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Ⅰ 事業の概要 

 

 ２０２１年度の事業活動は，昨年に引き続き新型コロナウイルスに翻弄された

1 年であった。厳しい環境下ではあったが，当協会への寄附金収入は，法人企業・

個人ともに期初の見込みを上回ることが出来た。 

一方，厳しさを増したのが企業の社員寮への留学生受入枠数であった。経済同

友会会員所属企業への協力の呼びかけに加え，留学生が比較的多いとされる石川

県金沢市および群馬県において社員寮受入れ企業や大学の新規発掘を目指したが，

社員寮自体が少なく，留学生の居室ニーズも大学からの徒歩や自転車通学の範囲

と限定され，実現出来なかった。更に，コロナの長期化に伴い，社員寮での感染

防止のため，卒業・修了で退寮した留学生の後に新規受入れを見合わせる企業が

増加した。また，社員寮の統合・閉鎖を決めた企業，過去数年前から実質的に受

け入れ実態がない企業への再評価なども加わり，留学生受入れ枠数は 39 社，127

室と前年度末に比べ 13 社，36 室減少した。 

社員寮入居留学生に対する各種の事業活動は，緊急事態宣言が解除された 11

月前後のわずかな期間の中で，企業実務見学・社会文化フォーラム・企業フォー

ラム・防災施設見学・出張授業などを集中的に開催し，参加した留学生にとって

は貴重な体験となった。 

社員寮生活セミナー・退寮セミナーおよび企業フォーラムは，全て Web 会議で

実施した。協会事務局も年間を通じて２割から４割程度の在宅勤務を行い，在宅

時でも Web 会議やクラウド対応ツールを活用出来る「新しい働き方」を実施した。 

また，留学生が安心して社員寮生活を送れるよう随時生活相談に応じ，相談事

案は３件と前年よりも減少した。 

その他，定款に基づき，通常理事会（２回），臨時理事会，および定時評議員

会を開催し、７月２日付で横尾敬介氏が新理事長（代表理事）に就任した。 
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Ⅱ 公益目的事業 

 

外国人留学生支援事業 

 

１．留学生の社員寮への受入れ等の推進（定款第４条第１項第１号関係） 

 

（１）留学生支援企業を拡大し，社員寮への留学生受入れを促進するため，次の

事業を実施した。 

① 留学生受入れの維持・拡大のため企業訪問及び協力要請 

経済同友会の正副代表幹事会および幹事会へ留学生受入れの協力要請

を実施した。また，地方都市における社員寮受入れの新規開拓を目指し，

留学生の多い石川県金沢市および群馬県へアプローチを実施した。金沢大

学，石川県庁，群馬大学，高崎経済大学，そして群馬県内に大きな事業所

のある経済同友会会員所属企業へのヒアリングや面談を重ねたが，これら

の地域では社員寮自体が少なく，大学キャンパスも郊外にあるなど，留学

生は徒歩や自転車通学圏内で住まいを希望しているため，新規開拓は実現

出来なかった。 

② 社員寮受入れ見直しなどの影響で企業数および受入れ枠数の減少 

 ２０２１年度は，社員寮の統廃合による減少，コロナで受入れが見送ら

れる企業，および現時点において社員寮提供が困難である企業の見直しな

どにより，社員寮受入れ企業数および受入れ枠数が大きく減少した。 

受入れ企業数は前年度末に比べ▲１３社減の３９社，受入れ枠は▲３６室

減の１２７室，そして１２月末時点での入居者数は▲１３名減の９４名と

なった。 

 

《２０２２年３月末現在》       （対前年同月比） 

受入れ企業数：        ３９社 （▲１３社) 

受入れ枠数：        １２７室 （▲３６室） 

入居者数：（前年１２月末時点）  ９４名  （▲１３名） 

延べ入居者数：     ６，２７２名 （＋４１名） 

所属大学数：         ２４校 （±０） 

国・地域：          ９カ国 （±０） 
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③ 企業訪問および Web 会議 

