
第4回

留学成果報告会
2019年2月3日（日）　12:00 - 18:00
文部科学省３階講堂

日時

場所

Time Table

11:00  ……  開場、受付開始
11:40  ……  オープニングアクト
12:00  ……  開会オリエンテーション
12:30  ……  高校生コース発表
14:30  ……  大学生等コース発表
17:05  ……  結果発表、総評
18:00  ……  終了



Greeting Today's program

ごあいさつ 本日のプログラム

報告会の目的

　このたび４回目を迎える「留学成果報告会」は、官民が協力して海外留学を支援するために創設された「グローバル人材育成コミュニティ」

に参画する企業・団体等からの支援に対する年１回の成果報告の場として、2015年より始まりました。日本代表として海外に派遣された留学

生がその成果を報告するとともに、自身の留学体験・成果を発表し、支援企業・団体等、その他参加者からのフィードバックを受けることにより、

学生自身の留学経験を「学び」に変える場として実施してまいりました。

　前回の第３回までは支援企業・団体等に限定した取り組みでしたが、第４回となる今回

は、より多くの方々に留学で得られる成果を知っていただきたく、支援企業・団体等に加え、

広く一般の見学者のみなさまに向けて、開催させていただく運びとなりました。

　海外でさまざまな経験を経てグローバルリーダーへの第一歩を踏み出した派遣留学生た

ち。その成長を確認して頂くとともに、海外に留学したからこそ得られた様々な体験や、それら

を通して世界を視野に入れて活躍できる人材へと歩み始めた、派遣留学生の現在と未来

への想いを、ぜひご覧ください。

　グローバル化、ボーダレス化が加速する今日では、世界、日本国内の問題の

解決も、若者たちの夢や志も、国境を超えて多くの人を巻き込み、協力し合わ

なければ実現できない時代になっています。一方で、世界は自分の予想する以

上に広く、おもしろい若者や楽しいことが多くワクワクする場であることも事実。

だからこそ、意欲あるすべての若者に自分を知る、世界を知る経験をしてほしい

し、最も意欲と使命感のある若者に最高の機会を提供したいという思いがあり

ます。2013年3月、私を含めた日本のヤング・グローバル・リーダー（ダボス会議が選ぶ世界の若手リーダー）

たちが、下村文部科学大臣（当時）と教育課題について議論し生まれたこの「トビタテ！留学JAPAN 」プロ

ジェクトは、若者の海外留学を応援する経済界をはじめ、国を挙げての協力をいただいています。

　私自身、海外で多様な国籍の人と切磋琢磨する中で、楽しい経験も、苦しい経験もしました。そこで初め

て、自分自身のアイデンティティや日本を客観的に理解することができました。若いときに、海外で異なる環

境、多様な価値に触れ、他者と協力した経験や葛藤は今の私の礎であり財産となっています。

　プロジェクト発足から６年。すでに6000名ほどの個性的なトビタテ生が海を渡り、多様な経験を重ねてい

ます。今ではこのプロジェクト自体がSDGｓという評価も受けはじめており、SDGｓの取り組みにリアルに直

結する多くの学生を輩出しています。

　本日は皆さんと一緒に、「トビタテ！留学JAPAN日本代表プログラム」を通して海外留学を行ったトビタテ

生たちの熱い思いをともに感じられればと思います。「機会を与えれば若者には無限の可能性がある」、そん

なことを実感できる１日になるかと思います。長丁場になりますが、最後まで楽しんでいただければ幸いです。

トビタテ！留学ＪＡＰＡＮプロジェクトディレクター 船橋 力

概要セッション予定時間

開会
オリエンテーション

高校生コース
プレゼンテーション

大学生等コース
プレゼンテーション

休憩、留学映像鑑賞

表彰・閉会式

開会のご挨拶並びに本日の概要説明

高校生コース派遣留学生による

留学成果報告プレゼンテーション（＠７分間）
※途中休憩あり

大学生等コース派遣留学生による

留学成果報告プレゼンテーション（＠７分間）
※途中休憩あり

トビタテオリジナル動画の上映など

審査員により選ばれた最優秀賞、

優秀賞の発表・表彰（文部科学大臣より）など

12:00

12:30

12:30

14:20

14:30

16:40

16:40

17:05

17:05

18:00

● 当日の進行等によりそれぞれのプログラムの開始時間が変更される可能性がございます。
● 他のフロアやお部屋への立ち寄りはご遠慮ください。
● 館内および講堂内は禁煙となっております。
● 飲食は原則禁止となっております。ゴミは原則お持ち帰りください。
● 録画・撮影の際はフラッシュ撮影および赤色ネームタグ（撮影NG）着用者の撮影はお控えください。

注意事項!

オープニングアクト（11:40～）

木本登史（キモトタカフミ）
トビタテ4期生　多様性人材コース

デンマークにある体育学校のパルクール
学科へ約半年間留学。2018年パルク
ールスピード部門全日本チャンピオン。ア
ジア大会スピード部門6位。「老若男女
問わず、パルクールを楽しめる場所」を作
るために活動中。

神薗善規（カミゾノヨシノリ）
トビタテ4期生　多様性人材コース

オーストラリアメルボルンに11ヶ月間留
学。世界に凄い勢いで広まる民族楽器

「尺八」。今や日本に留まらず、世界の
楽器”Shakuhachi”と呼ばれ西洋圏を中
心に根付き始めている。自身をも引き込
んだ「尺八」の響き。世界の人は実際どう
いう想いで向き合っているのか。現地で
学びつつ共に広める活動を行なった。
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Experience presenta tion of study abroad

