
 

 

 
 
 
 

 

調査期間 ： 2021年６月 23日〜7月 25日 

回答数 ： 572名   方法 ： Google foam 

（大学生３２５名 大学院生３３名 専門学校生 129名 日本語学校生 85名） 

主催： 公益社団法人ベトナム協会 ・ 在日ベトナム学生青年協会 

 

1. あなたが学んでいる教育機関は次のうちどれですか 

        
 

2. あなたの日本語能力を教えてください 

 

公益社団法人ベトナム協会 調査研究事業 

＜コロナ禍＞ ベトナム人留学生の生活実態調査報告書  

公益社団法人ベトナム協会は、在日ベトナム学生青年協会と共同で、コロナ禍 「ベトナム人留学生の

生活実態調査」を無記名のアンケート形式で行いました。 

ベトナム人留学生は、アルバイト先が無くなり、学資金や家賃の支払いに困窮している留学生が増加し

ていることは承知していましたが、今回はじめてその実態がデータとしてわかりましたのでご報告致しま

す。 また、後半には留学生の切実な声がたくさん上がっています。是非ご覧ください。 

325 人 

33 

129 

85 

取得日本語能力 

N1  24.3%   139人  

N2  45.8%   262 

N3   21.3%     122 

N4     6.6%      38 

N5     2.0%      11 



 
3. あなたのお住いの都県をお答えください 

 
 

4. あなたの現在のお住まいについて教えてください 

 

 
  

 

全国から回答を頂きました。（お住まいの都県） 

 

 東京都 ３８％ 埼玉県 11.3％ 千葉県 8.6％ 

 大阪府 7.7％ 福岡県 4％ 京都府 4％ 

 神奈川県 3.5％ 愛知県 3.3% 茨城県 3%  

 

アパート    389人    

学生寮     103 

シェアハウス    52 

マンション         14 

その他             14  



5. 現在のアルバイトの状況について教えてください （比較はコロナ以前とです） 

 

 
 
6. 現在のアルバイト収入は月にいくらぐらいですか 

 

 
 
 
 
7. アルバイト収入が減った分は、どんな方法で賄っていますか （複数回答可） 

 

 
 

アルバイトの状況 

３５％の留学生がアルバイト収入 50～70％減少している。  

1 か月のアルバイト収入 
約３０％の留学生が、収入なし～5万円以下 
 
 8～10万円以上     ５０％ 
 ５～７万円          ２1％ 
 収入なし～５万円以下 ２９％ 

アルバイトの減収対策    食費の節約 51％、 友達からお金を借りてる 24％ 

 



 
8. アルバイト収入の使い道について、割合の多い順に順位をつけてください 

（１は一番多い、６は一番少ない）          （複数回答可） 

 

 

 
 

 

 

9. あなたは、困ったことが起きた場合は、誰に相談しますか 

  友人        家族       誰もいない    先生・学校       恋人    誰にも言わない  その他 

 

267

人 

困ったことが起きた場合、 

誰に相談するか 

 
「友人」が最も多く 47％、次いで「家族」が３５％と 

予想に近い数字でした。 

 

「相談する人が誰もいない」13.5%  77 人はこれから

の課題と考えます。  

 

また「誰にも言わない」人が若干名いたことに問題

を感じました。 

 

  

202

人 

77

人 

アルバイト収入の使い道 

青（１）の回答は、学費 240人と多いですが、全体的に家賃、趣味、貯金とバランスの良い使い方をしていま

す。 （見方：色の回答を横に見てください。  例：赤（２）の回答は学費が少なく家賃、生活費が多い） 



10. 奨学金について教えてください 

 

 
 

 

 

11. 学生生活でコロナウイルスの影響について教えてください（複数回答可） 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

12. コロナウイルスの影響で困っていること、不安に感じていることなどを教えてください 

   （複数回答可） 

 
 
 
 
 
13. 日本に留学するために、借金をしましたか。また、借金をした場合はいくらですか 

 

日本 

 

 

14. 現在、必要と感じている支援を教えてください（複数回答可） 

 

 
 

