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平成 27年度官民協働海外留学支援制度  

～トビタテ！留学 JAPAN日本代表プログラム【高校生コース】～ 

募 集 要 項 

 

独立行政法人日本学生支援機構（以下「機構」という。）は、平成 25年 6 月に閣議決定され

た「日本再興戦略」「第２期教育振興基本計画」に基づき、我が国の生徒・学生等の海外留学促

進のために創設された「グローバル人材育成コミュニティ」に参画する企業等からの支援によ

り、官民協働海外留学支援制度～トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラム～（以下「本制度」

という。）を創設し、“産業界を中心に社会で求められる人材”、“世界で、又は世界を視野に入

れて活躍できる人材”の育成という観点から、実践的な活動を含む海外留学を行う我が国の大

学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校（専門課程）に在籍する日本人学生等を対

象に支援を開始しました。 

このたび、アカデミック、スポーツ・芸術、プロフェッショナル、国際ボランティアの各分

野において、グローバルに活躍する意欲と能力があり、将来の我が国を牽引する可能性を秘め

た高校生等の海外留学を支援するため、平成 27年度より本制度に「高校生コース」を新設し、

下記により募集します。   

 

記 

１．本制度の概要 

本制度は、学生・生徒の海外留学を促進する観点から、各領域でリーダーシップを発揮す

る多様な人材を支援し、海外留学の機運を高めることを目的として、我が国の大学、大学院、

短期大学、高等専門学校、専修学校（専門課程及び高等課程）、高等学校、中等教育学校後期

課程、特別支援学校高等部に在籍する日本人学生・生徒等に対し、諸外国への留学に必要な

経費の一部を奨学金等として支給するとともに、留学経験の質を高めるため、留学の前後に

行う研修（以下「事前・事後研修」という。）の提供、及び留学後の継続的な学習や交流の場

としての留学生のネットワーク（以下「留学生ネットワーク」という。）の提供を行うことと

しています。 

本制度は、将来日本の各地域で活躍することを希望し留学する学生・生徒で、人物に優れ、

かつ、経済的支援が必要である学生・生徒を支援します。 

申請対象の詳細は、別紙１及び以下のウェブサイトを参照してください。 

・トビタテ！留学 JAPAN ウェブサイト： 

http://www.tobitate.mext.go.jp 

・トビタテ！留学JAPAN ウェブサイト（高校生向けページ）： 

http://www.tobitate.mext.go.jp/hs 

・日本代表プログラムウェブサイト： 

https://tobitate.jasso.go.jp 

 

２．高校生コースの概要 

 高校生コースは、実践的な学びを焦点に、アカデミック分野、スポーツ・芸術分野、プロフ

ェッショナル分野及び国際ボランティア分野の各分野でリーダーシップを発揮する多様な人材

を支援し、海外留学の機運を高めることを目的としています。 

http://www.tobitate.mext.go.jp/
http://www.tobitate.mext.go.jp/hs
https://tobitate.jasso.go.jp/
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本コースにおいては、我が国の高等学校、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部、高

等専門学校（1～3年次）、専修学校高等課程（以下「高等学校等」という。）に在籍する日本人

生徒等に対し、奨学金等の支給、留学の前後に行う研修（以下「事前・事後研修」という。）の

提供、及び留学生のネットワーク（以下「留学生ネットワーク」という。）の提供を行います。 

 

３. 求める人材像 

本コースでは次のような人材を求めます。 

(1) 日本人生徒等であって、将来のグローバルリーダーとして、留学を通じて以下に掲げるよ

うな素養を身に付けようとする意欲を有する人材 

・世界の人々との交流を通じた経験から学ぼうとする意欲 

・社会のために貢献しようとする高い志 

・自らの志を具体化するための思考力と行動力 

・試行錯誤しながら、挑戦し続ける強い精神力 

・様々なことに好奇心、探究心を有し、未知の領域に対しても果敢に挑戦する姿勢 

・集団活動においてイニシアティブを取り、周囲を巻き込む能力 

 

