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日本留学海外拠点連携推進事業
カントリーレポート

ロシア連邦
Russian Federation



概況

1991年12月のソ連邦崩壊後、ロシア帝国（1721-1917）の後継

国家として成立。大統領を元首とする連邦共和制。議会は上院と

下院からなる二院制を採用している。州や地方、共和国など85の

連邦構成主体から成り、世界一の国土面積を有する（日本の約45

倍）。約190の民族が共存する多民族国家で主要民族はロシア人、

タタール人、ウクライナ人等。11のタイムゾーンがあり、国内最大時

差は10時間（モスクワと日本の時差は6時間）。首都モスクワが位

置するヨーロッパロシアとシベリア、極東ロシアに分けられる。ヨー

ロッパロシアを中心に肥沃な黒土地帯が広がっており、シベリアは

天然資源が豊富な事で知られている。

首都

モスクワ

人口

1億4，617万1，015人（2021年）

人口増加率

－0．39％（2021年）

面積

1,712万5,191㎢（2020年）

言語

ロシア語、他各民族語

宗教

ロシア正教、イスラム教、ユダヤ教、

仏教など

基本情報

通貨

ルーブル

主要産業

鉱工業、航空機産業

GDP成長率

－3．1％（2020年）

一人当たりのGDP

10，037米ドル（2020年）

成人識字率

99.7％（2018年、世銀）

大学進学率

81.91％（2018年、世銀）

在留邦人数

2，121人（2020年）
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教育事情

ロシアの教育は普通教育と専門教育に分けられる。普通教育は、

初等教育4年、基礎教育5年、中等教育2年の11年制でこの11年

間が義務教育とされている。教育機関には国が定める「連邦国

家教育基準」以上の内容でカリキュラムを組むことが求められて

いる。ギムナジウム、リツェイ、物理数学学校などの名称で特定の

分野を深く学ぶ学校もある。基礎教育の最終学年（9年生）と中

等教育（日本の高等学校に相当）の最終学年（11年生）ではそれ

ぞれ修了認定国家試験を受験する。ロシア語と数学が必須で、

その他の科目は任意受験だが、5段階評価で2以下の成績が多

い場合は受験資格が与えられない。11年生が受験する「統一国

家試験」は中等教育の卒業認定試験と大学入学試験を兼ねてい

る。必須科目のロシア語と数学の他、大学の専攻に合わせ2科目

以上を受験する。なお、モスクワ国立大学等の主要大学や芸術

系等、一部大学を除き、ロシアでは中等教育の成績と「統一国家

試験」の結果のみで大学に入学することができる。一般に大学の

学部では無償枠と有料枠があり、成績優秀者は国の予算で無償

教育となる。戦略的にIT、工学、医学など国の重点分野に多くの

無償枠が配分されている。

英語教育・IB教育の状況

「連邦国家教育基準」 教育（一般的には英語）は小学（学習

指導要領）では外国語2年生から開始されることになっている。

IB認定校は51校。モスクワ、サンクトペテルブルク等に集中し

ている。DPを提供するのはこのうち24校。51校中33校が国

立学校。国際バカロレア入試は普及しておらず、モスクワ国立

大学等わずかな大学を除き、大半の大学では高校の成績と統

