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日本升學講座 本日の内容

1）日本の留学生 ～何人ぐらいいる？～
2）日本の学校 ～どんな学校があるの？学校の見つけ方～
3）日本の生活 ～どこに住んだらいい？アパートの探し方～
4）留学の後 ～日本での就職～

１．日本の留学生 ～何人ぐらいいる？～
2017年高等教育機関*に在籍する

外国人留学生数

日本学生支援機構（2017）「平成29年度外国人留学生在籍状況調査等についてー留学生受け入れの概況ー」

2016年から
＋8.2％

1997年

+370%

2017年 188,384人

51.047人

*大学院、大学、短期大学、専修学校（専門学校）、高等専門学校、大学に入学するための教育準備過程

（＋日本語教育機関（日本語学校など）に 78,658人）



機関 留学生数
大学院 46,373人
大学（学部）、短期大学、高等専門学校 80,020人
専修学校（専門課程） 58,771人
日本語教育機関（民間日本語学校など） 78,658人
準備教育課程（大学の留学生別科など） 3,220人

計 267,042人

2017年外国人留学生在籍者数（内訳）

日本学生支援機構（2017）「平成29年度外国人留学生在籍状況調査等についてー留学生受け入れの概況ー」

アジアの国からの留学生が約90％（内、中国からの留学生が40％）

２．日本の学校

•日本にはどんな学校がありますか。

日本の学校の種類（高等教育機関）
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留学生別科（大学入学準備課程）

日本にはどんな学校がいくつありますか。

総数 私立 学生数(人)

大学院（博士課程） Ph.D 455 69.7% 73,909
大学院（修士課程） MA 599 72.6% 160,387
大学（学部） BA 780 77.4% 2,582,670
短期大学 AD 337 95.0% 123,949
専修学校（専門学校） Diploma 3,172 93.8% 655,254

文部科学統計要覧（平成３０年度版）
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/002/002b/1403130.htm

＊数字は2017年



どこに留学生が多いですか？

北海道 3,454人
（1.2%）

四国地方
1,601人（0.7%）

東北地方
6,041人（2.5%）

中国地方
10,108人（3.8%）

中部地方
21,884人（8.2%）

九州・沖縄地方
28,613人（10.7%）

近畿地方
45,526人（17.0%）

関東地方
149,815人（56.1%）

日本学生支援機構（2017）
「地方別・都道府県別留学生数」
『平成29年度外国人留学生在籍状況調査等
についてー留学生受け入れの概況ー』より

どの大学に留学生が多いですか。（2017年）
学校名 留学生数
広島大学 国立 1,442人 (1,190人)
城西国際大学 私立 1,438人 (1,265人)
東京工業大学 国立 1,432人 (1,239人)
同志社大学 私立 1,358人 (1,421人)
上智大学 私立 1,307人 (1,183人)
日本ウェルネススポーツ大学 私立 1,275人 (1,200人)
日本大学 私立 1,220人 (1,192人)
神戸大学 国立 1,201人 (1,196人)
拓殖大学 私立 1,055人 (1,069人)
大阪産業大学 私立 1,005人 (1,113人)
東洋大学 私立 984人 (658人)
関西大学 私立 940人 (828人)
法政大学 私立 931人 (794人)
横浜国立大学 国立 927人 (828人)
東海大学 私立 900人 (794人)

（ ）内は2016年5月1日現在の数

学校名 留学生数
早稲田大学 私立 5,072人 (4,767人)
東京福祉大学 私立 3,733人 (3,000人)
東京大学 国立 3,618人 (3,260人)
日本経済大学 私立 2,983人 (2,708人)
立命館アジア太平洋大学 私立 2,804人 (2,818人)
筑波大学 国立 2,426人 (2,326人)
大阪大学 国立 2,273人 (2,184人)
九州大学 国立 2,201人 (2,089人)
立命館大学 私立 2,141人 (1,860人)
京都大学 国立 2,134人 (2,009人)
東北大学 国立 2,025人 (1,941人)
北海道大学 国立 1,851人 (1,735人)
名古屋大学 国立 1,805人 (1,672人)
慶應義塾大学 私立 1,677人 (1,518人)
明治大学 私立 1,456人 (1,294人)

日本学生支援機構（2017）「外国人留学生受入数の多い大学」
https://www.jasso.go.jp/about/statistics/intl_student_e/2017/ref17_02.html

