
平成20年度学校基本調査　学校調査票（大学・短期大学）　外国人学生調査票＿分類一覧

都道府県 国費・私費等
全国
北海道
青森県
岩手県
宮城県

秋田県 課程 専攻科・別科・聴講生等
山形県 計
福島県 専攻科・別科の学生
茨城県 聴講生・選科生・研究生等
栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県
東京都

神奈川県 関係学科（大分類）・性別 専攻科・別科・聴講生等の
新潟県 計 関係学科（大分類）・性別
富山県 計
石川県 本科・学部・研究科_男計 男計
福井県 人文科学_男 人文科学_男
山梨県 社会科学_男 社会科学_男
長野県 理学_男 理学_男
岐阜県 工学_男 工学_男
静岡県 農学_男 農学_男
愛知県 保健_医歯学_（大学・大学院のみ）_男 保健_医歯学_（大学・大学院のみ）_男
三重県 保健_医歯学を除く_男 保健_医歯学を除く_男
滋賀県 商船_男 商船_男
京都府 家政_男 家政_男
大阪府 教育_男 教育_男
兵庫県 芸術_男 芸術_男
奈良県 その他_男 その他_男
和歌山県 女計
鳥取県 人文科学_女
島根県 社会科学_女
岡山県 本科・学部・研究科_女計 理学_女
広島県 人文科学_女 工学_女
山口県 社会科学_女 農学_女
徳島県 理学_女 保健_医歯学_（大学・大学院のみ）_女
香川県 工学_女 保健_医歯学を除く_女
愛媛県 農学_女 商船_女
高知県 保健_医歯学_（大学・大学院のみ）_女 家政_女

福岡県 保健_医歯学を除く_女 教育_女
佐賀県 商船_女 芸術_女
長崎県 家政_女 その他_女
熊本県 教育_女
大分県 芸術_女
宮崎県 その他_女
鹿児島県 専攻科・別科の学生_女
沖縄県

科学」は「社会」に、「理学」は「教養」に、「工学」は「工業」

聴講生・選科生・研究生等_女

に、「農学」は「農業」に、「保健（医・歯学を除く）」は「保健」と
読み替える必要がある。

※短期大学の場合は、「人文科学」を「人文」に、「社会

計
国費留学生
私費留学生
留学生以外の外国人学生

計

外国人学生の男

聴講生・選科生・研究生等_男

大学
短期大学
大学院

修士課程（修士＋博士前期＋博士一
貫1・2年次）

博士課程（博士後期＋博士一貫3～5
年次）

専門職学位課程

外国人学生の女

専攻科・別科の学生_男

設置者
計
国立
公立
私立
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国籍
計 ベルギー メキシコ
ミャンマー ルクセンブルク グアテマラ
タイ ナイジェリア オランダ エルサルバドル
マレーシア ガーナ ドイツ ニカラグア
シンガポール リベリア フランス コスタリカ

インドネシア ガボン スペイン キューバ

フィリピン コンゴ共和国 ポルトガル ドミニカ共和国
韓国・朝鮮 カメルーン イタリア ホンジュラス
モンゴル ザンビア マルタ パナマ
ベトナム コートジボワール ギリシヤ バーミユーダ

中国 モロッコ オーストリア ハイチ

カンボジア セネガル スイス トリニダード・トバゴ

ラオス エチオピア アンドラ ジャマイカ
ブルネイ ギニア ポーランド ベリーズ

東ティモール ウガンダ ハンガリー

パキスタン 南アフリカ ユーゴスラビア

インド ジンバブエ ルーマニア バルバドス
ネパール モーリシャス ブルガリア ドミニカ国
バングラデシュ マラウイ ロシア連邦 セントルシア
スリランカ アンゴラ アルバニア ブラジル
ブータン マリ ウクライナ パラグアイ
バーレーン ルワンダ エストニア ウルグアイ
オマーン シエラレオネ ウズベキスタン アルゼンチン
モルディブ ベナン カザフスタン チリ
イラン セイシェル チェコ ボリビア
トルコ トーゴ スロバキア ペルー
キプロス モーリタニア ラトビア エクアドル
シリア チャド クロアチア コロンビア
レバノン ガンビア キルギス ベネズエラ
イスラエル 中央アフリカ リトアニア ガイアナ
ヨルダン モザンビーク ベラルーシ スリナム
イラク エリトリア トルクメニスタン オーストラリア
クウェート ソマリア グルジア ニュージーランド
サウジアラビア ボツワナ アルメニア パプアニューギニア
アフガニスタン ブルンジ スロベニア フイジー
アラブ首長国連邦 ジブチ アゼルバイジャン トンガ
イエメン（アラブ） コモロ マケドニア バヌアツ
カタール レソト タジキスタン
パレスチナ 赤道ギニア モルドバ
エジプト ニジェール ミクロネシア

スーダン ナミビア キリバス
リビア アイスランド セルビア・モンテネグロ サモア
チュニジア フィンランド セルビア ソロモン
アルジェリア スウェーデン モンテネグロ マーシャル
マダガスカル ノルウェー カナダ 北マリアナ諸島（ロタ島）
ケニア デンマーク アメリカ 北マリアナ連邦（ロタ島）
タンザニア アイルランド （次列へ続く） パラオ
（次列へ続く） イギリス 無国籍（国籍不明等）

（次列へ続く）

セントビンセント及びグ
レナデイン諸島

ボスニア・ヘルツェゴビ
ナ

パラオ（旧ベラウ共和
国）

コンゴ民主共和国（旧ザ
イール）
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