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（2020年10月実施）

日本語教育機関対象
留学生受け入れ動向調査アンケート集計

留学生サポートグループ

2020年11月5日

本アンケート集計の無断転載、転用はご遠慮ください
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当社では、国内日本語教育機関の教員を対象に、コロナ禍における今年度の新入学生受入
れ現況や進路指導の進捗について、以下のとおりアンケート調査を実施致しました。

＜アンケート概要＞
◆テーマ ：コロナ禍における新入学生受入れ現況と、在校生進路指導の進捗について
◆目 的 ：国内日本語教育機関における外国人留学生の受入れ現況と今後の見通しを

集約し、より的確な進路支援情報の提供に役立てることを目的とします。
◆回答期間 ：2020年10月19日～2020年10月23日
◆対 象 ：日本国内の日本語教育機関教員（学校⾧、教務主任、進路指導担当者等）
◆調査方法 ：インターネット回答
◆回答機関数：80機関

※アンケート集計において、個別の学校名、ご担当者名、ご回答内容は開示いたしません。
ご了承ください。
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地域別回答機関数（計80機関）

【回答結果TOPICS】

・新入学生数の見通しは、約8割の機関が前年比減。約４割は前年比50％以下の大幅減。
・来日時期は、約６割の機関が年内に開始。一方、来日完了時期は7割強が未定の回答。
・進路指導スケジュール・進捗状況は、約5割が前年並みと回答。
・来春までに卒業する学生の進路については、日本国内での希望が多数。
「進学希望」は、58機関（72％）が7割以上と回答。
「就職希望」は、68機関（85％）が2割未満と回答。
「帰国または日本以外での進学・就職希望」は、70機関（87％）が1割未満と回答。
・出願においては、EJU、JLPTの中止による受験資格確認、日本語能力証明に課題。
・新入学生の入国時期遅れにより、卒業までの日本語能力、次年度入試対応にも不安の声。



◆1-1 2020年4月入学で当初予定されていた入学者数について、
2019年4月との対比を教えてください。
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◆1-2 現時点の今年度新入学生全体数の見通しについて、
前年との対比を教えてください。

1【今年度新入学生(2020年4月~2021年3月入学)の見通しについて】

11.2%

12.5%

13.9%

32.5%

7.5%

22.4%

前年比大幅減（50％以下）の予定であった

前年比減（60~80％前後）の予定であった

前年比微減（90％前後）の予定であった

前年並み（100％前後）の予定であった

前年比微増（110％前後）の予定であった

前年比増（120％以上）の予定であった

前年比増（120％以上）の予定であった 18

前年比微増（110％前後）の予定であった 6

前年並み（100％前後）の予定であった 26

前年比微減（90％前後）の予定であった 11

前年比減（60~80％前後）の予定であった 10

前年比大幅減（50％以下）の予定であった 9

総計 80

43.7%

23.8%

11.3%

5.0%

2.5%

13.7%

前年比大幅減（50％以下）

前年比減（60~80％前後）

前年比微減（90％前後）

前年並み（100％前後）

前年比微増（110％前後）

前年比増（120％以上）

前年比増（120％以上） 11

前年比微増（110％前後） 2

前年並み（100％前後） 4

前年比微減（90％前後） 9

前年比減（60~80％前後） 19

前年比大幅減（50％以下） 35

総計 80



◆1-3 10月より私費留学生の入国が再開されましたが、
入学生の受け入れ動向（見通し）を教えてください。
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10月 22

11月 25

12月 3

2021年1月 4

2021年2月 0

2021年3月 0

未定 24

未回答 2

総計 80

10月 2

11月 10

12月 9

2021年1月 9

2021年2月 1

2021年3月 1

未定 46

未回答 2

総計 80

10月 0

11月 3

12月 1

2021年1月 9

2021年2月 0

2021年3月 7

未定 57

未回答 3

総計 80

27.5%

31.2%

3.8%

5%

30%

2.5%

来日開始時期

10月

11月

12月

2021年1月

未定

未回答

2.5%

12.5%

11.2%

11.2%

1.3%

1.3%

57.6%

2.4%

来日ピーク時期

10月

11月

12月

2021年1月

2021年2月

2021年3月

未定

未回答

3.7% 1.3%

11.3%

8.8%

71.2%

3.7%

来日終了時期

11月

12月

2021年1月

2021年3月

未定

未回答



2【在籍学生(2021年3月までの卒業生)の進路指導状況、進路希望の動向について】
◆2-1 進路の希望について、「進学」、「就職」、「帰国（日本以外での進学・就職含む）」

