「教職員のための外国人留学生就職支援」レポート
１．外国人留学生に関わる就労ビザ最新ニュース
２．新型コロナウィルス影響下における 21 卒外国人留学生の就職活動

毎年開催してきた「教職員のための外国人留学生就職支援研修会」を、今年も７月に開催予定でしたが、
新型コロナウィルスの影響により、開催延期となりました。
しかし、新型コロナウィルスの影響は留学生の学校生活にはもちろん、就職活動にも深く影を落とし、今ほど支援
の重要性を感じたことはありません。
現時点で、就職支援者の立場として、データを調べ、且つ現場で見てきたことを、一部ですがレポートにまとめま
した。来年は無事に研修会を開催できることを祈りつつ、留学生のために少しでも参考にしていただけましたら幸
いです。

株式会社 ASIA LINK | 2020 年７月
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外国人留学生に関わる就労ビザ最新ニュース
１．技術・人文知識・国際業務の動向について
2018 年に日本国内の教育機関を卒業した学生の就労に関わるビザの許可数は「25,942 名
（申請数：30,924 名、不許可：4,982 名）
」となっており、過去最高の許可数となりました。
2019 年には東京オリンピック開催を見据えて、4 月に特定技能ビザ、5 月末に特定活動ビザ
46 号（以下特定活動 46 号＊1）が施行され、今後さらに国内の教育機関を卒業する留学生
の選択肢が広がると予想されました。そして、それに対応する形で弊社の昨年の教職員研修
会でも 3 つの就労ビザに対する留学生への指導について情報提供をさせて頂きました。
ですが、新型コロナウィルスの影響で留学生の就職活動は一変し、自粛と感染予防の中で厳
しいものとなってしまいました。それに加え、せっかく技人国ビザで就職ができた留学生も
内定取り消しや就労後の解雇等で厳しい状況が続いています。
＊1：就職活動延長のための特定活動ビザではありません

参照：沖縄タイムズ社
厚労省の調査によると、今年 7 月 1 日の時点で新型コロナウィルスの影響で解雇・雇い止
めとなった正規・非正規社員は 3 万人を越えたと発表がありました。詳細な数字は出てお
りませんが、その中には当然外国人も含まれていることが予想されます。
ASIA Link の新規登録者の中にも以下のような事例の方がいらっしゃいました。
事例１：外国人観光客向けの免税店で採用となり、4 月から働く予定だったが、店舗が開け
ないため自宅待機となり、今後も外国人観光客の来店が見込まれないことから解
雇となった。新しい就職先を探したい。
事例２：技術者派遣の会社で働いていたがコロナの影響で派遣先がなくなり、その後新しい
派遣先の紹介がなく、転職を希望している。
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このような状況下で貴校の卒業生でも同じ状況になっている元留学生もいらっしゃるので
はないでしょうか。出入国在留管理庁でも在留資格に関して以下のような救済措置を取っ
ています。今年 6 月から実施されておりますので、ご存知の方も多くいらっしゃると思い
ますが、もし卒業生から相談があった場合は、以下の救済措置についてご案内頂ければと思
います。
【新型コロナウィルスの影響で解雇、雇い止め、自宅待機となった方の在留資格について】
①就労を目的とした在留資格を持っている方で以下の方は現有する在留資格のまま在留が
認められます。その際雇用先企業の同意があれば資格外活動も可能です。雇用先企業の都合
により当該状況にあることを証明する文書を提出し、資格外活動許可を申請してください。
資格外活動期間は 6 ヵ月又は現に有する在留資格の満了日のいずれかとなります。
（１）雇用先から解雇又は雇止めの通知を受けた方で就職活動を希望する方
（２）雇用先から待機を命じられた方で復職を希望する方
（３）雇用先から勤務日数・勤務時間の短縮を命じられた方で，引き続き稼働を希望する方
（４）その他上記（１）ないし（３）に準ずる方
②上記①の状態のまま在留期間を迎える方については、就職活動を目的とする「特定活動」
への在留資格の変更が認められます。こちらも雇用先企業の都合による当該状況を証明す
る文書の提出が必要となります。資格外活動についても同様に申請が可能です。新型コロナ
ウィルスによる影響が継続している場合は、在留期間の更新（6 ヵ月）が可能です。
参照：法務省ホームページ（http://www.moj.go.jp/content/001320730.pdf）

