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●行政機関が行うもの ・ 18歳以上の学生や 40歳までの若年就労者を対象にパスポートの取得を支援する。特に、

○海外生活のバックアップ 有効期限の 5年間有効な旅券を持つ学生は更新費用免除で 10年のものに更新できるも

・ 何か危険なことがあれば直ちに在外日本大使館に連絡が取れ、何らかの措置が講じら のとする等。（男性・24 歳・パート・アルバイト） 

れるなど、バックアップ体制を固める。自然災害やテロが起きた時は緊急メールを日 ○その他 

本政府から発信する。（女性・19 歳・大学生） ・ 行政機関が主催もしくは後援する公募の留学、旅行。（女性・19 歳・大学生） 

・ 定期的な留学生のヒアリング。（女性・28 歳・家事に従事） ・ 学校と連携して言語教育の拡充を行うこと。日本語・英語・中国語のトリリンガルを

・ 留学や海外勤務先で気軽に質問や相談ができる窓口の開設。（男性・21 歳・大学生） 養成すべきだと思う。ある程度の年齢を経てから新規言語を習得する負担はかなり大

・ 留学先での生活を支援する団体を官民でつくって長期的に支援してほしい。（女性・ 13 きい。海外へのアレルギーを減らすには、英語と中国語の習得レベルを受験的側面で

歳・中学生） はなく、語学的、会話的側面で 10 代のうちに強化しておくことが肝要だと思う。（男

○単位認定制度・就職斡旋等のサポートの拡充 性・29 歳・パート・アルバイト） 

・ 国で定めた企業の新卒採用倫理規定を遵守している企業へは税制控除等を行い、何ら ・ 景気回復が先だと思う。世界的に言えることですが。留学やインターンシップでトラ

かのインセンティブを持たせる。反対に倫理規定を守っていない企業に関しては何ら ブルに巻き込まれたり亡くなったりしている方もいるので、その辺もきっちりと子ど

かのペナルティを課すといった対応策をとるべきだと思う。（男性・23 歳・大学生） もを守って欲しい。（女性・24 歳・派遣社員・契約社員） 

・ 大学３年生から４年生にかけて長期間就職活動をすることがないように、企業に働き

かけるべき。（男性・23 歳・正規の職員・従業員） ●企業が行うもの 

・ 留学に対しての保障制度を手厚くする。（女性・24 歳・派遣社員・契約社員） ○留学・海外赴任制度や休暇の充実 

・ 留学生向けの公務員試験の設置。（男性・17 歳・高校生） ・ 海外経験休暇などを設けて積極的に海外経験を希望する社員に成長の機会を与える。

○情報提供 不必要に海外勤務をさせることは得策ではないが、本当に必要があれば、目的に即し

・ 外交レベルの情報だけではなく、個人の生活レベルの情報についても可能な限りホー た教育を行いスムーズに赴任させられるような仕組みを整備する。（女性・2 7 歳・正

ムページなどで公表していく。日本の政策も外国を参考にしながら練られていること 規の職員・従業員） 

を伝えていく。日本の製品が手に入る場などの情報を PDF 形式などにまとめて公表す ・ 共働き夫婦への配慮。配偶者への現地での職の提供。（女性・2 9 歳・正規の職員・従

る。（女性・19 歳・大学生） 業員） 

・ いろいろな海外経験者の話を聞く機会。東京以外でもやってほしい。（女性・28 歳・ ・ 留学経験をひとつの価値として、認識しプラス面として捉える。仕事を辞めずに留学

