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第１章 ● 委託事業の概要
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（１）委託事業名

　専門学校留学生の就職支援と情報提供事業の推進

（２）委託事業実施期間

　平成26年７月18日から平成27年３月13日まで

（３）委託事業の目的

　海外からの専門学校への留学をより一層推進するために、留学希望者および関係者・関係機関

に専門学校の制度的特徴や教育の実態を十分に理解してもらう必要がある。そのためには、東南

アジア諸国および国際交流機関等を中心に幅広い広報・啓発活動を進める。

　また、卒業後のわが国での就職に関して、留学生、専門学校留学生担当者、受入企業の人事担

当者等に対して、つねに必要な情報を提供できる環境を整備することとともに、各地域での具体

的な就職マッチング事業との連携を促進し、各国大使館等の理解・協力も得ながら、専門学校留

学生に係る全国的・国際的なネットワークの構築に向けた事業を推進する。

（４）事業内容

　１．専門学校留学パンフレット等の流通の促進と多言語化の一層の促進

　２．WEBサイトによる情報発信

　３．協議会・研修会等の情報提供、啓発活動

　４．留学生を対象とした企業とのインターンシップ等の実態把握と事例収集

　５．留学生採用企業就職説明会の後援

　６．事業成果の普及
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第1章 ●委託事業の概要

（５）事業の実施体制

【実施委員会】

　専門学校関係者、企業関係者、学識者などの参画を得て、専門学校留学生の就職アシスト事業

全般の企画・統括と調整ならびに最終的な評価を行う。

【情報提供事業分科会】

　専門学校留学パンフレット等の流通の促進と多言語化の一層の促進など、情報提供・ネットワ

ーク構築事業の企画・推進、WEBサイト構築事業の企画・推進を行う。

【調査事業分科会】

　専門学校における留学生受け入れ実態調査に関する調査事業の企画・推進、ならびに分析を行

う。

【研修・説明会事業分科会】

　協議会・研修会等の情報発信ならびに啓発活動、留学生採用企業就職説明会の後援等の企画・

推進を行う。

【大阪事業分科会】

　一般社団法人大阪府専修学校各種学校連合会の協力を得て、専門学校留学生のグローバルイン

ターンシップの実施ならびに企業実習重点型実践コースの開発を行う。
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第２章 ● 事業別成果報告
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（１）専門学校留学パンフレット等の
　　流通の促進と多言語化の一層の推進

　１．専門学校パンフレット（ガイド）の作成・配布

●パンフレットの目的

該当国の教育関係者ならびに日本留学を希望する学生を対象として、専門学校の制度的特性や

実態を伝えることを目的として作成。

●パンフレットの内容

「専門技術＋ホスピタリティにアジアが注目！日本の専門学校へようこそ！」、「日本で職業能

力を身に付けたい方へ　文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室から

のメッセージ」、「高度な専門性・資格・技術が身につく　専門学校の特長」、「日本の専門学校

の位置づけ　就職に強く、大学編入学も可能」、「多くの職業カテゴリーに対応した専門教育と

幅広い就職先」、「専門学校への入学要件と専門士・高度専門士」、「日本で学ぶ留学生〜様々な

入学方法と広がる進路（各国ごとに該当する全国各地区の専門学校の協力により、在校生、卒

業生：大学編入・日本で就職・海外で就職等の顔写真とコメントを掲載）」、「学費、奨学金、ア

ルバイト」、「日本は留学生を歓迎しています　日本で学ぶメリット」、「日本への入国手続き」

●言語の種類

英語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、ネパール語、

ミャンマー語、モンゴル語、マレーシア語、フランス語、スペイン語の13カ国

●印刷ならびに配布先

12ページ、印刷は基本が２色、表紙の一部カラー。配布先は、国際交流基金の「2012年度日本

語教育機関調査」に基づき、各国の日本語教育機関のうち、米国230教育機関（中等段階の教育

を有する教育機関ならびに高等段階の教育を有する教育機関、一部地域に限定）、中国460教育

機関（中等段階の教育を有する教育機関ならびに高等段階の教育を有する教育機関、一部地域

に限定）、台湾150教育機関（高等段階の教育を有する教育機関ならびに学校教育以外の教育を

有する教育機関）、韓国220教育機関（高等段階の教育を有する教育機関）、インドネシア700教

育機関（中等段階の教育を有する教育機関ならびに高等段階の教育を有する教育機関、一部地

域に限定）、タイ370教育機関（高等段階の教育を有する教育機関ならびに学校教育以外の教育

を有する教育機関）、ベトナム180教育機関、マレーシア196教育機関、モンゴル59教育機関、

ネパール49教育機関、ミャンマー 44教育機関、フランス205教育機関、スペイン79機関（スペ

イン本国59教育機関、スペイン語を公用語とする20カ国の在日大使館に送付）



7

第2章 ●事業別成果報告

専門学校留学パンフレット：表紙

専門学校留学パンフレット：p.1−2
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専門学校留学パンフレット：p.3−4

専門学校留学パンフレット：p.5−6
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第2章 ●事業別成果報告

専門学校留学パンフレット：英語版　p.7−8

専門学校留学パンフレット：簡体版　p.7−8
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専門学校留学パンフレット：繁体版　p.7−8

専門学校留学パンフレット：韓国版　p.7−8
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第2章 ●事業別成果報告

専門学校留学パンフレット：タイ版　p.7−8

専門学校留学パンフレット：ベトナム版　p.7−8
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専門学校留学パンフレット：インドネシア版　p.7−8

専門学校留学パンフレット：ネパール版　p.7−8
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第2章 ●事業別成果報告

専門学校留学パンフレット：ミャンマー版　p.7−8

専門学校留学パンフレット：モンゴル版　p.7−8
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専門学校留学パンフレット：マレーシア版　p.7−8

