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はじめに 

本研究調査は、「専修学校留学生の学びの支援推進事業」の一環として行われ、日本国内の専門学校に

おける外国人留学生の継続的な実態把握のために、留学動向や就職状況について、全国的に調査・分析

を行ったものである。「専修学校留学生の学びの支援推進事業」の目的は、新型コロナウイルス感染症の

影響の長期化および新規の脅威に備える観点から、母国受講可能なオンライン学習コンテンツの開発や

学修サポート体制の構築に加え、母国での学修評価、来日以後の学修、就職支援までのトータルパッケ

ージにて、留学生を支援する新たな仕組みの構築である。そのため、本調査においては、留学動向や就

職状況の調査の他、専門学校における留学生の受入体制や、留学生の在籍/学修/生活へ新型コロナウイ

ルス感染症が与える影響についても調査を行い、コロナ禍を踏まえた各地域における外国人留学生の戦

略的受け入れに向けた体制整備に資する情報を提供する。本調査によって得られた概要を以下にまとめ

た。 

 

専門学校における留学生の受入体制 

・受入学科を設置している学校 957 校（53%）、設置していない学校 861 校（47%） 

・留学生が在籍している学校 677 校（37%）、在籍していない学校 1141 校（63%） 

・留学生受入学科を設置していない学校の多くが今後も受け入れる予定はなく、理由としては、主に受

入体制・環境の不備が挙げられ、また留学生の日本語能力や生活対応力に不安を覚えている 

留学生の修学・就職状況と専門学校の取り組み 

・ベトナム（39%）、中国（20%）、ネパール（20%）の留学生が多い 

・ビジネス（23%）、自動車（11%）、観光（8.0%）、日本語系（7.2%）、IT（6.6%）の学科が多い 

・日本で就職した留学生 38%、日本で進学した留学生 34%、帰国 11%、日本で就職活動中 8.0%、その

他 8.9% 

・自動車系学科の就職率は 92%となり、他の学科と比較して有意に高い 

・就職に向けた取り組みを行っている学校の就職率（平均 45%）は、全く行っていない学校（平均 23%）

に比べて有意に高く、最も多く行われている取り組みは履歴書/経歴書等の作成指導であった 

新型コロナウイルス感染症の影響 

・留学生の在籍等への影響について、特に影響はないと答えた学校は 10%程度であり、多くの学校で留

学生在籍状況に影響を受けていた 

・令和 2 年度、3 年度の中途退学者のうち、コロナ禍の影響による経済的理由で退学した学生は全体の

17%を占めた 

・感染症の対応として留学生への学習支援を新たに追加/強化した学校は 57% 

・感染症の影響下で留学生の教育に課題のあった学校は 72% 

・感染症の影響でアルバイトを休む、あるいは辞めざるをえなくなった事態のあった学校は 57% 

・アルバイト活動に影響を受けた学生のうち半数近くは、いまだ深刻な影響下にある 

・感染症の対応として留学生への生活支援を新たに追加/強化した学校は 89% 

・企業等から内定を受けたにもかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響により内定が取消された

ケースがあった学校が 4.9% 

・多くの学校で、今後も感染症の影響によって留学生入学者が急激に減少すると考えており、問題視し

ている  



4 

調査方法 

本調査の体制 

 

総括 一般財団法人日本国際協力センター 齊藤 牧 

調査研究員 一般財団法人日本国際協力センター 岸本 昌子 

調査研究員 一般財団法人日本国際協力センター 大前 秀美 

調査研究員 一般財団法人日本国際協力センター 中澤 奈央 

調査研究員 一般財団法人日本国際協力センター 名取 則明 

アドバイザー 一般財団法人国際開発センター 牟田 博光 

アドバイザー フリーランスコンサルタント 菊田 怜子 

 

アンケート実施方法 

2731 校に依頼文およびアンケ―ト質問紙を送付した。アンケートへの回答は「Survey Monkey」

（Momentive 社）による web 上での回答を依頼し、データを集計して分析した。一部、web 上での

回答が困難な学校においては、紙媒体（Fax/郵送）にて回答を回収し、手入力にてデータ化した。 

回答数と有効回答率 

1837 校から回答があり（アンケート回収率 67%）、うち無効回答 19 件につき、有効回答 1818 件とな

った（有効回答率 99%）。設問ごとに、無効回答があった場合は該当回答を適宜除外して分析を行っ

た。学校によって、分校や姉妹校をまとめて回答しているケースも含まれている。 

 

第一章 専門学校における留学生の受入体制 

1-1. 留学生受入学科設置の有無 

実際の留学生在籍の如何に関わらず、留学生を受入れる学科を設置しているかどうかを問うた結果、

受入学科を設置していると回答した学校は 957 校（53%）あり、設置していないと回答した学校は 861

校（47%）であった。 

 

図 1_1. 留学生受入学科設置有無の割合 
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1-2. 受入学科数と担当教職員数 

〇受入学科数 

留学生を受入れている学科について、職業実践専門課程として文部科学大臣認定を受けている学科と

そうでない学科に分けて学科数を集計した。学科は、以下の a～y の分類から各校の判断で選択して

回答することとした。 

【工業】 

a）IT・情報処理系 

b）CG・ゲーム系 

c）工業・電気・電子・通信系 

d）自動車・バイク・航空系 

e）建築・土木・インテリア系 

【農業】 

f）農業・畜産・園芸系 

g）バイオ・環境・生命工学技術系 

【医療】 

h）看護系 

i）医療技術・歯科技術系 

j）理学療法・作業療法系 

【衛生】 

k）美容・ビューティー系 

l）調理・栄養・製菓系 

【教育・社会福祉】  

m）介護・福祉系 

【商業実務】 

n）ビジネス・経理系 

o）観光・ホテル・ブライダル・エアライン系 

【服飾・家政】 

p）ファッション系 

q）その他 

【文化・教養】 

r）マスメディア・映像・写真・音楽系 

s）デザイン・芸術・アニメ・まんが系 

t）動物・ペット系 

u）語学・通訳・翻訳・ガイド系 

v）日本語系 

w）上級日本語（進学・編入含む）系 

x）スポーツ・法律系 

y）その他 

以降の本文中では、「IT」や「自動車」のように省略して記述する。 
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職業実践専門課程として文部科学大臣認定を受けている学科 

認定を受けている学科においては、留学生受入学科を設置している学校数は介護福祉で最も多

く（107 校）、次いでビジネス（89 校）、調理（70 校）であった。1 校あたりの平均学科数では

ファッションが最も多く（3.1 学科/校）、次いで服飾その他（3.0 学科/校）、マスメディア（2.7

学科/校）であった。【学校数（校）】×【1 校あたりの学科数（学科/校）】によって各学科の総

学科数を算出すると、ビジネスが最も多く（155 学科）、次いで IT（143 学科）、介護福祉（128

学科）であった。留学生受入学科においては、学校数では介護福祉系が最も多かったが、ビジ

ネス・IT 系の学校では 1 校あたりに複数の学科が存在するため、総学科数において大きな割合

を占めていた。 

 
図 1_2. 留学生を受入れている職業実践専門課程の学科 
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職業実践専門課程以外の学科 

学校数はビジネス（82 校）が最も多く、次いで調理（68 校）と日本語系（68 校）が並んだ。

総学科数においてもビジネス（137 学科）が最も多く、次いで調理（102 学科）、デザイン（101

学科）であった。 

 

 
図 1_3. 専門課程以外の留学生受入学科 
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各学科の割合の比較 