第４回留学成果報告会に先駆け、全 国７ヶ所で開催された留学体験発表会

エリア 会場 日程 受賞者紹介（敬称略）所属は派遣時

関東１
（豊洲）

芝浦工業大学
豊洲キャンパス

2018年
10月21日（日）

  優良賞 菅井雄斗（屋代高等学校）

  優良賞 田中綾乃（筑波大学附属視覚特別支援学校）

  優良賞 高橋かのん（早稲田大学）

  優良賞 田中達也（早稲田大学大学院）

  優良賞 堀 佳月（茨城大学）

  優良賞 丸山亜由美（武蔵野美術大学）

関東２
（大宮）

芝浦工業大学
大宮キャンパス

2018年
10月27日（土）

  優良賞 芹川史枝奈（早稲田実業学校高等部）

  優良賞 矢舗怜央奈（國學院大學久我山高等学校）

  優良賞 冨沢元輝（筑波大学大学院）

  優良賞 矢野いずみ（宇都宮大学）

東北 東北大学
川内キャンパス

2018年
10月28日（日）

  優良賞 神田紗綾（秋田市立秋田商業高等学校）

  優良賞 林 明澄（東北大学）

  特別賞 高橋杏奈（岩手県立黒沢尻北高等学校）

  特別賞 垣本啓介（琉球大学）

東海 名古屋大学
東山キャンパス

2018年
11月3日（土）

  優良賞 土田妃愛乃（名古屋市立名東高等学校）

  優良賞 渡邉智基（名古屋大学）

  特別賞 久保田匠慶（京都大学大学院）

エリア 会場 日程 受賞者紹介（敬称略）所属は派遣時

関西 公文教育研究会
本社

2018年
11月4日（日）

  優良賞 槇山いまり（平安女学院高等学校）

  優良賞 松尾一輝（大阪教育大学附属高等学校）

  優良賞 稲吉康汰（関西学院大学）

  優良賞 松浦大輔（関西大学）

  特別賞 岩本一将（京都大学大学院）

  特別賞 中山裕基（徳島大学）

北海道 北海道大学 2018年
11月10日（土）

  優良賞 黒沼玲亜（市立札幌大通高等学校）

  優良賞 前田沙優里（酪農学園大学）

  特別賞 三浦宗民（市立札幌大通高等学校）

  特別賞 松下耕基（帯広畜産大学）

九州 九州大学
病院キャンパス

2018年
11月11日（日）

  優良賞 髙野晋弘（精道三川台高等学校）

  優良賞 安永麻紀（中村学園大学）

  特別賞 グェンティ ミンアン（福岡県立香住丘高等学校）

  特別賞 山口拓馬（佐賀大学）

日本全国の若者の留学機運を高めていくために、
今年度初めて全国７ヶ所で「トビタテ！留学JAPAN日本代表プログラム」派遣留学生による海外留学体験の発表会が行われました。
140名を超える発表者から、特に留学機運を高める発表を行った31名を表彰しています。

（優良賞を受賞した22名が第４回留学成果報告会で発表します）

※■高校生コース、■大学生等コース
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秋田市立秋田商業高等学校

市立札幌大通高校

屋代高等学校

神
カンダ

田 紗
サアヤ

綾

黒
クロヌマ

沼 玲
レイア

亜

菅
スガイ

井 雄
ユウト

斗

世界最古の王立バレエ学校で
伝統的な
クラシックバレエを学ぶ

　私は世界最古の王立バレエ学校で、伝統のブ
ルノンヴィルメソッドを中心にクラシックバレエを学
びました。日本人がほぼいない環境での2週間は、
自分にとって大きな挑戦の2週間でした。長い日で
10時間の厳しい練習は、とてもハードでしたがクラ
スメイト皆で励まし合いながら乗り越え、留学最終
日は王立劇場でパフォーマンスを成功させました！
コンフォートゾーンを抜けた先に見えたものは、今ま
で見たことの無い新しい世界でした。

感動を巻き起こす
物語をつくるための技術を
世界の人と学ぶ

　バンクーバーで伝統のある芸術専門学校、The 
Art Institute of Vancouverで、映画制作の基
礎をプロの方から学び、１０分間の短編映画を制
作しました。メンバーは、世界７カ国から集まった、計
１０名で、言葉の壁を越えて、最後まで全力で作り
ました。また、ELSという語学学校に通い、世界の
異文化を肌で感じ、インスピレーションを得てきまし
た。

「求めよ、されば与えられん」
ー苦難の中で挑戦し、
学んだこと

　私は、夢である「宇宙工学者」になるために、今
から「使える英語」を手に入れようと考え、語学留
学しました。初めての海外で、未知の体験の連続。
僅かながら持っていた自分の英語に対する自信が
崩れていったなかで、学び得た一つの教訓は「行
動を起こすこと」でした。守りに入らないこと。行動
を起こせば必ず結果が返ってくる。そこからまた次
が生まれ、成長できると気づいたのです。紆余曲
折の中で得たこの教訓は、今も自分の中で生きつ
づけています。

　デンマークロイヤルバレエ学校への

留学を経験し、世界レベルのバレエを学

びました。国立バレエ学校など、専門的

にバレエを学ぶことのできる教育機関が

ない日本で、世界で通用するバレエを学

ぶことのできるバレエ教室はありません。

2028年までにもっと海外でバレエにつ

いての学びを深め、バレエの本場である

海外のバレエ学校にも引けを取らない教

育を提供できるバレエ教室を主宰したい

と考えています。

マンガ雑誌で、マンガを連載し、そのマン

ガが新しい世界観として価値を生み、日

本、そして世界の読者に感動を届けてい

る。また、世界を旅しながら新しい価値観

に触れ、自分がストーリーテラーとして、

発信者となっている。また、世界のクリエ

イター達と新しいプロジェクトを立ち上げ

て、常に前進している。

　小学生の時から変わらない、宇宙への

興味。2017年夏の留学中、本物のスペ

ースシャトル “エンデバー号” を目の前に

したときの感動。そして、この留学全体を

通して得た「挑戦することの大切さ」。こ

れらを胸に秘め、私は、「宇宙工学者にな

る」という夢に向けて走り続けます。苦し

いときには、私はこの波乱万丈の留学を

思い出します。そうしてどんな壁にも立ち

向かって、将来必ず日本の宇宙開発を引

っ張る存在になります。

4期・スポーツ・芸術

3期・スポーツ・芸術

3期・アカデミック-テイクオフ

秋田市立秋田商業高等学校

市立札幌大通高校

屋代高等学校

デンマーク・2週間

カナダ・3週間

アメリカ合衆国・3週間

デンマークロイヤルバレエ学校

ELS、
The Art Institute of Vancouver

FLS Citrus College

派遣期・コース

派遣期・コース

派遣期・コース

留学先・期間

留学先・期間

留学先・期間

留学先機関

留学先機関

留学先機関

派遣時所属

派遣時所属

派遣時所属

4101

4102

4103

2028年地元秋田で世界レベル
のバレエダンサーを育てる！

ストーリーテラー(漫画家)として、
世の中に感動を巻き起こしている。

日本の宇宙工学界を代表する
エンジニアになる

2028年、私は・・・

2026年、私は…

2050年、私は・・・

4101 :  神田紗綾（高校４期・スポーツ・芸術コース）
 留学先・期間  デンマーク・２週間
  世界最古の王立バレエ学校で伝統的なクラシックバレエを学ぶ

4102 :  黒沼玲亜（高校３期・スポーツ・芸術コース）
 留学先・期間  カナダ・３週間
  感動を巻き起こす物語をつくるための技術を世界の人と学ぶ

4103 :  菅井雄斗（高校３期・アカデミック-テイクオフコース）
 留学先・期間  アメリカ合衆国・３週間
   「求めよ、されば与えられん」ー苦難の中で挑戦し、学んだこと

4104 :  芹川史枝奈（高校４期・スポーツ・芸術コース）
 留学先・期間  アメリカ合衆国・３週間
  Chance! ⇒ Challenge!! ⇒ Change!!! 

