
外国⼈留学⽣の4割近くが集まる東京が、 
さらなる⽀援体制の充実をはかる

　全国の外国人労働者数の33％、留学生の36％を占める東京。これまでも東京は、留学生受入れ体制の整

備や産学連携による卒業後の国内就労支援に積極的に取り組んできたが、新型コロナウイルスの感染拡大

により留学生を取り巻く環境が大きく変化している。厳しさを増している点として、入国・往来の困難

化、外国人人材の雇用に積極的だった外食、インバウンド関連の新規採用縮小などがあげられる一方で、

ポストコロナを見据えてより優秀な人材確保を目指す企業もあり、東京において企業の留学生需要は依然

高い。このような状況を踏まえれば、留学生の受入れと国内就労支援をこれまで以上に積極的に推し進め

る必要がある。

　本事業では従来の支援策に加え、日本入国前の留学希望者に対する積極的な情報提供と学習サポート、

一時帰国者や国内就労を目指す留学生への遠隔授業による学習サポート、オンライン型学習コンテンツの

開発、学校・企業間の連携緊密化による就労支援など、新たな支援策に取り組む。そして、入学前から在

学中、卒業後のキャリアパスまで、トータルパッケージによる支援モデルを構築する。

　ターゲット国は、全国と比較しても留学生数の割合が多い中国、日本就労希望者の多いベトナム、日本

語能力の高い韓国の3カ国に設定。ターゲット分野は、特区による就労が期待される美容分野、人材不足

の目立つ自動車整備分野とし、現地教育機関と連携しながら留学生受け入れや国内就労を支援していく。

それだけにとどまらず、日本での修学・就労経験を生かして母国へ貢献する循環型の人材育成モデルも構

築する。

●令和3年度のおもな取り組み

在校⽣・卒業⽣の紹介動画公開

「専門学校進学者のおよそ3分の2が日本に来てから進路を決定している」という留学生対象の調査結果が

ある。この状況を改善するためには、来日前の留学希望者への情報提供を充実させる必要がある。そこ

で、現地の日本留学希望者と日本語学校に在籍する留学生を対象に、専門学校在学中の学生や日本の企業

で活躍する元留学生の経験談、メッセージをまとめた動画を制作して公開した。日本での生活や学習、就

労について生の声を提供し、東京の日本語学校・専門学校の魅力を発信することで、留学の具体的なイメ

ージを留学希望者に描いてもらうのが狙い。留学イメージの醸成にともない、専門学校入学後のミスマッ

チを減らすとともに、日本留学へのモチベーションが高い留学生の確保につなげることを目標とする。



　掲載数は在校生22名、卒業生4名。中国や韓国、ベトナムのほかタイ、マレーシア、イタリア、ロシ

ア、カナダからの留学生も母国語（日本語字幕付き）で進路選択の理由、学習や仕事の内容、留学してよ

かったこと・困ったこと、後輩へのメッセージなどを語っている。

①在学生動画の例

日本に留学した理由／今の学校を選んだ理由／学んでいる学科の内容／一番楽しい勉強、一番難しい勉強

／留学して良かった事、困った事、その解決策／今後の目標／後輩へのアドバイス

②卒業生動画の例

日本で就職した理由／今の就職先を選んだ理由／仕事の内容／仕事で楽しい事、困った事、解決策／就職

活動でやって良かった事、大変だった事／留学して良かった事、困った事／今後の目標／後輩へのアドバ

イス

留学⽣対象就職⽀援講座および留学⽣担当教職員対象セミナーの実施

　コロナ禍で従来のような就職活動が難しくなっている中、留学生の就職力向上と就労支援体制の強化を

図るため、オンラインによる就職支援講座を実施。Zoomを利用し、以下のテーマで計10回の講座が開か

れた。講座は、後日繰り返し視聴できるようオンデマンド形式でも配信した。

　募集定員30名がすぐに埋まり、第10回終了後のアンケートでは参加者全員が「とても満足」と回答する

など、就職支援のニーズの高さを再確認した。

　就労支援体制強化の一環として、日本語教育機関・専門学校で留学生の就職活動をサポートしている教

職員を対象に、以下のテーマでセミナーを開催。留学生の就職率向上のために、担当教職員に対して就職