一国家試験の結果を基にした評価が採用されている。

日本語教育の状況

国際交流基金の日本語教育機関調査（2018）から、国内の

日本語教育機関数は169機関、教師数633名、学習者数11，

764人。内訳：初等教育（9．0％）、中等教育（27．7％）、高

等教育（29．7％）、学校教育以外（33．6％）。ロシア全体で

は日本語学習者の増加が確認できるが、中国語、韓国語に押

され日本語学習者数が減少した地域もある。大学入試科目に

ないため、中等教育で日本の大学入学必須レベル（N2）達成

者は稀だが、高等教育で日本語を専攻する学生の語学スキ

ルは概して高い。ロシア国内11都市で開催される日本語能力

試験受験者は年々増加傾向にあり、2019年の受験者数は前

年比の634人増の4，233人で、そのうち848人がN2以上

に合格している。
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日本への留学者数

754人（内、高等教育機関への留学者数494人）

（2020年度、JASSO）

主な日本留学希望者（高校、大学・大学院生、社会人）

大学・大学院生、社会人、高校生

日本留学を希望する動機（多い順）

人文学、社会科学、IT、工学、情報科学、教育学、医学

留学希望先機関

（日本語学校、専修学校、大学、大学院等を多い順）

大学院、大学、日本語学校、専修学校

専攻分野（多い順）

人文学、社会科学、理学、工学、情報科学、教育学、医学

希望が多い（ニーズが高い）留学期間

2年（修士課程）

日本留学事情

経済的状況（留学資金）

奨学金

留学後の進路希望

日本での就職、日本企業への就職、研究活動の継続
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ロシアから日本への留学生数の推移

「外国人留学生在籍状況調査」(独)日本学生支援機構



主な留学先国

ドイツ連邦共和国（10,121人）、チェコ共和国（5,859人）、

アメリカ合衆国（5,074人）、英国（3,752人）、フランス共和国

（2,945人）（UNESCO, 2018）

主な留学先教育課程

修士課程、博士課程、学部

主な専攻分野

ビジネス、マーケティング、エンジニアリング、IT、ジャーナリズム

海外への留学者数

約5万7,000人（2018、ロシア新聞）

その他、特徴的な事項

無償教育あるいは就職目的で留学するケースが多い

海外留学事情 現地日本関連情報

在ロシア日本国大使館や総領事館が開催するジャパン

フェア等の日本関連イベントは何千もの集客があるほど毎

回盛況で、日本文化に対する関心は総じて高い。「ロシアに

おける日本年」（2017年～2019年）の影響か、2019年度

から専攻定員数を増加した高等教育機関も確認されている

が、学校外教育の伸びも目立っている。

コロナ禍の日本語離れが懸念される中にあり、文学や日

本食など日本文化の人気は変わらない。ロシアに村上春樹

ファンが多いことは既知の事実であるが、近代文学に興味

を持つロシア人も多く、書店には川端康成、三島由紀夫、安

部公房他の文豪の翻訳本がずらりと並ぶ。日本文化はロシ

ア人のお腹も知的欲求も満たしている。
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留学生リクルーティング・コラム

