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特定技能求人票を提出

マッチングを実施

採用面接日程を調整

採用面接を実施  ※採用面接に関しては現地または WEB にて実施

入国手続きを実施
（※3 か月必要）

支援業務開始

特定技能求人票を提出

必要書類を提出

　

住居等を準備

雇用開始

面接候補生の選定

履歴書等を提出

　

内定決定者は入国まで
N3 と介護の勉強を続ける

入国・就労開始

フジアカデミーバリ日本語学校 登録支援機関、監理団体 受け入れ介護施設
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開催日の確認・ご予約お申し込みは　➡
JCSI ホームページ⇒https://japancsi.com/online-entry/
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　特定技能制度が 2019 年 4 月に新設されて、あと 2 か
月で 2 年が経とうとしています。当初日本政府が想定し
ていた特定技能の目標人数は 2020 年 3 月末時点で
40,000 人でした。しかし、出入国在留管理庁が 2021 年
12 月末時点で公表した特定技能１号在留外国人数によ
ると、特定技能ビザ取得者の総人数が 15,663 名、そのう
ち介護特定技能ビザ取得者がわずか 939 名と非常に少
ない人数にとどまっていることがわかりました。つまり
このデータを見ると、当初の目標人数を半分も達成して
いないことになります。介護特定技能人財の不足は明ら
かで介護業界は相変わらず深刻な人財不足です。
　このような背景を基に、フジアカデミーバリ日本語学
校では、2020 年 8 月より介護特定技能人財の育成に積
極的に取り組んできました。そしてこれまでにマッチン
グできた特定技能人財は約 20 名程度、そのうち 5 名が
既に入国しております。今後新たな企画として、介護特
定技能人財が日本で力を発揮できるよう、また介護業界
の人財確保に尽力するために、この特定技能マッチング

支援をさらに積極的に実施して参ります。我々がご紹介
する特定技能人財は、ほとんどが看護専門学校または看
護大学の卒業生なので、面接から最短４か月で配属、就
労開始が可能です。面接時は出来るだけ特定技能試験合
格者とマッチングを行いますが、場合によっては N4 合
格者で特定技能試験合格が見込める生徒とのマッチン
グも行います。また配属後でもミスマッチング等がない
よう送り出し側として人財定着支援をさせて頂きます
ので、安心してご用命ください。。

特定技能　採用の流れ特定技能　採用の流れ

介護
特定技能

特集

介護
特定技能

特集

インドネシアからインドネシアから
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優秀な介護特定技能、
介護技能実習生の紹介なら、
私たちにお任せください！
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2021 年になってもう
2ヶ月が過ぎ、だんだんと
春めいてまいりました。
皆様、大変ご無沙汰しております。
フジアカデミーバリ日本語学校の日本駐
在員ウィキです。私は 2020 年９月１日よ
り異動となり、広島県の本社を離れ、東京
出張所にて勤務しております。今後も制度
を問わず、優秀な介護人財の育成に努めて
参りますので、ご指導のほどよろしくお願
い致します。
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バリ島の祭日・サラスワティ
「サラスワティ」は学問と芸術を司るヒン

ドゥー教の女神様で、日本でいうところの弁天様にあたります。
サラスワティは腕を４本持っている女神様で、バリの学校では門の前や校
庭などにサラスワティの石像を置いているところが多いです。この学問の
女神様サラスワティの日（2021 年は１月 30 日）は、本に供物を供えて学問
向上の祈りをささげ、その日 1 日は本を読んだり書いたりすることが禁じ
られています。そのためバリ島の公立の
学校では、授業はありません。生徒達はバ
リの正装で登校し、家から持ち寄った供
物を供え神様に踊りを披露したりします。
そしてお経を唱えて知恵が授かるようお
祈りする祭日になっているのです。

視察＆模擬面接視察＆模擬面接

ニ・ルー・プトゥ・ミラへニ

フジアカデミーバリスタッ
フ。地元の大学外国語学部
日本文学科を卒業後、MBA
取得のために新潟県の大学
院に２年間留学し、修士課
程（事業専攻分野）を修了。

ProfileProfile

日本語能力 N1

YouTube

https://youtu.be/Gq-p1jBIWvwhttps://youtu.be/Gq-p1jBIWvw
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ご予約受付中ご予約受付中
介護特定技能や技能実習候補生のことを、もっと知っていただく
ために、フジアカデミーバリとオンラインでつなぎ、LIVE でご案
内を致します。ぜひ生徒たちと直接話をしてみてください！

＊監理団体様、登録支援機関様向け＊監理団体様、登録支援機関様向け
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ＱＲコードを
読み取ってみてね♪
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読み取ってみてね♪ えか先生えか先生