情報のアップデート、面接の指導方法の講習、企業関係者との情報交換などにより教職員の資質向上を図

った。

第１回　企業ニーズを理解する（企業の求める人材に関して、企業の人事担当者によるオンラインセミナ

ーを実施） 

第2回　分野・学校毎の情報を共有する 

第3回　効果的なアピール方法を理解する（留学生も交えた模擬面接も実施） 

第4回　外国人人材の現状（特定技能による就労の状況の現状など）を理解する

https://tsk.or.jp/knowledge/international/index.php
https://www.youtube.com/channel/UCA287AKSbDoCo_ZZp5vQ8DA


　また、これとは別に、行政書士によるビザ変更や特定技能などをテーマにしたセミナーも実施。いずれ

も予想を上回る参加があり、盛況だった。

⽇本への留学を喚起する動画および遠隔学習コンテンツの制作

　留学前に来日後の教育や資格取得、就職への道筋がみえていることは、留学の目的意識を高め、実のあ

る準備活動を行うことにつながる。そこで自動車整備、美容の両分野で日本への留学を喚起する動画を制

作した。

　また、自動車整備、美容とも国家資格であるため国家試験合格に向けた遠隔学習コンテンツも制作し

た。美容においては、ワインディングなど実技科目の留意点や、就職の際にも有利とされるメイクアップ

技術についても取り上げている。一時帰国したまま日本に戻れない学生もいることから、自身の都合に合

わせて繰り返し学習できる内容となっている。



おこしやす︕ 
留学⽣にとって魅⼒的な環境づくりを進める

　京都は日本の文化・歴史に身近に触れることができる古都であり、観光産業・飲食業がさかんな上、有
力ハイテク企業が集まっている都市でもある。外国人留学生が職業教育を学ぶにも絶好のロケーションと
考えられ、一般社団法人京都府専修学校各種学校協会および各専修学校による多様な学習ニーズに応じた
きめ細かな教育のサポート、日本語教育機関の新規開設や高等教育機関と日本語学校の連携強化などによ
り、近年専修学校の留学生数は大きく増えている。

　本事業では、訪日前の潜在的留学希望者に対して遠隔教育システムやトータル支援パッケージを提供す
る。狙いは、京都の魅力・京都の専修学校の魅力を伝えると同時に、この地ならではの文化・芸術などに
触れ親しみ、地元産業を深く理解してもらうこと。「京都で学ぶ、京都で働く」よさを実感できるよう、
各学校・企業、公的機関等と連携しながら留学生にとって魅力的な環境づくりを推進する。外国人留学生
の戦略的受入れ体制（京都おこしやすモデル）を構築するにあたっては、長期化するコロナ禍や新たな危
機にも備えられるよう持続可能な仕組みをめざし、さらなる留学生の増加につなげていく。

　ターゲット国は、中国、インドネシア、ベトナムの3カ国とする。京都府の留学生の57％を占める中国
と、この5年で2倍以上に増加したインドネシアについては、引き続き受け入れ促進に力を入れていく。一
方、ベトナムは日本への留学生が中国に次いで多いにもかかわらず、京都では留学生比率が比較的低調と
なっている。そこで、京都特有の課題を見つけ、それを解決することで、ベトナム人留学生、ひいては他
の諸外国からの受け入れ増を目指す。

　ターゲット分野は、商業実務（観光）と衛生（調理・美容）、工業（情報処理）の3つ。観光産業のさ
かんな京都では、外国人観光客の多様なニーズに対応できるガイドの育成が課題になっており、留学生の
受け入れ促進がそのソリューションにもなり得る。また調理については、京都市地域活性化総合特別区域
計画が国の認定を受け、「外国人の日本料理店での就労」が全国で唯一京都市内に限った特例措置として
実現している。さらに、情報処理に関しては、世界的に有名なハイテク企業の本社が京都に多くあるほ
か、近年では時代の先端を行くIT企業も次々と拠点を開設しており、留学生に就職の機会を提供してい
る。以上のような京都の"強み"がある分野をターゲットとし、留学生誘致にも活かす方針だ。