２．特定技能ビザの動向について
2020 年 7 月現在、法務省に掲載されている 2020 年 3 月末の時点の特定技能ビザの交付者
数は 3,987 名となっており、当初政府が目標としていた受入れ人数を大幅に下回りました。
その内訳は特定分野の試験に合格し在留資格を取得する「試験ルート」が 281 名、技能実
習生から在留資格を変更する「技能実習生ルート」が 3,663 名と、技能実習生からの変更で
ほぼ占められていたことが分かりました。
また、試験ルートで特定技能ビザを交付された 281 名の内訳は以下の通りです。
飲食業：246 名

介

宿

飲食業品製造業：2 名

泊：19 名

護：14 名
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上記の内訳は 2020 年 3 月末時点の数字ですので、まだ新型コロナウィルスが大きな影響を
及ぼす前のものです。飲食、宿泊業界は積極的に技能試験を行っており、多くの在日外国人
が試験を受けて合格していたものの、日本政府が思い描いていたような実際の雇用には至
らなかったことが分かります。
特定技能ビザでの採用が進まなかった原因について、技能実習生を送り出しているベトナ
ムの送り出し機関や国内の登録支援機関の方々に話を聞くと、以下のような事情を話して
くださいました。
「特定技能ビザで外国人を採用するためには、技能実習生を採用する以上に企業が負担す
る部分が多く、採用したいと思っていてもコストが予想以上に掛かることや、せっかくコス
トを掛けて採用しても採用後に転職してしまうリスクがあることから、なかなか受け入れ
に踏み切れないのではないか。技能実習生を受け入れている企業にとっては変更する理由
が見つけられないのではないか。
」
東京オリンピックに対応する形で盛んに技能試験が行われていた宿泊、飲食業での採用が
進まなかったのも上記の理由が予想されます。受入れまでに掛かる企業側のコストと採用
後の業務内容を考えると、人手不足が相当ひっ迫している店舗以外では積極的に採用する
理由が見つけられないのでしょう。特に宿泊業の場合、その業務内容はフロント、企画・広
報、接客などであり、売店での販売のみ、客室の清掃のみでの採用は認められません。特定
技能ビザ取得要件の日本語能力試験 N4 ではこのような業務を行う日本語力が備わってお
らず、そもそもビザの許可要件と企業のニーズが合っていなかったことが分かります。
このような状況に対応するためか、新型コロナの感染が大きくなる前の 2020 年 2 月 25 日
には宿泊業における「技能実習 2 号」が追加され、ホテル・旅館において 3 年間の技能実習
が可能になりました。なかなか進まない特定技能での採用への対応を技能実習生で補おう
とする動きと見ることができ、技能実習生を受け入れたい企業側と特定技能ビザで外国人
を受け入れたい政府側のすれ違いが見て取れます。
以上のことから、人手不足の業界でも特定技能ビザでの採用が進まなかったのは、そもそも
の企業ニーズとビザの許可要件が一致していなかったからではないかと思われます。
また、新型コロナウィルス感染拡大を受けて、特定技能や技能実習で働く外国人も解雇や雇
い止め、自宅待機となるなどの影響が出ており、この分野に対する救済措置も以下のように
行われております。もし特定技能ビザで就職をして、新型コロナウィルスの影響で仕事がな
くなったしまった卒業生がいらっしゃいましたらご案内頂ければと思います。また、希望が
あれば技人国ビザの方も以下の支援を受けることができます。
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参照：法務省ホームページ（http://www.moj.go.jp/content/001320754.pdf）

