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１．トビタテ！留学JAPAN 
 

                      について 

高校生コース 第３期 オンライン説明会 



3 

トビタテ！留学JAPANについて 

説明動画も合わせて 
ご覧ください 



トビタテ！留学JAPANとは 
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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 

 ・2016年10月時点で196社・団体から約115.6億円の支援表明 

官民協働で取り組む留学促進キャンペーン 

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 

2020年までに日本人留学生倍増 
（日本再興戦略 平成２５年６月１４日閣議決定） 



トビタテ！留学JAPAN日本代表プログラム４つの特徴 
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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 

従来の派遣留学制度とは異なる 
多方面でのサポート体制を整備 



 
 

留学期間中は 
「日本のアンバサダー（大使）」 
として日本の良さを発信する 

 
 

留学生増加のため 
「留学のエヴァンジェリスト 
（伝道師）」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 

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 

 留学での成長を最大化 
 するための準備 
（活動の目標の明確化） 

留学の振り返りと成
果の発表 

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＞ 

＜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 

Global Leader Ambassador Evangelist 
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2．高校生コース第３期募集 
      

       について 

高校生コース 第３期 オンライン説明会 



分野名 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。 

スポーツ・芸術 

 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。 

8 

高校生コース第３期生 募集内容 
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テイクオフとショートの違い 

【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。 



分野名 
採用予定 
人数 

アカデミック 

 テイクオフ（新高校２～3年生向け） 120人 

テイクオフ（※新高校１年生向け） 50人 

ショート 100人 

ロング 20人 

プロフェッショナル 50人 

スポーツ・芸術 80人 

国際ボランティア 80人 
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高校生コース第３期生 採用予定人数 

注意点（アカデミック（テイクオフ）の応募について） 
 

※中高一貫校（中等教育学校含む）の中学3年生は全分野に応募可能ですが、アカデミック
（テイクオフ）については、4月中旬締切の「新高校1年生向け」募集にご応募ください
（書面・動画審査にて選考を行います）。応募は1名につき1分野までです。 
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派遣留学生の要件について 

 

応募者は、以下の要件を満たす必要があります。 
 

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・事後研修に原則としてすべて参加し、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 

10．併設型中高一貫校、中等教育学校の3年生や、推薦入試などで 
   既に入学が決定している高校を通じた応募が可能な中学3年生 
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【注意】応募可能な生徒等について 

対 象 者 注 意 点 

（１） 
 平成30年３月に高等学校等を  
 卒業する予定の者 

①平成30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 

 

②卒業後も、在籍していた高等学校等が募集要項に定
める「高等学校等の要件」に掲げる体制を有すること 

（２） 
 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29年４月に入学する高等学校等を通じて応募する
こと 
 
※左記の生徒は平成29年４月に高等学校等へ入学する生徒
等を対象としたアカデミック（テイクオフ）分野の募集でも
応募可 
 （書類提出締切：平成29年４月21日（金）17:00必着） 

（３） 
 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 
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派遣留学生が在籍する高等学校等の要件について 

 

応募者が在籍する高等学校等は以下の要件を満たす必要があります。 
 

１．留学中の派遣留学生の学修・自主活動状況を適切に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 
 

※注意点 
派遣留学生が、平成30年３月に在籍高等学校等を卒業予定である場合でも、本制度による支援
が完了するまで上記３に掲げる体制を有する必要があります。 
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留学計画の要件について 

 

留学計画は、以下の要件を満たす必要があります。 
 
１．平成29年7月1日～平成30年3月31日の間に留学が開始されること 
 
２．留学期間が各分野で規定する日数を満たしていること 
 
３．留学先における受入機関（留学先機関）があること 
 
４．教育上有益であると認められること 
 
５．アンバサダー活動及び自主活動が含まれていること 

※注意点 
※高校3年生の場合は、3月31日までに帰国（日本に到着）している必要があります。 
（帰国時に高等学校等に在籍している必要があります。留学中に卒業を迎える計画は 
 認められません。） 
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留学期間について 

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） 

120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 100人 
2週間～3カ月 

（14～106日間） 

ロング 20人 
4か月～1年 

（107～365日間） 

プロフェッショナル 50人 
2週間～3カ月 

（14～106日間） 

スポーツ・芸術 80人 
2週間～3カ月 

（14～106日間） 

国際ボランティア 80人 
2週間～3カ月 

（14～106日間） 
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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） 
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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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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 