●令和3年度のおもな取り組み

多⾔語Webサイトの構築

　日本語のみだった京都府下の専修学校をまとめて紹介するサイトを多言語化（中国語、英語、ベトナム
語）し、おもに日本国外にいる留学希望者への情報発信ツールとして活用。留学生の継続的な募集につな
げる。

　令和3年度は、とくに学校検索や学校一覧など学生の受け入れに関する情報発信に注力するが、コンテ
ンツはそれ以外にも京都の街や歴史など京都留学の魅力、住居・生活・アルバイトといった留学生活にお
ける不安の解消につながるサポート情報など、以下のような幅広い内容とする。

○多言語Webサイトのコンテンツ 
・京都専修学校の魅力（入学ルート、取得できる資格などの情報）、学校一覧（「分野で探す」、「職種
で探す」、「資格で探す」、「エリアで探す」と複数のインデックスを設け、留学希望者が希望の学校を
探しやすいように工夫） 
・卒業後の進路 
・各種サポート（住宅・アルバイト、奨学金、就職支援などの情報） 
・京都での生活 
・留学生の声

多⾔語留学パンフレットの制作

　京都留学や京都府下専修学校の情報をまとめて紹介するパンフレットを多言語（中国語、英語、ベトナ
ム語）で作成。また、デジタルパンフレットとしても活用できるようデータ化する。

　留学情報としては、専修学校の一覧と各専修学校の特長・概要を紹介するほか、京都おこしやすモデル
の紹介、京都への留学ガイダンス、10人を超える留学生のインタビューなども掲載する。



「京都留学アプリ」の開発

　留学生向けにアプリを開発。入学前から在学中、卒業後に至るまで必要な情報が集約され、複数に分散
している手続きやサービスなどを1カ所でまとめて提供できるアプリをめざす。