「未定（その他）」の割合を教えてください。（卒業生全体数を100％として）

◆2-2 進路指導のスケジュール、進捗状況について、前年との比較を教えてください。

3.8%

21.2%

25.0%

50.0%

その他

前年よりもスケジュールが遅れて進んでいる

前年よりもスケジュールを早めて進めている

前年並みのスケジュールで進めている

「その他」 自由回答（3件）

・卒業対象の学生がいない（2件）
・進路指導対象の学生がいない

前年並みのスケジュールで進めている 40

前年よりもスケジュールが遅れて進んでいる 20

前年よりもスケジュールを早めて進めている 17

その他 3

総計 80

◆2-3 進路先の決定状況（見通し含む）について、前年との比較を教えてください。

6.2%

20%

25%

48.8%

その他

前年よりも早いペースで決定

前年よりも遅いペースで決定

前年並みのペースで決定

前年並みのペースで決定 39

前年よりも遅いペースで決定 20

前年よりも早いペースで決定 16

その他 5

総計 80

「その他」 自由回答（5件）

・卒業対象の学生がいない（2件）
・進路指導対象の学生がいない
・進学先によって異なるが、

専門学校への進学が少し早い気がする
・進路先の対応の早さにより変動する
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全体平均 割合 進学希望 校数 就職希望 校数 帰国希望 校数 未定・その
他 校数

進学希望 83.1% 100% 8 50% 1 21% 1 50% 1 

就職希望 8.7% 90％以上 32 30~39％ 2 20% 2 30% 1 

帰国希望 4.1% 80~89％ 9 20~29％ 9 10~19％ 7 20~29％ 3 

未定・その他 4.1% 70~79％ 9 10~19％ 15 1~9％ 35 10~19％ 6 

総計 100.0% 60~69％ 5 1~9％ 29 0% 35 1~9％ 21 

50~59％ 6 0% 24 総計 80 0% 48 

49％以下 6 総計 80 総計 80 

未回答 5 

総計 80 
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自由回答

◆JLPT・EJU・日本語能力関連

・EJUとJLPTの第１回試験が中止となり、試験の機会が減ったため、受験資格を満たせるかど
うか不安がある

・JLPT、EJUの実施がなかったことにより、日本語能力を証明する手立てがなく受験資格が
得られない学校がある点

・日本語能力を証明できるもの（ＪＬＰＴ／ＥＪＵ）のチャンスが少ない（期間が短い）

・EJU、JLPTの1回目中止により本来取得できていたであろう能力証明ができない点

・コロナの影響でJLPT、EJUが受験できなかった学生が多数いる。JLPT、EJUに代わる日本語
能力試験（例：JPT、J−TESTなど）も日本語能力の証明として認められるよう広めていく
必要がある

・7月のJLPTが中止になったため、J.TESTを受験させたが、全ての学校に考慮していただけな
いこと

・６月のEJU、７月のJLPTが中止になったことにより、学生の日本語能力の判断材料が希薄
になり、現場での授業内容が若干迷走している

・会話力があまり伸びていない為、面接指導が困難となっている。また情報収集ができてお
らず、かつEJU（日本留学試験）、JLPT（日本語能力試験）中止にともない、自分の日本語
力を客観的に見られない学生が多く、実力相当の学校選択を学生ができないこと

・学生自身のJLPT、EJU結果（日本語能力証明）および実力の把握

・各学校で入試の条件が緩和されているとはいえ、JLPTが実施されなかったために、級なし
ということで、学生自身が本来のレベルよりも落として学校を選択する傾向がある

