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本日の内容

1）日本の留学生 ～何人ぐらいいる？～

2）日本の学校 ～どんな学校があるの？～

3）日本の生活 ～いくらかかるの？～

4）留学の後 ～留学生の就職活動～



日本留学クイズ！

１ 日本の学校は、何月から始まる？

A 1月

B 4月

C 9月

D 10月

答えはチャットに！

Please answer in chat!

＊大学、日本語学校など、10月から入学できる学校もある。



日本留学クイズ！

２ 日本には、いくつ大学がある？

A 80

B 180

C 800

D 1800
＊日本に存在する大学は795大学。うち、2020年4月に学生募集を行った大学は774大学
文部科学省「学校基本調査」 https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kihon/1267995.htm

だいたい

答えはチャットに！

Please answer in chat!



【最後！】日本留学クイズ！

３ 日本に留学したら、どこに住みたいですか？

チャットに書いてください！
Please write in chat!



１．日本の留学生 ～何人ぐらいいる？～



2019年 外国人留学生の数

日本学生支援機構（2020）
『令和元年度外国人留学生
在籍状況調査概要』p2

2019年
約31万人

2012年
2012-19

×2.0



留学生が多いのはどこですか？

北海道
4,383人（1.4%）

四国
1,900人（0.6%）

東北地方
7,046人（2.3%）

中国地方
12,222人（3.9%）

中部地方
29,840人（9.6%）

九州・沖縄地方
32,196人（10.3%）

近畿地方
56,392人（18.1%）

関東地方
168,235人（53.9%）

日本学生支援機構（2020）
『令和元年度外国人留学生在籍状況調査』p7



２．日本の学校

• 日本にはどんな学校がありますか。
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大学・大学院で何が学べるの？（学部例）

• 人文科学 Humanities 

（例：文学、心理学、歴史学、言語学、哲学、宗教学etc.）

• 社会科学 Social Science（経済学、経営学、政治学、法学、社会学 etc.）

• 理学 Science （物理学、生物学、化学、地球科学、天文学、数学 etc.）

• 工学 Engineering（土木、建築、交通、資源、環境、電子、機械 etc.）

• 保健 Health（医学、歯学、衛生学etc.）

• 農学 Agriculture（農業、林業、水産、畜産、獣医学、バイオ etc.）

• 家政 Home economics（食物、栄養、被服、児童、住居、社会福祉 etc.）

• 教育 Education（外国語、外国語教育、教育工学、幼児教育 etc.）

• 芸術 Arts（芸術、音楽、舞踊、演劇、映画、写真 etc.）

• その他 国際コミュニケーション、グローバル 、キャリアデザイン etc.



専門学校で何が学べるの？

（コース・専攻例）

• 料理（調理、栄養士、菓子etc.）

• アニメ・ゲーム、声優、アナウンサー、グラフィック

• 福祉、医療、介護、看護、健康、スポーツ（トレーナー、リハビリ）

• エンジニア（工学、ロボット、コンピューター、自動車 etc.）

• ファッション（和服、服飾、ヘア、メイク）

• デザイン、写真、芸術、音楽

• 動物（トリマー）、環境

• 観光、ホテル、ビジネス、外国語、法律、メディア、経理

社会で役に立つ
技能・資格を

身に着けることができる！

例えば…



留学に必要な日本語のレベルは？

専門学校 日本語能力試験（JLPT）N2以上（目安）

大学 日本留学試験（EJU） 200点以上（目安）
日本語能力試験（JLPT）N1 or N2

基準は大学・専門学校によって違いますから、
自分で確認してください！

英語で学位取得可能な大学・大学院もあります。 Degree in English

https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/by-style/english-program/

https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/by-style/english-program/