オール⼤阪で挑む︕ 
ポストコロナで世界の留学⽣から選ばれる「⼤阪の専⾨学校」になるために

　一般社団法人大阪府専修学校各種学校連合会（大専各）は、これまで留学生支援として、「入学を考え

る、学ぶ、就職まで導く」という入口から出口までのワンストップ支援の体系化に力を注いできた。同時

に、産官学が協力して「オール大阪」で留学生を支援する組織『留学生コンソーシアム大阪』や大阪商工

会議所、大阪観光局、留学生支援コンソーシアム大阪、Transcend-Learningなど、「留学生支援」という

同じ目標を持つ外部団体とも積極的につながってきた。

　本事業では、ワンストップ支援をより充実させ、かつ「オール大阪」をより強固にすることで、「大阪

の専門学校」への認知・興味・留学動機を高め、コロナ禍の影響によって留学生受入れ数が激減している

状況からの回復を目指す。

　ターゲット国は、ベトナム、インドネシア、オーストラリア。ベトナムは府内の専門学校および日本語

教育機関への留学生数が最も多い「実績の高い国」であり、インドネシアは府内留学生数が増加傾向にあ

る「将来性のある国」である。一方、オーストラリアについては、留学生数の実績は少ないものの日本語

学習者の多さと職業教育への理解などの観点から開拓にチャレンジする。ターゲット分野は、府内留学生

数上位3分野（文化・教養分野、工業分野、教育・社会福祉分野）に設定した。

　3か年を通して、「誘致広報」（入学前）、「教育支援」（在学中の教育指導や生活サポート）、「就

職支援」を段階的に推進。1年目の令和3年度は「誘致広報」に重点を置き、まずは、「知ってもらい」、

「理解してもらい」、「広めてもらう」ことを目標とする。コロナ禍に適したデジタルマーケティングを

駆使して、大阪および「大阪の専門学校」をより深く知って理解してもらい、「大阪の専門学校に留学し

たい」という留学希望者の母集団を拡げてゆくのが狙いである。

●令和3年度のおもな取り組み

留学⽣映像コンテンツの制作・配信

　留学希望者に職業教育への理解を深めてもらうこと、大阪への進学・就職意欲を高めてもらうこと、加

えて企業に留学生採用意欲を高めてもらうことを目的として、映像コンテンツを制作・配信する。映像コ

ンテンツに登場し、大阪の魅力や希望を発信するのは、現在在学中の留学生や卒業生である。彼らの生の



声を動画に収め、それをYouTubeチャンネル『大阪府専修学校各種学校連合会』で公開（2021年10月15日

より公開開始）。以下の内容の動画が配信されている。

①専門学校紹介動画『大阪の専門学校で学ぼう！』 

英語、ベトナム語、インドネシア語、中国語／繁体字、中国語/簡体字の5種類の言語について、それぞれ

の字幕バージョンを制作。

②留学生によるプレゼンテーション動画 

『私が想い描く夢』をテーマに、30人を超える留学生が、日本留学のきっかけや、日本での生活、将来の

夢を語る。 

③卒業生／人事担当者のインタビュー動画

大阪の専門学校を卒業後、社会で活躍している卒業生たちへのインタビュー。「日本に興味を持ったキッ

カケと学校を選んだ理由」、「専門学校で一番楽しかったこと」、「会社を知ったキッカケと選んだ理

由」、「仕事のやりがい」などを多様な卒業生がリアルに語る。また、同じ動画の中に卒業生を採用した

企業の人事担当者も登場し、「外国人雇用のメリット」などを説明。



オンライン出前授業

　日本留学のモチベーションを高めてもらうため、海外現地の日本語教育機関に「オンライン出前授業」

を提供。令和3年度は、ベトナムのホーチミン市立師範大学で日本語を学ぶ学生向けに、日本で就くこと

ができる職業や受けられる職業教育などについて以下の内容の出前授業を行なった。

①日本のものづくり～建設～ 
②日本のものづくり～機械～ 
③日本企業を理解する 
④日本語レベルアップ！　関西（大阪）弁を楽しもう！！ 
⑤日本における『介護』（ＫＡＩＧＯ）とは？　～キュアとケアの違いについて～

　また、出前授業では日本人の学生とコミュニケーションする時間も設け、同世代ならではの活発な交流

を促進した。

　授業後のアンケートでは、参加者全員が「楽しかった」と回答。さらに、30.9％の学生が「日本留学に

100～80％の興味を持てた」、54.3％の学生が「日本留学に80～60％の興味を持てた」と回答するなど大

きな成果を上げた。

進学情報カードおよび誘引ツールの制作

　府内の専門学校への留学生を増やすことは、大専各・専門学校の努力だけでは達成は難しい。留学生支

援に関わる外部団体とのより緊密な連携が必要となる。そのためには、入口から出口までをつなぐ情報発

信プラットフォーム『大専各留学生支援サイト』を留学希望者・留学生だけでなく日本語教育機関、企

業、行政、在日領事館といった国内ユーザにもより多く閲覧してもらい、留学生情報を共有することが効

果的なアプローチとなる。そこで、サイトへの誘引を促す広報ツール、および専門学校の情報や留学生受

け入れ状況を一覧化した情報カードを作成し、留学生支援に関係する各機関へ配布した。

①専門学校進学情報カード 

大専各に加盟する府内専門学校80校を掲載。国内の日本語学校、企業、行政などに配布。 

②誘引ツール 

企業向け、日本語教育機関向けにそれぞれ誘引ツール『大専各留学生支援サイト』を制作し配布。



STOP⼈⼝減少。 
グローバル⼈材の受⼊れ促進で⾹川の活性化をめざす

　香川県内の在留外国人数と、その中の留学生数は、ともに四国4県中最多。年々増加を続けている。人
口減少による労働力不足解消も外国人に期待を寄せられているが、これはさまざまな団体が外国人・留学
生の受入れを推進してきた成果だといえる。県内の専門学校は行政・教育機関・経済界と連携関係を築
き、昨年度まで3年間のグローバル人材育成事業を展開。香川県は、令和2年度から5カ年の「かがわ創生
総合戦略」の中で、外国人材の受入れ促進・外国人との共生推進を掲げ、具体的施策の計画・実施を進め
ている。

