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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

ミャンマー連邦共和国
Republic of the Union of 

Myanmar



概況

1962年から続いた軍事政権から文民政権に変わり、2015

年から民主派であるNLD（国民民主連盟）政権となった。しか

し、2021年2月の国軍によるクーデター以降、不安定な状況が

続いている。

歴史的には数々の王政時代を経て、1886年より英国植民地

化、第二次世界大戦中は日本軍による占領、大戦後、再度の英

領を経て、1947年独立。1989年軍事政権は国名表記を

BurmaからMyanmarへ変更した。多民族多言語多宗教国家

で、民族はミャンマー（ビルマ）族が6割、他、シャン族、カレン族

など公式少数民族数は135である。首都はネーピードー、経済

の中心都市はヤンゴン、第二の都市はマンダレー。

首都

ネーピードー

人口

5,141万人（2014、センサス）

人口増加率

0.7(2020、World Bank)

面積

67万6,600㎢

言語

ミャンマー語、シャン語、

カレン語、英語

宗教

仏教（87.9％）、キリスト教

（6.2％）、イスラム教（4.3％）

（2014、センサス）

通貨

チャット

基本情報

主要産業

農業、天然ガス、製造業

GDP成長率

3.2％

（2019/20年度、IMF推計)

一人当たりのGDP

1,530ドル

（2019/20年度、IMF推計）

成人識字率

75.55％ (2016、UNESCO)

大学進学率

18.82％ （2018、UNESCO)

国内大学数（国立）

174校（2020、ミャンマー教育省)

在留邦人数

3,505人（2020、外務省）



教育事情

ミャンマーの教育課程は、2016-17年度より「幼稚園１年

+12年制（小学校5年、中学校4年、高等学校3年）」への移行

が進められている。高校最終学年（11年生）に実施される高校

卒業兼大学入学試験の合格率は約3割程度。試験の点数に

より、進学できる大学が決定される。成績上位者は工科大学

や医科大学へ入学することが多く、合格者の6割は遠隔大学・

コースに進学している。コロナ禍で国立教育機関の閉鎖が続

き、2021年の試験は中止された。ミャンマーの国立大学は全

て単科大学であり、9つの省庁が174校を管轄している。教育

省傘下には①文理系大学39校②経済系大学4校③外国語

系大学2校④教育系大学2校⑤遠隔大学2校など74校があ

る。他2021年に再編された科学技術省下の工科系大学33

校及びコンピューター系大学22校、保健省下の医科系大学

16校、運輸通信省下のミャンマー海事大学、農業省下のイエ

ジン農業大学、環境省下の森林環境大学などがある。近年、

私立のカレッジ・大学も増えてきており、私立大学が正式に教

育省に認可される動きも進んでいる。

英語教育・IB教育の状況

幼稚園から英語教育が行われ、高校数学や理科においては英語

で書かれた教科書が使われている。英語能力は、親の所得水準と

比例することが多く、一般的にトップ大学の学生の英語能力は高い。

富裕層を中心にインターナショナルスクールに通う学生も多く、海外

留学を目指す層も増えている。

IBを取得できるインターナショナルスクールは少なく、IGCSE&A

LevelやWASC認可校、APプログラムが多い。

日本語教育の状況

2019年の日本語教育機関数は約400あり、日本語学習者は近

年急増している。ミャンマーでの2019年日本語能力試験（JLPT）

受験申込者数は約6万8千人、東南アジア2位、全世界5位となって

いる。試験会場はヤンゴン、マンダレー。2020年7月以降、コロナ禍

での影響で中止、2021年12月はN3,N4のみ試験実施予定である。

JLPT以外の日本語試験は、日本留学試験（EJU）、Top-J、J.test、

Nat Test等が実施されている。

日本語を専攻とする日本語学科は、外国語大学2大学に設置され

ており、学士課程と修士課程がある。

コロナ禍では、日本語学校を中心にオンライン授業が盛んに行われ

ている。
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ミャンマーから日本への留学生数（準備教育課程、専門学校、高専、短