３．特定活動 46 号の動向について
2020 年 7 月 10 日現在、特定活動 46 号の申請数、許可数などは公表されていません。ASIA
Link の登録者の中でもこの特定活動ビザを理由に採用されたという事例はほとんどありま
せんでした。レアなケースとして以下のような事例がありました。
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事例１：これまで働いていた飲食店のアルバイト先で、そのまま継続して働くために特定活
動 46 号を申請し、現在申請結果を待っている状態。
事例２：タクシー会社から特定活動 46 号を申請する予定で、タクシーのドライバーとして
内定をもらった。
2020 年 3 月卒の留学生にヒアリングをしておりますが、上記の事例の他には特定活動 46
号で就職したという回答はありませんでした。正確な数字はまだ公表されていませんが、特
定技能ビザと同様に、特定活動 46 号で就職した学生もあまり多くないのではないかと推測
されます。
このビザについても教職員研修会で昨年 5 月末の施行を取り上げ、多くの教育機関の就職
指導担当の方々に留学生への指導をお願いしたことから、留学生への周知は行われていた
と思われます。にも関わらず、ビザの申請がほとんどなかったということは、企業が特定活
動 46 号での採用活動を積極的に行っていなかったのではと推測できます。
実際に 2020 年 1 月 15 日に行われた「ヨコハマ・カナガワ留学生就職促進プログラム」に
て、在留資格切り替えに関する研修会で登壇された東京出入国管理局 横浜支局の担当官か
らは、
「現時点（2020 年 1 月）で横浜支局への特定活動 46 号の申請はゼロ」と話がありま
した。制度はできたものの活用されていないというのが実情のようです。
その理由の一つとして、採用ポジションの中途半端さが挙げられます。将来の幹部候補で採
用するのであれば技人国で採用すれば良いし、単純なホールスタッフとして採用するので
あれば特定技能ビザで採用することができます。
「語学力を活かし、大学で学んだ幅広い知
識を活かせる仕事」というのは融通が利くようで、採用する企業にとっては中途半端な採用
しづらいポジションになってしまったのではないでしょうか。こちらも特定技能ビザ同様
に政府が予想に反して企業ニーズとマッチしていなかったことで、思った以上の成果を出
せない結果になってしまったようです。

まとめ
国内の教育機関を卒業する留学生の新しい選択肢になり得ると予想しておりました特定技
能ビザと特定活動 46 号ですが、昨年度の採用に関しては、予想に反してどちらも企業ニー
ズと合わず、採用に結び付かないという結果となりました。そこに追い打ちをかけるように
新型コロナウィルスの感染拡大の影響が大きくなり、少なくとも宿泊業、飲食業に関しては
人手不足という状況ではなくっています。特に文系の学生の就職活動は厳しいものとなっ
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ていて、今後も特定技能や特定活動を視野に入れて就活をする留学生もいると思いますが、
昨年末までの新型コロナウィルスの影響が出る前の時点でも採用が進んでいなかったビザ
ですので、ここ２～３年はこれらのビザでの企業の採用活動は積極的に行われない可能性
が高いと思われます。特定活動 46 号に関しては、昨年もあまり積極的な採用活動が行われ
なかったこと、特定技能に関しては宿泊業が 7 月に、飲食業が 9 月に技能試験が行われま
すが、試験を受けたいという学生には上記の状況をお伝え頂き、それでも挑戦するのか、そ
れとも別の道を探すのかの判断材料として頂ければと思います。依然として厳しい状況は
続きますが、これらの情報を留学生指導の一助として頂ければ幸いです。
（文責：（株）ASIA Link 井上洋輔）
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新型コロナウィルス影響下における 21 卒外国人留学生の就職活動
～2020 年 3 月－6 月（4 ヶ月間）のサポート業務を通じた考察～

◆目次
１．日本企業の 21 卒留学生の採用意欲は？
２．留学生の就職意欲は？
３．留学生の就職先選びの変化
４．オンライン面接（WEB 面接）のメリットとデメリット
５．21 卒留学生に対して、いま支援者としてできることは？

１．日本企業の 21 卒留学生の採用意欲は？
近年、日本企業の外国人留学生への採用意欲は、年々高まってきました。主な背景は以下
の３点です。
①日本企業の海外ビジネス展開の増加、社内のダイバーシティ化、外国人観光客の増加にと
もなうインバウンドビジネスの増加などを背景に、
「外国人」としての彼らの言語力やバッ
クグランドを活用したいという企業の増加。
②国籍を問わず優秀な人材（専門性、意欲、地頭など）を採用し、企業としての競争力を高
めたいという人材戦略。
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③日本全体の労働力不足を背景に、
「日本人」という国籍にこだわっていては労働力を確保
できないという、おもに人手不足業界に見られる動き。
実際に、マイナビが 2019 年 11 月に企業を対象に行った調査によると、20 卒留学生を採
用した（する予定）と回答した企業は 35.8％にのぼり、2 年前の 18 卒留学生の時の 15.4％
から 20.4 ポイントも増加。マイナビの調査開始以来過去最高となりました（図１参照）。