(2) グローバル企業や国際機関等における活動をはじめ、世界で活躍しようとする意欲、又は

日本において日本の良さ、地域の良さを世界に発信し、日本から世界に貢献しようとする意

欲を有する人材 

 

(3) 本コースで実施する事前・事後研修や留学生ネットワーク等における教育課題や本コース

における諸活動に主体的に参画する人材 

 

４．定義  

この要項において、「派遣留学生」とは、我が国の高等学校等に在籍する生徒で本制度により

奨学金等の支援を受ける生徒を言います。 

 

５．支援の対象 

(1) 支援の対象とする留学の内容（申請分野）（各申請対象の詳細は「別紙 1」参照） 

支援の対象とする留学の内容（申請分野）は、以下のとおりです。いずれの分野も留学先

の国・地域は問いません。 

 

①アカデミック分野 

海外の高等学校や大学等の教育機関における授業や留学生を対象としたサマースクール

等に参加し、当該国・地域及び世界から集まる学生・生徒と切磋琢磨しながら学び合う留

学を支援します。 

 

②スポーツ・芸術分野 

スポーツ・芸術の分野において、海外のトレーニングセンター、教育機関、コンクール

等で、同世代のアスリートやアーティストと切磋琢磨しながら技術・技能のレベルアップ

を目的とする留学や、スポーツ科学、スポーツマネジメント、芸術分野における専門的技
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術・技能を学ぶことを目的とする留学等、幅広い活動を支援します。 

 

③プロフェッショナル分野 

観光、IT、調理、機械等、専門的な技術を要する分野に関し、世界の様々な技術者等の

専門家から指導を受けたり同世代の同じ志を持つ者と切磋琢磨したりする留学や、国際イ

ンターンシップ、職業訓練に伴う幅広い活動を支援します。 

 

④国際ボランティア分野 

NGO 等に協力して、海外でボランティア活動に参加する取組等を通じ、課題解決のため

考える活動等を支援します。 

 

(2) 留学計画の申請要件 

支援の対象とする留学計画は、次に掲げる要件を全て満たすものとします。 

①平成 27年 6月 15日から平成 28年 3 月 31日までの間に諸外国において留学が開始される  

計画。               

②諸外国における留学期間が 14 日以上 3か月以内（1 か月以上を推奨）の計画。 

 ※留学期間とは、実際の授業や実習等の開始日から終了日までの期間のことであり、出国 

  及び帰国だけに係る期間は留学期間に含まれません。 

③留学先における受入機関（以下「留学先機関」という。）があり、留学先機関やその他の活

動等において、他国の人を交えた学修・実践活動がある計画。 

④在籍高等学校等の学校長が、教育上有益と認める留学計画。 

  

※申請に当たっては、在籍高等学校等 1校当たり 10名を上限とします。 

 

６．派遣留学生の選考における審査の観点 

本コースの審査は、“産業界を中心に社会で求められる人材”、“世界で、又は世界を視

野に入れて活躍できる人材”を育成するという観点から審査を行います。 

 

(1) 求める人材 

本要項の「３．求める人材像」で示した人材であること。 

 

(2) 学修・実践活動計画 

①学修・実践活動の目的 

明確な目的 

・目的が明確に設定されていること。 

 

②学修・実践活動の内容（計画の妥当性） 

学修・実践活動の目的と留学計画の整合性、妥当性 

・留学先機関が、学修・実践活動の目的や目標を達成するに当たって適切であること。 

・学修・実践活動の計画の内容や日程が、学修・実践活動の目的や目標を達成するに当た

って適切であること。 
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・学修・実践活動の計画が、申請分野の形態に応じた内容であること。 

 

③実践的な取組 

  ・活動の内容が、プロジェクトベースドラーニング、プレゼンテーション、ディスカッシ

ョンの活動等を含み、座学や知識の蓄積型のみではない活動であること。 

 

④学修・実践活動の発展性 

  ・学修・実践活動により得た成果を、将来的に活用できるようなビジョン、取組があること。 

  