借金は無い           324 人 

借金をした。50－100万円  81 

借金をした。50万円以下    84 

借金をした。100万円以上    83 

コロナ禍不安に感じていること  

アルバイトができず生活不安 54%  就職活動 44％ 学費が払えるか 45％ 

日本留学のために借金をしたか？ 

 

 「借金は無い」が 57％に少し安心しましたが、 

一方「100万円以上」借金をしたが１５％近く 

いることには、何の費用を借金したのか気に 

なります。 

今、必要な支援は？ 

 

生活費の援助    65% 

 奨学金の拡大    63% 

 学費の減免免除  59% 

   アルバイトの紹介   33% 

 

 



 

15. 日本政府や学校等への要望事項、困っていることなどを自由にお書きください 

 

1 2回目の１０万の給付金をいただけば助かります。 

2 アルバイトが少なくなったことで、生活費を工面することができないという問題に直面しています。し

かし、明るい未来に向けて、不要なものが消えて新たなる希望が生まれるだろうと思います。奨学

金によるサポートを受けたく思って申請いたします。さらに緊急奨学金や生活費などのサポートが

欲しいです。 

3 ウイルスの影響で 授業はほとんど オンラインに なりまして、学費と授業料を減らしていただきたい

です。 

4 オンラインの授業を辞めたい 

5 オンライン授業をずっとやってる時、学費を軽減していただいていいでしょうか？(専門学校に) 