（図１）

外国人留学生を採用した（する予定）
２０１８年卒

２０２０年卒

１５.４％

３５.８％
※2020 年卒

マイナビ企業外国人留学生採用状況調査

※2019 年 11 月 19 日～12 月 6 日

WEB アンケートにて 1,209 社回答

しかし、今年に入って新型コロナウィルスの影響が深刻になるにつれ、各種報道に見られ
るように企業の景況感は急速に悪化しています。
留学生に限らず、21 卒の新卒学生採用全体への影響が懸念されますが、ＮＨＫが 5 月 19
日から 29 日にかけて国内の製造業や小売、金融など幅広い業種の大手企業 100 社を対象に
アンケートを行ったところ、７割近い企業が採用予定人数は当初の予定通り（人数を減らし
たり採用中止はしない）と回答しました（図２参照）。

（図２）

採用予定数への影響
当初の計画どおり

６８.１％

減らす見込み

１０.６％

未定・検討中

１６％

無回答

５.３％

ＮＨＫ
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実際に、私たち ASIA Link の取引先企業（中堅・中小規模の製造業が中心）について、21
卒留学生採用の状況を以下にご紹介します。
＊コロナの影響を受けて 21 卒採用は中止（日本人学生・留学生ともに）･･･０社
＊21 卒の採用人数を減らす・・・全体の３割強
＊21 卒の留学生採用活動は中止（日本人学生のみ数名採用予定）
・・・全体の１割
現段階では、懸念していたほどの求人減少はおきていませんが、日本企業全体の動きとし
て、雇用の悪化が本当に表れてくるのはこれからであると言われています（リーマンショッ
クのときも雇用悪化は１～２年あとにやってきました）
。引き続き、21 卒留学生はもちろん
22 卒留学生の就職についても、支援策を強化していく必要があります。

２．留学生の就職意欲は？
21 卒留学生の日本国内での就職希望者の割合について、手元に正確なデータはありませ
んが、ASIA Link の 21 卒留学生登録者数を見ると、今年３月までは例年をやや上回るペー
スで新規登録がありました。
しかし、就職活動が本格化する今年３月には、大手就職情報サイトが運営する合同企業説
明会が新型コロナウィルスの影響で軒並み中止となり、大学等の教育機関内で行われる予
定だったオンキャンパスの合説も中止が相次ぎました。ASIA Link で毎年主催している合同
企業面談会「社長 LIVE」も中止となりました。
この３月は、登録留学生から、
「合説が中止になって困っている。企業の個別説明会も中止や延期が相次いでおり不安だ」
という声が多く聞かれました。
さらに、新型コロナウィルスの感染者が増加し、4 月 7 日にまず首都圏を中心に緊急事態
宣言が出ると、多くの企業が説明会や面接の一時中止や延期を決め、会社説明会の動画を作
成したり、WEB 面接の準備を行うなど、企業側も対応に追われました。
留学生のほうは、希望していた企業の説明会が延期になったり、ES 提出後の連絡がまっ
たく来なくなったり、予定されていた一次面接が延期されるなど、就活が思うように進まな
い状況になりました。この時期も私たちは留学生とのオンライン面談を日々行っていまし
たが、大学も休講になり就活も進まず、意欲をなくしている留学生と多く出会いました。
実際に、4 月 7 日の緊急事態宣言以降、ASIA Link への新規登録留学生数は減り始め、緊
急事態宣言が全国対象となった 4 月中旬から５月中旬にかけては、新規登録者数は激減し
ました（例年、４月～５月は新規登録者数が多い時期です）
。
この４月～５月の２ヶ月間に、就活活動を精力的に続け、WEB 面接だけで最終面接まで
進み、希望の企業の内定を取る留学生も一定数いました。しかし、多くの留学生にとって、
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就職活動のモチベーションを保つのが非常に難しい時期だったと思います。
5 月 25 日に緊急事態宣言が全国的に解除されると、多くの企業は堰を切ったように面接
を始めました。中小・中堅企業を中心に、対面での面接を行う企業も一部ありましたが、多
くの企業は４月～５月に WEB 面接の体制を整え、５月末から６月にかけて WEB 面接を一
気に進め始めました。
留学生は、やっと就活が動き始めたことにホッとしながらも、WEB 面接というこれまで
体験していなかった方法での面接対策に迫られることになりました。
ASIA Link で毎月主催している、留学生向け就職セミナー「アジアリンク就活ゼミ」では、
５月～7 月に Zoom による面接対策講座を行いました。15 名の定員に対して、例年 30 名程
度の参加申し込みがありますが、今年は 50 名程の参加申し込みがあり、WEB による面接
対策・面接練習を留学生が求めていることを実感しました。
ASIA Link への新規登録留学生数も、６月に入って一気に急増しました。４月～５月に就
活へのモチベーションが低下していた多くの留学生が、６月に入ってスイッチが入ってき
た、という状況が見られました。

