
約121億円の民間寄附で
若者の自由な海外チャレンジを支援し

グローバルな課題解決型人材を育てる官民協働国家プロジェクト

トビタテ！留学JAPAN

官民協働海外留学創出プロジェクト
トビタテ！留学JAPAN 広報・マーケティングチーム



「トビタテ！留学JAPAN」概要

～「グローバル化に対応できる若者が足りない」そんな産官学リーダーの危機感に端を発する～

文部科学省が2013年に開始した官民協働留学促進キャンペーン
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主な取り組みである「日本代表プログラム」は、約250の企業・団体・個人の方より
約121億円の寄附をいただき、返済不要の奨学金で留学を支援。
これまでに、約9,500名を選抜し、100か国以上に留学しています。
このほか、日本全体の留学機運を高めるため、様々なイベントや情報交換プラットフォーム
の主催、オンラインコンテンツ提供などの取り組みを実施。

【支援企業】



MISSION
留学に強い意欲があり、
具体的に叶えたい計画を持つ高・大学生
を
実際に海外に送り出す

MISSION
海外に興味は持っているが、
まだ自分ゴト化して考えていない高校生
を
渡航意欲を持つ顕在層にリフトさせる

海外経験者

留学興味顕在層

留学興味潜在層

無関心層

トビタテのフラッグシップである奨学金制度、日本代表プログラムは留学意欲顕在層向け。
早めの関心喚起が重要と考え、高校生の潜在層の啓発のために、

サブフラッグシップ施策＃せかい部を2018年に立ち上げ。

奨学金制度を中核とし、学生本人のみならず
学校や自治体とも連携。

SNSやインターネット上を主戦場に、一
般公募で集まった高校生がコミュニティ
を運営。今後は学校現場との連携も深め
ていく。

トビタテ！留学JAPANの主な施策



トビタテ！留学JAPAN 「日本代表プログラム」
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＜５つの特長＞

＜3つの採用重視ポイント＞

①自分で計画

②幅広い留学が対象

③返済不要の奨学金

④事前・事後研修

⑤留学生コミュニティ

テーマ自由、行先自由、期間自由。自ら立てた留学計画で応募

学校に通う留学だけでなく、インターンシップやボランティアも対象

毎月の奨学金に加え、留学準備金、授業料の一部も対象に

留学の前後には、留学の効果を最大化するための研修も実施

全国から集まる留学生同志、支援企業との交流機会

学業成績や語学力ではなく、熱意、好奇心、独自性を重視して選考

＜採用実績＞

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度
H31年度
R1年度

R2年度※ R3年度 計

支援人数計 323 963 1,461 1,616 1,630 1,816 514 1240 9,563

大学4コース 323 618 829 972 953  846 507 444 5,492

地域人材コース - 42 121 143 142 135 7 92 682

高校生コース - 303 511 501 535 835 0 704 3,389

※R２年度は新型コロナウイルス感染拡大のため、支援人数減



～海外に興味のある高校生がSNSやイベントでつながれる、

新しいカタチの部活動。SNSのフォローで誰でも部員に（部員は約1万人）～

「＃せかい部」概要

『＃せかい部』は、「トビタテ！留学JAPAN」の取り組みである留学啓発活動のひとつ。
学校や地域を超えた同世代がSNSでつながり、海外情報や留学情報を相互に発信する
高校生による高校生のためのソーシャル部活動です。(高校生運営メンバー約15名と運営）
SNS投稿だけではなく、様々な海外の魅力や楽しさを共有するイベントを定期的に開催。

https://tobitate.mext.go.jp/sekaibu/



「＃せかい部」加盟校制度

全国の高校で探究活動・国際理解教育が推進される中、提供される機会の量・内容は学校に
より異なる実情があります。高校が『#せかい部 加盟校』に加盟すると、その学校の生徒は
「＃せかい部」が加盟校向けに提供する国際交流・探究プログラムに何度でも無償で参加で
きるようになります。
また、ゼロから手探りで探究プログラムを作るのは大変という教職員の声を受け、教職員が
加盟校同士の交流会や探究学習のモデルケースのセミナーなどを通して、国際交流・探究の
授業を企画・運営するためのノウハウを得ることができるようにします。
プログラムは原則オンラインで実施。開始から3か月で、約90校が加盟しています。

～全国の高校を横串でつなぎ、国際交流・探究学習や学校同士の

交流機会を無償提供することで留学機運を高める～

https://tobitate.mext.go.jp/sekaibu/kameikou/



日本の留学者数データ

グローバル化が進む中、日本は各国に比べ海外留学者が少なく減少傾向であることがわかり
ます。「トビタテ」開始の2013年以降、短期・語学留学、海外インターンシップなど単位取
得を伴わない留学も含めた高校生、大学生の留学数は年々増加していましたが、コロナ禍で
2019年度は減少しています。

出典 : 令和3年3月30日 文部科学省
「外国人留学生在籍状況調査」及び
「日本人の海外留学者数」等について

（出典）米国はIIE「OPEN DOORS」、
その他の国はOECD
「Education at a Glance」
UNESCO「Institute for Statistics」