・相次ぐ公的試験の中止で、学生の公正なレベルをはかることができず、ふさわしい進路指
導ができているかの確証が持てない

・EJUとJLPTの中止により、学生が自身の学力を把握できていないため、学力に見合った進路
先を決定できない

・夏のJLPTの中止により推薦基準等の条件を満たせないケースが出た

・特定技能を視野に入れ、まずはJLPTのN4受験を勧めるが、どんなに日本語レベルの低い学
生でもN4を受けたがらない

・11月のEJUと12月のJLPTの受験動向が気になる

・コロナの影響で第一回のEJUとJLPTを受けることができなかった学生への進学フォロー

・日本語能力の伸び具合など。日本語力が十分についていないこと

・授業時間の激減による、日本語能力不足

3【進路指導（進学・就職）において、「課題」となっていることを教えてください】
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自由回答

◆出願手続き、受験資格、入試方法関連

・例年と違い、出願基準が緩まった学校もあり、どのあたりが合格ボーダーなのかが読みに
くくなったこと。コロナの影響で外国人の就職がどのような状況なのかが見えにくい

・学生本人もそうだが、指導する教員も、受験先選定のために必要な能力を測りかねており
（日本語に限らず、一般科目等も）、適切な指導ができるのか不安を感じる

・進学では、コロナの影響により、大学・専門学校からの募集要項等の完成が例年より遅れ
ているように感じる。そのため、受験資格等に変更があるかどうかの確認にも遅れが生
じている。現在、進学先の情報収集が課題

・一時帰国していた学生の再入国が遅れており、出願や就職活動ができないこと

・EJU・JLPTが中止になったことにより、出願資格が明確ではなくなった点

・大学における留学生募集定員が増えない。今年度はさらにEJU,JLPT中止による出願条件の
緩和措置が殆どない

・ 母国の書類を再度作成するに大きな時間がかかる。新型コロナの影響で世界どこでも普段
のような業務体制ではないのに、過去と同じような書類を求めている

・専門学校の出願書類が前年に比べると厳しい。特に経費支弁に関する書類

・願書や出願書類が煩雑な学校もあり、留学生が自分1人で進めるのが難しいことがある

・他地域（関東、関西等）の受験校合格基準の予想が立たないため、出願時の指導が難しい

・出願しめきりが年々はやくなっていること

・遠方（特に関東、関西方面）の受験地、受験方法について
できればインターネットを使って遠隔受験をして欲しいとお願いしている

◆経費支弁関連

・ロックダウン等による進学資金等の海外送金の遅れ

・学生自身の学費等の徴収時期が当初より早まること

・アルバイトや仕送りの減少により当校の学費納入及び進学費用の準備が滞る点

・コロナの影響で学生が思うようにアルバイトできずに、金銭面で困っていること

・国の経費支弁者の経済状況が悪くなっており、学費の支払いが苦しい学生がいる

3【進路指導（進学・就職）において、「課題」となっていることを教えてください】
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自由回答

3【進路指導（進学・就職）において、「課題」となっていることを教えてください】

◆その他①

・来日前情報が乏しいので、日本に来てから現実にぶつかり、妥協したり軌道修正をする
ケースが見られる

・課題というわけでもないが、学生の進学希望分野”ビジネス・IT”への偏りがある

・高等教育機関進学後の経費支弁の目途が立たず、特定技能ビザへの変更を希望するベトナ
ム人学生が増えているが、指導を担当する日本語教師自身が、特定技能ビザをよくわかっ
ておらず、また、現状、特定技能ビザ取得を取りまく全体の状況がどうなっているのか把
握も難しいため、実質的に何も指導できないでいる
ビザ関係のことなので、当校の場合、事務局スタッフの指導も必要になってくるが、誰も
実態を分かっていないのではないかと思われる。学生は、諦めて、ビジネス系の専門学校
への進学へとシフトする動きが若干出てきている

・大学学部受験について、EJU６月が行われなかった時点で、今年度はどう考えても、専門
学校進学コース在籍中などの〝浪人組”が強いということは、指導側は事情が分かるが、
中国人学生側は塾などからもそういった状況をはっきりとは伝えられておらず、相変わら
ず例年並みの高望みが続いている
2期以降も状況はもっと厳しくなるだけだと思われ、大学側の入学受け入れ枠も減ること
はあれ増えることはないだろうことから、最後、手こずるだろうと悩ましい