6 コロナウイルスに感染した人々が困難を抱えていて、それでも何をすべきか、誰に連絡すべきかわ

からない状況の多くが見られます。 アプローチする情報源が少ないか、アプローチが非常に遅い

ので、とても心配しています。 最近、友達が熱を出し、幸い風邪を引いていましたが、誰かに助け

を求めるのは本当に大変でした。 ですから、何か問題があればすぐに連絡できるように、具体的な

住所を教えてもらいたいと思います。 

7 コロナウイルスのため、確かに誰でも困難に直面しています。留学生としてこれらの困難はさらに困

難です。それで、政府と大学はサポートができれば、私たちはとても感謝します。学費や施設費を

減らすことは必要だと思います。理由はまず、多くの家族の財政が影響を受けですから。それに、

授業はオンラインになりましたから、学生が大学へ行かないで、大学の電気や施設を使いません。 

8 コロナウイルスの影響でアルバイト時間が減らすようになりました。給料が減っている状況により、生

活費だけでなく税金、保険料、学費も心配しています。留学生に支援する制度が出した方がいいと

思います。例え、学費が減り、国民健康保険、市民税などを支払期間が延長になるべきではない

でしょうか。 

9 コロナウイルス感染症を早めに収束するために、政府は様々な対策及び措置を提案し、全国で展

開する。 

10 コロナウイルス防止対策がいくつかあります。 

11 コロナで、給料下がって、すごく大変で、学費も下がって欲しいです。 

12 コロナで感染が延長するために、学校の勉強と日常生活は大きな影響を受けており、特に授業料

と生活費を絶えず心配し続けています。 ですから、ベトナム人学生を向こうとした日本からの奨学

金を増やしてほしい。なぜなら、勉強費の一部を手伝うとともに、新しい目標を設定して成功に向け

て努力するモチベーションを高めたいからです。今一生懸命勉強しています。読んでいただいて

何よりです。ありがとうございます。 

13 コロナの影響で、仕事が減ってしまいと共に学費の負担が大変になりました。そのため政府は私達

にサポートしていただければありがたいと思います。 

14 コロナの影響ですので、優秀ではなくても努力している学生に奨学金を与えることを願っていま

す。 

15 コロナの影響で就職が難しくなることは予想できますが、外国人の新卒社会人たちが順調に就職

できるように政府は支援してほしい。 

16 コロナ時期では、経済的困る留学生が結構多くて、奨学金制度に関しては政府からいくつか応援

していただきたいです。または、今まで、オンライン授業になっており、かなり対面授業に対して、知

識を手に入れることが難しくなるのではないかと思います。その点に注目し、オンラインや対面のバ

ランスがうまくできるような希望をさせていただければ幸いです。 



17 コロナ禍のせいで誰でも仕事を減ってるかもしりません。誰でも困っています。特に留学生です。一

人で外国で勉強しながら仕事しています。卒業した先輩方はコロナ禍でほとんど就職する事が出

来ません。卒業見込みの皆達も心配しています。出来れば留学向けに就職できるように説明会が

行えばありがたいと思います。どうやって会社情報を調べたり、自分が会社に合うか教えてくれば

いいとおもいます。 

18 コロナ禍の影響を受けている留学生に対する国民保険の減免制度や 生活補助金制度などを 設

けてほしいです。 

19 コロナ関連の給付金をもう一回配りますよう、お願いいたします。 

20 ストレスの解消方法を教えてください 

21 できる限りに留学生に食品や生活の必要な物を提供する。また、留学生が無利息でお金を借りる

のをサポートするプログラムが実施すれば役に立つと思います。 

22 できれば、政府からサポートをもらいたいと思います。奨学金などです。 

23 でよければ、学費を減らしたり、奨学金制度の選考も緩和したりしていただきましたら、本当に助か

ります。 

24 ビザ申請制度を緩和してほしいです。 

何故ならと言うと、大学での観光学部で勉強しており,来年に卒業する予定ですが、コロナウイルス

が落ち着いたでも、旅行業に就職しにくいからです。日本に住んで続けるために、他の分野に就

職しないとはいけません。ですが、ビザを更新出来るかどうか分からないので、できればご緩和くだ

さい。 

25 べとなむじんへの雇用支援組織がもっと設立してください 

26 ベトナム留学生への支援政策及び奨学金をもっと与えてほしいです。 

27 ほとんど zoomで授業を受けることに対して、学費は全く変わらないことは現状です。留学生の授

業料の一部を免除してください。 