◎定期面談時の ZOOM 参加による通訳支援
◎特定技能外国人のご両親との連絡対応
◎特定技能本人に対しての定期的なヒアリング

　フジアカデミーでは、監理団体様、登録支
援機関様のお役に立てるよう、日々努力を重
ねております。そんな中 2020 年 11 月、特定
技能人財の雇用支援に積極的な東京の登録
支援機関様より特定技能の採用面接のご依
頼がありました。そして複数の介護施設様と
当学校の特定技能希望者 10 名とのオンラ
インマッチングを行い、８名の内定を頂きました。現在８名はフジアカデ
ミーの介護福祉士による介護特定技能試験対策講座を受講中で、2 月後半
に介護特定技能試験を受験する予定です。また当校では、入国前の教育だ
けではなく、入国後も送り出し側として人財定着支援をさせて頂いており、
ご紹介をされる登録支援機関様も受け入れて頂く介護施設様も、安心して
特定技能人財を迎えられるよう責任をもって紹介をさせて頂いておりま
す。どうぞ何なりとお申し付けください。

フジアカデミー特定技能採用面接の状況フジアカデミー特定技能採用面接の状況

配属後の支援について配属後の支援について

　2021 年 1 月 1 日、当校出身のチカさんが、特
定技能ビザで無事に日本へ入国しました。チカ
さんは以前、異業種の技能実習生として来日し
たことがありましたが、もう一度日本で活躍し
た い と い う こ と で、介 護 特 定 技 能 を 希 望 し、
2020 年 8 月にフジアアカデミーバリ日本語学
校に入学しました。入学後は、当校介護福祉士の
先生による介護特定技能試験対策講座を受けて
約 1 か月で特定技能評価試験に高得点で合格し

ました。そしてその翌月には茨城県にある社会福祉法人愛和会   特別養護老
人ホームあそうの郷様から内定を頂きました。試験には受かったものの、チカ
さんは介護経験がないため、当校が提携している介護老人ホームにて３か月
の介護研修を受けてきました。それらの過程を経て、現在彼女は元気に配属先
で働いてくれています。配属先施設のご担当様やご利用者様からも好評を頂
いて、当校としてもとても誇らしく思っています。これからも彼女の活躍を、
スタッフ一同で温かく見守っていきたいと思います。

　2020 年 11 月、特定技能の在留資格を持ったインドネシアの青年２名が配属となりまし
た。弊社には２年前より技能実習生が勤務していますが、私自身は一緒に働くのは初めて
の経験なので、配属前は「コミュニケーションはどの程度とれるのか？」「どのように業務
を伝えていけばよいのか？」と色々心配していました。しかしその心配は、初日で払拭され
ました。ふたりとも日本語会話力もコミュニケーション能力もとても高く、驚きを隠せま
せんでした。ふたりが来てくれたことにより笑い声が増え、優しい声掛けや表情にはご利
用者様も安心感を持たれており、今後さらに明るく活気のあるホームになるのではと、と
ても楽しみにしています。私たちも彼らの学びたいという熱心な思いに応えられるよう、
日々関わりを深めていきたいと思っています。施設担当者様より

オムツ交換、食事介助、着替え介助、シーツ交換をやりま
した。入浴介助はまだ見学だけです。難しいと思うこと
はないんですが、まだ慣れないから…。でも、みなさん優
しく教えてくれるので、早く慣れるようにがんばります。

利用者様の名前は覚えました。声かけする時、名前がわから
ないといけませんので。食事介助の時「食べたくない」と言わ
れて「もう少しがんばりましょう」と声をかけましたが、食べ
てもらえなくて、困った時は職員さんに相談しています。

ディタさん（19歳）アグスさん（19歳）
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特定技能配属特定技能配属

生徒
在籍状況
生徒
在籍状況

2021 年 1 月時点

フジアカデミーでは人財定着支援の一環として、入国後も
特定技能のフォローを継続して行っております。

〈第一号〉〈第一号〉広島県内の看護小規模多機能施設様へ２名配属しました広島県内の看護小規模多機能施設様へ２名配属しました

特定技能配属特定技能配属〈第二号〉〈第二号〉茨城県内の特別養護老人ホーム様へ 1名配属しました茨城県内の特別養護老人ホーム様へ 1名配属しました

配属後も支援致します！配属後も支援致します！

フジアカデミーに入学した生徒たちの
ほとんどが看護・医療系の学歴を持っ
ており、N4 合格率は４か月で８割です。

フジアカデミーに入学した生徒たちの
ほとんどが看護・医療系の学歴を持っ
ており、N4 合格率は４か月で８割です。

　　 フジアカデミー卒業生
特定技能の配属が始まってます！

　　 フジアカデミー卒業生
特定技能の配属が始まってます！
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チカさん（23歳）