専門課程の認定を受けている学科においては、IT（8.6%）、CG（4.2%）、工業（3.1%）、建築

（5.1%）、医学技術（6.2%）、理学療法（4.4%）、介護福祉（7.7%）、動物（3.3%）の割合が認

定を受けていない専門課程以外の学科に比べて有意に大きく（z 検定、Bonferroni 法 p 値調整、

5%水準）、専門課程以外の学科では、デザイン（7.8%）、語学（3.5%）、日本語系（7.2%）、上

級日本語系（2.7%）、スポーツ（2.8%）、文化その他（3.8%）の割合が有意に大きかった（有

意水準 5%）。一方、ビジネスについては、有意な差は認められなかった。職業実践専門課程の

総学科数における IT、CG、工業、建築、医療技術、理学療法、介護福祉、動物が占める割合

は全体の 55%であり、専門課程以外の総学科数におけるそれらの割合（25%）に比べて有意に

高かった。 

 

図 1_4. 学科の割合の比較 

5%水準にて割合に有意差の認められた学科を円グラフ近くに記載 

 

〇留学生担当の教職員数 

留学生受入学科を設置している学校 957 校のうち、留学生担当の教職員が就任していると回答し

た学校は 791 校であり、8 割程度となった。この 791 校のうち、1 校あたりの教職員数は、1 人

が最も多くて 282 校（36%）、2 人が 167 校（21%）、3 人が 114 校（14%）、4 人が 68 校（9%）

となり、1～4 人で全体の 80%を占めていた。 

 

図 1_5. 留学生担当教職員数パレート図 横軸の人数は、降順で 2 項目ずつまとめている 
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1-3. 留学生在籍の有無 

留学生が在籍している学校は、1818 校中 677 校（37%）であり、在籍していない学校は 1141 校（63%）

であった。受入学科を設置しているが、留学生の在籍がない学校は 280 校となった。 

 

図 1_6. 留学生の在籍割合 

 

1-3-1. 留学生が在籍している学校の方針や選抜基準、支援体制など 

1-3-1-1. 今後の受入方針 

回答のあった 670 校のうち、増員する方針と回答した学校は 51 校（8%）あり、現状と同様に

受入れる方針である 546 校（81%）、減員する予定である 20 校（3%）、今後留学生の募集を停

止する予定である 14 校（2%）、とくに方針はない 39 校（6%）であった。 

 

図 1_7. 留学生が在籍している学校の受入方針 

 

1-3-1-2. 留学生の募集に関する計画や方針 

〇留学生の募集に関する計画 

回答のあった 656 校のうち、計画を作成している 261 校（40%）、方針はあるが計画は作成
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していない 327 校（50%）、方針も計画もない 68 校（10%）であった。 

 

表 1_8. 留学生の募集に関する計画や方針 

 

 

〇具体的な募集方法 

具体的に取り組んでいる募集方法について複数回答にて問うたところ、国内説明会 499 校

（21%）、国内日本語機関と連携 409 校（17%）、現地説明会 117 校（4.8%）、現地機関と連

携 121 校（5.0%）、各国在日留学生協会との連携 12 校（0.49%）、OB や在学生を介した働

きかけ 272 校（11%）、留学生向け募集資料作成 399 校（16%）、留学生向け日本語ホームペ

ージ（SNS）353 校（15%）、留学生向け外国語ホームページ（SNS）179 校（7.4%）、特に

なし 52 校（2.1%）、その他 19 校（0.78%）の回答があった。 

各募集方法（特になし、その他は除く）について、実施している学校としていない学校にわ

けて平均留学生数を比較したところ（t 検定）、各国在日留学生協会との連携およびその他以

外で有意な差が認められ（現地説明会は 5%確率、それ以外は 1%水準）、多くの取り組みで

効果があることが示された。 

 

図 1_9. 留学生募集のために行っている具体的な取り組み 
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図 1_10. 留学生募集の取り組みを実施している学校としていない学校の留学生人数の比較 

*：5%水準で有意差あり、**：1%水準で有意差あり 

 

1-3-1-3. 入学選抜に関する確認事項や基準 

〇留学生の入学選抜にあたって確認している事項 

複数回答にて問うたところ、学校での授業を理解できる日本語力の有無 618 校（20%）、日

本での日常生活に支障のない日本語力の有無 473 校（15%）、学習に対する意欲や目的意識

の高さ 590 校（19%）、学科の教育を受けるに足る基礎学力の有無 360 校（11%）、日本語教

育機関時代の出席率や学習態度等、過去の在籍状況 532 校（17%）、留学生活を維持できる

だけの経済力（支弁能力）の有無 548 校（17%）、とくに確認していることはない 3 校（0.10%）、

その他 16 校（0.51%）となった。 

 

図 1_11. 入学選抜にあたって確認している事項 
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〇留学生の日本語能力に関する選抜基準 

複数回答にて問うたところ、「日本語能力試験」N2以上の資格保有の義務付け264校（30%）、

「日本語能力試験」以外の日本語資格保有の義務づけ 112 校（13%）、日本語資格を基準に

せず面接で教職員が判断 327 校（38%）、とくに選抜基準を設けていない 14 校（1.6%）、そ

の他 149 校（17%）であった。 

 

図 1_12. 留学生の入学選抜における日本語能力に関する選抜基準 

 

1-3-1-4. 留学生の募集、広報、選抜上の課題等 

自由記述にて回答を求めたところ、コロナ禍の影響による留学生数の減少や、入国制限による

母国待機学生への対応といった回答が最も多かった。次いで、非漢字国からの留学生の日本語

能力の低下や、日本語能力の判別に苦心している、日本語能力試験資格による選抜基準の設置

など、留学生の日本語能力に関する課題が多く見られた。さらに、留学生の経費支弁能力や生

活能力の判断、就労ビザに関する課題について回答があった。 

 

 

1-3-2. 留学生が在籍していない学校の今後の方針 

留学生が在籍していない学校のうち、留学生の受入学科を設置している学校においては、積極的

に募集活動したい 28 校（10%）、入学希望者がいれば受入れる 209 校（74%）、受入れを検討中

である 12 校（4,3%）、今後も受入れる予定はない 5 校（1.8%）、とくに方針はない 27 校（10%）

であった。一方、受入学科を設置していない学校では、積極的に募集活動したい 1 校（0.12%）、

入学希望者がいれば受入れる 70 校（8.3%）、受入れを検討中である 42 校（5.0%）、今後も受入

れる予定はない 495 校（59%）、とくに方針はない 231 校（28%）となった。これらの受入学科

を設置していない学校において、留学生が在籍していない理由を複数回答にて問うたところ、留

学生の入学希望者がいないため 0校、学校側の受入体制や環境が整っていないため 311校（48%）、

学校の方針としているため 37 校（6%）、留学生の日本語能力や生活対応力に不安があるため 209

校（32%）、卒業後の就職が困難なため（就労ビザの問題を含む）40 校（6%）、国家試験の受験

資格等に該当しないため 57 校（9%）、その他 0 校であった。受入学科を設置しているが留学生
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在籍のない学校では、積極的に募集したい学校が 1 割程度あり、入学希望者がいれば受け入れる

学校と併せて全体の 84%であった。これらの割合は受入学科を設置していない学校と比べて有意

に高かった（有意水準 5%）。一方、留学生受入学科を設置していない学校では、今後も受け入れ

る予定はない学校およびとくに方針のない学校の割合は受入学科を設置している学校に比べて

有意に高く、併せて 87%となった。留学生が在籍していない理由は、主に受入体制・環境の不備

が挙げられ、多くの学校で留学生の日本語能力や生活対応力に不安を覚えていた。 

 
図 1_13. 留学生が在籍していない学校における今後の留学生受入れに関する方針 

 

 

図 1_14. 留学生受入学科を設置していない学校において留学生が在籍していない理由 
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第二章 留学生の修学・就職状況と専門学校の取り組み 

