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第１章 事業計画  

第１節 事業の概要  
 

    事業の趣旨・⽬的  

従来、外国人労働者は「永住者」「技能実習」「留学」といったそれぞれに発給された

ビザに基づき就職をしており、失業してしまった在留外国人労働者は就労に制限のない在

留資格を除き同職種での転職が求められていた。 

 しかし新型コロナウイルス感染拡大による我が国の経済状況の悪化により、受け入れ先

が見つからないケースが増えている。これに対応し、出入国在留管理庁（入管庁）でも本

年4月より救済策として、従来は許されていない他職種への再就職を認めることとした

が、現実的には外国人労働者が全く未経験の分野で再就職するのは難しい。公的な統計で

外国人労働者の失業件数などが公表されているものはなく、正確な規模感は捉えられない

が、報道ベースでは、生活に困窮した外国人労働者や留学生からの相談が、在留外国人を

支援するNPO法人や地⽅自治体などの相談窓口に数多く寄せられているという現状がうか

がえる。さらに日本での就労を諦めて帰国しようにも、海外との往来は制限されており、

費用負担の問題から苦境は深まっている。 

 また、「緊急小口資金等の特例貸付」や「生活保護制度」も対象となる在留外国人は永

住者、定住者、日本人の配偶者等、特別永住者、難民認定を受けた者などに限定されてお

り、在留期間に制限のある外国人労働者は対象外となっている。 

 

以上のような背景から外国人労働者が日本国内で就転職しやすい環境を整えることは喫緊

の課題であり、本事業では特に発給されたビザと違う職種に再就職する際に必要となる

「特定技能測定試験」の対策や職業教育を中心として講座を構築し、これを支援してい

く。 

  

    在留外国人を取り巻く現状、課題とその解決策についての考察  

日本で就労している外国人労働者の数は、2019年10月末時点で165万8804人となってお

り、前年同期比13.6％も増加し、届出が義務化された2007年以来、過去最高を更新した。

在留資格別に見ると、定住者（主に日系人）、永住者、日本人の配偶者等の「身分に基づ

く在留資格」が約53.2万人（32.1％）で最も多く、次いで、開発途上国からの「技能実習

制度（以下、技能実習）」が38.4万人（23.1％）、留学生のアルバイト等の「資格外活

動」が37.3万人（22.5％）、「専門職・技術的分野の在留資格」が32.9万人（19.8％）の

順となっている。なお、国籍別の外国人労働者数（2019年10月末現在）では、中国が

418,327人（外国人労働者全体の25.2％）で最も多く、次いで、ベトナムが401,326 人（同

24.2％）、フィリピンが179,685人（同10.8％）、ブラジルが135,455人（同8.2％）の順と
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なっている。特に、最近はベトナムやネパールからの外国人労働者が大幅に増加している

状況である。 

 日本における外国人労働者の特徴は、長期間にわたる就労を⽬的としている専門職よ

り、資格外活動や技能実習のような短期間の在留資格で働く割合が全体の45.6％で高い割

合を占めている点であるが、新型コロナウイルス感染拡大の影響によりこういった層の外

国人労働者が苦境に立たされている。 

 これに対応し、出入国在留管理庁（入管庁）でも本年4月より救済策として、従来は許

されていない他職種への再就職を認めることとしたが、現実的には外国人労働者が全く未

経験の分野で再就職するのは難しいと考えられる。公的な統計で外国人労働者の失業件数

などが公表されているものはなく、正確な規模感は捉えられないが、報道ベースでは、生

活に困窮した外国人労働者や留学生からの相談が、在留外国人を支援するNPO法人や地⽅

自治体などの相談窓口に数多く寄せられているという現状がうかがえる。さらに日本での

就労を諦めて帰国しようにも、海外との往来は制限されており、費用負担の問題から苦境

は深まっている。 

 また、「緊急小口資金等の特例貸付」や「生活保護制度」も対象となる在留外国人は永

住者、定住者、日本人の配偶者等、特別永住者、難民認定を受けた者などに限定されてお

り、在留期間に制限のある外国人労働者は対象外となっている。 

 

以上のような背景から外国人労働者が日本国内で就転職しやすい環境を整えることは喫緊

の課題であり、本事業では特に発給されたビザと違う職種に再就職する際に必要となる

「特定技能測定試験」の対策や職業教育を中心として講座を構築し、これを支援してい

く。なお本取組においては業界の需要、求人の多さを勘案し、特定技能「外食」「介護」

を想定し制作をすすめる。 

 また、日本語学習やそれぞれの専門科⽬に加え、ビジネスマナーや日本における習慣と

いった、働くうえで必要となる技能の学び直しも行っていく。 
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第３節 具体的な取組 
 

    計画の全体像  

●2020年度の取組 

1.事業推進体制の整備と活動推進 

実施委員会の組織化と開催 

調査部会の組織化と開催 

 

2.実態調査の実施 

実態調査(1)の企画・設計・実施・分析 

実態調査(2)の企画・設計・実施・分析 

 

3.教育プログラムの開発 

カリキュラム2020年度版の策定 

シラバス2020年度版の策定 

 

4.事業成果のとりまとめ 

事業成果報告書の作成 

事業成果の公開 

 

●2021年度の取組 

1.事業推進体制の整備と活動推進 

実施委員会の開催 

開発・実証部会の組織化と開催 

 

2.日本語学校における実態調査 

 

3.教育プログラムの開発 

カリキュラム2021年度版の策定 

・専門科⽬シラバスの策定 

・教材プロトタイプ開発 

（講義用教材） 

・ｅラーニング教材プロトタイプ開発 

 

