおおいに役立

つものであり,この点で大学の留学生センタ-

や海外拠点は大きな役剖を担うことが期待され

る.それではどのような情報をどのように彼ら

に伝えれば良いのであろうか7筆者の筑波大学

北アフリカ.地中海連携センタ-くCANMREJでの留学相談および上述のJBIC奨学金事業の-環と

して奨学金説明会での日本の学生生活の紹介,学生と日本側受け入れ教貞とのマッチング,その他留

学相談の経験から考察してみたいo

表1は2006年5月の開所以来CANMREで受けた留学相談18件の相談内容の内訳であるo相談に

来た学生は全て日本の大学院への長期あるいは短期の留学を希望しており,理系16名,文系2名であ

る.理系の学生が圧倒的に多いのはCANMREがチュニジア国立農業学院構内に設置されているので,

同学院の学生がより多く訪れるためであるoそれぞれの項目について具体的な相談内容および取った
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対応を以下に紹介するo

日

学生の専門分野.興味に沿った受け入れ教貞を見いだすことは留学の成否を左右する大きな要素で

あり,かつ学生,教貞双方にとって悩ましい問題である.実際CANMREで受けた留学相談でも受け

入れ教貝のマッチングに閑する相談が最も多く,これが学生にとって最大の閲心事であり,難閑であ

ることが伺われるo具体的には以下の様な相談を受けたo

り 自分の研究したい分野に合った日本の受け入れ教員の探し方がわからないo

2I 日本の受け入れ教員を紹介して欲しいo

3I教貝に受け入れの打診の連絡を入れたのだが返事が来ないので連絡をつけて欲しvlo

り,2ナについては自分でGoogleなどの検索エンジンで探してみたものの見つけることが出来なかっ

た,日本人教貞の情報が日本語でしか得られなかった,というものがあり,インタ-ネットの普及で

情報の入手が容易になったとは言え,必要とする情報を得るのにはまだまだ多少の困難が存在するこ

とを表しているo

これらの対処としてはまず学生に自分がどのような勉強をしたいかを明確にさせるようにしているo

相談に来る学生の中には自分の方向性が唆昧で, r何となくJ留学を希望している者も少なくない.時

分が何をやりたいかを考え直すことによって留学の意思を再確認させ,どの分野の教貝を探すのかに

ついて明確なイメ-ジを持たせてVlる.また,方向性が明確であると,実際に連終を取る際に教貝と

具体的な打ち令わせをすることが出来,教貝に好印

象を与えることが出来るo

次に自分の専門分野に合った教貞を探す手段とし

て独立行政法人科学技術振興機構くJSTIが提供す

る研究閲発支援給合デイレクトリ く図2. ReaDニ

httpこIlread.jst.go.jpIを栢介している.ReaDは広

範な分野にわたる日本の研究者.研究活動のデ-タ

ベ--スであり,英語版も利用可能であること,収録

されている情報が豊富で多岐にわたることから有用

な手段となっているo ほとんどの学生はReaDによ

るキ-ワ-ド検索法を2,3例教えるだけでほぼ問題

なく使いこなせているo ただし英語版でのキ-ワ-

ド検索の結果は日本語版の場合と検索結果が異なり

適切な結果がでないことがあるため,その際には日
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本語版で検索し,結果を英語版に変換している.

ReaDで検索した結果および教貞.研究室のwebぺ-ジ他の情掛こ基づいて受け入れ教貝を選ぶ際

には以下の点に注意して選ぶよう指導しているo

学会の評議員,大型プロジェクトのリ-ダ-を数多く兼任してV,る教貞は避ける.く多忙のた

め十分な研究指導が得られない場合が多vlo どうしてもそこに行きたい時には研究室の准教授

に連絡を取るoI

自分の留学予定年数+2年以内に定年を迎える教貝は避けるoくどうしてもそこに行きたい時に

は研究室の准教授に連絡を取るo I
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研究室メンバ-に外国人,特にイスラ-ム圏の外国人がVlる方が望ましい.研究室のwebぺ-

ジなどで確認出来ない場合は最近の業蹟-覧に外国人が筆頭著者の論文が含まれているかど

うかを見る.

3Iの日本人教貝からの返事が来ない間題については以下の原因が考えられる.

レタ-の英文に間題があるため教貝側が内容を理解出来ない.

レタ-の内容,特に研究内容についての記述が不十分であり, r総当たり的Jに出した様な印

象を受けるため無視される.

電子メ-ルが迷惑メ-ルフイルタ-で排除され,教貞側に届いていないo

- 教貝が多忙なため後回しにされるか無視される.

