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【第 1回】コロナ禍における外国人留学生の現状 

Series I : International students and the Covid-19 pandemic 

参加者の声 Participants' Voice 

 

1. 今回のウェビナーで得られたものはありましたか？ 

Did you gain useful knowledge and information through this webinar? 

 

 

上記のように回答したのはどのような理由からですか？ 

If possible, please let us know the reason for the above. 

外国人留学生の皆さんの困難な状況が非常によく理解できました。 

留学生の経済状況や就活への不安を具体的に聞けた。 

留学生の生の意見を聞くことができた。 

パネリストが多様であった。 

高い質の情報を提供していただいた。 

国際教育に関わる当事者として疑問・不安に思っていることなどが明確になった。留学生らから

直接話が聞けたのも良かった。 

学内だけでは知り得なかった情報 

生の声、ある程度のデータ、対応方法事例がしれて有益でした。 

今まさに地域の留学生について考えている問題だったから。 

共通の問題を抱えている方々との情報交換がとても役立った。 

それぞれの留学生団体・グループによる「生の声」報告が有意義だった。日本語学校の視点も有

益でした。 

自分の周りでは留学生の現状についての情報が少なかったため。 

留学生の現状、また学校側の取り組みなどについて現場の声を聞くことができた。 

短期から長期的な問題とその対応のヒントが得られた。 

Informative about knowing the issues international students are facing. 

実際の留学生からの意見や現状が聞けたので。 
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今回のウェビナーで得られたものはありましたか？

Did you gain useful knowledge andinformation through this webinar?

1

2

3

4

5

回答なし

まったくなかった／Not at all well

非常にあった／Extremely well

回答数74件
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現在の状況把握が留学生視点と留学生関係者からできた。 

留学生の声を直接聞くことができた。 

タイムリーなテーマを取り上げていただいたため。 

留学生の現状が、自分が留学していた時よりも、深刻でそれを知ることができたから。 

留学生の生の声を聴け、具体的に困難が理解できた。 

他の機関の現状を知ることで自分の所属大学の状況を客観的に理解できた。 

自身が関わっているものとは異なる学生の課題を広く知ることができたから。 

日本語学校の状況や留学生が置かれている状況について、直接当事者の方々からお話を聞く機

会が得られて感謝しています。 

本学でも同様の課題、また他大学はどのような対処をしているのか知りたいので、まずはとっか

かりとしてよかったです。阪大の近藤先生の緊急アンケートが早くまとまれば、さらに掘り下げ

た情報共有ができるのではと感じます。 

日本にいると日本人の話ばかりに目がいきそうだが、留学生の現状を少しでも知ることができ

てよかった。 

自分たちだけでは情報収集が非常に困難だったため。 

日本の大学に通っていた留学生の現状を知ることが出来て興味深かったし、自分もアメリカに

留学していた身なので、少し共感する部分も多く、世界共通で現在留学生が困っていたりトラブ

ルも多く発生しているのだと思った。 

留学生、国際教育関係者の方々の生の声やご意見を伺えたこと。 

留学生の課題が俯瞰できましたが、私費留学生とのコントラストがもう少し見えてもよかった

ように思います。 

留学生の団体について知ることができた。 

現場で起きている事象の中に、想定していなかったものがありました。 

リアルなイベントが無いなか、状況確認できた。 

留学生が直面している問題、これから起こりうる問題を整理して認識できたため。 

他大学の取組や、自身の業務に直結する内容が多々共有されていたため。 

実際の留学生から、様々なテーマに関しての話を聞くことが出来たため。 

このような会を設けていただいたことには大変感謝しています。大変お疲れさまでした。内容

は、もうすでに所属先の大学で明らかになっている問題が多かったので、出来れば対応策につい

て言及があればよかったのではないかと思います。例えば、10 万円の特別支援金の給付対象者

に本当に留学生が含まれるのか、住民票がある一時帰国中の留学生はどうなるのか、来年 4 月

採用の選考を企業ではどのように行うつもりなのか、留学生採用の動向など。あと、留学生に対

する経済支援について、大学として検討しているが、公にできない人（自分も含め）が結構いる

と思います。しかしその中に、他の大学でも直ちに検討を開始できそうな施策があるかもしれな

いので、匿名で共有できるようなプラットフォームがあればいいなと思いました。 

他大学の留学生の状況がつかめました。 

学生の生の声が聞けました 

留学生が直面している状況を知ることができた。 
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コロナ禍における留学生をめぐる状況の最新情報を知ることができた。 