4.実証講座の計画立案と実施 

2021年度実証講座実施計画の策定 

実証講座の準備・運営 
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実証講座実施結果の検証 

 

5.事業成果のとりまとめ 

事業成果報告書の作成 

事業成果の公開 

 

 

●2022年度の取組 

1.事業推進体制の整備と活動推進 

実施委員会の開催 

開発部会の開催 

実証部会の開催 

 

2.教育プログラムの開発 

カリキュラム確定版の策定（2021年度版の改訂） 

・シラバス確定版の策定 

・指導ガイドライン確定版の作成 

・教材開発（2021年度版の改訂） 

（講義用教材・ＰＢＬ教材） 

・ｅラーニング教材開発 

 

3.実証講座の実施 

実証講座の準備・運営 

実証講座実施結果の検証 

 

4.事業成果のとりまとめ 

事業成果報告書の作成 

事業成果の公開 

事業成果報告会の開催
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    今年度の具体的活動  

(1) 事業推進体制の整備  

    事業推進の体制として、実施委員会及び部会を以下の通り組織化し、開催した。 

委員会名 実施委員会 調査部会 開発実証部会 

役割 

本事業の意思決定機関として、

事業の重要事項の検討と決定を

行うと共に、事業活動全体のマ

ネジメントを担当する。 

実施委員会の指揮の下、調査

に係る作業を担当する。 

実施委員会の指揮の

下、教育プログラムの企

画・実施・検証等に係る

実作業を担当する。 

今年度の活動 

(1) 事業計画・活動の決定 

(2) 開発教材の企画・分析 

(3) カリキュラムの基本設計 

(4) 次年度計画の立案 

(1)日本語学校における実態調

査 

(1) 専門科目に係るカリキ

ュラム作成 

(2)専門科目に係るシラバ

ス作成 

（3）教材プロトタイプ開発 

（講義用教材・ＰＢＬ教材） 

(4)ｅラーニング教材開発 

開催回数 ３回 ２回 ２回 

 

 

 (2) 実態調査の実施  

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)カリキュラム・シラバス開発 

共通科⽬の科⽬構成、時間数を検討した。さらに、実施形態（集合研修・ｅラーニング）

の具体化を進め、カリキュラム令和3年度版（科⽬構成・科⽬概要）と科⽬ごとのシラバ

ス令和3年度版（授業進行計画）を策定した。 

  

概要 協力企業・団体の協力のもと、全国327校の日本語学校に対して、日本語学校の現状に関す

るアンケート調査を行った。 

目的 日本語学校の実態を分析し、現状の日本語教育の実態と課題を浮き彫りにすることで、それら

を教育プログラムの内容に反映させる。これにより、教育プログラムを実施の当事者の意識や

意向に沿ったものへと仕上げていく。 

調査手法／時

期 

インターネット及び郵送によるアンケート調査（2022年2月） 
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 (4) 会議  

① 実施委員会（年度内 3 回） 

②開発実証部会（年度内2回） 

③調査部会（年度内2回）  

  

本事業活動を推進するにあたり、「実施委員会」の会議を開催した。実施委員会は、事業

計画・事業活動⽅針の策定、部会への作業指示、活動内容の承認・評価、活動成果の評価を

⽬的として開催した。 

また、本事業活動における教育プログラムの企画・実施・検証を行うため、「開発・実

証部会」の会議を、調査項⽬・⽅針の策定を行うため、「調査部会」をそれぞれ開催した。 
 

第 2 章にて今年度の活動の成果を報告する。  
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第２章 今年度の活動成果 

    今年度は、カリキュラム・シラバスの策定に生かすため「日本語学校における実態調査」

を行い。それをもとに今年度版のカリキュラム、シラバスの作成を行った。 

以下、各成果を詳説する。  

   

第１節 調査 
 

    調査内容  

  １調査の概要 

⽬的 日本語学校の実態を分析し、現状の日本語教育の実態と課題を浮き彫りにするこ

とで、それらを教育プログラムの内容に反映させる。これにより、教育プログラ

ムを実施の当事者の意識や意向に沿ったものへと仕上げていく。 

調査手法／時期 インターネット及び郵送によるアンケート調査（2022年2月） 

 

 

２ 調査対象者 

 (1) アンケート送付数と回答数 

調査対象 アンケート送付先 327校 回答数 

① 日本語学校 264 67 

② 大学 日本語科 63 9 
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３ アンケート協力願い 

以下に実際に送付した「ご協力願い」を示す。 

 

 
令和 4年 2月吉日 

各位 

 

合同会社LPエデュケーション 

代表社員 白井 理一朗 

 

文部科学省委託事業「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」に関する 

調査ご協力のお願い 

  

 皆様におかれましては日々ご清栄のことと存じます。 

 この度、私ども合同会社LPエデュケーションでは文部科学省の令和３年度「専修学校リカレント教育総合推進

プロジェクト」事業において「コロナ失業した在留外国人労働者救済のための職業教育支援事業」企画が採択され

ました。この事業は新型コロナウイルス感染症拡大に伴い職を失った在留外国人の再就職支援に関する学びのカリ

キュラム開発及び実証を３か年にわたり行ってまいります。 

つきましては、日本語学校の概況や就労希望者に対する教育実施状況を分析し、開発する教育プログラムをより

有用性の高いものにするため、本年度の計画にあります「実態調査」を下記の概要で実施いたします。ご多忙の折

とは存じますが、ご理解の上、ご協力いただければ幸甚でございます。何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

