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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

ザンビア共和国
Republic of Zambia



概況

アフリカ南部に位置する共和制国家。かつてはイギリス領北ロー

デシアであり、1964年に独立。東京オリンピック閉会式当日の

1964年10月24日に独立宣言された。独立後、戦争や内戦はなく、

世界平和度指数ランキングにおいて、アフリカで最も平和な国の

一つとして評価されている。国名はザンベジ川に因み、ザンベジと

は先住民の言葉で大きな水路という意味。

8か国に隣接する内陸国で、73民族で構成。北部は「カッパーベ

ルト」と呼ばれる銅、コバルトや亜鉛などの世界的産地。世界最大

の人工湖カリバ湖、世界三大瀑布のひとつヴィクトリアの滝、20の

国立公園と23の動物保護区があり、豊かな植生と野生動物を育

んでいる。

首都

ルサカ

人口

1,735万1,822人

(2018年)

人口増加率

2.9% (2019年、世銀)

面積

75万2,610㎢

言語

英語（公用語）、ベンバ語、

ニャンジャ語、トンガ語等

宗教

キリスト教、イスラム教、

ヒンドゥー教、伝統宗教

通貨

ザンビア・クワチャ

(1US$=18.76ZMW 2020年8月)

主要産業

鉱業(銅、コバルト等)、農業(トウモロ

コシ、タバコ、綿花、大豆)、観光

GDP成長率

4%（2018年、世銀）

一人当たりのGDP

1,430米ドル(2018年、世銀)

成人識字率

86.7%(2018年、世銀)

大学進学率

4.1% (2012年、世銀)

在留邦人数

252人 (2018年、外務省)

基本情報
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教育事情

学校制度：7(初等)-5(中等)-4(高等) 教育制、初中等の12

年間をGrade 1-12（G1-12)。

初等教育７年間は、義務および無償化教育の対象。G7、G9、

G12の修了時に全校共通の修了認定試験が実施し、試験結果

は進学・進級を左右する。授業は試験に必要な数学、英語、科

学、社会等に重点が置かれている。中等教育では、科学は物

理・化学・生物に分かれ、簿記、農業なども教科に加わる。

近年、都市部を中心に大学入学希望者が急増しており、対策

として、政府は教員養成校や工学系カレッジを正規の大学に昇

格し（修了資格がDiplomaからDegreeになる）、公立大学の

数は増加させている。特に、大学機関で科学技術教育を推進し

ている。私立大学数は、設置基準の緩和に伴い、数は急増して

いるものの、施設等のインフラ整備が不十分、かつ教員の確保

も課題となっている。そのため、オンライン型授業を導入する私

立大学が増加しているが、高等教育の質の保証が重要な課題

である。

• 初等教育総就学率：98.7% (2017年)

• 中等教育総就学率：45.7%(2015)

• 大学進学率：4.1% (2012年)

英語教育・IB教育の状況

日常会話は現地語が使用されるが、英語が公用語であり、ラジ

オやテレビの多くは英語で放映されている。公立校では初等5年

（G5）時に授業が現地語から英語に切り替わるため、教育を受け

た人は都市・農村部に拘らず英語を話す。英語の浸透度は高いが、

南東部アフリカの学力調査(SACMEQ 2010)の英語読解力

（Reading）テストの平均点が参加国 15 か国中 14 位と低迷し

ている。

・IBが取得できる学校：2

日本語教育の状況

2013年11月に北海道大学アフリカルサカオフィスの協力を受け

て、ザンビア大学内に日本語講座が開設された。日本の大学院に

留学経験のある人文科学部の講師が中心となり日本語教育を

行っているが、これまで国際交流基金、後にJICA青年海外協力

隊から日本語教師が派遣され、授業内容の充実やレベルの向上

を図っている。

日本語学習の年間受講者数は、ザンビア大学の正規課程（人文

科学部の単位取得用コース）の学部生と一般公開用のクラス受講

生を合わせて、2017年に100名以上となり、2018年と2019年

はそれぞれ年間150名以上が日本語を学ぶ状況となっている。日

本語能力試験に関しては未だ実施されていない。
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日本への留学者数

46人 (2020年度、JASSO)