以下の 2点を確認できたため。 

(1)留学生、特に留学生の保護者は日本政府の対応を注視しており、子息を派遣するか否かを見

極めようとしている。それだけに政府の対応は極めて重要。 

(2)学生を直接募集している大学は今年影響が出るし、日本語学校経由で学生を募集している大

学は来年以降応募者に大きな影響が出るだろう。 

入管の visaの措置を施しているところ等 

留学生の立場、留学生を迎える立場、それぞれが抱える不安や問題点について、実際両者の方々

の意見や感想を共有していただき、今直面している課題を具体的に知ることが出来たからです。

教育現場では、コロナ禍で生じている問題点についてどう対応すべきかの具体的指針がまとま

っていない現実がありますが、その理由として、起きている問題について情報共有が行き届い

ていないこと、そのとりまとめを行う担当が明確でないこと、今後の見通しが立っていないこ

となど、さまざまな要因があると思います。今回のセミナーのように、学生さん（個人的にでは

なく、ある程度の人数を対象にしたデータとして）が置かれた現状について知ることは大切で

あり、現場で今求められていることは何かを理解し次のステップに繋げる原動力になると改め

て感じました。 

 

2. 本ウェビナーで取りあげたテーマは将来的にも重要な課題であると思いますか？ 

Do you think this webinar discussed important issues for the future? 

 

 

上記のように回答したのはどのような理由からですか？ 

If possible, please let us know the reason for the above. 

今回のコロナ禍を教訓にしたいと考えるため。 

コロナの影響は長期化するため。 

国や教育機関に提言し続けるけることが大切だと思った。 

この状況が暫くは続くであろうから。 
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まったく思わない／Strongly disagree

強くそう思う／Strongly agree
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ここまで進展した大学の国際化をどう継続するかは、日本の大学にとり重要な課題であるため。 

平時よりスムーズには運んでいなかった問題点のため。 

緊急の問題であるが、どこもまだ事態を把握できていないため持続的な議論が必要だと思うた

め。 

新型コロナの留学生への影響は長期化することが考えられる中で，直近の課題に追われている

だけでなく，現状を把握した上で今後長期的にどうするべきかについて引き続き検討を続ける

必要があることから。 

留学生獲得、特に私費留学生を集めるにあたって、長期的な影響を考察することが必要だから。 

今後も同じような境遇に立たされる可能性は十分にあるから。 

世界各国が外への扉を閉じ、自国第一主義となるなかで、国際交流や国際留学の意義を見失いた

くないから。 

今後の同様な状況に陥った時に準備することができるため。 

多くの人で問題解決を考える必要があるから。 

これまで見逃されていた問題が改めて浮き彫りになったから。 

留学生の生の声、留学生支援にかかわる先生方の率直な声を伺えた 

今後、また災害や伝染病拡大した時のマニュアルや、指標になると考えられる。 

社会的に立場が弱くなりがちな留学生へのサポートは、大学に働くものとして重要と思います。 

今回のプレゼンターの意見にもありましたが、今回の危機による特殊な問題だけでなく、潜在的

な（解決されるべき）課題が浮き彫りになった。 

今後の社会を支える外国人材を日本に惹きつけられるかどうかに関わるから。 

新型コロナ禍の影響がいつまで続くのか、不透明な状況の中で、国際教育に従事する関係者が情

報共有し、学生（留学生を含む）や現場の教職員の声を大学や関係省庁に挙げていくことが重要

だと思うからです。 

日本の対応が今後の日本の国際化にも影響するから。 

ウイルス拡大の影響はこの先ずっと続いていくと考えられるので、今からこのように情報を得

る機会をえることで、今後来日する外国人留学生も増えると思うので、そのひとびとのためにな

るとも思うしより良い状況づくりができると思うから。 

今後の国際教育に大きな影響が与えられることが予想されている中、意見交換の場は重要であ

ると感じます 

このコロナがもたらす影響は大きく、また、大きいと捉えて、未来に備える必要があると思うか

らです。 

留学生（外国籍学生も）が、社会で不公平を受けていることを感じるから。 

留学生の受入れは、10万人計画、30万人計画を経て、「その次」を目指していたわけで、そのタ

イミングで起きたコロナ禍を前向きに、そして上手に「料理」できなければ、未来の日本に大き

な「禍」となると考えます。 

留学生は日本の外国人施策として重要であり、日本のファンを世界に作るためにも重要である

ため。 

新型コロナウィルスの影響がいつまで続くか見通せない、留学だけでなく人の移動や関係性が
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変化していくと思われる、実はコロナで浮き彫りになっただけで問題には普遍性があると思わ