4105 :  髙野晋弘（高校４期・アカデミック-テイクオフコース）
 留学先・期間 アメリカ合衆国・３週間
  食文化を通じて多様性を理解する

4106 :  田中綾乃（高校３期・アカデミック-ショートコース）
 留学先・期間  チェコ共和国・３週間
  チェコで障害児支援と音楽の関係を学ぶ

4107 :  土田妃愛乃（高校４期・アカデミック-ショートコース）
 留学先・期間  イギリス・３週間
  ファッションビジネスを学ぶinロンドン

4108 :  槇山いまり（高校４期・国際ボランティアコース）
 留学先・期間  フィリピン・２週間
  それでも「自分にできることは何か？」と、考え続けたい！！

4109 :  松尾一輝（高校３期・プロフェッショナルコース）
 留学先・期間  カナダ・２ヶ月
  地方観光地を活性化するにはPart 2ー伊根町とルーネンバーグの架け橋になる

4110 :  矢舗怜央奈（高校４期・アカデミック-テイクオフコース）
 留学先・期間  アメリカ合衆国・３週間
  今の日本と高校生に必要なものを探しに行く、アメリカ留学

高校生
コース

High School Course
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早稲田大学系属
早稲田実業学校高等部

名古屋市立名東高等学校

精道三川台高等学校 平安女学院高等学校

筑波大学附属
視覚特別支援学校

大阪教育大学附属高等学校
天王寺校舎

芹
セリカワ

川 史
シエナ

枝奈 土
ツチダ

田 妃
ヒメノ

愛乃

髙
タカノ

野 晋
ユキヒロ

弘 槇
マキヤマ

山 いまり

田
タナカ

中 綾
アヤノ

乃 松
マツオ

尾 一
カズキ

輝

Chance! ⇒ Challenge!!
⇒ Change!!!

　将来の目標である「オリンピックで日の丸を背負
い国民の皆さんに勇気と感動を与えるマラソンラ
ンナー」に近づくために世界屈指のスポーツアカデ
ミーである「IMG Academy」に乗り込んだ。往路
での飛行機乗り換えミスや言語の壁、現地でのル
ームメイトとの不仲、アンバサダー活動での葛藤、
日本代表としての責任とプライド、復路でのダイバ
ージョンなどトビタテだからこそできた経験と苦悩、そ
して自らの成長を感じた３週間の記憶を辿る。

ファッションビジネスを学ぶ
inロンドン

　私の将来の夢は、「日本のファッション業界が飛
躍できるように活躍したい」です。具体的な職種とし
ては、「マーチャンダイザー」というものを目指してい
ます。ですので、私は夏休みにロンドン芸術大学の
２つのカレッジ、Central Saint MartinsとLondon 
College of Fashion に3週間通いました。すこしで
もマーチャンダイザーに近づくために、ファッションビ
ジネスの知識、コミュニケーション能力、自己表現力
を養える、３つのショートコースを履修しました。また、
そこで1人のイギリス人の友達に出会ったことで、私
のファッションに対する考え方が変わりました。

食文化を通じて
多様性を理解する

　大好きな「食」を通じて、異文化理解と和食につ
いてのイメージ調査を行いました。現地では和食に
ついてのプレゼンテーション、試食会、アンケートを
行い、和食の魅力を伝えると同時に、外国から見
た日本の食文化の印象を調査しました。誰もが知
っているおにぎりの認知度が低い、豆腐にケチャッ
プ等、予想外の結果が得られました。海外に和食
を伝えるためには、そのままではなく、現地の好みや
環境に合わせて工夫する必要があると感じました。

自分にできることは何かを
考え続ける

　私は貧困層の人達が本当に困っている事は何
か、そのために何ができるかを見つけるために留学
しました。私はフィリピンで家庭環境や教育、衛生
面について学びました。そこで「ボランティア」とは
ただ目の前で困っている人へ必要な物資を与える
のではなく、彼らが必要としているスキルを加えた
方が質の高い支援ができると学びました。

チェコで障害児支援と
音楽の関係を学ぶ

　リベレツ特別支援学校で英語、科学、美術など
の授業に参加し、動画を作成して日本の文化紹介
も行った。様々な障害がある生徒が同じ授業に協
力しながら取り組んでいる様子から、日本の特別
支援学校との違いを感じた。音楽を用いた心のケ
アの教室の見学や、生徒たちの合奏、生活に音
楽が根付いている様子から音楽と人との心の距
離の近さを感じた。

地方観光地を活性化するには
Part 2ー伊根町と
ルーネンバーグの架け橋になる

　祖父母が住んでいるという縁で、京都府伊根町
の観光産業について研究していた私には、伊根町
をもっと活性化したいという思いがあった。そこで
留学したのが、ノバスコシア州ルーネンバーグであ
る。伊根町と人口・景観がそっくりで、世界文化遺
産に指定されているカナダ有数の地方観光地だ。
現地観光案内所でのインターンシップ、ルーネンバ
ーグ知事との面会、伊根町のPR 活動。日本人ゼ
ロという超ド田舎で、孤独と失敗に涙しながらも奮
闘した結果、精神的に大きく成長できた。