レタ-の英文の問題はチュニジア人学生にとって英語がr第2外国語Jであるためしばしば起こる間

題であるo これに対してはレタ-の英文の添削を行うと共に,英作文のレベルが低い学生に対しては

語学学校などで英語を勉強するよう指導している.研究内容の記述については具体性が欠けていると

.途上国の学生からの留学受け入れ依頼にありがちなr総当たり的なレタ-Jに見られて無視されるこ

とが多いため,学生が望む研究テ-マと教貝の研究テ-マの閲連性を具体的に記述することをすすめ

ているoまた1日本留学への熟意をアピ-ルする意味で研究内容に開する記述よりもひたすら日本や

日本文化への輿味の強さを書き連ねる学生もおり,それらについては過剰にならないよう指導してい

るo

チュニジア人学生のほとんどはyahoo mail, hotmail, gmailなどの無料メ-ルアドレスしか持たな

いため,受信側の迷惑メ-ルフイルタ-で排除されることが極めて多いoまた,最近の電子メ-ルの

過剰な普及のため電子メ-ルの全てに目を通さない教貞も多く,電子メ-ルでの連絡がかえってつき

にくいことがしばしば発生するo このため学生には少なくともフア-ストコンタクトは電子メ-ルで

はなくFAXで送るよう指導してVlるoまた,本人の留学の意志が強い,国費留学生に応募の予定ある

いは既に採用された場合は筆者から先方に直接連終を入れ,学生の受け入れを依頼している.

この受け入れ先教貞との連絡の問題は,受け入れ先のマッチングを日本側が詞整したJBIC奨学生か

らも多く相談を受けており,彼らの大きな不安の種となっているo

についての .

- について旦丘亜

これらについての質問は日本での受け入れ教貞に閑する相談に次いで多く,日本への留学に関する

情報が学生に十分浸透していなvlことが伺われる.日本への留学全般および奨学金についての相談内

容は以下の通りであるo

り 日本に留学したし,のだが1どうすれば良いのかを知りたいo

2I どのような奨学金制度があるか7どのようにして応募すれば良いのか7

3ナ 国費留学生に採用されるためにはどのような準備をすれば良いのか7

り, 2Jについては奨学金制度の説臥日本留学総合ガイドwebぺ-ジの紹介,在チュニジア日本大

使館の担当者を紹介したo 3Iについては通臥留学生の日本の大学.研究室でのコミュニケ-シヨン

は日本語あるいは英語で行うこと,特に自然科学分野など英語での文献学乳論文執筆が必須である

分野では日本語よりも英語の能力が必要となること,さらに国費留学生の審査では英語力が評価され

るこ.とを説明し-特に英語力が低い学生に対してはまず日本語串り英語力を身につけることを指導し

た.また,有志学生による日本留学勉強会を紹介し,学生同士の自主的な活動の輪に加わることを促

したo
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日未での生括

CANMREへの相談件数は少なかったものの, JBIC奨学生に対する聞き取りでこの件に閑する質問

が多く,彼らの大きな閑心事のひとつであるo具体的な質間.相談内容は以下の通りであった.

り 東京の大学に留学するのだが支給される奨学金で十分生活出来るだろうか7

2I学生寮1アパ-トはどのようにして探すのか7

3I大学寮は快適なのか7く特に個室シヤワ-の有無についてo特にイスラ-ム圏の女子学生はシヤ

ワ-1浴場の共有に閲して強い抵抗があるI

4I地方の大学に行くのだが,イスラ-ム圏外国人のコミュニテイはあるのか7

51配偶者く賠約者1を同伴する予定なのだが,日本でアルバイトが出来るだろうか7

6I日本の自然科学系の研究室では学生は朝早くから夜遅くまで研究室で実験を続けると聞いたが

自分はそのような生活について行けるであろうか7

異なる文化の中で生活することに対する不安は全ての留学生の共樽の悩みであり,対処法について

は学生本人の許容度や置かれた状況によって様々であるが,このような悩みを抱く学生には決して学

校や研究室で孤立せず,何かあったら必ず周囲に相談するようアドヴァイスをしている.