概してロシア人留学生は、卒業後も帰国せず海外での就職

を好む。日本語や日本文化を専攻する学生が日本留学を目

指すのは至極当然であるが、最近では卒業後のキャリアを見

据え、医学、IT、最先端技術など日本で社会的需要の高い分

野に留学しようとする学生も確認できている。

Google、Evernote、PayPal、Skypeなど知名度の高い

プログラムの開発者には旧ソ連圏に縁あるエンジニアも多く、

欧米・アジア諸国はロシア人留学生を高度外国人材とし獲得

に前向きである。日本でも優秀なロシア人留学生の獲得は深

刻なIT人材不足の解決策になり得る。生活水準の高さや安全

性その他、欧米に勝る日本の魅力を継続的に発信しつつ日本

における外国人留学生の雇用実態、就職率や就職先のデー

タ開示など明確なキャリアビジョンを提示するとともにロシア

人の雇用事例を積み上げていくなど産官学で連携した戦略

的なリクルーティングが肝要である。

作成協力：日本留学海外拠点連携推進事業（ロシア・CIS地域）北海道大学

写真引用元：Pixabay
9



日本留学海外拠点連携推進事業
カントリーレポート

カザフスタン共和国
Republic of Kazakhstan



概況

カザフ人、ロシア人、ウズベク人、ウクライナ人、ウイグル人等か

ら成る多民族国家。19世紀にロシア帝国の直接統治下に入り、

その後ソ連邦の構成国となるが、1991年のソ連邦崩壊に伴い共

和国として独立する。1997年に首都をアルマトイからアスタナに

移転。世界遺産としても知られるシルクロード、天山山脈を有し、

多様な自然環境に彩られた中央アジア一の広大な国土は世界第

9位の面積。石油やレアメタルなど天然資源も豊富で国民一人当

たりのGDPも中央アジアトップ。経済的にも留学ポテンシャルは

高い。資源依存からの脱却を目指し国内の教育レベルアップを

図る。カザフ語のキリル文字からラテン文字への切り替えに取り

組む。

首都

ヌルスルタン

人口

1,900万人

（2021年：国連人口基金）

人口増加率

1.3％ (2021年：国連人口基金）

面積

272万4900㎢

言語

カザフ語（国家語）、
ロシア語（公用語）

宗教

イスラム教、正教（キリスト教）等

通貨

テンゲ

基本情報 主要産業

鉱業、農業、冶金・金属加工

GDP成長率

-2.6%

（2021年：IMF推計値

※参考 4.5%：2019年）

一人当たりのGDP

8,700ドル（2021年：IMF推計値）

成人識字率

99.9％（2018年：UNESCO統計）

大学進学率

54％（2018年：UNESCO統計）

国内大学数(国公立・私立)

125（2020年）

在留邦人数

171人（2019年10月：外務省）
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教育事情

カザフスタンの教育制度は主として、日本の小・中・高に相当

する計11年間の一貫教育（義務教育期間は1-9年次。公立学

校は原則無料）と、高等教育機関としての大学（4年制総合大

学または2年制専門大学）から成る。2015年までに初等・中等

一貫教育を12年制に移行する計画があったが、一部機関を除

いて完了していない。独立後のカザフスタンでは国家語である

カザフ語の普及に力が注がれており、初等・中等教育において

はカザフ語のみで教育を行う学校が増え、公立学校ではカザ

フ語が義務化されている。

その一方で、「言語の三位一体」と呼ばれる、カザフ語、ロシ

ア語、英語の三言語を操れる世代の育成を目指す政策が

2007年から開始されており、教育内容は徐々に多様化する

傾向にある。カザフスタンにおいて教育環境の改革は最も重要

視されている分野の1つで、投入される教育予算も年々増加し

ている。

結果として、QS世界大学ランキング100位台にランクインす

るアルファラビ・カザフ国立大学や、300位台のグミリョフ記念

ユーラシア国立大学等、世界的に高い評価を得る高等教育機

関が続々と登場している。

英語教育・IB教育の状況

政府方針として、全国民がカザフ語、ロシア語、英語の3言

語を習得することを目指し、義務教育から積極的な英語教育

が展開されている。2010年に前大統領の肝いりで創設され

たナザルバエフ大学は、全ての授業を英語で行っている。IB

取得可能な学校は9校。

日本語教育の状況

カザフスタンにおける本格的な日本語教育は、1992年のア

ルファラビ・カザフ国立大学東洋学部中国語科内の日本語日

本文学コース設置によりスタートした。その後アルマトイ、アス

タナ（現ヌルスルタン）の高等教育機関における日本語学科等

の設置や第二外国語科目としての採用、2001年のカザフス

タン日本人材開発センター開設などにより、ピーク時の学習者

は1000人にも上った。

しかし現地での日本人観光客や日系企業の存在感の薄さ

から日本語習得のメリットが見出しづらく、ビザ等の問題で日

本人教員の確保も容易ではない現状にあって、2018年の集

計で学習者は450名程度にとどまっている（国際交流基金調

べ）。
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日本への留学者数

120名

（2021年度）

主な日本留学希望者（高校、大学・大学院生、社会人）

大学・大学院生

日本留学を希望する動機（多い順）

英語教育が積極的に進められているため英語プログラムへの

入学希望が強く、欧米やアジアの諸大学と比較した上で留学先

を決めている。

留学希望先機関

（日本語学校、専修学校、大学、大学院等を多い順）

大学、大学院、日本語学校、専修学校

日本留学事情

専攻分野（多い順）

人文科学、社会科学、工学、保健

留学後の進路希望

日本語・日本関連分野で留学する学生の場合は、その後の

日本での就職を目的としているケースが多い。
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主な留学先国

