アジアの高等教育と
留学事情
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※2012年2月現在

※外務省ウェブサイトより

今回は、東南アジアの「教育ハブ」としての役割を担おうとしているタイ
を取り上げる。近年、タイから日本への留学生数は年間約2200〜
2400人（うち国費留学生約600人）。国別で第6位に位置する。

した。
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＊1 UNESCO Institute：大学はUNESCOが定義するISCED1997のLEVEL5と６で、大学相当のすべての高等教育機関が含まれる
（日本での4年制大学・大学院、短大等に相当）
。
進学率は大学への総入学者数を大学入学適齢人口で割った比率
（グロス値） ＊2 外務省「諸外国・地域の学校情報」 ＊3 日本学術振興会バンコク研究連絡センターHPを参照
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留学生誘致の方策

10,242

4,573

2012 8-9 月号

＊4 研究者、教育者、大学院生などを対象にした国際交流プログラム
＊5 佐藤由利子 「日本の留学生政策の評価」2010年

画してはどうか、と筆者は考える。
日タイ両国の交流の歴史は長く、伝

とを期待したい。
※執筆協力：日本学生支援機構前タイ事務所所長
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