正規の職員・従業員） できるよう就業規則の休職規定に「留学休職」についての規定を積極的に盛り込む。（男

・ 海外のよさをもう少しアピールするほうが良いと思う。学校でも取り組むべき。（男 性・28 歳・正規の職員・従業員） 

性・23 歳・正規の職員・従業員） ・ 家族への対応など、社員それぞれ個人に責任を負わせるのではなく、企業が代わりに

・ 補助制度の紹介。（男性・29 歳・正規の職員・従業員） 対応すれば良いのではないか。現状では海外に行くだけでも不安であるのに、それに

○金銭的援助 加えて各方面への配慮をしなければいけないので負担が重すぎるように思う。（男性・

・ 奨学金の拡充、教育分野への予算拠出。（女性・23 歳・正規の職員・従業員） 20 歳・大学生） 

・ 奨学金制度改革である。現行制度の日本学生機構奨学金はほとんどが「学生ローン」 ○金銭的援助 

状態だ。貸与ではなく返済不要のものが要求される。また、収入重視の奨学金付与基 ・ 企業の奨学金が必要だ。また、私企業であれば海外企業との人脈を生かした独自のプ

準から、学生本人の成績を基準にした方が良いだろう。留学のみならず、大学生の勉 ログラムを、多少の補助を出しつつ商品として売り出すのも良いだろう。就職活動が

強時間等の問題も幾許か解決する。公共機関ならではの大規模な出資で、相応の能力 早まっている昨今にあっては、内定した学生に長期休暇中の留学資金を出すのが良い

を持つ学生が留学に行きやすくしていただけることを願う。（男性・19 歳・大学生） のではないか。（男性・19 歳・大学生） 

・ 学校への奨学金制度の支援。学費が高すぎる上に奨学金制度が欧米などに比べて圧倒 ・ 企業は海外勤務に社員が行きたくなるような活動をすべきだと考える。今も行われて

的に少なく、お金を稼ぐことが大変で勉強に集中できない。勉強ができるような環境 いるのかもしれないが、海外に勤務するにあたり家族を連れて行きたい人には生活資

を作るための、奨学金の援助がほしい。そうすれば、海外に行って勉強することも視 金を援助する、家賃は企業が援助する、などの金銭的援助が必要である。（女性・19 歳・

野に入れられる。（女性・21 歳・大学生） 大学生） 
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・ サポートの一環として海外勤務手当の拡充。海外勤務をメリットに変える手段の１つ ○独自のプログラムやイベント等の充実 

として。（男性・29 歳・パート・アルバイト） ・ 他の留学生同士のネットワークを作る。そこで生活している人しかわからない部分が

・ お金の援助。むしろ、企業の税金の中に、若者育成税なるものを自主的な金額の範囲 多いと思うので定期的にアンケートをとったりする。海外で勤務する人には、生活全

内で設けても良いと思う。（男性・24 歳・正規の職員・従業員） 般（銀行の利用、現金はもたずにクレジットカードだけであるとか）の情報提供や収

○採用システムの見直し・海外インターンシップの機会提供等 集、日常生活でひやっとした経験をきくなどが良い。（女性・28 歳・家事に従事） 

・ 海外経験を、採用なり昇給の人事評価に積極的に導入することが重要であると考える。 ・ 主に NPO や NGO を想定したとすると、国連との連携や、いわゆる政治的な部分の海外

（男性・29 歳・自営業・自由業） 経験を促進させることが必要ではないか。行政機関や企業はその性質上、政治的な部

・ 新卒にこだわらない環境をつくる。12 月以前の求職活動は控えめに。インターンのよ 分に触れると、あまり良い印象を持たれない。その分、財団や民間団体は、まさに問

うな形で数人を選び送り出す。（女性・21 歳・大学生） 題となっている事例の解決とまではいかなくても、唯一の窓口になりえると私は考え

・ 留学から帰って来た人材の登用を海外でもできるように、他の国でも就職フォーラム る。これは「学校が行うもの」とも被るかもしれないが、より専門性を高めた活動を

をスカイプでもインターネットでも何でも良いから開催すべき。（女性・2 8 歳・自営 民間団体は推し進めるべき。学者間交流などは言うまでもない。また企業人間交流・

業・自由業） 学生交流など、幅広い選択肢が想定できる。（男性・21 歳・大学生） 

・ インターンシップなどで海外とつながりのある企業は、学生にその仕事を体験させて ・ 海外に行ってみたいけれどよくわからない、英語が喋れないけどどうにかして海外に

欲しい。この動きをさらに強めていって欲しい。（男性・16 歳・高校生） 行ってみたい、そんな人のための「初めての海外」サポートトラベルといったものを

○語学学習の推進・奨励 行って貰いたいと思う。ガイドの見本に倣ってこういうように言えば良いのかといっ

・ 英語、外国語ができる社員を優遇する。（女性・25 歳・正規の職員・従業員） た経験や、少なくとも英語に触れる機会を得ることで自ずと脳には英語を聞いたとい

・ オンライン英会話など無料で退勤後も学べるサポートがあると良い。（女性・24 歳・ うアドバンテージが付加されると思う。普段から英語だけの世界に接することがない