調査対象 留学生受け入れのある日本語学校等 

調査期間 2022年2月21日まで 

調査⽅法 WEBによるアンケート調査 

回答⽅法 下記のWEB回答フォームからご回答をお願いいたします。 

下記のURLアドレスもしくは、QRコードを読み取っていただきますようお願い申し上げます。 

以上 

WEB回答フォーム 

＜URL＞       

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnW0-

QFtA4BXm6FUwm26a_QyxBHjQNFYw8Gjezg2i7f2LWmw/viewform?usp=sf_link 

 

 

 

 

なお、いただきました情報につきましては調査⽬的以外には使用しません。 

 

 

 

 

 

＜QRコード＞ 
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４ アンケートの内容と回答 

 

 日本語学校における教育および留学生の状況等に関する調査 
1．日本語学校における留学生の在籍状況について 

2．日本語学校の教育概況について 

3．日本語学校の特に就労を⽬指す留学生に対する教育実態と課題について 

 

 

 

76 件の回答 

 
 

【問2】所属する学習者のおおよその国籍比率を教えてください 

 

ネパール９０％、ベトナム１０％ （2022年4月） 

中国30％、ベトナム20％、モンゴル20％、その他（ウズベキスタン、スペインなど）30％ 

中国100％ 

中国６０％ ベトナム３０％ モンゴル１０％ 

中国45%、アメリカ10％、インドネシア、フランス、韓国、香港、ロシア、台湾は3％、その他の国籍26か国1～

2％ 

中国２０％、フランス１５％、アメリカ５％、インド５％、・・・ 

中国５０％、その他アジア２５％、欧米２５％ 

中国80%モンゴル5%ベトナム10%その他5％ 

おおむねベトナム50％、中国30％、その他20％ 

中国８０％、ベトナム１５％、モンゴル３％、パキスタン２％。 

中国83％、マレーシア14％、その他3％ 

ベトナム50% 
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アジア（台湾、香港、中国、韓国、インド、モンゴル等）42%、ヨーロッパ（フランス、ドイツ、スイス、ロシ

ア、イギリス等）41%、北米9%、中南米（メキシコ、ブラジル）5%、オセアニア1%、それ以外2% 

中国100％ 

中国60％ 韓国8％ 台湾8％ ベトナム15％ フィリピン5％ その他4％ 

中国100％ 

ベトナム38％、中国22％、インドネシア22％、インド6％、台湾5％、その他7％ 

今年度は新型コロナウイルスのため開講していない。昨年はベトナム80％、バングラデシュ20％ 

中国90%、ベトナム5%、その他5% 

中国7割 スリランカ1割 ベトナム1割 

中国10%、ベトナム80%、イラン10% 

ベトナム90％中国10％ 

ベトナム45％、中国25％、他ウズベキスタン、モンゴル、スリランカ 

中国55％ ベトナム24% 韓国7% ロシア6% フィリピン3% タイ2% ウズベキスタン2% 英国1% 

  

中国70％、ベトナム20％、その他10％ 

中国27%、イタリア15%、ロシア15％、ドイツ12％、スペイン7％ 

ネパール 60% スリランカ 33% ベトナム 10% 

ベトナム60%、中国40% 

中国80%、ベトナム20％ 

中国50％、ネパール10％、台湾10％、フィリピン10％、パキスタン10％、スリランカ10％ 

ベトナム65％、ネパール35％ 

中国100％ 

ベトナム85％、中国10％、バングラデシュ5％ 

中国54％、ベトナム31％、モンゴル8％、ロシア2％、その他4％ 

コロナ後→ベトナム90% 中国10% 他フィリピン、インドネシア 

ベトナム45%、ネパール30%、インドネシア10%、中国10%、その他5% 

中国100% 

ネパール30%、ミャンマー30%、インドネシア15%、ベトナム15%、その他10% 

ベトナム30%、ネパール20%、バングラデシュ20%、その他30% 

中国99％、ベトナム1％ 

中国４０％ ベトナム５０％ その他 １０％ 

ベトナム80%、中国20% 

中国100% 

中国55%、台湾8%、香港7%,、その他 

中国85％、ベトナム５％、韓国５％、その他５％ 

ベトナム20ミンマ20ネパール20インドネシア15 

中国70％、ベトナム20％、その他10％ 

中国66%、台湾22%、ベトナム6%、その他6% 

中国頭35%、、ベトナム30%、アフリカ20%、スリランカ20%、ネパール15% 

中国85%, OECD 10%, ベトナム5% 
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インドネシア3.64%、ウズベキスタン1.82%、スリランカ8.18%、ネパール17.27%、バングラデシュ0.91%、ベト

ナム63.64%、モンゴル2.73%、ロシア0.91%、中国0.91% 

ネパール54％ ベトナム21%  中国4%  インドネシア3%  スリランカ3%  タジキスタン3%  キルギス3% 

ベトナム30, モンゴル30,中国20,ブラジル10,その他10% 

中国90％、ベトナム10％ 

中国60％、ベトナム40％ 

中国43％、ベトナム17％、ロシア7％、モンゴル6％、その他27％ 

ネパール50％、ベトナム32％。その他18％ 

中国７０、ベトナム２０、モンゴル１０ 

ミャンマー100% 

中国75％、ベトナム20％、その他5％ 

中国12.5％、ベトナム72.5%、その他15% 

ベトナム68％、ネパール22％、ミャンマー6％、中国3％、モンゴル1％ 

中国10%  バングラ10% バングラ3% 

残りベトナム  

マレーシア81％、中国5％、インドネシア2％、モンゴル2％、トルコ2％、その他8％ 

中国100％ 

中国６４％ ベトナム２７％ 韓国９％ 

ベトナム63% 中国25% バングラディシュ12% 

ブラジル60  欧米20 アジア20 

中国95%、その他ネパール、モンゴル 

中国41％ ﾍﾞﾄﾅﾑ54％ その他5％ 

バングラデシュ60%、ベトナム10%、中国10%、パキスタン10%、マリ10% 

ベトナム60%、フィリピンと中国それぞれ10%、あとは10%未満で、ネパール、ウズベキスタン、インド、スリ

ランカ 

中国86％、ネパール8％、台湾1％、マレーシア1％、インド1％ 
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【問7】【問6で「技術人文知識国際業務」を選択された方】そのコースの修業年限はどのぐらいで

