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日本ってどんなところ？魅力溢れる日本で勉強すれば、
あなたの夢に一歩近づけるかもしれません。

参考： ●キッズ外務省　世界いろいろ雑学ランキング（https://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/ranking/index.html） 
● Global Peace Index 2019　●UNESCO World Heritage List （https://whc.unesco.org/en/list/）　●平成30年度外国人留学生在籍状況調査（JASSO）
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彌彦神社　相撲場©弥彦村

茶道
日本には茶道や歌舞伎、
武道などの伝統文化とマ
ンガやアニメなどのポッ
プカルチャーが共存して
います。

ユネスコ無形文化遺
産にも登録された和
食は、季節の食材を
取り入れた、色彩豊
かな健康的な料理と
して世界でも注目さ
れています。

ラーメン

東京駅©Mitsunori Egawa

新幹線

日本は世界の中でも犯
罪が少なく、経済的に
豊かな国です。留学生
も安心して学ぶことが
できます。

新倉山浅間公園（忠霊塔）©富士吉田市

三つ子の合掌造り（白川郷）©Koichi_Hayakawa
海と山に囲まれた日
本では、春夏秋冬で
異なる様々な自然の
景色を楽しむことが
できます。

Why Study in Japan?
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学校選択

テストを受ける

出願

受験

入学手続き

渡航準備

情報収集

7 Steps to Study in Japan

START

GOAL

大学や専門学校に正規生として入学する場合

 必要な語学力、費用を確認

 書類選考、面接、入学試験を受験

 入学許可書受取り
 授業料支払い

 ビザ申請
 航空券・保険の手配

 学校案内、入学願書取り寄せ
 入学資格、試験を確認

 志望校へ必要書類送付
 受験料支払い

 必要なテストを受験
　JLPT、EJU、TOEFL、IELTS、SAT、IBなど

＜留学１２ヵ月前＞

＜留学６～９ヵ月前＞

Examination for Japanese University 
Admission for International Students (EJU) 年に２回（６月・１１月）

●実施時期

世界 14の国と地域で
実施されています！

●実施場所日本の大学等で勉強するために必要な日本語力と
基礎学力を測るテストです。

★ 日本の大学の50％以上（国立大学は90％以上）が 
入学選考に EJUの成績を利用
★過去2年間の成績が有効
★  EJUの成績が優秀だった人には、 
学習奨励費（→ P.7）の支給が約束されます。

★何回でも受験可能

EJU
https://www.jasso.
go.jp/ryugaku/study_j/
eju/index.html

EJUについて

日本への留学を実現するためには事前の準備が重要です！
日本の教育制度・試験を調べ、計画的に準備を進めましょう。

Higher Education in Japan

※各教育機関の修業年数は学部・コース等により異なります　※【　】は学位又は称号
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高専
【準学士】

短大
【短期大学士】

専攻科
【学士】

日本語教育機関／
準備教育課程

専門学校
【専門士 or
高度専門士】

大学（学部）
日本語 or英語【学士】

大学院（修士）
日本語 or英語【修士】

大学院（博士）
日本語 or英語【博士】
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●日本の高等教育は、小学校６年・中学校３年・高校３年の合計１２年を修了してから始まります。
● 外国人留学生が日本の高等教育機関に入学するためには、 
正規の学校教育の 12年目の課程を修了している必要があります。