2-1. 留学生の基本情報 

2-1-1. 学科・国・地域別に見た留学生数 

留学生が在籍している学校について、留学生の人数を、学科および国・地域別に集計した。また、留

学生数は全学年ならびに 1 年生に分けて集計した。留学生数は令和 3 年 5 月 1 日時点の人数とした。 

〇全学年 

留学生が最も多い学科はビジネス（10452 人、23%）であり、次いで自動車（4943 人、11%）、

観光（3605 人、8.0%）、日本語系（3216 人、7.2%）、IT（2963 人 6.6%）であった。国・地域別

でみると、最も多い出身国は、ベトナム（17535 人、39%）、中国（9064 人、20%）、ネパール

（8997 人、20%）で 8 割程度を占め、次いでスリランカ（1630 人、3.6%）、ミャンマー（1269

人、2.8%）であった。 

〇1 年生 

1 年生の集計においては、web アンケート作成時の人為的なミスにより、動物学科の集計ができ

ておらず、No data となっている（図表の中では 0 と記載されている）。1 年生のみで集計した場

合、最も多い学科は、全学年と同じくビジネス（5057 人、25%）であり、次いで自動車（2394

人、12%）、文化その他（1505 人、7.4%）、上級日本語（1436 人、7,1%）、日本語系（1386 人、

6.8%）となった。国別にみると、ベトナム（8573 人、42%）、ネパール（4341 人、21%）、中国

（3814 人、19%）で 8 割程度を占め、次いでスリランカ（507 人、2.5%）、ミャンマー（497 人、

2.5%）となり、全学年でみた場合と同様の結果となった。 

 

表 2_1. 留学生が所属している学科ならびに出身国・地域のクロス表（全学年）（単位：人） 
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図 2_2. 留学生が所属している学科ならびに出身国・地域（全学年） 

 

 

図 2_3. 学科別にみた留学生（全学年） 
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図 2_4. 国・地域別に見た留学生（全学年） 

 

表 2_5. 留学生が所属している学科ならびに出身国・地域のクロス表（1 年生）（単位：人） 
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図 2_6. 留学生が所属している学科ならびに出身国・地域（1 年生） 

 

 

図 2_7. 学科別にみた留学生（1 年生） 
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図 2_8. 国・地域別に見た留学生（1 年生） 

 

〇国・地域ごとの特徴 

全学年で国・地域ごとに各学科の割合を算出して比較した結果（z 検定）、マレーシア、スリラン

カ、バングラデシュでは自動車の割合が他の国と比べて有意に高く（5%水準）、これらの国では

自動車を志向する学生が多いと云える。インドネシア、フィリピン、インドでは介護福祉の割合

が他国に比べて有意に高く（5%水準）、介護福祉を志向する学生が多いことがわかった。ビジネ

スは多くの国・地域で高い割合を占めたが、特筆してビジネスに偏った志向傾向を示す国はなか

った。その他に、韓国では調理、マレーシアではデザイン、タイとフィリピンでは日本語系の割

合が有意に高かった（5%水準）。 
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表 2_9. 各国・地域の学科割合とその比較 

 

 

2-1-2. 入学経路 

留学生の入学経路について、全学年と 1 年生に分けて集計した。 

〇全学年 

留学生の入学経路は、日本語教育機関（在日本）経由 36958 人（91%）、現地から直接 3515 人

（8.7%）、把握できていない 73 人（0.18%）となり、多くの学生が日本語教育機関を経て専門学

校へ入学していることがわかった。 

〇1 年生 

留学生の入学経路は、日本語教育機関（在日本）経由 17852 人（93%）、現地から直接 1231 人

（6.4%）、把握できていない 43 人（0.22%）となり、全学年と同様の傾向を示した。 
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図 2_10. 留学生の入学経路（全学年） 

 

 

図 2_11. 留学生の入学経路（1 年生） 
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〇国・地域ごとの特徴 

全学年で国・地域ごとに入学経路別の割合を算出し比較したところ（z 検定）、多くの国・地域で

日本語教育機関経由の留学生の割合が高かったが、スリランカとネパールでは、他の国と比べて

も有意に高かった（5%水準）。韓国、タイ、マレーシアにおいては、現地から直接入学してくる

留学生の割合が他国・地域よりも有意に高かった（5%水準）。 

 

表 2_12. 各国・地域の留学生入学経路割合とその比較 

 

 

2-1-3. 母国での最終学歴 

母国での最終学歴を、全学年と 1 年生に分けて集計した。 

〇全学年 

母国での最終学歴は、大学/大学院卒 6094 人（17%）、その他（高校/短大等）25882 人（72%）、

把握できていない 3807 人（11%）であった。 

〇1 年生 

1 年生の母国での最終学歴は、大学/大学院卒 3081 人（17%）、その他（高校/短大等）12806 人

（72%）、把握できていない 1877 人（11%）となり、全学年と同様の傾向を示した。 

 

図 2_13. 留学生の母国での最終学歴（全学年） 
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図 2_14. 留学生の母国での最終学歴（1 年生） 

 

〇国・地域ごとの特徴 

全学年で国・地域ごとに最終学歴の割合を算出して比較したところ、大学/大学院卒の留学生の割

合においては、他国と比べて有意に高い国・地域はなかった。一方で、ベトナム、マレーシア、

スリランカ、ネパールにおいては大学・大学院卒の留学生の割合は他の国・地域と比べて有意に

低い値を示した。韓国、ベトナム、マレーシア、ネパールでは高校/短大卒の留学生の割合が有意

に高かった。2-1-1 より、韓国では調理とファッションを志向する学生の割合が高いことから、

これらの学科を志望している学生の多くは高校卒業時に日本の専門学校を志望していたと考え

られる。 

 

表 2_15. 各国の最終学歴の割合と比較 

 

 

2-1-4. 中途退学者数と退学理由 

令和 2 年度ならびに 3 年度の中途退学者数と退学理由を調査した。 

令和 2 年度の中途退学者数は 5434 人であり、令和 3 年度の中途退学者数は 2085 人であった。退

学理由（令和 2 年度と令和 3 年度の区別なし）は、学業不振人 682（12%）、学校生活不適応 550 人

（10%）、大学への編入学 466 人（8.2%）、病気/怪我/死亡 144 人（2.5%）、コロナ禍の影響による
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経済的理由 996 人（17%）、コロナ禍の影響以外による経済的理由 381 人（6.7%）、強制送還等に

よる帰国 445 人（7.8%）、特定技能への在留資格の変更 269 人（4,7%）、その他 1717 人（30%）、

把握していない 55 人（1.0%）であった。 

 

図 2_16. 理由別の中途退学者数（令和 2 年度と 3 年度の合算） 

 

2-2. 留学生の修学・生活態度 

留学生の修学・生活態度について問うとともに、専門学校が留学生へ行っている学習支援・生活支援に

ついて調査した。 

2-2-1. 日本人学生と比べた留学生の修学状況 

課題提出の順守、学習意欲、成績、授業理解度、出席状況について、「優れている」を 3 点、「同等

程度」を 2 点、「劣っている」を 1 点として平均値を求め、各項目ずつ同等程度の基準となる 2 点

と比較した（1 標本の t 検定）。平均値はそれぞれ、課題提出の順守が 1.9 点、学習意欲が 2.1 点、

成績が 1.7 点、授業理解度が 1.6 点、出席状況が 2.1 点となり、全ての項目で 2 点と有意な差があ

ることが認められた（1%水準）。すなわち、学習意欲と出席状況は日本人学生より優れているよう

に感じられており、課題提出の順守、成績、授業理解度については、日本人学生より劣っているよ

うに感じられていることがわかった。 
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図 2_17. 日本人学生と比べた留学生の修学状況の平均点 

**すべての項目で同等程度の基準となる 2 点と有意に差が認められた（1%水準） 

 

2-2-2. 留学生の日本語能力の所感と把握方法 

〇日本語能力が十分なレベルに達していると思われる学生の割合 

回答のあった 653 校のうち、2 割未満が 70 校（11%）、2~4 割 102 校（15%）、4~6 割 125 校

（19%）、6~8 割 157 校（24%）、8 割以上 167 校（26%）、わからない 32 校（4.9%）であった。 

 