⑤留学計画の実現可能性 

  ・効果が期待できる留学計画の実現のための取組があること。 

 ・学修・実践活動の実現可能性が高い計画であること。 

  ・留学に対する意欲が十分にあること。 

  

７．支援の内容（詳細は「別紙 2」参照） 

派遣留学生には、奨学金、留学準備金及び授業料 （以下 「奨学金等」 という。） が支給

されます。 

 

(1) 奨学金等の内訳 

①奨学金 

  それぞれの地域において、留学期間に応じて下の表で定めた金額を支給します。 

指定都市  ニューヨーク、ロサンゼルス、ロンドン等 

甲地区   北米、欧州、中近東（一部地域を除く） 

乙地区   指定都市、甲地区、丙地区以外 

丙地区    アジア（一部地域を除く）、中南米、アフリカ 

留学期間 指定都市 甲地区 乙地区 丙地区 

14 日以上 27 日以下 70,000 円 60,000円 50,000 円 40,000 円 

28 日以上 41 日以下 140,000 円 110,000 円 100,000 円 80,000 円 

42 日以上 55 日以下 210,000 円 170,000円 150,000 円 120,000 円 

56 日以上 69 日以下 280,000 円 220,000 円 200,000 円 160,000 円 

70 日以上 83 日以下 350,000 円 280,000円 250,000 円 200,000 円 

84 日以上 92 日以下 420,000 円 330,000 円 300,000 円 240,000 円 

※留学期間とは、実際の授業や実習等の開始日から終了日までの期間のことであり出国及

び帰国のみに係る期間は留学期間に含まれません。 

 

 ②留学準備金： 

(ア)事前・事後研修参加費 

事前・事後研修参加のための国内旅費の一部 

※派遣留学生の在籍高等学校等が所在する都道府県に応じて、別紙 3のとおり参加費を支

給します。 
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 (イ)往復渡航費の一部 

本コースによる留学のための出国・帰国のための旅費の一部 

アジア地域        100,000 円 

上記以外          200,000 円 

※他団体等から出国・帰国に係る支援を受ける場合は、往復渡航費は支給しません。 

 

 ③授業料： 

留学先機関における授業料相当額（学費・登録料） 

※30万円を上限に授業料を支給します。 

※姉妹校交流に関する協定等により、留学先機関において授業料不徴収又は全額免除とな

っている場合は支給しません。授業料一部免除の場合は、授業料から免除分を除いた差

額が支給対象となります。 

※留学先機関が本人宛てに発行した請求書をもって授業料相当額を支払います。 

※授業料相当額（学費・登録料）が明確に区分できない場合は支給しません。 

※宿泊費、食費、渡航費、保険料、ビザ申請料、空港諸税、留学中の交通費・通学費・旅

費、施設運営経費、教材費、実験機器購入費、留学斡旋業者手数料は授業料相当額に含

みません。 

 

(2) 奨学金等の支給方法 

派遣留学生への奨学金等の平成 27 年度事業分の支給は機構から、原則、「別紙 2」にある

支給時期に派遣留学生本人に直接行います。 

 （※平成 28年度以降の奨学金等の支給方法については調整中です） 

なお、奨学金等受給資格確認のため、次の表に示すとおり｢留学計画進捗報告書兼在籍確認

証明書｣を在籍高等学校等に提出する必要がありますので、在籍高等学校等との連携は密に行

ってください。 

事務手続等の詳細は追って別文書にて通知します。 

 

留学期間 提出時期等 

14 日以上 41 日以下  

42 日以上 69 日以下 
留学開始から 41 日経過後速やかに｢留学計画進捗報告書兼在籍

確認証明書｣を在籍高等学校等に提出。 

70 日以上 92 日以下 
留学開始から 41日及び 69日経過後速やかに｢留学計画進捗報告

書兼在籍確認証明書｣を在籍高等学校等に提出。 

 

