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FAX 送付用 日本留学 AWARDS ２０１７ 
日本語学校教職員が選ぶ留学生に勧めたい進学先アンケート回答用紙 
 

日本語学校教育研究大会実行委員会 宛て 

送付先：一般財団法人日本語教育振興協会 総務部行 FAX：03-5304-7813 
                    締切：2017年 5月 31日（水） 

 日本留学 AWARDS は、今回で６回目を迎えることとなりました。本年度も日本語学校教育研究大会専門委員会

主催で、日本語学校教職員が選ぶ留学生に勧めたい進学先アンケートを行い、日本留学 AWARDS 上位校を表彰し

たいと思います。本賞の目的は、進学先（専門学校・大学・大学院）に日本語学校の声を届け、留学生受入れ環

境の向上に貢献することです。 

 カテゴリーは、専門学校、文科系私立大学、理工系私立大学、国公立大学、大学院の５つ。１回の投票につき、

カテゴリー毎に最大 3校まで投票いただけます。ただし、３校は全て異なる学校をお選びください。さらに、日

本語学校 1 校につき、5 人（あるいは 5 回）まで回答権があります。5 人の担当者それぞれの自由投票はもとよ

り、学校として話し合って票を分担してくださってもかまいません。工夫して、各日本語学校の現場の声を発信

していただきたいと思います。 

 結果については、本年の研究大会初日（８月７日）に公表する予定です。また、回答協力校には結果の詳細を

お知らせ致します。記名と具体的説明、特記事項等の記述については、評価側として責任ある票を投じる姿勢を

示すことを目的としています。ご理解いただき 1校でも多くのご協力を賜りたくお願い申し上げます。 

＊ 注：正式名称で記入しなかった場合や学校法人名・グループ名のみの場合、または１カテゴリーに同じ学校

名を入れた場合等は無効となることがあります。ご注意ください。 

＊ 進学先所在地の東西の分け方*：東）北海道、東北、関東、甲信越 西）東海、近畿、中国、北陸、九州、沖縄 

 

基本情報（必須） 

学校名：                     学校当初認定番号：               

都道府県名：                   記入者名：                   

メールアドレス：                 電話番号：                   

肩書き：                     

 

Q１.留学生に勧めたい専門学校（最大３校） 

① 専門学校名１：                     (所在地上記分け方参照*：東日本／西日本)  

 

薦める理由（複数選択可）と補足説明 ※複数選択可 ※3つまで選択可能 

□留学生サポート（生活面）   □学校設備      □立地条件     □教育内容 

□留学生サポート（学習面）   □学費面（減免・奨学金・分納等）      □学生の満足度    

□留学生サポート（就職面）   □日本語学校との連携         □知名度 

□入試システム（時期・回数・試験形態・合格基準・受験資格等） 

□学校情報・入試案内（Web・案内書・説明会等） 

その他特記事項、および上記の具体的説明等 

 

 

推薦する学科・専攻・コース等（                             ） 

 

② 専門学校名２：                             (東日本／西日本) 

薦める理由（複数選択可）と補足説明 ※複数選択可 ※3つまで選択可能 

□留学生サポート（生活面）   □学校設備      □立地条件     □教育内容 

□留学生サポート（学習面）   □学費面（減免・奨学金・分納等）      □学生の満足度    

□留学生サポート（就職面）   □日本語学校との連携         □知名度 

□入試システム（時期・回数・試験形態・合格基準・受験資格等） 

□学校情報・入試案内（Web・案内書・説明会等） 

その他特記事項、具体的説明等 

 

 

推薦する学科・専攻・コース等（                             ） 

 



 2 / 5 

  

③ 専門学校名３：                    (東日本／西日本) 

薦める理由（複数選択可）と補足説明 ※複数選択可 ※3つまで選択可能 

□留学生サポート（生活面）   □学校設備      □立地条件     □教育内容 

□留学生サポート（学習面）   □学費面（減免・奨学金・分納等）      □学生の満足度    

□留学生サポート（就職面）   □日本語学校との連携         □知名度 

□入試システム（時期・回数・試験形態・合格基準・受験資格等） 

□学校情報・入試案内（Web・案内書・説明会等） 

□その他：                                

上記の具体的説明、特記事項等 

 

 

推薦する学科・専攻・コース等（                             ） 

 

Q２.文科系（私立大学）に進む留学生に薦めたい大学名・学部名（最大３校） 

① 大学名１（○○大学・▲▲学部）：                     (東日本／西日本) 