・進学・就職どちらにおいても、自分で探せるサイトが少ない。今の自分のレベルを認知し、
自分に合った進路先やモチベーション向上につなげることが課題

・面接練習、志望理由書指導、研究計画書指導などの個人対応における人不足

・面接指導、志望理由書、出願書類のチェック等、指導の効率化

・滑り止めや併願といった概念が学生に理解してもらえないことも多く、教師の声が響かな
いことがある

・未入国の学生の中には、今年度で卒業を目標にしている学生もいるが、オンラインでは
思ったように意思疎通が測れないことがある

・学生の意識づけ。近年若い学生が増え「自分が何をしたいのかわからない」という学生が
増えたような気がする

・進路決定後の学習に対するモチベーションのキープ

・これから10月以降入国してくる、2021年4月大学（院）進学志望する新入生へのフォロー

・次年度入試までに日本語力をつけなければならないこと

・春から夏にかけて進学説明会などに参加していない学生が多く、学校が選べていない、１
校しか考えていない学生が非常に多い

・高等教育機関の方の訪問がほとんどないので、昨年や今年度の情報が得られない

・ベトナム人学生のビザ更新が例年より日数を要していて、学生が今後に不安を覚えて進学
の準備が進まないというケースがみられる
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自由回答

◆その他②

・進学後の2−4年間を過ごした後での日本での就職事情が見通せない学生が多い

・目先のことではなく5年後10年後にどうなっていたいかを考えて現在の志望を決めるとい
う、⾧期的な視野を学生に持ってもらうことが難しいので、それが課題かと思っている。
その視点があれば、コロナ禍であっても揺らぐことはないのではないかと思いますし、
そもそもオーバーワークの問題も減るのではないかと思う

・学生自身の希望がはっきりしない（やりたいことが特にない）中で、どのように進学先を
探すのか

・就職希望者に対して、就職先を見つけるのが困難（求人数が減っている？）

・卒業年度に入るかどうかという時期に休校が挟まってしまい、学生の意識が思ったように
高まってこない（国籍による差が大きいようにみえます。）

・10月に来日した学生の進路。1年足らずで進学先を決めなければならない上に、進路を決
めるときの色々な要件（JLPTやEJUなど日本語能力）を満たすことができない場合がある。
その結果、選択肢が狭くなってしまい、本人の希望に添わない場合がある

・感染予防のため、学生と対面しての進学指導ができない

・学校に来られない時の進路指導がやりにくい

・一人ひとりの学生への的確な進路指導

・半分オンライン授業を行っているので、時間がとれない。

・資格の取得

・情報の少なさ

・学生からの情報収集

・大学の難易度が年々変わる

・結果が出ていないので課題が見えない

3【進路指導（進学・就職）において、「課題」となっていることを教えてください】
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自由回答

◆出願手続き、受験資格、入試方法関連

・資格がなくても同等のレベルであるという証明書や、独自のテストなどで対応してほしい

・受験資格の緩和（EJU、JLPTの点数なしでも学校独自の試験で対応など）

・EJU、JLPTの受験が必須かどうか。それに代わる試験として認められているものは何か
（例：J-TESTなど）

・出願の際に要求される資料（特に経費支弁者の所得証明の原本など）は、本国から取り寄
せるのに時間がかかる。合格後でもいいようなものは、ひとまずコピーでもよいなどの対
応をしてほしい

・コロナ禍にあって、オンライン受験をもっと行ってほしい。夏期のJLPTとEJUが中止になっ
たことを受けて、校内模擬試験の結果などを幅広く受け入れてほしい

・今年に関しては、コロナウイルス流行により、さまざまな問題が出ているので、出願条件
に関して、ご配慮いただけるとありがたい

・一度、正規の留学査証で入国したことは学歴や経費支弁状況が認められたはずなのに、
その都度進学先の要求に合わせて再度証明や残高証明書などを提出重なる行為に理解しが
たい。日本での無犯罪証明や仕送り証明で十分に立証できるはず