図 2_18. 十分な日本語レベルに達していると思う留学生の割合 

 

〇卒業時の日本語能力のレベルの把握方法 

日本語能力試験（JLPT）により把握している（それ以外の方法での把握を行っている場合も含む）

学校は 415 校（64%）、把握していない 212 校（32%）、日本語能力試験（JLPT）では把握して

いないが、それ以外の方法により把握している 26 校（4.0%）となった。 
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図 2_19. 留学生の卒業時の日本語レベルの把握方法 

 

2-2-3. 令和 2 年度卒業生の日本語能力試験試験（JPLT）の資格保有者数 

2-2-2 で JLPT により把握していると回答した学校において、資格保有者集は、N1 保有者数 862 人

（9.0%）、N2 保有者数 3753 人（39%）、N3 以下保有者 4927 人（52%）であった。 

 

図 2_20. JPLT の資格保有者 

 

2-2-4. 留学生への学習支援の取り組み 

〇留学生への学習支援 

複数回答にて留学生への学習支援の取り組みを問うたところ、日本語学習の支援を行っている学

校が 322 校（17%）、外国語による授業 11 校（0.57%）、漢字に読み仮名をふった教材 210 校

（11%）、提供外国語の教材提供 27 校（1.4%）、ホームルームを担当する教職員 367 校（19%）、

無断欠席者の把握 429 校（22%）、出席状況が悪化した場合の個別面談の実施 497 校（26%）、そ

の他 21 校（1.1%）、特に支援は行っていない 51 校（2.6%）であった。 
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図 2_21. 留学生への学習支援の取り組み 

 

〇日本語学習の支援について、日本語能力向上の取り組み 

複数回答にて留学生の日本語能力向上のための取り組みを問うたところ、日本語講座の実施 243

校（36%）、個別補習の実施 112 校（16%）、漢字対策の実施 93 校（14%）、専門用語を使用した

作文練習の実施 44 校（6.5%）、日本語教育機関からの講師の招聘 72 校（11%）、日本人との日本

語でのコミュニケーション機会の設定 116 校（17%）であった。 

 

図 2_22. 留学生への日本語学習支援の取り組み 

 

2-2-5. 留学生の企業内実習（「企業内実習」は、企業・施設等において行われる専門現場実習や、職場

体験型インターンシップを指す） 

複数回答にて直近 2 年間における留学生の企業内実習への参加実績について問うたところ、企業内

実習（法令義務）への参加実績がある 155 校（21%）、企業内実習（非法令義務）の専門現場実習へ

の参加実績がある 72 校（10%）、企業内実習（職場体験型インターンシップ）への参加実績がある

243 校（33%）、いずれにも参加していない 256 校（35%）となった。 
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図 2_23. 直近 2 年間における留学生の企業内実習への参加実績 

 

2-2-6. 留学生への生活支援の取り組み 

〇生活支援の取り組み 

複数回答にて留学生への生活支援の取り組みを問うたところ、奨学金の紹介・提供435校（17%）、

留学生担当部署の設置 351 校（14%）、日本での生活やルールに関するオリエンテーション実施

414 校（16%）、生活実態の状況把握に基づく対策の実施 309 校（12%）、留学生用の保険（国民

健康保険以外）の付与 149 校（5.9%）、住宅の紹介・宿舎の提供等 314 校（13%）、アルバイトの

紹介 296 校（12%）、留学生と日本人学生・地域の住民等の交流機会の設定 155 校（6.2%）、その

他 39 校（1.5%）、特に支援は行っていない 58 校（2.3%）であった。 

 

図 2_24. 留学生の生活支援への取り組み 
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〇アルバイトの指導および実態把握 

複数回答にてアルバイトの指導および実態把握に関する取り組みを問うたところ、規定時間の厳

守等基本的な指導を行っている 518 校（36%）、アルバイト先を把握している 518 校（36%）、ア

ルバイト先の紹介を行っている 240 校（17%）、定期的にアルバイト先に連絡を取り状況把握を

している 117 校（8.1%）、上記のことは行っていない 51 校（3.5%）となった。 

 

図 2_25. 留学生のアルバイトの指導および実態把握 

 

2-3. 留学生の卒業後進路と就職状況 

2-3-1. 令和 2 年度中に卒業した留学生の進路と就職率 

令和 2 年度中（令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日）に卒業した進路別留学生人数を、学科系統

別に集計した。 

〇進路別の留学生人数 

日本で就職した留学生のうち、在留資格が技術・人文知識・国際業務（以下、技人国）で就職し

た学生が 5198 人（34%）、特定技能で就職した学生が 655 人（4.3%）であり、日本で進学した

留学生のうち、専門学校へ進学した学生が 3769 人（25%）、高等専門学校 13 人（0.085%）、短

期大学 95 人（0.62%）、大学 1018 人（6.7%）、大学院 161 人（1.1%）となった。その他の進路

のうち、帰国した学生が 1730 人（11%）、日本で就職活動中の学生が 1219 人（8.0%）、その他

1348 人（8.9%）であった。 
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表 2_26. 留学生の卒業後進路と学科のクロス表（単位：人） 

 

 

〇学科ごとの就職率、進学率、帰国率 

上記「進路別の留学生人数」の合計を卒業者とみなし、（日本で就職した留学生）/（卒業者）を

「就職率」、（日本で進学した留学生）/（卒業者）を「進学率」、（帰国）/（卒業者）を「帰国率」、

（日本で就職活動中）/（卒業者）を「就活中」、（その他）/（卒業者）を「その他」として分野

ごとに集計して z 検定を行い、学科ごとに就職率、進学率、帰国率、就活中、その他の割合を比

較した。その結果、自動車の就職率は 92%となり、本学科のみ、他の学科と比較して有意に高い

就職率を示した。進学率においては、日本語系と上級日本語系が他学科と比べて有意に高く、本

学科では専門学校や大学等への進学が盛んであった。帰国率については、有意に高い学科は見ら

れなかったが、介護福祉では 0.3%となり、他学科と比べて有意に低かった。介護福祉は就活中の

割合も同様に有意に低く（0.3%）、「介護」の在留資格や特例措置による影響があると考えられる。

ただし、介護福祉においては「その他」（就職、進学、帰国、就活中のどれにも該当しない学生）

が 32%と比較的高い割合を示している。本アンケートの設問上、「介護」の在留資格で就職した

留学生は「その他」に分類される可能性が高いが、今回はその人数や割合を抽出することができ

ない。今後、介護の在留資格や特例措置による影響を議論するためには、介護の在留資格による

就職者について別に集計する必要がある。 
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表 2_27. 学科ごとの卒業後進路の割合と比較 

 

 

2-3-2. 令和 2 年度中に卒業した中国・韓国・台湾出身留学生の進路 

令和 2 年度中（令和 2 年年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日）に卒業した中国・韓国・台湾の 3 カ国・

地域出身の留学生の合計を問うたところ、同出身の留学生の進路は、技人国で就職 1089 人（19%）、

特定技能で就職 142 人（2.4%）となり、進学は、専門学校 486 人（8.3%）、高等専門学校 0 人（0%）、

短期大学 6 人（0.10%）、大学 569 人（10%）、大学院 163 人（2.8%）であった。また、帰国は 960

人（16%）、日本で就職活動中 276 人（4.7%）、その他 518 人（8.8%）であった。 

 

表 2_28. 中国・韓国・台湾出身の留学生の進路（単位：人） 

 

 

2-3-3. 令和 2 年度中に卒業した留学生の職種別就職先 

令和 2 年度中（令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日）に卒業した留学生の就職先職種別人数を、