ロシア、中国、キルギス、米国、チェコ、英国等

主な留学先教育課程

大学、大学院

海外への留学者数

89,000人（2021年）

その他、特徴的な事項

留学希望者の大半はロシアを選択。カザフスタン側からは海

外への留学生に関するデータが公開されていないため詳細な

情報の入手は難しいが、医学分野専攻学生の大学院への留

学に優先的に支援を行っている模様。

海外留学事情 現地日本関連情報

カザフスタンの人々にとって日本とはまずもって「トヨタ」

「ソニー」などの大企業の誕生地、または「ゲイシャ」「フジヤ

マ」的なエキゾチシズムの国という認識である。ただ近年経

済的に成長するカザフスタンでは、西欧的民主主義とアジ

ア的価値観を両立させて発展を遂げた日本という存在への

関心は強まりつつあり、若者世代を中心にアニメ等のポッ

プカルチャーに接する機会も以前より増加したため、より具

体的な日本イメージが構築される途上にあると言えよう。

2019年で14回目の開催を迎えた日本文化デー（日本大使

館、日本センター、日本人会共催）には5,000人の来場者

があり、日本文化への関心が高まりを見て取ることができ

る。
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留学生リクルーティング・コラム

カザフスタンではトップ校の学生を国が支援し海外のトップ

レベルの大学院等で学ばせたのち帰国させ、国内の高等教育

機関に従事させることで、国内の高等教育機関のレベルアッ

プを図る狙いがある。高校生以下の日本語学習者ではアニメ

やマンガなど日本文化に関心を持つ傾向が顕著である一方、

大学生以上の日本語学習者では日本文化だけでなく、日本

のテクノロジーに強い関心を持っている様子がうかがえ、これ

自体は国の方針とも相まってリクルーティング活動にとっては

好材料と見なしうる。

しかし現状、たとえば中央アジアとの経済的な繋がりが比較

的強い韓国と日本を比較した場合、明らかに韓国留学の方が

キャリア（韓国での就職、母国の韓国系企業への就職）に直結

しており、日本留学後の進路の不透明さは日本留学をためら

わせる一因となっているようである。

作成協力：日本留学海外拠点連携推進事業（ロシア・CIS地域）筑波大学

写真引用元：Pixabay
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日本留学海外拠点連携推進事業
カントリーレポート

ウズベキスタン共和国
Republic of Uzbekistan



概況

1991年ソ連から独立した中央アジアの一国。チュルク系の言語

ウズベク語を持つ定住民ウズベク人（84.3％）を主たる国民を

主とする国であり、中央アジア諸国の中ではもっとも人口が多い。

また国連人口基金の世界人口白書によれば、ウズベキスタンの

人口の約半数を30歳未満の青年が占める（2014年）「若者の

国」である。中央アジア二大河川アムダリアとシルダリアに挟まれ

た地域で、サマルカンド、ブハラ、ヒヴァなどの世界遺産にも登録

されている歴史的都市を有する。独立後は、民主化と市場経済

への移行を最重要課題として国づくりが進められてきた。そのた

めに、国の発展を支える要として教育に力を入れている。

首都

タシケント

人口

3350万人

（2021年：国連人口基金）

人口増加率

1.9%（2021年：UNESCO）

面積

44万7400㎢

言語

ウズベク語（国家語）、

ロシア語（広く使用されている）

宗教

イスラム教スンニ派

通貨

スム

基本情報

主要産業

綿花栽培、天然資源（天然ガス、ウラ

ン、金など）

GDP成長率

5.6％ （2019年：IMF推計値）

一人当たりのGDP

1700ドル（2019年：IMF推計値）

成人識字率

100％（2021年：UNESCO）

大学進学率

12.58％ (2019年：UNESCO）

国内大学数（国公立、私立）

75 (2015年：JETRO)