専門学校留学パンフレット：フランス版　p.7−8
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第2章 ●事業別成果報告

専門学校留学パンフレット：スペイン版　p.7−8

専門学校留学パンフレット：p.9−10
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専門学校留学パンフレット〔フランス語版〕：表紙

専門学校留学パンフレット〔フランス語版〕：p.1−2



17

第2章 ●事業別成果報告

専門学校留学パンフレット〔フランス語版〕：p.3−4

専門学校留学パンフレット〔フランス語版〕：p.5−6
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専門学校留学パンフレット〔フランス語版〕：p.7−8

専門学校留学パンフレット〔フランス語版〕：p.9−10
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第2章 ●事業別成果報告

専門学校留学パンフレット〔スペイン語版〕：表紙

専門学校留学パンフレット〔スペイン語版〕：p.1−2
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専門学校留学パンフレット〔スペイン語版〕：p.3−4

専門学校留学パンフレット〔スペイン語版〕：p.5−6
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第2章 ●事業別成果報告

専門学校留学パンフレット〔スペイン語版〕：p.7−8

専門学校留学パンフレット〔スペイン語版〕：p.9−10
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　２．専門学校留学チラシ（ガイドダイジェスト版）の作成・配布）

●チラシの目的

日本への留学を志向する学生・保護者を対象として、専門学校の実際を分かりやすく、簡潔に

伝えることを目的として作成。

●チラシの内容

「就職に結びつく、高い専門知識と技術を日本で学ぶ。」、「専門学校とは何か？日本の学位・称

号」、「多くの職業カテゴリーに対応した専門教育と幅広い就職」、「専門学校で学ぶ留学生（全

国各地区の専門学校の協力により、在校生、卒業生：大学編入・日本で就職・海外で就職等の

顔写真とコメントを掲載）」、「奨学金・アルバイト」、「卒業後の進路」、「日本への入国手続き」、

「日本での生活（文化と安全性、部屋代の目安、月額生活費内訳）」

●言語の種類

英語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国語、タイ語、ベトナム語の６カ国

●印刷ならびに配布先

４ページ、印刷はカラー。配布先は、該当する日本留学フェア、及び日本学生支援機構、国際協

力機構、国際交流基金などの該当する海外拠点等に送付。
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第2章 ●事業別成果報告

専門学校留学チラシ



24

　３．留学生受け入れ専門学校名簿の作成・配布

●名簿の作成

後掲の「専門学校における留学生受け入

れ実態に関する調査」にて、留学生受け

入れ名簿への掲載を許可する回答を得

た専門学校（635校）のみ、県別・五十音

順で、学校名（英文表記）、住所、ホーム

ページアドレス、電話番号、留学生受け

入れ分野と主な学科を載せて作成した。

※.掲載されている専門学校（635校）は、

平成26年５月現在、本財団で把握し

ている「留学生を受け入れている」も

しくは「留学生を受け入れたい」とし

ている専門学校のリストである。

●配布先

全国の日本語教育機関、ならびに本財団

のホームページに掲載。

32

札幌ベルエポック美容専門学校
トータルビューティ科／美容師科／ヘアメイク科

〒 060-0031　札幌市中央区北一条東 1-7-1
TEL 011-219-6272　
http://www.sapporo.belle.ac.jp

●

ブライダル科 ●

札幌放送芸術専門学校
Sapporo Broadcasting Arts College
クリエーティブデザイン科／商業音楽科／タレント総
合科／パフォーミングアーツ科／放送芸術科

〒 060-0001　札幌市中央区北一条西 8-2-75
TEL 011-280-2100　http://sba.ac.jp ●

札幌リゾート & スポーツ専門学校
Sapporo Resort & Sports
アスレティックトレーナー科／健康スポーツ科／スポ
ーツトレーナー科

〒 060-0061　札幌市中央区南一条西 8-11-1
TEL 011-233-3555　
http://www.sanko.ac.jp/sapporo-sports/

●

札幌リハビリテーション専門学校
〒 060-0004　札幌市中央区北 4 条西 19 丁目 1-3
TEL 011-616-2221　
http://www.nishino-g.ac.jp/

●

日本工学院北海道専門学校
NIPPON ENGINEERING COLLEGE OF HOKKAIDO

〒 059-8601　登別市札内町 184-3
TEL 0143-88-0888　http://www.nkhs.ac.jp/ ●

美芸学園専門学校 〒 063-0003　札幌市西区山の手 3 条 2 丁目 5-5
TEL 011-643-6666　http://www.bigei.ac.jp ●

北海道エコ・動物自然専門学校
Hokkaido Eco College of Wildlife and Nature 
ペット学科

〒 061-1373　恵庭市恵み野西 5-10-4
TEL 0123-36-2311　http://eco.hht.ac.jp/ ●

北海道介護福祉学校
Hokkaido nursing welfare school
介護福祉学科

〒 069-1508　夕張郡栗山町字湯地 60
TEL 0123-72-6060　
h t t p : / / w w w. t o w n . k u r i y a m a . h o k k a i d o . j p /
kaigofukushi-s/

●

北海道鍼灸専門学校
Hokkaido College of Oriental Medicine
鍼灸科

〒 063-0002　札幌市西区山の手 2 条 6 丁目
TEL 011-642-5051　http://www.shinkyu.ac.jp ●

北海道ドレスメーカー学院
Hokkaido Dressmaking College
専攻科／ファッション総合学科／夜間科

〒 064-0801　札幌市中央区南 1 条西 22 丁目 1-1-6 Ｆ
TEL 011-618-1939　http://www.doreme.ac.jp ●

北海道ハイテクノロジー専門学校
Hokkaido College of High Technology 
日本語学科

〒 061-1396　恵庭市恵み野北 2-12-1
TEL 0123-36-8119　http://www.hht.ac.jp/ ●

北海道メディカル・スポーツ専門学校
Hokkaido College of Medical Sports

〒 061-1396　恵庭市恵み野北 2-12-4
TEL 0123-36-5500　http://hms.hht.ac.jp/ ●

吉田学園情報ビジネス専門学校
YOSHIDA GAKUEN COMPUTER & BUSINESS COLLEGE
ゲーム学科／コンピュータグラフィックス学科／情報
システム学科