●国での修学年数が 12年未満の場合は、準備教育課程等で 1 ～ 2年学んでから大学等へ進学します。

教育制度

研究・教養 実技・実務

教養を身につけて

早く働きたい！

興味のある分野を

基礎から応用まで

しっかり学びたい！

高校までずっと英語で

勉強してきたので、
大学も英語で学びたい！

★日本語を学んでから、
　大学等へ進学したい！
★国で11年間の
　教育を受けました。
　準備教育課程で1年学び、
　大学等へ進学したい！

早い時期から

高度な理論を学び、
実践的な技術を

身につけたい！

学校検索
https://www.studyinjapan.go.jp/ja/
planning/search-school/

12

仕事に直結する技術を

身につけたい！
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政府機関の奨学金に申し込む

問い合わせ先・
応募先は…

あなたの国の日本国公館 /
あなたが今通っている学校

問い合わせ先・応募先は…

留学する予定の学校 /各団体

問い合わせ先・応募先は…

留学する予定の学校

*レベルによって金額が異なります　**日本語学校生の金額

留学する予定の学校 あなたが今
通っている学校

●入学してから申し込みます。

●  1年に数人～数百人が採用されます。 
下記のサイトから探せます。

● 出身国、進学先の学校、専攻分野に
　指定がある場合が多いです。

留学中はアルバイトで
毎月 30万円稼げる。

アルバイトで得られる賃金は
59,000円／月程度です。

MEXT奨学金 学習奨励費 海外留学支援制度

毎月の支給額 117,000円～ * 48,000円又は 30,000円 ** 80,000円

授業料免除

無料の航空券

無料の予備教育

支給期間 在学中ずっと 1年又は 6ヵ月 プログラム参加中

対象学生 大学院生、学部生、高専生、
専門学校生、日研生、教研生

大学院生、学部生、高専生、
専門学校生、日本語学校生

1年以内の留学をする大学院生、
学部生、高専生、専門学校生

成績基準

家計基準

選考方法 書類審査、筆記試験、面接 書類審査 書類審査

採用人数 非公開 約 7,000人 約 5,000人

方法１

地方自治体・民間団体の
奨学金に申し込む

方法 2

Scholarships & Financial Aids

X大学の場合…

対象

授業料免除
（50% or 100%）

経済的理由により授業料
の納付が困難で、かつ学
業成績が優秀な学生

対象

Y大学の場合…

毎月82,000円の
奨学金支給（4年間）

入学試験で優秀な成績
を修めた学生

留学中のアルバイト

500,000 円 1,300,000円

●大学の 1年間の授業料の目安

『日本留学中にお金が稼げる』と強調する
留学斡旋業者には要注意！

●生活費の目安

参考：
●文部科学省　私立大学等の平成 30年度入学者に係る学生納付金等調査結果について
（https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/1412031_00001.htm）

※医・歯・薬学部を除く。
※初年度には入学金等の諸費用が別途必要。

参考： 政府統計の総合窓口　小売物価統計調査（東京都区部　2020年 1月）
　　　寮費は東京日本語教育センターの学生寮費
　　　民営アパートは 20㎡の場合

参考： 平成 29年度
　　　私費外国人留学生生活 
　　　実態調査（JASSO）

在留資格「留学」の人も、地
方出入国管理局等で「資格外
活動許可」の申請を行うこと
により週 28時間以内のアル
バイトが認められています。

コーラ（500ml）
95円

ラーメン
570円

りんご（１㎏）
560円

民営アパート
53,300円

学生寮
28,000円

米（５㎏）
2,364円

カフェの
コーヒー
500円

映画の
入場料
1,500円

タクシー
（4km）
1,460円

日本留学に必要な費用を計算しましょう。支出はいくらですか？
奨学金は貰えますか？余裕を持った資金計画が重要です。

授業料

生活費

食費
27,000円

住居費
34,000円

雑費
7,000円

大都市では生活費がより高くなります。 例）東京 : 100,000円　

月
89,000 円

通学費
5,000円

趣味・娯楽費
6,000円

保険・医療費
3,000円

光熱費
（電気・ガス・水道）

7,000円

Tuition & Living Expenses 

1時間に 3,000円の時給がもらえる。 通常の時給は 900円程度です。

方法 3

学校独自の奨学金に申し込む・
授業料減免制度を利用する

地方自治体・民間団体の奨学金
https://www.studyinjapan.go.jp/
ja/planning/by-style/pamphlet/

奨学金
https://www.
studyinjapan.go.jp/
ja/planning/about-
scholarship/
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日本の土木技術を
ルワンダに広めたい！