大を含む）は、2004年の591人（国費142人、私費449人）から大きく

増加し、2019年には3,753人（国費231人、私費3,522人）と6倍以上

となった。2020年はコロナ禍の影響により若干減少したが、留学生数は

3,527人(国費291人、私費3,308人）、日本語教育機関に在籍する留

学生684人を含めると4,211人となっている。この数値は、国別で8位、

日本への全留学生の1.5％を占めている。

主な日本留学希望者（高校、大学・大学院生、社会人）

大学学部生、社会人、高校生、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）

大学学部、修士課程、日本語学校

専攻分野（多い順）

専攻分野別の留学生数（留学生3,527人および日本語教育機関在籍

の留学生684人の合計4,211人）では、社会科学系1,444人（34.2％）、

人文科学系が1,292人（30.6％）、次に工学系が786人（18.6％）が続

いている。将来の就職に役立つ経済経営分野、工学系、IT系等での留

学を希望する傾向は、オンラインセミナーやOJEICミャンマー事務所で

のアンケート結果にも表れている。

経済的状況（留学資金）

留学資金に関しては、全額支給奨学金への依存度が減少していると

いえる。2004年に24%を占めた国費留学生は2020年には5.2％と

なり、私費留学生が増加している。ヤンゴンで実施されている留学フェ

ア等でのアンケート調査でも、「全額支給奨学金がなくても留学を希望

する」と回答した者が半数以上を占めるようになっている。2020年度

はコロナ禍の影響もあり、奨学金への依存度が再び高まっている傾向

が見られたが、2021年度は私費でも留学したい層が更に増えた。

留学後の進路希望

留学後の就職に関して、日本学生支援機構（JASSO)が日本語学校、

専修学校、短期大学、大学・大学院を卒業・修了したミャンマー人留学

生を2,338名を対象に実施した進路調査によると、2019年度に日本

国内で就職したミャンマー人留学生は601人（25.7%）、ミャンマー国

内での就職者は155人（6.6%）であった。個別に見てみると、日本語

学校（対象1,253人）では日本国内での進学が883人（70.5%）と最

も多く、日本国内での就職は147人（11.7%）、母国での就職は24人

（2.0%）に留まった。専修学校（対象767人）では、日本国内での就職

が363人（47.3%）、母国での就職が19人（2.5％）。短期大学・大学・

大学院（対象318人）では、日本国内での就職が91人（28.6%）、母国

での就職は全体で112人（35.2%）であった。このように日本国内の就

職者の6割以上は、専修学校生により占められている。

日本留学事情
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海外留学事情

主な留学先国

日本、アメリカ、オーストラリア、英国、インド（2018、UNESCO）

海外への留学者数

10,277人（2018、UNESCO)

特徴的な事項

政府間プログラム（外国政府奨学金）では中国への留学者が多い
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現地日本関連情報