すか。該当するものを全て選んでください 

【問8】【問6で「技術人文知識国際業務」を選択された方】就職のために行なっている授業内容で

該当するものを全て選んでください 
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【問12】【問6で「技術人文知識国際業務」を選択された方】指導上のお悩みや難しい点を教えてください 

8 件の回答 
・基本（オンライン面接の際、PCなどを準備しておく）というようなことができない学生がいる、京都が非常に好

きな学生がいる反面、日本が無理なら母国でと切り替えが早い 

・学生の就活状況の把握 

・企業が未だ日本人と同等の日本語力を求めている点 

・就職活動延長の特定活動の学生指導と体制 

・就職先でのトラブルはなにか熟知できていないため、的確な指導とその方法情報が乏しい。多岐にわたる

為。 

・まだ作ったばかりのコースなので実際に始まっていないのですが、指導教員の経験不足、知識不足が心配

です。 

・留学生一人一人の希望職種の違うので、面接対策や、志望理由指導が難しい 

・就職に関する最新情報、募集情報の入手、また最新専門分野理解への知識不足 

 

【問10】【問6で「技術人文知識国際業務」を選択された方】その授業を行う者の指導経験や知識は

十分だと思いますか 

【問11】【問6で「技術人文知識国際業務」を選択された方】学生が就職する先で多い業種を3つ選んでく

ださい 
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【問13】【問6で「特定技能」を選択された方】そのコースの修業年限はどのぐらいですか。該当す

るものを全て選んでください 

【問14】【問6で「特定技能」を選択された方】コースでは対応している分野を限定していますか。

している場合は該当するものを全て選んでください 

【問15】【問6で「特定技能」を選択された方】特定技能評価試験の試験対策実施状況について教え

てください 
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【問17】【問15で「おこなっている」を選択された方】その対策授業を行う者の指導経験や知識は十

分だと思いますか 

【問18】【問15で「おこなっている」を選択された方】対策授業を受講する学生の日本語能力は、対

策授業を行うのに十分なレベルですか 
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【問20】【問6で「特定技能」を選択された方】指導上のお悩みや難しい点を教えてください 

5 件の回答 
・技能テストの申し込み、実施時期と就職活動のタイミング 

・コースは開設されているがまだ受入れは始まっていない 

・これからなので研究中 

・技人国と同じくできたばかりのコースなので、実際にはこれからですが、学生募集に苦労しています。  

・受入先企業との提携や最新募集情報入手が有料化が多い 

 

 

 

 
 

【問19】【問6で「特定技能」を選択された方】特定技能評価試験対策以外に、就職のために行なっ

ている授業内容で該当するものを全て選んでください 

【問21】【問5「就職を目的とするコースはありますか」で「ある」と回答した方】コロナ以前と以後

とを比較した学習者の就職者数についてご回答ください 
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【問23】【問22で「変化した」と回答した方】変化の傾向を簡潔にご回答ください4 件の回答 
・以前は選択肢が十分にあったが、コロナ以降は厳しい状況 

・特定技能希望者が増えた。 

・IT以外の分野で、就職が難しい傾向があった 

・観光業希望減少 

 

 

 

 

【問22】【問5「就職を目的とするコースはありますか」で「ある」と回答した方】コロナ以前と以後

とを比較した学習者の就職分野についてご回答ください 

【問24】卒業生からコロナにより失業してしまったので仕事を紹介してほしい等の相談を受けましたか 
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【問29】初対面の外国人と話したとき、日本語が上手だと感じる要素で一番重要なのは次のうちどれで

すか 
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【問36】【問35で「はい」と回答した方】オンライン授業を行った時に、オフライン授業と比べて学

習者の日本語能力が伸びなかったものを3つ選んでください 
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【問39】問1~問38までの設問以外に特記事項がある場合はこちらにご自由にお書きください。また、ご質問

やご不明点がございましたら、こちらに記入してください。ご希望の場合は、学校・企業名も併せてご記入くだ

さい  6 件の回答 

・自律学習アプリのご案内ですが、メールでお願いいたします。 

・専門学校の日本語科とIT経済学科の留学生の数も入っています。 

・日本語学校として特定技能に関する登録機関登録の認定を受けていますが、これからは特定分野の教

育をどうやればよいのでしょうか？ 

・就職については通常のコースではなく、週3回のオンラインコースとして回答しました。 

・特になし 

・自立学習アプリは興味あるが、費用が問題。 

 

【問37】音声を中心に発音練習やJLPT対策、特定技能評価試験などが勉強できる自律学習アプリに興

味がありますか 

【問38】【問37で「はい」と回答した方】上記アプリについてご連絡やご案内をすることは可能ですか 
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第２節 カリキュラム・シラバス編成の検討・開発 
 

    検討⽅針  

    調査結果をもとに、今年度事業計画を一部変更し、より実態に沿う形でのシラバス・カ

リキュラムの策定に取り組んだ。 

 