奨学金で勉強に
集中できる環境を
手に入れよう！

Rumanzi Hypolite Ioannis Gkolfinopoulos
舞鶴工業高等専門学校 東京工業大学大学院修士課程

土木工学専攻

Interview

Q&A

私の国ではインフラを改善したくても建築家や技師が
足りないという問題があります。そのため教育と技術
のレベルが高い日本で勉強し、将来は国の発展に貢献
したいと思い、来日しました。日本での生活は悩んだ
り困ったりすることもありますが、手伝ってくれる人
が必ず周りにおり、とても感謝しています。今は高専
で土木を学んでいますが、今後大学に編入するつもり
です。できれば大学院までいきたいです。夢は国に建
設会社を開き、日本で学んだ技術や日本文化などを若
者に教えることです。

留学中の経済的な不安を取り除くことは、研究に集中す
るためにとても重要だと考え、日本政府奨学金に応募す
ることにしました。日本の大学は、学生に対するサポー
トや指導が充実している事が印象的です。一方、ラッシュ
時の交通機関の混雑には驚愕しました。日本は伝統と新
しい技術が共存するユニークな国です。特に西欧の人は、
大きなカルチャーショックを受けることもあると思いま
すが、日本語と日本文化を理解しようと努力することが
大切です。日本政府奨学金は、円滑な学生生活を約束し
てくれますので、ぜひチャレンジしてください。

以下の団体が高校留学に関する支援を行っています。
●AFS Intercultural Programs
URL：https://afs.org/　
※Find AFS in your country より自国の事務所へお問い合わせください

●YOUTH FOR UNDERSTANDING
URL：http://yfu.or.jp

高校留学プログラム・奨学金について
教えてください。

外国人入試を受けられるかどうかは学校が審査し
ます。日本の高校を卒業した人、日本と外国籍を
持っている人も同様に、外国人入試の対象になる
か、出願前に学校に確認してください。

A.

出願や入試についての詳細は、学校のホーム
ページ又は募集要項等に記載されています。
志望校が決まったら早めにホームページや募
集要項で確認してください。

A.

入学資格の確認、研究計画書を作成、学校へ出願書類の
確認を行います。指導教員は基本、自分で探す必要があ
り、出願前に指導教員の受け入れ内諾が必要な学校もあ
りますので、早めに確認をしてください。

A.

A.

日本語と日本の
企業文化を身につけて、
希少な人材に！
Austin 

参考： 「平成 30年における留学生の日本企業等への 
就職状況について」（出入国在留管理庁）

順位 職務内容

1 翻訳・通訳

2 販売・営業

3 海外業務

4 技術開発（情報処理分野）

5 貿易業務

6 設計

7 技術開発（情報処理分野以外）

8 広報・宣伝

9 教育

10 会計業務

国籍を問わず優秀な人材を確保したい企業が増え、
留学生の採用は増加しています。将来、日本で働いてみませんか？

Interview
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外国人留学生のための
就活ガイド（JASSO）
https://www.jasso.
go.jp/ryugaku/study_
j/job/guide.html

高度外国人材活躍
推進ポータル（JETRO）
https://www.jetro.
go.jp/hrportal/

就職活動をするために

Work in Japan

2012年来日、準備教育機関を経て東京大学へ入学。政治学を学び
ました。今はフリーランスでプログラミングの仕事をしています。
専攻にもよりますが、日本の大学は自由度が高く、インターン等の
学外活動も広く行うことができるのが特徴です。また新卒採用制度
があるため、先進国の中で最もファーストキャリアを形成をしやす
い国とも言えます。日本で活躍するためには、日本人に同化するの
ではなく外国人としての強みを活かすことが大切です。日本で学び
就職することで得られる語学力や独特な文化への理解は、何物にも
代え難い強みとなります。グローバル化が進む今、世界中どこでも
活躍できる人材となる為、日本で学び働くことをお勧めします。

日本の就職活動は独特な形式で行われているた
め、日本での就職を希望する留学生のみなさん
は早めに準備しておくことが肝心です。下記の
サイトで情報収集してみましょう。

留学生が就職した職業トップ 10

在留資格『留学』から就労資格へ変更した人数

留学から就職へ

25,942人

8,586人

日本の学校に通っていたことがあります。
外国人入試に出願できますか？

Q.