日本に対する興味関心が高く、大変親日的である。元々、日本は

「出稼ぎ」先のイメージがあり、現在は技能実習生や特定技能で日本

での就労を目指す若者が増えている。これらの影響もあり、日本語学

習熱が高く、日本大使館や元日本留学生協会による日本語スピーチ

コンテスト、各種日本語試験が行われている。

日本留学フェアやセミナーも定期的に開催されており、最近では日

本企業による就職フェアやミャンマー人向けのジョブフェア等も多く

開催されるようになった。2019年には国際交流基金ヤンゴン日本文

化センターが開設され、伝統的な日本文化関連から、アニメなどのサ

ブカルまで多くの関心が持たれ、日本関連イベントが増えていた。

留学生リクルーティング・コラム

日本留学に関心のある層は、従来、日本語学校へ留学後、専門学

校や大学学部への進学が一般的であった。近年、日本の大学や大学

院を直接目指す例が増えている。2021年、海外留学志向は更に高

まっている。このような学生を対象にする場合、渡日前入試の実施、

英語で学べるコースの拡充、奨学金情報の提供が必須であり、これ

らの対応ができている大学への受験者は、年々増えている。更に日

本での留学生活を充実させ、卒業後、日本での就職も視野に入れた

渡日前からの留学準備支援が望まれている。具体的には、日本語教

育機関が多いミャンマー国内での日本語学習支援、現地での予備教

育コースの開設などである。

日本の教育機関の情報提供方法としては、Facebookによる広報

が効果的である。奨学金や「何が学べるか」といった情報を載せると

アクセス数が増える傾向がある。また、英語のみならず、ミャンマー語

による情報提供も有効である。

作成協力：日本留学海外拠点連携推進事業（東南アジア地域）岡山大学

写真引用元：Pixabay9



日本留学海外拠点連携推進事業
カントリーレポート

タイ王国
Kingdom of Thailand



概況

東南アジアの中央に位置。東南アジアでは唯一植民地支

配を受けずに長い王朝の歴史を紡いできた。日本とタイの

関係は近年大きく発展し、日系企業の一大活動拠点となっ

ており、日本からタイへの訪問者は年間およそ140万人

（2016年）、世界有数の在留邦人社会となっている。他方、

タイ人にとっても日本に対する親近感は年々高まっており、

日本国内に居住するタイ人の数は、約４万7千人に達する。

首都

バンコク

人口

6,641万人（2018 タイ内務省）

人口増加率

0.3% (前年比)

(2020 世界銀行)

面積

51万4,000平方キロメートル

(外務省)

基本情報

言語

タイ語

宗教

仏教 94%、イスラム教 5%、

その他 1%

通貨

バーツ

GDP成長率

2.3% (2019 世界銀行)

一人当たりのGDP

$7,817 (2019 世界銀行) 



教育事情

6-3-3制 高等教育は、総合大学（4年間）、ラチャパット大学（4

年間：教員養成大学が前身）、職業高等専門学校（2～3年間、4

年間）などがある。

総就学率 後期中等教育 77.3% (2019 UNESCO)、高等教

育 49.3% (2016 UNESCO)

英語教育・IB教育の状況

英語教育 第1外国語：英語（必修）小学校1年次から英語学習を

開始。

IBディプロマ認定校 23校: International School Bangkok,

NIST International School, KIS International School

等

日本語教育の状況

日本語学習者 184,962 人（世界５位）

（2018 日本語教育機関調査）

1960年代中頃にタマサート大学及びチュラロンコン大学に設け

られた日本語講座に始まり、大学（特にバンコクの総合大学）を

中心に行われてきた。さらに、中等教育の第二外国語のひとつと

して日本語が加えられたことや、タイ教育省が日本語教員を公

務員として採用するとしたことなどにより、2018年度には、タイ

における日本語学習者は約18万5千人（世界第5位）となり、約

8割を中等教育機関での学習者が占めている。
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日本への留学者数

2,734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）

タイから日本への留学生数の推移

日本留学事情

写真引用元：Pixabay

海外留学事情

主な留学先国

オーストラリア、アメリカ、イギリス、日本、インドネシア、マレーシア

海外への留学者数

32,912人 (2019 UNESCO)

「外国人留学生在籍状況調査」(独)日本学生支援機構

13

3,250 
3,526 

3,842 3,985 3,962 3,847 

3,032 

0
500

1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

人
数(

人)

年度



日本留学海外拠点連携推進事業
カントリーレポート

カンボジア王国
Kingdom of Cambodia



概況

カンボジアは首都がプノンペンの立憲君主制国で、タイ・ラオス・

ベトナムの3か国と接し、南部はタイランド湾に面する。雨季と乾

季の2つの熱帯気候で雨季は5月から10月、乾季は11月から4

月までだが、雨季はスコールのような雨が降る。4月が最も暑く、

乾季の最も寒い時でも気温は23度程。国民の90%以上が仏

教徒。

1970年代のポル・ポト政権による大量虐殺やその後の内戦を

経て、 1993年の選挙により、立憲君主制国家として新生カン

ボジアが誕生。近年は日系企業のカンボジア進出も加速してお

り、南部経済回廊を中心とした物流網が強化されている。日本

政府の支援で建設された橋がカンボジア紙幣に描かれるほどの

親日国。

首都

プノンペン

人口

1,530万人

（2019 カンボジア国勢調査)

人口増加率

1.4%（2020 World Bank）

面積

18.1万平方キロメートル

言語

クメール語

宗教

仏教

通貨

リエル、ドル

基本情報

主要産業

農業（GDPの25%）、工業（GDPの

32.7%）、サービス業（GDPの

42.3%）

GDP成長率

7.1%（2019 IMF）

一人当たりのGDP

$1,643（2019 World Bank）

成人識字率

81% (2020 UNESCO)

大学進学率

14.74％（2019 UNESCO)