全留学生の合計、および中国・台湾・韓国出身の留学生の合計と分けて問うた。 

〇全留学生 

日本で就職した留学生は、翻訳/通訳 421 人（7.2%）、販売・営業 631 人（11%）、海外業務 81 人

（1.4%）、技術開発情報処理分野 399 人（6.8%）、技術開発情報処理分野以外 437 人（7.4%）、

貿易業務 100 人（1.7%）、設計 43 人（0.73%）、広報・宣伝 113 人（1.9%）、教育 58 人（1.0%）、

会計業務 128 人（2.2%）、調査研究 0 人（0%）、経営・管理業務 175 人（3.0%）、医療 34 人

（0.58%）、国際金融 2 人（0.034%）、その他 3026 人（51%）であった。職種を問わず海外で就

職した留学生は 235 人（4.0%）であった。 
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〇中国・韓国・台湾の 3 カ国・地域合計 

日本で就職した留学生は、翻訳・通訳 97 人（5.4%）、販売・営業 152 人（8.4%）、海外業務 28

人（1.5%）、技術開発情報処理分野 190 人（11%）、技術開発情報処理分野以外 113 人（6.2%）、

貿易業務 55 人（3.0%）、設計 21 人（1.2%）、広報・宣伝 13 人（0.72%）、教育 5 人（0.28%）、

会計業務 61 人（3.4%）、調査研究 0 人（0%）、経営・管理業務 19 人（1.0%）、医療 22 人（1.2%）、

国際金融 0 人（0%）、その他 879 人（48.6%）であった。職種を問わず海外で就職した留学生は

155 人（8.6%）であった。 

 

表 2_29. 留学生の職種別就職先（単位：人） 

 

 

〇中国・韓国・台湾の 3 カ国とそれ以外の比較 

全留学生から 3 カ国・地域合計の留学生数を差し引いた人数を 3 カ国以外として集計すると、翻

訳・通訳 324 人（8.0%）、販売・営業 479 人（12%）、海外業務 53 人（1.3%）、技術開発情報処

理分野 209 人（5.1%）、技術開発情報処理分野以外 324 人（8.0%）、貿易業務 45 人（1.1%）、設

計 22 人（0.54%）、広報・宣伝 100 人（2.5%）、教育 53 人（1.3%）、会計業務 67 人（1.6%）、調

査研究 0 人（0%）、経営・管理業務 156 人（3.8%）、医療 12 人（0.29%）、国際金融 2 人（0.049%）、

その他 2147 人（53%）、海外で就職 80 人（2.9%）であった。この割合を 3 カ国・地域合計と比

較すると（z 検定）、中国・韓国・台湾の合計の留学生の就職先として、技術開発情報処理分野、

貿易業務、設計、会計業務、医療、海外で就職は同以外の留学生と比べて有意に高かった（有意
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水準 5%で）。一方で、翻訳・通訳、販売・営業、技術開発情報処理分野以外、広報・宣伝、教育、

経営・管理業務、その他の割合は同国以外で有意に高かった。 

 

表 2_30. 留学生進路の割合と比較 

 
 

2-3-4. 留学生の就職に向けた取り組みとその影響 

〇就職に向けた取り組み 

複数回答にて、留学生の就職に向けた取り組みを問うたところ、キャリア教育の授業378校（10%）、

日本語指導を含む個別の面談指導 396 校（10%）、履歴書/経歴書等の作成指導 537 校（14%）、

学校による履歴書/経歴書等の一括確認/企業への送付 280 校（7.3%）、留学生採用企業へのイン

ターンシップの推進 181 校（4.7%）、留学生向けの学内就職説明会の実施 231 校（6.1%）、留学

生向けの外部の合同企業説明会の案内232校（6.1%）、留学生採用企業の求人開拓270校（7.1%）、

求人情報のデータベース化 198 校（5.2%）、求人情報など関連資料の提供 372 校（10%）、留学

生の就労ビザ取得の支援 290 校（7.6%）、企業が採用予定の自校留学生の就労ビザ取得の支援 224

校（5.9%）、特定活動ビザを持つ卒業生の就職支援167校（4.4%）、その他 (具体的に)13校（0.34%）、

とくに実施していない 46 校（1.2%）となった。 
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図 2_31. 留学生の就職に向けた取り組み 

 

〇取り組みの実施と就職率の関係 

上記取り組みについて、実施している学校としていない学校で就職率を比較した（t 検定）。何か

しらの取り組みを行っている学校の就職率（平均 45%）は、どの取り組みも実施していない学校

（平均 23%）に比べ、5%水準で有意に高かった。最も取り組みの多かった履歴書/経歴書等の作

成指導に取り組んでいる学校の就職率（平均 46%）は取り組んでいない学校（平均 29%）よりも

有意に高かった（1%水準）。その他に、学校による履歴書/経歴書等の一括確認/企業への送付（実

施している：平均 49%、実施していない 39%、1%水準）、留学生向けの学内就職説明会の実施

（実施している：平均 49%、実施していない 40%、5%水準）、留学生採用企業の求人開拓（実施

している：平均 48%、実施していない 39%、5%水準）、留学生の就労ビザ取得の支援（実施して

いる：平均 48%、実施していない 39%、5%水準）、企業が採用予定の自校留学生の就労ビザ取得

の支援（実施している：平均 51%、実施していない 38%、1%水準）においても、有意な差が認

められた。 
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図 2_32. 各取り組みについて、実施している学校としていない学校で就職率を比較 

** 1%水準で有意な差が認められた 

* 5%水準で有意な差が認められた 

 

2-3-5. 在留資格の問題で就労ビザが発給されなかったケース 

〇令和 2 年度に卒業した留学生のうち、企業等から内定を受けたにもかかわらず、在留資格の問題で

就労ビザが発給されなかったケースの有無 

就労ビザが発給されなかったケースがあった 66 校（10%）、就労ビザが発給されなかったケース

はなかった 423 校（65%）、わからない 16 校（25%）。 
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表 2_33. 就労ビザが発給されなかったケースの有無（単位：校） 

 

 

〇令和元年度に卒業した留学生のうち、企業等から内定を受けたにもかかわらず、在留資格の問題で

就労ビザが発給されなかったケースの件数 

合計で 242 件 

 

2-4. 留学生の卒業後の活躍に関する調査 

2-4-1. 卒業後の活躍を支援するために有効と考えられる教育や学習支援と取り組み状況 

〇有効と考えられる教育や学習支援 

複数回答にて、卒業後の活躍の支援に有効と考える項目を問うたところ、日本語の教育・学習支

援 479 校（16%）、専門の教育・学習支援（座学）346 校（12%）、専門の教育/学習支援（企業内

実習・演習等）352 校（12%）、専門の教育/学習支援（企業と連携していない学内実習/演習等）

183 校（6.1%）、専門の教育/学習支援（企業と連携した学内実習/演習等）321 校（11%）、イン

ターンシップ（単位として認定していないもの）158 校（5.3%）、インターンシップ（単位として

認定しているもので、企業内実習/演習等として位置付けていないもの）199 校（6.6%）、PBL 型

の学習活動 81 校（2.7%）、グループ学習 188 校（6.3%）、教育課程外の活動（修学旅行、スポー

ツ大会、学校外のコンテスト参加支援等）203 校（6.8%）、生活指導 399 校（13%）、英語教育 83

校（2.8%）、その他 (具体的に)14 校（0.47%）となった。 

 

図 2_34. 卒業後の活躍の支援に有効と考える教育・支援 

 

〇上記項目について、取り組み状況 

各教育・支援の取り組み状況は、十分に提供している、ある程度提供している、あまり提供でき
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ていない、提供できていない、わからない、に分けて評価した。教育ごとに取り組み状況の割合

を算出して比較（z 検定）したところ、専門の教育/学習支援（座学）および専門の教育/学習支

援（企業と連携していない学内実習・演習等）においては、十分に提供しているという評価の割

合（それぞれ 65%、57%）が他の教育と比べて有意に高かった。これらの教育は、多くの学校で

実施しやすいものと考えられる。 

 

表 2_35. 各教育・指導と提供状況のクロス表（単位：校） 

 

 

表 2_36. 各教育・指導の提供状況の割合と比較 

 