    カリキュラム・シラバス（2021年度版） 

    開発したカリキュラムとシラバスについて、以下に示す。 

＜2021年度カリキュラム案＞ 

科目名 概要 時間数 

（共通） 

日本語能力 

日本語能力検定試験N2レベルの日本語能力を身につけるための学習を

行う 

＜日本の職場でのコミュニケーション＞ 

■教育手法：ｅラーニング 

30時間 

（共通） 

職業教育１  

日本における、ビジネスマナーやビジネススキルの基礎を学ぶ 

■教育手法：ｅラーニング 10時間 

（共通） 

職業教育２  

リーダーシップ、プロジェクトマネジメントを学ぶ 

■教育手法：ｅラーニング 20時間 

（外食） 

衛生管

理 

（介護） 

介護の基

本 

こころとか

らだのしく

み 

一般衛生管理に関する知識、

HACCPに関する知識、食中毒に関

する知識 

■教育手法：ｅラーニング 

人間の尊厳と自立  

こころとからだのしくみ 

■教育手法：eラーニング 
10時間 

（外食） 

公衆衛

生 

（介護） 

コミュニケ

ーション技

術 

調理に関する知識、食材に関する

知識、調理機器に関する知識 

■教育手法：ｅラーニング 

コミュニケーションの基本 、利用者と

のコミュニケーション、チームのコミュ

ニケーション 

■教育手法：eラーニング 

10時間 

（外食） 

接客技

術 

（介護） 

生活支援 

技術 

 

接客サービスに関する知識、食の

多様化に関する知識、クレーム対応

に関する知識 

■教育手法：ｅラーニング 

移動・食事・排泄・みじたく・入浴・清潔

保持家事の介護技術 

■教育手法：集合研修、eラーニング 

10時間 

（専門）実践ＰＢＬ 

教育プログラムの総仕上げとして、専門科目の内容をプロジェクト型演習

（PBL）で学習する。これにより実技試験の対策とする。 

■教育手法 集合研修（講義・PBL演習） 10時間 
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＜2021年度学習シラバス案＞ 

コース名 ビジネススキルアッププログラム（介護） 

対象 在留外国人 

コース概要 
日本語能力の再確認とレベルアップ、基本的な職業教育（共通科⽬）、及び特定技能試験

に向けた専門知識を学習する科⽬群（専門科⽬）で構成。 

学習時間 100時間 

到達⽬標 N2レベルの日本語能力の習得及び特定技能評価試験（介護）合格 

学習計画 

＜職業教育＞ 

■日本語能力養成（30時間） 

日本語能力検定試験N2レベルの日本語能力を身につけるための学習を行う 

■職業教育１（10時間） 

日本における、ビジネスマナーやビジネススキルの基礎を学ぶ 

■職業教育２（20時間） 

中堅管理職レベルのビジネススキルを学ぶ。 

＜特定技能対策＞ 

■介護の基本■こころとからだのしくみ（10時間） 

人間の尊厳と自立 、介護職の役割 

介護における安全の確保とリスクマネジメント 

介護を必要とする人の理解（老化・障害・ 認知症） 

■コミュニケーション技術（10時間） 

コミュニケーションの基本 、利用者とのコミュニケーション 

チームのコミュニケーション 

■生活支援技術（10時間） 

移動・食事・排泄・みじたく・入浴・清潔保持家事の介護技術 

■実践PBL（10時間） 

教育プログラムの総仕上げとして、専門科⽬の内容をプロジェクト型演習（PBL）で学習 

テキスト 
介護の特定技能評価試験学習用テキスト（日本介護福祉士会） 

オリジナルテキスト（上記公式テキストのガイドブック） 

評価⽅法 学習項⽬毎に評価 

備考   
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コース名 ビジネススキルアッププログラム（外食） 

対象 在留外国人 

コース概要 
日本語能力の再確認とレベルアップ、基本的な職業教育（共通科⽬）、及び特定技能試験

に向けた専門知識を学習する科⽬群（専門科⽬）で構成。 

学習時間 100時間 

到達⽬標 N2レベルの日本語能力の習得及び特定技能評価試験（外食）合格 

学習計画 

＜職業教育＞ 

■日本語能力養成（30時間） 

日本語能力検定試験N2レベルの日本語能力を身につけるための学習を行う 

■職業教育１（10時間） 

日本における、ビジネスマナーやビジネススキルの基礎を学ぶ 

■職業教育２（20時間） 

中堅管理職レベルのビジネススキルを学ぶ。 

＜特定技能対策＞ 

■衛生管理（10時間） 

一般衛生管理に関する知識、HACCPに関する知識、食中毒に関する知識 

■公衆衛生（10時間） 

調理に関する知識、食材に関する知識、調理機器に関する知識 

■接客技術（10時間） 

接客サービスに関する知識、食の多様化に関する知識、クレーム対応に関する知識 

■実践PBL（10時間） 

教育プログラムの総仕上げとして、専門科⽬の内容をプロジェクト型演習（PBL）で学習 

テキスト 
外食業技能測定試験学習用テキスト（一般社団法人日本フードサービス協会） 

オリジナルテキスト（上記公式テキストのガイドブック） 

評価⽅法 学習項⽬毎に評価 

備考   
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●カリキュラム（2021年度概要版） 

 
《共通科目・日本語能力》 

学習時間 30時間 

学習テーマ 日本語能力  

学習目標 日本語能力検定試験N3レベルの日本語能力を身につけるための学習を行う 

学習内容 Eラーニング Chapter 1 就職活動の日本語 

・応募メールを送る 

・電話で問い合わせをする 

・面接での自己紹介 

・面接での志望動機の伝え方 

・面接での将来の目標の伝え方 

理解度チェック01 

 