在留邦人数

138人

（2019年10月 日本国外務省）
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教育事情

ウズベキスタンの教育行政は中央政府によって統括されており、

画一的な教育政策が全国的に実施されている。教育行政全般を

司るのは、初等教育及び生涯学習分野を管轄する国民教育省と

中等教育、高等教育を所管する高等中等専門教育省である。教

育制度は12年制義務教育。4年間（6～9歳）の初等教育、5年

間（10～14歳）の前期中等教育、3年間（15～18歳）の後期中等

教育が無償で提供される。労働力としての若年層の育成や国民

の基礎学力の更なる底上げの観点から、特に後期中等教育が重

視され、改革を推進する基本方針として「人材養成国家プログラ

ム」（1997年）が示されている。後期中等教育は、同年齢人口の

約1割が通うアカデミックリセ（一般教養高校）と9割が学ぶ職業

カレッジ（職業専門高等学校）に分かれ、リセでは大学進学を主

目的とした専門知識が、カレッジでは職業に直結する各種技術

が学ばれる。ウズベキスタン国民としての国民意識の基盤構築

の上に専門性が築かれる点がこの国の特質である。その国民と

しての基礎作りは、自民族の言語や歴史、文化、法制度を学ぶこ

とで企図されている。

英語教育・IB教育の状況

ウズベキスタンは、全国一律で小学校１年生から英語学習

が始まる（必修）。都市部と地方では、教員の英語能力にバラ

つきが見られる場合も多い。

日本語教育の状況

1990年タシケント国立大学の東洋学部に日本語コースが

開設され（同学部は、現タシケント東洋学大学に改組）、以後

多くの日本語能力に長けた卒業生を輩出している。2019年

日本語コースは、日本学部として改組され、大学院（修士課

程）も併設される。1998年サマルカンドに日本語教育が始ま

る（2008年サマルカンド国立外国語大学に日本語学科が新

設）、2014年ウズベキスタン国立世界言語大学（タシケント）

に主専攻としての日本語コースが、2019年大学院修士課程

の主専攻としての日本語コースが開設。2001年に、ウズベキ

スタン日本センター（UJC）が、開設され、多様なニーズに対

応したコースが運営されている。
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日本への留学者数

693人（2021年：UNESCO）

主な日本留学希望者（高校、大学・大学院生、社会人）

大学・大学院生

留学希望先機関（日本語学校、専修学校、大学、大学院等を多

い順）

大学、大学院、日本語学校、専修学校

専攻分野（多い順）

人文系、社会科学系

留学後の進路希望

日本での就職、日本語もしくは、日本関係の就職を目的として

いる。

日本留学事情
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ウズベキスタンから日本への留学生数の推移

「外国人留学生在籍状況調査」(独)日本学生支援機構
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主な留学先国