３．留学生の就職先選びの変化
留学生の就職希望先の変化として、新型コロナウィルスの影響が顕著にみられるのは、旅
行・宿泊・観光・航空・免税店など、インバウンド需要の消失によって打撃を受けている業
界への志望者の激減です。
留学生との面談の中でも、
「旅行業界を志望していたが、今回のコロナ禍でこの業界に不安を感じ、商社など他の業界
に志望を変えた」
「去年ホテルに入社した先輩が、コロナの影響で解雇になったと聞いた。自分もホテルを受
けるつもりだったが、志望業界を変えなければと思う。
」
など、志望業界を変更する留学生に多く出会いました。
また、複数の企業で選考が進んでいる留学生に、企業選びの軸を聞いたところ、
「コロナ禍においても業績に影響が出ていない企業」
「従業員のテレワークを進めるなど、コロナ禍でも社員の健康と雇用を守ろうとしている
企業」
という答えを、複数の留学生から聞きました。
このような企業選びの軸は、コロナ影響下で初めて出てきた視点です。
一方で、少し気になる傾向もあります。
求人数の減少や選考活動の遅延にともない、
「自分は就職できるのだろうか」という不安
11
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が留学生の中に広がっています。この背景から、面談で希望の仕事内容などを聞いたときに、
「どんな仕事でもいいから就職したい」
「自分は新卒だし仕事を選べる立場にない」
「やりたい仕事はあるが、いまはそれを言っている場合ではない」
と言った答えが増えてきたと感じます。
例年、卒業間近の 12 月や１月頃にこのような留学生は増えますが、今年はまだ６月の段
階から、留学生の中に焦りが広がっているのを感じます。
「どんな仕事でもいい」という気
持ちになっている留学生は、企業の面接でも志望動機を語ることができないため、面接に合
格しないという悪循環に陥ってしまいます。

４．オンライン面接（WEB 面接）のメリットとデメリット
今年のオンラインによる企業面接の動きは、去年は想像できなかったことであり、企業と
学生を翻弄しました。
しかし、直接会えないことによるデメリットがある一方で、メリットも生まれています。
ここでは、実際の企業・留学生の声も交えて、メリット・デメリットを考えていきたいと思
います。
NHK が 5 月 19 日から 29 日にかけて、国内の製造業や小売、金融など幅広い業種の大手
企業、100 社を対象にアンケートを行いました。ことしの採用面接を WEB を活用して行う
かどうか尋ねたところ、
「行う」が 94.7%と最も多く、
「検討中」は 1.1%、
「行わない」はゼ
ロという結果でした。さらに、WEB の面接だけで内定を出すかどうか尋ねたところ、
「内定
する」が 44.9%と最も多く、次いで「検討中」が 42.7%、
「ウェブのみでは内定しない」が
10.1%でした（図３参照）
。
WEB の面接だけで内定を出すということは、一度も直接合わないまま正社員を選ぶとい
うことです。現在の能力・経験といったある意味客観的に測りやすい指標だけでなく、その
人の人柄や潜在能力、企業の社風や価値観との相性なども重視する日本企業の新卒採用か
ら見ると、WEB 面接だけで内定を決める今年の動きは極めて異例であると言えます。図３
のアンケート結果からは、企業側も悩んでいることが窺えます。
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（図３）

ウェブ面接のみで採用内定するか
内定する

ウェブのみでは内定しない

４４.９％

１０.１％

検討中

無回答

４２.７％

２.２％

ＮＨＫ

また、従業員規模別で見た最終面接の形式について、就職みらい研究所が調査をしていま
す。これによると、従業員規模別で見ると、大企業では最終まで WEB 面接で実施されたケ
ースが多く、逆に従業員が 100 人未満の中小企業では 8 割近くが対面での最終面接を行っ
ていることがわかります（図４）
。