　この流れをコロナ禍においてもさらに推し進めるため、本事業では、来日前の留学生の教育面での連
携、来日後の留学生の定着（香川県で学んだ留学生が就労ビザを取得し香川に定着できるようにすること
など）を目的とし、来日前後の教育環境・就労環境を整備する。そして、新たな留学スキームである「香
川で学び、香川で就労する」を実施するための一貫した戦略的受入れ体制を構築することで、地方都市香
川における若年人材不足の解消の一助を目指す。

　ターゲット国はベトナム、インドネシア、台湾、ロシア、ベラルーシ。ターゲット分野は介護福祉分
野、自動車整備分野、ホテル・観光分野である。

　香川県にとってベトナムは、第3の海港都市ハイフォン市と10年以上交流を続けるなど、関係の深い国
である。介護福祉分野・自動車整備分野ではすでに2校と提携し、令和3年度中にあらたに1校との連携を
予定し、人材養成のための支援スキームを構築する。また、ハイフォン市以外の大学とも連携して、将来
的には観光分野でも人材養成を進めていく。

　インドネシアについては、令和2年度の時点で23の高校と提携しており、さらにコロナ禍の終息後には
10校前後が増える見込みで、すでに教育行政を含めた職業高校とのパイプを築いてきた。したがって、本
事業の中でも大きな成果が得られるものと期待される。とくに、日本の職業教育への関心が高い介護福
祉・自動車整備分野で留学生数拡大を目指す。

　台湾は親日国であり、香川県は桃園市と、高松市は基隆市と都市交流関係にある。その関係性を生か
し、観光都市香川へのインターンシップの感心が高い。コロナ終息後の観光需要の再需要に備え、行政と
の連携により観光・教育交流をすすめていく。

　ロシア、ベラルーシなどのロシア語圏の国は香川県の教育関係者を通じた交流が長く、ロシア人留学生
が少数ながらも継続して香川で日本語を学んでいる。日本文化への関心が高く、就労希望者も増加傾向に
あるので、ターゲット分野に限らずさまざまなアプローチをし、留学生を誘致する。



　以上のようにさまざまな国、さまざまな目的で香川に来る留学生に対し、不安を取り除き、モチベーシ
ョンを高め、スムーズに学習・生活・就労ができるよう、本事業では支援を行なう。

●令和3年度のおもな取り組み

介護分野の養成プログラムや教材の開発・制作

　ベトナムとインドネシアのターゲット2国の介護分野に対する取り組みとして、介護留学生養成プログ
ラムを開発する。これは、現地の日本語教育機関・大学等高等教育機関と連携して来日前から日本語の習
得と日本式介護の理解・習得を促すことにより、来日後の専門教育への適応と国家資格の取得につなげる
ものである。また、そのための教材を開発する。

①介護留学生養成プログラムの開発 
現地の日本語教育機関・短大・大学と連携して、「介護留学生の募集」、「日本語教育」、「教室の提供
（留学前の学びの場）」を効果的・有機的に行なえるような介護留学生養成プログラムを開発する。

②日本式介護理解のためのビデオ教材開発

3年計画によるシリーズ化を目指し、まずは第一弾を制作。単なるメソッド教材、あるいは留学プロモー
ションのイメージビデオではなく、日本留学と介護福祉士へのモチベーションを維持・高揚させるととも
に、日本国内での教育へのスムーズに移行させるためのビデオ教材を作る。以下の2本を制作予定。

(1)「介護福祉士としてはたらく」 
留学生として学び、介護福祉士として働く先輩の一日をクローズアップ。来日から現在の仕事までを語っ
てもらう。 
(2)「日本の介護」 
介護福祉士養成教育機関の責任者や介護施設長、介護施設の設置者、介護福祉士として働く外国人（元留
学生）、介護福祉士養成施設で学ぶ先輩、介護福祉士を目指して日本語学校で学びながら介護施設でアル
バイトする先輩など関係者へインタビューをして、日本の介護現場の現状、留学生に期待することを伝え
る。



