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官民協働海外留学支援制度
トビタテ！留学JAPAN日本代表プログラム

【高校生コース】

第4期オンライン説明会
応募と選考について

文部科学省
官民協働海外留学創出プロジェクト
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平成30年度 官民協働海外留学支援制度
トビタテ！留学JAPAN 日本代表プログラム【高校生コース】

第４期オンライン説明会

１．トビタテ！留学JAPANとは

２．第４期 募集概要

３．第４期 応募方法

４．よくある質問
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１．トビタテ！留学JAPANとは

オールJAPANで取り組む
若者の留学支援制度
トビタテ！留学JAPANとは？
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トビタテ！留学JAPAN

募集要項・説明動画も合わせてご覧ください



企業

海外留学にチャレンジしたい若者を、

官 ＋ 民 協働で応援

政府(文部科学省)

官民協働で取り組む留学促進キャンペーン

4

トビタテ！留学JAPAN



トビタテ！留学JAPAN 日本代表プログラム

目標：10,000人の日本代表生の派遣

特徴：オールジャパン型官民協働への挑戦

民間企業からの寄付金による運営

・2020年までに計200億円を目標

・2017年9月時点で216社・団体から約116.8億円の支援表明

平成25年度よりスタート
産学官の出身者から構成される
協働プロジェクトチームが事業を推進
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返済不要の奨学金や研修等を通して
若者の海外留学を支援する制度



幅広い企業からの支援
216社・団体から116.8億の支援（2017.9.29現在）
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大学生対象4コース

１．理系、複合・融合系人材コース ２．新興国コース

３．世界トップレベル大学等コース ４．多様性人材コース

５．地域人材コース

2014年
~

期間：
28日～2年

期間：
14日～1年

コース別学生採用実績(予定含む)

【大学生】合計 3,048名
（年２回募集 1000名/年）

【高校生】合計 1,315名
（年１回募集 500名/年）

2015年
～

【地域人材コース採択実績】 合計20地域

グローバル人材育成と留学の裾野拡大を目指した多様な6つのコースを準備

５．地域人材コース

日本代表プログラムの概要

（背景） 留学促進キャンペーン「トビタテ！留学JAPAN」の機運醸成フラッグシッププロジェクトとして2014年に開始

（目的） “産業界を中心に社会で求められる人材”、“世界で活躍できる人材”の育成、“留学機運の醸成”

10,000人の日本代表生を海外へ派遣

民間からの寄附200億円
（目標） 2020年までに

６．高校生コース

トビタテ！留学JAPAN日本代表プログラム
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留学期間中は
「日本のアンバサダー」
として日本の良さを発信する

帰国後、留学生増加のため
留学のエヴァンジェリスト
として活動する

留学を通じて最大限に成長し、
将来の「グローバルリーダー」
を目指す

＜日本代表生に期待する３つの役割＞

トビタテ！留学JAPAN日本代表プログラムの特徴①

Global Leader Ambassador Evangelist
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壮行会 事前研修 留学 事後研修
留学生

