




2021 年度 JASSO 主催日本留学オンラインフェア実施要項 

１．趣旨 

日本留学を志す学生及び日本の高等教育機関への進学を目指す外国人学生が、適切な進学

先を選択し、かつ実りある留学を達成できるようにするため、我が国の留学制度及び高等教

育に関する情報をオンラインにて提供し、我が国への留学の促進を図る。 

２．主催等（予定） 

３．実施日程及び参加機関数 

 日本留学オンラインフェア（以下「フェア」という。）は使用言語別に英語フェア及び

日本語フェアを各３日実施する。実施日程及び参加機関数は以下のとおり。 

【英語フェア】 

日 程 時 間 参加機関数 

2021 年８月 21 日（土） 12:00～17:30 33 機関 

2021 年８月 29 日（日） 12:00～17:30 34 機関 

2021 年９月 ４日（土） 12:00～17:30 34 機関 

【日本語フェア】 

日 程 時 間 参加機関数 

2021 年９月 12 日（日） 11:00～16:30 33 機関 

2021 年９月 18 日（土） 11:00～16:30 34 機関

2021 年９月 26 日（日） 11:00～16:30 34 機関

４．配信対象国及び対象者 

配信対象国：日本を含む全世界 

対象者  ：海外在住の高校生・大学生等日本留学希望者、高校等の進路指導担当教員、 

大学等の国際交流担当者等 

日本の高等教育機関への進学を希望する、国内の日本語教育機関等に在籍す

る外国人学生及び日本語教育機関の教職員等 

５．実施内容 

（１）フェア特設サイトにおける情報提供

フェア特設サイトを英語と日本語で開設し、参加機関情報、フェア当日のライブセッ

ション予定表、セミナー情報、留学生のインタビュー動画等を掲載する。

（２）参加機関によるライブセッション （上記３の日程で実施）

参加機関毎に教育内容や特色等に関するプレゼンテーション及び質疑応答を行う。

（Zoom を利用）録画したライブ配信内容は希望する機関のみ日本留学情報サイトへ１

か月程度掲載する。

（１）主催： 独立行政法人日本学生支援機構 

（２）後援：  外務省 

（３）協力： 独立行政法人国際交流基金、各国帰国留学生会及び関係機関（調整中） 



（３）日本留学オンラインセミナー

８月に２回程度、10 月から 2022 年２月にかけて数回程度、日本学生支援機構職員又

は参加機関教職員によるオンラインセミナーを開催し、日本留学への興味を引き付け

られる内容のプレゼンテーション及び質疑応答を行う。（Zoom を利用）

６．参加機関 

別紙のとおり。 
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別紙

学校
種別

学校
種別

学校
種別

1 秋田大学 国立 1 岩手大学 国立 1 大阪大学 国立

2 愛媛大学 国立 2 金沢大学 国立 2 岡山大学 国立

3 お茶の水女子大学 国立 3 京都大学 国立 3 高知大学 国立

4 九州大学 国立 4 電気通信大学 国立 4 静岡大学 国立

5 島根大学 国立 5 東京外国語大学 国立 5 東京大学 国立

6 千葉大学 国立 6 徳島大学 国立 6 東京農工大学 国立

7 筑波大学 国立 7 富山大学 国立 7 豊橋技術科学大学 国立

8 長崎大学 国立 8 広島大学 国立 8 弘前大学 国立

9 名古屋大学 国立 9 北陸先端科学技術大学院大学 国立 9 北海道大学 国立

10 福井大学 国立 10 横浜国立大学 国立 10 三重大学 国立

11 会津大学 公立 11 北九州市立大学 公立 11 長野県立大学 公立

12 桜美林大学 私立 12 新潟県立大学 公立 12 名古屋市立大学 公立

13 京都先端科学大学 私立 13 関西大学 私立 13 神奈川大学 私立

14 駒澤大学 私立 14 京都外国語大学 私立 14 関西学院大学 私立

15 洗足学園音楽大学 私立 15 慶應義塾大学 私立 15 神戸情報大学院大学 私立

16 創価大学 私立 16 上智大学 私立 16 国際医療福祉大学 私立

17 名古屋商科大学 私立 17 女子栄養大学 私立 17 女子美術大学 私立

18 宮崎国際大学 私立 18 デジタルハリウッド大学 私立 18 同志社大学 私立

19 立命館大学 私立 19 東洋大学 私立 19 名古屋芸術大学 私立

20 早稲田大学 私立 20 武蔵野大学 私立 20 法政大学 私立

21 学校法人Adachi学園 専門 21 アーツカレッジヨコハマ 専門 21 立命館アジア太平洋大学 私立

22 学校法人穴吹学園 専門 22 ARC東京日本語学校 日本語 22 神戸電子専門学校 専門

23 ARC京都日本語学校 日本語 23 アティスインターナショナルアカデミー 日本語 23 アークアカデミー新宿校 日本語

24 大阪日本語学院 日本語 24 ECC国際外語専門学校　日本語学科 日本語 24 大阪文化国際学校 日本語

25 KOYO国際学院 日本語 25 外語ビジネス専門学校 日本語 25 岡山外語学院 日本語

26 札幌ランゲージセンター 日本語 26 学校法人龍馬学園 日本語 26 河原電子ビジネス専門学校 日本語

27 SANKO日本語学校東京 日本語 27 関西外語専門学校　日本語教育部日本語科 日本語 27 京都民際日本語学校 日本語

28 新富国際語学院 日本語 28 久留米大学留学生別科 日本語 28 渋谷外語学院 日本語

29 セントラルジャパン日本語学校 日本語 29 元気日本語文化学校 日本語 29 長沼スクール　東京日本語学校 日本語