〒 065-0015　札幌市東区北 15 条東 6 丁目 3-1
TEL 011-711-6311　
http://www.yoshida-jbusiness.jp

●

青森県

ヘアーアートカレッジ木浪学園 〒 038-0013　青森市久須志 1-45-2
TEL 017-776-3838　http://www.kinami.ac.jp ●

岩手県

上野法律ビジネス専門学校 〒 020-0063　盛岡市材木町 12-15
TEL 019-623-1730　http://www.ueno.ac.jp ●

花巻高等看護専門学校
〒 025-0075　花巻市花城町 4-28
TEL 0198-22-4133　
http://www.hanakan.ac.jp/

●

愛犬美容看護専門学校
トリマー科

〒 064-0809　札幌市中央区南 9 条西 7-1-31
TEL 011-512-7744　http://www.h-aiken.com ●

大原簿記情報専門学校札幌校
情報システム学科 〒 060-0806　札幌市北区北 6 条西 8 丁目 8 番地

TEL 011-707-0855　http://www.o-hara.ac.jp

●

会計システム２年制学科／会計システム４年制学科／
ビジネスキャリア２年制学科／ビジネスコミュニケー
ション学科

●

帯広コア専門学校
OBIHIRO CORE ACADEMY

〒 080-0021　帯広市西 11 条南 41 丁目 3-5
TEL 0155-48-6000　
http://www.core.ac.jp/obicore/

帯広調理師専門学校
〒 080-0810　帯広市東 10 条南 13 丁目 1
TEL 0155-26-1088　
http://www.obi-gaku.com/cook

●

専門学校 北日本自動車大学校
KITANIPPON AUTOMOBILE TECHNICAL COLLEGE

〒 079-1371　芦別市上芦別町 118-132
TEL 0124-22-3811　http://www.a-tec.jp ●

北見美容専門学校
KITAMI BEAUTY COLLEGE
美容本科

〒 090-0066　北見市花月町 17-15
TEL 0157-24-3604　http://www.k-bc.info ●

釧路孝仁会看護専門学校
Kushiro Kojinkai Nursing School

〒 085-0062　釧路市愛国 191-212
TEL 0154-39-1230　http://www.kojinkai.or.jp ●

経専調理製菓専門学校
〒 062-0933　札幌市豊平区平岸 3 条 2 丁目 4-20
TEL 011-823-9636　
http://www.keisen-chouri.com

●

札幌科学技術専門学校
建築技術学科／自動車工学科／情報システム学科／電
気技術学科 〒 060-0042　札幌市中央区大通西 17-1-22

TEL 011-631-8811　http://www.s-kagisen.ac.jp

●

自然環境学科／バイオテクノロジー学科 ●

海洋生物学科 ●

札幌こども専門学校
Sapporo Child Career College
こども総合学科／保育科

〒 060-0001　札幌市中央区北一条西 19-1-10
TEL 011-616-2111
http://www.sanko.ac.jp/sapporo-child/

●

札幌心療福祉専門学校 〒 064-0822　札幌市中央区北 2 条西 20 丁目 2-28
TEL 011-643-8241　http://www.nishino-g.ac.jp/ ●

札幌スイーツアンドカフェ専門学校
Sapporo Sweets & Cafe College
スイーツパティシエ科

〒 060-0061　札幌市中央区南 1 条西 8 丁目 11-2
TEL 011-222-6050
http://www.sanko.ac.jp/sapporo-sweets/

●

札幌スクールオブミュージック専門学校
Sapporo School of Music
クリエーティブデザイン科／商業音楽科／タレント総
合科／パフォーミングアーツ科／放送芸術科

〒 060-0001　札幌市中央区北一条西 8-2-75
TEL 011-280-2100　http://ssm.ac.jp ●

札幌ビューティーアート専門学校
Sapporo Beauty Art College

〒 060-0061　札幌市中央区南一条西 8-11-1
TEL 0120-340-735　
http://www.sanko.ac.jp/sapporo-beauty

●

札幌ブライダル専門学校
Sapporo Bridal College
ウェディングプランナー科／ブライダルコーディネー
ター科

〒 060-0042　札幌市中央区大通西 9-1-11
TEL 011-232-3334　
http://www.sanko.ac.jp/sapporo-bridal/

●

札幌ベルエポック製菓調理専門学校
Sappro Belleepoque College of Confectionery, culinary
カフェ科／調理師科／パティシエ科

〒 065-0026　札幌市東区北 26 条東 14-1-45
TEL 011-712-8666　http://www.foods.belle.ac.jp ●
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留学生受け入れ専門学校名簿

̶平成26年度̶

平成 27年 3月

一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団

平成26年度文部科学省委託事業「専修学校留学生就職アシスト事業」



25

第2章 ●事業別成果報告

（２）WEBサイトによる情報発信

　情報発信内容

　「日本の教育制度と専門学校」、「入学資格・学びの分野、学費・入学までの経路」、「卒業後の進

路・就職」、「日本での生活」、「奨学金制度」、「各種日本留学関連情報」など、これまでの「専修学

校留学生就職アシスト事業」や「専修学校留学生総合支援プラン」で実施した各都道府県協会等

の留学生関連情報の成果を本サイトに集約して体系的にまとめた。

　また、本委託事業で作成した「専門学校留学パンフレット（13カ国語）」「専門学校留学チラシ

（６カ国語）」をダウンロードすることが可能で、これまでの留学生に関する調査内容、留学生受

け入れ専門学校名簿から各学校のHPへリンクできる、トピックス欄を設け、調査内容や研修会・

イベント開催告知等を含め、幅広い情報発信を行うなど、留学生の受け入れから日本企業に就職

するための有益な情報を一元化して提供している。
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（３）協議会・研修会等の情報提供・啓発活動