ネットワーク

・日本代表生として
の意識の醸成

・留学計画の
ブラッシュアップ

・活動の目標の明確化

・留学を通じて
学んだことの言語化

・体験のシェアと相互
の学び合い

・将来の目標設定

・将来に渡って学び合う
仲間とのつながり

・地域での留学機運醸成

＜成長の促進を目指したプログラム＞

トビタテ！留学JAPAN日本代表プログラムの特徴②

①“幅広い留学”
（海外体験）を対象

②充実した奨学金等

③事前・事後研修
の提供

④派遣留学生
コミュニティ

＜多方面でのサポート＞
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２．第４期 募集概要

募集内容、第3期募集からの
変更点等について



応募書類の提出前に確認いただきたいポイント①

（１）派遣留学生の要件

１．日本国籍を有する生徒等または日本への永住が許可されている生徒等であること

２．事前・事後研修に参加し、留学生ネットワークに参加すること

３．留学終了後、日本の在籍高等学校等で学業を継続し、卒業を目指すこと

４．在籍校が派遣を許可し、留学先機関が受入を許可していること

５．留学に必要な査証（ビザ）を取得し得ること

６．他団体から留学のための奨学金を受ける場合は、その総額が本制度の奨学金を
超えないこと（ただし当該団体が本制度の奨学金との併給を認めない場合あり）

７．高校生コース第１期、第２期、第３期派遣留学生ではないこと

８．日本学生支援機構の第二種奨学金に準ずる家計基準を満たしていること
（ただし、全体の1割程度を上限に基準を超える生徒を支援する予定）

９．文部科学省が実施する「社会総がかりで行う高校生留学促進事業」の支援金を
受けない生徒等であること

10．【該当者のみ】中等教育学校又は併設型の中高一貫教育校の中学校に在籍する3年
生、平成30年４月に入学する高等学校等を通じた応募が可能な中学3年生であること
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応募書類の提出前に確認いただきたいポイント②

（2）留学計画の要件

１．平成30年7月1日から平成31年3月31日までの間に諸外国において留学が開始される
計画であること

２．諸外国における留学期間が、分野ごとに規定する日数を満たす計画であること

３．留学先における受入機関があり、留学計画の内容が募集要項「５．（１）応募分
野」の規定を満たす計画であること

４．在籍高等学校等の校長が、教育上有益と認める計画であること

５．アンバサダー活動及び自主活動が含まれている計画であること

※【平成31年３月に在籍高等学校等を卒業予定の生徒等が卒業式後に留学を開始する
または帰国する場合】
平成31年３月31日までに帰国（日本に到着）する留学計画であること
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応募書類の提出前に確認いただきたいポイント③

（3）高等学校等の要件

１．留学中の派遣留学生の学修・自主活動状況を適切管理する体制が取られていること

２．留学中の派遣留学生に対する適切な危機管理体制を有すること

３．派遣留学生の支援に係る事務手続きを行う体制を有すること

４．派遣留学生の留学中あるいは留学の前後に本制度の運営等に影響を与える可能性の
問題等が発生した場合に、派遣留学生本人、その親権者及び独立行政法人 日本学生
支援機構と連絡が取れる体制を有し、事態の把握、収拾に努める体制が整備されて
いること

※【平成31年３月に在籍高等学校等を卒業予定の生徒等が、卒業式後に留学を開始する
または帰国する場合】
派遣留学生の卒業後も上記１～４に掲げる体制を有すること
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分野名 留学内容

アカデミック
（テイクオフ）

海外の語学学校等において外国語の習得を主たる目的とするプログラムに参加するとともに、
留学先で外国語を用いて異文化交流を行うもの。

アカデミック
（ショート）

海外の高等学校や大学等の教育機関に在籍し、外国語を用いて様々な科目を学修したり、教
育プログラムに参加するもの。

アカデミック
（ロング）

海外の高等学校等に長期間在籍し、外国語を用いて様々な科目を学修するもの。

プロフェッショナル

現在学んでいる専門知識・スキル等を活かして、あるいは将来的に携わりたいと考える領域
について、実地研修やインターンシップ等を通じて専門知識やスキルの習得を目指すもの。

《未来テクノロジー人材枠》
数理情報科目やITの素養を持ち、将来的に携わりたいと考えるテクノロジー領域（プログラ
ミング、制御技術、ロボティクス、Webサービス・デザイン、モバイルアプリ開発等）に関
する学修やインターンシップ等の実践活動を行うもの。

スポーツ・芸術
学内の部活動または学外の活動等を活かして、海外のトレーニングセンター、教育機関、芸
術学校等に在籍し、現地指導者の下で技量の向上を目指すものや、現地でのレッスン・ト
レーニングを伴って大会等に参加するもの。

国際ボランティア 海外でのボランティア活動に参加し、体験を通じて国際協力についての理解を深めるもの。

高校コース 第４期 募集内容（分野）

高校生コース 第４期 募集分野
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テイクオフ分野とショート分野の違い