どうやって学校を選んだらいいですか？

•何を勉強したいか（専門、習いたい先生）
•どこに住みたいか（都市vs地方、物価、気候etc）
•授業料、授業の内容etc.
•口コミ（先輩、ネットetc.）などの評価
•留学情報サイトで検索する

大学で何が学べるの？（学部例）

• 人文科学 Humanities 
（例：文学、心理学、歴史学、言語学、哲学、宗教学etc.）
• 社会科学 Social Science（経済学、経営学、政治学、法学、社会学 etc.）
• 理学 Science （物理学、生物学、化学、地球科学、天文学、数学 etc.）
• 工学 Engineering（土木、建築、交通、資源、環境、電子、機械 etc.）
• 保健 Health（医学、歯学、衛生学etc.）
• 農学 Agriculture（農業、林業、水産、畜産、獣医学、バイオ etc.）
• 家政 Home economics（食物、栄養、被服、児童、住居、社会福祉 etc.）
• 教育 Education
• 芸術 Arts（芸術、音楽、舞踊、演劇、映画、写真 etc.）
• その他 国際コミュニケーション、グローバル etc.



専門学校で何が学べるの？

（コース・専攻例）
•料理（調理、栄養士、菓子etc.）
•アニメ・ゲーム、声優、アナウンサー、グラフィック
•福祉、医療、介護、看護、健康、スポーツ（トレーナー、リハビリ）
•エンジニア（工学、ロボット、コンピューター、自動車 etc.）
•ファッション（和服、服飾、ヘア、メイク）
•デザイン、写真、芸術、音楽
•動物（トリマー）、環境
•観光、ホテル、ビジネス、外国語、法律、メディア、経理

社会で役に立つ
技能・資格を

身に着けることができる！

例えば…

留学に必要な日本語のレベルは？

専門学校 日本語能力試験（JLPT）N2以上（目安）

大学 日本留学試験（EJU） 200点以上（目安）
日本語能力試験（JLPT）N1 or N2

基準は大学・専門学校によって違いますから、
自分で確認してください！

本格的な留学の前に、
まずは日本語を勉強したかったら…
勉強したいことが決まっていない場合…

日本語学校で勉強（日本・香港）

大学の「別科」で日本語を勉強（日本）

大学に「研究生」として入学（日本）

進路を
決めよう！

メリット：日本語力が向上する
様々な情報を仕入れ、進路をゆっくり考えられる。

デメリット：時間、費用が掛かる。
モチベーションが続くか？

３．日本の生活



住居の探し方

・アパート／マンション
・学生寮／留学生寮
・ホームステイ
・シェアハウス

住居の種類 探し方

・学校／大学等の紹介
・先輩からの紹介
・インターネット
（不動産屋） etc.

奨学金について

・日本・文部科学省[MEXT]奨学金 ※領事館に申し込む／大学からの推薦
・各大学・財団等の奨学金
・国際交流基金［研究奨学金＜フェローシップ＞］←研究者への助成

渡日前に取得できる奨学金

渡日後に申請するタイプの奨学金

・大学の奨学金（入学直後／入学1年後等）←成績による
・JASSOウェブページに奨学金情報あり
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/scholarships/index.html

・〇〇協会、〇〇財団、〇〇基金…など、検索すると情報あり

４．留学の後

香港で就職？

日本で就職？

【参考】香港の日系企業は1,393社（2017年）

(Invest HK news 13.12.2018)

【参考】留学生の日本就職率36％
→日本政府は50％を目指す！

◇自分でビジネスを始める人も多い。

(内閣府 2018年発表)

日本での就職

日本貿易振興機構［JETRO］（2018）
『2017年度日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査

（ジェトロ海外ビジネス調査）結果概要』

日本の企業の半数弱が外国人を雇用している

大企業：72.7%

中小企業：39.1%



留学生の強み

・語学力

・専門性

・国際性／異文化理解力

・文化適応力

・コミュニケーション力

自分のオリジナル・コンテンツ⇒「私はこれができる！」
を身に着けよう。

会社外・内の
交渉能力を身に着け、

香港と日本の
架け橋となろう！

日本企業が外国人を採用する目的

日本在外企業協会（2017）『日系企業における経営の
グローバル化に関するアンケート調査』
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留学生に求める日本語力

労働政策研究・研修機構（2009）『日本企業における留学生の就労に関する調査』
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日本語はほとんど必要ない

簡単な日常会話ができるレベル

ビジネス上のやり取りができるレベル

報告書やビジネスレターなどの文書を作成できる

レベル

求人情報はどこで見つける？

・求人サイト
・会社のホームページ
・大学の先生からの紹介
・大学の就職課（インターンシップを紹介してくれるかも？）

（留学生向けキャリアセンターがある大学もあり）
・就職セミナー／説明会で
・人材紹介会社を使って

労働政策研究・研修機構（2013）『企業における高度外国人材の受入れと活用に関する調査』



留学情報の便利webサイト（例）

日本学生支援機構（JASSO）「日本への留学」（日・英）

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/index.html
＊学校探し、奨学金情報、留学イベント情報（8月香港！）、宿舎情報etc.