③日本語復習教材の開発 
留学前の学生が、来日後スムーズに生活し専門教育を受けられるように、現場で役立つ日本語教材を作
る。題材は「日本語の基礎（N4、N5レベル）」、「日本の生活」、「香川の文化」、「日本のビジネス
マナー」、「介護」など。教材は、学生個々のレベルに応じて選択できるようにし、かつ習熟度・達成度
を測れるものにする。また、スマートフォン・タブレット端末のアプリで展開する。

企業へのインターンシップ受⼊れの働きかけ

　留学生が卒業後に香川県内で就労し定着するために、企業側への情報提供だけではなく、積極的にイン
ターンシップの受入れを働きかける。また、定着率を上げるために、求職側・求人側双方のミスマッチン
グが起こらないようなインターンシップ受入れのシステムを構築する。令和3年度はその第一歩として、
以下の調査とセミナーを実施。

①インターンシップ受入れに関する企業意識調査の実施 
ヒアリング結果をもとに、留学生インターンシップ受入れマニュアルを整備。

②インターンシップ実施のメリットを啓発するセミナーの開催 
新型コロナの感染拡大によりオンライン開催となったが（2022年1月に開催）、約40社が参加。関心の高
さをうかがわせた。



介護分野にターゲットを絞って⽀援。 
ASEANの現地⼤学と連携しリモート⼒を強化する

　"Withコロナ"下で留学生の学びの継続をかなえるためには、遠隔授業によって自国で学習に取り組める

教育環境の構築、それを補完する教育コンテンツや学習管理システムの開発、さらに来日手続きや来日後

の学習・就職を支援する体制の整備など、これまでとは異なる留学生受入れモデルが求められている。

　本事業では、日本の専修学校・日本語教育機関・産業界とASEANの現地大学が連携し、遠隔教育システ

ムによる教育基盤および留学生の受入れ・就職を促進する支援体制を構築することを柱に、留学生受入れ

の新たな戦略モデルを確立する。

　ターゲット分野については、外国人材の活用が特に期待される介護分野に焦点を絞る。介護人材は今後

毎年6万人程度の確保が求められると推計される中、日本人の新規就労者が減少している。これまで以上

に留学生を確保して多数の介護人材を養成・供給しなければならない。

　ターゲット国は、これまでの実績と今後の可能性から、ASEANのインドネシア・ベトナム・タイに設

定。その中で、介護福祉士養成施設への留学生数が直近5年間で最多となっているのがベトナムで、増加

率最高がインドネシアである。タイは、日本への介護留学生は毎年5人程度と少ないものの、すでに「高

齢化社会｣に突入している同国において介護関連事業の成長可能性は高いと考えられ、ターゲット国とする

ことで「介護先進国」日本の教育による貢献を意図する。同時に、母国に人材を還元するという留学生誘

致の新たなルートの開拓を目指す。

　本事業は、構築する教育基盤・支援体制において、「広報・募集」、「教育指導」、「生活支援」、

「就職支援」という4つのフェーズで活動する。令和3年度では、このうち「広報・募集」に特に注力し、

それに付随して実施する各種調査の結果を反映させて効果的に活動を展開する。

●令和3年度のおもな取り組み

専修学校を対象とした留学⽣受⼊れ実態調査の実施と、調査結果の分析

　本事業における「広報・募集」活動と「外国人グローバル専門人材育成支援基盤」構築の基礎資料にす

るため、全国の介護留学生受入れ専修学校にアンケート調査を実施し、留学生受入れの実態を把握する。

回答を得たのは34校（うち29校が留学生受入れ実績あり）。以下はその抜粋である。



・これまで留学生受入れを行なわなかった理由（対象5校、複数回答可、上位3回答） 

日本語教育機関との連携が未確立（5校） 

留学生担当教職員の不足（5校） 

専門教育における日本語支援体制への不安（4校）

・留学生を確保するために連携している機関（複数回答可、上位5回答） 

国内の日本語教育機関（15校） 

国内の介護施設（15校） 

国内の人材エージェント（8校） 

海外の人材エージェント（5校） 

海外の日本語教育機関（4校）

　本調査により、専修学校の留学生受入れにおいて障壁となっている最大の問題は留学生の日本語修得度

