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協定等に基づく日本人学生留学状況調査結果 
 
 

 

 

 
この調査は、日本国内の大学等と諸外国の大学等との学生交流に関する協定等（以下「協

定等」という。）に基づき、教育又は研究等を目的として、平成18年度中（平成18年4月1

日から平成19年3月31日まで）に海外の大学等（海外に所在する日本の大学等の分校は除く。

以下、「海外の大学等」という。）に派遣された日本人学生及び該当協定等について、調

査したものである。 

 

 

 

注１） この調査でいう「協定等」とは、両大学長、学部長等の捺印又はサインを交わした

正式文書だけではなく、正式文書としては両大学取り交わしていなくても、派遣に関わ

る事務文書が大学等に存在し、交流実績がある取決め又は覚書等も含む。 

 

注２） この調査でいう「留学」とは、海外の大学等における学位取得を目的とした教育又

は研究等のほか、学位取得を目的としなくても単位取得が可能な学習活動や、異文化体

験・語学の実地習得、研究指導を受ける活動等をいう。 

 

注３） 四捨五入した数を使用している表では、内訳の数の合計が、計欄の数と一致しない

場合がある。 



１．地域別・留学期間別日本人留学生数

1か月未満
1か月以上
3か月未満

3か月以上
6か月未満

6か月以上
1年未満

1年以上 計 

（人） （人） （人） （人） （人） （人）

アジア 3,249 (2,542) 612 (369) 491 (468) 1,300 (1,139) 117 (209) 5,769 (4,727)

中近東 24 (15) 10 (0) 0 (0) 13 (12) 1 (4) 48 (31)

アフリカ 4 (5) 21 (1) 0 (3) 16 (22) 1 (5) 42 (36)

オセアニア 1,449 (1,232) 1,339 (1,103) 277 (327) 550 (538) 31 (51) 3,646 (3,251)

北米 3,154 (2,653) 1,274 (1,153) 1,256 (1,193) 2,512 (2,281) 163 (180) 8,359 (7,460)

中南米 31 (27) 30 (30) 8 (5) 89 (85) 4 (18) 162 (165)

ヨーロッパ 2,509 (1,827) 814 (1,045) 444 (466) 1,678 (1,444) 162 (237) 5,607 (5,019)

計 10,420 (8,301) 4,100 (3,701) 2,476 (2,462) 6,158 (5,521) 479 (704) 23,633 (20,689)

（　　　）内は平成17年度の数

２．地域別・男女別日本人留学生数

男 女 計

留学生数 構成比 留学生数 構成比 留学生数 構成比

（人） （％） （人） （％） （人） （％）

アジア 1,998 (1,569) 8.5 (7.6) 3,771 (3,158) 16.0 (15.3) 5,769 (4,727) 24.4 (22.8) 

中近東 23 (12) 0.1 (0.1) 25 (19) 0.1 (0.1) 48 (31) 0.2 (0.1) 

アフリカ 19 (18) 0.1 (0.1) 23 (18) 0.1 (0.1) 42 (36) 0.2 (0.2) 

オセアニア 1,017 (897) 4.3 (4.3) 2,629 (2,354) 11.1 (11.4) 3,646 (3,251) 15.4 (15.7) 

北米 2,696 (2,199) 11.4 (10.6) 5,663 (5,261) 24.0 (25.4) 8,359 (7,460) 35.4 (36.1) 

中南米 52 (45) 0.2 (0.2) 110 (120) 0.5 (0.6) 162 (165) 0.7 (0.8) 

ヨーロッパ 1,671 (1,556) 7.1 (7.5) 3,936 (3,463) 16.7 (16.7) 5,607 (5,019) 23.7 (24.3) 

計 7,476 (6,296) 31.6 (30.4) 16,157 (14,393) 68.4 (69.6) 23,633 (20,689) 100.0 (100.0) 

（　　　）内は平成17年度の数

地域名

期間

男女別

地域名



３．国(地域)別日本人留学生数

国（地域）名 留学生数（人） 構成比（％）

アメリカ 6,417 (5,584) 27.2 (27.0)

オーストラリア 2,752 (2,395) 11.6 (11.6)

イギリス 2,616 (2,127) 11.1 (10.3)

中国 2,530 (2,223) 10.7 (10.7)

カナダ 1,942 (1,876) 8.2 (9.1)

韓国 1,690 (1,305) 7.2 (6.3)

ニュージーランド 892 (852) 3.8 (4.1)

フランス 837 (832) 3.5 (4.0)

ドイツ 768 (757) 3.2 (3.7)

タイ 418 (317) 1.8 (1.5)

その他 2,771 (2,421) 11.7 (11.7)

計 23,633 (20,689) 100.0 (100.0)

（　　　）内は平成17年度の数

４．専攻分野別日本人留学生数

専攻分野 留学生数（人） 構成比（％）

人文科学 13,610 (12,494) 57.6 (60.4)

社会科学 3,428 (3,335) 14.5 (16.1)

理学 161 (149) 0.7 (0.7)

工学 652 (522) 2.8 (2.5)

農学 246 (327) 1.0 (1.6)

保健 769 (525) 3.3 (2.5)

家政 181 (58) 0.8 (0.3)

教育 397 (342) 1.7 (1.7)

芸術 276 (211) 1.2 (1.0)

その他 3,913 (2,726) 16.6 (13.2)

計 23,633 (20,689) 100.0 (100.0)

（　　　）内は平成17年度の数

（注）１．「農学」には、獣医学を含む。

　　　２．「保健」には、医・歯学を含む。
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