日本留學指南（PDF：繁體中文）

https://www.jasso.go.jp/zh‐TW/study_j/sgtj.html
＊JASSO発行の日本留学ガイドブックの中国語繁体字版

Study in Japan（日・英・中）
https://www.studyjapan.go.jp/
＊留学総合情報サイト。大学・専門学校・日本語学校、奨学金、就職情報。

留学・奨学金・就職総合情報

留学情報の便利webサイト（例）

Study Kyoto （日・英・繁簡体中文）
https://www.studykyoto.jp/ja/
＊京都の大学、大学院、専門学校、日本語学校情報。生活情報、就職情報も。

日本留学Awards by 日本語教育振興協会（日）

http://www.ryugakuawards.org/
＊日本語学校の教師が選ぶ、「留学生に薦めたい進学先（大学、専門学校等）」情報。

Professional Training College in Japan
http://www.sgec.or.jp/ryuugakuguide/index.html
＊専門学校への留学情報サイト（日・英・中）※留学ガイド（PDF）は繁体中文あり

留学情報ポータルサイト

留学情報の便利webサイト（例）

Japan Study Support （日・英・繁簡体中文）
https://www.jpss.jp/ja/
＊大学、大学院情報。生活情報、就職情報も。

国際留学生協会
http://www.ifsa.jp/
＊日本の留学生支援をする協会。住宅、就職情報が多い。

（一般財団法人）日本語教育振興協会
https://www.nisshinkyo.org/
＊日本の日本語学校の団体。加盟している学校の情報が見られる。

日本留学試験、日本語能力試験の情報もあり。

留学情報ポータルサイト

留学情報の便利webサイト

日本学生支援機構（2017）『平成29年度外国人留学生在籍状況調査等につ
いてー留学生受け入れの概況ー』
https://www.jasso.go.jp/about/statistics/intl_student_e/index.html
＊毎年12月に公開される日本にいる留学生の統計データ。国別在籍者数データあり。

文部科学統計要覧（平成30年度版）（日）

http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/002/002b/1403130.htm
＊日本語の幼稚園～大学、各種学校の統計。

留学資料編



留学生の就職に関する調査資料
日本貿易振興機構［JETRO］（2018）『2017年度日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査（ジェ
トロ海外ビジネス調査）結果概要』
https://www.jetro.go.jp/news/releases/2018/5f964b3f8b81717b.html

日本在外企業協会（2017）『日系企業における経営のグローバル化に関するアンケート調査』
https://joea.or.jp/wp‐content/uploads/survey_globalization_2016.pdf

坂井伸彰（2018）「日本企業における外国人留学生の採用活動の現状と課題」『留学交流』Vol.84, 1‐14
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/related/kouryu/2017/__icsFiles/afieldfile/2018/03/08/201803sakainobuaki.pdf

労働政策研究・研修機構（2009）『日本企業における留学生の就労に関する調査』
https://www.jil.go.jp/institute/research/2009/documents/057.pdf

労働政策研究・研修機構（2013）『企業における高度外国人材の受入れと活用に関する調査』
https://www.jil.go.jp/institute/research/2013/documents/0110.pdf

留学生の就職に関する調査資料

InvestHK news, 13.12.2018, ‘InvestHK surveys point to city's business attractions for overseas and Mainland 
companies and upward trend of startup communities in Hong Kong’
https://www.investhk.gov.hk/ja/news/investhk‐surveys‐point‐citys‐business‐attractions‐overseas‐and‐mainland‐companies‐and‐
upward.html

(2018年12月24日閲覧)

内閣府・外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議（2018）『外国人材の受入れ・
共生に関する総合的対応策』（案）
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai3/gijisidai.html

(2018年12月26日閲覧)