・志望理由書の様式を含め、出願書類の書式や必要書類など、（難しいとは思いますが）あ
る程度統一できないものか

・願書の様式や必要書類の統一化を大学・専門学校間で統一してほしい。コロナ対策で教員
の出勤時間が例年より限られるため、今年度は特にその必要性を感じている

・必須で推薦書提出が必須の場合、何を見ていて、どの程度考慮されるものなのか

・不合格の場合、レベルの問題だったのか、オーバーワークの問題だったのか、可能ならば
教えていただきたい（しかし、内部情報のため、開示が難しいのも承知している）

・合格基準を年々変えないで欲しい、学校推薦でも不合格を出す学校があり、やめて欲しい

・各種日本語試験を出願条件に加え、選択肢を拡げて欲しい

・沖縄は入試が受けにくい場所なので、沖縄県やオンラインで入試が受けられる学校リスト
が欲しい

・日本語能力試験に替わる選考基準等、今年度の対応を幅広く知りたい

・JLPT、EJU以外の試験をJLPT、EJU同様に扱っていただきたい

・海外からの郵便が届きにくいので、出願書類は日本国内だけで準備できるものにしてほしい

・「点数」ではなく、個々の伸び幅に着目して合格を決めてほしい

・秋のEJUやJLPTの結果で進路先が変わる学生もいるため、結果の出るころまで出願期間を
延ばしてほしい。併願制度のない学校は検討してほしい

4【高等教育機関に対する「要望」や「欲しい情報」があればご記入ください】



11

自由回答

4【高等教育機関に対する「要望」や「欲しい情報」があればご記入ください】

◆情報提供関連①

・入試情報に加えて、合格率や倍率、EJU合格基準点を教えてほしい

・例年と比べて出願状況や倍率、合格基準に変化などがあれば教えていただきたい
またコロナ禍の影響を受けた受験生や在学生への支援なども気になっている

・日本語教育機関向けの学校説明会の開催、オンラインでの個別対応の場を設けていただく

・入試過去問題の入手方法の公開

・前半のEJU JLPTが中止になったことを受けての各校の出願基準の対応がまちまちなので、
情報を収集するのが難しいこと。なにか一覧でまとまったものがあればよいと思う

・稀に留学生対象の奨学金や学費が公式サイトに記載されていないことがあるので、
そこまでカバーされていると学生たちは探しやすいと思いう

・就職率の提示。就職先や業種/職種。就職までの流れやそのためのサポート体制

・今年度第1回のJLPT、EJUの中止に伴う措置等の情報がまとまっているサイトが欲しい

・コロナ禍における変更点や募集条件の変化などを、学内のHPなどだけの告知だけではなく、
株式会社アクセスネクステージのような機関へも公表して、それがリアルタイムで日本語
学校に配信されるようにしてもらいたい

・学費の減免制度、分割納入についての情報、入学者の実際の日本語レベル

・各大学の外国人入試制度においてのコロナ特別対策、今年度の特別対応に関する情報

・受験資格、入試科目、学費減免の有無、学費分納制度の有無、住居事情（保証人等）につ
いて

・コロナ禍で行われたオンライン説明会はぜひ今後も実施をお願いしたい。時間・交通費の節約
にもなり、例年以上の学校の先生方にお話しをお伺いすることができ、情報収集としては成果
の多い1年だった

・奨学金等の充実を検討してほしい

・オンライン説明会を個々ではなく、ある程度数校まとめての開催にしていただけると学生にも
案内しやすい

・コロナ禍のもと、卒業後の進路（就職指導等の出口戦略）を今から学生に明確に示すことがで
きれば、学生も安心してその学校を選択できると思う。国内の就職事情を細かくサポートいた
だければと思う

・入試要項などにある「学費」欄。欄外に小さく「その他実費○万円」のような書き方をしてい
るところがあるが、わかりやすく学費の表に入れておいてほしい

・来年度留学生減少による影響で今年度募集定員に若干の増加があるのか

・就職率、就職先（業務内容）などできる範囲で開示していただきたい

・今後の動向において、留学生の知、徳、主体性などについて明確な指針を提示して頂ける
と大変助かる
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自由回答