薦める理由（複数選択可）と補足説明 ※複数選択可 ※3つまで選択可能 

□留学生サポート（生活面）   □学校設備      □立地条件     □教育内容 

□留学生サポート（学習面）   □学費面（減免・奨学金・分納等）      □学生の満足度    

□留学生サポート（就職面）   □日本語学校との連携         □知名度 

□入試システム（時期・回数・試験形態・合格基準・受験資格等） 

□学校情報・入試案内（Web・案内書・説明会等） 

□その他：                                

上記の具体的説明、特記事項等 

 

 

推薦する学部・学科・専攻・コース等（                          ） 

 

② 大学名２（○○大学・▲▲学部）：                     (東日本／西日本) 

薦める理由（複数選択可）と補足説明 ※複数選択可 ※3つまで選択可能 

□留学生サポート（生活面）   □学校設備      □立地条件     □教育内容 

□留学生サポート（学習面）   □学費面（減免・奨学金・分納等）      □学生の満足度    

□留学生サポート（就職面）   □日本語学校との連携         □知名度 

□入試システム（時期・回数・試験形態・合格基準・受験資格等） 

□学校情報・入試案内（Web・案内書・説明会等） 

□その他：                                

上記の具体的説明、特記事項等 

 

 

推薦する学部・学科・専攻・コース等（                          ） 

 

③ 大学名３（○○大学・▲▲学部）：                     (東日本／西日本) 

薦める理由（複数選択可）と補足説明 ※複数選択可 ※3つまで選択可能 

□留学生サポート（生活面）   □学校設備      □立地条件     □教育内容 

□留学生サポート（学習面）   □学費面（減免・奨学金・分納等）      □学生の満足度    

□留学生サポート（就職面）   □日本語学校との連携         □知名度 

□入試システム（時期・回数・試験形態・合格基準・受験資格等） 

□学校情報・入試案内（Web・案内書・説明会等） 

□その他：                                

上記の具体的説明、特記事項等 

 

 

推薦する学部・学科・専攻・コース等（                          ） 
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Q３.理工系（私立大学）に進む留学生に薦めたい大学名・学部名（最大３校） 

① 大学名１（○○大学・▲▲学部）：                     (東日本／西日本) 

薦める理由（複数選択可）と補足説明 ※複数選択可 ※3つまで選択可能 

□留学生サポート（生活面）   □学校設備      □立地条件     □教育内容 

□留学生サポート（学習面）   □学費面（減免・奨学金・分納等）      □学生の満足度    

□留学生サポート（就職面）   □日本語学校との連携         □知名度 

□入試システム（時期・回数・試験形態・合格基準・受験資格等） 

□学校情報・入試案内（Web・案内書・説明会等） 

その他特記事項、具体的説明等 

 

 

推薦する学部・学科・専攻・コース等（                          ） 

 

② 大学名２（○○大学・▲▲学部）：                     (東日本／西日本) 

薦める理由（複数選択可）と補足説明 ※複数選択可 ※3つまで選択可能 

□留学生サポート（生活面）   □学校設備      □立地条件     □教育内容 

□留学生サポート（学習面）   □学費面（減免・奨学金・分納等）      □学生の満足度    

□留学生サポート（就職面）   □日本語学校との連携         □知名度 

□入試システム（時期・回数・試験形態・合格基準・受験資格等） 

□学校情報・入試案内（Web・案内書・説明会等） 

その他特記事項、具体的説明等 

 

 

推薦する学部・学科・専攻・コース等（                          ） 

 

③ 大学名３（○○大学・▲▲学部）：                     (東日本／西日本) 

薦める理由（複数選択可）と補足説明 ※複数選択可 ※3つまで選択可能 

□留学生サポート（生活面）   □学校設備      □立地条件     □教育内容 

□留学生サポート（学習面）   □学費面（減免・奨学金・分納等）      □学生の満足度    

□留学生サポート（就職面）   □日本語学校との連携         □知名度 

□入試システム（時期・回数・試験形態・合格基準・受験資格等） 

□学校情報・入試案内（Web・案内書・説明会等） 

その他特記事項、具体的説明等 

 

 

推薦する学部・学科・専攻・コース等（                          ） 

 

 

Q４.留学生に勧めたい国公立大学（最大３校） 

① 大学名１（○○大学・▲▲学部）：                     (東日本／西日本) 

薦める理由（複数選択可）と補足説明 ※複数選択可 ※3つまで選択可能 

□留学生サポート（生活面）   □学校設備      □立地条件     □教育内容 

□留学生サポート（学習面）   □学費面（減免・奨学金・分納等）      □学生の満足度    

□留学生サポート（就職面）   □日本語学校との連携         □知名度 

□入試システム（時期・回数・試験形態・合格基準・受験資格等） 

□学校情報・入試案内（Web・案内書・説明会等） 

その他特記事項、具体的説明等 

 