去日本留學!
選擇到日本留學誘因 文化地理

距離相近
24人獲諾貝爾獎

物理學獎（9名）
化學獎（7名）
生理學或醫學獎

（5名）
文學獎（2名）
和平獎（1名）

提供國際
優質教育

東京大学

九州大学

早稲田大学

女児節

葵祭

男児節

深川祭

春

夏

秋

自然優美
節日熱鬧

冬

體驗生活多姿多采



留學 = 高等教育
12年正規教育 = F6畢業才可以到日本留學

包括：短期大學、大學和大學院、

高等專門學校、專修學校的專門課程

持留學簽證入境外國人

Asia & 
Middle East

(408,554)
中國(208,784)

Europe
(18,153)

North America
(9,041)

Central＆South 
America
(1,486)

Pacific Ocean 
countries

(1,724)

Africa
(2,803)

香港(4,339) 

合計 441,778

Others
(17)

日本的學校行事曆

前期

（４月至９月）

後期

（１０月至３月）

暑假

（８月至９月）

寒假

（１２月至１月）

春假

（２月至３月）

實現日本留學的準備步驟

３．參加共同檢定考試（EJU/JLPT/TOEFL/IELTS/SAT等）

４．報名 ・・・準備報名文件、繳付報名費

５．學校個別招生考試 ・・・面試、小論文、學力審核

６．入學（註冊）手續 ・・・入學許可書、繳納入學金

７．出國留學前 ・・・出國準備、找尋住處、申請簽證

１．規劃及資訊收集

２．選擇學校 ・・・收集招生簡章或入學考試資料



以日語上課？ 以英語上課？

日本留學試驗
（日本語科目・記述除外） JLPT

研究所(大學院)
（社會科學、人文系）

250分左右 N1

大學(院系) 200-250分左右 N2以上

專門學校 200分左右 N2以上

１．報名時需要的日語能力 （以日語上課的情況）

以日語上課？ 以英語上課？

TOEFL iBT IELTS

研究所(大學院) 75-80 6

大學(院系) 71-80 5.5-6

２．報名時需要的英語能力 （以英語上課的情況）

根據留學目標選擇合適課程

1 大學院
（研究所）

高等的教育課程。

→ 碩士（博士前期）課程、博士（博士後期）課程

2 大學（本科） 高等的教育課程，以獲得廣泛的教養、學術原理、理
論的研究為主。

→ 學士

3 短期大學 以進入社會後可直接運用的技能培訓為主。
→ 短期大學士

4 專門學校 以傳授在特定的專門領域所必需的知識、技術、技能
學習以及提高教養為目的的教育機構。
→ 專門士、高等專門士

5 高等

專門學校

以高等的理論為基礎，重視實驗、實習、實技之實踐
技術人員的培育。主要以工業領域為主以及培養船員
為目的。
→ 準學士等

課程 期限 入學資格 入學考試

碩士課程
（博士前
期課程）

2年 (1) 完成16年學校教育課程者
(2) 擁有學士學位者
(3) 滿22歲者

(1) 文件審查
(2) 入學考試(學力

檢查、小論文、

口試有關專攻
科目、面試)博士課程

（博士後
期課程）

3年
(醫學等
為4年)

(1) 擁有碩士學位或專職學位者
(醫學、齒學、藥學、獸醫學，
則需完成18年的課程)

報考大學院/研究院

注意點:
1) 在香港、日本和外國的大學畢業均可報讀
2) 通常要到日本考入學試, EJU有機會在境外面試
3) 以英語授課之課程有增加趨勢
4) 也可以考取日本政府研究生獎學金



課程 期限 入學資格 入學考試

大學（本科）
4年（部份

醫學院等
為6年）

(1) 完成12年的學
校教育課程者

(2) 滿18歲
(3) 能證明日語程

度的文件
(4) (報讀以英語授

課的課程則需
提呈能證明英
語程度的文件)

(1) 日本留學試驗(ＥＪＵ)
(2) 文件審查
(3) 入學考試

（學力檢查、小論文、
面試）

※不少大學要求英語
能力〈TOFEL 75 - 80、

IELTS 5.5 - 6〉
短期大學

2年
(醫療技術
護士為
3年)

專門學校 2年
(也有4年
的課程)

(1) 文件審查
(2) 日語考試
(3) 入學考試

（學力檢查、面試）
(4) 適性檢查/實技考試

報考大學/短大/專門學校 注意點:

1)可以在香港的大學攻讀期間參加交換生計劃,
(通常於大學第二年)到日本大學攻讀一年,
返港後完成香港的大學課程。

2)可以在香港報考日本留學試驗(EJU),憑成績
報考日本的大學,攻讀學位。

3)可以在香港攻讀副學士,然後投考承認副學士
之日本大學編入試,攻讀學位。

4) 也可以考取日本政府學部生獎學金
………………………………………………………………………………..