であることがわかった。また、留学生募集に関しても日本語教育機関への依存度は高く、日本語教育機関

との連携・日本語教育の充実の必要性があらためて浮き彫りになった。

ASEAN留学⽣を対象としたキャリア意識調査の実施と分析

　日本留学を希望するASEANの看護学生が職業やキャリア形成についてどのような意識を持っているの

か、その実態をアンケートによって把握することで、本事業における「広報・募集」、「教育指導」活動

と「外国人グローバル専門人材育成支援基盤」構築の基礎資料にする。インドネシアの日本留学希望看護

学生125人から回答を得た。以下はその抜粋である。

・介護職への関心 

関心はあるが、介護職に就きたいかは検討中（51.2％） 

関心はあまりないが、進路の選択肢の一つとして介護職も検討中（32.0％） 

関心が大いにあり、介護職に就きたい（12.0％）

・日本人の仕事の仕方のイメージ（選択肢から各人3つ回答、上位4回答） 

勤勉・真面目（55.2％） 

きめ細かく丁寧（47.2％） 

時間管理が厳密（47.2％） 

チームワークがよい（40.0％）

・日本の職場で日本人と働く際に重要だと考えること（ひとり5つまで回答、上位5回答） 

日本人の仕事の仕方の習得（73.6％） 

日本語能力の向上（73.6％） 

時間厳守（64.8％） 

日本人の思考・行動習慣の理解（62.4％） 

日本の社会・文化等に関する理解（52.8％）

　本調査により、インドネシアの学生は、日本人の仕事の仕方に学ぶべき点が多いと考え、日本での就職

に非常に高い関心を持ち、日本に自身を順応させる心構えも持っていることがわかった。



オンラインオープンキャンパスの開催

　インドネシアの看護系大学30校と提携し、介護系専門学校のオープンキャンパスをオンラインで実施。

現地学生が母国にいながら留学先学校や留学経験者等と交流できる機会を設け、専門学校の留学候補者確

保を支援する。ただし、単なる学校広報だけにとどまらず、インドネシアの学生に日本・日本語・日本文

化および介護職について改めて理解してもらう機会となるよう、以下のとおり啓発的な内容とした。

第1回　日本・日本文化について／日本への留学について／ 日本語入門編① 

第2回　日本での生活・就職について／日本留学経験者体験談①／日本語入門編② 

第3回　介護職について／日本留学経験者体験談②／日本語入門編③



ITと⾃動⾞整備分野の⾼度な外国⼈材を養成 
̶̶九州・沖縄の地域性を活かす⽀援体制整備

　九州・沖縄地方産業競争力協議会が令和3年3月にとりまとめた地方成長産業戦略では、地域の持続的な

発展を目指すために、次世代自動車、先端技術・ビッグデータ、グローバル人材としての留学生の受入

れ・就職・起業の促進などがテーマとして掲げられている。鹿児島県・宮崎県・沖縄県はIT系企業の誘致

やスタートアップ支援を行なうなど、IT産業の振興に注力している。

　一方、熊本県・福岡県には数多くの自動車関連産業が立地しており、産官学連携でEV車・自動運転車の

実証実験・導入も進んでいる。これらの産業を持続的に発展させるためには、AI・ビッグデータ等を扱え

る高度なIT人材や先進的自動車技術に対応可能な自動車整備士の養成・定着を進める必要がある。

　このような九州・沖縄地域各県における技術系人材へのニーズを受けて、専門学校の留学生受入れは進

んできた。すでに多くの元留学生が地域の企業や産業に貢献している実績もある。コロナ禍の影響で留学

生数は大きく減ってしまったが、専門学校で学ぶ留学生に対する産業界からの期待はますます大きくなっ

てきている。

　本事業では、そうした産業界の人材ニーズに応え、留学生をこれまで以上に安定的に誘致するため、来

日後はもとより来日前の募集や教育への支援体制、企業・団体との連携による就職支援の仕組みを構築す

る。まずは鹿児島県・熊本県の専門学校とその専各協会、企業、業界団体、ベトナムの教育機関や企業に

よる連携組織をつくり、留学候補者に対する母国での教育と評価、専門学校での学習・生活支援、就職支

援などが手厚くできるような体制を整備する。

