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3 年ほど前に、都内の私立大学経営学部で教鞭
をとる知り合いの教授から依頼を受け、彼女のゼ
ミで毎夏に行う「海外ゼミ研修旅行」における訪
問先の一つとして、タイにある弊社グループ企業
を紹介したことがあった。今年の夏、その教授が
今度はミャンマーを訪れることになっていて、予
定が合えばそのときに受け入れに協力したグルー
プ企業の社長を表敬訪問したいと連絡してきた。
彼女が毎年ゼミの学生を引き連れてアジアや中東
の国を訪れていることは、3 年前のタイ訪問のお
手伝いをした際に聞いてはいたが、今年はミャン
マー。そんな忙しいさなかにも過去の訪問先への
表敬訪問を目論む彼女の律儀さとエネルギーに感
服した。

あいにくスケジュールが折り合わず、訪問は実
現しなかったものの、改めてその「海外ゼミ研修

旅行」に興味を持ち、聞いてみたところ、昨年は
スリランカ、一昨年はトルコを訪問しているとい
う。毎年訪問先を変えながら受け入れ先を見つけ、
学生に適切なテーマを与えながら安全に行動させ、
無事に連れて帰ってくるのは大変なことだろうと
思うが、こうした海外経験を通じて学習意欲が飛
躍的に向上する学生も少なからずいて、なかなか
やめられないのだそうだ。聞けば経営学部の複数
のゼミでこうした海外研修旅行を実施し、学内で
各ゼミが報告会を開いて研修結果を競っていると
のこと。また、大学の PR パンフレットにも、彼
女のゼミの卒業生がベトナムへの研修旅行を契機
に大きく意識が変容したという魅力的な経験談を
書いていて、どうやらこうした研修旅行は経営学
部の売り物になっているらしい。

筆者が大学に在籍していた 30 余年前、大学で

大学におけるグローバル人材育成の取り組み

Point
❶	 	グローバル人材育成は日本企業にとっての大きな課題であるが、企業への基幹人材供給源である大

学においても、この分野で強みを持つことが課題となりつつある。
❷	 	大学を窓口とした短期・長期の留学制度の充実が進んでおり、海外インターンシップなど、ビジネ

ス経験を伴う育成メニューを取り揃えるなどの取り組みも出てきている。
❸	 	「若者の海外留学離れ」が言われて久しいが、学位取得を目指す本格的留学者数は減少する一方で、

大学の多様なメニューを利用して短期の留学を経験する学生は増加傾向にあり、こうした個性的な
取り組みを注視したい。
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海外留学といえば、「交換留学」だった。大学同士
が兄弟校・姉妹校のような関係にあり、お互いに
半年なり 1 年なりの交換留学プログラムを持って
学生を受け入れ合うというような形態が、大学の
認める「公式の留学」であったと記憶している。
当然、それらのプログラムに参加するためには、
選考試験があり、そもそも一定の語学力がないと
選考に参加できないという性質のものだったとい
う印象がある。筆者はグローバルな舞台を目指す
志高い学生ではなかったため、あくまでも印象だ
が、実際に留学資格を得た知人は、帰国子女だっ
たり、中学や高校で既に留学経験があったり、語
学の達人として名を馳せていたりという人物ばか
りだった。バブル前夜で、大学生の卒業旅行とし
て海外旅行が一般的になりつつある時期ではあっ
たが、ゼミ活動で海外を訪問するという例は聞い
たことがなかった。今は大学が短期長期のさまざ
まな留学プログラムを用意していて、海外留学は
限られた人のものではなくなったという印象があ
る。さらに、上記のようなゼミ活動を通じて海外
経験できるようになってきており、各大学がグ

ローバルに通用する人材の育成を意識した取り組
みを進めてきていることが垣間見える。　

筆者は入社後の 1985 年から 1991 年までの 6 年
弱と 2000 年から 2009 年までの 9 年強、親会社の
採用担当部署で新卒採用に携わった。約 10 年の
ブランクを経て採用の現場に戻ったとき、面接で
出会う学生に占める「海外志向」な学生の割合は
飛躍的に高まっていると感じた。学生時代から英
語をはじめとする語学の学習に力を入れ、短期長
期の海外留学や海外インターンシップなどを経験
してきた学生数の多さは、1990 年前後の比ではな
い。それでも、最後の数年間には、日本の若者の