　１．専門学校留学生受け入れ担当者協議会

●協議会の目的

専門学校における留学生の受け入れは、現地から直接という比率は低く、日本語教育機関を経

由する比率が高く、本会の調査においても約８割近い比率となっている。

その日本語教育機関の学生について、この３年間の出身国・地域別内訳を見てみると、中国の

割合は67..4％から48..1％（引き続き第1位）、韓国は10..5％から6..3％（第２位から第４位）、

台湾は4..2％から3..8％（第４位から第５位）と減少している。代わりに、ベトナムが4..2％か

ら22..3％（第3位から第２位）、ネパールは3..7％から8..2％（第５位から第３位）、インドネシ

アは0..7％から1..0％（第９位から第８位）など上昇し、これまでの漢字圏からの留学生の割合

が低下し、非漢字圏からの留学生の割合が急速に高まっている（一般財団法人日本語教育振興

協会の調査から）。

したがって、これからの数年にわたり、非漢字圏の国々からの留学生が、専門学校に進学して

くる事態となる。本財団では、このような状況に対応するため、本年度から初めて、専門学校

留学生受け入れ担当者と日本語教育機関関係者が一堂に集い、これからの留学生受け入れに関

する連携の在り方、ならびに日本語教育・生活指導・進路指導等を含めた諸課題解決の方向性

について協議する、受け入れ担当者協議会を開催することとした。

●参加者

専門学校関係者131名、日本語教育機関関係者20名、合計151名
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協議会　タイムテーブル
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協議会　アンケート集計
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協議会　アンケート集計
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協議会　非漢字圏留学生受け入れ等事例
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協議会　非漢字圏留学生受け入れ等事例
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協議会　非漢字圏留学生受け入れ等事例
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協議会　留学生の推移
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協議会　専各室資料
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協議会　専各室資料
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協議会　専各室資料
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協議会　専各室資料
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協議会　専各室資料
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協議会　文部科学省外国人留学生学習奨励費
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協議会　文部科学省外国人留学生学習奨励費
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協議会　全専各連説明資料

協議会　全専各連説明資料



53

第2章 ●事業別成果報告

協議会　全専各連説明資料
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協議会　資料
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協議会　資料
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　２． 専門学校留学生就職担当者研修会

●研修会の目的

専門学校留学生の就職指導を担当する学校関係者と専門学校留学生を採用する企業関係者を

対象とし、専門学校に関しては留学生の日本での就労の促進、企業の採用担当者に関しては留

学生の採用について積極的に取り組む機会を提供することを目的に開催。

●参加者

専門学校関係者109名、企業関係者11名、合計120名
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研修会　タイムテーブル
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研修会　アンケート集計
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研修会　アンケート集計
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　３． 外国人留学生採用促進セミナー

●セミナーの目的

外国人留学生の日本就労を支援するため、雇用に当たっての法令解説や、すでに採用し人材と

して活用されている企業の雇用事例を通じて、外国人留学生の人材としての価値を理解いただ

き、採用について積極的に取り組む機会とすることを目的として開催。

●参加者

企業担当者27名
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セミナー　タイムテーブル
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セミナー　アンケート集計
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セミナー　アンケート集計
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（４）留学生を対象とした企業とのインターンシップ等の
　　実態把握と事例収集

　１．専門学校における留学生受け入れ実態に関する調査

●調査の趣旨

本財団は昨年に続き、平成26年度の文部科学省委託事業「専修学校留学生就職アシスト事業」

に採択された「専門学校留学生の就職支援と情報提供事業の推進」事業を実施している。本事

業は、専門学校への留学希望者に対する来日の動機付けと入学支援、日本の中小企業及び専門

学校に対しては受け入れ態勢の整備に係る就職支援を行うなど、産業界等との連携の下、専門

学校の留学生に係る入り口から出口までの体系的な取り組みを推進することとなっている。

本調査は、この事業の趣旨に基づき、各専門学校における留学生受け入れの実態及び意向を継

続的に把握し、今後の留学生に対する政策立案等の基礎資料とすると同時に、留学生の就職を

アシスト・支援する情報を収集して、全国の専門学校に広く情報提供を行うため調査研究を行

うこととした。

●調査の実施

全国の専門学校2,.777校を対象にアンケート郵送法による調査を行った。

調査は平成26年５月１日を基準日とし、調査期間は平成26年11月４日から11月28日までで、

73..4.％に相当する2,.037校より回答を得ることができた。

回答校のうち「留学生が在籍している」と回答したのは413校（昨年度356校）、｢在籍していな

い｣は1,.465校（同1,.201校）であった。在籍者の総数は17,.356人（同11,.844人）で、前年度に

比べおよそ1..5倍の増加となり、一昨年（18,.450人）には及ばないものの回復傾向がみられた。

回答校における平成26年度の留学生の入学状況は、入学者総数は11,.308人で、昨年度（6,.087

人）より5,.221人増（85..8％増）となった。一昨年（11,.743人）にほぼ匹敵する水準まで回復し

てきたといえる。

出身国別で多い順に並べると、中国4,.454人、ベトナム2,.626人、ネパール1,.766人、台湾642

人、韓国641人、ミャンマー 203人、スリランカ189人、タイ130人、モンゴル103人、インドネ

シア98人となった。回答の中でも「非漢字圏の留学生が増えている」という学校側の声が多く

寄せられている。

分野別総人数を多い順に並べると、商業実務（28..3％）、文化・教養（日本語科以外＝専門学科

26..7％）、文化・教養（日本語科.23..5％）、工業（14..8％）の順となる。

平成26年３月に卒業した留学生の卒業後の進路では、回答のあった卒業生総数は5,.641人（同

4,.794人）で、このうち「日本で就職（1,.318人.23..4％）」が最も多く、次いで「専門学校に進学

（1,.213人.21..5％）」、「帰国（1,.070人.19..0％）」、「大学に進学（985人.17..5％）」の順となる。

また、留学生就職事例では、例年どおり「技術」、「人文知識、国際業務」で多様なケースが見ら

れ、インターンシップに関しても活用している事例が見られた。
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自由記述については、「今年入学した留学生の傾向」「留学生の就職に向けてのサポート方法」