2015年までは約20名程度であったが、2015年から増加し、2018年

に61名に達した。過去3年間のデータを見ると、在学段階別に見ると9

割が大学院生であり、専攻分野別では約7-8割が理系であり（グラフ参

照）、工学および保健分野に留学生が多い。

（以下、留学フェア等のアンケート結果に基づくサブサハラ・アフリカ全般のデータ）

主な日本留学希望者（高校、大学・大学院生、社会人）

約6割が学部生による大学院または短期交換留学希望、2割が修士学

生による博士課程留学希望者、1割が社会人による大学院留学希望、1

割が高校生による学部留学希望者

日本留学を希望する動機（多い順）

①奨学金があった②治安がよい③異文化体験

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）

①大学院75%②大学13%③専修学校5%

④日本語学校3%（2019年）

専攻分野（多い順）

①工学26%②社会科学23%③農学13%

④人文科学10%⑤保健9%（2020年）

日本留学事情

希望が多い（ニーズが高い）留学期間

大学院または学部の長期留学希望者が8割以上、

短期交換留学や日本語学習の留学希望者は2割弱

経済的状況（留学資金）

奨学金が約8－9割を占める（2020年）

留学後の進路希望

日本での就職34%、日本での進学27%、

復職15%（2020年）
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主な留学先国(2017年)

①南アフリカ ②インド ③アメリカ ④イギリス

⑤ナミビア

主な留学先教育課程

ザンビア人の留学先の全体をまとめたデータではないが、ア

メリカへの留学の場合、サブサハラ・アフリカからは学部53%、

大学院31%、ザンビア限定すると学部55%、大学院25%と

なる（2019年）。

主な専攻分野

ザンビア個別のデータではないが、サブサハラ・アフリカにお

いては、工学、農学および経済・経営学はじめ社会科学分野

の留学への人気が高い。

海外への留学者数

5,321人 (2017年)