日本語はそんなに上手
じゃないんだけど…。

日本に留学したいけど、
何を勉強したいのか、
決まっていない…。



本格的な留学の前に、
まずは日本語を勉強したかったら…
勉強したいことが決まっていない場合…

日本語学校で勉強（日本・香港）

大学の「別科」で日本語を勉強（日本）

大学に「研究生」として入学（日本）

進路を
決めよう！

メリット：日本語力が向上する
様々な情報を仕入れ、進路をゆっくり考えられる。

デメリット：時間、費用が掛かる。
モチベーションが続くか？



３．日本の生活



日本の生活費（平均／１か月）

日本学生支援機構（2019）「平成29年度私費外国人留学生生活実態調査」
https://www.studyinjapan.go.jp/ja/_mt/2020/08/seikatsu2017.pdf

費目 expenses JPY ≒ HKD

学費・研究費 Studying and research 56,000 3,810

交通費 Transportation 8,000 544

食費 Food 28,000 1,900

家賃 House rent 36,000 2,450

公共料金 Electricity, gas and water 8,000 544

医療費 Health and Medical 4,000 272

趣味・娯楽費 Leisure 10,000 680

雑費 Others 12,000 816

計 Total 162,000 11,020

https://www.studyinjapan.go.jp/ja/_mt/2020/08/seikatsu2017.pdf


日本の大学の学費 (入学初年度、平均値)

授業料／年
Annual tuition

入学金
Admission fee

施設設備費
Facilities fee

合計
Total （JPY）

≒ HKD

国公立大学（文/理系）
National / Public university

535,800 282,000 （＊1） 564,000 41,958

私立大学（文系）
Private university
(Humanities / Social science)

785,581 229,997 151,334 1,166,912 86,811

私立大学（理系）
Private university (Science)

1,105,616 254,309 185,038 1,544,963 114,936

私立大学（医・歯学系）
Private university (Medicine / 
Dentistry)

2,867,802 1,073,083 881,509 4,822,394 358,757

*1 国立大学の文系、理系は入学金、授業料は専攻を問わず統一。ただし公立大学は料金の違う大学もある。また、一部国立大学は入学金、授業料を独自に
値段設定している大学・学部もある。施設設備費とは別の名目（実習費、施設費等）で加算料金を請求する国公立大学もあり。

*2 この統計は昼間部の学費の平均値であり、私立大学には学費の安い大学から高い大学まで差が大きく、学部間でも差が大きい場合がある。

文部科学省「平成30年度私立大学入学者に係る初年度学生納付金調査結果」
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/1412031_00001.htm

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/1412031_00001.htm


奨学金について

・日本・文部科学省[MEXT]奨学金 ※総領事館に申し込む／大学からの推薦
https://www.hk.emb-japan.go.jp/itpr_zh/study.html

・各大学・財団等の奨学金
・国際交流基金［研究奨学金＜フェローシップ＞］←研究者への助成

渡日前に取得できる奨学金

渡日後に申請するタイプの奨学金

・大学の奨学金（入学直後／入学1年後等）←成績による
・JASSOウェブページに奨学金情報あり

https://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/index.html

・〇〇協会、〇〇財団、〇〇基金…など、検索すると情報あり

https://www.hk.emb-japan.go.jp/itpr_zh/study.html
https://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/index.html


４．留学の後

香港で就職？

日本で就職？

【参考】香港の日系企業は1,393社（2017年）

(Invest HK news 13.12.2018)

【参考】留学生の日本就職率36％
→日本政府は50％を目指す！

◇自分でビジネスを始める人もいる。

(内閣府 2018年発表)



日本での就職

日本貿易振興機構［JETRO］（2019）
『2018年度 日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査
（ジェトロ海外ビジネス調査） 結果』p70
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/a27d83f6e1cd38e6/20180055.pdf