「留学生が専門分野以外の業種に就職を希望する場合の対処と方策」「インターンシップ参加の

事例」などの回答をいただいたが、内容に関しては各設問の分析で詳細を記すこととする。

22

6 　インターンシップ制度の活用における意見・要望

　設問 5 から 9 にかけて、留学生が参加可能なインターンシップ制度活用の現状と、意見・感触・

要望等について問うています。

　1　実施している

　2　今は実施していないが、将来実施する予定である

　3　実施していない（予定もない）

　無回答を除いた460校の回答では、次のとおりでした。

という結果でした。実施している学校数はおよそ３分の１ということになります。また、「今は実

施していないが、将来実施する予定である」学校が、昨年の7. 2％から14. 3％に増加している。

　Ａ　学内で開催する企業説明会への出展依頼

　Ｂ　企業への案内書の発送

　Ｃ　メディアの活用（新聞、雑誌、就職サイトなど）

　Ｄ　経済団体・雇用サービスセンター等の活用

　Ｅ　留学生卒業者同窓会の活用

　Ｆ　その他

設問 5 　現在、留学生が参加可能なインターンシップ制度を実施されていますか。

設問 6 　留学生が参加可能なインターンシップで連携する企業を探すため、どのような施策

を講じていますか。※複数回答可

３ 実施していない
 （予定もない）
 （54.8%）

1 実施している
　　（30.9%）

２ 今は実施していないが，
 将来実施する予定である
 （14.3%）

総回答数
460件

専門学校における留学生受け入れ実態に関する調査研究報告書
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　２．グローバルインターンシップの実施

専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（グローバルインターンシップの実施）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（グローバルインターンシップの実施）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（グローバルインターンシップの実施）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（グローバルインターンシップの実施）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（グローバルインターンシップの実施）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（グローバルインターンシップの実施）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（グローバルインターンシップの実施）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（グローバルインターンシップの実施）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（グローバルインターンシップの実施）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（グローバルインターンシップの実施）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（グローバルインターンシップの実施）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（グローバルインターンシップの実施）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（グローバルインターンシップの実施）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（グローバルインターンシップの実施）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（グローバルインターンシップの実施）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（グローバルインターンシップの実施）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（グローバルインターンシップの実施）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（グローバルインターンシップの実施）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（グローバルインターンシップの実施）



122

　３．企業実習重点型実践コースの開発

専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（企業実習重点型実践コースの開発）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（企業実習重点型実践コースの開発）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（企業実習重点型実践コースの開発）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（企業実習重点型実践コースの開発）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（企業実習重点型実践コースの開発）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（企業実習重点型実践コースの開発）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（企業実習重点型実践コースの開発）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（企業実習重点型実践コースの開発）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（企業実習重点型実践コースの開発）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（企業実習重点型実践コースの開発）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（企業実習重点型実践コースの開発）



133

第2章 ●事業別成果報告
専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（企業実習重点型実践コースの開発）



134

専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（企業実習重点型実践コースの開発）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（企業実習重点型実践コースの開発）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（企業実習重点型実践コースの開発）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（企業実習重点型実践コースの開発）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（企業実習重点型実践コースの開発）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（企業実習重点型実践コースの開発）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（企業実習重点型実践コースの開発）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（企業実習重点型実践コースの開発）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（企業実習重点型実践コースの開発）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（企業実習重点型実践コースの開発）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（企業実習重点型実践コースの開発）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（企業実習重点型実践コースの開発）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（企業実習重点型実践コースの開発）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（企業実習重点型実践コースの開発）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（企業実習重点型実践コースの開発）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（企業実習重点型実践コースの開発）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（企業実習重点型実践コースの開発）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（企業実習重点型実践コースの開発）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（企業実習重点型実践コースの開発）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（企業実習重点型実践コースの開発）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（企業実習重点型実践コースの開発）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（企業実習重点型実践コースの開発）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（企業実習重点型実践コースの開発）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（企業実習重点型実践コースの開発）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（企業実習重点型実践コースの開発）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（企業実習重点型実践コースの開発）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（企業実習重点型実践コースの開発）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（企業実習重点型実践コースの開発）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（企業実習重点型実践コースの開発）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（企業実習重点型実践コースの開発）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（企業実習重点型実践コースの開発）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（企業実習重点型実践コースの開発）
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専修学校留学生就職アシスト事業　事業報告書（企業実習重点型実践コースの開発）
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第2章 ●事業別成果報告

（５）留学生採用企業就職説明会の後援

　１．留学生採用企業合同説明会（仙台会場：一般社団法人宮城県専修学校各種学
校連合会主催）への後援

宮城県合同説明会
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宮城県合同説明会
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宮城県合同説明会
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宮城県合同説明会
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宮城県合同説明会
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●本財団は後援として、青森県、秋田県、岩手県、山形県、福島県、茨城県、栃木県に所在する大

学・専門学校（留学生受け入れ希望校）、日本語教育機関等約120校に留学生採用企業合同説明

会（仙台会場）開催告知ポスター・チラシを作成して送付した。
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　２．就職説明会（福岡会場：一般社団法人福岡県専修学校各種学校協会主催）へ
の後援