コロナ禍で従来のように企業訪問は実施出来ないため，主要企業の担当者

と Web 会議を開催し，留学生受入れ等に関する意見交換した。 

実 施 時 期 場 所 企業・参加者数（社名略） 

２０２１年５月１８日 Web 会議 富士電機 １名 

２０２１年６月１４日 同上 ニチレイ １名 

２０２１年６月２１日 同上 JFE スチール ４名 

２０２１年６月２２日 同上 三井物産 ２名 

２０２１年６月２４日 同上 日本航空 ２名 

２０２１年７月２日 同上 三菱商事 １名 

２０２１年７月１６日 同上 三井物産 ２名 

２０２１年８月１６日 同上 コニカミノルタ ２名 

２０２１年８月２５日 同上 矢崎エナジーシステム ２名 

２０２１年９月６日 同上 大成建設 1 名 

２０２１年９月２７日 同上 清水建設 ２名 

２０２１年９月３０日 同上 日本キャタピラー １名 

２０２１年１０月１８日 同上 三井住友銀行 １名 

２０２１年１０月２１日 矢崎総業 矢崎エナジーシステム ２名 

２０２１年１１月２日 
三井住友銀行 

綾瀬寮 
三井住友銀行 １名 

２０２１年１１月１１日 Web 会議 コマツ １名 

２０２１年１１月２４日 同上 アドバンテスト ２名 

２０２１年１２月３日 同上 サンヨー食品 １名 

２０２１年１２月３日 同上 OKI プロザーブ １名 

２０２１年１２月２３日 同上 リヨービ １名 

２０２２年１月１３日 同上 三井不動産 １名 

２０２２年１月１４日 同上 三井物産 １名 

２０２２年１月１４日 同上 インフォメーションデベロップメント 2名 

２０２２年３月１０日 同上 SMBC 日興証券 ２名 

２０２２年３月１８日 同上 トヨタ自動車 ５名 

２０２２年３月２３日 同上 大和証券グループ本社 ３名 

２０２２年３月２３日 同上 関電オフィスワーク ２名 

２０２２年３月２８日 同上 コマツ ２名 
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２０２２年３月２８日 同上 河合楽器製作所 ２名 

  合計 ２９社，５１名 

 

 

④主要大学との Web 会議の開催 

＜大学担当者会議：Web 会議＞ 

昨年度は実施出来なかった大学担当者会議を 2 年ぶりに開催し，社員寮入

居留学生が在籍する 23大学の留学生担当者 31名と 2日に分けて Web会議

で実施した。両日とも，協会から 2020 年度の事業活動やコロナ禍におけ

る対応事例の報告，海外渡航の際の連絡方法の変更の説明を行い，各大学

からコロナ禍における留学生対応状況など情報交換した。今後も毎年 1

回程度の開催を予定している。 

実 施 時 期 場 所 参加大学・参加者数 

２０２１年９月１３日 Web 会議 １４大学 １７名 

２０２１年９月１６日 同上 ９大学  １４名 

  合計 ２３大学，３１名 

 

＜主要大学との Web 会議＞ 

実 施 時 期 場 所 参加大学・参加者数 

２０２１年５月１７日 Web 会議 昭和女子大学 ２名 

２０２１年５月２５日 同上 帝京大学 ４名 

２０２１年６月２日 同上 東京工業大学 ２名 

２０２１年６月１５日 同上 東京工業大学 ２名 

２０２１年６月２９日 同上 立教大学 １名 

２０２１年７月２０日 同上 名古屋大学 ２名 

２０２１年８月２日 同上 関西大学 １名 

２０２１年９月１５日 同上 静岡大学（浜松） ２名 

２０２１年１０月１日 同上 高崎経済大学 １名 

２０２１年１０月５日 同上 群馬大学 ５名 

２０２１年１０月５日 同上 群馬大学 １名（教授） 
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２０２１年１０月２８日 同上 金沢大学 １名 

２０２１年１１月２日 同上 金沢大学 １名 

２０２１年１２月７日 同上 関西大学 ３名 

２０２２年２月２２日 同上 昭和女子大学 ３名 

２０２２年２月２２日 同上 立教大学 ２名 

２０２２年２月２２日 同上 名古屋工業大学 ２名 

２０２２年２月２４日 同上 横浜市立大学 １名 

２０２２年２月２４日 同上 東京大学 ２名 

２０２２年２月２５日 同上 学習院大学 ３名 

２０２２年２月２８日 同上 静岡大学（浜松） １名 

２０２２年３月２日 同上 青山学院大学 ２名 

２０２２年３月２日 同上 横浜市立大学 １名 

２０２２年３月８日 同上 四日市大学 １名 

２０２２年３月１７日 同上 関西大学 ３名 

２０２２年３月１８日 同上 慶応義塾大学 ２名 

２０２２年３月２４日 同上 早稲田大学 ３名 

２０２２年３月２４日 同上 明治大学 １名 

２０２２年３月２４日 同上 慶應義塾大学 ２名 

 合計 ２９大学，５７名 
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（２）社員寮入居留学生を対象としたセミナー等を次のとおり開催した。 

 