28 メディアチャンネルやソーシャルネットワークを利用して、留学生が直面している問題や苦労を示

し、日本人に理解、共感、支援してもらうことをお勧めします。 

29 より多くのベトナム留学生が来日する夢を叶えるように日本政府からの支援を願っております。進学

や特定技能ビザの他、ヘアスタイル、ガイドや調理等のビザ制度があればと思います。 

30 より多くの就職活動支援及び留学生への法的支援クラブが開かればと思います。 

31 より簡単な条件で留学生対象の奨学金を多く提供していただきたいです。 

32 ワクチン接種に不安を抱えています。 

33 ワクチン接種を早めに受けられ、春・夏休みに帰国できるように願っています。 

34 一人 10万円頂ければ、幸いです。(学費を払うのため)。 

35 修士号を取得したばかりで、博士課程に進んでいますので、研究に専念したいと思っています。奨

学金をまだ受けておらず、家族からお金を借りて生活費を支払っています。奨学金を受けられなか

ったら、来年博士課程を辞めざるを得ないと思います。とはいえ、ベトナム大気汚染の問題につい

て研究していますので、博士課程を完了させたいんです。研究を続ければ、将来的にベトナムの

大気汚染を改善するための解決策を見つけることができると存じます。 

36 各学校は授業料を免除か軽減かをしてほしい。 

37 各留学生の状況に応じた支援をしてほしいです。 

38 困っている留学生へご支援をお願い致します。 

39 困るのにビザ更新するともっと長い在留時間がもらえばアルバイトを申し込み方が安いと思います 

40 国際交流協会が必要だ。日本人の学生に外国人の存在を普及するためだ。 



41 在日の学生たちは早めにワクチン接種を受けられると願っております。また、コロナウイルスに感染

した場合、治療等を支援して頂けば思います。 

42 外国人に対しての税金を軽減してほしいです。 

43 外国人に対しての税金を軽減してほしいです。 

44 外国人に無料で有益なコースを提供します。 

45 外国人の税金は高いと思います。軽減をしますよう、お願いいたします。 

46 外国人は学費や生活費のため、アルバイトをしなければならないので、勉強にかなり影響を与えま

す。そのため、生活費の援助より学費を半額免除していただければ助かると思い、勉強を集中に

することができるでしょう。コロナ禍で誰でも大変だと思いますが、多くの外国人が仕事を奪われて

さらに厳しくなってきます。その状況下で学費の負担が非常に重いです。 

47 外国人就職支援政策があると助かります。 

48 多くの日本企業との繋がりを作る機会をいただきたいです。 

49 大学 2年生でコロナの影響で学費を払えませんでした。除籍になってしまいました。奨学金があっ

たら良いです。 

50 大学へ 

学費減免制度は多くなって欲しいです。特に、日本人の学生を優先し学費支援を与える私立大学

の場合です。 

51 学校へ 

新型コロナウィルスに影響、多く学生が日本語能力下がっているとか生活費などは困っている。出

来れば、学校から学生さんに助けてあげほしいだと思っている。学費ちょっと減ることが大事だろう

か。皆さんは多く学生アルバイトの給料で学費を払っているのはすごく大変だ。その後、色々な出

費もあるのでよく学生に詳しく話してもらいたい。 

52 学校と政府へ 

いつも留学生のことに気を配って頂き、ありがとうございます。 

53 学校の設備を使用せず、オンラインによる授業となっていますので、学費を減らしてほしいと思いま

す。 

54 学校の設備費が一部返金してほしい 

55 学校へ：学費を減額してほしいです。 

政府へ：税金減額、特に国民健康保険料の調整をご検討してほしいです。 

56 学校へのお願い 

・一生懸命勉強しているベトナム人留学生を対象に授業料を減免していただきたいです。 

・奨学金を紹介、奨学金応募をサポートしていただきたいです。 

57 学校へのお願い: 一部でも良いので、学費を減少して欲しいです。 

58 学校または大学へ：対面授業を実施するより、設備費が下がるはずのため、現在の設備費を減少

するか、５万から支援していただければ、非常に助かります。よろしくお願いいたします。 

59 学校側へ: オンライン授業でも、きちんとやってほしいです。オンラインなので、学生がどのぐらい

勉強できるかにも関わらず、ただ教科書の範囲を出して自己学習という風にやらせて放置している

先生がいます。また、資料だけと課題を送って、課題の修正も出さずに終わらせるという風は良くあ

ります。学生は学費を払ったのに、底質の授業を受けなければならいことに学校側は重く受け止め

て、改善する必要があると思います。 

 