 

〇あまり提供できていない、提供できていない理由 

あまり提供できていない、あるいは提供できていない理由は、留学生教育のノウハウがない 42 校

（13%）、留学生教育を担える教員がいない 74 校（22%）、留学生に特化した教育を行う必要が

ない 67 校（20%）、留学生にとって効果のある教育が何かがわからない 31 校（9.2%）、その他

102 校（30%）、わからない 20 校（6.0%）であった。 
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図 2_37. 有効と考えられる教育や学習支援を提供できない理由 

 

2-4-2. 卒業後の活躍の把握方法 

複数回答にて卒業後の活躍をどのように把握しているか問うたところ、卒業生を対象としたアンケ

ート調査（全数調査でない場合も含む）127 校（8.6%）、卒業生を対象としたヒアリング調査（全

数調査でない場合も含む）176 校（12%）、ホームカミングデーの設定による卒業生からの聞き取り

34 校（2.3%）、卒業生と在校生の交流会（就職支援目的の交流会含む）の設定による卒業生からの

聞き取り 80 校（5.4%）、卒業生が母校訪問した際などの、卒業生からの聞き取り 360 校（24%）、

卒業生の就職先訪問の際などの、卒業生からの聞き取り 258 校（18%）、就職先企業へのアンケー

ト、ヒアリング調査 127 校（8.6%）、就職先企業の社員等からの聞き取り 188 校（13%）、その他

53 校（3.6%）、把握していない 67 校（4.6%）であった。 

 

図 2_38. 卒業後の活躍の把握方法 
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2-4-3. 期待する卒業後の活躍 

自由記述にて回答を求めたところ、専門職として知識・技術の研鑽、専門的な職業人として技術を

磨いてほしいなど、卒業後のさらなる成長を期待するとともに、単なる労働者ではなく有為な人材

としての活躍を期待する回答が多かった。また、在学中に学んだことを発揮し活躍してほしい、在

学中に得た知識・技能・語学力を活かして活躍してもらいたいといった回答も多く見られた。卒業

後は日本での就職・生活基盤の獲得を期待する回答がある一方、母国や世界で活躍できる人材にな

ってほしいという回答も見られた。 

 

2-5. 今後の留学生の募集・教育・就職支援等 

今後具体的に取り組みたい活動 

複数回答にて今後取り組みたい活動を問うたところ、海外の日本語教育機関、留学生支援事業者等と

の連携 460 校（29%）、海外の高校、大学などの中等・高等教育機関との協定等の締結 205 校（13%）、

学校を通した日本人留学生の海外派遣 85 校（5.4%）、1 年未満の短期外国人留学生の受け入れ 71 校

（4.5%）、海外の教職員との交流 133 校（8.4%）、海外拠点の形成 64 校（4.1%）、7 その他/とくに取

り組みたい活動はない 560 校（35%）であった。 

 

図 2_39. 今後取り組みたい、留学生の募集・教育・就職支援 

 

第三章 新型コロナウイルス感染症の影響 

3-1. 留学生の在籍等への影響 

複数回答にて、留学生の在籍状況等への新型コロナウイルス感染症の影響を問うたところ、入国でき

ないなどの理由で、留学予定者又は国内の日本語教育機関からの進学者が入学できない事案が発生し

た 272 校（20%）、入国できないなどの理由で、留学生が次の学年に進級できないという事案が発生

した 95 校（7.1%）、留学生によっては出席・登校日数が減った 199 校（15%）、入国制限とは異なる

理由（例 経済状態の悪化等）で、留学生が学校を退学する事案が発生した 209 校（16%）、国内の日

本語教育機関からの進学者が減少した 385 校（29%）、特に影響はない 140 校（10%）、生じた影響を

把握するための取組を行っていない 7 校（0.52%）、わからない 12 校（0.89%）、その他 25 校（1.9%）
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となった。特に影響はないと答えた学校は 10%程度であり、多くの学校で留学生の在籍状況に影響を

受けていた。 

 

図 3_1. 新型コロナウイルス感染症の留学生在籍状況への影響 

 

3-2. 留学生が在籍している学校で感染症に対応して留学生募集のために実施している取り組み 

複数回答にて感染症に対応して留学生募集のために実施している取り組みについて問うたところ、母

国にいる学生も参加可能な、オンラインでのオープンキャンパスの開催 213 校（24%）、母国にいる

学生も参加可能な、オンラインでの模擬授業の実施 71 校（7.9%）、海外現地で開催された留学生向け

説明会への学校担当者のオンライン参加 89 校（10%）、海外現地の日本語教育機関と連携した留学生

向け説明会の実施 101 校（11%）、海外現地の大学と連携した留学生向け説明会の実施 24 校（2.7%）、

実施していない 317 校（35%）、その他 87 校（10%）となった。 

 

図 3_2. 新型コロナウイルス感染症に対応して実施している留学生募集のための取り組み 



40 

3-3. 留学生が在籍していない学校における受け入れ方針への影響 

新型コロナウイルス感染症による、留学生の受け入れに関する方針への影響について最も近いものを

問うたところ、新型コロナウイルス感染拡大前と変わらない 665 校（79%）、新型コロナウイルス感

染拡大前は受け入れる予定だったが、受け入れ数を減少させた 1 校（0.12%）、新型コロナ感染拡大前

は受け入れる予定だったが、受け入れを辞めた 7 校（0.83%）、分からない 172 校（20%）となった。

留学生が在籍していない学校では、多くの場合で受け入れ方針への感染症の影響はないようであった。 

 

図 3_3. 留学生が在籍していない学校における新型コロナウイルス感染症の受け入れ方針への影響 

 

3-4. 感染症の対応として新たに追加・強化した留学生への学習支援 

各校の学習支援に関する感染症対応を問うたところ、日本人学生には提供しない特別なオンライン授

業 56 校（7.1%）、オンライン授業を受けるための ICT 機器の提供（貸与含む）90 校（11%）、日本人

学生には提供しない特別な補習授業（日本語の授業を除く）56 校（7.1%）、日本語授業（例年の授業

への追加のみ）106 校（13%）、オンライン授業における留学生向けの特別な配慮（留学生向けの特別

な教材の作成、留学生向け機器操作説明会、研修等）97 校（12%）、その他 （自由記述）45 校（5.7%）、

実施していない 340 校（43%）であった。その他（自由記述）では、インターネット環境の整備につ

いて、補助金や支援金の給付による支援が見られた。また、個別面談による実態把握も行われていた。 

 

図 3_4. 感染症の対応として新たに追加/強化した留学生への学習支援 
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3-5. 感染症の影響下で留学生の教育において課題になった事項 

複数回答にて感染症の影響下で留学生の教育において課題になった事項を問うたところ、留学生がオ

ンライン授業を受けられる PC 端末等を持っていない 156 校（14%）、留学生に貸し出しするための

PC を学校で確保できない 123 校（11%）、留学生がオンライン授業を受けるのに十分なインターネッ

ト環境にない 215 校（19%）、留学生のインターネット環境の構築を支援できない 118 校（10%）、留

学生の PC 端末等の操作スキルが日本人学生よりも低い 46 校（4.0%）、国外でオンライン授業を提供

することが難しい（ICT 環境の違い等）68 校（5.9%）、オンライン授業の場合の出欠管理が日本人学

生よりも難しい 61 校（5.3%）、その他 43 校（3.8%）、特にない 316 校（28%）となった。 

 

図 3_5. 感染症の影響下で留学生の教育において課題になった事項 

 

3-6. 留学生が行うアルバイト活動への影響 

〇アルバイト活動への影響 

複数回答にて新型コロナウイルス感染症のアルバイト活動への影響を問うたところ、留学生がアル

バイトを休まざるを得なくなった事案が生じた 302 校（39%）、留学生がアルバイトを辞めざるを

得なくなった事案が生じた 143 校（18%）、留学生のアルバイトの影響はない 178 校（23%）、影響

を把握していない 161 校（21%）となった。 
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図 3_6, 新型コロナウイルス感染症の留学生のアルバイト活動への影響 