Chapter 2 報告・連絡・相談の日本語 

・聞いたことや話し合った内容の確認をする 

・理由とともに実行したことを報告する 

・他者からの伝言、他者の様子の伝え方 

・状況を伝えて相談する 

・会議で皆が気づいていないことを伝える 

理解度チェック02 

 

Chapter 3 謝罪の日本語 

・謝罪のバリエーションを理解する 

・謝罪をして、再発防止を伝える 

・謝罪をして、今後の対応を伝える 

・理由とともに謝罪を伝える 

・謝罪の表現を使い感謝を伝える 

理解度チェック03 

 

Chapter 4 注意・指導の日本語 

・注意・指導のバリエーションを理解する 

・注意・指導を受けるときに使われる表現を理解する 

・注意・指導を自分から部下に対して行う 

・理由とともに注意・指導を伝える 

・注意・指導を自分から同僚や上司に対して行う 

理解度チェック04 

 

Chapter 5 提案の日本語 

・おすすめを伝える 

・柔らかい表現を使い提案を行う 

・確信を持って提案をする 

・提案するために状況を整理する 

・援助を提案する 

理解度チェック05 

 

Chapter 6 依頼の日本語 

・依頼表現のバリエーションを理解する 

・部下に対して協力を依頼する 

・同僚や上司に対して協力を依頼する 

・取引先に対して検討などを依頼する 

・緊急性の高い要件に対応してもらえるよう依頼する 

理解度チェック06 

 

Chapter 7 断る日本語 

・断る表現のバリエーションを理解する 

・相手が不快な気持ちにならないように柔らかく断る 
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・曖昧な態度ではなく、はっきりと断る 

・断るときのテクニック 

理解度チェック07 

 

使用教材 本事業において2022年度に開発するテキスト 

評価方法 理解度チェックテスト 
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《共通科目・職業教育（初級）》 

学習時間 10時間 

学習テーマ ビジネススキル基礎 

学習目標 日本における、ビジネスマナーの基礎を学ぶ 

学習内容 Eラーニング Chapter 1 話し方のマナー 

 Section 1 敬語と言葉づかい 

  Topic 1 敬語と言葉づかいの基本 

  Topic 2 尊敬語・謙譲語・丁寧語・美化語 

  Topic 3 敬語の事例(1) 

  Topic 4 敬語の事例(2) 

 Section 2 話し方・聴き方 

  Topic 1 好感をあたえる話し方 

  Topic 2 聞き上手になる聴き方 

理解度チェック01 

 

Chapter 2 接客マナー 

 Section 1 基本 

  Topic 1 心構えと準備 

  Topic 2 名刺の扱い方 

  Topic 3 席次 

 Section 2 訪問時 

  Topic 1 到着前 

  Topic 2 受付・玄関で 

  Topic 3 コート・鞄 

  Topic 4 待つ間 

  Topic 5 紹介 

  Topic 6 面談中 

  Topic 7 辞去 

 Section 3 来客応対 

  Topic 1 来客応対は職場全体で 

  Topic 2 迎え方 

  Topic 3 案内 

  Topic 4 担当者到着まで 

  Topic 5 面談中 

  Topic 6 見送り 

理解度チェック02 

 

Chapter 3 仕事の基本的な進め方 

 Section 1 報連相 

  Topic 1 報告・連絡(1) 

  Topic 2 報告・連絡(2) 

  Topic 3 相談 

 Section 2 仕事の手順 

  Topic 1 ＰＤＣＡ(1)Plan 

  Topic 2 ＰＤＣＡ(2)Do，Check，Action 

 Section 3 会議の進め方 

  Topic 1 準備 

  Topic 2 進行と参加のマナー 

理解度チェック03 

 

Chapter 4 電話とＥメールのマナー 

 Section 1 心構え 

  Topic 1 心構え 

 Section 2 電話をかける 

  Topic 1 かける前の準備 

  Topic 2 好感を得る電話応対 

  Topic 3 アポイントの取り方 
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 Section 3 電話を受ける 

  Topic 1 受けるときのポイント 

  Topic 2 取り次ぎとメモのポイント 

 Section 4 情報機器使用時のマナー 

  Topic 1 携帯電話のマナー 

  Topic 2 Ｅメールのマナー 

理解度チェック04 

 

Chapter 5 ビジネス文書のマナー 

 Section 1 ビジネス文書の形式 

  Topic 1 ビジネス文書の基本ポイント 

  Topic 2 ビジネス文書のフォーム 

  Topic 3 宛名の書き方 

 Section 2 定型文と決まり文句 

  Topic 1 時候の挨拶 

  Topic 2 前文と末文 

 Section 3 ＦＡＸ送信 

  Topic 1 ＦＡＸ送信のマナー 

理解度チェック05 

使用教材 本事業において2022年度に開発するテキスト 

評価方法 理解度チェックテスト 
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《共通科目・職業教育（上級）》 

学習時間 20時間 

学習テーマ リーダーシップ、プロジェクトマネジメントを学ぶ 

学習目標 職場における中堅管理者の育成 

学習内容 Eラーニング Chapter 1 コーチング 

 Section 1 事例で学ぶコーチング入門 

 

Chapter 2 部下育成 

 Section 1 新入社員の教育法 

 Section 2 入門・部下の育て方 

  Section 3 パート・アルバイトの育成法を学ぶ 

  Section 4 部下のストレス対策を学ぶ 

  Section 5 部下のモチベーションアップ術を学ぶ 

  Section 6 「叱り方＆育て方」(初級) 

  Section 7 「叱り方＆育て方」(上級) 

  Section 8 メンバーの育成方法を学ぶ 

Section 9 効果的な部下の指導法を学ぶ 

 

Section 10 上手なほめ方・しかり方 

 