①  社員寮生活セミナー，退寮セミナー 

社員寮入居留学生が充実した生活を送れるよう，入居間もない留学生を

対象に社員寮生活における指導・アドバイスを行う生活セミナーや，退寮

時や入居延長時のトラブルを防ぐため，その手続きや注意事項を説明・指

導する退寮セミナーを Web 会議で開催した。 

《生活セミナー》 

実 施 時 期 実 施 場 所 対象者 参加者数 

《首都圏地域を対象》 

２０２１年４月１５日 Web 会議 首都圏等の大学に在籍する留学生 ７名 

２０２１年４月１９日 同上 首都圏等の大学に在籍する留学生 ３名 

２０２１年４月２０日 同上 首都圏等の大学に在籍する留学生 ５名 

２０２１年４月２２日 同上 首都圏等の大学に在籍する留学生 ２名 

２０２１年４月２６日 同上 首都圏等の大学に在籍する留学生 １名 

２０２１年５月２０日 同上 首都圏等の大学に在籍する留学生 ３名 

２０２１年１１月２５日 同上 首都圏等の大学に在籍する留学生 ３名 

２０２１年１１月２６日 同上 首都圏等の大学に在籍する留学生 １名 

２０２１年１２月２日 同上 首都圏等の大学に在籍する留学生 ２名 

２０２２年３月１７日 同上 首都圏等の大学に在籍する留学生 ３名 

計１０回 ３０名 

《東海地域を対象》 

２０２１年５月２５日 Web 会議 東海地域の大学に在籍する留学生 １名 

２０２１年５月２６日 同上 同上 ３名 

２０２１年６月１日 同上 同上 ３名 

計３回 ７名 

合計１３回 ３７名 

   

 《退寮セミナー》 

実 施 時 期 実 施 場 所 対象者 参加者数 

《首都圏および東海・関西地域を対象》 

２０２１年７月２０日 Web 会議 卒業・修了による退寮予定留学生 ３名 
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２０２１年８月２４日 同上 卒業・修了による退寮予定留学生 ３名 

２０２２年２月１８日 同上 卒業・修了による退寮予定留学生 ８名 

２０２２年２月２１日 同上 卒業・修了による退寮予定留学生 ３名 

２０２２年２月２５日 同上 卒業・修了による退寮予定留学生 １名 

合計５回 １８名 
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２．社員寮入居留学生に対する生活相談の実施及び援助 

（定款第４条第１項第２号関係） 

 

（１）相談窓口の設置 

   協会内に社員寮入居留学生の生活相談のための窓口を設置し，所属大学や

受入れ企業などと連携し，職員が適宜対応した。 

主要な相談件数：３件 

① 社員寮入居留学生がコロナ陽性となったため，入居する社員寮や保

健所など関係者との対応についての相談 

→症状も軽く，企業の対応も良く，無事に入院・宿泊施設への隔離

措置が出来た。 

② 社員寮入居留学生が一時帰国中に現地で 2 度目のワクチン接種を希

望したが，希望通り接種が出来ず，社員寮入居期限を迎えてしまっ

た相談 

→今回は企業から延長許可を得たが，再発防止のため，今後は 6 ヵ

月以上，寮を長期間留守にする場合には，入居を希望する他の留学

生に部屋を譲るなど，運用面でのルールを一部変更した。 

③ 企業の社員寮閉鎖に伴い退寮せざるを得ない入居留学生の相談 

→卒業・終了までの間，別の企業の社員寮への入居を希望した留学

生に対して，希望通り，別の企業の社員寮への入居を 2 件対応した。  

 

 

（２）法律相談への対応 

   社員寮入居留学生の法律に絡む相談に対応するため，契約弁護士による窓

口を設置した。〔成瀬法律事務所〕 

相談件数：０件 
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３．社員寮入居留学生と日本社会等との交流事業の実施及び援助 

（定款第４条第１項第３号関係） 

 

（１）インターフェース支援プログラムの実施 

   社員寮入居留学生に日本の企業や産業への理解を深めてもらうために，コ

ロナ禍の中，支援企業及び関係者の協力を得て，企業フォーラムを実施し，

報告書を作成した。 

 

①  「企業フォーラム」への参加意向調査 

協会事業にご支援いただいている企業および経済同友会会員所属企業

の９１社に対して「企業フォーラム：日本企業と留学生が出会う」への参

加を打診し，このうち９社が本プログラムに参加した。 

 
 