在留邦人数

5,057人（2020 外務省）



教育事情

教育システムは日本と同様6-3-3である。

中央には、教育青少年スポーツ省が置かれ、教育総局が高

等教育を含めた教育全般に関する政策の立案、実施及び評価

を行っている。ただし、国立大学のうち特定分野の専門教育を

提供する大学は当該分野の担当省庁が所管している。

カンボジアは21州と4自治市で構成され、州の下には郡が置

かれている。教育青年スポーツ省は、これらに出先機関（州・自

治区 25機関、郡 193 機関）を置き、地方教育行政に当たって

いる。

学校は2部制になっており、生徒は午前・午後に分かれて学

校に通っている。また、各学年進級試験があり、進級できない

場合は、同じ学年を再度やり直す必要がある。

中学校・高等学校で卒業試験があり、高等学校の卒業試験

は、その後の大学や職業訓練コースへの進学の基準にもなっ

ている。大学や職業訓練校の4年制コースには、入学試験は基

本的になく、この卒業試験の成績が適用される。2018年の卒

業試験では、76,034名、約67%が合格している。

職業訓練コースでは、電機専攻が最も多く、次いで、土木工

学、情報技術、会計・金融、自動車と次いでいる。

英語教育・IB教育の状況

Curriculum Frameworkでは、小学校期週2時間、中学校

及び高等学校期週6時間の外国語の授業が定められている。

国際バカロレアが取得できる学校は、 International

School of Phnom Penh, Northbridge International

School, Australian International School Phnom

Penh, Canadian International School 及 び Hope

International Schoolの5校がある。

日本語教育の状況

2018年現在、51の日本語教育機関がある。プノンペン王立大

学にはカンボジア唯一の日本語学科がある。日本語教育専攻

34名、ビジネスのための日本語専攻82名（2020年）が在籍す

る。その他、王立法律経済大学、カンボジアメコン大学、アンコー

ル大学、カンボジア日本技術大学、王立農業大学等で日本語が

履修可能である。（国際交流基金）2011年頃より日本企業が急

増し、日本語人材の需要は高まっている。

日本語能力試験はプノンペンとシェムリアップで受験可能であ

るが、2020年はコロナ禍の影響により開催されなかった。

2019年から国際交流基金日本語教育基礎テスト（JFT-

Basic）も実施されている。
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日本への留学者数

600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）

修士・博士、専門学校、学士

日本留学を希望する動機（多い順）

日本企業への就職、日本は若者の間では有名である。理由として、

1991年のパリ協定以前からカンボジアの経済復興支援を大きく

支援していることが挙げられる。

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）

ほとんどのカンボジア人留学生は大学又は専門学校入学前に約

1年の語学学校に通う必要がある。一方、修士・博士課程進学希

望者は直接修士・博士プログラムに入学する。

専攻分野（多い順）

政治・法律・教育科学、メカニカルエンジニアリング、化学・食品エ

ンジニアリング、経済・ビジネス科学

日本留学事情

希望が多い（ニーズが高い）留学期間

3-7年

経済的状況（留学資金）

ほとんどが奨学金

留学後の進路希望

日本企業への就職、進学、企業

カンボジ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
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主な留学先国

日本 (297)、タイ (955)、ベトナム及びフランス (443)、

中国、アメリカ (376)、オーストラリア (602)、イギリス

(66)、ニュージーランド (82)、シンガポール、サウジアラ

ビア (350)、韓国 (273)、 他 (2016)

主な留学先教育課程

修士、学士

主な専攻分野

建築設計、ビジネス、ホスピタリティマネジメント及び観光、

マルチメディア及びコミュニケーションアート (2020)

*最も留学者が多いタイの場合

海外への留学者数

4,221 (2016)