日本の企業の45％が
外国人を雇用している

大企業：74.5％

中小企業：38.5％



留学生の強み

・語学力

・専門性

・国際性／異文化理解力

・異文化適応力

・コミュニケーション力

自分のオリジナル・コンテンツ
⇒「私はこれができる！」

を身に着けよう。

会社外・内の
交渉能力を身に着け、

香港と日本の
架け橋となろう！



ご清聴ありがとうございました。

ご質問ありますか？



留学情報の便利webサイト（例）

Study in Japan （日・英・中）

https://www.studyinjapan.go.jp/en/

＊JASSO留学総合情報サイト。大学・専門学校・日本語学校、奨学金、就職情報。

日本留學指南（PDF：繁體中文）

https://www.jasso.go.jp/zh-TW/study_j/sgtj.html

＊JASSO発行の日本留学ガイドブックの中国語繁体字版

日本で学ぶ・働く Study and Work in Japan （日&英）
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_News/announcement/2020/329be6cf09a30396/jetro_jasso_studyandwork.pdf

*JETRO、JASSO共同制作の簡易版日本留学・就職ガイドブック

留学・奨学金・就職総合情報

https://www.studyinjapan.go.jp/en/
https://www.jasso.go.jp/zh-TW/study_j/sgtj.html
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_News/announcement/2020/329be6cf09a30396/jetro_jasso_studyandwork.pdf


留学情報の便利webサイト（例）

日本留学Awards by 日本語教育振興協会 （日）

http://www.ryugakuawards.org/

＊日本語学校の教師が選ぶ、「留学生に薦めたい進学先（大学、専門学校等）」情報。

Professional Training College in Japan （日・英・中）

http://www.sgec.or.jp/ryuugakuguide/index.html

＊専門学校への留学情報サイト ※留学ガイド（PDF）は繁体中文あり

その他の留学情報ポータルサイト

http://www.ryugakuawards.org/
http://www.sgec.or.jp/ryuugakuguide/index.html


留学情報の便利webサイト

日本学生支援機構（2020）『2019（令和元）年度外国人留学生在籍状況調査』 （日）

https://www.studyinjapan.go.jp/ja/statistics/zaiseki/date/2019.html

＊毎年12月に公開される日本にいる留学生の統計。

文部科学統計要覧（令和２年版） （日）

https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/002/002b/1417059_00003.htm

＊日本語の幼稚園～大学、各種学校の2019年度調査統計。

留学資料編

https://www.studyinjapan.go.jp/ja/statistics/zaiseki/date/2019.html
https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/002/002b/1417059_00003.htm


留学生の就職に関する調査資料
株式会社ディスコ キャリタスリサーチ（2020）
『外国人留学生／高度外国人材の採用に関する企業調査（2019年 12 月調査）』
https://www.disc.co.jp/wp/wp-content/uploads/2020/01/2019kigyou-global-report.pdf

日本在外企業協会（2017）『日系企業における経営のグローバル化に関するアンケート調査』
https://joea.or.jp/wp-content/uploads/survey_globalization_2016.pdf

坂井伸彰（2018）「日本企業における外国人留学生の採用活動の現状と課題」『留学交流』Vol.84, 1-14
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/related/kouryu/2017/__icsFiles/afieldfile/2018/03/08/201803sakainobuak
i.pdf

労働政策研究・研修機構（2009）『日本企業における留学生の就労に関する調査』
https://www.jil.go.jp/institute/research/2009/documents/057.pdf

InvestHK news, 13.12.2018, ‘InvestHK surveys point to city's business attractions for overseas and Mainland 
companies and upward trend of startup communities in Hong Kong’

https://www.investhk.gov.hk/ja/news/investhk-surveys-point-citys-business-attractions-overseas-and-mainland-companies-and-upward.html

(2019年11月7日閲覧)

https://www.disc.co.jp/wp/wp-content/uploads/2020/01/2019kigyou-global-report.pdf
https://joea.or.jp/wp-content/uploads/survey_globalization_2016.pdf
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/related/kouryu/2017/__icsFiles/afieldfile/2018/03/08/201803sakainobuaki.pdf
https://www.jil.go.jp/institute/research/2009/documents/057.pdf
https://www.investhk.gov.hk/ja/news/investhk-surveys-point-citys-business-attractions-overseas-and-mainland-companies-and-upward.html