出願時期や書類、入試の内容は
どのように調べればいいですか。

Q.

大学院への入学手続きについて
教えてください。

Q.

Q.
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私たちは、皆さんにとって日本留学が
実りあるものにあることを心より願っています。

日本学生支援機構（JASSO）の
留学生支援事業

● 奨学金の給付
● 日本留学試験（EJU）の実施
● 留学情報の収集・提供
● 日本語教育
● 宿舎支援

独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）
留学生事業部　留学情報課
〒 135-8630　東京都江東区青海 2-2-1
E-mail : infoja@jasso.go.jp
Tel : （+81）3-5520-6111
Web : https://www.studyinjapan.go.jp/ja/

学校担当者に直接会って
話を聞くことができる
貴重なチャンス

日本留学フェア

【編集・発行】

JASSOの５つの海外事務所では、
対面・電話・メールでの留学相談や、
日本留学参考図書の閲覧などができ
ます。

1016/3, 10F Serm-mit Tower, 159 
Asok-Montri Rd., Bangkok 10110 
THAILAND 

Tel : (+66) 2-661-7057 
E-mail : info@jeic-bangkok.org
Web : https://www.jeic-bangkok.org/
Facebook : https://www.facebook.com/
JASSO.Thailand

#702 Garden Tower, 84 Yulgok-ro, 
Jongno-gu, Seoul 03131 REPUBLIC OF 
KOREA

Tel : (+82) 2-765-0141
E-mail : jasso@jasso.or.kr
Web : http://www.jasso.or.kr/
Facebook : https://www.facebook.com/
JASSO.Korea

Tel : (+62) 21-252-1912
E-mail : info@jasso.or.id
Web : http://www.jasso.or.id/
Facebook : https://www.facebook.com/
jASSO.indonesia

Jakarta Summitmas Tower II, 2nd Floor 
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 61-62, 
Jakarta 12190 INDONESIA

Tel : (+84) 24-3710-0226
E-mail : info@jasso.org.vn
Web : http://www.jasso.org.vn/
Facebook : https://www.facebook.com/
jASSO.Vietnam

4th Floor, CornerStone Building, 16 
Phan Chu Trinh, Hoan Kiem, Hanoi, 
VIETNAM

Tel : (+60) 3-2287- 0812
E-mail : enquiry@studyinjapan.org.my
Web : http://www.studyinjapan.org.my/
Facebook : https://www.facebook.com/
jASSO.Malaysia

A-7-5, Northpoint Offices, Mid Valley 
City, No.1, Medan Syed Putra Utara,
59200 Kuala Lumpur, MALAYSIA

【開催国・地域】
台湾（台北、高雄）、中国（香港）、タイ（チェンマイ、バンコ
ク）、韓国（ソウル、釜山）、インドネシア（スラバヤ、ジャカ
ルタ）、中国（北京、上海）、ベトナム（ホーチミン、ハノイ）、
マレーシア（ペナン、クアラルンプール）

韓国

タイ

インドネシア

ベトナム

マレーシア

JASSO海外事務所

専攻分野や教授言語、学校の所在地などから
あなたの希望に合った学校を検索することができます！

日本留学情報サイト

※ 2020年 4月現在予定

日本留学情報サイト
https://www.
studyinjapan.go.jp/ja/

日本留学フェア
https://www.studyinjapan.
go.jp/ja/other/event/
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