【注意点】
現地の高校や大学内の学校に通う場合であっても、学ぶ内容が「語学」の場合は、
アカデミック（テイクオフ）の留学内容となります。

各応募分野の規定とは異なる内容で応募した場合、審査対象外になることもあり
ますので、学校のカリキュラムをきちんと確認して応募してください。

学校のカリキュラムが語学とそれ以外の科目（例えば「歴史」「環境」などの科
目）を学修する内容になっている場合には、時間数の多い方で応募してください。
応募にあたっては時間数がわかるカリキュラム等を必ず添付してください。

また、例えば過去に外国に住んでいた、長期留学していた、等で語学力に問題が
ない生徒等についてはアカデミック（ショート）に該当する留学計画をたてて応
募してください。

アカデミック（テイクオフ）は学ぶ内容が「語学」である留学、
アカデミック（ショート）は語学をツールとして「科目」を学ぶ留学となります。
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【NEW】未来テクノロジー人材枠 50名採用予定

数理情報科目やITの素養を持ち、将来的に携わりたいと
考えるテクノロジー領域（プログラミング、制御技術、
ロボティクス、Webサービス・デザイン、モバイルアプ
リ開発等）に関する学修やインターンシップ等の実践活
動を行う留学

例：テクノロジーキャンプ、プログラミングの授業に参加等
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【NEW】クィーンズランド州政府による留学支援

【渡航先】 オーストラリア
【留学先機関】 クィーンズランド州立校
【留学期間】 1年間
【出発時期】 2019年1月下旬以降
【支援金額】 一人当たり5,000豪ドル
【採用人数】 最大20名（予定）

トビタテ！クィーンズランド留学枠高校生コースは
トビタテ！留学JAPAN日本代表プログラムとは異なります。

詳細につきましてはWEBページをご覧ください。
https://eqi.com.au/tobitate

第４期ではアカデミック（ロング）
分野に応募した生徒等のうち、残念
ながら支援にいたらなかった生徒の
中から最大20名へクィーンズランド
州政府から支援を頂けることになり
ました。 【希望者のみ】
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分野名 採用予定者数 留学期間

アカデミック

テイクオフ
（新高校２～3年生向け）

100人
2～3週間

（14～21日間）テイクオフ
（新高校１年生向け）

50人

ショート 90人
2週間～3カ月間

（14～106日間）

ロング 20人
4か月間～1年間

（107～365日間）

プロフェッショナル
＊未来テクノロジー人材枠

80人
（うち50名）

2週間～3カ月間
（14～106日間）

スポーツ・芸術 80人
2週間～3カ月間

（14～106日間）

国際ボランティア 80人
2週間～3カ月間

（14～106日間）

高校生コース 第４期 募集内容

NEW
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高校コース 第４期 募集内容（人数等）

留学期間とは「留学先機関等の発行する証明書で
確認されるプログラムの開始～終了までの期間」



留学期間＝主たる留学先機関での活動開始日～活動終了日

留学期間の考え方（例：アカデミックテイクオフ）

19

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

入国日 語学学校の授業日

語学学校
の授業日

語学学校
の授業日

語学学校
の授業日

語学学校の授業日

出国日

観光 休日 買い物

留 学 期 間

留 学 期 間

留 学 期 間

発行された書類に
記載されている活動開始日

発行された書類に
記載されている活動終了日留学期間（８日～２６日）

＝１９日間



留学期間＝主たる留学先機関での活動開始日～活動終了日

留学期間の考え方（例：スポーツ・芸術）
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日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

入国日

チームトレーニング

語学学校の授業日

出国日

買い物

留 学 期 間

発行された書類に
記載されている活動開始日

発行された書類に
記載されている活動終了日

留学期間（１５日～３０日）
＝１６日間

語学学校の授業日

チームトレーニング

留 学 期 間

チームトレーニング

留 学 期 間



留学計画の内容 全分野共通

自主活動
⇒異文化交流等、エージェントの企画するプログラム以外
に行う活動

アンバサダー活動
⇒留学先において日本や日本の地域の良さを発信する活動

例：現地の高校生と交流を図り共に学ぶ活動、
留学テーマに沿った研究・調査活動

例：日本文化を紹介する、出身地の魅力をプレゼンする、
和食をホストファミリーにふるまう
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募集・審査スケジュール（第４期）