6. より良い官学博報の挺供に向けての握青

以上の事例からチュニジアで日本への留学情報提供の間題点は情報が十分にあるものの,これを必

要とする学生に伝わりきれていないことが大きいと考えられる.また,日本の教貞とのコミュニケ-

シヨンの取りにくさも彼らにとって大きな不安材料となっているoこれらの状況の改善に向けて以下

の捉言とお願いを行いたし-o

適切な

留学情報に閑しては日本国外務省の留学総合案札日本学生支援機構の留学生支援情報などのweb

ぺ-ジが整傭され- また日本における受け入れ教貞マッチングの基礎資料となるべきデ-タベ-ス

くReaDJがあるものの,学生の間での知名度がまだまだ低く十分に活用されてし1るとは言いがたい状

況にあるoこれはインタ-ネット上の情報の氾濫の中で全くの予備情報なしにこれらのwebぺ-ジそ

のものに行き着くことが極めて困難なためである.これに対してはチュニジア高等教育.科学技術研

究省のポ-タルサイトくhttplllw.mes.trVanglaislindex.htmJの様な現地の学生が開連借報の収集

のために訪れるwebペ-ジにリンクをはってもらうことが有効であると考える.これらのインタ-ネ

ツト媒体に加え,現地で留学説明会を問催し学生に直に情報を伝えることも垂要である.また,日本

大便館および日本の大学の海外拠点は常設の日本のインタ-フェ-スであり,実体を痔っ情報ポ-タ

ルであるのでこれらを直接的な情報発信の起点としてさらに活用すべきであるo特に海外拠点は日本

の大学人と現地の学生が直接接するよい場であり,拠点を設置した大学のみならず他の大学とも連携

しで,All Japannとしての拠点活用を期待したblo

留学生の祖

インタ-ネットの普及により大学,研究室あるいは教貞個人からの情報発信が盛んに行われ,以前

のように学生が直接間い合わせなくてもインタ-ネット上で必要な情報が得られるようになっているo

最近各大学では教貝の研究教育およびその他の活動のデ-タベ-スが整傭されており-ReaDと共に留

学筆の教貞を探す強力なツ-ルとなっているoまた.大学の国際化に伴いwebぺ-ジ,大学概乳パ

ンフレツトなどの外国語版も充実して来ている.しかしながら日本語版に比べ外国語版の情報畠がま
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だ少ない場合が多く,大学院の専攻あるいは研究室レべルでの外国語版の情報は外国人特に留学を

志す学生にとっては十分と言えない例をよく見かける.これら外国語版の情報について単なる翻訳で

はなく,留学.共同研究などそれぞれの大学に興味のある外国人が見ることを前提とした倍報の外国

語へのロ-カライズー充実を望みたい.例えば各教貞の研究情報にr留学生受け入れの可否および受

け入れのための条件Jl r受け入れ可能研究分野.テ-マJが明記されていれば学生の受け入れ先選び

におおいに有益となるであろう.

留学希望者

学生にとっては日本の大学教貞とのやり取りでなかなか返答が来ないことは不安と焦りの大きな-

因となっている. -方日本の大学教貞の立場では,日々の教育研究などの業務の合間を縫って毎日膨

大な電子メ-ルの対応に追われるFP.本当に自分の研究室に来る気があるのかどうか定かでない外国

人学生からのメ-ルに目を通し,返事を書く時間と労力を費やすことは実際にはなかなか難しいo特

に-部の外国人学生によるr総当たり軌な留学受け入れ依頼メ-ルが横行しているため電子メ-ル

による間い合わせには無視することが多くなってしまうoこのため学生にはFAXでフア-ストコンタ

クトを取ることを勧めているが,これは日本側教貞の目に留まりやすくするためと, FAXという電子

メ-ルより手間と金銭のかかる手段を取らせることによって安易な気持ちで出さないようにするため

である.

海外拠点で学生からの相談を受けて来た者として,電子メ-ルであれFAXであれ,学生からのフア

-スとコンタクトにはたとえ受け入れが出来なv-場合でもr留学生として受け入れることが出来ないJ

という旨の返事を送っていただくことを日本の大学教貞の先生方にお願いしたいo他人の迷惑を顧み

ない-部の心なvl学生がいることは事実であるが,真剣に日本の留学を考えている学生も決して少な

くはなvl.また,メ-ル等で学生とやり取りする際には1週問以内に学生に返事することを垂ねてお

願いしたいoたとえ対応に時間がかかる場合でも,取りあえずr連絡は受け取った.回答まで多少時

間がかかるかもしれないが待っていて欲しいJとひとこと入れるだけで学生の不安を和らげられるの

であるo

7. 括び

大学の海外拠点での業務は海外の学生の生の声に直接触れる良v機会であると同時に,彼らの期待

の大きさを感じ-留学情報の実体的なポ-タルとしての大学海外拠点の意義が改めて痛感させられる.

筆者の経験が日本への留学を志す学生のニ-ズの理解および彼らをサポ-トする体制を作り上げるた

めの参考になれば幸いである.
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