 

〇アルバイトについて影響を受けた留学生のおおよその人数 

アルバイトを辞めた留学生 1361 人（14%）、アルバイトのシフトが減少して、収入が学業継続に支

障をきたすレベルにまで減少し、現在も、まだ元のレベルに戻らない留学生 3446 人（36%）、アル

バイトを辞め、又はアルバイトのシフトが減少して、収入が学業継続に支障をきたすレベルにまで

減少したが、現在は、学業継続に支障をきたさないレベルまで収入が回復した留学生 4845 校（50%）。

感染症の影響によって、アルバイト活動に影響を受けた学生のうち半数近くはまだ深刻な影響下に

ある。 

 

図 3_7, アルバイトについて影響を受けた人数と現在の状況 

 

3-7. 感染症の対応として新たに追加・強化した留学生への生活支援 

複数回答にて新型コロナウイルス感染症の対応として新たに追加した（又は強化した）、留学生への

生活支援について問うたところ、学費の免除（一時的な対応を含む）29 校（2.2%）、学費の減額（一

時的な対応を含む）45 校（3.4%）、新たな奨学金の創設 33 校（2.5%）、既存の奨学金の支給額増額 8
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校（0.60%）、住宅補助費の支給 2 校（0.15%）、学生寮・住宅の提供（一時的な対応を含む）29 校

（2.2%）、渡航費等支給による一時帰国支援 2 校（0.16%）、渡航費等支給による日本への入国支援 6

校（9.45%）、出入国手続きの支援 137 校（10%）、来日後、空港からの移動手段の手配等の支援 88 校

（6.6%）、新型コロナに特化した留学生相談窓口の設置（通常の相談窓口は除く）19 校（1.4%）、留

学生との面談機会の設定（対面、オンライン問わず）190 校（14%）、留学生の親への個別状況説明/

フォロー39 校（2.9%）、留学生を対象とした、新型コロナ特別給付金等の情報提供 244 校（18%）、

生活支出に係る施策情報の提供（水道料金支払い免除等）29 校（2.2%）、入学時オリエンテーション

の代替方策（オンラインによる説明会等）81 校（6.1%）、新型コロナ感染拡大前と支援内容は変わら

ない 161 校（12%）、特に留学生向けの支援はない 143 校（11%）、その他 39 校（2.9%）となった。 

 

図 3_8. 感染症の対応として新たに追加・強化した留学生への生活支援 

 

3-8. 企業内定への影響 

〇新型コロナウイルス感染症の影響により内定が取消されたケースの有無 

令和 2 年度（令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日）に卒業した留学生のうち、企業等から内定

を受けたにもかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響（推測も含む）により内定が取り消さ

れたケースを問うたところ、内定取り消しがあった 32 校（4.9%）、内定取り消しはなかった 471 校

（73%）、分からない 146 校（22%）となった。 

 

表 3_9. 内定取り消しの有無 

 

 

〇内定取り消しがあった学校において、令和 2 年度に卒業した留学生のうち、企業等から内定を受けた

にもかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響による内定取消があった件数 
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合計で 83 件の内定取り消しがあった。 

 

〇内定取り消しに対する支援と効果 

内定取り消しがあった学生に対して行った支援と、その結果、留学生は実際に就職することができ

たかどうか（就労ビザが下りる形の就職に限定）を問うたところ、十分な支援を行い就職すること

ができた 14 校（44%）、十分な支援を行ったが就職することができなかった 6 校（19%）、ある程

度支援を行い就職することができた 8 校（25%）、ある程度支援を行ったが就職することができな

かった 2 校（6.3%）、あまり支援を行わなかった 1 校（3.1%）、支援を行わなかった 0 校、分から

ない 1 校（3.1%）であった。 

 
図 3_10. 内定取り消しがあった学生に対して行った支援 

 

3-9. 留学生の募集・教育・就職支援等において来年度以降に生じると想定している感染症の影響におい

て深刻だと考える事項 

複数回答にて新型コロナウイルス感染症により来年度以降に生じると想定される影響のうち、最も影

響が深刻だと考えるものを問うたところ、入学者の急激な減少 485 校（46%）、内定取り消し 49 校

（4.6%）、卒業生の就職先企業の倒産、卒業生の解雇等 80 校（7.5%）、実習等で連携している企業等

の減少（協力が得にくくなることも含む）126 校（12%）、主な連携先の日本語教育機関の閉鎖 109 校

（10%）、学校経営状態の悪化 147 校（14%）、その他 65 校（6.1%）となった。多くの学校で、感染

症の影響による留学生入学者の急激な減少を問題視しているようであった。 
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図 3_11. 来年度以降に生じると想定される影響のうち最も深刻だと考える事項 

 

3-10. 今後数年間における留学生入学者数変化の予想 

新型コロナウイルス感染症の影響により、今後数年間で留学生入学者数がどのように変化するか問う

たところ、急激に減少すると見込んでいる 657 校（97%）、減少すると見込んでいる 18 校（2.7%）、

それほど変化は生じないと見込んでいる 1 校（0.15%）、増加すると見込んでいる 1 校（0.15%）、急

激に増加すると見込んでいる 0 校、わからない 0 校となった。ほぼ全ての学校で、今後、留学生入学

生数が減少すると考えていた。 

 

図 3_12. 今後数年間における留学生入学者数変化傾向の予想 
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その他意見 

以下、回答の多かった順に一部抜粋した。 

〇留学生の受入体制等に関する意見 

「今年度初めて留学生を受け入れました。留学生の担当者がいない中で、対応が可能かどうかの検

討をしたうえで受け入れをしましたが、分からない点も多く迷いがありました。新規校が留学生を

受け入れるのは、ハードルが高いと感じております」 

「初歩的な日本語学習から専門学校教育まで対応する場合は、スタッフ、学習ノウハウ、教材等相

当程度の準備が必要。数年に 1 人程度の留学生に対応するには、（日本の）高校等に留学して日本

語等一定の水準にある留学生の受入れとならざるを得ない」 

「グローバル社会という視点では取り組むべき事業であるが、現実問題としては受け入れ態勢等、

多くの課題がある」 

「全科が国家資格取得を目指す学科となっているため、留学生の入学は専門用語等の理解など日本

語能力以上の理解が必要となりますので、受入れたいとは思いますが厳しい現状であると考えます」 

「今後の日本経済の発展において優秀な外国籍の人材は不可欠であるので、人材確保のため政府・

企業・教育機関の一貫した連携体制が必要であると思われます」 

「留学生の目的がどの程度かによります。看護師国家試験を受験するには、全科目を履修し単位を

修得しなくてはならないので、日常生活だけでなく、臨地実習で困らない程度の日本語が理解でき

ないと厳しい状況です。」 

「留学生の母国の卒業資格を受験資格とする場合、何をもって基準としていいかわからない」 

「受入れをするにあたっての知識がないので、受入れに関する情報が知りたい」 

「希望があれば留学生を受け入れるが、学校の受入体制や一般学生の国家試験の対策のこともあり、

留学生に対して特別な対応はできず、一般学生と全く同様に扱わざるを得ないのが現状です」 

「医療系なので、国家試験や入学条件など、審査が厳しい。言語の問題もあり、受け入れは難しい

と考える」 

「現状留学生の受け入れをしているが、日本人の学生と比較すると手間が 3 倍以上かかる為、職員

の負担が非常に大きい。今後の日本の労働力として育成していくに当たり、学校や企業など入先へ

の補助金を導入する等、国からのサポートが必要だと考える。そういったサポートが難しい場合、

入国前の段階から支弁力や学力等の判断基準を上げざるを得ない」 

「国家試験受験での日本語での対応部分に大きなハードルがある」 

「小規模の学校の場合は受入（様々な事務手続きや居住地斡旋等）～就職（歯科技工士の場合、資

格取得しても国内就労不可の為、母国に帰る前提で受入れ）等を総合的にサポートしてもらう支援

団体等が無いと積極的に受入れが出来ないです」 

 