5)在日本或香港學習日語,考取能力試2級至1級
程度資格,再投考短大、或專門學校。

課程 期限 入學資格 入學考試

私立大學/短大
留學生別科
(旨在投考大學)

1年～1年半制 1)完成12年的學
校教育
課程

(2)滿18歲

(3)不足12年教
育資格者須
報準備課程

文件
審查

(不少交由

本地
代理
公司
代辦
入學
及簽
證手
續) 

專修學校的

專門課程

或

專門學校

①日本語科
<純粹學日語>

半年～兩年課程

②日語進學課程
<旨在投考大學> 以日語教
授理科及總合科目

1年課程(四月開課)

1年半課程(十月開課)

報考日語學校 在港在日均可學日語

注意點: * 純粹學日語可以不須12年教育程度,但申請簽證有問題。
* 一旦入學, 不得隨意轉校,因涉及日本參考人問題。

重要考試

日本語能力檢定試驗(JLPT)：
評定日語水平的國際試。(每年7月及12月初

舉行，9月及翌年2月初放榜)

日本留學試驗(EJU)：科目包括日語、理科、總
合科目及數學。不少大學要求提交。不同大學
不同學系要求的科目都不同，故報考前應該
先查看清楚。 (每年6月及11月下旬舉行， 8月
及翌年1月初放榜)

大學入學試驗：(各校自訂，基本於1～2月舉行，
3月中放榜及註冊)不少大學有面試。
首兩個公開試在香港都有舉行，均可以在赴日前就
在香港報考。



注意點:

1)報讀日語,要選擇適合自己的課程。
2)可以委託代理代辦申請日語學校和有關簽證,
但要留意費用及成效,保障自己權益。

3)專門學校及大學等甚少有代理,需要自己叩門。
通過日本留學試驗(EJU),或到日本攻讀日語
後報考。

4)大學可申請宿舍,要向學生課查詢。日語學校
不少與地產公司配套經營。

5)向校方詢問有無獎學金。
6)學校地點不必只著眼大都市,全國各地選擇很

多。

a. 入學許可書
b. 學歷及履歷，連同最終學歷証明

(畢業證書或學校發出之證書)

c. 留學理由書 (詳細說明赴日理由和修讀課程內容)

d. 經濟能力証明，例如銀行存款証明等。
(如非由申請人自己負擔，則需提交經濟來源資料)

e. 報讀日語學校以外的專修學校或大學者需提交日
語能力証明。 (例如EJU試日文卷合格,日本語能力試
驗2級或以上程度的合格証明，或証明曾經學習日語6個
月至一年程度等)

e. 申請人於完成學業後之去向計劃書
f. 提交文件若為日語及英文以外的外國語，需要附

上日語翻譯本

申請簽證主要文件

 申請入學、交學費、校
方代申請簽證、等候審
批。需時3個月。

 取得「在留資格認定証
明書」，到日本駐港總
領事館簽證。

 簽證有效一年，期滿時
可在日本延期，毎年延
期一次。

 審批視乎申請人的留學
目的、經濟能力及成績。

簽證在日本申請 生活費

1個月的生活費 （扣除學費後）

飲食費
JPY 25,000
HKD 1,782 

住宿費
JPY 31,000
HKD 2,210

水電費 （電費・瓦斯・自來水）
JPY 7,000（HKD499）

保險・醫療費
JPY 2,000（HKD142）

休閒・娛樂費
JPY 6,000（HKD427）

雜費
JPY 7,000（HKD499）

交通費
JPY 4,000（HKD285）

1HKD=14.0JPY 



學費
學校類別 學費(1年) (港幣元)

研究所
(大學院)

國立 535,800日圓 38,235

公立 537,856日圓 38,382

私立 521,091 ～
日圓

37,186～
86,878

大學(院系)

國立 535,800日圓 38,235

公立 537,809日圓 38,379

私立 873,190 ～
日圓

62,312～
254,187

短期大學 私立 804,858 ～
日圓

57,436 ～
80,033

高等專門學校 國立 234,600日圓 16,741

專門学校 私立 857,000 ～
日圓

61,157 ～
94,626

※第一年度、除了學費
之外還要繳納入學金。

1HKD=14.0JPY 

學費

課程 學費(1年) (港幣元)