れる、等のため。 

問題が浮き彫りになったと言われていたように、今回の状況下でなくともいずれ諸問題が表面

化すると考えるため。 

このようなことは、今後も起こりうることだから。 

危機管理の在り方として情報を蓄積すべきと思います。 

コロナ禍の状況で、大学として対応すべきことについて示唆に富む内容だったため。 

Austin さんの発表にもあったとおり、問題が以前からあったのが浮き彫りになったというのに

共感いたします。 

コロナウィルス終息した後、今後さらに問題が明確化しているため。 

学生さんの発表にありましたが、今回コロナ禍において明るみに出た諸問題は、実は以前にも

生じていた問題でもあったと認識することが出来ました。問題に気付いた時をチャンスと捉え、

今後また直面する問題点についても継続的に意見交換の場を設けていけば、留学に関わるさま

ざまな取り組みが磨かれていくと思うからです。 

 

3. 接続状況について、どのくらい満足されましたか？ 

Are you satisfied with the Webinar's connection quality? 

 

 

上記のように回答したのはどのような理由からですか？ 

If possible, please let us know the reason for the above. 

音声も映像も遜色なかった。 

時々、映像・音声の乱れがあった。 

時々マイクがつながっていない・資料を共有できていないなどの時間があったため。 

一部音声が途切れていた。 

たびたび声が途切れていると感じたから。 
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接続状況について、どのくらい満足されましたか？

Are you satisfied with the Webinar's connection quality?
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回答数74件

まったくなかった／Not at all well

非常にあった／Extremely well
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主催者は聞こえると言っていたが、音声が聞こえない時がたまにあった。 

音声もビジュアルも途切れることがなかったので。 

接続（聴講）には一切問題ありませんでした。プレゼンターの方で一部操作に慣れていない方も

いらしたようです。 

止まることが多かった。 

自分のパソコンの問題と思いますが、しばしばフリーズがありました。 

自宅の環境でもストレスなく聞くことができたため。 

悪い点がなかったから。 

人数も多く致し方ないと理解していますが、音声が途切れたり、映像に乱れがある場面がありま

した。 

多少聞き取りにくい場面がありましたが、大きな問題ではありませんでした。 

広い意味での接続状況として、資料共有については、主催者と「登壇者」との間で予めプロトコ

ルを決めておいていただけるとより良くなると感じました。（登壇者・コメンテーター同士での

事前ショートミーティング＜ネットで＞による進行の確認） 

特に問題なし。パネリストによっては通信が悪い人がいた 

シスコのウェビナーを初めて利用し、かつ大学貸与の PCで最初の接続に手間取ったため。 

時折聞きづらい部分や資料が見えにくいことがありましたが、大きな問題はありませんでした。 

時折音声が途切れたため。 

何の問題もなく聞くことができました。 

学生の生の声が聞けました 

現状と問題点を知ることができた。 

問題なく接続できた。 

最初芦沢先生のマイク音声が聞きにくかったですが、途中からよく聞こえました。 

聞こえにくい部分が生じたとしても、参加者によるコメントやパネリストの方々の反応により

改善策を見つけて即対応していただき、解決したように見えたからです。 

 

4. これから取り上げてもらいたいテーマなどはありますか？ 

Please suggest any topics for the future webinar if you have. 

留学生の生の声を聴きたい。 

オンラインにおける国際教育 

オンライン授業の質担保、学生寮の運営、コロナ禍と大学経営 

日本人留学生の海外留学に関わる動向について 

今日の留学生の声にこたえるために、各校の取り組みをぜひお伺いしたいです。 

このような状況下においての国際共修や海外研修に代わるプログラムについて 

今後数年間の留学生教育の課題と可能性について検討する。 

オンラインでの留学生進学説明会の可能性について 

留学生の日本留学に際しての課題共有。留学生の日本就職問題 

日本政府の外国人に対しての有益情報を流す、ラジオやインターネットミーティングなどを希
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望します。 