※新１年生対象の募集（アカデミック（テイクオフ）のみ） 
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募集スケジュールについて 

審 査 採 用 

平成28年 平成29年 

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 

採
用
通
知 

募集期間 面接 書面 

留
学
開
始 

募集期間 

壮
行
会 

書面 
・ 
動画 

書面審査・動画審査 

★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 
は新１年生対象のアカデミック（テイクオフ）にお申し込みください。 

書面＋面接審査 

採
用
通
知 
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新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28年度における中学校３年生 
・平成29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28年度における中学校３年生 
・平成29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 

◆提出締切日◆ 
新高1生向けテイクオフ：4月21日（金）17時必着 

それ以外の分野：2月3日（金）17時必着 
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審査について 

 
 
 
 
 

審査実施時期：平成29年2月中 
 

結果通知：平成29年3月上旬  

 
 
 
 
 

審査実施時期：平成29年3月22日～4月5日[予定] 
 

結果通知：平成29年5月中旬 
 

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（新高校１年生向けテイクオフのみ） 

 
 
 
 
 

審査実施時期：平成29年4月下旬～5月上旬 
 

結果通知：平成29年5月中旬 
  （新高校2～3年生とは別に通知致します）  

書面審査・動画審査  

【注意点】 
・応募は必ず平成29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29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。 



 
 

実施時期： 平成29年６月10日（土）東京会場 
  平成29年６月17日（土）大阪会場 
 ※事前研修会への参加は原則必須です。 
 ※詳細につきましては、採用決定後にご連絡いたします。 

23 

壮行会・事前研修会について 

＜第２期生壮行会（東京会場）の様子＞  

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・事前研修会  
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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 
 ・受入先での活動期間（入学許可証、受入承諾書など） 
 ・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 
をそれぞれ定額支給 

詳細は採用決定後に送付する 
「事務手続きの手引き」にてお知らせします 
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帰国後の活動について 

・エヴァンジェリスト活動  

 （学校、地域などでの発表など）  

 

・事後研修会への参加  

（留学の振り返り、学んだことの整理、目標設定など）  

 ※事後研修会は原則必須参加です  

 ※日程・場所は後日お伝えします  

 （秋以降、帰国時期に応じて順次実施予定）  

派遣留学生の帰国後の活動  
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３．高校生コース第３期 
 

    応募方法について 

高校生コース 第３期 オンライン説明会 



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新高2～3生対象 
  アカデミック（テイクオフ） 
 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 

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新高1生対象 
  アカデミック（テイクオフ） 

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 
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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） 
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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 

留学計画書は３種類ありますのでご注意ください。 

※留学先機関のホームページ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を送付するのは不可。 
※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糊付け後にコピーを取り、コピーを提出。 

書類名 備考 

①新高2～3生対象 
  アカデミック（テイクオフ） 
 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 

・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入力どちらでも可） 
・紙の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の言語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） 
・留学プログラムの概要を必ず添付すること 

②新高1生対象 
  アカデミック（テイクオフ） 

③アカデミック（ロング） 
上記に加え、 
・添付する留学プログラム概要はページ番号を付けた
上で計画書の最後に添付（A4・10枚分まで） 



申請の流れ 

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29年 
2月3日（金） 
17:00必着 
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オンライン 
申請登録 

（WEB登録） 

郵送で提出 



申請の流れ（新高校１年生向けテイクオフ） 

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  

32 

オンライン 
申請登録 

（WEB登録） 

平成29年 
4月21日（金） 

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 
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オンライン申請システムについて 

 高等学校等のご担当者様は本システムより、 
  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 

・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1期、2期で利用申請を行った学校についても、再度申請手続きを行ってください 

33 
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オンライン申請システムについて 

 高等学校等のご担当者様は本システムより、 
  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 

34 

高等学校等の先生方に 
お読みいただくマニュアルを 
作成しております。 

各高等学校等に１アカウントとなっておりますので 
生徒・保護者の皆様は操作しないようご注意ください。 
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まとめ（応募の流れについて） 
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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）応募の際の注意事項 
 

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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４．よくある質問 

高校生コース 第３期 オンライン説明会 
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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なのですが、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いいですか？ 
 

≪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 
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高校生コース 第３期 オンライン説明会 

募集要項、 
エージェント一覧等の 

情報はこちら 

概要説明動画 

計画書等のDL 

オンライン 
申請システム 