派遣社員・契約社員） 日本だからこそ、そういったサポート体制を作っていけたらと思う。（男性・22 歳・

・ 実践的な英語教育の補助。グローバル人材の追求ではなく、グローバルノウハウの追 大学生） 

求。実践的な英語教育において学校機関ではカバーできない部分を補完する役割が一 ・ 海外の交流イベントなどを開催する。（女性・29 歳・パート・アルバイト） 

つ。そして社内公用語を英語にするのではなく、ビジネス英語を学ぶ機会の提供（講 ○情報提供 

座開設でも英会話教室の月謝補助でも良い）や経営学学位取得のサポートを行い、「グ ・ 財団や民間団体の活動はなかなか普通に生活しているだけではどんなことをしている

ローバル化」という言葉に引きずられない社員教育を実施していくべき。（男性・2 0 のか分からない。本当に興味がある人が自ら調べて見つけているイメージがある。そ

歳・大学生） こで財団や民間団体が行っている活動が誰でもわかるようにそうした活動の報告会を

・ 新入社員の英会話教育。（男性・16 歳・高校生） 行ったり、冊子やポスターを学校や企業におかせてもらったり、ツイッターやフェイ

○その他 スブック等の若者が目につきやすい場所での宣伝を行っていくと良いと思う。（女性・

・ 外国人の雇用を増やしてグローバル化を図ると良いと思う。（女性・2 9 歳・パート・ 19 歳・大学生） 

アルバイト） ・ 本当に留学先で毎日をうまく送っていけるのかという不安を解消する為に、留学先の

・ 国外に支店支社を出す。（男性・29 歳・正規の職員・従業員） 現在の状況を分かりやすく説明し、滞在時の困難やトラブルが生じた時の対処方法を

・ 新しいマーケットを探す。現地からの情報収集。（男性・17 歳・高校生） 編み出し、告知することで、留学したいと思っていても、今一歩踏み出せない人々の

動機となれば良いと思う。（男性・24 歳・専門学校などその他の学校の学生） 

●財団等の民間団体が行うもの ・ 留学経験者によるキャリアプランの提示やコンサルタント。（男性・27 歳・派遣社員・

○海外生活のバックアップ 契約社員） 

・ 現地国でのサポート。医療や教育を受ける際のサポート（通訳、翻訳、現地の教育制 ・ 行政ではできないくらい地域性があるが、重要なでき事の情報を日々収集して、その

度などの説明・ガイダンスなど）。（女性・20 歳・大学生） 現地に留学あるいは勤務している人に発信する。（女性・19 歳・大学生） 

・ 留学中のサポート体制。特に、心理面でのケア。（男性・26 歳・パート・アルバイト） ○金銭的援助 

・ 留学先・ステイ先の紹介・斡旋。（女性・16 歳・高校生） ・ 奨学金の規模拡大であろう。財団であればある程度分野が定まっているから、手厚い

・ 安全性の確保。（男性・25 歳・正規の職員・従業員） 相談も可能だと思う。（男性・19 歳・大学生） 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

・	 基本的には企業と同じだが、金銭面の援助方法で特徴を出すべきだと思う。あとは、

独自のプログラムの実施も有効。その財団でボランティアをするだのしてポイントを

ため、たまったポイントに応じて留学資金を援助するなどしてはどうか。（男性・24

歳・正規の職員・従業員） 

・	 財団などは懸賞論文の開催などを通じて、海外留学への援助を行うべきだと思う。（男

性・24 歳・正規の職員・従業員） 

・	 これは完全に資金面の援助。学生は時間もやる気もあってもお金がないから。やって

いる団体もあるかも知れないが、広報不足で周知されていない。（男性・23 歳・大学

生） 

○その他 

・	 国の方針がなければ、助成金や税金優遇面で恩恵を受けている団体がほとんどである

財団関係はなにも動けないと考える。つまり国に依存しているため意見が言える立場

でない。したがって国の方針がはっきりしてからでないと何も言えないと考える。（男

性・29 歳・自営業・自由業） 

・	 コーディネイトしてくれる機関、人の設置。行政、企業に取り入れられる制度の提案。

（女性・25 歳・正規の職員・従業員） 

・	 何をしているかの明確化。（男性・23 歳・大学生） 

・	 財団のためにお金を使うくらいならばそのお金を学生の補助金として使うべきであっ

て、そもそもこの課題を第三者に依頼すること自体が私は納得できない。（男性・19

歳・大学生） 
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