〇留学生の就職について 

「留学生の就職において、受け入れ先企業の拡充」 

「専門学生についても、大学生と同じくらいに就職できる幅を増やしてほしい」 

「専門士を取得した留学生に対して、日本での就職の機会をより多くしてほしい。特に（技術・人

文知識・国際業務）での就労の可能性を広げてほしい」 

「留学生の採用について前向きに検討してくれる企業が増えるような施策や就労ビザ申請の煩雑
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さ軽減を期待している」 

「過去にも熱心に学び、日本で十分に調理師として働ける力を持ちながら帰国していった卒業生が

います。農水省の特定技能で少しだけ残ることはできますが、長期滞在できるようになれば積極的

に受け入れを考えたいと思います」 

「卒業後の進路確保が懸念」 

「公務員試験において留学生も受験可能な官公庁が増加すれば、検討の可能性あり」 

「経済特区での 5 年以内の就業を認める流れはあるが、現実的には業界での就業が困難と思われる 

また調理・製菓の分野の留学生の就職は未だ手続きが難しいことに加え、新型コロナウイルス感染

症の影響は依然として大きいため、今後の留学生の新規入学が非常に懸念される」 

 

〇就労ビザや在留資格等に関する意見 

「専門学校だと、就職する際のビザの問題が一番大きい。デザイナー、パタンナーなどの専門職へ

の就職は、日本人の学生にとっても狭き門であり、留学生にとっては尚の事である。販売員などの

職でも、ビザが発給されれば、専門卒留学生の就職へのハードルが下がるのではないかと思う」 

「美容・ビューティー系での就労ビザが発給されるようになってほしい」 

「労働ビザの取得に関する手続きが非常に大変で人物的に問題なくとも内定に繋がらないケース

が多い」 

「調理分野では、卒業後に技人国での在留資格はほぼ認められず、「就職」そのものに多くの課題が

あります。他校では、特定技能を強く勧める風潮もあるようですが、留学生達の本当の将来を考え

た時に、得策とは言えないと感じます」 

「卒業後に鍼灸師として就労ビザを取得し、国内で就職・勤務することが難しい現状のため、留学

生については今後も母国または海外で鍼灸を行う職に就く必要性がある。医療系国家資格であるた

め、国内でも就職や勤務、そして将来的には独立開業ができるように環境が整備されることを希望

する」 

「現状では動物業界の就労ビザが発給されないので、日本での就職は別業種になってしまいます。

トリマーや動物看護師として働ける就労ビザが出来ることを願います」 

「基本的にファッション業界は就労ビザが発給されないので入学に結びつかない」 

 

〇入国制限等についての意見 

「入国制限の早急な緩和」 

「留学生の入国再開が最優先課題」 

「入国制限の解除」 

「早急に入国制限の解除をしてほしい。2 年も待機している学生もいる。キャンセルに繋がらない

か不安。留学生を受け入れている国への留学が増える。早急に私費留学生の入国制限の解除をお願

いしたい」 

「新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けて入学者が激減し、次年度も留学の新規入国者が

いないことによる影響が続くと想定される。留学生の新規入国を許可してほしい。また、在学中に

特定技能 1 号への在留資格変更を許可する理由を知りたい」 
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〇各種制度に関する意見 

「ＪＬＰＴの試験回数を年 2 回から増やして欲しい」 

「２年次の留学生奨励奨学金の採用枠の増員」 

 

〇留学生受け入れの支援に関する意見 

「支弁者(企業・施設)をエリア毎に見つけるのが大変です。サポートしてもらえる機関があれば嬉

しいです」 

「就職支援の一環で留学生が望む在留資格の許可を得るために、どういったことを履修すべきなの

かを検証したり、実績を挙げられたりするような事例を共有できる研修などがあると幸いです」 

「就職のミスマッチの実例についてもっとデータがほしい」 

「受け入れに当たっての具体的な説明会（現実に起こりうる課題、その場合の相談部署）等の開催、

実際に受け入れている教育機関の担当者決めなどの具体的な実践例」 
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総括 

本調査では、全国の専門学校における留学生の受け入れ実態を調査し、同時に、外国人留学生の留学

動向、就職状況を調査した。加えて、新型コロナウイルス感染症が専門学校および留学生の学修・生活

へ与える影響と、それらへの取り組み状況について調査した。これらの調査を通して見えてきた、コロ

ナ禍を踏まえた各地域における外国人留学生の戦略的受入れに向けた体制整備における課題や提言を

以下にまとめる。 

留学生の受け入れを行っていない学校は全体の 47%であり、そのうち今後も留学生の受け入れを行う

つもりのない学校は（特に方針の無い学校も含めて）87%を占めた。受け入れを行っていない主たる理

由として、体制・環境の不備が挙げられている。これらの学校においては、「トータルパッケージによる

留学生の学びの支援」が新たな体制や環境整備を必要とする場合、留学生受入実績のある学校からの取

り組み事例や情報提供が有用であると考えられる。一方で、留学生を受け入れている学校においては、

新型コロナウイルス感染症の対応として、新たに追加・強化した留学生への学習支援を提供した学校は

57%であり、およそ半数程度は、新たな支援体制への対応を行える可能性がみられた。ただし、感染症

の影響下で留学生の教育において課題になった事項において最も多かったのが、留学生がオンライン授

業を受けるのに十分なインターネット環境にないこと、次いで留学生がオンライン授業を受けられる

PC 端末等を持っていないこと、留学生に貸し出しするための PC を学校で確保できないことであり、

ハード面での環境整備をいかに整えることができるかが、課題となる。 

マレーシア、スリランカ、バングラデシュでは自動車系の学科を志向する学生が多く、インドネシア、

フィリピン、インドでは介護福祉系学科を志向する学生が多いことがわかった。また、韓国では調理系、

マレーシアではデザイン系、タイとフィリピンでは日本語系を志向する傾向がある。一方入学までの傾

向をみると、韓国、タイ、マレーシアにおいては、現地から直接入学してくる留学生の割合が他国より

も有意に高く、さらに韓国、ベトナム、マレーシア、ネパールでは高校・短大卒の留学生の割合が有意

に高いことがわかった。これらの国の志向・入学傾向に合わせた広報活動や現地機関との連携など重点

的なアプローチを行うことで、戦略的に留学生の確保、専門学校とのマッチングに寄与することができ

ると考えられる。 

留学生の就職を支援するために、何かしらの取り組みを行っている学校の就職率は、全く取り組みを

実施していない学校に比べて有意に高く、留学生の就職には、学校からの支援が欠かせないものである

ことがわかった。有意な差の認められた取り組みは、履歴書・経歴書等の作成指導、学校による履歴書・

経歴書等の一括確認・企業への送付、留学生向けの学内就職説明会の実施、留学生採用企業の求人開拓、

留学生の就労ビザ取得の支援、企業が採用予定の自校留学生の就労ビザ取得の支援であった。これらの

取り組みをモデルケースとして、留学生の就職支援を構築していくことが望ましいと考えられる。 

留学生の在籍状況において、新型コロナウイルス感染症による影響を受けた学校は 90%程度となり、

多くの学校で、留学生が入国できないケースや、進級できない留学生の増加、入学者の減少などが発生

していた。令和 2 年度/3 年度の中途退学者において、コロナ禍の影響による経済的理由で中途退学した

留学生は 17%と、およそ 2 割程度を占めていた。また、感染症の影響によってアルバイト活動に影響を

受けた学生のうち半数近くはまだ深刻な影響下にあることがわかった。留学生の安定した学生生活につ

いて、資金面での体系的な仕組み作りが必要であると考えられる。 