平成29年 平成30年

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

留学開始募集期間
10月2日～2月1日 17時必着

面接
審査

書面
審査

留
学
開
始募集期間

10月2日～4月26日 17時必着

壮
行
会
・
事
前
研
修

書面
・

動画
審査

応募に当たっては以下の手続が締切までに必要です。
①在籍学校によるオンライン申請システムでの登録 ②応募書類の提出（郵送）

※アカデミック（テイクオフ）新高校1年生向け のみ

★中等教育学校又は併設型の中高一貫教育校の中学校に在籍する３年生
★推薦入試などで既に高校入学が決定している中学３年生
上記の方がアカデミック（テイクオフ）分野に申し込みを希望する場合はアカデミック（テイクオフ）新高校1年生向けにお申し込みください。

採
用
通
知

採
用
通
知
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新高校1年生が応募可能なコースについて

アカデミック
（テイクオフ）

新高校１年生向け

アカデミック
（ショート・ロング）
プロフェッショナル

スポーツ・芸術
国際ボランティア

平成29年度 中学校３年生のうち
・平成30年４月以降の
在籍校が決定している生徒
（内部進学・推薦等）

応募可能 応募可能

平成29年度 中学校３年生のうち
・平成30年４月以降の
在籍校が決定していない生徒
（一般入試による進学等）

応募可能 応募不可

◆募集締切◆
アカデミック（テイクオフ）新高校１年生 分野：4月26日（木）17時必着

それ以外の分野：2月1日（木）17時必着
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審査について
（アカデミック（テイクオフ）新高校１年生以外）

審査実施時期：平成30年2月中

結果通知：平成30年3月上旬

審査実施時期：平成30年3月20日～30日[予定]

結果通知：平成30年5月上旬

開催地域[予定] ：札幌、仙台、金沢、東京、名古屋、京都、
神戸、岡山、福岡、沖縄

審査方法：個人面接またはグループ面接（留学計画のプレゼン）

書面審査

面接審査
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審査について
（アカデミック（テイクオフ）新高校１年生）

審査実施時期：平成30年4月下旬～5月上旬

結果通知：平成30年5月中旬
（他分野の採否結果とは別に通知します）

書面審査・動画審査

【注意点】
・面接審査は実施しません。

・応募は必ず平成30年4月に在籍する高等学校等を通じて行ってください。

・平成30年4月に在籍する高等学校等が決定している中学3年生も、
入学予定の高等学校等を通じて応募してください。
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実施時期： 平成30年６月９日（土） 東京会場
平成30年６月16日（土） 大阪会場

※事前研修への参加は必須です。
※詳細につきましては、採用決定後にご連絡いたします。

壮行会・事前研修について

事前研修会
目的
・トビタテ！生としての自覚の醸成
・留学計画のブラッシュアップ
・仲間づくり

内容
・グループワークによる留学計画の

共有と相互フィードバック
・留学中の目標の設定

壮行会・事前研修（予定）
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2017年6月10日第３期生壮行会（文部科学省）の様子



支援内容（奨学金）について

派遣留学生には、以下の費用を支給します

事前・事後研修参加費

奨学金 (※ )

授業料、現地活動費、渡航費

注意点

※奨学金は実際に発生した費用ではなく、留学期間・留学先に応じて設定された定額を
支給いたします。
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奨学金の支給申請手続きについて

奨学金の支給にあたっては、下記事項を確認します
①受入先での活動期間（入学許可証、受入承諾書など）
②留学先機関等に対する授業料相当額の支払いの有無（請求書、領収書など）

※姉妹校交流に関する協定等により、留学先機関で授業料不徴収又は全額免除と
なっている場合は、往復渡航費と現地活動費部分のみ支給します。

※日本学生支援機構が定める家計基準を超える場合、支援金額が異なります。

①アカデミック（テイクオフ）
留学期間・留学先地域に応じた

奨学金（※）を定額支給

※往復渡航費、現地活動費、授業料として

②アカデミック（ショート）
プロフェッショナル
スポーツ・芸術
国際ボランティア

③アカデミック（ロング）

留学期間・留学先地域に応じた

往復渡航費、現地活動費、授業料
をそれぞれ支給

詳細は採用決定後に送付する
「奨学金等に係る事務手続の手引」にてお知らせします
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高校生コース第３期募集の状況

