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2022 年度 JASSO 主催日本留学フェア（台湾） 

参加機関募集要項 
 

独立行政法人日本学生支援機構 

 

【実施日程・会場（予定）】 

都市 会場 開催月日（台湾時間：日本時間-１時間） 

高雄 高雄国際展示場 ７/16（土）11 時から 17 時まで 

台北 台北世界貿易中心 ７/17（日）10 時 45 分から 17 時まで 

 

【募集日程】 

受付開始  ：2022 年５月９日（月）午前 10 時 

申込締切  ：2022 年５月 17 日（火）午後４時 

参加機関発表：2022 年５月 20 日（金） 

 

 

■本募集要項を全頁確認のうえ、ご不明点は、参加申込前に本募集要項最終頁記

載の【本件に関する照会先】へ電子メールにてお問合せください。 

 申込方法については、P.８「８．申込方法」をご参照ください。 

 

■専修学校（専門課程）及び日本語教育機関が申込む場合のお問合せ・申込み先

は東専各事務局 Tel：03-3378-9601 E-mail：rshien@tsk.or.jp となります。 

 専修学校（専門課程）及び日本語教育機関の募集要項掲載 URL： 

https://kaiin.tsk.or.jp/training 

 

■原則として先着順で参加を受け付けます。申込数が上限を超える場合、希望す

る機関については申込時にキャンセル待ちを受け付けます。なお、共催機関と

相談のうえ、現地の要望にあわせ、参加機関の学種等を考慮し調整することが

ありますので、ご了承ください。 

 

 ■参加が確定した機関名は「日本留学情報サイト」に掲載することで通知し、参

加確定通知の発出は原則いたしません。学内決裁等で参加確定通知が必要な

場合は、参加確定後に本募集要項最終頁記載の【本件に関する照会先】へ電

子メールにてご連絡ください。 

 参加確定機関掲載 URL： 

https://www.studyinjapan.go.jp/ja/other/event/2022/taiwan 

 

 

 

https://kaiin.tsk.or.jp/training
https://www.studyinjapan.go.jp/ja/other/event/
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【スケジュール】 

日程（予定） 実施内容 

５月９日（月） 参加機関募集開始（午前 10 時） 

５月 17 日（火） 参加機関募集締切（午後４時） 

５月 20 日（金） 参加確定機関の発表 

５月 24 日（火） 諸準備通知発出 

以下の情報の提出を依頼します。 

・印刷物等への掲載情報（専攻科目、奨学金等の制度の有無等） 

・参加人数及び参加者氏名 

・参加者のビザ申請の有無 

・通訳手配の有無 

・JASSO 指定業者による資料発送希望の有無 

・広報用学校紹介動画    等 

６月７日（火） 参加機関情報提出締切 

６月中旬頃 発送資料納入（JASSO 指定業者による資料発送を希望の場合） 

７月４日（月） 最終通知発出 

以下の情報の提出を依頼します。 

・フェア当日の緊急連絡先 

・参加機関アンケート（フェア終了後入力） 

 

１．趣 旨 

 2022 年度 JASSO 主催日本留学フェア（台湾）（以下「フェア」という。）は、台湾の学生が日

本留学を志し、かつ、希望に合った教育機関を選択し、実りある留学（短期留学を含む。）を達

成できるよう、独立行政法人日本学生支援機構（以下「機構」という。）が我が国の教育機関の

参加を得て、実施いたします。 

留学希望者及び進学指導者等を対象に、主として高等教育に関する情報及び個々の大学等の

教育、研究上の特色等に関する最新で的確な情報を提供し、台湾から我が国への留学促進を図

ることを目的としています。 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、2020 年度及び 2021 年度はオンラインのみで

開催いたしましたが、2022 年度につきましては、参加機関、来場者の感染防止に最大限の対策

を講じたうえで、台湾にて対面式とオンラインを組み合わせて開催することといたしました。 

 

２．募集対象機関 

フェア参加機関募集の対象となるのは、上記１に掲げるフェアの趣旨に沿った情報提供を希

望する我が国の大学（大学院を含む。）、短期大学、高等専門学校及び国際教育交流等に関係す

る機関（地方自治体等を含む。）となります。 

「全国専修学校各種学校総連合会」、「公益社団法人東京都専修学校各種学校協会」（以下「東

専各」という。）との共催で実施予定のため、専修学校（専門課程）及び日本語教育機関が申込

む場合のお問合せ・申込み先は東専各事務局 Tel：03-3378-9601 E-mail：rshien@tsk.or.jp 
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となります。専修学校（専門課程）及び日本語教育機関の募集要項につきましては東専各 HP