日
本
語
教
育
機
構

私立大學・
短期大學

留學生別科

1年 400,000 ～
85,000日圓

28,544 ～
60,065

1年半 642,000 ～
1,075,000日圓

45,803 ～
76,659

2年 932,000 ～
1,280,000日圓

66,461～
91,278

日本語教育
機構

1年 415,000 ～
997,400日圓

29,594 ～
71,125

1年半 772,000 ～
1,530,000日圓

55,052 ～
109,105

2年 1,006,000 ～
2,000,000日圓

71,738～
142,622,

1HKD=14.0JPY 

(4) 醫療保險

「國民健康保險」，年費約為2萬日圓，這
樣自己衹負擔適用於保險診療部分醫療費
的30% (不適用於保險診療部分醫療費則必
須自己全額負擔) 。

 根據JASSO的最新統計,除去學費,外國留學生平均
毎月生活費用為8.2 萬日圓。(75算約HK$6,150.-)

 關東8.7萬﹑四國6.5萬﹑九州6.6萬﹑
近畿8.1萬﹑北海道8.0萬 。

** 若以1000日圓兌換75港元折算,1年生活費約HK$ 7.4萬

一年留學的費用為港幣12.5萬～15.5萬元。**

外國留學生可以兼職

但須向入國管理局申請

「資格外活動許可書」。

唯不得從事有傷風化的

行業，而且毎週不得

兼職超過20～28小時。

視乎審批結果。

單憑兼職收入絶對不足
維持生活！

可以兼職但要許可



在日本，越來越多的企業考慮「為了獲得優
秀人材而不分國籍」、「需要理解外語及外國
狀況的人材」等而聘用更多的外國留學生。

留學生在日本就業機會較前大為改善。

有準備的人才可以把握到機會。

努力學習,在日在港

都大有發展空間。

留學生在日本

就業機會增加

獎學金

日本對留學生的資助制度十分完善，但
大部份需入學後才可申請，赴日前可在
香港申請的不多。以日語等專門學校為
對象的更少。

基本上可大分為日本政府頒發的文部科
學省獎學金、地方政府、交流協會、團
體以及學校所頒發的獎學金或學費減免
等制度為主。

報考EJU試可以同時申請獎學金。
在香港可申請之獎學金有以下數種:

A.日本政府獎學金(國費留學生)：
可以在香港向日本駐港總領事館
申請的獎學金有四種：

1. 研究院留學生
2. 大學本科留學生
3. 專修學校留學生
4. 日本語及日本文化研修留學生

B.香港日本文化協會獎學金
資格:

 18-35歲,父母均為非日籍之香港永久居民。

最少在港連續七年接受教育;

已獲簽證赴日升學者。

名額:每年5-10個名。

金額：50萬日圓(一次性)

每年2月初接受申請

http://www.japansociety.org.hk/tc/function/scholarship



獎學金

C． JASSO獎學金

種 類 洽 詢 月 額 （港幣元）

文部科學省自費外國人留
學生學習獎勵費 JASSO 30,000 ～

48,000日圓
2,137～

3,420

海外留學支援制度
（協定接收）獎學金 在籍校（母國） 80,000日圓 5,700

• 也有學校自辦獎學金。
• 前來日本之前、請做好留學資金計畫。

1HKD=14.0JPY 

C. 其他: 工作假期 Working Holiday

*有助促進日本與香港雙方青少年之往來

*透過工作假期的逗留期間加深對雙方之文化、風俗

的理解

*期待日本與香港之間有更緊密的關係

每年4月及10月申請, 每期750個名額。
http://www.hk.emb-japan.go.jp/eng/working_holiday.html#application

2010年1月1日開始實施。

2016年10月開始, 名額由

250名增至1500名。

就業

資料來源：「2015年留學⽣在⽇本企業等的就業情況」（法務省⼊國管理局）

有關日本留學的資訊：

日本學生支援機構（JASSO)提供
日本留學門戶：

有關日本留學的基本資料、日本大學、
各類學校、獎學金及宿舍等資料

日本留學綜合指南 ：
有關日本留學的綜合基本資料

財團法人 日本語教育振興協會 :
有關日本語學校創立人類別、課程、
費用、學生國籍比例、宿舍、公開試成
績等資料

日本留學指南
多種語言版本



歡迎到日本留學呀！
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