（図４）

従業員規模別に見る内定取得企業の最終面の形式
対面面接
５７.９

全体

WEB 面接
４１.５

７９.５

100 人未満

100 人～299 人

300 人～999 人

0

２０.５

０.０

３５.１

１.０

６２.９

３６.４

０.７

４３.４

5000 人以上

０.６

６３.９

５５.８

1000 人～4999 人

その他

４３.３

０.９

５６.６

０.０
100％

就職みらい研究所「就職プロセス調査(2021 年卒)2020 年 6 月 12 日時点内定状況」より作成
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大手企業に比べ、学生にとって知名度が低い中堅・中小企業にとっては、学生に直接会社
を見てもらい、社員や経営層と対面で会うことにより、学生と企業の相互理解を深め、ミス
マッチのない採用を行いたいという考えが、上記の最終面接形式の差として表れたと思わ
れます。
また、少人数を厳選して採用する中小企業ほど、学生を見極めたいという思いが強く、ま
た、マッチしない学生を採用してしまった時の配置転換が難しいという中小企業ならでは
の事情もあり、対面面接を重視する傾向があります。
それでは実際に、企業側は WEB 面接をどのように考えているのでしょうか。
ASIA Link の取引先企業のうち、複数の企業の人事担当者にヒアリングをしたところ、以
下のような答えがありました。
＊WEB 面接だと、学生の「違い」がわかりにくい。面談後ほとんどの学生が「可もなく不
可もなく」という評価になってしまう。選ぶための「決め手」に欠けるため、対面を予定し
ている最終面接で何とか見極めたい。そのため、例年よりも最終面接に残す学生の数を多め
にしている。
＊電波が弱く、面接の最中に音声が遅れて聞こえたり、ノイズが入ったり、音声が途切れ途
切れになったり、といったトラブルも起こる。そのような時、電波の問題なのか、留学生の
日本語力やコミュニケーション力にも問題があるのか、その判断が難しいケースがある。
＊WEB 面接だけで内定を出してしまうと、学生に実際に会社に来てもらったり、社員に会
ってもらったりして、うちの会社のことをよく知ってもらう機会がない。入社してみて、思
っていたのと違った、というミスマッチが起こることが心配。内定後も、コロナの状況を見
つつ、会社に来てもらって直接会ってフォローをしていく機会を持ちたい。
一方、留学生のほうは、WEB 面接をどのようにとらえているのでしょうか？
ASIA Link で実際に面談をした留学生、または就活ゼミに参加してくれた留学生にヒアリ
ングをしたところ、以下のようにメリット・デメリット両方の意見が出ました。
【WEB 面接のメリット】
＊地方に住んでいても、移動せずに東京の企業の面接が受けられる。
＊WEB 面接のおかげで、交通費や時間の節約になっている。
＊面接室での入退室の緊張がなく、自分の部屋でリラックスした状態で面接が受けられる。
＊手元にメモを置いていても面接官からは見えないので、安心感がある。
【WEB 面接のデメリット】
＊インターネットの接続不良が心配。寮に住んでいるので、みんなが Wi-Fi を使っている
時間帯は接続が悪くなる。面接途中に接続が切れてしまい、そこで面接終了になって不合格
14
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になった企業もあった。
＊面接官の反応がわかりにくく、自分の答えがどのように受け止められているのかわから
なかったり、このまま話し続けていいのか「間」がわからないこともある。つい、一方的に
話す感じになってしまい、会話のキャッチボールが難しい。
＊会社に実際に行く機会がないので、社内の雰囲気や社風がわからない。内定をもらった企
業もあるが、この企業が自分に果たして合っているのか、判断が難しい。
上記のように、WEB 面接については企業側・留学生側にとってメリットもあるものの、
不慣れなことも相まって、難しさを感じる要素が多いようです。アルバイトならまだしも、
これから正社員として長く働く相手を双方が見極めるためには、WEB だけという面接方法
に限界を感じているのが現状であるといえるでしょう。これを少しでも払拭しようと、企業
側が、内定を出したあとのフォローアップとして、コロナの状況を見極めながら会社見学や
工場見学、社員との面会の機会を作ろうと努力している動きもみられます。
その一方で、今回の WEB 面接の広がりで、地方に住む留学生が首都圏の企業の面接を負
担なく受けることができたり、企業側も全国の留学生にアプローチができたりと、新たな可
能性を見出すこともできました。今後、コロナが収束に向かった場合でも、一定の割合で
WEB 面接の手法は残るのではないか、と考えられます。