その他、特徴的な事項

全学生人口中1.9%のカンボジアの学生が留学をしてい

る。

現地日本関連情報

2012年より、大使館とカンボジア日本人材開発センター

（CJCC）及び国際交流基金アジアセンタープノンペン事務

所が共催で、毎年2月に絆フェスティバル、7月に七夕まつり、

11月に日本映画祭を開催している。コスプレ、コミックショー

の参加者が爆発的に増加しており、潜在的なポップカル

チャーファンが多数存在していることが明らかになってきた。

また、日本語学習者を対象に、日本語スピーチコンテストが

毎年開催されており、日本語学習者が自分の能力を発揮で

きる場となっている。都市部では日本食レストランも多くあり、

カンボジア人客も多くいる。日本製の車や電化製品は、その

質の高さから、カンボジア人にも評価が高い。

海外留学事情
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留学生リクルーティング・コラム

留学を希望する若者は多い。特に日本に対する評価は高いため、

日本への留学希望者は多い。一方で、語学の問題、経済的問題か

ら留学に踏み切れない学生は多い。そのため、日本語の語学学校

及び派遣機関と提携しての技能実習生を見込んだ留学も近年増加

している。

現地大学・高校からの要望としては、透明性を持った情報の公開

と、大学間協定等に基づき留学生を派遣できる体制を整えていくこ

とが挙げられる。

また、学生にとっては奨学金の有無が留学の実現可能性に関わっ

てくるため、奨学金制度に関する情報提供は肝要である。また、学

生が留学後のキャリアパスを描くことができるような情報提供などの

支援も、併せて求められている。

カンボジアの現地拠点等を活用し、これらの情報を現地の大学・

高校ならびに学生へ発信することで、現地大学等から日本への学生

派遣体制の整備や優秀なカンボジア人学生の獲得に繋げることが

できると思われる。

作成協力：日本留学海外拠点連携推進事業（東南アジア地域）岡山大学

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

ラオス人民民主共和国
Lao People's Democratic Republic



概況

ラオス人民民主共和国は、インドシナ半島に位置するメコン

地域諸国のひとつで，ASEAN唯一の内陸国である。首都は

ビエンチャンで、市街地一帯が世界遺産に指定されている観

光都市ルアンパバーンを擁する。民族的には、ラオ族が過半数

を占め、カム族やモン族など50の少数民族によって構成され

る多民族国家である。

歴史的には14世紀の王国建設に始まり、1899年にはフラン

スのインドシナ連邦に編入された。以降、第二次世界大戦や内

戦を経て、1975年にラオス人民民主共和国が成立した。政治

体制は、人民革命党による一党指導体制で、汚職撲滅や人材

育成に力を入れている。コロナ禍前の経済成長率は、約7％で

堅調に推移していた。

首都

ビエンチャン

人口

約710万人

（2019 ラオス計画投資省）

人口成長率

1.53（2019 国際連合）

面積

23万6,800 ㎢

言語

ラオス語（公用語）

宗教

仏教

通貨

キープ

基本情報
主要産業

サービス業、農業、工業

GDP成長率

5.5 ％（2019 World Bank）

一人当たりのGDP

$2,545（2019 World Bank）

成人識字率

85 ％（2020 ユネスコ）

大学進学率

60 ％、大学総就学率15％

（2020 ユネスコ）

国内大学数（国公立、私立）

国公立大学5

在留邦人数

833人（2020 外務省）



教育事情

ラオスの教育制度は、初等教育5年、前期中等教育4年、後

期中等教育3年の12年制で、前期中等教育までの9年間が

義務教育。後期中等教育修了時に大学入学試験を受け、合

格者は大学（4年制）に進学することができる。なお、基礎職

業訓練校や後期中等教育修了後は、技術・職業教育／訓練

校に進学することも可能。

ラオスには5つの国公立大学があり、首都ビエンチャン及び

ルアンパバーン、サワンナケート、パクセーの3都市にそれぞ

れ総合大学が設置されているほか、首都ビエンチャンに医科

大学がある。この他に私立カレッジも存在するが、教育の質

保証の観点から、学位を授与できる大学は、現在のところ上

記5大学に限られている。最近は、就職に有利な工学部や経

済経営学部など、ビジネスに関連した学部が人気である。

ラオス政府は高等教育の拡大を目指しているが、教育への

アクセス・質ともに課題を抱えている。特に教育の質の面にお

いては、カリキュラムや教材が産業界のニーズに合致してい

ない、十分な資格・能力を有する教員が少ないなどの課題に

直面している。

英語教育・IB教育の状況

ラオスでは、初等教育の3年生から外国語教育（英語）が行

われているが、2019年に実施されたTOEFL iBTテスト平均

点がアジア地域で最下位であったことから、英語教育の水準

が高いとは言い難い状況である。

ラオスのIB認定校はビエンチャンインターナショナルスクー

ル1校のみで、約460人の生徒が学んでいる（2020）。