イギリス、ロシア、カザフスタン、キルギス、韓国、中国、トルコ、

日本等

主な留学先教育課程

大学、大学院

海外への留学者数

53,000人（2021年：UNESCO）

その他、特徴的な事項

エル・ユルト・ウミディ基金が留学生派遣を支援しているが、大規

模な奨学金事業ではない。

海外留学事情



現地日本関連情報

日本・ウズベキスタン両国は、1992年国交樹立をした。

2015年の世論調査で、「最も信頼できる国」では、日本は

第2位（18％）であり、日本を「信頼する」「どちらかというと

信頼する」が、合わせて6割に達している。日本の文化紹介

に関しては、在ウズベキスタン日本国大使館による日本映

画祭など、国際交流基金による日本人形展など。日本セン

ターでは、書道、着物、料理、生け花、折り紙、手芸等のワー

クショップや出張講座などが開催されている。音楽コンサー

トや舞踊の紹介も行われた。戦後日本人抑留者が建設に従

事したタシケントのオペラ・バレエの殿堂国立ナヴァーイー

劇場は、両国関係のシンボル的存在になっている

20

留学生リクルーティング・コラム

ウズベキスタンから日本へは人文・社会科学分野での留学

生が多い（約80%、平成2019年度JASSO調べ）。特に近

年は、日本語学校への留学者数が急増しており、日本語学

校修了後のキャリアパスとしての大学入学の情報提供を日

本国内で行うことも有効であると考えられる。

大学入学資格関係告示の一部改正を受けて、CIS地域で

はウズベキスタンとベラルーシの中等普通教育課程（11年

制）修了者に日本の大学の学部入学の門戸が開かれた。国

内の高等教育機関が若者人口に比べ圧倒的に少なく、国内

での大学進学も容易ではないことから留学希望者は多いが、

完全な私費留学は経済的な観点から困難な場合も多く、奨

学金を始めとする経済的支援を必要とする学生がほとんど

である。

作成協力：日本留学海外拠点連携推進事業（ロシア・CIS地域）筑波大学

写真引用元：Pixabay



日本留学海外拠点連携推進事業
カントリーレポート

キルギス共和国
Kyrgyz Republic



概況
1991年のソ連崩壊時に独立した中央アジアの一国。テュルク

系の言語キルギス語を話すキルギス人が7割以上を占めるが、

ウズベク系、ロシア系住民も多い。天山山脈の西側に位置し、中

国、カザフスタン、ウズベキスタン、タジキスタンの4カ国と国境

を接する。国土の90％以上が山岳で、首都ビシュケクも標高

800メートル前後に位置する。琵琶湖の9倍ほどもあるイシク・

クリ湖や雪をかぶった数千メートル級の山々を擁し、シルクロー

ドの一部を成す美しい国である。キルギス人はもとは遊牧民で

あったが、ソ連の国家政策によって定住生活へと移行していった。

中央アジアの中では最も民主化された国といえる。

首都

ビシュケク

人口

650万人

（2020年：国連人口基金）

人口増加率

2.1％（2020年：世界銀行）

面積

19万8,500 ㎢

言語

キルギス語（国家語）、ロシア語

（公用語）

宗教

イスラム教スンニ派

通貨

ソム

基本情報

主要産業

農業、畜産業

GDP成長率

-8.6％（2020年：IMF）

（※3.8％：2018年、参考値）

一人当たりのGDP

1,189ドル（2020年：IMF）

成人識字率

99.6%

（※15歳以上 2018年：UNESCO)