応募者数 1,904人 ⇒ 採用者数 501人(男126人 女375人）

北米 205人

大洋州 86人

欧州 117人

留学先

アカデミック（テイクオフ） 176人

アカデミック（ショート） 100人

アカデミック（ロング） 20人

プロフェッショナル 49人

スポーツ・芸術 77人

国際ボランティア 79人

分野別

14日～27日間 368人

28日～55日間 61人

56日～ 72人

期間別

アジア 65人

中南米 10人

アフリカ 18人

(839校) (330校)
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出発月別（人）
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都道府県ごとの採用実績について

都道府県別採用者数 ※3期続けて10名以上採用の都道府県に網掛け

都道
府県

１期 ２期 ３期
都道
府県

１期 ２期 ３期
都道
府県

１期 ２期 ３期
都道
府県

１期 ２期 ３期
都道
府県

１期 ２期 ３期

北海道 12人 19人 27人 埼玉県 14人 7人 3人 岐阜県 4人 1人 1人 鳥取県 1人 1人 1人 佐賀県 0人 8人 2人

青森県 11人 2人 8人 千葉県 15人 17人 17人 静岡県 7人 12人 13人 島根県 1人 1人 1人 長崎県 4人 5人 2人

岩手県 2人 2人 5人 東京都 42人 102人 86人 愛知県 11人 15人 30人 岡山県 4人 7人 7人 熊本県 6人 10人 7人

宮城県 6人 3人 7人
神奈川
県

7人 19人 23人 三重県 1人 4人 7人 広島県 9人 13人 14人 大分県 1人 7人 1人

秋田県 0人 1人 1人 新潟県 1人 2人 1人 滋賀県 1人 3人 6人 山口県 4人 2人 6人 宮崎県 1人 4人 7人

山形県 3人 3人 4人 富山県 1人 6人 6人 京都府 24人 37人 27人 徳島県 1人 5人 3人
鹿児島
県

0人 2人 5人

福島県 7人 2人 7人 石川県 0人 14人 9人 大阪府 24人 50人 35人 香川県 2人 1人 0人 沖縄県 3人 9人 5人

茨城県 4人 7人 9人 福井県 0人 5人 4人 兵庫県 27人 33人 25人 愛媛県 4人 11人 7人 303人 511人 501人

栃木県 8人 3人 7人 山梨県 3人 6人 7人 奈良県 9人 13人 9人 高知県 0人 1人 3人

群馬県 11人 8人 15人 長野県 3人 8人 8人
和歌山
県

2人 3人 5人 福岡県 2人 17人 18人
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31

３．第４期 応募方法

応募の仕方、間違えやすい
ポイントについて



応募に際して提出が必要なもの

書類名
作成者／
提出部数

提出形式 提出方法

様
式
１

留学
計画書

①アカデミック（テイクオフ）
新高2～3年生対象

アカデミック（ショート）
スポーツ・芸術
国際ボランティア

応募生徒等
・

高等学校等
／

応募生徒
ごとに1部

紙媒体 郵送
②アカデミック（ロング）

③プロフェッショナル

④アカデミック（テイクオフ）
新高校1年生対象

様
式
２

応募申請書

高等学校等
／

高等学校等で１
部

紙媒体
（公印付）

郵送

書
類
な
し

オンライン申請システム 高等学校等
応募生徒等の情報を

WEB上で入力して登録

32



留学計画書留学計画書留学計画書留学計画書留学計画書留学計画書
（様式１）

応募書類ダウンロードについて

応募申請書
（様式２）

各生徒が作成する留学計画書を取りまとめ、
応募申請書（応募生徒の一覧）と合わせてご提出ください

学校作成応募生徒作成

応募書類ダウンロードページ：
http://www.tobitate.mext.go.jp/hs/program/

応募手続きの詳細は「応募の手引」をご覧ください
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留学計画書（様式１）について