また、数は少ないもののインターナショナルスクールがあり、

富裕層を中心に人気がある。

日本語教育の状況

2018年時点では、16の教育機関で1,995名が日本語を学ん

でおり、日本語学習者数が増加傾向にある。また、日本語能力

試験（JLPT）は年1回12月に開催されている。

日本語は中等教育での第二外国語の一つに位置づけられて

おり、国際交流基金がカリキュラム策定を支援している。

2015年以降、首都ビエンチャンの4つの公立中等教育機関で

日本語授業が開始されるなど、若年層での学習者増が期待さ

れている。また、ラオス国立大学内に併設されたラオス日本セン

ター（LJI）では、高校生から成人まで幅広い層が日本語講座を

受講している。なお、ラオス国立大学とサワナンケート大学では

日本語学科が開設されている。
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日本への留学者数

222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）

日本留学を希望する動機（多い順）

日本文化に関心がある、生活費の補助が他国の奨学金

に比べて充実している

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）

高等専門学校、専修学校、学部、研究生

日本留学事情 専攻分野（多い順）

社会科学（経済、経営など）、工学、教育

希望が多い（ニーズが高い）留学期間

ラオスの学校年度が9月始まりのため、9月（または10月）に

開始できるプログラムのニーズが高いと考えられる。

経済的状況（留学資金）

特に地方部では、十分な留学資金を準備できる学生は少な

いため、学費や生活費の補助などが充実しているプログラムに

応募する傾向にある。

留学後の進路希望

日本留学経験者の過半数はラオス現地企業に就職するか、

個人事業主として働いている。次いで、ラオス政府、現地大学、

日本企業への就職と続く。

他国への留学経験者と日本留学経験者を比較すると、ラオス

政府や大学、研究機関への就職が多い特徴が見られるが、こ

れは①ラオスに展開する日本企業への就職機会が少ないこと、

②外資系企業や国際機関では英語圏の留学経験者が好まれ

ること、③日本で身に付けた勤勉さや研究・仕事に対する姿勢

が、政府系機関や研究機関にマッチすることが理由として考え

られる。
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主な留学先国

ベトナム、タイ、中国、オーストラリア、日本、アメリカ、イギリス

海外への留学者数

8,234人（2019）

その他、特徴的な事項

近年中国政府による奨学金が増加しており、中国留学経験

や中国語能力がラオス国内の中国企業への就職に非常に有

利に働き、企業数も多く規模も大きいことから、中国への留学

者が増加している。中国教育部のデータによると、2018年に

は14,645人ものラオス人が中国に留学しており（私費留学や

短期留学を含む）、留学先国の選択肢としてのプレゼンスを増

している。

海外留学事情
現地日本関連情報

ラオスでは、一般的に日本や日本文化に対して良い印象を

持たれている。これは、日本のODAによって空港や道路、バ

ス路線などが整備されており、目に見える形で日本からの援

助が残っていること、日本食やアニメなどのポップカルチャー

が好まれていることなどが理由として考えられる。

また、2021年はコロナ禍のため開催見合わせとなったが、

2020年までは在ラオス日本国大使館を中心とする現地の

日本関連機関により、日本文化紹介や交流を目的とした

「ジャパンフェスティバル」が累計5回開催されてきた。現在、

大規模なイベント開催は規制されているが、日本語スピーチ

コンテストや日本武道演武会などは継続して開催されている。
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留学生リクルーティング・コラム

本事業のセミナーには、高校生、学部生が4割ずつ参加し

ているため、学部、修士課程での日本留学を希望する層が

多いと考えられる。ラオスは若い世代の人口が多く、今後も

長期にわたって高等教育や海外留学ニーズが高いと予想さ

れる。他方、語学のハードルは高く、留学できるレベルの英

語ないし日本語能力をラオス国内で身に付けるための環境

が必須と考えられる。また、私費で留学できる層は限られる

ため、奨学金などの支援が必要である。

ラオスの若者は、9割がFacebookで海外留学や奨学金

などに関する情報を得ているため、Facebookでの広報が

効果的である。また、多くの留学希望者が入試、奨学金、学

生寮などの情報を求めており、現地大学でも留学支援や奨

学金情報を提供しているが、情報収集や留学支援は限定的

である。日本の大学情報なども依頼があれば広報協力が得

られるため、各大学に働きかけることで学生への広報が可能

と考えられる。

作成協力：日本留学海外拠点連携推進事業（東南アジア地域）岡山大学

写真引用元：Pixabay
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