（ https://kaiin.tsk.or.jp/training）でご確認ください。 

（１）教育機関が参加する場合は、原則として、次の単位での参加とします。 

  ア．学校単位 

  イ．学校法人単位 

  ウ．大学コンソーシアム単位 

エ．地方自治体・国際交流団体単位 

【留意事項】 

① 上記（１）アの細分化（例えば、大学の学部単位、大学院の研究科単位等）は参加対象と

はなりません。 

② 上記（１）イ及びウの形態での参加に当たっては、次の事項をあらかじめご了承ください。 

・各種掲示物・印刷物に表示できる機関名は、1 参加機関につき 1 つです。ブースのパラペ

ット（参加機関パネル）やブースガイド等には、掲載スペース等の都合により、それぞれ

学校法人名、またはコンソーシアム名のみを表示し、構成機関名は表示しません。個別の

学校名の表示を希望する場合は、参加機関独自でパネル等を用意し、ブース内に掲示して

ください。 

・参加に伴う連絡先や下記４に掲げる経費の支払機関は、学校法人単位又はコンソーシアム

単位、もしくはそれぞれの構成機関のうちの１機関としてください。 

（２）地方自治体等が当該地域に所在する学校とともに参加する場合についても、上記留意

事項を準用します。 

 

（注１）外国大学日本校は募集の対象外となります。ただし、文部科学省が「外国の大学、

大学院または短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において

位置づけられた教育施設」として指定したものを除きます。 

（注２）在籍管理非適正校に２年以上連続で該当する大学等は募集の対象外となります。 

（注３）次の項目にあてはまる場合には、参加を制限又は取り消す場合がありますので、あ

らかじめご了承ください。 

① 以前実施した日本留学フェア（オンライン実施含む。）又は進学説明会において参

加機関負担経費の滞納が発生した大学等 

② 事務手続きの不履行等、運営を妨げる行為を行う可能性がある場合 

③ 機構と現在係争中の場合 

④ 機構が実施する留学生調査にご回答いただいていない学校等 

⑤ その他、法令遵守の観点から、参加を認めることでフェア全体の信用棄損の問題が

生じると考えられる場合 

 

３．実施内容 

 高雄・台北の 両都市又はいずれか一方の都市へ、下記 A～C から参加形式を選んで参加する

ことができます。A 及び B の両方の形式で参加することも可能です。両都市に参加する場合は、

各都市で異なる参加形式を選択することも可能です。 

 

 

https://kaiin.tsk.or.jp/training
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参加形式  

A-１ブース形式による

説明（対面） 

参加機関ブースにおいて、各機関の教育内容、入学試験、その他

特色等について、留学希望者からの個別相談に応じてください。 

教育機関以外については、各機関の事業内容の説明及び最新の情

報を提供するとともに、留学希望者等からの個別相談に応じてく

ださい。現地職員や卒業生等の協力者が現地で参加し、参加機関

が用意する機材でオンライン配信システムを用いて日本から個別

相談を行うといった対応も可能です。また、ブースにて 学校案内、

募集要項等（中国語繁体字や英語で書かれたものが望ましい。）の

配付等を行ってください。機構指定業者による発送を希望する場

合、６月中旬頃までに資料を機構指定業者まで納入いただきます。 

両会場とも Wi-Fi が使用可能ですが、使用状況により通信が安定

しない場合や、接続できない場合があります。各自、海外用レンタ

ル Wi-Fi ルーターのご準備をされるか、ブースでの対応に使用す

る資料を用意するなどしてご対応ください。 

対面、オンラインともオプションで通訳の手配が可能です。 

 

（オンライン参加の場合）参加機関ブースに PC を設置し、インタ

ーネット配線を行います。PC の操作やブースへの来場者の誘導を

会場スタッフが行います。 

こちらで用意する Zoom アカウントを利用して留学希望者からの

個別相談にご対応ください。相談対応を行っていない時間につい

ては、学校説明動画等を画面共有いただいても構いません。 

ポスター等の掲示物や配布資料をお送りいただけましたら、会場

スタッフがブースに配置いたします。ただし、掲示物や余った資

料については返却いたしません。 

 