５．21 卒留学生に対して、いま支援者としてできることは？
留学生にとってはもちろん、私たち就職支援に関わる身にとっても、今回の新型コロナウ
ィルスの影響は想定外の経験です。今後の見通しもままならない中ではありますが、留学生
の就職支援を少しでも、できることから進めていかなければならないと考えています。
私たち ASIA Link も、就活中の留学生と日々面談で向き合っていく中で、留学生が「い
ま」求めている支援・サポートについて考え続けてきました。その中で、特に必要だと感じ
ていることを、５つ挙げてみたいと思います。
①就職活動長期化に対する支援
今年の 4 月～5 月の２ヶ月間、採用活動をストップしたり、様子を見ながら少しずつ進め
た企業が多かったため、新卒採用活動が例年より１～２ヶ月遅れている企業が多い状況で
す。また、今後の新型コロナウィルスの影響によっては、選考途中で募集中止になったり、
逆に一旦採用活動を休止していた企業が秋ごろから採用を再開したりと、今年度は採用活
動が長期化することが予想されます。
就職活動中の留学生にとっても、内定が決まらない場合、いつまで就活を続ければいいの
か、もし続けた場合にどの程度可能性があるのか、という見通しが持ちにくく、精神的・時
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間的・経済的負担が強まる懸念があります。
就職支援者としては、留学生の就職活動長期化も見据え、焦らず一緒に伴走していく対応
が必要になると思います。具体的には、以下の②～⑤の支援を継続的に行っていく必要があ
ります。
②求人情報収集の支援
昨年度までの売手市場から一転、21 卒向けの新卒求人数・採用数は減少しています。新
型コロナウィルスの影響を正面から受けた、旅行・宿泊・観光・航空・外食・小売等の業界
は、これまで留学生の就職先としても存在感を増していただけに、文系留学生を中心に求人
情報の収集は難しさを増していくでしょう。上記のサービス・小売業界以外でも、自動車業
界への打撃から製造業全般の景況感悪化が見られ、製造業及びそこに関わる商社の求人に
も影響が出ています。
ASIA Link に就職相談に来る留学生の中にも、リクナビ・マイナビで 30 社以上エントリ
ーしたが、面接に呼ばれたのは 0 社、という文系留学生も珍しくありません。一方、大学・
専門学校のキャリアセンターや就職指導担当教員が求人開拓を熱心に行い、オンキャンパ
スでの企業説明会を（感染防止対策を取った上で）開催する動きも６月に入ってから出てき
ています。
求人数自体が落ち込む中、留学生が求人情報の収集を様々なルートから行えるよう、学校
としても支援できると良いと思います。
③WEB 面接へのサポート
４の「オンライン面接（WEB 面接）のメリットとデメリット」で述べたように、留学生
の採用面接は一気にオンラインへと転換しました。メリットも一部あるものの、デメリット
のほうが現時点では大きいと感じます。
留学生が抱える課題としては大きく２点で、１点目はオンライン面接の練習ができる機
会が限られているということ、２点目は Wi-Fi の環境です。１点目については、私たち ASIA
Link でも Skype や Zooｍを使用して、希望者とオンライン面接練習を行っています。すで
にキャリアセンターや学校の授業等でも、オンライン面接の練習サポートが行われている
所も増えていると思いますが、そのようなサポートの存在を知らない留学生も多いので、周
知も必要であると感じます。
２点目の Wi-Fi 環境は、悩ましい問題です。私たちも、接続不良が原因で採用面接が不合
格になったという留学生に複数出会いました。また、接続不良で声が少し遅く届いたり、音
が途切れ途切れになったり、ノイズが入ったりしたとき、留学生の場合、接続の問題なのか
それとも留学生の日本語力の問題なのかが、面接官にも判断しにくいケースがあります。留
学生のアパートや寮の部屋の Wi-Fi が弱いため、面接本番では大学の研究室・会議室や教
授の居室を借りて、Wi-Fi 環境の良い中で面接を行った、という留学生にも複数出会いまし
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た。今後もオンライン面接は続くと思われますので、学校側として Wi-Fi 環境へのサポー
トがあると、留学生も安心だと思います。
④メンタル面のサポート