就職説明会
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就職説明会アンケート
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就職説明会アンケート



176

就職説明会アンケート
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就職説明会アンケート
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●本財団は一般社団法人大分県専修学校各種学校連合会とともに後援として、山口県、佐賀県、

長崎県、大分県、熊本県に所在する大学・専門学校（留学生受け入れ希望校）、日本語教育機関

等約80校に就職説明会（福岡会場）開催告知ポスター・チラシを作成して送付した。
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（６）事業成果の普及

　１．成果報告会の開催

専修学校留学生就職アシスト事業成果報告会　タイムテーブル
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●参加者

専門学校関係者45名

●パネルディスカッション

「専門学校留学生の就職促進と就職アシスト事業について

〜本年度の事業を顧みて、また来年度以降の課題について〜」から（発言概要）

○　武田：最初に、これで2年目となる今年度のアシスト事業を顧みて、感想なり印象なりを述

べたいと思う。私は専門学校留学生受け入れ実態調査を担当しており、今年度の調査結果で

は、専門学校の留学生数が回復しており、一昨年度の水準まで戻ったが、特筆するポイント

は、これまでと出身国が大きく異なる結果となった点である。ベトナムの留学生数が2位と

いう順位は変わっていないが、人数は前年度比で3. 5倍に増加した。3位はネパールで、昨年

5位から大きく順位を上げ、人数は3倍以上に増加した。この出身国の変化が、これからの専

門学校留学生受け入れに大きな変化を及ぼすのではないかと思う。分野ごとの国別人数を見

てみると、商業実務分野と文化・教養分野に、ベトナム、ネパールからの留学生が集中して

いる。この非漢字圏からの留学生は、これまでの漢字圏の留学生と比べると、どうしても日

本語習得に時間がかかってしまう。日本語学校では2年間しか教育できないが、日本語学校

の2年間の教育では、専門学校での授業について行く日本語能力の修得が困難になってい

る。したがって、大学や専門学校への進学のためのコースを設置する学校が増えていると聞

いている。商業実務分野や文化・教養分野の学校が、そのような学科を設置してベトナムや

ネパールの学生を受け入れるケースが、これから増えて行くのではないかという印象を持っ

ている。

また、これからの進路という問題を考えてみると、今回の調査結果は、まだ中国、韓国、台湾

の留学生卒業者が多い時代の進路調査結果であるという印象を持っている。就職率が23. 4％

と上昇しており、就職できた分野に関してもかなりこれまでより拡大したという印象があ

る。これは、留学生を担当する専門学校の就職指導担当者と受け入れる企業の人事担当者の

努力が実を結びつつあるのではないかと思う。卒業者約5, 600人から帰国者約1, 000人を除

くと4, 600人、帰国してから就職する者も相当数いるので実際の就職率はもっと高くなる。

進学者は、専門学校と大学を合わせると約2, 200人なので約5割が進学している。ただし、こ

の中には先ほど述べたとおり、専門学校にはすでに進学のためのコースも相当数含まれてお

り、専門学校から専門学校に進学した学生の相当数を占めていると思う。それとは別に就職

者と就職活動中を合わせると約2, 000人であるから、4割を超える就職者を出している。

日本語学校は2年間しか教育ができない。2年間で日本語教育が不十分な学生に対しては、

今後、教育内容・教授法を変更せねばならない使命があると思う。日本語学校卒業生に対し

て、専門学校は入学をセレクトしないといけないが、あまり拒絶すると、日本語学校に入っ

ている学生が不法滞在になる確率が高まってしまう。大学等に入れる可能性の低いアセアン

地域の留学生を、専門学校が如何にうまく教育して卒業後、日本企業への就職に結び付けて

行くかが今後の大きな課題になると思う。
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就職の問題を考えると、専門学校は職業教育機関として留学生にも門戸を広げてあげないと