その他、特徴的な事項

留学先のトップが南アである要因の一つとして、ザンビアを含む

SADC諸国からの留学生の学費は他地域の学生の半額（南アの

学生と同額）で済むということが挙げられる。近年、インドへの留

学生数は増加している。インドは学費が安く英語圏ならびに同じ

英連邦加盟国のため留学先として人気があり、また、2017年か

ら、インド政府の留学生受け入れ促進プログラム「Study in

India」がザンビアでも導入されていることも要因に挙げられる。

中国は2010年にザンビア大学内に孔子学院を設立し、中国への

留学を推進しているが、留学生数は公開していない。

日本へのザンビア人留学生（R1年度）

海外留学事情

7 「外国人留学生在籍状況調査」(独)日本学生支援機構



現地日本関連情報

1970年からの青年海外協力隊派遣をはじめとするJICAの

長期に亘る技術協力、90年代以降の日本のNGOの草の根の

活動、そして日本製の自動車や製品の品質の高さ、さらに近年

ではアニメなどサブカルチャーも一部に浸透し、これらを背景に

日本や日本人に対してとても好意的である。

他にも1980年代からの北海道大学によるザンビア大学獣医

学部への継続的な研究協力を始めとし、日本の大学（計12大

学：国立9、私立3）とザンビアの大学間の学術協定締結も積極

的に進められ、2019年度は日本人学生6名がザンビア大学に

おいて学んだ。また日本大使館は、日本文化を紹介する

「JAPAN FAIR」を毎年開催している。

留学生リクルーティング・コラム

ザンビア大学内の日本語講座開設により、日本語学習者が、

学生交流による短期日本留学を経験し、帰国後の学部卒業後

に再度日本の大学院に留学する事例が複数ある。同事例の普

及には、研究者同士の交流を基盤とした日本・ザンビアの大学

間ネットワーク構築を支援し、学生交流を含めた大学間協定締

結を通して留学生数の増加へと繋げることが肝要である。

また、留学コーディネーターの個別相談対応により、中国へ学

部留学した学生が大学院では日本留学を選択するなど、人材

確保の競合が現地では展開されている。特に現地インターナ

ショナル校の生徒は保護者による留学費用の捻出が可能な層

である。ルサカ市内のインターナショナル校では、「日本文化ク

ラブ」という課外活動を導入し、かつ修学旅行で京都訪問をし

た事例もある。このような学校に対し、保護者を含めた留学説

明会を行い、かつ留学フェア参加の本邦大学に繋ぐなど、ス

ピード感のある支援が求められる。

作成協力：日本留学海外拠点連携推進事業
（サブサハラ・アフリカ地域）北海道大学

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

ケニア共和国
Republic of Kenya



概況

東アフリカに位置する共和制国家で、英連邦加盟国。英国植民

地政策に抵抗し、1963年に独立。2007年末の大統領選挙後に

大規模暴動が発生し、現在も主に民族間対立を背景にした政治

的対立はあるものの、比較的安定した政治を維持している。標高

1700mにある冷涼な気候の首都ナイロビは、アフリカ有数の大

都市で、国際機関の本部が置かれ、外国企業がアフリカ進出す

る際の玄関口であり、中間層も多い。一方、貧富の格差および武

装集団のテロが導く治安の悪化が喫緊の課題となっている。

国土 8 割にあたる半乾燥地帯には、多くの国立公園や保護区

を持つ。豊富な野生動物を鑑賞できるサファリによる観光業は主

要産業である。

首都

ナイロビ

人口

5,139万3,010人 (2018年)

人口増加率

2.3% (2019年、世銀)

面積

58万3,000㎢

言語

スワヒリ語、英語

宗教

キリスト教、イスラム教、伝統宗教

通貨

ケニア・シリング

(1US$=106.7KES 2020年5月)

基本情報

主要産業

鉱業(ソーダ灰、塩等)、農業

(コーヒー、紅茶、園芸作物等)、

観光

GDP成長率

6.3%（2018年、世銀）

一人当たりのGDP

1,620米ドル (2018年、世銀)

成人識字率

81.5% (2018年、世銀)

大学進学率

11.5% (2017年、世銀)

在留邦人数

685人 (2018年、外務省)
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教育事情

学校制度：8(初等)-4(中等)-4(高等) 教育制

初等教育は2003年より無償化され、2010年に義務教育化、

中等教育は2008年より無償化（通学制中等学校が対象）され

た。初等教育修了時はKCPE （Kenya Certificate of

Primary Education ） 、 中 等 教 育 は KCSE （ Kenya

Certificate of Secondary Education）という全校共通

の修了認定試験が実施され、各試験の成績により進学が決ま

る。高等教育は、大学の他、教員養成カレッジ、ポリテクニック

及び各種高等職業訓練カレッジで行われる。

大学進学率が2016年に10％を超えるようになった背景には、

2012年まで大学数が33校（国立7、私立26）であったが、

2018年には74校とほぼ倍増したことが挙げられる。政府は高

等教育において科学技術・工学・数学分野を強化するSTEM

教育を推進しているが、人文科学や社会科学により多くの学生

が進学している。

・初等教育総就学率：103.2% (2016年)

・中等教育総就学率：56.8% (2009年)

・大学進学率：11.5% (2017年)

英語教育・IB教育の状況

公用語は英語、スワヒリ語であり、公立校では初等教育4年生か

ら現地語（60言語以上）から英語に教授言語が切り替わるが、ナ

イロビなどの都市部では学校教育が英語のみで行われることもあ

る。

教育を受けた人は日常的に英語を話す。ケニアは南東部アフリ

カの学力調査(SACMEQ 2010)に参加しており、英語読解力

（Reading）テストの平均点が参加国 15 か国中 4 位である。

・IBが取得できる学校：7

日本語教育の状況

ケニアにおける日本語教育は、民間団体の日本アフリカ文化交

流協会（Japan Africa Culture Interchange Institute :

JACII）が1975年に日本語クラスを開設したことに始まる。

国立大学初の単位認定コースとしては、2004年にケニヤッタ

大学外国語学科に日本語クラスが開設された。2006年より国

際交流基金日本語専門家が派遣されている。

2001年ケニア日本語教師会（JALTAK）設立。2004年第1回

日本語弁論大会が開催され、2019年3月に第12回目が開催さ

れた。2018年は43機関で日本語教育が実施され、教師111名、

2500名を超える学習者がいる。
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日本への留学者数

133人 (2020年度、JASSO)