②  「企業フォーラム：日本企業と留学生が出会う＆就活セミナーの実施」 

上記参加企業９社およびトヨタ自動車㈱から、企業を取り巻く環境および

概要，SDGs への取り組み，最新の採用に関する説明、コロナ禍での働き

方改革の事例などについて，プレゼンテーションを実施した。また，日本

企業の採用活動に詳しいコンサルタントによる就活セミナーを開催した。 

参加留学生からは、「日本の採用活動の特徴とタイミング」、「企業の求め

る人材や日本語能力」、「自分の研究テーマが入社後活かせるか」など活発

な質疑や意見交換が行われ、「日本を代表する大手企業を知る良い機会と

なった」と高評価であった。 

 

 参加企業名 実施時期 開催方法 参加者数 

㈱マキシマイズ ２０２１年６月４日 Web 会議 １５名 

トヨタ自動車㈱ ２０２１年７月９日 同上 ９名 

三井住友海上火災保険㈱ ２０２１年１２月９日 同上 ４名 

住友生命保険（相） ２０２１年１２月１０日 同上 ３名 

三菱商事㈱ ２０２１年１２月１０日 同上 ５名 

㈱帝国ホテル ２０２１年１２月１７日 同上 ３名 

JFE スチール㈱ ２０２１年１２月２０日 同上 ４名 
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矢崎総業㈱ ２０２１年１２月２２日 同上 ４名 

山九㈱ ２０２２年１月１１日 同上 ３名 

住友化学㈱ ２０２２年２月３日 同上 ６名 

大日精化工業㈱ ２０２２年２月１８日 同上 ３名 

計 １１ 回 ５９名 

 
 

③  「企業実務見学」 

    社員寮入居留学生に日本の企業や産業について理解を深めてもらうため，

「企業実務見学」を実施した。 

見 学 先 実 施 時 期 参加者数 

 ヤマト運輸㈱ 

羽田クロノゲート 
２０２１年１１月２４日 ５名 

計１社 ５名 

   
 
 

④  「企業フォーラム：留学生 OB・OG 就職体験談」 

    社員寮入居留学生からの要望に応え，社員寮留学生 OB・OG から，日本で

の就職活動の参考になる最新情報や就職体験談を聞く，「企業フォーラム」

を実施した。 

実施時期 名  称 実施方法 参加者数 

２０２１年９月２５日 留学生 OB・OG が語る Web 会議 ８名（含 OB・OG） 

計 １ 回 ８名（含 OB・OG） 

  

 

（２）社会文化フォーラムの実施 

    社員寮入居留学生やＯＢ・ＯＧに，日本の文化や歴史，社会・経済への

理解を深めてもらうため「社会文化フォーラム」を実施した。 

実施時期 名  称 実施場所 参加者数 

２０２１年１１月６日 
日本舞踊・坂東流の講習会と 

歌舞伎の観劇体験 

内神田集会場（千代田区）  

歌舞伎座（中央区） 
１０名 

２０２１年１１月１２日 防災体験 
本所防災館 

（墨田区） 
１２名 
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２０２１年１１月１２日 
日本の伝統文化にふれる 

～歴史探訪～ 

首都圏外郭放水路 

（埼玉県春日部市） 
１２名 

計 ３ 回 ３４名 

  

（３）交流プログラム 

① 交流プログラム：出張授業の実施 

    社員寮入居留学生が都内の中学校や高等学校で教壇に立ち，異文化理解

や国際交流の大切さを伝える「出張授業」を実施し，報告書を作成した。 

実 施 時 期 実 施 場 所 等 参加者数 

２０２１年６月２３日 
足立区立第十中学校 
（２年生５クラス） 

５名 

２０２１年１２月２１日 
昭和女子大学附属昭和中学校 

（1 年生 1 クラス） 
1 名 

計２校 ６名 

 

②  交流プログラム：「卒業・修了記念交流会」の実施 

社員寮入居留学生の卒業・修了記念交流会が Web 会議で開催され、本年

３月および９月に大学・大学院を卒業・修了する予定の留学生１１名が参

加した。 

実 施 時 期 実 施 内 容 参加者数 

２０２２年２月２１日 卒業・修了記念交流会 １１名 

計１回 １１名 

 

③  交流プログラム：「社員寮入居留学生ＯＢ・ＯＧ懇談会」の実施 

社員寮入居留学生のＯＢ・ＯＧ懇談会が協会会議室で開催され，日本で

社会人として働くＯＢ・ＯＧが６名参加した。 

実 施 時 期 実 施 内 容 参加者数 

２０２１年１２月１７日 社員寮入居留学生 OB・OG 懇談会 ６名 

計１回 ６名 
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４．その他，協会の目的を達成するために必要な事業 