政府側へ: コロナの影響で経費支弁と学生(アルバイトをやる人)の収入が減りましたが、オンライン

授業をやっている学校の学費は全然変わっていないし、学生の学習支援も軽くだけ実施しました。



対面授業と比べて、効果があまり出ません。その為、勉強持続のは難しいようになっています。そ

れで、政府からの学習支援とオンライン授業を行う学校の学費減免の政令を制定するのを期待し

ています。 

60 学生たちは生活費補助をいただきたいです。 

61 学生たちへ学費を減額してほしいです。 

62 学費が減って欲しいです。 

63 学費の援助が欲しいですね。 

64 学費を下げてほしいです。 

65 学費を下げることを望んでいます。 

66 学費を減らす 

67 学費減額と補助金を支給してほしいです。 

68 家賃を減額してほしいです。また、オンライン従業がより有効になる為、改善してほしいです。 

69 専門学校や大学へ 

ほとんど遠隔授業なので、学費を減免していただきたいです。 

70 意見 

71 成績がいい外国人留学生を対象に、日本政府に 5万円の補助金を給付して欲しいです。 

72 授業料や保険料を減らして頂くのと奨学金が貰える条件を緩和して頂きたいと願っています。 

73 授業料を 3-5割減免して欲しいです。 

74 政府からの補助金を受け取りたいです。 

75 政府が日本の covidに感染したベトナム人コミュニティをもっと気を配り、迅速に支援してくれれば

何よりことでございます。 

76 政府へ 

困難を超えて勉強熱心の留学生に奨学金を与えることを願っています。 

77 政府へ 

留学生をもっと支援していただきたいです。 

78 政府へ 

私は現在、麻生外語観光＆製菓専門学校に在籍中であり、夢を実現するために多くのことを試み

ています。何度も苦労して、学校に行けないと思うこともありましたが、自分の家族や自分の将来の

ことを考え、一生懸命続けています。 

私のように海外留学をしたいと思っても、いろんな理由があって留学できない人もたくさんいると思

いますので、現在日本にいる私は何より頑張っていきたいと思います。経済的の問題で帰国せざ

るを得なくなる可能性が高いです。私はまだ日本のことを知りたいのでできれば長く在住したいで

す。厳しさを承知した上、なんとかしていただけませんでしょうか。 

79 政府へ：留学生に対して家賃の援助、源泉所得税、国民保険料を減額してほしいです。 

80 政府や学校が、学問的な精神を持った私のような学生に、日本の大学で勉強を続けるために、迅

速に財政的支援を提供してほしいです。 

81 教育機関はこの時期に授業料を減免すべきであると思います。 

82 新卒見込みの学生へサポートしてほしいです。 

83 新型コロナウイルスの影響なので学費減免や税金の減税をお願いします。 

84 日常生活日を支払う為に、学費を減額してほしいです。学校も学費納付期間を延長しないことにな

っています。延長するのに 1回ごとに 2千円を払わなければならないんです。 



85 日本の政府にワクチンパスポートを出してほしいです。 

86 日本の政府へ 

コロナ禍でアルバイトのシフトが大分減っています。現在、生活費と学費は困り、就活も大変です。

なんとか少しでも私どもの生活にお手伝いくださいますようお願い申し上げます。 

87 日本の政府へ 

留学生の皆さんが第 2回の補助金頂けると助かります。 

大学へ 

授業料減免してほしいです。 

88 日本大学試験及び資格試験の料金を減らしてほしいです。 

89 日本政府、特に広島県福山市の入国管理局へのビザ更新の申請についての質問があるのです

が。 

私は今専門学校の福山国際外語学院の 2年生です。その前に、福山 YMCA国際ビジネス専門

学校の日本語科を卒業したあと、専門学校に進学しました。日本語学校の出席率も成績も高く、ア

ルバイトの時間制限にも全く違反はしませんでした。ところが、ビザ更新の申請のとき、なぜ、滞在

期限が 1年間だけになってしまいましたか。なぜ、出席率と成績の悪く法律に違反した他の同級

生は 2年間ももらえましたか。このことは不当ではないのですか。 

私がいつも頑張ってルールを守りながら学習とアルバイトの両立をしていたのに、「日本の経済の

ためにたくさん働いて貢献してくれなかったから、国に早く帰れ！」と言わんばかりのこの結局が出

ました。大好きだった日本国に本当にがっかりしました。 

ビザ期限の発行のやり方を検討し直しますようお願いします。 

90 日本政府が 2020年のような費用を支援してくれることを願っています 

91 日本政府が留学生に経済的な支援やアルバイトをサポートしてくれることをお願いしています。 

92 日本政府はコロナ対策をもっと徹底して欲しいです。 

93 日本政府は在日外国人へ補助金を給付すれば思います。 

94 日本政府は留学生に対しての保険料を下げればと思います。 

95 日本政府は留学生へもっと支援すべきだと思います。 

96 日本政府へ 

来日したばかりで、コロナウイルスの影響により困っている学生たちへの支援を検討してほしいで

す。 

97 日本政府へ 

病院で診察を受ける際又はコロナウイルスに関する情報を提供する際、言語（例：英語）をサポート

してほしいです。 

98 日本政府へ: 生活できるため手当お願いしたいです。 

99 日本政府や学校等への要望事項、困っていることなどを自由に書いてください。 

100 早くワクチン接種を受けるように 

101 明海大学へ 

学費を下げて欲しいです 

102 本をもらいたいです 

103 特にありません 

104 現在 80％がオンラインで勉強しているのに対して、学費はパンデミックの前と全く同じことは現状で

す。日本政府が留学生の授業料の一部を免除してくださいとかの何か対策を制定してほしいで

す。 



105 現在困難な状況に陥っているので、所得税を減税して欲しいです。 

106 生活費の援助が欲しい!!! どうもありがとうございました. 