【ブースの仕様（対面・オンライ

ン共通）】 

背面ボード２枚、校名パネル、 

机（180×45）１台、椅子６脚 

 

A-２ブース形式による

説明（オンライン） 

Bライブ配信による学校

説明（オンライン） 

大学（大学院を含む。）、短期大学、高等専門学校及び国際教育交流

等に関係する機関（地方自治体等を含む。）が共同で使用する 説明

コーナーを設置し、モニターで Zoom を用いた学校説明の配信また

は学校説明動画の上映を行います。（このほかに専修学校（専門課

程）、日本語教育機関、機構及び後援機関等の説明コーナーを設置

予定です。） 

各コーナーでは会場スタッフが司会進行を行い、説明時間は１校

あたり 25 分間（ライブ配信の場合は質疑応答を含む。）を予定し

ブースイメージ 
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ています。使用言語については中国語を基本としますが、日本語

のみで説明いただいても構いません。オプションで通訳を手配す

ることも可能です。 

ライブ配信の場合、Zoom 上での画面共有等の操作は参加機関にて

ご対応ください。また、当日にテスト配信を行う予定です。 

学校説明動画の上映のみの場合、操作は会場スタッフが行います。

使用する動画は事前にお送りいただきます。 

希望する機関には、下記 C 資料コーナーへの資料設置についても

併せて行います。 

【説明コーナー仕様】 

PC、DVD プレイヤー、モニターを設置し、椅子を 10～20 脚設置し

ます。各コーナーの入口やフェア HP 等で説明スケジュールを案内

し、来場者は自由に入退室可能とする予定です。 

説明スケジュールは以下を予定しておりますが、参加機関数によ

って調整を行う可能性があります。 

（台湾時間：日本時間-１時間） 

①11:30-11:55 ②12:00-12:25 

③12:30-12:55 ④13:00-13:25 

⑤13:30-13:55 ⑥14:00-14:25 

⑦14:30-14:55 ⑧15:00-15:25 

⑨15:30-15:55 ⑩16:00-16:25 

C資料コーナーへの学校

資料設置 

会場内に学種ごとの資料コーナーを設置し、各学校名のプレート

を立てて学校案内や募集要項等（中国語繁体字や英語で書かれた

ものが望ましい。）を来場者へ配布します。 

資料は６月中旬頃までに機構指定業者まで納入いただきます。発

送できる資料は１都市につき１箱 10kg までとし、余った資料につ

いては返却いたしません。 

【留意事項】 

① 参加機関において重点的に広報するプログラムを明確にし、留学生獲得という目的

意識をもってご参加ください。 

② フェア来場者が満足する情報提供という観点から、来場者が情報を得てすぐに具体

的なプランニングができるような情報提供、助言にご協力ください。 

③ 大学院留学を目指している日本留学希望者も多いため、研究生制度等の情報提供に

ついてもご準備ください。 

④ 交流協定締結を希望する現地の大学関係者が来場する場合もありますので、この場合

には、単位互換、学費免除等を含む協定の内容及びその締結手続等についての相談に応

じてください。 

⑤ 新型コロナウイルス感染症拡大状況によっては、一参加機関当たりの現地参加人数を

制限する場合があります。 

⑥ ブースの混雑が予想される大学等については、周辺の参加機関のブース対応や来場者

の通行をスムーズに行えるように、ブース位置を調整する場合があります。 
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なお、ブース位置のご希望等には応じかねますので、あらかじめご了承ください。 

⑦ マスク着用や手指消毒の励行、会場入口での体温測定、各ブースへのパーテーショ

ン設置、会場の換気等の感染症対策を実施する予定ですので、ご協力をお願いいたし

ます。 

⑧ 台湾で日本留学情報提供を行っている機関への提供のため、会場にて資料を各６部

回収いたします。 

 

（参考）過去３回のフェア来場者数              （単位：人）               

地域 都市 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

台湾 
高雄 1,235 1,250 935 

台北 2,953 3,210 2,853 

※ 過年度のフェア詳細については、「日本留学情報サイト」をご参照ください。 

（ https://www.studyinjapan.go.jp/ja/other/event/） 

 