Chapter 3 リーダーシップ 

Section 1 リーダーシップの発揮法を学ぶ 

Section 2 リーダーシップとは？(初級) 

Section 3 リーダーシップとは？(中級) 

Section 4 リーダーシップのノウハウを知る 

 

 

Chapter 4 内部統制 

Section 1 内部統制の基礎知識 

Section 2 内部統制における評価と報告を学ぶ 

Section 3 従業員のための内部統制入門 

Section 4 やさしい内部統制の基礎 

Section 5 内部統制の基礎知識 

Section 6 リスクマネジメントとは？(初級) 

Section 7 リスクマネジメントとは？(中級) 

Section 8 内部告発制度の構築と対応を学ぶ 

 

Chapter 4 組織・マネジメント 

Section 1 業務分析の手法と業務の可視化 

Section 2 現場が活性化する情報化の推進法 

Section 3 コミュニケーション能力で高める 

Section 4 システム開発の標準手順とその応用 

Section 5 生産計画と生産統制を知る 

Section 6 マネジメント・プロセスとは 

Section 7 プロジェクトマネジメントとは 

Section 8 モチベーションのコントロール法 

Section 9 コミュニケーションスキルを学ぶ 

 

 

 

 

使用教材 本事業において2022年度に開発するテキスト 

評価方法 理解度チェックテスト 

 

  



33  

  

 

 

《専門科目・外食分野①》 

学習時間 10時間 

学習テーマ 外食分野①衛生管理 

学習目標 一般衛生管理に関する知識、HACCPに関する知識、食中毒に関する知識を習得する 

学習内容 Eラーニング Chapter 1 基本的な衛生管理の知識 

・食中毒に関する基礎知識 

・食中毒予防３原則 

・食中毒をひきおこす代表的な細菌やウイルス 

 

Chapter 2 一般的衛生管理の知識 

・原材料の受入れの確認 

・冷蔵・冷凍庫の温度の確認 

・交差汚染・二次汚染の防止 

・調理器具などの洗浄・消毒・殺菌 

・トイレの洗浄・消毒 

・従業員の健康管理・衛生的な作業着の着用など 

・衛生的な手洗いの実施 

・清掃管理（調理場）及び廃棄物処理について 

 

Chapter 3 HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の知識（重要管理のポイ

ント） 

・HACCPの考え方を取り入れた衛生管理とは 

・重要管理のポイントについて 

・グループ１：「加熱しないもの」の管理方法について 

・グループ２：「加熱するもの」の管理方法について 

・グループ３：「加熱と冷却をくりかえすもの」の管理方法について 

・その他の重要な管理ポイントについて 

・衛生管理の記録について 

 

使用教材 外食業技能測定試験学習用テキスト（日本フードサービス協会） 

評価方法 確認テスト 
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《専門科目・外食分野②》 

学習時間 10時間 

学習テーマ 外食分野②飲食物調理 

学習目標 調理に関する知識、食材に関する知識、調理機器に関する知識を習得する 

学習内容 Eラーニング Chapter 1 食材（原材料）に関する知識 

・肉類について 

・魚介類について 

・野菜・果実類について 

 

Chapter 2 下処理に関する知識 

・下処理の目的 

・野菜の下処理について 

・魚介類の下処理について 

 

Chapter 3 各調理方法に関する知識 

・加熱調理 

・非加熱調理 

 

Chapter 4 調理機器、調理器具・備品などに関する知識 

・調理機器について 

・調理器具・備品について 

・計測機器類について 

 

Chapter 5 労働安全衛生に関する知識 

・調理場における労働安全衛生 

・調理機器、調理器具・備品の取扱いについて 

・その他、器具・備品の取扱いについて 

・火災防止対応 

 

使用教材 外食業技能測定試験学習用テキスト（日本フードサービス協会） 

評価方法 確認テスト 
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《専門科目・外食分野③》 

学習時間 10時間 

学習テーマ 外食分野③接客全般 

学習目標 接客サービスに関する知識、食の多様化に関する知識、クレーム対応に関する知識を習得する 

学習内容 Eラーニング Chapter 1 接客に関する知識 

・接客サービスについて 

・接客における基本動作 

・食事のマナーについて 

・配慮が必要なお客様への対応 

・適切な配膳（サービング）について 

・接客基本用語とその使つかい方 

 

Chapter 2 食に関する知識 

・食物アレルギーについて 

・お酒の取扱いについて 

・栄養について 

・味覚について 

・食の多様化について 

 

Chapter 3 店舗管理に関する知識 

・営業準備、閉店作業 

・清掃作業（調理場以外） 

・現金とキャッシュレス決済の知識 

 

Chapter 4 クレーム対応に関する知識 

・お客様からのクレームに対する対応 

・異物混入発生時の対応 

 

Chapter 5 緊急時の対応に関する知識 

・体調不良者が発生した場合の対応 

・災害が発生した場合の対応 

 

使用教材 外食業技能測定試験学習用テキスト（日本フードサービス協会） 

評価方法 確認テスト 
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《専門科目・介護分野①》 

学習時間 10時間 

学習テーマ 介護分野①介護の基本、こころとからだのしくみ 

学習目標 介護に関する基本的な知識の習得 

学習内容 Eラーニング （1）介護の基本 

chapter 1 介護における人間の尊厳と自立 

・尊厳を支える介護 

・自立支援 

・生活の理解 

 

chapter 2 介護職の役割 職業倫理 

・介護職の職業倫理 

・多職種連携 

・介護サービス 

 

chapter 3 介護における安全の確保とリスクマネジメント 

・介護における安全の確保 

 