「海外留学離れ」「内向き志向」などが話題にされ
ることが多くなった。会社としてもグローバル事
業展開に貢献できる可能性のある人材の採用を強
く意識して取り組む中で、確かに海外体験や海外
志向の学生については各社が争奪戦を繰り広げる
状況ではあったが、実感として学生の内向き志向
化を感じることはなかったというのが印象だ。

日本人の海外留学状況の推移は（図表）に示す
とおりである。「OECD 統計等」によれば 2013 年
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ユネスコ統計局、OECD、IIE等における統計、並びに（独）日本学生支援機構の調査による日本人の海外留学者数の推移
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図表　日本人の海外留学状況

出所：		OECD統計等：OECD「Education	at	a	Glance」、ユネスコ統計局、IIE「Open	Doors」、中国教育部、台湾教育部	
JASSO調査：「協定等に基づく日本人学生留学状況調査」（（独）日本学生支援機構）
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に高等教育機関に在籍する外国人留学生（勉学を
目的として前居住国・出身国から他の国に移り住
んだ学生で、学位取得を目的とした留学をしてい
る学生。交換留学等短期の留学は含まない）は
55,350 人。筆者が卒業した 1985 年は 14,297 人な
ので、30 年間で 3.5 倍を超える伸びを示したこと
になる。ただし、2004 年の 82,945 人をピークに
減少傾向となっており、2013 年はピーク時に比べ
ると 35％弱減少したということになっている。あ
る意味、近年若者の海外志向が低下しているとい
う一般的な見方を裏付けているといえる。

一方、2009 年から登場している「JASSO 調査」
の数字は、（独）日本学生支援機構が「協定等に基
づく日本人学生留学状況調査」に基づくもので、
大学等が把握している日本人留学生の状況だ。こ
ちらは交換留学など短期の留学を含む数字で、
2014 年 81,219 人となっている。2009 年から非常
な勢いで伸びており、短期留学を含めると逆に裾
野は広がっていることが読み取れる。正直、これ
だけ右肩上がりで増えている要素には、この調査
が年を追って浸透し、把握できる範囲が広がって
いることもあるのではないかと勘ぐりたくほどの
伸びだが、文部科学省による「若者の海外留学を
取り巻く現状について」のレポートの中でも、短
期留学を含めた留学者数は増加傾向にあると分析
している。

改めて見てみると、「若者の内向き志向」は、い
わゆる学位取得を目指す本格的な留学をする人が
減っているというところで顕在化している現象と
捉えることもでき、一概に大学生が海外のビジネ
スや文化に対する興味を失いつつあるという見方

は正しくないように思われてくる。本格的な留学
をする人が減少する背景としては、そもそも少子
化で対象となる年齢層の人口が減っていること、
それにともない「大学全入時代」が到来して海外
の大学に進学しようという意欲の低下に繋がって
いること、就職活動の早期化 ･ 長期化で留学が就
職活動の妨げになりうるという懸念、経済の長期
停滞で日本の家計が悪化していること、学事歴の
違いや単位認定制度の未整備、海外での感染症や
テロ、地域紛争に対する忌避感など、さまざまな
問題が指摘されている。これらの問題の中には短
期の留学にも影響を与えうるものもあるし、また、
日本人として海外で学位を取得し、本格的な勝負
に打って出ようとする人が減っている傾向がある
とすれば、やはり早急に解決すべきだろう。

短期留学者の増勢についても、単なる就職対策
として経験しておこうという、形だけの留学も中
にはあることは採用活動の中で感じてきた。冒頭
に紹介した大学教授も、海外で働くことに対して
ネガティブなイメージを持つ学生も少なからずい
ることを認めた上で、実際に異国の地で大変なこ
とや辛いことを乗り越えて前向きに明るく仕事に
立ち向かうビジネスマンに接することで「海外は
絶対イヤ」「海外に行けと言われたら会社を辞める
と思う」から「なんとかなるかも」「もしかしたら
楽しいかも」へと意識が変わると述懐している。
企業の採用担当者としては、こうした地道な取り
組みを行っているゼミや大学で、意識を変える「本
物の経験」を積んできた学生を見逃さないように
したいものだ。

大学におけるグローバル人材育成の取り組み




