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Campuses

-長野市 (Edu., Eng.),

-上田市 (Textile),

-松本市 (HQ, Art, E&L, Sci., ed.,Hospital),

-伊那市 (Agr.)

信州大学キャンパス

5 campuses spread across 
Nagano prefecture.

Shinshu University



Campuses信州大学キャンパス

Shinshu University

松本市 長野市

長野市 伊那市 上田市

2021年度留学生
受入数 313人

国別
中国 145人
韓国 47人
ベトナム 43人



Campuses就職状況報告

Shinshu University

項目
平成29年
（2017）

平成30年
（2018）

令和元年
（2019）

令和2年度
（2020）

令和3年
（2021）

備考

日本国内に留まった
外国人留学生数 46 54 49 64 60

うち日本企業等に就職
（Ａ）

24（6） 37（13） 24（7） 33（13） 37（13）
（ ）は長
野県就職・
内定人数



合宿型キャリア教育

4

「かがやく・つなぐ」北陸・信州留学生就職促進プログラム

「かがやく・つなぐ」北陸・信州留学生就職促進プログラム

夏期の日本就職概論 ・ 春期の就活直前講習

企業見学・先輩社員とフリートーク

日本就職概論（夏期） ES・履歴書の書き方（春期） 模擬グループ面接（春期）

先輩留学生と面談 企業見学 新人社員とフリートーク



キャリア教育

5「かがやく・つなぐ」北陸・信州留学生就職促進プログラム

企業の方を講師に迎えて就職講義

いしかわ金沢学・ながの信州学で地元の文化学習

E社講師 S社講師
M社講師

石川県白峰 牛首紬 長野県諏訪 オルゴール館 長野県岡谷 蚕糸博物館



留学生のキャリア教育
と就職支援

キャリアセンター 企業等就職支援室
唐木 義子
2022年6月



１､ 環太平洋大学の概要

New Zealand

沿革:1990年 国際大学IPU New Zealand 設立
（所在地：ニュージーランド）

2007年 IPU・環太平洋大学 設立
（所在地：岡山県）



「どこにもない大学」を目指して開学

大学教育の基本理念「教育とスポーツの融合」
建学の精神「挑戦と創造の教育」
行動指針 五訓(礼節 克己 信頼 前進 感謝)

・開学～第12期生（ 2022年3月卒業）
・留学生について

第1期生（2013年秋入学）～第5期生（2022年3月卒業）

参考URL) https://ipu-japan.ac.jp/info/msgp/-

https://ipu-japan.ac.jp/info/msg-p/


３学部５学科

13ヵ国・地域から287人

環太平洋大学 - 「数字」で見るIPU

出身国（留学生）
・中華人民共和国
・台湾
・大韓民国
・タイ王国
・ベトナム社会主義共和国
・ネパール連邦民主共和国

・モンゴル国
・フィジー共和国
・ブラジル連邦共和国
・オーストラリア連邦
・ケニア共和国
・ニュージーランド
・アメリカ合衆国

IPU生全員
＊留学生含む

＊1～4年次留学生 IPUへの
入学学生数

留学生
受け入れ数

IPU生全員
留学生含む



就職（日本） 165人（71%）

就職（母国） 14人（6%）

帰国 43人（19%）

進学（大学院） 8人（4%）

その他 2人（1%）

計 232人

IPUでは70%以上の留学生が日本で就職することに成功しています

卒業生（留学生）の進路先
留学生第1期生（2017年9月卒業）～第4期生（2021年3月卒業）まで計232を集計

留学生向け就職支援活動 – 結果

https://ipu-japan.ac.jp/info/disclosure/international-st-career/

https://ipu-japan.ac.jp/info/disclosure/international-st-career/


2. 学生キャリア教育と
就職支援の概要



環太平洋大学のキャリア支援の概要

キャリア教育の
第一歩

進路選択をするための
準備期間

大学1年生のための
羅針盤

大学生活の目標設定

進路に合わせた
就職徹底指導

教員・保育者目指す
公務員を目指す
医療人を目指す

企業人・起業を目指す
→日本人コース
→留学生コース

全学部全学科対象 必修科目

新社会人に
なるために

1年次

フレッシュマン

セミナー

2年次

キャリア

デベロップメント

3年次

キャリア

デザイン

4年次

キャリア

サポート

1年次から「大学生活の目標設定～社会へ羽ばたく自分をイメージ」
キャリアプランに対する高い意識付けをします



留学生向けキャリア教育
【達成目標】

自分の進路に向かって自走できる留学生になる

キャリアとは？
自己分析
・ライフストーリーの作成
・ライフストーリーから分かる自分の特徴
・適性検査と自分の思う特徴分析

母国就職の進路について（卒業生講話）
大学院進学について（卒業生講話）
企業・業界・職種理解
夏のインターンシップへの参加 等

・進路アンケートの実施

インターンシップ報告会
スタートアップ講座
就職活動先輩体験報告会（4年生）
日本就職について（卒業生講話）
企業理解（業界・職種）
日本での選考について（面接対策講座）
留学生が日本で働く覚悟（卒業生講話）
在留資格変更に伴う応募先について
就職活動のケーススタディー
・冬にインターンシップへの参加 等

・最終進路アンケートの実施

自分のキャリアアンカーを知り、
目指す進路を定める

就職活動に必要な実践的な力を
身に付ける

必修科目 前期 15回 後期 15回



全ての
留学生

学科

教員

日本語

教員

キャリア
センター
職員

必修科目

キャリアセンター職員だけでなく、
学科教員・日本語教員が

一体化・連携して授業を展開します

3年次キャリアデザインは

必須科目としています

留学生向けキャリア教育 – 重要ポイント
留学生が4年次で路頭に迷うことなく、

学科教員・日本語教員・キャリアセンターを

有効利用できるようになり、内定に繋がります



留学生向け就職支援①
留学生向けイベントの定例化により、分かりやすい就職活動を目指しています

留学生バスツアー（3月開催）企業のためのオープンキャンパス（11月開催）

学内の全学生向け合同説明会やイベントについても、
留学生が置き去りにならないように、

国内学生も留学生もコラボできるよう進めています

学内企業研究会（2月開催）



感染対策を大学および企業様と共に万全に実施
・学内合同企業研究会（オンライン）

2021年実施, 参加企業70社中留学生採用企業39社

・留学生のための企業説明会（オンライン・対面を活用）
2021年4月～12月実施, 留学生を採用したい企業43社
参加留学生185人（延数）

学生向け就職支援②
コロナ禍の就活においても、コロナ以前と同等もしくはそれ以上のサポートを目指しています
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