８．支援予定人数 

計画人数:計 300名（予定） 

［分野ごとの支援予定人数］ 

 アカデミック分野                      ：150名  

  スポーツ・芸術分野                    :  50 名 

  プロフェッショナル分野  :  50 名 
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  国際ボランティア分野         :  50 名 

  ※支援人数は、応募・審査の状況等により変更することがあります。 

  ※300名の募集人数のうち、200 名程度については全国の高等学校等の生徒数に応じ、地域

ブロック単位で人数按分して採用者（又は「採否」）を決定する予定です。 

 

９．派遣留学生の要件 

本コースで支援する派遣留学生とは、日本国籍を有する生徒又は日本への永住が許可され

ている生徒で、次の(1)～(6)に掲げる要件を全て満たす生徒になります。 

(1)本制度で実施する事前・事後研修及び留学生ネットワーク（支援企業等に対する留学計画 

や活動報告・成果等の情報の提供を含む。）に参加する生徒 

(2)日本の在籍高等学校等が派遣を許可し、留学先機関が受入れを許可する生徒 

(3)機構の第二種奨学金（予約採用）に準ずる家計基準を満たす生徒 

(4)留学に必要な査証を確実に取得し得る生徒 

(5)留学終了後、日本の在籍高等学校等で学業を継続し、卒業を目指す生徒 

(6)インターンシップ等での報酬や他団体等から留学のための奨学金を受ける場合は、その総

額が、本制度による奨学金の総額を超えない生徒 

 

※(3)の家計基準については、家計基準的確性判定表をオンラインシステムに掲載します。 

※他団体等から奨学金を受ける場合、当該奨学金支給団体側においては、本制度の奨学金

との併給は認めない場合があるので、当該団体に確認すること。 

※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」との併給はできませ

ん。 

※日本の高等学校等において、特定の科目等を履修する者として在籍する生徒（いわゆる

聴講生・科目等履修生等）は除きます。 

※中等教育学校の第 3 学年に在籍している生徒が応募する場合は、以下の条件を満たして

いる必要があります。 

・派遣期間中に当該学校の後期課程に在籍見込みであること 

・当該学校長によって第4学年次の派遣が許可されていること（見込みも含む） 

※併設型中高一貫教育校の中学校の第 3学年に在籍している生徒が応募する場合は、以下

の条件を満たした上で、在籍する見込みの高等学校を通じて申請してください。 

・派遣期間中に併設する高等学校に在籍する見込みであること 

・当該中学校長及び高等学校長によって高等学校の第 1 学年次の派遣が許可されている

こと（見込みも含む） 

 

10．派遣留学生を支援することができる在籍高等学校等の要件 

派遣留学生を支援することができる在籍高等学校等は、次の(1)～(3)に掲げる要件を全て

満たす必要があります。不明な点があれば、在籍高等学校等に確認してください。 

 

(1) 留学中の派遣留学生の学修・実践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を行う体制を有すること。 
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  ※万一、「15．採用取消し又は支援の打切り等」により奨学金の返納の必要が生じた際には、

在籍高等学校等は機構に協力し、責任を持って生徒に返納すべき額の全額を返納させるこ

ととすること。 

 

11．応募申請書類の作成及び提出 

応募する生徒は、下記(1)で示した「官民協働海外留学支援制度 トビタテ！留学 JAPAN 日

本代表プログラムウェブサイト」における高校生コースの必要書類ページから、(2)に定める

応募生徒申請書類の様式をダウンロードして作成し、在籍高等学校等に提出してください。 

なお、申請される留学計画は、在籍高等学校等の学校長が、教育上有益と認める留学計画

である必要がありますので、在籍高等学校等に相談の上、作成を進めてください。 

(1) 官民協働海外留学支援制度トビタテ！留学 JAPAN日本代表プログラムウェブサイト： 

http://tobitate.jasso.go.jp  

 

(2) 応募生徒作成書類 

トビタテ！留学JAPAN日本代表プログラム「高校生コース」留学計画書(様式1）  

※留学先機関の受入許可証等、留学計画の実現性を証明できる文書等があれば、その写

しを添付してください。 

※様式 2-1、2-2、2-3については、在籍高等学校等が「申請の手引」を参照の上、作成

するため、応募生徒は記入しないでください。 

 