（2）こころとからだのしくみ 

chapter 1 こころとからだのしくみの理解 

・こころのしくみの理解 

・からだのしくみの理解 

 

chapter 2 介護を必要とする人の理解 

・老化の基礎的理解 

・障害の基礎的理解 

・認知症の基礎的理解 

 

使用教材 介護の特定技能評価試験学習テキスト（日本介護福祉協会） 

評価方法 確認テスト 
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《専門科目・介護分野②》 

学習時間 10時間 

学習テーマ 介護分野②コミュニケーション技術 

学習目標 介護に関するコミュニケーション技術について学ぶ 

学習内容 Eラーニング chapter 1 コミュニケーションの基本 

・コミュニケーションの意義 

・情報を伝達する手段 

・コミュニケーションの技術 

 

chapter 2 利用者とのコミュニケーション 

・話を聴く技法（積極的傾聴の技法） 

・説明と同意（インフォームドコンセント） 

・利用者の状態に応じたコミュニケーション 

 

chapter 3 チームのコミュニケーション 

・記録による情報の共有化の基礎的理解 

・報告・連絡・相談 

・移乗・移動介護の実際 

 

使用教材 介護の特定技能評価試験学習テキスト（日本介護福祉協会） 

評価方法 確認テスト 
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《専門科目・介護分野③》 

学習時間 10時間 

学習テーマ 介護分野③生活支援技術 

学習目標 介護に関する生活支援技術について学ぶ 

学習内容 Eラーニング chapter 1 移動の介護 

・移動の意義 

・移動に関連したこころとからだのしくみ 

 

chapter 2 食事の介護 

・食事の意義 

・食事に関連したこころとからだのしくみ 

・食事の介護の実際 

 

chapter 3 排泄の介護 

・排泄の意義 

・排泄のしくみ 

・尿と便の形状や量 

・排泄の介護の用具 

・機能の低下、障害が及ぼす排泄への影響（失禁・便秘・下痢） 

・排泄行動のプロセス 

・排泄の介護の実際 

 

chapter 4 みじたくの介護 

・みじたくの意義 

・みじたくに関連したこころとからだのしくみ 

・衣類の着脱の介護の実際 

・洗顔、整髪、ひげそり、爪きり、化粧の介護 

・口腔ケア 

 

chapter 5 入浴・清潔保持の介護 

・入浴・清潔保持の意義 

・入浴・清潔保持に関連したこころとからだのしくみ 

・乳直・清潔保持の実際 

 

chapter 6 家事の介護 

・家事の意義 

・家事の介護の実際 

・住環境の整備 

 

使用教材 介護の特定技能評価試験学習テキスト（日本介護福祉協会） 

評価方法 確認テスト 
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《専門科目・外食/介護分野④PBL学習》 

学習時間 10時間 

学習テーマ 外食/介護分野④実践ＰＢＬ 

学習目標 教育プログラムの総仕上げとして、専門科目の内容をプロジェクト型演習（PBL）で学習する。こ

れにより実技試験の対策とする。 

学習内容 集合学習 （外食分野） 

接客全般 

 

（介護分野） 

生活支援技術 

 

使用教材 本事業において開発するPBL用資料 

評価方法 確認テスト 
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第３節 実施委員会、開発・実証部会、調査部会 

               第１項  実施委員会（年度内 3回） 

本事業活動を推進するにあたり、「実施委員会」の会議を開催した。実施委員会

は、事業全体の事業計画・⽅針の検討・策定、および各事業活動の活動⽅針・内容の検

討や活動成果の評価、成果の普及・展開⽅法に関する検討等を行うことを⽬的とし

て設置された。この会議での検討事項は次の通りである。  

  

・事業計画・事業活動⽅針の策定  

    事業計画書に基づき本事業全体の実施⽅針や活動項⽬、実施スケジュールについて検

討・策定する。  

    実施日と参加者は下記の通り。 

回数 実施日 参加者 

１回 2021/8/30 松本、市川、神、市村、アン、唐沢、綴木、飯塚、朴 

２回 2021/12/23 松本、市川、神、高山、綴木、飯塚 

3回 2022/2/25 松本、市川、神、高山、市村、アン、唐沢、綴木、飯塚 

 

第２項  開発・実証部会、調査部会（年度内各 2 回） 

本事業活動における開発の⽅針決定や実証を行うため、「開発・実証部会」の会議を調

査における⽅針決定や結果についての考察を行うため、「調査部会」を開催した。開発・実

証部会は、本事業活動における開発の⽅針決定や実証を行うため設置された。この部会で

の検討事項は次の通りである。 

 

＜開発実証部会＞ 

・本事業活動における開発の⽅針決定 

・本事業活動における開発の⽅針決定を行う。   

実施日と参加者は下記の通り。 

 

  ＜開発・実証部会＞ 

回数 実施日 参加者 

１回 2021/9/13 松本、市川、神、綴木、飯塚 

2回 2021/12/3 松本、市川、神、綴木、飯塚 

 

 

＜調査部会＞ 

・本事業活動における調査の⽅針決定 

・本事業活動における調査の⽅針決定を行う。 
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実施日と参加者は下記の通り。 

 ＜調査部会＞ 

回数 実施日 参加者 

１回 2021/9/3 松本、市川、神、綴木、飯塚 

2回 2021/12/17 松本、市川、神、綴木、飯塚 
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第3章 成果物資料  

 

専門科⽬＜外食分野＞テキストガイドブック 
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 本報告書は、文部科学省の教育政策推進事業委託費による委託事業とし

て、合同会社LPエデュケーションが実施した令和3年度「専修学校リカレン

ト教育総合推進プロジェクト」の成果をとりまとめたものです。 

 

 