４．経 費 

（１）参加機関負担経費 

 会場借料、会場設営費、広告費、印刷物作成費等のフェア実施経費の総額から、原則とし

て総参加機関数（機構を含む。）で按分した額をご負担いただきます。参加機関負担経費は

参加する都市及び参加形態によって異なります。オンライン参加の機関については、PC 等機材

及び配線費用をオンライン参加機関数で按分した額をご負担いただきます（50,000 円程度の

見込み）。 

2022 年度の一機関当たりの負担経費概算額（現時点での見込額。）は次のとおりですが、負

担経費は実際の参加機関数、為替レートや物価の急上昇、感染症対策に係る準備等によって

大きく変動する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

負担経費はフェアの終了後、金額が確定次第ご請求させていただきます。 

参加形態 負担経費概算（高雄） 負担経費概算（台北） 

A-１ ブース形式による説明

（対面） 
130,000～160,000 円 130,000～160,000 円 

A-２ ブース形式による説明

（オンライン） 
180,000～210,000 円 180,000～210,000 円 

B ライブ配信による学校説

明（オンライン） 
70,000～100,000 円 80,000～120,000 円 

C 資料コーナーへの学校資

料設置 
30,000～60,000 円 40,000～80,000 円 

（注）以下の経費については、別途必要となります。 

A ブース形式による説明 

・通訳経費（機構に通訳手配を依頼した場合、１日につき１名当たり約 10,000 円～26,000

円。） 

・日本から会場への資料発送経費（機構指定業者による発送を希望する場合、送料は重量に

より異なる。） 

・資料の梱包に係る費用や日本国内の送料 

https://www.studyinjapan.go.jp/ja/other/event/
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 Bライブ配信による学校説明 

 ・通訳経費（機構に通訳手配を依頼した場合、約 7,000 円。） 

・日本から会場への資料発送経費（資料設置を希望する場合、1 箱 10kg まで 1 都市につき約

15,000 円。） 

  ・資料の梱包に係る費用や日本国内の送料 

C資料コーナーへの学校資料設置 

  ・資料の梱包に係る費用や日本国内の送料 

 

（２）経費の支払 

機構は、フェア実施に当たり、外部業者に「フェア国内運営事務局」の設置並びに参加機

関との連絡業務及び経費の徴収業務等を業務委託します。したがって、経費の支払先は委託

業者となります。 

なお、委託業者については、決まり次第、参加機関に通知します。 

（３）見積書・請求書 

 フェア参加機関には、フェア実施日の約一週間前に参加機関負担経費の見積書をお送りい

たします。これ以前の見積書の発行はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 

 また、フェア終了後には確定の見積書及び請求書をお送りいたします。この時、実際にかか

った経費によっては事前送付の見積書と金額が異なる場合がございます。 

（４）旅行・宿泊等手配 

フェアへの参加に当たっては、現地集合・現地解散となります。旅行・宿泊等（台湾入境及

び日本帰国時の隔離、検査等を含む）については、各自手配してください。 

2022 年４月現在、台湾入境時には商務ビザが必要となりますので、各自、現住所を所管する

台北駐日経済文化代表処や弁事処にて申請手続きが必要です。十分に時間の余裕を持ってご準

備ください。ビザの申請に必要となる、台湾の受け入れ先企業の会社登記表コピー及び台湾の

受け入れ先企業発行の招待状の発行については、機構で手配できるよう準備しております。な

お、現地の関係者や卒業生等も参加者となることが可能です。 

また、現時点では台湾入境後、10 日間の隔離検疫等が必要となっておりますので、対面式で

の参加を検討されている機関におかれましては、ご了承のうえお申し込みください。 

情報は日々更新されておりますので、最新情報は下記ウェブサイトをご確認ください。 

外務省 

https://www.anzen.mofa.go.jp/ 

公益財団法人日本台湾交流協会（新型コロナウイルス関連情報） 

https://www.koryu.or.jp/tabid2169.html 

台北駐日経済文化代表処（査証について） 

https://www.roc-taiwan.org/jp_ja/cat/27.html 

 

５．キャンセル 

（１）キャンセル手続 

① 参加機関確定前（５月 20 日より前） 

  参加申込み後、５月 20 日より前までに参加申込みをキャンセルされる場合は、機構に電子

メールにてキャンセルされる旨、ご連絡ください。 
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 ② 参加機関確定後（５月 20 日以降） 