いけない。ただこの問題は、専門学校だけでは対処できる課題ではない。留学生に対して企

業研修の門戸は広がっているので後は、各省庁に対する政治力とか業界とのつながりが必要

となる。今後は専門学校と企業が連携し、留学生の就労機会の拡大に努めなくてはならな

い。

○　平野：今年度のアシスト事業として、本年2月12日に留学生就職指導担当者研修会を「留学

生の就職支援のための専門学校と企業との連携」というテーマで開催した。その時に、三越

伊勢丹ホールディングスの人事担当者に講師として来てもらった。現在、日本では国を挙げ

て“ビジット・ジャパン”訪日旅行促進事業キャンペーンを行っている。もう10年以上前か

ら開始され、三越伊勢丹も以前から資生堂などと協力して、東南アジアに日本ブランドを紹

介する活動を行ってきた。最近では、デパートに行くと日本語だけではなく、中国語、韓国

語を始め、いろいろな言語でアナウンスされている。また、店内で交わされる言語も多様化

し、環境が変わってきているので象徴的な事例として講演をお願いした。

当日の話の中で印象的だったのは、2014年の訪日外国人の旅行客数は過去最高の1, 341万4

千人、前年比29. 4％増。また、訪日外国人消費も過去最高となり総額2兆305億円、前年度比

43. 3％増えており、１人当たり訪日外国人消費額は15万1, 374円、前年度比10. 7％増であっ

た。観光庁の発表でも、東京オリンピックが開催される2020年の訪日外国人の旅行消費額

は、現在の2兆円から4兆円のマーケットになるだろうと予測されている。三越伊勢丹グル

ープの本年度の訪日外国人マーケットでは、国別の状況で中国が前年比2倍超、国別シェア

でも45％を超えてトップとなっている。売れている商品は3割から5割が日本ブランドであ

るが、しかし買っているお客様は外国人なので、外国のお客様の考え方、商習慣、価値観が

分かっていないといけない。ですから外国人の方を社員として活用することが、とても重要

なキーポイントになると指摘している。現在、30人の外国人社員を、近い将来これを200人

にまで伸ばすことを検討しており、それも単なる外国人の採用だけではなく、できるなら今

後は外国人の中からマネージャーを育成したいという説明であった。

専門学校は多様な分野で留学生を受け入れており、今回焦点を当てたのは小売り・百貨店分

野のケースであったが、他の分野でもこのような外国人留学生を雇用・活用している、今後

のキャリアデベロップメントまで検討している企業もあるという問題提起ができた事例で

はないかと思う。このような形で、専門学校と企業との連携のための研修会が実施できた。

今後、企業との連携が必要になるが、一方で留学生の就労ビザ申請に戸惑う企業も多い。外

国人留学生を採用したいニーズはあるが、就労ビザの申請手続きについてはまだ障壁があ

る。したがって、これからは関係する省庁とも力を合わせて、必要な規制は残すが、現在の

ニーズに合わせた制度の緩和を求めて行く必要がある。専門学校と企業が、就労ビザ申請手

続きなどの緩和の方向性で力を合わせて行く重要性が確認できた研修会であったという感

想を持った。
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○　長谷川：大阪事業分科会を組織して、本年度は2つの事業を実施した。一つは、留学生就職

アシスト事業なので、留学生が就職するための「グローバルインターンシップの実施」であ

る。これまで、留学生の就職のためには合同企業説明会なども開催してきたが、大学生と異

なり専門学校の留学生が就職するためには、インターンシップの方が有効であると感じてお

り、ここ4年間で徐々にインターンシップ事業の方に重点をシフトしてきた経緯がある。

本年度の事業としては、資料に掲載しているとおり、9月に留学生を募集して10月にガイダ

ンス、併せて企業も募集・確定し、10月の後半には留学生と企業をマッチング。11月に入っ

てインターンシップの実習を約1週間行い、それから12月に実習後の面談フォローを行っ

た。内容を吟味すると、今回は受け入れ企業9社と留学生22名でマッチングを行った。資料

には一覧表も掲載しているが、受け入れ企業の特性に合わせてそれぞれの留学生の所属する

学校、専攻学科、国籍でマッチングできた一覧となっている。今年も成果が上がり、企業か

らも学校からも評判が高かったので、来年度以降もこの形で継続したいと考えている。

次が「企業実習重点型実践コースの開発」である。これは全国でも珍しい取り組みではない

かと考えている。今回は実際に4つの学校の事例を取り上げている。内容はそれぞれの学校

の特色に応じた取り組みとなっているので、後ほど読んでいただきたいが、ここでは中から

ピックアップしていくつかの事例を紹介したい。

一つは、大坂YMCA国際専門学校であるが、この学校は国際ホテル科を対象に留学生のイ

ンターンシップに取り組んでいる。インターンシップの時期は、夏期、冬期、春期の休みの

期間中に行っており、実習先はホテルである。2年間で約350時間程度の充実した内容で実

施しており、ほとんどの留学生がこのインターンシップにより就職できている状況であると

聞いている。

次にホスピタリティーツーリズム専門学校大阪の事例である。ここもホテル学科で、休みの

期間を利用してインターンシップを実施している。インターンシップ先のホテル名も記載さ

れているが、就職率は90数％となっている。

続いてエール学園の事例を紹介するが、国際ビジネス学科福祉ビジネスデュアルコースを設

定してかなり変わった方法で実施した。基本的には授業時間1700時間の半分を企業実習と

して使っている。このコースは、フィリピンの留学生のホスピタリティレベルが高いので、

エール学園の2年間の日本語学科を卒業し、その後この学科で2年間学ぶので勉強するのは

都合4年間である。就職するためには高い日本語のレベルが要求されるので、4年間のうち

かなりの時間を日本語習得に割いてきた。また、週の半分は企業実習に使うから、企業の方

は最初から計画的に時間をかけた実習が可能となるので、留学生の技術・技能レベルが高く

なり、企業としてはもっと人数を送ってほしいという要望も出るほどになった。ただ、この

福祉コースは日本では就職できないので、基本的にはフィリピンに帰国してEPAコースに

応募してほしいと最初から説明し、納得してもらったうえで入学してもらっている事例なの

で特殊なケースとなっている。なお、同コースは卒業生がまだ出ていないので、就職率は出

ていない状況である。

インターンシップは、専門学校留学生の就職には極めて有効な方法であると考えており、こ

れからもさらに有効なインターンシップの方法を開発したいと考えている。
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○　武田：これからの残り時間は、アシスト事業を2年間継続し、来年度も申請することになる