107 生活費の支払いのため、補助金をいただきたいです。 

108 生活費を支援していただけば 

109 生活費を支援してください 

110 留学のため活動や仕事のチャレンジを行い、実践会社の環境を振れるようにお願いいたします。ま

た、コロナのせいで、困難な状況があった学生に対してスポートの団体が必要だと考えます。 

111 留学生たちは心配せず進学できるように各学校は授業料を免除か軽減かをしてほしいです。 

112 留学生により多くのご支援いただきたいです。 

113 留学生に授業料減免、保険料控除、減税してくれることを希望します。 

114 留学生の授業料を減らしてください。 

115 留学生は一週間 35時働くなら、それは本当に良いです。 

116 留学生へのサポートがあり、コロナを最小限に抑えほしい。 

117 留学生へのサポートがあり、コロナを最小限に抑えほしい。 

118 留学生向けの奨学金が少ないです。特に１年生の私は一人暮らししており、アルバイトしながら大

学に通っているので、ちょっと大変です。もし、政府から支援をいただけば、とてもありがたいです。 

119 皆がこの困難な状況を乗り換えるよう祈っています。提案させて頂けば,ベトナム人学生対象の定

期的な奨学金があると願っています。 

120 私たちの学生が少額でも援助して頂けば思います。 

121 私は大学 1年生で、大学生対象の奨学金を探していますが、ほとんどありません。日本政府が留

学生向け奨学金や支援を行ってくれることを願っています。ありがとうございます！ 

122 私は新しい留学です。 ２０２０年 12月から、日本へ来ました。 経験やがくしきはあまりありません。

来た時から今まで、コロナなので仕事を探する事が難しくなるし、今ほとんど 28時間/ー週がない

し、それで私の給料が少ないです。でも日本に物価が高い。野菜とか肉とか、ほとんど物価が高い

です。私の生活が不便です。政府や学校が、迅速に財政的支援を提供してほしいです。どうもあり

がとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

123 私は来年の 3月専門学校を卒業する予定なんですが、コロナの環境で 2年間オンライン授業で

受けていて授業の内容が良くわかりませんでした。しかし、就職のため色々な許可を取らなければ

なりません。それはとても困ります。 

124 私は高校の卒業後すぐに日本に留学しました。本音を言えば留学したのは自分ではなく、親の意

志でしたというのは、勉強が嫌いで、将来戸惑いがちだった私は親の言われた通りにしたわけで

す。 

しかし、それで良かったと、日本に来て良かったと思います。日本に来てから初めて自分の足で歩

んで、色々な事に遭ったことで性格が大きく変わりました。その中の一番目立つのは勉強が好きに

なったことです。そいうわけで、大学に入って、色んなこと学びたいです。ですが今はそう上手くい

きません。コロナの影響で仕事が減っているのも、さらに 母親が重い病気で収入が減り、仕送りで

きなくなりました。それだけではなく、私も病気をかかり、いずれか手術を受けなければなりません。

そのため、日本の政府から借金しています。その借金で現在なんとか行けていますが。来年大学

に入る余裕がありません。借金の返却のために、奨学金を目指さなければなりませんが。最悪の場

合、奨学金を貰えないと勉強つまり夢を諦めるしかないです。 

専門学校で大学に入るための EJU対策の授業に出ていますが。何故専門学校と日本語学校は 

そんなに奨学金少ないでしょうか。大学に入りたい意志があるが私みたいに困っている学生のため

に、これから増やしてくれればいいなと思います。 



125 第二回の給付金がお願いします。 

126 第二回の給付金がお願いします。 

127 経済的なご支援をいただきたいです。 

128 経済的な困難がある、または成績のいい学生を対象とする奨学金を提供して欲しいです。 

129 良ければ、政府や留学生組織から奨学金選考試験を行なって欲しいです。 

130 設備費も減らしてくれたら助かります。 

131 課題を少なくなってほしい!遠隔授業だけど暇な時間が増えるわけではない。課題をやらせると研

究内容・勉強内容を多様化してください!ありがとう! 

132 財政をサポートしてください 

133 遠隔授業ですので、授業料の減免や国からのサポートをもらいたいです。 

 

 

 
要望事項の概要まとめ 
政府に 2回目の定額給付金や生活援助を希望 （多数） 

学校に学費の減免を （多数） 

生活費と奨学金のサポート （多数） 

国民健康保険・市民税の支払減額・延長 （多数） 

コロナワクチンと医療費支援 （多数） 

就職支援 （多数） 

ビザの緩和 

オンライン事業の内容充実 

無利子融資制度 

家賃の引き下げ 

入国管理局へ不公平 

所得税の減額 

アルバイト時間 

大学受験費用の減額 

病院やコロナ情報の言語サポート（英語対応） 

コロナを抑えて 

 ワクチンパスポートを 

 