【各国における海外留学の状
況】

【大学生の留学者数推移】 【高校生の留学者数推移】

▶データでみる
日本の留学詳細特設ページ
https://tobitate.mext.go.jp/about/case/

出典 :令和元年8月文部科学省
「平成29年度 高等学校等における国際交流等の状況
について」



大学生の留学先は、欧米だけではなく、中国・韓国をはじめ、タイ・台湾・フィリピン・マ
レーシアなどアジアの人気が継続。比較的安い留学費用や、成長著しい地域の情報に詳しく
なり将来に役立てることができるなどが理由で、アジアの大学に進学する学生も増加。また、
コロナ禍でも留学意向が変わらないことが分かっています。

出典 : 令和3年3月30日 文部科学省
「外国人留学生在籍状況調査」及び「日本人の海外留学者数」等について

【主な留学先と人数（2019年度）】 【大学生の留学意向(2019年～2021年】

▶データでみるコロナ禍の
留学詳細特設ページ
https://tobitate.mext.go.jp/labo/

日本の大学生の渡航先とコロナ前後の留学意向



コロナ禍に渡航した学生の情報をnoteで発信中
(9カ月以上の留学をする高校生、大学生の留学計画とビジョンなど）

コロナ禍でトビタテは1年半ほど海外渡航への支援を見合わせていました。2021年夏から、約1年半ぶりに、外務省の感染症
危険情報レベル「レベル２」又は「レベル３：渡航中止勧告」に該当する国・地域に派遣する学生についても、派遣期間9
カ月以上の留学であることなどの諸条件を満たした場合、支援することに。トビたつ学生をぜひ御取材ください。

鈴木舞桜さん(古河中等教育学校 5年※高校2年生)

留学先：カナダ ブリティッシュコロンビア州
留学期間：2021年9月～2022年6月
留学内容：将来、映画関係の仕事につきたいと
考え、映画制作や演劇など芸術プログラムが盛
んに行われているカナダの高校でそれらを学ぶ

大石百音さん(北海道教育大学函館校教育学部三年生)

留学先：キルギス共和国
留学期間：2021年10月～2022年7月
留学内容：語学とキルギスの文化や教育を学ぶ
ほか、地球を守る活動や、地球の日EARTHDAY 
KYRGYZTAN（地球に優しいイベント）を予定。

▶詳細特設ページ
https://tobitate-gov.note.jp/m/me58fc079a636

note
掲載例



コロナ禍でのオンライン留学

コロナ禍で一般的になったオンライン留学。「費用が抑えられる」といったメリットがあり、
リアル留学に踏みだせない学生や、コロナ渦で渡航できない学生にとって、海外での学びを
体験するきっかけになりました。一方、「海外の異文化・価値観を体験する機会が少ない」
といったデメリットがあり、勉学だけでなく、異文化体験を通じた学びを求めている方が多
いことがわかっています。また、時差の問題や、友達づくりや先生とのコミュニケーション
のしにくさも懸念されているようです。

【オンライン留学の期待・メリット】 【オンライン留学の懸念点・デメリット】

出典 :令和3年 トビタテ！留学JAPAN 海外留学に関する意識調査



コロナ禍でオンライン留学をした学生

▶オンライン留学体験者の声
https://tobitate-gov.note.jp/m/m1711401095c9



社会で活躍するトビタテ生の紹介

日本初！難民ホームステイ「WELgee」を立ち上げ。
世界の女性起業家アワード2018でグランプリ受賞
渡部カンコロンゴ清花さん

1991年静岡県生まれ。トビタテ1期生として、バングラデシュの少数民族
の村に駐在するUNDP（国連開発計画）で平和構築インターン留学を行う。
マイノリティの権利を守る活動を日本でも行おうと、2016年に難民と日
本人の共生を目指すNPO「WELgee（ウェルジー）」を創設。難民ホーム
ステイ事業や、難民ハウス事業を展開。2018年4月、パリ市庁舎で開催さ
れたINCO主催『女性起業家アワード2018』でグランプリ受賞。2020年に
企業のダイバーシティ、グローバル化の推進へと貢献する人材紹介サー
ビス「JobCopass」始動。

途上国の女性と先進国の女性をファッションでつなぐ
インドで約200名来場のファッションショーを開催し
帰国後、アパレルブランド「itobanashi」を起業
伊達文香さん

2015年にインドのNGOに留学。裁縫技術を持った女性たちに販売や宣伝
のノウハウを伝え、経済的に自立を目指す活動を実施。約200名来場の
ファッションショーも開催。帰国後の2016年、「途上国からいいものを
届ける」ことを理念としたアパレルブランド「itobanashi」を起業。
インドの女性が手縫いした刺繍を用いて衣服を制作販売。「2017年度花
王社会起業塾」の支援対象起業家に選ばれた。地元・奈良に古くから伝
わる刺繍と掛け合わせたコラボ商品や、インド刺繍に加えて、南米やア
ジアの少数民族の刺繍に触れる機会の提供を考えている。