　パリオリンピックに日本代表としてマラ

ソンに参加した。世界中の選手と熾烈な

レースを繰り広げ、メダルを獲得。最後ま

で諦めず、限界突破を試みる日本人らし

い姿は多くの方に勇気と感動を与えた。

留学で培った語学力とコミュニケーショ

ン能力を大いに発揮し、交流を広げた。

数々のトラブルを乗り越えて得た何事に

も物怖じせず果敢に挑戦する姿勢を貫

き、誰からも応援され目標とされる、日本

のスポーツ界を牽引する存在になりた

い。

　日本の、あるブランドに就職した後は、

高校時代と大学時代にUALで身に付け

たファッションビジネスの知識を活かし、

マーチャンダイザーとして、そのブランド

の販売促進に貢献しました。また、エシカ

ルな考えを取り入れた販売戦略を考え出

し、外資系ブランドからヘッドハンティング

を受け、近々海外に引っ越す予定です。

海外のアパレルブランドでも通用するマ

ーチャンダイザーになれるよう、日々気を

抜かず努力します。

　私は美味しい物には人を笑顔にする

力があると思っています。昔、パンを日本

に伝えた人のように、私も世界中に美味

しい「食」を広め、沢山の人を笑顔にした

いと思います。そこで、ファストフード大国

アメリカで手軽で美味しいおにぎりの販

売を始め、和食のファストフード店を世界

各地に展開したいと思います。異文化を

融合する食を通し、世界中の人々に幸せ

を届けたいと思います。

　私は生徒と共に考え続けることのでき

る小学校の先生です。世界や社会に目

を向け「自分の身の回りはどうだろう」「自

分には何ができるだろう」「そのためには

どうしたらいいだろう」と、世界の問題と日

本の問題を結びつけて今後に生かせる

ような授業をしています。また気になるこ

とがあったら実際に現地を訪れ自分の目

で見て自分の心で感じたことを生徒に伝

え、考えるきっかけを作るために各地を飛

びまわっています。

 チェコで音楽療法の教室を見学し、特

別支援学校の生徒さんと音楽で交流し

ました。この経験を生かして障害児領域

を専門とする音楽療法士を目指していま

す。音楽療法は海外では多くの病院や

特別支援学校などにも導入されていま

す。共生社会を実現させるためには、障

がいのある人の積極的な働きかけも必

要だと感じています。音楽活動を通して

子供達の心や社会性を育て、社会の一

員として自分らしく生きてほしいと思って

います。

 　高校時代の留学で得た、日本が正し

く理解されていなかった衝撃と、伊根町

とルーネンバーグを自らの手で繋いだ充

実感。それらを経て、外交官として日本の

存在感と魅力を世界に広く発信していま

す。国際協力事業に携わるほか、地方の

国際的取組への支援や、現地での地方

の魅力を伝えるレセプションの開催を通

じて、地方創生にもグローバルな視点で

貢献しています。国際的な舞台で、地元

愛を胸に、最強のグローカル人材になり

ます。

4期・スポーツ・芸術 4期・アカデミック-ショート

4期・アカデミック-テイクオフ 4期・国際ボランティア

3期・アカデミック-ショート 3期・プロフェッショナル

早稲田大学系属
早稲田実業学校高等部 名古屋市立名東高等学校

精道三川台高等学校 平安女学院高等学校

筑波大学附属
視覚特別支援学校

大阪教育大学附属高等学校
天王寺校舎

アメリカ合衆国・3週間 イギリス・3週間

アメリカ合衆国・3週間 フィリピン・2週間

チェコ共和国・３週間 カナダ・2ヶ月

IMG　Academy ロンドン芸術大学

EF International Language 
School DAREDEMO HERO

リベレツ特別支援学校 Lunenburg Visitor 
Informartion Center 

派遣期・コース 派遣期・コース

派遣期・コース 派遣期・コース

派遣期・コース 派遣期・コース

留学先・期間 留学先・期間

留学先・期間 留学先・期間

留学先・期間 留学先・期間

留学先機関 留学先機関

留学先機関 留学先機関

留学先機関 留学先機関

派遣時所属 派遣時所属

派遣時所属 派遣時所属

派遣時所属 派遣時所属

4104 4107

4105 4108

4106 4109

パリオリンピックで
日の丸を背負う

海外のアパレルブランドの
MDとして働く

世界を股にかけ、
食を通したビジネスを展開

Think Globally
Act Locally!!

 障がいのある子供の無限の可能性
を広げる音楽療法士になる

「伊根とルーネンバーグ」から
「日本と世界」の架け橋へ

２０２４年、私は… 2035年、私は・・・

30年後、私は・・・ 2032年（30才）、私は…

 2030年、私は… 2030年、私は・・・
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國學院大學久我山高等学校

矢
ヤシキ

舗 怜
レオナ

央奈

地方を復興し、この国の新た
な未来を切り開いていく為に、
国際観光産業という選択肢。

　地方と東京の二つで生きてきた私だからこそわ
かる、この国の地方や、この国そのものの危うさ。
大都市以外の街は寂れ、若者は減り、産業も衰え
る。そんな現代の地方や日本にとって、救世主とな
り得る新たな成長産業が「国際観光産業」だ。近
年、外国人観光客が急増する観光新興国である
日本や国民である我々が今後、国際観光産業を
更に発展させていくために必要な政策や心構えと
はなにか。学ぶ為に、世界一のインバウンド収益を
誇る観光大国である米国へ飛び立った。

　地方と東京の二つで生活している経

験を持ち、中学の頃から趣味で日本全国

を一人で旅したりと、この国の現状につ

いて同世代の高校生よりも多くを見て、

考えてきました。そして今回の留学でも、

海外から島国であるこの国を眺め直し

て、比較して、多くの見識を得ることがで

きました。そんな私だからこそ、将来はこ

の国、また地方の、新たな繁栄の為に大

きく尽力できる人間となります。

4期・アカデミック-テイクオフ

國學院大學久我山高等学校

アメリカ合衆国・3週間

ELS NY Juilliard School

派遣期・コース

留学先・期間

留学先機関

派遣時所属

4110

日本と地方を再び繁栄へ導く
指導者になる。

2030年、私は…

大学生等
コース

University Course

4201 :  稲吉康汰（７期・新興国コース）
 留学先・期間  ネパール・５ヶ月
  アジア最貧国ネパールで教育のワクワクを刺激する！！

4202 :  高橋かのん（４期・世界トップレベル大学等コース）
 留学先・期間  スウェーデン・11ヶ月
  スウェーデンの主体性を引き出す教育とは？

4203 :  田中達也（６期・理系・複合・融合系コース）
 留学先・期間  アメリカ合衆国・10ヶ月
  NASAと共同研究！オリオン宇宙船の開発を通じて世界トップレベルを目指す

4204 :  冨沢元輝（６期・新興国コース）
 留学先・期間  メキシコ・10ヶ月
  メキシコ留学での苦闘を経て～新興国ビジネスから外交官へのキャリア意識の転換～

4205 :  林 明澄（６期・多様性人材コースス）
 留学先・期間  アメリカ合衆国・４ヶ月半
  痒みで苦しむ人をゼロにする！

4206 :  堀 佳月（６期・多様性人材コース）
 留学先・期間  カナダ・8ヶ月
  移民大国カナダに学ぶ　誰もが自分らしくいられる学校づくり

4207 :  前田沙優里（６期理系・複合・融合系コース）
 留学先・期間  カナダ、ガーナ・11ヶ月
  動物を通して人間社会に貢献！世界と酪農家を繋ぐ産業動物獣医師をめざす！

4208 :  松浦大輔（６期・多様性人材コース）
 留学先・期間  ニュージーランド・13ヶ月
  世界一のラグビーコーチングを学ぶ

4209 :  丸山亜由美（５期・多様性人材コース）
 留学先・期間  ドイツ・13ヶ月
  脱サラからの留学で人生どう変わるんですか？

4210 :  安永麻紀（６期・多様性人材コース）
 留学先・期間  アメリカ合衆国・８ヶ月
  一汁三菜Bento開発プロジェクト

4211 :  矢野いずみ（５期・新興国コース）
 留学先・期間  ヨルダン、アラブ首長国連邦・15ヶ月
  愛と絆で繋ぐ！日本とアラブの将来～アラブの2つの顔を見つめて～

