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今号は前号に引き続き中国を取り上げる。留学先として日本の人気が低
下している中で、日本の大学が中国での学生募集の際に留意すべきこと

※外務省ウェブサイトより
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（前年比）

利用者数

利用率

利用者増加率

チャット

4億1,510万人

80.9%

17.7%

編入学を希望する学生もターゲット

術や研究領域などに

検索

4億740万人

79.4%

8.8%

となる。前号でも少し触れたが、中国

着目する機会を設け

音楽視聴

3億8,585万人

75.2%

6.5%

では専科（3 年制）から本科（4 年制）

ることを検討してみ

動画視聴

3億2,531万人

63.4%

14.6%

への編入学のニーズが非常に高い。日

てはどうか。

ブログ

3億1,864万人

62.1%

8.2%

本の大学は海外の大学からの編入制度

4）ソ ー シ ャ ル メ

を積極的に取り入れてはどうか。修得

ディアによる広報

2億4,988万人

48.7%

296.0%

電子メール

2億4,577万人

47.9%

-1.6%

SNS

2億4,424万人

47.6%

3.9%

済み単位の認定基準の改定などに着手

2011 年末時点の

することを提案する。

中国国内のインター

2）学生生活の環境整備
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出典：「第 29 回中国インターネット発展状況統計報告」より
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大学卒業者数

全国統一修士研究生
入学試験※志願者数
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全国統一修士研究生
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競争倍率

日本の魅力といえば驚異的な経済成

1 億 5000 万人以上のユーザーを有す
る。

今後、日本の大学は欧米の大学と、
より激しく中国人の学生の争奪戦を繰
り広げることが予想される。

学の両方で学べるという制度は魅力的

2008 年

559 万人
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38.6 万人
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2009 年
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44.9 万人
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631 万人

140.6 万人

47.4 万人
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632 万人

151.1 万人

49.5 万人
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また、日本への留学について担当教

は自動車の部品を扱うアメリカ系企業

2012 年

633 万人

165.1 万人

51.7 万人
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員の内諾が必要な場合があるなど、他

に勤務していた。日本とは無縁の環境

そのほか、協定校での模擬授業な

しっかり認識してもらうことによっ

国への留学と比べると申請手続きが複

で育ってきたが、ある部品が日本でし

ど、学びを体験できるような広報が必

て、社会情勢に左右されない安定した
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要だ。

学生確保へと繋げていくべきだろう。

※大学院進学希望者が受験する統一試験
＊ 中国統計年鑑、中国教育在線を基に作成

要だろう。

以前、このような申請者がいた。彼

に映るだろう。

※「第29回中国インターネット発展状況統計報告」
より
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