あらかじめ機構に電子メールでご連絡ください。キャンセル文書の様式を機構より送信い

たしますので、キャンセル文書を作成し、電子メールに添付のうえ送信してください。機構

がキャンセル文書を受理した時点で、正式な申込みキャンセルとなります。 

（２）キャンセル料 

キャンセルする場合、次に掲げるキャンセル料を申し受けます。 

なお、キャンセル料についても、上記４の（２）に掲げる参加機関負担経費の支払と同様、

フェア終了後に委託業者に支払うこととなる予定ですので、あらかじめご了承ください。 

機構が文書による申込み取消しを受理した日が、フェア開催日前日から起算して 

45 日前から 31 日前まで        参加機関負担経費の  30％ 

30 日以内        参加機関負担経費の  100％ 

 

６．中止 

（１）中止の判断 

以下の場合、実施直前でも機構はフェアの中止を決定し、「日本留学情報サイト」に掲

載するとともに、参加機関へご連絡いたします。 

① 現地の政治情勢、治安状況等に何らかの急激な変化が生じ、外務省の海外安全情報

（危険情報）によりフェア実施地域にレベル２以上が発出された場合 

② 外務省の感染症危険情報によりフェア実施地域にレベル３以上が発出された場合 

③ 日本から台湾への入境が制限又は禁止された場合 

④ その他、新型コロナウイルス感染症の拡大防止と参加機関・来場者の安全確保の観

点から、フェアの中止が妥当であると機構が判断する場合 

⑤ 一定数の応募がない、またはキャンセルにより参加機関が一定数を下回る場合 

（２）経費等 

   機構がフェアの中止を決定した場合、参加機関負担経費及びキャンセル料は徴収いたし

ません。ただし、各参加機関分の資料発送経費、旅行・宿泊等手配（台湾入境及び日本帰国

時の隔離、検査等を含む）に要した経費については機構では負担いたしませんので、あらか

じめご了承ください。 

なお、フェアは開催されたものの、日本国内の自然災害や各参加機関個別の事情等により

参加をキャンセルした場合は、上記５．のとおりキャンセル料を徴収させていただきます。 

 

７．広 報 

機構では、現地関係団体等を通じて、ポスター、ちらし、特設ウェブサイト、ＳＮＳ、イン

ターネット広告等を用いて幅広く事前広報を行うとともに、「日本留学情報サイト」等において

も、参加機関名及び実施要項等を順次掲載します。 

参加機関におかれましても、告知及び現地協定校等への広報をお願いします。 

 

８．申込方法 

原則として先着順で参加を受け付けます。次の手順に従って、申込みしてください。 

① 「日本留学情報サイト」の日本留学イベントページにアクセスする。 
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https://www.studyinjapan.go.jp/ja/other/event/ 2022/taiwan 

② 申込フォームに必要事項を入力し、送信する。 

 【必要事項】 

・参加機関名（中国語繁体字表記を含む。）、担当者名及び連絡先情報 

・希望の参加都市及び参加形式 

・参加形式 B ライブ配信による学校説明（オンライン）を選択する場合、参加希望の

時間帯（P.５の説明スケジュールをご参照ください。） 

・キャンセル待ち希望の有無    等 

③ 送信完了後、１時間以内に自動配信される登録確認メールの内容を確認する。 

※ 個人情報について 

申込み画面にご記入いただいた個人情報は、フェアの実施に当たって必要となる連

絡業務、フェア参加者名簿の作成及び機構の日本留学に関する事業の情報提供のため

に利用し、その他の目的には利用しません。 

    なお、上記４（２）に記載のとおり、フェア実施に当たり、参加機関との連絡業務、

参加機関負担経費の徴収業務及び資料発送を業務委託するため、当該業務に必要な範

囲で個人情報が委託業者に提供されますので、あらかじめご了承ください。 

 

【本件に関する照会先】 

〒135-8630  東京都江東区青海２－２－１ 

独立行政法人日本学生支援機構 留学生事業部留学情報課 日本留学係 

TEL： 03-5520-6111 

FAX： 03-5520-6121 

E-mail： infoin@jasso.go.jp ※問い合わせは電子メールでお願いいたします。 

https://www.studyinjapan.go.jp/ja/other/event/