4212 :  渡邉智基（５期理系・複合・融合系コース）
 留学先・期間  オーストラリア・11ヶ月
   「微生物の新たな可能性」をテーマに留学した私が見つけた、「可能性」

 「トビタテ！留学JAPAN 」が運営する、留学
体験談ポータルサイト。国やエリア、テーマやフ
リーワードで自由に体験談を検索できるのが大
きな特徴です。
　既に1,000人以上の海外留学経験者が、
自らの留学プランや留学中のエピソードだけで
なく、語学力や事前準備、お金、生活、帰国後
の進路などについて、お悩み解決法を公開し
ています。
　これから留学を考える方は、ぜひ自分のプラ
ンの参考にしてみて下さい。

● 留学大図鑑

留学大図鑑 検索
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関西学院大学 筑波大学大学院

早稲田大学 東北大学

早稲田大学大学院 茨城大学

稲
イナヨシ

吉 康
コウタ

汰 冨
トミサワ

沢 元
ゲンキ

輝

高
タカハシ

橋 かのん 林
ハヤシ

 明
アスミ

澄

田
タナカ

中 達
タツヤ

也 堀
ホリ

 佳
カヅキ

月

アジア最貧国ネパールで
教育のワクワクを刺激する！！

　チャング村の学校でボランティア教師として、日
本語教育（ひらがな、絵本）や日本文化紹介（リコ
ーダー、けん玉、折り紙、平和学習）や衛生教育（ゴ
ミ拾い、手洗い）や防災教育を行った。
また現地の過酷な生活環境や人間関係を通し
て、ネパールの多様な価値観に触れ、“Extrovert”
になる大切さを学んだ。今回は“Extrovert”の意
味について発表します。

メキシコ留学での苦闘を経て
~新興国ビジネスから外交官への
キャリア意識の転換~

　新興国ビジネスで活躍できる人間を目指してメ
キシコに大学院留学しました。しかし、いざ留学を
始めると毎週数百ページを超える文献が課される
スペイン語での講義についていけず自分を見失い
ました。そんな中で、現地学生のSNS上の投稿に
触発されて、「人々の平和な日常を守るために生き
たい」と考えるようになりました。その後は、大学院
に泊り込みで学業と向き合う日 を々経て帰国後の
現在は、外交官を目指して勉強中です。

スウェーデンの主体性を
引き出す教育とは？

　スウェーデンの主体性を引き出す教育と、移民・
難民が多いスウェーデンでのマイノリティに対する
教育に興味があり、教育現場を自分の目で見たい
という思いがあったため、現地の学校に視察しに
行った。幼稚園・小学校・中学校・高校でのクラス
見学や、校長や教員へのインタビュー、生徒との対
話を通し、これからの時代に必要な教育のかたち
を考える機会と日本の教育に活かせるヒントを得
た。自分の好奇心にまっすぐになり、「学び方」を学
んだ留学であった。

痒みで苦しむ人を
ゼロにする！

　アトピー性皮膚炎と痒みで苦しんだ経験のある
私は、痒みで苦しむ人をゼロにするため留学した。
アトピー研究の最先端であるUCSDにて“良い”
常在細菌を患者の皮膚に移植する治療法を発見
した。また、この細菌移植の治療法は、ニキビや腋
臭症にも使える可能性が示された。また、海外の
医学部の授業や臨床現場を見学し、患者さんに
寄り添える医療者を育成するカリキュラムについ
て検討した。帰国後は、高校生向けに医療を教え
るイベント、「アート」を用いて患者に寄り添うスキ
ルについて学ぶ勉強会などを開催している。

NASAと共同研究！
オリオン宇宙船の開発を通じて
世界トップレベルを目指す

　次世代宇宙船オリオンが地球帰還時に使用す
るパラシュートに対する流れのコンピューターシミュ
レーションに関する研究をDr. Tezduyarの研究室
で行った。Dr. Tezduyarは流体シミュレーションの
世界的権威であり、世界各地から集まった優秀な
研究者や学生と共にNASAとの共同プロジェクト
に従事して論文を執筆した。留学を通じて、与えら
れた研究をこなす自分と、自ら研究内容を提案して
遂行する世界トップレベル研究者との乖離に気が
つき、現在は本研究で得られた知見を医療の分野
に応用する研究を自ら提案して取り組んでいる。

移民大国カナダに学ぶ
誰もが自分らしくいられる
学校づくり

　日本の公教育において「多様性を受け入れ
る教室づくり」の最適な方法を探ることを目的と
し、大学授業、また現地小中学校でのStudent 
Teacherを経験した。お互いの文化や考えの違い
を尊重するために、カナダ人が築いてきた制度や
文化、多様性への態度について学術的、また体
験的に理解を深めた。