大学進学率

42.32% (2019年：UNESCO)
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教育事情

現在のキルギスの教育制度では1年生から4年生が日本の小学

校にあたる初等教育、5年生から9年生までが中学校に当たる前

期中等教育（ここまでが義務教育）、10、11年生が日本の高校に

あたる後期中等教育とされている。大学へ進学する場合、通常は

後期中等教育終了後に4年制（または5年制）大学に進む。このよ

うに11年制の学制であるため、日本の学部へ入学を希望する場

合、追加で1年の準備教育期間が必要となる。人口の集中してい

る首都ビシュケクでは子供の数が多いため、多くの学校で2部制

が採られている。学年によって7時30分から13時30分の午前の

部と、13時30分から18時30分の午後の部に分けて授業が行わ

れる。国の人口の約30％が14歳以下と若年人口は非常に多く、

国外留学含む教育投資のポテンシャルは高い。

英語教育・IB教育の状況

独立後は国民の英語能力強化が国の大きな方針に掲げら

れてはいるものの、実地の教育現場への反映は遅れている。

初等教育から英語学習は実施されており、私立の初等・中等

教育機関での教育環境は公立に比べ充実している。英会話

教室なども都市部では増えつつある。高等教育機関を見ると、

中央アジアアメリカ大学、トルコアタチュルク大学では、英語

で授業が行われている。IB取得可能な学校は１校。

日本語教育の状況

1991年高等教育機関現キルギス国立総合大学にて日本語

専攻のコースが開設された。その後、高等教育機関、中等教

育機関でも多くの日本語コースが開設され、学習者が増えて

いった。キルギスの日本語教育の中心は、首都にある3大学と

1995年に開設された日本センターである。地方にも大学や

学校にても日本語教育がなされている。2018年の資料（国

際交流基金）では、日本語教育が19機関にて行われている

（日本語教員数47人。学習者1606人。日本語能力試験は年

に2回実施）。日本語教育を促進させている機関にキルギス

日本語教師会があり、教師会会報の発行、弁論大会、日本語

教育セミナーなどのイベントを積極的に行っている。
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日本への留学者数

137名（専門学校、日本語学校含む)

（2020年度JASSO外国人留学生在籍状況調査より）

主な日本留学希望者（高校、大学・大学院生、社会人）

大学・大学院生

留学希望先機関

（日本語学校、専修学校、大学、大学院等を多い順）

大学、大学院、日本語学校、専修学校

専攻分野（多い順）

社会科学、人文科学、工学

経済的状況（留学資金）

完全な私費留学を支援できる経済的環境を持つ家庭はまだ少

なく、奨学金情報の提供は必須。

日本留学事情

留学後の進路希望

日本語・日本関連分野で留学する学生の場合は、その後の

日本での就職、キルギスでの日本企業就職を目的としてい

るケースが多い。
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キルギスから日本への留学生数の推移

「外国人留学生在籍状況調査」(独)日本学生支援機構



主な留学先国

トルコ、ロシア、カザフスタン、ドイツ、サウジアラビア、

中国、韓国、日本

主な留学先教育課程

大学、大学院

海外への留学者数

12,000（2021）

海外留学事情

現地日本関連情報

キルギスでは、日本語・日本文化を紹介するイベントが数多く

実施されており、2021年9月にはコロナウイルスによる2年

の中断を経て、首都ビシュケクにて「Japan Day」のイベント

が開催された。そこでは和太鼓や武道、着物の紹介などが人

気を博した模様である。その他、日本語弁論大会や日本留学

フェアなども定期的に開催されている。ただそういった催しは

主に大使館や現地日本センターといった公的機関主導で運

営されている場合が多く、日本の民間企業レベルでの交流に

ついては、これからの伸びが期待される。

25

留学生リクルーティング・コラム

旧ソ連（CIS）地域の中でキルギスは、ウズベキスタンやカザ

フスタン等と並び、日本留学へのニーズが相対的に高い（現時

点では社会科学・人文科学等、文系分野への偏りは見られる）。

キルギス人の顔立ちが日本人と非常に似ていることもあり、日

本に対しいわば遠い親戚のような親しみを持っている人も多い。

しかしいざ留学を実現させようとなった場合、遠方の日本への

私費留学のハードルは未だ高い。大学受験に差し掛かる年代

の子を持つ親は、国内の大学より外国の奨学金支給の大学に

て学ばせたい志向は見られるが、同じテュルク系民族の国家で

あるトルコや、公用語（ロシア語）を同じくするロシアが最初に

候補に挙がるのが常である。ただ経済・科学・文化等多方面で

存在感を見せる日本へ学生を送るべく、日本の大学との交流

協定を結びたい意向を見せる大学は少なくなく、留学フェア等

を通じた日本側からの働きかけの余地は大きいと考えられる。

作成協力：日本留学海外拠点連携推進事業（ロシア・CIS地域）筑波大学



日本留学海外拠点連携推進事業カントリーレポート（ロシア連邦・CIS地域）

2021年11月作成

独立行政法人日本学生支援機構日本留学海外拠点連携推進本部
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