これまでサブサハラアフリカからの日本への留学生数は長らくケニアがトッ

プを保ってきたが、 （日本語学校への留学者を含めた場合） 2019年はナ

イジェリアに次いで2位となった。2016年に214人に達したが近年は減少

傾向にある。在学段階別に見ると7-8割が大学院生であり（グラフ参照）、

専攻分野別では理系が6割、文系が4割である。理系では工学と農学、文

系では社会科学に留学生が多い。

（以下、留学フェア等のアンケート結果に基づくサブサハラ・アフリカ全般のデータ）

主な日本留学希望者（高校、大学・大学院生、社会人）

約6割が学部生による大学院または短期交換留学希望、2割が修士学生に

よる博士課程留学希望者、1割が社会人による大学院留学希望、1割が高

校生による学部留学希望者

日本留学を希望する動機（多い順）

①奨学金があった②治安がよい③異文化体験

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）

①大学院75%②大学13%③専修学校5%④日本語学校3%（2019年）

専攻分野（多い順）

①工学26%②社会科学23%③農学13%④人文科学10%

⑤保健9%（2020年）

日本留学事情

希望が多い（ニーズが高い）留学期間

大学院または学部の長期留学希望者が8割以上、短期交換留学や

日本語学習の留学希望者は2割弱

経済的状況（留学資金）

奨学金が約8－9割を占める（2020年）

留学後の進路希望

日本での就職34%、日本での進学27%、復職15%（2020年）
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主な留学先国(2017)

①アメリカ ②オーストラリア ③イギリス

④南アフリカ ⑤カナダ

主な留学先教育課程

ケニア人の留学先の全体をまとめたデータではないが、アメリ

カへの留学の場合、サブサハラ・アフリカからは学部53%、大

学院31%、ケニア限定すると学部58%、大学院27%となる

（2019年）。

主な専攻分野

ケニア個別のデータではないが、サブサハラ・アフリカにおい

ては、工学、農学および社会科学分野などでの留学への人気

が高い。

海外への留学者数（ケニア人）

1万4,983人 (2017年)

海外留学事情 その他、特徴的な事項

旧宗主国の英国より米国留学が多い理由は、冷戦時代の

西側陣営へ取り込みの観点から、多くの留学機会が提供さ

れ、ケニアから米国への留学ルートが確立されたことが挙げ

られる。またオーストラリアは、2000年代後半から国策とし

て留学生増加を進めており、入国条件が比較的緩やかであ

る。オーストラリア留学の広報を担う「IDP Education

Australia」はナイロビにオフィスがあり、オーストラリアの

大学と連携し、留学促進活動を活発に展開している。

日本へのケニア人留学生（R1年度）
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現地日本関連情報

日本は自動車や技術・品質の国として認識され、日本人は現

地にて好意的に受け入れられている。またアニメなどサブカル

チャーも一部に浸透している。

2016年10月ナイロビ大学と共催で「日本留学フェア」を開催

した。その際の日本からの参加大学・機関数は12、フェア参加

者数は約500名であった。2019年9月にも在ケニア日本国大

使館と共催で開催。その際は、日本からの参加大学数は9、フェ

ア参加者数は約270名であった。次回は2023年開催予定。そ

れ以外にも、ジョモ・ケニヤッタ農工大学（同学は日本の支援に

より開始、継続的に支援）における留学イベントや、日本語弁論

大会（日本語教師会主催）への協力を行っている。

留学生リクルーティング・コラム

ケニアは、帰国留学生、日本語教育関係者、学生や家族を日

本に留学させた経験を持つ教員、本邦大学と学術交流協定を締

結している大学関係者等、親日的で日本留学の促進に協力的

な層が厚い。また進学先として外国への留学を視野に入れてい

る高校も首都に集まっている。それらの高校に対して、優秀な留

学生の獲得に向けアメリカやカナダ、イギリスへの留学を勧める

エージェントも活発なアプローチを実施している。

こうした他国に関する留学情報に埋もれることなく、協力者と

連携しながら丁寧に、頻繁に日本留学に関する情報を発信して

いくことが必要である。具体的には、「留学手続きの手順を明確

にした情報提供」（大学からの要望）、「留学にかかる費用が具体

的に見える情報内容」（高校からの要望）、「発信相手に特別感

を与える情報提供の仕方（例：日本語を学んでいるあなただから、

この情報を提供する）」（日本語教育関係者からの要望）が求め

られている。

作成協力：日本留学海外拠点連携推進事業
（サブサハラ・アフリカ地域）北海道大学

写真引用元：Pixabay
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