　その際、WEBサイトやSNS、eラーニングなどを積極的に活用する。当財団は、これまで、文部科学省

委託事業『Society5.0対応グローバルビジネス起業型人材育成プログラム事業』において、遠隔授業の効

果的運用方法の知見を得てきた。また、『IT系留学生のための「ITビジネス日本語・文化」強化プログラ

ム開発事業』では、専門分野を学ぶ留学生対象の教材開発やeラーニング構築の経験・実績がある。これら

を本事業において活用していく。

　ターゲット分野となるのは九州・沖縄地域の強みであるIT分野・自動車整備分野で、両分野への関心が

高く、留学者数の実績も多いベトナムをターゲット国に設定する。



●令和3年度のおもな取り組み

Facebookページを中⼼とした情報発信の体制整備

　留学情報を発信するべき10代後半から20代前半は、日常的にSNSを使用している層である。ベトナムで

はFacebookが最もメジャーなSNSで、2021年1月時点で国民の91.2%が利用している。

　本事業の連携機関である一般財団法人日本教育基盤財団は、平成29年から3年間実施した文部科学省委

託事業『専修学校グローバル化対応推進支援事業』において、Facebookページ「JES」を立ち上げた。そ

こでは、日本の専門学校の情報や日本語に関する知識、日本の文化や生活に関する情報をベトナム語で発

信しており、2021年6月時点で6500人以上のフォロワーがいる。また、日本の専門学校や留学に関する情

報、日本語の学習コンテンツなどをまとめた同名のWEBサイトもベトナム語・日本語・英語等の複数言語

で運用している。

　そこで、Facebookページ「JES」、WEBサイト「JES」に、本事業の趣旨・目的に沿ったコンテンツを

拡充し、日本留学に興味のあるベトナム人に対してこれまでにないアクセシビリティで専門学校留学の情

報を発信していく。WEBサイトには留学生向けの学習コンテンツを実装し、Facebookページではおもに以

下の内容の投稿を定期的に行なう。

・専門学校の学校情報 

・留学生募集や入学に関する案内 

・日本の文化や情勢 

・来日後の生活支援情報（ごみの捨て方をはじめとする日常生活のルール、留学生に関わる重要な法律な

ど） 

・新規求人情報

　また、今後は一部投稿には広告を用いて新規のファンの獲得も行なう予定。

　さらに、ITや自動車整備を学ぶ留学生と当該分野で働く先輩（元留学生）が集まって情報交換などを行

なえるオンラインコミュニティ機能を開発し、FacebookページとWEBサイトに実装する予定である。

来⽇前の提供科⽬の教材試作

　ベトナムの日本語教育機関の学生向けに、来日前に学ぶことができるよう以下のような科目の提供を行

ない、教材を試作する。試作教材は、実際に使用した学生や教育機関からの声をフィードバックし、次年

度以降の本格的な教材開発に活かしていく。

①日本の文化と産業 

来日前に知っておくべき日本と九州・沖縄の文化や生活様式、社会、産業に関する基礎知識。



②キャリア学習 

IT産業・自動車産業でキャリアを形成するという意識を留学前から強く持てるようにするため、それぞれ

の分野の仕事内容などについての基礎知識。 

なお、「日本の文化と産業」および「キャリア学習」については、知識学習としての側面が大きいので、

対面授業だけでなく、オンデマンドで個人学習ができるようeラーニング化することも検討。

③プロジェクト演習 

ITや自動車に関するテーマを設定し、グループワークで課題解決を行ない成果を発表する、プロジェクト

型演習の教材。 

この「プロジェクト演習」については、WEB会議システム等を活用してリアルタイムで遠隔授業を行なえ

るようにする。

専⾨学校紹介コンテンツの制作

　専門学校のカリキュラム、授業風景、施設等をベトナム語で紹介するコンテンツを、本事業で連携する

現地日本語教育機関向けに制作。ベトナムにおける留学希望者の募集に活用する。専門学校とはどういう

ところなのか、提供する教育内容、留学先はどのような地域なのかなど、留学希望者がイメージしやすい

コンテンツにする。
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