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2020 年度外国人学生のための進学説明会 

参加機関募集要項 
 

独立行政法人日本学生支援機構 

 

１．趣 旨 

 外国人学生のための進学説明会（以下「進学説明会」という。）は、我が国の日本語教育機関

等に在籍し、大学（大学院を含む。）、短期大学、高等専門学校及び専修学校（専門課程）（以下

「大学等」という。）への進学を目指している外国人学生等が、進学希望に合った大学等を選択

するため、独立行政法人日本学生支援機構（以下「機構」という。）が、我が国の大学等の参加

を得て、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の提供を行うことを

目的に実施します。 

 

２．実施日程及び会場 

（１）東京会場：  

2020 年７月４日（土） 10：00～16：00 

サンシャインシティ文化会館 展示ホールＤ（東京都豊島区東池袋３-１-１） 

（２）大阪会場：  

2020 年７月 11 日（土） 10：00～16：00 

  梅田スカイビル アウラホール及びステラホール（大阪府大阪市北区大淀中１-１-88） 

 

３．実施内容 

 次に掲げるブースを設置のうえ、進学希望者等に対して個別相談を行います。 

①  各参加機関の個別ブース： 

各参加機関の入試、教育内容等に関する情報提供及び個別相談 

②  総合相談コーナー： 

関係機関による学校選択、入学資格、在留資格等の情報提供及び個別相談 

③  日本留学試験（EJU）相談コーナー： 

機構による日本留学試験（EJU）に関する情報提供及び個別相談 

④  TOEFL®相談コーナー： 

国際教育交換協議会（CIEE）による TOEFL®に関する情報提供及び個別相談 

⑤  先輩留学生相談コーナー： 

現役大学生による個別相談 

⑥  生活安全情報コーナー（東京会場のみ）： 

警視庁及び東京都による日本での生活に役立つ安全情報提供 

 

４．参加対象機関 

 参加の対象となる機関は、上記１に掲げる進学説明会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、専修学校（専門課程）及び関係機関

とし、１機関１ブースを原則とします。 

 ※ 専修学校（専門課程）については、参加機関数を調整させていただく場合がございます(先

着優先)。あらかじめご了承ください。 

 ※ 関係機関については、外国人学生の進学に関する情報提供を行う機関及び機構が参加を

依頼する機関を参加対象とします。 
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※ 地方自治体やコンソーシアムは募集の対象外となりますので、あらかじめご了承くださ 

い。 

※ 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。 

※ 次の項目にあてはまる場合には、参加を制限又は取消す場合がありますので、あらかじめ 

ご了承ください。 

① 機構が実施する「留学生受入れ促進プログラム」の 2020 年度の学習奨励費推薦依頼数

の削減措置の対象で、かつ、その削除割合が 50%以上である場合。 

② 参加機関負担経費の滞納、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 その他、法令順守の課題等により、参加を認めることで進学説明会全体の信用棄損の問

題が生じる場合。 

 

５．参加機関の活動内容 

進学説明会における参加機関の活動内容は次のとおりです。 

（１）機関名等の広報 

 参加機関ごとに個別ブースを設置しますので、ポスター、バナー等の掲示物によりブー

ス内の装飾を行い、機関名等の広報を行ってください。 

（２）資料の配付 

参加機関ブースにおいて、学校紹介パンフレット、募集要項、研究課題総覧等を来場者

に配付する等して情報提供を行ってください。 

（３）個別相談 

参加機関ブースにおいて、主として各機関の教育内容、入学試験、その他特色等につい 

て、進学希望者等からの個別相談に応じてください。 

また、教育機関以外の機関については、各機関の事業内容を説明し、最新の情報を提供

するとともに、進学希望者等からの個別相談に応じてください。 

 

【留意事項】 

①   外国人学生について、以下のように様々な教育的背景を持つ学生が増えていますの

で、出願資格等に関する情報についてご準備ください。 

 ・日本の小・中・高校に在学したことがある場合 

 ・日本の高等学校を卒業した場合 

・出願時に日本国籍を有している場合（重国籍を含む）、等々 

② 大学院進学に関する質問が増えていますので、大学院の入試等に関する情報につい

てもご準備ください。 

③ 英語で学位を取得できるコースに関する質問が増えていますので、該当する課程を

有する参加機関に置かれましては関連する情報をご準備ください。 

④ 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。 

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。 

⑤ 一参加機関当たりの参加人数の制限はありませんが、１ブース内に設置できる椅子

の数は５脚（参加機関用２脚、来場者用３脚）ですので、着席できる人数は限られる

ことにご留意ください。 

⑥ 配付する資料については、必要かつ充分な部数をご準備ください。 



 3 

（参考）過去３年間の進学説明会来場者数 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

東京会場 
来 場 者 数 2,263 人 1,867 人 1,885 人 

参加機関数 183 機関 184 機関 184 機関 

大阪会場 
来 場 者 数 1,761 人 1,740 人 2,005 人 

参加機関数 130 機関 132 機関  132 機関 

※ 過去の説明会の詳細については、機構ウェブサイトをご参照ください。 

（https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/event/） 

 