30 東京/大阪日本語教育センター 日本語 30 相模国際学院 日本語 30 ヒューマンアカデミー日本語学校 日本語

31 東京国際大学付属日本語学校 日本語 31 JET日本語学校 日本語 31 文化外国語専門学校 日本語

32 東洋言語学院 日本語 32 新宿日本語学校 日本語 32 北海道日本語学院札幌本校 日本語

33 福岡外語専門学校 日本語 33 東京育英日本語学院 日本語 33 横浜国際教育学院 日本語

34 日本語センター 日本語 34 早稲田文化館 日本語

2021年５月12日現在

2021年度JASSO主催日本留学オンラインフェア参加機関一覧

大学20校 （国立：10校　公立：１校　私立：９校）
専修学校（専門課程）：２校
日本語教育機関：11校

2021年８月21日（土）　12:00～17:30 （日本時間）

大学20校 （国立：10校　公立：２校　私立：８校）
専修学校（専門課程）：１校
日本語教育機関：13校

2021年８月29日（日）　12:00～17:30 （日本時間）

参加機関名

大学21校 （国立：10校　公立：２校　私立：９校）
専修学校（専門課程）：１校
日本語教育機関：12校

2021年９月４日（土）　12:00～17:30 （日本時間）

日本留学オンラインフェア【英語】

参加機関名 参加機関名
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学校
種別

学校
種別

学校
種別

1 宇都宮大学 国立 1 大分大学 国立 1 香川大学 国立

2 東京海洋大学 国立 2 鳴門教育大学 国立 2 東京学芸大学 国立

3 福島大学 国立 3 新潟大学 国立 3 奈良女子大学 国立

4 大阪公立大学 公立 4 和歌山大学 国立 4 山形大学 国立

5 福井県立大学 公立 5 高崎経済大学 公立 5 県立広島大学 公立

6 青森大学 私立 6 福山市立大学 公立 6 兵庫県立大学 公立

7 大阪産業大学 私立 7 愛知大学 私立 7 青山学院大学 私立

8 尚美学園大学 私立 8 大阪経済大学 私立 8 大阪経済法科大学 私立

9 昭和音楽大学 私立 9 大阪国際大学 私立 9 大阪樟蔭女子大学 私立

10 聖心女子大学 私立 10 学習院大学 私立 10 九州産業大学 私立

11 宝塚医療大学 私立 11 活水女子大学 私立 11 京都芸術大学 私立

12 拓殖大学 私立 12 関東学園大学 私立 12 札幌国際大学 私立

13 中京大学 私立 13 近畿大学 私立 13 事業創造大学院大学 私立

14 南山大学 私立 14 十文字学園女子大学 私立 14 昭和女子大学 私立

15 日本大学 私立 15 仙台大学 私立 15 大東文化大学 私立

16 羽衣国際大学 私立 16 東海大学 私立 16 中央大学 私立

17 フェリス女学院大学 私立 17 新潟医療福祉大学 私立 17 東京理科大学 私立

18 福岡大学 私立 18 日本工業大学 私立 18 新潟食料農業大学 私立

19 北陸大学 私立 19 広島修道大学 私立 19 日本女子大学 私立

20 武庫川女子大学 私立 20 立教大学 私立 20 広島経済大学 私立

21 明治学院大学 私立 21 流通科学大学 私立 21 佐賀女子短期大学 短大

22 滋賀文教短期大学 短大 22 明日香国際ブライダル＆ホテル観光専門学校 専門 22 ECCコンピュータ専門学校 専門

23 大阪医専 専門 23 上田安子服飾専門学校 専門 23 学校法人大和学園 専門

24 大阪総合デザイン専門学校 専門 24 大阪YMCA国際専門学校 専門 24 修成建設専門学校 専門

25 学校法人　東放学園 専門 25 学校法人イーエスピー学園 専門 25 専門学校アニメ・アーティスト・アカデミー 専門

26 専門学校日本デザイナー学院 九州校 専門 26 学校法人　啓倫学園 専門 26 専門学校新潟国際自動車大学校 専門

27 辻調理師専門学校 専門 27 日産京都自動車大学校 専門 27 東洋美術学校 専門

28 東京工科自動車大学校 専門 28 愛知工科大学外国語学校 日本語 28 日本健康医療専門学校 専門

29 永興日本語学園 日本語 29 インターカルト日本語学校 日本語 29 I.C.NAGOYA 日本語

30 桜丘国際日本語学校 日本語 30 クリエイティブ日本語学校 日本語 30 大阪YMCA学院 日本語

31 東京/大阪日本語教育センター 日本語 31 さくら国際日本語学院 日本語 31 九州外国語学院福岡校 日本語

32 東京ワールド日本語学校 日本語 32 日中学院 日本語 32 九州国際教育学院 日本語

33 東川町立東川日本語学校 日本語 33 日本語国際学院 日本語 33 東京YMCAにほんご学院 日本語

34 福岡YMCA日本語学校 日本語 34 武蔵浦和日本語学院 日本語

2021年５月12日現在

日本留学オンラインフェア【日本語】

参加機関名 参加機関名 参加機関名

大学20校 （国立：４校　公立：２校　私立：14校）
短期大学：１校　 　専修学校（専門課程）：７校
日本語教育機関：６校

2021年９月26日（日）　11:00～16:30 （日本時間）

大学21校 （国立：４校　公立：２校　私立：15校）
専修学校（専門課程）：６校
日本語教育機関：７校

2021年９月18日（土）　11:00～16:30 （日本時間）

大学21校 （国立：３校　公立：２校　私立：16校）
短期大学：１校　 　専修学校（専門課程）：６校
日本語教育機関：５校

2021年９月12日（日）　11:00～16:30 （日本時間）