Good Practiceの共有 

今後の学生派遣（短期・長期）についても情報をいただきたいです。 

オンライン教育が進展するなかでの留学促進 

他者と会い会話し直接コミュニケーションを取ることは、人間の根源的な欲求の一つだと思う

のですが、それが著しく制限される中で、どのようにメンタルヘルスを維持し、心身共に健康に

過ごしていくのか、専門家（臨床心理士や精神科医）のアドバイスをいただく機会があればと思

います。 

学生募集活動（留学生・日本人ともに）はどのように変わるか？など 

ポストコロナの留学（教育内容、方法、出席、定員の概念など）職員の就業スタイル 

今回のテーマで定期的に開催していただくのもよいのでは。 

2020年度、2021年度卒業予定の学生に対するキャリア支援について 

現在・今後の世界各国の国をまたいだ学生交流の対策・方針が知りたいです。協定校から断片的

に送られてくる交換留学生に限定した情報を追うだけで精いっぱいなので。。。 

実際に留学生と企業が出会える WEB説明会 

国際教育の実務に関連するテーマを継続して取り上げていただきたい。 

オンライン授業のアドバンテージと課題 

学生の在留資格に関する留意点や最近の傾向について（途中に白石さんよりコメントいただい

たように、入管での手続きに関する質問については教育現場で明確な回答をするのは難しい部

分があります。学生の国籍だけでなく個々の背景が異なる部分に加えて、学生が申請した時期

に受ける社会的背景も影響し、手続きに対して入管が下す判断が読めないことが多いからです。

今後は更に、コロナ禍で在留資格に関する課題に直面することと思われます。） 

 

5. イベント全体についてのフィードバックがございましたらご記入ください。 

Please provide any comments or feedback about this event. 

予想されることもありましたが、学生の声を聴くことができたことが大きいです。 

非常に有益な webinarでした。ありがとうございました。正確な情報を留学生の皆さんに流して

いくことが大切ですので、Recsieのウェブサイトにこの webinarの情報がアップされ次第、拡散

したいと思います。ありがとうございました。 

留学生が少ない大学では、危機管理が必要な状況下で留学生に対する優先度が低く困っていま

した。このような企画があり、勉強になりましたし、発信するためにも留学生の声も聞けてよか

ったです。 

最初に進行台本を見せていただけると流れがわかりやすかったです。 

もう少し質疑応答の時間があればもっとよかったです 

司会者、パネリストすべてよく準備して頂き感謝します 

Thank you for organizing this session. It was very informative about understanding international students 

needs and troubles. This is a challenging situation that will most likely be ongoing. 

有益な情報を共有くださり大変有難うございました。 
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タイムリーでとてもよかったです 

とてもよくオーガナイズされていてわかりやすかったです。 

JAFSAメーリングリスト経由等でイベントをお知らせいただけるとありがたいです。 

このような、業界全体に役立つ機会をご提供下さり有り難うございます。非常に意味のある取り

組みと思います。 

本日はありがとうございました。このような状況の中で留学生の在籍管理についても不安にな

ります。現在、日本に戻って来られない留学生のケアなどを地道にしていきたいと思っておりま

す。 

大変お忙しいところ、貴重な機会をご準備くださった芦沢先生、白石先生、近藤祐一先生、近藤

佐知彦先生に感謝申し上げます。皆様ご安全にお過ごしください。 

白石さんの、中国の学生に配慮という意味が、どういう観点からか詳しく聞きたいです。 

情報量が多くよかったです。 

大学と日本語学校、学生さんの困っている現状が良く分かりました。ありがとうございました。 

ご対応でお忙しい中のご開催、誠にありがとうございました。 

時機を得た取り組みに感謝します。引き続きよろしくお願いいたします。 

迅速に、また広く公開する形で、当事者の方々ら様々な意見をうかがえる貴重な機会を設けてい

ただき、感謝申し上げます。 

webex 参加がはじめてで、chat 欄でいろいろ書いてしました。私がこれまで参加した会議だと、

感想や気づいたことなどをどんどんチャットに投げる形も、議論が活発になり、発表者としても

「伝わってる感」があるので、今後、もっと議論をしていくことが必要な回があれば、Attendees

にも to Allチャットできる権限を付与するといいのではと思いました。ただし、大事なチャット

が流れてしまったり、横道にそれたりということもありますので、用途に応じでだと思います。

このようなイベントを開催いただき、主催者・発表者の皆様に心より御礼申し上げます。 

有益な機会をありがとうございました。大変勉強になりました。 

貴重な機会をいただき、ありがとうございました。まさに今必要な情報を共有させていただき、

大変有意義でした。参加して下さった学生さんのご意見、集めていただいたデータもご共有い

ただき、大変有難かったです。 

 