と思うが、3年目の事業をどう展開して行くのか。各パネラーに意見・抱負を述べてほしい。

○　平野：先ほど説明しなかったが、パンフレットとWEBサイトについても見てほしい。特徴

としては多言語化であり、今年はフランス語とスペイン語を作成した。フランス語はアフリ

カ諸国に、スペイン語は中南米諸国に流通しており、今後、これ以外に作成するならば、ロ

シア語が考えられると思う。

これからのことを考えると、第一点は、東南アジア諸国に行くと学校のプレゼンテーション

が必要になってくるが、その場合、紙だけではなかなか説明できない。先日もタイへ行った

が、大学はそれぞれ10分程度の映像で教育内容や教育環境を紹介し、それを言葉で補足して

いた。来年度アシスト事業の予算が確保できるのであれば、全専各連バージョンとして、日

本の専門学校を分野ごとに教育内容の特徴をビジュアルで訴える映像を作成できれば良い

と思う。日本の専門学校は、各国の職業訓練所とは異なるので、その違いを訴えて説明する

ことが重要だと考えるので、もし可能性を広げるのであれば、ビジュアルの作成に取り組み

たいと考えている。

第二点は、企業が求める人材として、専門学校の留学生の日本語能力に対して、本当にどこ

まで必要としているのかという問題である。これから非漢字圏の学生が増えてくるが、この

留学生の日本語能力をどう伸ばしてあげればよいのかという、教授法の問題がある。そし

て、企業で採用する場合には、どこまでの日本語能力がないと採用は難しいのかという問題

がある。ですから、企業が求めるレベルまで日本語能力をどう高めて行くのか、専門学校サ

イドとして皆さんで教授法を含めて共有していくことが求められる。そのためにも、より一

層の企業との連携が必要になる。ただ、企業が採用する場合、同じ企業でも職種によって求

める人材が違うし、グローバル人材の養成という課題にしても、どのようなレベルの人材を

必要とするのか異なる場面がある。大学だけがトップのグローバル人材を養成する時代では

なく、いろいろな国で大学を出てから必要な技能・技術を求めて専門学校で学ぶ留学生にも

優秀なトップとなるグローバル人材はいるので、様々なレベルに対応した留学生の教育を専

門学校は対応しなくてはならない時代になっている。

○　長谷川：来年度の課題としては、入口と出口の問題がある。入口の問題としては、大阪府専

各連合会で取り組んでいる課題で、当初、大阪ではベトナムからの留学生は少なかったが、

ここにきて量的には相当数を受け入れているので、質の問題に取り組もうと今年度は考え

た。昨年秋にベトナムのトップ大学に対して、専門学校6校がベトナムを訪問し、各校の特

色に基づき職業教育のプレゼンテーションを行ってきた。ベトナムの大学には大変興味を持

ってもらい、専門学校6校には大学側から提携したいと話が来ている。ベトナムでは、職業

教育というと職業訓練校の話になるが、今回、専門学校は大学レベルの職業教育であるとい

うプレゼンテーションを行い、大学側に理解してもらった。その後、ベトナムのトップ大学

に日本に来てもらい、専門学校と実際に就職している企業を見てもらったうえで、提携を結

んで来年度以降、質の高い留学生を専門学校で受け入れようという話となっている。
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出口の方は、先ほど説明したインターンシップの話で、大学に比べると専門学校は就職に関

しては手厚く面倒を見ているので、10％ほど就職率が高いという実績がある。留学生に関し

てはインターンシップが有効であるという事例を先ほど説明したが、なかでもデュアルシス

テムの事例では、授業時間の半分が企業実習に充てられるので、企業が人物を見てもらうこ

とが可能となる。日本語の能力はN1レベルであることが要求されるが、実際は人物さえ良

ければ、日本語能力はN2レベルでも採用される。

もう一つ、先ほどの報告では触れなかったが、福祉系のデュアルコースでは、企業の理解が

得られれば奨学金を出してもらっている。ですから、来年度の事例開発としては、企業から

奨学金をもらえる具体的な条件や仕組みを整えるような提案を行いたいと考えている。

○　武田：それでは私のほうから、来年度の課題について述べたい。過去2年間のアシスト事業

を実施して、全専各連という全国団体として、大きな事業を実施できたという感想を持って

いる。これまでの全専各連留学生委員会では、何か問題が起きた時に対応することはできる

が、予算がないので事業を行うことはできなかった。今回のプロジェクトによって大きな進

展が見られたと思っている。ただ、これだけでは本当に就職実績が上がったとか、留学生の

入学者が大幅に増えたとか、そういう関係性はまだ見えてこない。今後、何が課題なのか。

全国の組織として、何を皆さんと協議してこれから活動すべきなのか。

この2年間の事業の成果として、専門学校の情報提供ツールとしてはこれまでにない画期的

な留学パンフレットを作成した。これだけの言語の種類を用意して、これまでは活用の仕方

を検討してきたが、今年度の事業として日本語学校を含めて受け入れ担当者協議会を開催し

た。ベトナム、ネパール等の非漢字圏学生にどうやって日本語教育を行うのか、どう進路指

導を行うのかという問題を協議した。現実的に日本語学校経由で専門学校に入学する学生が

多いので、今後、日本語学校と連携を強化して行くということが一つのテーマとなる。開発

した専門学校の情報提供ツールを、日本語学校とも共有して協力してもらい、海外における

専門学校の理解を促進するために現地で日本語学校を通してツールを活用してもらうため

の連携が必要となる。

もう一つは、こうした非漢字圏の学生を受け入れていかなければならないので、日本語教育

のフォローが必要になってくる。そのためには、専門学校で受け入れた後も、日本語教育を

継続できるようなシステムを専門学校と日本語学校の両者で構築しなくてはならない。これ

は大学でも必要になると思う。日本語学科を持たない専門学校の場合は、地域の日本語学校

とどう連携して、非漢字圏の学生を就職までどう道筋を示してあげるのか。このあたりの研

究を来年度のアシスト事業の中で、本格的にスタートできると良いと考えている。

もう一つは、最終的には就職の問題である。ようやく企業の方も、先ほど平野先生からも指

摘がありましたように、最近、急激に訪日外国人が増えており、外国人観光客に対応すると

いう点からも企業にはニーズが増えてきている。東京オリンピック・パラリンピックもある

ので、それまでにどのようにして企業として外国人観光客に対応する能力を高めるのかが一

つの大きな課題になっている。専門学校と企業とが連携して、国に対して専門学校留学生の

就職の門戸を広げるような、何らかの提言ができるような活動が、このアシスト事業の中で
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できないかと考えている。この調査内容を見ても、専門学校に留学生は少ないという状況で

はないし、今後、大幅に増える可能性も高い。ベトナム、ネパールの学生の進学先として、将

来大学よりも専門学校が注目される可能性が高いと思う。そうなると専門学校の留学生数は

増加することになるので、専門学校留学生が日本で就職できるよう、次年度は企業側のニー

ズを踏まえたうえで、共に具体的な連携ができるように活動して行きたいと考えている。

（文責：事務局）
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