（定款第４条第１項第４号関係） 

 

（１）社員寮入居留学生，ＯＢ・ＯＧ等のデータ整備 

   円滑な事業運営ができるよう，社員寮入居留学生及びＯＢ・ＯＧ，関係大

学並びに支援企業のデータ整備を行った。 

     

（２）広報活動 

広報誌「Friendship Network」を作成し，関係者に配付並びに協会ホーム

ページに掲載した。 

   発行回数：３回 

発行部数：各 ４００部 

配 布 先： 留学生受入れ企業，法人賛助会員，個人賛助会員，大学，

社員寮入居留学生 等 

号 名 主 な 記 事 
発行 
時期 

１５６

号 

・役員新体制スタート，横尾敬介理事長挨拶 

・日本企業と留学生が出会う（トヨタ自動車㈱）の開催 

・オンライン就活セミナーの開催 

・出張授業の実施：足立区立第十中学校 

・2021 年度第 1 回通常理事会，臨時理事会および定時評議員会の開催 

・社員寮生活セミナーの開催（上期） 

・退寮セミナーの開催（上期） 

10 月 

１５７

号 

・日本舞踊・坂東流の講習会と歌舞伎の観劇体験 

・本所防災館および首都圏外郭放水路の見学・体験 

・社員寮入居留学生 OB・OG 就職体験談 

・ヤマト運輸㈱の羽田クロノゲートの見学 

・大学担当者会議の開催 

・社員寮生活セミナーの開催（下期） 

2 月 

１５８

号 

・日本企業と留学生が出会う（三井住友海上火災保険㈱，他 8 社）の開催 

・出張授業の実施：昭和女子大学附属昭和中学校 

・社員寮入居留学生 OB・OG 懇談会の開催 

・卒業・修了記念交流会の開催 

・2021 年度第 2 回通常理事会の開催 

・社員寮生活セミナーの開催（下期） 

・退寮セミナーの開催（下期） 

4 月 
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Ⅲ 法人管理 

 

■理事会・評議員会の開催 

    定款に基づき，次のとおり開催した。 

 

 １．理事会 

（１）第１回通常理事会（Web 会議） 

日時： ２０２１年５月２８日（金）１０：００～１１：３０ 

     議題： 第１号議案 ２０２０年度事業報告（案）について 

         第２号議案 ２０２０度決算（案）について 

         第３号議案 任期満了に伴う理事候補者の選任（案）について 

         第４号議案 任期満了に伴う監事候補者の選任（案）について 

         第５号議案 任期満了に伴う評議員候補者の選任（案）について 

         第６号議案 会長の選任（案）について 

         第７号議案 理事長，専務理事の選定（案）について 

         第８号議案 ２０２１年度定時評議員会の招集（案）について 

         報告事項  代表理事，業務執行理事の職務執行状況 

（2020 年度下期） 

 

 

  （２）第２回通常理事会（Web 会議） 

日時： ２０２２年３月１５日（火）１０：００～１１：３０ 

議題： 第１号議案 ２０２２年度事業計画（案）について 

第２号議案 ２０２２年度収支予算（案）について 

第３号議案 ２０２２年度資金調達および設備投資の見込みについて 

報告事項  代表理事・業務執行理事の職務執行状況 

     （2021 年度上期） 

社員寮生活・当協会事業についての評価アンケート結果 

日本橋 1 丁目東地区再開発に伴う移転について 

 

 

  （３）臨時理事会（書面決議） 

日時： ２０２１年７月２日（金） 

議題： 第１号議案 理事長（代表理事），専務理事（業務執行理事）の 

選定（案）について 
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 ２．評議員会 

  （１）定時評議員会 

日時： ２０２１年６月１７日（木）１０：００～１１：３０ 

議題： 第１号議案 ２０２０年度事業報告（案）について 

第２号議案 ２０２０年度決算（案）について 

    第３号議案 任期満了に伴う理事候補者の選任（案）について 

    第４号議案 任期満了に伴う監事候補者の選任（案）について 

    第５号議案 任期満了に伴う評議員候補者の選任（案）について 

         報告事項  会長の選任について 

２０２１年度事業計画について 

               ２０２１年度収支予算について 

               ２０２１年度資金調達および設備投資の見込みについて 

 

 

 

 

■ その他活動について 

特になし 

 

     

 

 

以 上 
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附属明細書 

 

 ２０２１年度事業報告には，「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行

規則」第３４条第３項に規定する「事業報告の内容を補足する重要な事項」はな

い。 

 

２０２２年５月２６日 

 

公益財団法人 留学生支援企業協力推進協会 