◆情報提供関連②

・各回の試験の合否の決定後、募集人数の枠がどのくらい残っているのかが知りたい

・就職内定者のビザの種類

・留学生の昨年度東南アジアの学生の不交付数が多かったことへの影響がどの程度、大学、
専門学校に影響がでているのか、対応、対策は？

・願書等の書類をすべてオンラインでダウンロード可能にしてほしい。コピーでよいものは
郵送ではなくPDF等で送りたい

・専門学校において、提出資料、面接ともに経費支弁能力に関するものが多く、本来の学生
の意欲や日本語力を問うものが減っているように思う。その辺りもしっかり確認し、評価
に反映してほしい

・今年度、高等教育機関側も、EJU/JLPT第1回中止により、様々な変更、追加対応など
に追われていることは理解しているし、感謝している。ただ、「相当」の使い方、対
応については今一度、具体的に学内統一、検討をしてほしい。
例えば、「N2相当」と募集要項の出願条件に記載があり、提出書類に特に日本語能
力を証明するものの提出が含まれていない場合、当然、出願者は何も提出しない。
ところが、出願受付窓口や後日電話で、「日本語能力を証明するものをご提出くださ
い」となるケースが散見される。
JLPTの合格通知などではなく、日本語学校独自が発行する能力証明書、成績証明書
などへの加筆など求められる/認められるものも多岐にわたる。
出願学生からすると、出願の時点で「日本語能力不足のため、不合格」と言われてい
るような感覚を持ち、モチベーションに影響が出ている。
「相当」という時に、証明の提出を求めるのかどうか、何をもって証明とするのか、
その辺のことを具体的に提示してほしい。後出しジャンケンはやめていただきたい

・面接試験の質問項目、重視している点

・入試問題の内容、就職先

・各教育機関の今年の対応一覧

・コロナ対応で変更のあった事項

4【高等教育機関に対する「要望」や「欲しい情報」があればご記入ください】
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自由回答

◆要望
・面接時期や就職活動する時期を少しずらしてほしい

・求人が少ない。引き続き採用枠を維持してほしい

・特定技能による就職を積極的に受け入れているか否かが分かると今後就職先としてお勧め
しやすい

・会社の求人情報と実際の情報が異なることが多い

・N2がないと言ったら、門前払いだったという話を学生たちからよく聞く
とてももったいないことをしていると思う

・就職に役立つ資格や準備しておいたほうがいいことを教えてほしい

・コロナ禍に紛れて今以上に留学生／技術実習生を「使い捨て」にするような会社は淘汰さ
れてほしい

◆情報提供関連

・日本語学校にも就職フェアなどの情報がもっとほしい

・日本語学校の留学生（特に文系）に特化した採用情報がほしい

・就職内定者のビザの種類、欲しい求人の国籍情報

・日本語学校→技人国での就業を目指す人が多い（就職希望者の割合は少ないかもしれない
が）ので、そうした形での就職ができるような求人情報がほしい

・日本語学校から応募可能かどうかについて

・例年と比べて外国人採用の状況に変化があればその内容や傾向を教えていただきたい
また来年度以降の見通しなども気になっている

・IT企業の就職情報がほしい

・現状を聞く機会があればよいかと思う

・どのような職種の需要が高いか。どのようなスキルが必要とされているのか

・外国人人材に求めること、書類審査や面接試験で重視している点

・現地大卒の場合、学部によってどのような就職先があるのか

・業種だけではなく、具体的な仕事内容と報酬（待遇）を示すべき

・具体的な業務内容（キャリアパス）に関する情報が少ないと感じる

・その企業で働いている先輩の声を聴きたい。OBOG訪問のような感じ

・これまで多かったインバウンド需要を見込んだ求人から、現在どのように求人に変化があ
り、どのような分野で外国人材が求められているのか

5【外国人採用企業に対する「要望」や「欲しい情報」があればご記入ください】