この時期、留学生は複数のストレスにさらされています。一つ目は就職できるのだろうか、
という不安。二つ目は新型コロナへの恐怖や自粛によるストレス。そして三つ目は新型コロ
ナの影響で夏休みも母国へ戻れない（いつ戻れるのかもわからない）という不安。ほかにも、
大学院生（とくに博士課程）は、新型コロナで研究室に入れないため研究が進まなかったり、
海外の学会発表が中止になるなど、大学院を修了できるのか、という不安も抱えています。
私たちが日々面談している中でも、３ヶ月前に面談したときは元気だった留学生が、久し
ぶりに電話で近況を聞いてみたら体調を崩して入院中だった、というケースもありました。
また、大学も休講、就活も予定していた説明会が中止、バイト先も休業になってしまい、一
日中誰とも話さず引きこもってしまっているような留学生も何人かいました。現在はすで
に授業が再開されたりして状況は改善されていると思いますが、引き続き留学生のメンタ
ル面でのサポートは必要であると感じています。
また、就職活動がうまく進まないことで、焦る気持ちが強くなったり、または投げやりな
気持ちになってしまったりして、
「どんな仕事でもいい」
「どこでもいいから内定がほしい」
というマインドになっている留学生も増えています。企業側からすると、景況感が悪化する
中で、厳選して良い人材を採用していきたい気持ちが強まっており、例年にも増して意欲の
高い学生を求める傾向が見られます。「どんな仕事でもいい」という留学生は、今年は
ますます面接での合格が難しくなっていくでしょう。面接が不合格になる→手当り次第受
ける→志望動機が語れずにまた不合格になる、という悪循環に陥らないためにも、留学生の
志望動機を立て直していくサポートも必要であると思います。
⑤日本語力についてのサポート
日本企業が留学生採用を行うときに、重視するポイントの一つが日本語力です。読み書き
ももちろんですが、何よりも会話力が高いことが、面接を通過するためにも重要です。企業
は面接の際に日本語会話力を見極めていきますが、書類選考の段階でも、日本語能力試験
（JLPT）の級はある程度見ています。今年は、新型コロナの影響もあり、面接に呼ぶ人数
を絞っている企業も多いため、日本語能力試験を受けていない留学生や、級が低い留学生は、
書類がまったく通らないという状況も起きています。
これに追い打ちをかけるように、今年７月の日本語能力試験の実施が中止になりました。
留学生からは、「N1 を受験予定で自信もあったのに、企業にアピールできる要素が減って
しまった」と嘆く声が出ています。このような留学生に対しては、履歴書に
2020 年 12 月 日本語能力試験 N1 受験予定
と記載するようにアドバイスをしていますが、今年 12 月に確実に試験が実施されるのかも、
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不透明な状況になってきています。
文系で N1 を取得していない留学生、理系で N2 を取得していない留学生は、日本語能
力試験にかわる試験として、以下の方法で日本語力を証明していく方法を、検討する時期に
来たと思います。留学生の状況や各学校の授業の体制等に合わせて、日本語試験のサポート
も行っていけると良いでしょう。
＊BJT
※メリット：自分で受けたい日を選んで、試験センターで受けられる。JLPT との対照も
公表されており、
「日本語能力試験 N2 相当」のように履歴書に書ける。企業側から見た知
名度は JLPT に次いで２番目に高い。
※デメリット JLPT と内容がかなり違うため、同じ試験対策だけでは点数が取れない。
＊NAT-TEST ／ J.TEST
※メリット：JLPT よりも回数が多く実施されている。JLPT との対照も公表されており、
「日本語能力試験 N2 相当」のように履歴書に書ける。試験内容も JLPT に近いため、同じ
試験対策で受験できる。
※デメリット：企業側にはほとんど知られていないテスト。そのため、日本語能力試験と
の相関関係を履歴書内で示すことは必須。

以上、今後しばらくは、留学生自身と私たち支援者の両方にとって、がまんの時期が続く
と思います。最新の正しい情報にアンテナを張りながら、彼らに伴走していきましょう。
（文責：（株）ASIA Link 小野朋江）
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