　ネパールに私がボランティアに行くこと

と、そのボランティアにかかったお金を現

地に送ること、どっちが本当にネパール

のためになったのだろう。私は留学後、葛

藤していた。正直、現地で大きなプロジェ

クトを成功させたぞという自信やプライド

が「ボランティア」を利己的にしていた。

だからこそ自分の大きな成功よりも、他の

人の為に小さいことをコンスタントに忠実

にやり続ける人を目指します。

　私は留学を経て自分自身の目指すべ

き方向性を0から見つめなおした。幼い

頃に抱いた平和を希求する精神のため

に生きていきたいと想い、外交官を志し

ている。日本国の国際社会における平

和を維持するには、今の日本の日常を未

来永劫持続させることが不可欠だと思

う。30年後、自身のキャリアの終盤にお

いても、日本国民が現在と変わらない日

常を享受できるために、日々尽力したい。

　10代の時から感じていた日本の教育へ

の違和感に耳を傾け、スウェーデンの教育

からヒントを掴みに飛び立ったのが19歳

の夏。時代の流れとともにまた必要なスキ

ルや学び方も変わっていくだろう。40歳に

なった私は、日本の教育を少しでもよい方

向に変えることができているだろうか。自問

自答しながらも、新しい世代に生まれた日

本の子どもたちが、好奇心にまっすぐにな

って主体的な学びができるような環境、そ

して自分の可能性にわくわくする人を増や

す仕組みを創るのが私の夢だ。

　今回の留学で私は新たなアトピー性皮

膚炎、ニキビ、腋臭症の治療法を研究し

た。卒後2030年までにその治療法を世

に出し、痒みで苦しむ人をゼロにする。ま

た、一般の方の医療知識レベルの底上

げを図り、患者さんに寄り添うことの出来

る医療者を増やし、良い医療者－患者関

係を築ける社会を作る。そして、医療者が

患者さんの幸せを2人3脚で実現すること

の出来る社会を作る。自分自身も将来出

会う患者さんの幸せを実現する医師とな

る。

　インドで優秀な同世代と出会い、自分

が大きく後れを取っている事に危機感を

抱いて自分の研究分野における最高峰

への留学を決意した。渡米して任された

研究はNASAとの共同プロジェクト。しか

し任されたプロジェクトをこなす私と自ら

プロジェクトを起案して資金を獲得し成

果を出す世界のトップ層とは大きな乖離

があった。30歳を超える頃までに私は自

身が主導して物事を動かし既存の不条

理を一新するDisruptorとなる

　国内でも国際化が進み、これまで捉え

られてきた「日本人」という概念をアップ

デートする時代になった。目に見える違い

に限らず、「その人を形作るもの全て」に

敬意を払うカナダ人マインドと、それを形

にした法律や教育は日本の現状の100

歩も先を行く。私は日本の教室から、多

様化する日本人像や異なる価値観の共

存についての対話を促し、「違う」が「い

いね！」と捉えられ、「異なる価値が強み」

と誇れる世代を育てたい。

7期・新興国 6期・新興国

4期・世界トップレベル大学等 6期・多様性人材

6期・理系・複合・融合系 6期・多様性人材

関西学院大学 文学部 筑波大学大学院 人文社会科
学研究科国際地域研究専攻

早稲田大学 社会科学部 東北大学医学部 医学部医学
科4年

早稲田大学大学院 創造理工
学研究科総合機械工学専攻 茨城大学 教育学部

ネパール・５ヶ月 メキシコ・10ヶ月

スウェーデン・11ヶ月 アメリカ・4ヶ月半

アメリカ合衆国・10ヶ月 カナダ・8ヶ月

Champak Vidhyapeeth メキシコ大学院大学

ルンド大学 University of California San 
Diego

Rice University
ヨーク大学、モースストリートジュニ
アパブリックスクール、セントマリア
ゴレッティカソリックスクール

派遣期・コース 派遣期・コース

派遣期・コース 派遣期・コース

派遣期・コース 派遣期・コース

留学先・期間 留学先・期間

留学先・期間 留学先・期間

留学先・期間 留学先・期間

留学先機関 留学先機関

留学先機関 留学先機関

留学先機関 留学先機関

派遣時所属 派遣時所属

派遣時所属 派遣時所属

派遣時所属 派遣時所属

4201 4204

4202 4205

4203 4206

小さいことに
忠実でありたい

今と変わらない日本の中で
生きていく

目の前の人の可能性を
最大化できる人になる！

痒みを「治せる」社会で
患者さんの幸せを作り出す

技術を用いて世界に革新を
起こすDisruptorとなる

教育から日本社会の新しい
スタンダードを作りたい！

2030年、私は… 2048年、私は…

2037年、私は… 2030年、私は…

2025年、私は… 2024年、私は…
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酪農学園大学 中村学園大学

関西大学 宇都宮大学

warm regards (株) * 法人
登記準備中

名古屋大学

前
マエダ

田 沙
サユリ

優里 安
ヤスナガ

永 麻
マキ

紀

松
マツウラ

浦 大
ダイスケ

輔 矢
ヤノ

野 いずみ

丸
マルヤマ

山 亜
アユミ

由美 渡
ワタナベ

邉 智
トモキ

基

動物を通して人間社会に貢献！
世界と酪農家を繋ぐ
産業動物獣医師をめざす！

　肉牛生産向上を目的とし、カナダのサスカチュワ
ン大学繁殖学研究室にて10か月間、精子と卵の
研究チームに参加。世界最先端の人工授精等、繁
殖技術を学びながら、自身の肉牛胚の研究を進め
た。ガーナでの牧場往診を主とした４週間のボラン
ティア活動では、酪農関係者会議に登壇。ガーナ
における食肉生産過程の問題点改善策などを日本
との比較をもとに発表した。両国で人脈、機関のコ
ネクション形成に成功。先進国カナダを知る獣医学
生だからこそ見えたアフリカの獣医療問題や人への
医療問題を解決する今後の活動指針が定まった。

一汁三菜
Bento開発プロジェクト

　栄養バランスの整った一汁三菜（ご飯、汁物、
主菜、副菜、副ヶ菜）を弁当化したアメリカ型一汁
三菜bentoを開発し、広めるために①語学学校で
英語の習得、②デラウェア大学で栄養学の授業
の聴講や学生との共同開発、③日本食レストラン
での実演販売を行った。

世界一の
ラグビーコーチングを学ぶ

　世界一のラグビーコーチングを学ぶために、受け
てである選手と発信側であるコーチ、両側を体験し
た。選手として、地区クラブ大会で優勝し、コーチ
として現地中学生に対してコーチングを行い全国
大会と共に戦った。そのほか、コーチングを学ぶた
めに現地のプロチームの練習見学、ミーティング
へ参加した。また、インターン活動では、NZに武者
修行を挑みにきた日本人選手に対して、リエゾンと
して、通訳とニュージーランドの良さを伝える活動を
行なった。

愛と絆で繋ぐ！
日本とアラブの将来
～アラブの2つの顔を見つめて～

　ヨルダンとアラブ首長国連邦へ留学しました。
ヨルダンでは、内戦による経済疲弊を受け、奨学
金が停止したイエメン人男子学生たちと１年間、同
じ家で暮らしました。イエメン人は、アラブ人の中で
も、アラブ文化を強烈に受け継いでおり、衝突も
多々ありましたが、異文化・異教徒・異性のような
壁を一緒に乗り越えながら、アラブ人と心から繋が
っていくスキルを身に付けました。それを活かして、
将来の中東の戦後復興に強く貢献したいと考え、
アラブの経済の中心であるドバイで、中東販路開
拓に関する5カ月間のインターンをしました。

脱サラからの留学で
人生どう変わるんですか？

　北里大学 医療検査学科を卒業後、外資系製
薬企業のRoche 社で営業職に従事しトップセー
ルスを機に退職。「人生2回あったら美大に行きた
い」を実現するため、武蔵野美術大学 基礎デザ
イン学科に学部生として入学し、トビタテ！留学ジ
ャパン5期の多様性コースに採用されドイツに留
学しました。なぜ会社を辞めてまで美大に行ったの
か？26才からスタートした4年間の美大生活はど
んな感じ？留学・卒業後に人生はどう変わったの
か？などを赤裸々に本音で語ります！

「微生物の新たな可能性」を
テーマに留学した
私が見つけた、「可能性」

　私は日本の大学でバイオ系を専攻しているので
すが、留学ではオーストラリアのアデレード大学に
て１年間畑違いの鉱山工学・石油工学を学び、
その後ブリスベンに移動して現地の資源企業に
てインターンを行いました。当日はバイオ専攻の自
分が「なぜ資源系を学ぶ留学に踏み切ったのか」、