６．参加形態 

（１）参加の形態は、個別ブース設置の参加のみ受け付けることとします。資料やポスターの

みの参加はできません。 

（２）学校単位または学校法人単位で参加することが可能です。大学コンソーシアム単位の

参加はできません。 

（３）学校法人単位で参加する場合は、次の事項をあらかじめご了承のうえ、申込みをして

ください。 

・掲載スペース等の都合により、ブースのパラペット（参加機関パネル）やブースガイド

等に表示する機関名は原則１ブースにつき１つです。但し、大学に限り、併設する短期

大学や専修学校（専門課程）を１校まで併記することが可能です。 

※ブースのパラペット（参加機関パネル）表記例 

【〇】JASSO 大学 

【○】JASSO 外国語専門学校 

【〇】JASSO 専門学校グループ（学校法人） 

【○】JASSO 大学/JASSO 短期大学 

【×】JASSO 外国語専門学校/JASSO ビジネス専門学校 

【×】JASSO 大学/JASSO 短期大学/JASSO 専門学校 

 ・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７に掲げる経費の支払機関は、学校法人単位、もしくは構成機

関のうちの１機関としてください。 

 

７．経 費 

（１）参加機関負担経費 

  参加機関には、原則として、東京、大阪会場別の進学説明会実施経費（会場経費、ブース設

営費、広報宣伝費、業務委託費等）及び進学説明会運営事務局業務委託費の総額から、各参加

機関数（機構を含む。）で按分した額をご負担いただきます。 

2020 年度１機関当たりの負担経費概算額（過去実績をもとに算出）は次のとおりですが、

実際の参加機関数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。 

2020 年度の負担経費は、進学説明会終了後に精算しますので、金額が確定次第、参加機関

に請求します。 
 

参加会場 負担経費概算 

東京会場 50,000 円～70,000 円 

大阪会場 70,000 円～90,000 円 
  
    ※資料発送及び返送費用を除く。 
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（２）会場への資料発送経費 

会場への資料発送については、機構指定の運送業者が参加機関の資料をとりまとめ、会場

に配送します。発送方法についての詳細は、後日、業者よりご連絡します。業者指定先倉庫

までの送料は各参加機関の負担となります。 

（３）旅行・宿泊手配 

説明会への参加に当たって旅行及び宿泊等を要する場合は、各自手配してください。 

（４）経費の支払 

機構は、進学説明会実施に当たって、「進学説明会運営事務局」として、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、参加機関負担経費の支払先は委

託業者となりますので、あらかじめご了承ください。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。 

 

（５）見積書および請求書 

  説明会参加機関には、説明会実施日の約２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、説明会終了後には確定の見積書と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。 

 

８．キャンセル 

（１）キャンセルの手続 

機構が参加申込みを受け付けた後、各参加機関の都合により申込みをキャンセルする場合

は、あらかじめ機構に電話等でご連絡のうえ、所属長の役職印等を押印した文書により通知

してください。機構が押印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ので、ご了承ください。 

なお、キャンセル料についても、上記７の（４）に掲げる参加機関負担経費の支払と同様、

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、進学説明会開催日前日から起算して 

   90 日前から 61 日前まで 参加機関負担経費の  20％ 

60 日前から 31 日前まで 参加機関負担経費の  30％ 

30 日前から 15 日前まで 参加機関負担経費の  60％ 

14 日以内        参加機関負担経費の 100％ 

※ 自然災害や各参加機関個別の事情等によりフェア開催当日に参加できなくなった機関に

おかれましては、参加機関負担経費（資料発送経費等含む）を徴収させていただきます。 

 

９．広 報 

機構では、進学説明会に関する事前広報について、ポスター、ちらし、インターネット等を

用いて幅広く行います。また、機構ウェブサイトにおいても、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、ウェブサイトへの掲載等により広報をお願いします。 
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10.申込み方法・申込期限 

（１）次の手順に従って、申込みしてください。 

① 機構ウェブサイトにアクセスする。 

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

② 申込み画面より必要事項を入力し、送信する。 

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、進学説明会の実施に当たって必要となる

連絡業務、進学説明会参加者名簿の作成及びその他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７の（４）に記載したとおり、機構では、進学説明会実施に当たり、参加

機関との連絡業務及び参加機関負担経費の徴収業務等を業務委託する予定のため、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、あらかじめご了承の

うえ、参加申込みをしてください。 

（２）申込期限 

2020 年３月 19 日（木）まで 

（３）参加申込み機関数が上限を超えた場合は、原則として先着順で受け付けます。 

（４）参加が確定した機関に対しては、2020 年３月 27 日（金）までに、参加確定の旨を電子

メールにて通知します。参加可否についてご不明な場合は、下記の照会先までご連絡くだ

さい。 

 

11．申込みに当たっての注意事項 

短期大学や専修学校（専門課程）を併設する大学が、短期大学や専修学校との「合同ブース」 

として参加を希望する場合は、Web 上の「申込画面」における当該項目欄に短期大学名等を 

入力してください。また、個々に参加を希望する場合、「申込画面」は別々に入力してくださ 

い。なお、個々に参加される場合の参加機関負担経費はそれぞれに必要となります。 

 

 

 

 

【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 