推薦する学部・学科・専攻・コース等（                          ） 
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② 大学名２（○○大学・▲▲学部）：                     (東日本／西日本) 

薦める理由（複数選択可）と補足説明 ※複数選択可 ※3つまで選択可能 

□留学生サポート（生活面）   □学校設備      □立地条件     □教育内容 

□留学生サポート（学習面）   □学費面（減免・奨学金・分納等）      □学生の満足度    

□留学生サポート（就職面）   □日本語学校との連携         □知名度 

□入試システム（時期・回数・試験形態・合格基準・受験資格等） 

□学校情報・入試案内（Web・案内書・説明会等） 

その他特記事項、具体的説明等 

 

 

推薦する学部・学科・専攻・コース等（                          ） 

 

③ 大学名３（○○大学・▲▲学部）：                     (東日本／西日本) 

薦める理由（複数選択可）と補足説明 ※複数選択可 ※3つまで選択可能 

□留学生サポート（生活面）   □学校設備      □立地条件     □教育内容 

□留学生サポート（学習面）   □学費面（減免・奨学金・分納等）      □学生の満足度    

□留学生サポート（就職面）   □日本語学校との連携         □知名度 

□入試システム（時期・回数・試験形態・合格基準・受験資格等） 

□学校情報・入試案内（Web・案内書・説明会等） 

その他特記事項、具体的説明等 

 

 

推薦する学部・学科・専攻・コース等（                          ） 

 

Q５.留学生に薦めたい大学院（最大３校） ※記入は代表者のみで可 

① 大学院名１（○○大学大学院・▲▲研究科・□□専攻）： 

                                     (東日本／西日本) 

薦める理由（複数選択可）と補足説明 ※複数選択可 ※3つまで選択可能 

□留学生サポート（生活面）   □学校設備      □立地条件     □教育内容 

□留学生サポート（学習面）   □学費面（減免・奨学金・分納等）      □学生の満足度    

□留学生サポート（就職面）   □日本語学校との連携         □知名度 

□入試システム（時期・回数・試験形態・合格基準・受験資格等） 

□学校情報・入試案内（Web・案内書・説明会等） 

その他特記事項、具体的説明等 

 

 

推薦する研究科・専攻・コース等（                          ） 

 

② 大学院名２（○○大学大学院・▲▲研究科・□□専攻）： 

                                     (東日本／西日本) 

薦める理由（複数選択可）と補足説明 ※複数選択可 ※3つまで選択可能 

□留学生サポート（生活面）   □学校設備      □立地条件     □教育内容 

□留学生サポート（学習面）   □学費面（減免・奨学金・分納等）      □学生の満足度    

□留学生サポート（就職面）   □日本語学校との連携         □知名度 

□入試システム（時期・回数・試験形態・合格基準・受験資格等） 

□学校情報・入試案内（Web・案内書・説明会等） 

その他特記事項、具体的説明等 

 

 

推薦する研究科・専攻・コース等（                          ） 
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③ 大学院名３（○○大学大学院・▲▲研究科・□□専攻）： 

                                     (東日本／西日本) 

薦める理由（複数選択可）と補足説明 ※複数選択可 ※3つまで選択可能 

□留学生サポート（生活面）   □学校設備      □立地条件     □教育内容 

□留学生サポート（学習面）   □学費面（減免・奨学金・分納等）      □学生の満足度    

□留学生サポート（就職面）   □日本語学校との連携         □知名度 

□入試システム（時期・回数・試験形態・合格基準・受験資格等） 

□学校情報・入試案内（Web・案内書・説明会等） 

□その他：                                

上記の具体的説明、特記事項等 

 

 

推薦する研究科・専攻・コース等（                          ） 

  

今年の進学実績（大学院） （学校の代表者だけで結構です。書ききれない場合は別紙にお願いします） 

 

 

 

 

 

Q６．進学先の専門学校・大学・大学院への意見・要望 

 専門学校 

 

 

 

 私立大学 

 

 

 

 国公立大学 

 

 

 

 大学院 

 

 

 

 その他 

 

  

 

 
Q7. 最後に、アワーズアンケート調査を通じて、欲しい情報があればお書きください。寄せられ

た希望の中から１〜２点選び、次回の調査項目に入れ、参考情報にしたいと思います。（例：身

元保証人を取らない学校  等） 

 

 

 

 

 
ご協力、ありがとうございました。 

日本語学校教育研究大会専門委員会日本留学 AWARDSチーム 

 

過去の受賞等の詳しい情報は Webをご覧ください。 http://ryugakuawards.org 

http://ryugakuawards.org/