「基礎知識すら無い中、現地で何ができ、何を学
んだのか」、「この留学での学びがどう自分の研究
や将来に繋がったのか」の３つを中心に発表する
予定です。宜しくお願いします。

　留学中に世界中の人生の先輩に会

った。そこで学んだことは、人生の順番

に正解がないことだ。どんな経験も"いま"

に活かされ、"いま"を楽しむ人は輝いてい

る。私はこれから先、自分の好きなことや

その瞬間興味のあることに正直に生き

ていき、自分の原点である「動物」を軸に

多くの経験を積んでいく。獣医師を引退

しても死ぬ直前まで、過去にとらわれず

変化を楽しむおばあちゃんになりたい。

　留学中、栄養バランスの整った一汁三

菜bentoを開発・販売した事により、これが

人の食を変えるきっかけ作りになると感じま

した。また、食事での健康促進だけでなく、

心からの健康もアプローチできるようにな

るため、日本の管理栄養士の資格に加え

て米国のヘルスコーチの資格を取ることを

決意し、現在専門のオンラインスクールに

も通っています。伝統的な日本食をより健

康的に、身近に。また食だけではなく心から

健康的な人を増やすことが私の夢です。

2015年エディ・ジョーンズ率いる日本代表

が南アフリカ代表から歴史的勝利を成し遂

げた。この勝利が、諦めかけていた世界一

になるという夢を再び奮い上がらせた。留

学を通して学んだことは①「コーチングは教

えない」ということ②人の繋がりに感謝する

こと。2019年コーチとして、再びNZウエリ

ントンカレッジへ！その後、僕たちは世界をコ

ーチとして周り、2043年ワールドカップを制

し、スポーツの感動で世界が１つになって

いる。

　留学前から、アラブを愛している。この

アラブへの不変の愛は、留学を通して強

い絆に変わった。留学中は、「戦争が終

わったら」という話題で、アラブ人学生た

ちとアラブの将来、夢を多く語り合った。

私の将来の夢は、あらゆる面で日本とア

ラブを最前線で繋ぐ人材となることだ。そ

して、これからのアラブを、アラブ人と共

に模索していくことを生涯の生き方とし、

「アラビアの女王」として、80年後のア

ラブ史上にこの名前を残す。

　私自身が20才の頃から糖尿病である

ため、血糖値による健康の啓蒙活動や

誰でも血糖値を測れるキットの開発を試

みています。あと3年でこの活動におけ

る実績を出し、次は食事の分野へ！という

のも、いくら血糖値を測れる環境を整えて

も、外食で血糖値に優しく美味しいメニ

ューやお店を探すことが難しい。その問

題を解決するために、イタリアの食科学

大学で農作物を育てるところから学ぼう

と今からワクワクしています。

　消防車（消防士ではない）、建築家、レ

ゴビルダー、自衛官、医師、触媒研究者、

商社マン、微生物研究者 …。これらは私

が幼稚園から今に至るまでに「将来こう

なりたい」と思った職業のリストです。一

貫性なんてどこにもありません笑。３年前

の私は、タンパク質の研究をしながらこう

して留学体験発表会の場に立っている

なんて想像もしていませんでした。将来、

私が何をして何になっているのか、自分

が一番楽しみにしています。

6期・理系・複合・融合系 6期・多様性人材

6期・多様性人材 5期・新興国

5期・多様性人材 5期・理系・複合・融合系

酪農学園大学 獣医学群獣医
学類 中村学園大学 栄養科学部

関西大学 人間健康 宇都宮大学 国際学部

武蔵野美術大学 造形学部
基礎デザイン学科 名古屋大学 工学部

カナダ、ガーナ・11ヶ月 アメリカ・８ヶ月

ニュージーランド・13ヶ月 ヨルダン、アラブ首長国連邦・15ヶ月

ドイツ・13ヶ月 オーストラリア・11ヶ月

サスカチュワン大学、
Veterinary Service Office

University of Delaware
English Language Institute、
University of Delaware

NZ RUGBY LINKS ヨルダン大学、株式会社グロー
バル・パートナーズ

Cologne International 
School of Design アデレード大学、IAR

派遣期・コース 派遣期・コース

派遣期・コース 派遣期・コース

派遣期・コース 派遣期・コース

留学先・期間 留学先・期間

留学先・期間 留学先・期間

留学先・期間 留学先・期間

留学先機関 留学先機関

留学先機関 留学先機関

留学先機関 留学先機関

派遣時所属 派遣時所属

派遣時所属 派遣時所属

派遣時所属 派遣時所属

4207 4210

4208 4211

4209 4212

動物が大好きな"いま"を楽しむ
100歳のおばあちゃん！

私は”食”で世界を
より幸せにする！

スポーツの感動で
世界を１つに

私はアラブで …
女王になっている！

丸山亜由美(33才)は
イタリア食科学大に留学中

何をして、
何になっているのだろう？

2094年、私は… 2030年、私は…

2043年、私は… 2100年、私は…

2021年、私は… 20xx年、私は…
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欧州
合計：1,970人

アジア
合計：1,144人

アフリカ
合計：191人

中東
合計：42人

オセアニア
合計：543人

北米
合計：1,969人

中南米
合計：113人

大学生1,625人
大学生893人

高校生345人
高校生251人

高校生69人

高校生339人 高校生35人

高校生793人

大学生122人

大学生204人

大学生1,176人

大学生78人

大学生42人

History Memory

トビタテ！の歩み 第1～3回留学成果報告会

2014年から始まったトビタテ！留学JAPAN日本代表プログラムは、これまでに235の企業・団体、
および100名を超える個人のみなさまから約116.8億円のご支援をいただき、
2018年12月現在、5990人の派遣留学生を送り出しています。引き続きご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

理系、
複合・融合系人材
46％

3,695人（第3期以降新設の地域人材コース採用者除く）

1.850人

アカデミック
（語学学習メイン）
55％

未来テクノロジー
人材枠
2％

スポーツ・芸術
17％

世界トップ
レベル大学等
16％

多様性人材
25％

国際
ボランティア
15％

新興国
11％

プロフェッショナル
13％

●日本代表プログラム高校生コース

グローバルな視点でローカル（地域）の発展に貢献する、
グローカルリーダーを目指したい人対象のコース。

● 地域人材コース

● 留学コース比

大学生等コース採用者（第1期～第9期）

高校生コース採用者（第1期～第4期）

■ 第１回留学成果報告会
2015年11月１日（日）会場：芝浦工業大学豊洲キャンパス

最優秀賞
優秀賞
優良賞

同
同
同

安谷屋 樹（千葉大学 工学部）（※当時）　※以下所属はすべて受賞当時
高木一樹 （東洋大学 国際地域学部）
藤崎智礼（熊本大学 医学部）
河島健太（愛知県立大学 外国語学部）
土屋みなみ（山形大学 工学部）
加藤里沙子（東京医科歯科大学 医学部）