留学計画書（様式１）は４種類。応募分野により異なります。

※「留学プログラムの概要」は留学先機関のHPや参加予定プログラムを主催する会社等が
作成した資料のコピーでも可。ただし、冊子やパンフレットそのものの送付は不可。

※機械で読み取るため、写真等の使用は極力PCでのデータ貼付とすること。
糊付けする場合には上述のとおり、糊付け後にコピーを取り、コピーを提出すること。

書類名 分 野 備 考

様式１－１

アカデミック（テイクオフ）
新高校２～３年生向け

アカデミック（ショート）
スポーツ・芸術
国際ボランティア

・記入は日本語で、原則PCで入力する
「自己PR欄」のみ手書き、PC入力の
どちらでも可

・留学プログラムの概要を必ず添付すること

・機械で読み取るため、資料を糊付けした
場合はコピーを取り、コピーを提出

・日本語及び英語以外で表記されている資料
の場合には日本語の訳文を付けること

・用紙はA4サイズ・両面印刷・クリップ止め
（×ホチキス止め）

様式１－２ アカデミック（ロング）

様式１－３ プロフェッショナル

様式１－４
アカデミック（テイクオフ）

新高校１年生向け
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留学計画書記入上の注意

アカデミック（ロング）分野
トビタテ！オーストラリア・クィーンズランド

留学枠高校生コース

プロフェッショナル分野
未来テクノロジー人材枠

応募様式１－３ Ｐ．１ 応募様式１－２ Ｐ．３

希望する方は忘れずに記入してください。
35



申請の流れ
（アカデミック（テイクオフ）新高校1年生 分野以外）

留学計画書
（応募様式１）

応募申請書
（様式２）

留学計画書
（応募様式１）

留学計画書
（様式１）

生徒 学校

留学計画書
（応募様式１）

留学計画書
（応募様式１）

留学計画書
（様式１）

トビタテ！

事務局

平成30年
２月１日（木）

17:00必着
オンライン
申請登録

（WEB登録）

郵送で提出
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申請の流れ
（アカデミック（テイクオフ）新高校１年生向け 分野）

留学計画書
（応募様式１）

応募申請書
（様式２）

留学計画書
（応募様式１）

留学計画書
（様式１）

生徒 学校

留学計画書
（応募様式１）

留学計画書
（応募様式１）

留学計画書
（様式１）

トビタテ！

事務局

37

オンライン
申請登録

（WEB登録）

平成30年
4月26日（木）

17:00必着
動画の撮影

専用サイトへの
アップロード

郵送で提出



オンライン申請システムについて

本システムより、
①家計基準適格性判定表のダウンロード
②応募生徒等の情報登録 をお願いします

システム利用にあたっては、事前に利用申請手続きを行う必要があります。
※本システムは学校の教職員専用のシステムです。

保護者、生徒の方は操作しないでください。

・トビタテ！留学JAPANのHPバナーよりオンライン申請システム登録ページへ
・アドレスを入力し、メールを送信。受信後必要事項を入力して登録申請
※第３期募集にてアカウントを発行した学校は新規利用申請手続を行う必要はありません。
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家計基準の確認方法について

家計基準適格性判定表 入手先

オンライン申請時に
「家計基準を満たしているか否か」

を入力する欄があります。
必ず全応募者分の判定をお願い致します。

オンライン申請システム内、「マイページ」よりダウンロードしていただけます。

《ログインページ》
https://tobitate.force.com/high/login

《新規アカウント発行ページ》
https://tobitate.force.com/high/HighSelfRegFlowConfirm
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家計基準の確認方法について

適切な奨学金支給のため「家計基準適格性判定
表」を用いて、応募生徒ごとに家計基準に合致
しているか否かについての判定をお願いします

○：家計基準を満たしている
×：家計基準を満たしていない

トビタテ！高校生コースの奨学金支給は
（独）日本学生支援機構の事業として実施

第２期より、支援予定人数全体の１割程度を
目安に日本学生支援機構の第二種奨学金に準ず
る家計基準を超える生徒も支援の対象になりま
した。
奨学金金額を減額し支給いたします
※家計基準を満たす生徒に対する支給額の60％