(3) 在籍高等学校等への提出期限 

在籍高等学校等への提出期限は在籍高等学校等によって設定されますので、直接確認し

てください。 

  ※申請書類（紙媒体）は全て A4サイズに統一して作成してください。 

   ※申請書類（紙媒体・電子媒体）の作成に当たっては、様式等を参照の上、作成してく

ださい。欠落（不足）や記入漏れ等があった場合は、審査の対象とならない場合があ

ります。 

 

12．申請書類の提出から支援までの流れ 

  在籍高等学校等への提出期限：在籍高等学校等で設定された期限 

 

  機構への提出期限  ：平成 27 年 3 月 2 日（月）17 時必着 

  上記 11．で作成、提出された応募生徒申請書類（紙媒体・電子媒

体）は、在籍高等学校等を通じ、システム登録及び郵送にて機構に

提出されます。 

             ※在籍高等学校等からの提出先は、下記 19.の「トビタテ！留学 

JAPAN 日本代表プログラム」受付センターとなります。 

※システム登録については、オンラインシステムを利用して行い

ます。オンラインシステム利用に際しては、「ID」「パスワード」

が必要になりますので、在籍高等学校等においては、以下の URL

より「システム利用申請フォーム」をダウンロードの上、必要

http://tobitate.jasso.go.jp/
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事項を入力し、下記のメールアドレス宛に提出してください。

なお、「ID」「パスワード」については、1 月中旬頃に申請の受付

を開始します。 

「システム利用申請フォーム」掲載先： 

https://tobitate.jasso.go.jp 

「システム利用申請フォーム」提出先： 

tobitate@s-hr.jp 

  

  書面審査（一次審査）：平成 27年 3月上旬～4月上旬 

 

  書面審査結果の通知 :平成 27 年 4月上旬 

 在籍高等学校等を通じ、応募生徒宛てに通知します。 

 合格者には、面接審査の日程等詳細についても併せて通知します。 

 

  面接審査（二次審査）:地域及び日程（いずれも予定） 

①北海道（札幌市）   ：4月 20 日（月） 

②東北（仙台市）    ：4月 24 日（金） 

③関東（東京都江東区）：4月 15 日（水）、16日（木）  

④中部（名古屋市）   ：4月 23 日（木） 

⑤近畿（神戸市）     ：4月 22 日（水） 

⑥中国・四国（岡山市）：4月 21 日（火） 

⑦九州（福岡市）   ：4月 20 日（月） 

⑧沖縄（中頭郡西原町）：4月 24 日（金） 

 

審査方法：個人面接審査 

※面接審査は、書面審査の合格者に対してのみ実施し、機構が指

定する面接地域等は原則変更できません。 

※場所・日時は確定次第、11．(1)で示したウェブサイト等にて連

絡します。 

※面接審査に伴う交通費等は、応募生徒の自己負担とします。 

 

  採否結果の通知    :平成 27年 5月中旬 

  在籍高等学校等を通じ、面接審査受験者宛てに通知します。 

 

  事前研修       ：平成 27年 6 月 5日（金）、8月下旬（予定） 

 場所：関東（東京都江東区）（予定） 

※出発時期により、参加する研修日は異なります。 

 

支援の開始     ：平成 27 年 6月 15 日（月） 

 

13．留学状況報告書の提出 

https://tobitate.jasso.go.jp/
mailto:tobitate@s-hr.jp
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 派遣留学生は、留学終了後に留学状況報告書を機構に提出する必要があります。 

 提出様式、提出方法についての詳細は、追って別文書にて通知します。 

 