■ 第２回留学成果報告会
2016年９月３日（土）会場：東洋大学白山キャンパス

最優秀賞
優秀賞
優良賞

同
同
同
同
同

儀賀大己（大阪市立大学大学院 工学研究科）
伊達文香（広島大学大学院 教育学研究科）
後藤正太郎（京都大学 地球環境学舎）
依田みなみ（電気通信大学大学院 情報システム学研究科）
川嶋菜々美（東京大学大学院 公共政策学教育部）
西川 唯（立命館大学 産業社会学部）
加藤理子（宮城大学 食産業学部）
矢津田昭仁（大分大学 工学部）

■ 第３回留学成果報告会
2017年９月８日（金）会場：東洋大学白山キャンパス

最優秀賞
優秀賞
優良賞

同
同
同
同
同

桐本滉平（日本大学 商学部）
佐久間洋司（大阪大学 基礎工学部）
正田智樹（東京工業大学大学院 理工学研究科）
若山頌平（九州大学 工学部）
関口由実（一橋大学 商学部）
立原南美（津田塾大学 学芸学部）
大野雛子（東洋大学 文学部）
北原春華（宮崎大学 教育文化学部）

その他の活躍するトビタテ生！

INCO(フランス) 主催『2018年女性起業家アワード』にてNPO
法人WELgee代表・トビタテ1期生、渡部清花さんがグランプリを
授賞。当日、会場であるパリ市庁舎には、社会起業家、ジャーナリス
ト、映像クリエーターを含め、1000
人以上の観衆で埋め尽くされた中
で９０秒ピッチを行い、パリ市長を含
む17人のパネリストが審査した。

（写真左渡部さん）

留学では、ドイツでイノベーションマネジメント、アフリカのスタートア
ップで起業のリアルを学んだトビタテ5期生の楊天任さん。帰国
後、量子コンピュータのアプリケーション開発をする会社を大学教
授らと設立。量子コンピュータ系ス
タートアップQunaSysを立ち上げ、
数千万円を調達し、第一線の研究
を実用化へ。

（写真前列中央楊さん）

●日本代表プログラム大学生等コース
理系、複合・融合系
人材コース 理系分野、複合・融合系分野の留学を支援します。

未来テクノロジー
人材枠

テクノロジー分野に対して、興味を持ち、学修・研究、実験・実習やイ
ンターンシップ・フィールドワーク等の実践活動を海外行う学生を応
援する特別枠です。

新興国コース 今後経済成長が期待される新興国での留学を支援します。

世界トップレベル
大学等コース

世界大学ランキングで100位以内に位置する大学や、同等の教育
レベルにある研究機関への留学を支援します。

多様性人材コース スポーツ、アート、国際協力、医療など様々な分野や活動において、
今後の活躍が期待できる人材の留学を支援します。

アカデミック分野 海外の語学学校等に在籍し、外国語を用いて様々な科目を学修した
り、異文化交流を行うもの。

プロフェッショナル分野
現在学ぶ専門知識・スキル等を生かして、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
人材枠分野

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・芸術分野
学内外の活動等を生かして、海外の機関等に在籍し、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。

国際ボランティア分野 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。

16 17



TOBITATE Community

広がる！トビタ テコミュニティ

トビタテ生は帰国後も多様なネットワークを活かして刺激し合うと同時に、全国各地で留学機運醸成につながる活動を行っています。

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は、
100％寄附金を原資に運営されています

※銀行振込をご希望の方は
右記お問い合わせ先までご連絡下さい

●寄附者へのご優待

●ご寄附の方法

ご寄附いただいた方は、日本代表サポーターとして、
不定期で以下のご案内を致します。
①帰国した学生が留学成果を発表するイベントにご案内します
②ご希望の方に寄附者限定のメールマガジンをお送りします
③トビタテ生からの活動報告レターをお送りします
※累計500万円以上のご寄附を個人名義でされた方は、紺綬褒章の申請対象になります。

●税制優遇の対象になります

以下4社のクレジットカードでご寄附いただけます

本プログラムへの寄附金は、特定公益増進法人である（独）日本学生支援機構への寄附として、
所得税・住民税・相続税に対し税制上の優遇措置が認められています。

●領収書に関して
領収書は、（独）日本学生支援機構に入金後に発行するため、ご寄附のお申し込みから領収書がお手
元に届くまで2～3カ月ほどお時間をいただきます。11月から年末までにクレジットカードでご寄附をした
場合、翌年付けの領収書発行となります。税制優遇の適用は翌年になりますので、ご了承ください。

●お問い合わせ先（個人寄附担当宛）
MAIL

TEL

tobitate-private@mext.go.jp
03-5253-4111 （内線4927） 受付時間：平日午前10時～午後5時

■とまりぎの活動紹介

■トビタテ！留学JAPAN日本代表プログラム採用実績

右のQRコードからアクセスできます

大学等コース1-9期、高校コース1-4期（2014～2018年）

●オンライン寄附はこちらから

トビタテ　寄附 検索

あなたの寄附が、若者の留学資金になる

トビタテ！留学JAPAN日本代表サポーター募集

― 個人支援・ご寄附のお願い―

継続的に寄附する 一括で寄附する

いつでも
1,000円から

ご寄附できます

1年に1回、
半年に1回、

毎月のご寄付が選べます

■とまりぎ（トビタテ同窓組織）とは

将来にわたるトビタテ生の拠り
どころとして、トビタテコミュニテ
ィの継続・発展を目指し、同窓
会の開催や全国各地でのイベ
ント企画などを行なっています。

九十九里浜で夏合宿

全国50名ほどのトビタテ生と活動中

とまりぎ同窓会2018 in東北/仙台 留学促進イベント Christmas party

奈良遠足ツアー とまりぎ全国合宿＠広島県大崎上島 留学体験発表会 卒業式&送る会

地域性溢れる
地域イベント

年に一度の
とまりぎ同窓会

ブラマネ・事務局連携の
エヴァンジェリスト活動

季節の節目に
行事イベント

北海道

高校生87人
大学等87人

東北

高校生111人
大学等244人

関東

高校生584人
大学等1,870人

沖縄

高校生25人
大学等57人

東海

高校生144人
大学等198人

中国

高校生106人
大学等184人

関西

高校生465人
大学等657人

北陸

高校生64人
大学等146人

甲信越

高校生54人
大学等91人

九州

高校生156人
大学等495人

四国

高校生54人
大学等112人

2020

社会人になるトビタテ生も
毎年1000人規模で
増加していきます！

とまりぎHP
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