○ ⇒ 「満たしている」を選択
× ⇒ 「満たしていない」を選択

オンライン
申請システム
家計基準欄

記入例
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留学計画の変更について

・留学先機関において来年度（留学時）の時間割やプログラムの詳細が
決まっていない場合は今年度のものを添付してください。

・採用後に計画を変更することは可能（本人の責に因らない場合）ですが、
奨学金申請金額については留学計画書（応募時）の内容に基づく金額が
上限となります。

・留学計画の変更により留学期間等の要件を満たさなくなった場合や当初の
留学の趣旨から大きく変更する場合には採用を取り消し、奨学金の一部
または全額返還を求める場合がございます。

・アカデミック（ロング）の場合、留学先機関が未定の場合は、想定される
「留学プログラム全体のスケジュール（受入先機関での授業期間など）」
「学修する科目」、「授業時間割または履修時間」を添付してください。
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注意事項

（１）応募時の注意事項
１．本コースへの応募は、必ず各高等学校等を通して行ってください。

２．各高等学校等におかれましては、派遣留学生の学修・自主活動
状況等を適切に管理して頂き、適切な危機管理体制を整えてくだ
さい。

（２）採用後の注意事項
１．留学中はもちろん、留学の前後においても「日本代表プログラ

ム」の派遣留学生として相応しい行動を心掛けてください。

２．派遣留学生として採用後も学業不振や素行不良等「日本代表プロ
グラム」の派遣留学生として相応しくない実態があると認められ
た場合等には採用を取り消し、すでに支給している奨学金等の
全額又は一部について返納を求める場合がございます。
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その他

・民間の留学エージェントが提供しているプログラムの活用に
あたって
※HPに高校生コースの各分野に応募可能なプログラム（留学内容や留学日数等の条件を満たす

もの）が準備できるエージェントの一覧を掲載しています。
本ページに掲載されているエージェントの主催するプログラムの全てが
本コースの要件を満たすものであるとは限りませんので、必ずご自身でご確認ください。

※各エージェントとの契約と本制度の採否結果には一切関わりがございません。
申込みの際にはキャンセル料の有無、発生する期日などをご確認下さい。

・応募に関するお問い合わせ
在籍高等学校等を通じて受付センターへご連絡をお願いします。

よくあるご質問につきましては、ウェブサイトに「Q&A」を掲載して
おりますので、ご参照ください。

「トビタテ！留学JAPAN 日本代表プログラム」受付センター

電話：03-4334-1242 メール：tobitate.ryugaku@tempstaff.jp
受付時間：平日 10：00～17：00

トビタテ！留学JAPAN 高校生コース ウェブサイト
http://www.tobitate.mext.go.jp/hs/
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４．よくある質問

説明会会場等にて
よくいただく質問について
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よくある質問について

≪留学計画について≫
①定時制や通信制の学校は応募可能ですか？
②留学エージェントを使用せずに、留学先機関へ
個人で申し込んでも良いですか？

≪奨学金について≫
③奨学金が支払われるのはいつですか？

≪その他≫
④語学力は選考の際に評価されますか？
⑤複数のコースに応募することは可能ですか？

その他のよくある質問は下記ページにございますので、ご覧ください。
http://www.tobitate.mext.go.jp/hs/pdf/qa.pdf

トビタテ！留学JAPANトップページ ＞＞ 海外留学奨学金情報について知りたい ＞＞ よくある質問



トビタテ！留学HPをご活用ください
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最新の情報を連絡

ニュースレター登録

留学奨学金検索
トビタテ！以外の
奨学金情報は
こちらから検索

留学エージェントについて
第４期募集の要件を満たす
留学プログラムが提供できる
団体・企業を紹介しています。

公式SNS
（Facebook,twitter)

@ryugakujapan

留学大図鑑
過去の派遣留学生の
留学計画が国名等で
検索できます。