14．留学計画等の変更 

採用決定後に、在籍高等学校等、留学先機関、渡航先、天災、病気等のやむを得ない事情

により、留学時期や留学先機関等に変更が生じ、留学計画の内容及び支給日数に影響を及ぼ

すことが明らかになった場合、派遣留学生は在籍高等学校等を通じて速やかに機構に変更申

請の手続を行ってください。なお、変更に伴う支援額の増額は、原則として認められません。 

※選考期間中に変更が生じた場合であっても、計画変更の手続は採用決定後になります。 

 変更後の計画内容によっては、再審査の対象となり計画変更が承認されず、採用取消しに 

 なる場合もありますので留意してください。 

 

15．採用取消し又は支援の打切り等 

機構は、以下のような場合に、派遣留学生として採用後も派遣留学生の採用を取消し、既

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ことがあります。 

(1) 本要項「５．(2)留学計画の申請要件」「９．派遣留学生の要件」を満たさなくなった場合 

(2) 留学先機関において懲戒処分を受ける等、留学の中止が適当であると認められた場合 

(3) 採択された留学計画内容に大幅な変更がある場合や、自己都合によりプログラムの途中で

留学を取りやめる場合 

(4) 計画内容に悪質な虚偽があると認められた場合 

(5) 学業不振、素行不良等で、本制度による支援を受けるにふさわしくないと機構が判断した

場合 

 

16．その他留意事項等 

派遣留学生は、留学に当たって現地の安全情報に十分注意し、留学後も随時状況確認がで

きるよう、在籍高等学校等や留学先機関と連絡を密に行ってください。留学に関する情報収

集の手段として、機構ホームページ等を活用できます。 

 [留学情報等照会先] 

   ○独立行政法人日本学生支援機構 

ウェブサイト  http://www.jasso.go.jp/study_a/oversea_info.html 

 

留学に関する安全情報の収集手段として、外務省の「領事サービスセンター（海外安全担

当）」の情報提供サービス等を活用してください。なお、留学先国（地域）の状況から安全な

留学が困難と認められる場合は、派遣留学生としての支援を見合わせることがあります。 

また、海外での滞在期間が３か月未満の場合は、在留届の提出は義務付けられていません

が、外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録することで在留届と同様に緊急情報の提供を受

けることができます。 

（外務省海外旅行登録「たびレジ」：https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/） 

［海外安全情報等照会先］ 

   ○外務省領事局 領事サービスセンター（海外安全担当） 

〒100-8919 東京都千代田区霞が関 2-2-1 （外務省庁舎内） 

http://www.jasso.go.jp/study_a/oversea_info.html
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/
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TEL ：03-3580-3311（内線 2902、2903） 

ウェブサイト  http://www.anzen.mofa.go.jp/about_center 

 

なお、渡航中の万一の事故に備えるため、派遣決定までに、各自で海外旅行保険に加入

してださい。在籍高等学校等で所定の制度がある場合には在籍高等学校等の指示に従って

ください。 

 

17. 受験上の配慮申請について 

  面接受験者のうち、身体等に障害があり、面接審査に参加するに当たり配慮が必要となる

場合は、機構はその種類・程度に応じて受験上の配慮を行います。受験に際して配慮を希望

する生徒は、機構に連絡の上、申請方法等を確認してください。 

 

18．個人情報の取扱いについて 

  本コースの募集や採用等に当たり提出された個人情報は、本制度のためのみに使用します。

この使用目的の適正な範囲において、高等学校等教育機関、在外公館、行政機関、公益法人

及び業務委託先等に対し、必要に応じて提供され、その他の目的には使用しません。 

 

19．在籍高等学校等からの照会先  

応募生徒は全て在籍高等学校等を通じて手続及び質問等を行ってください。   

 

   独立行政法人日本学生支援機構 

「トビタテ！留学JAPAN 日本代表プログラム」受付センター 

（受託者）レジェンダ・コーポレーション株式会社 

住所：〒169‐0074 東京都新宿区北新宿２丁目 21番１号 

新宿フロントタワー30 階 

電話：03-6863-2865    FAX：03-6894-7311 

メール：tobitate@s-hr.jp 

営業時間：平日 10：00～17：00（12～13時を除く） 

http://www.anzen.mofa.go.jp/about_center