社会で活躍するトビタテ生の紹介

一般社団法人「Sowledge（ソウレッジ）」を設立し
トイレットペーパーで性教育を世に広める！
鶴田七瀬さん

1995年 静岡県生まれ。2018年デンマークの性教育NPOで学校での講義を
実施。学校や図書館などを訪問し、「性教育」が充実した社会のありか
た、価値観、文化を学ぶ。帰国後は、マンガや絵が描かれた性教育トイ
レットペーパーで性教育を広める事業を運営。2020年、 ｢5歳からの性
教育を全てのこどもに！｣プロジェクト発足。全国の子ども食堂などを通
じて、1000人以上に性教育トイレットペーパーと教え方のガイドブック
を届けるプロジェクトを企画した。

ジェンダーフリートイレを日本に普及させたい！
幼馴染にLGBTのカミングアウトを受けたことをきっか
けにトイレ留学に行った現役高校生
原田怜歩さん

”性自認との相違や周りからの視線によって外出時にトイレを使用できな
い”という近年の問題点に対してアクションが行われていないことに気付
き、アメリカにトイレ留学。
現在は、トイレにおけるジェンダー課題を解決するためのチームを結成
し活動中。また、「SDGsを漫画で学べるトイレットペーパー」作成のク
ラウドファンディングを成立。日本社会におけるSDGs やトイレ・ジェン
ダー課題への認知度を向上し、 誰もが「自分ゴト」化して行動できる社
会の形成を目的としている。



社会で活躍するトビタテ生の紹介

障がい者スポーツを最高にカッコよくしたい！ビジネス
の切り口から障がい者スポーツの課題解決に向けた研究
岡田美優さん

車いすスポーツに興味を持ち、ドイツの車いすスポーツ連盟にインター
ン留学。留学から1年後、ドイツで行われた車いすバスケ観戦ツアーの通
訳・ガイドや、ドイツ人パラリンピック選手が日本に来日する際の通訳
を務めた。また、日本の車いすバスケットボールチームのマネージャー
としての活動を開始。自ら団体を立ち上げて事業を起こすことに挑戦し
始める。現在、①学校の生徒の「自分と他者の弱さを認める力」や「誰
かに助けを求める力」の育成を目的としたパラスポーツ教育のプログラ
ムの開発・評価と、②パラスポーツで多様な人々がつながるコミュニ
ティの運営をおこなっている。

社会課題解決に取り組む企業と学生がつながる
採用サービス『エシカル就活』を立ち上げる！
勝見仁泰さん

ドイツ、コスタリカ、アメリカに「途上国の特産品を活用した有機化粧
品事業立ち上げ」をテーマに1年間留学。帰国後、起業を志すもコロナ禍
で事業撤退、大学4年の初めに就活開始。「社会課題への取り組み」、
「自分と会社のビジョンとの親和性」の2つを軸に企業探しを始めたが、
どの就活サイトでも業界、年収、福利厚生などの情報しかなかった。
「社会課題」文脈から企業を探せるようにしたいと思い、「Allesgood」
という会社を立ち上げ、誰もが社会課題を軸に就活できるようにエシカ
ル就活Webサービスを開始した。



社会で活躍するトビタテ生の紹介

NewsPicks Magazine「未来をつくる7人のUNDER30」に選出！
2025年大阪・関西万博にて有識者委員・ディレクターにも
登用され、未来に向けたプロジェクトを推進中！
佐久間洋司さん

2016年9月、カナダのトロント大学で「人工知能をめぐる冒険」をテーマ
に深層学習の最先端を研究後、アメリカでインターン、産業界への応用
手法を学んだ。
大阪・関⻄万博におけるパビリオン等地元出展に関する有識者懇話会 委
員・バーチャル大阪館（仮称）等部会長などに抜擢され、大阪・関⻄万
博に先駆けたバーチャル大阪やバーチャル大阪館（仮称）などのディレ
クションを行う。 また、アバター・メタバース社会を見据え、選択的な
ペルソナを演じる「Project 5050」も発足。

被災空き家でクラフトビール造り。広島県呉市の消滅集
落の一途を辿っている地域を元気づけたい！
藤戸淳平さん

自分が本当に好きなビールでインターンをしようと、ベトナムの「7 
Bridges Brewing Co.」というベンチャー企業を発見し留学。原料仕入れ
のために一時帰国した際コロナ禍となり、ベトナムに帰ることを断念。
日本からインターン先に業務委託し、自分が求めるビールを作ってもら
えばいい！ と発想を転換。製造や輸入にかかる費用はクラウドファン
ディングで調達し、⻄日本豪雨災害を受け、消滅集落の一途を辿ってい
た広島県呉市市原に醸造所を設立。今後は被災した田畑をキャンプ場に
したり、ワークショップを受け入れたり地域活性化にも力を入れてい
く。



社会で活躍するトビタテ生の紹介

ストリートスポーツ「パルクール」世界大会出場者。
クラウドファンディングで176%達成し、
愛知県にパルクールパーク「MAX ATTACK」を設立！
木本登史さん

1994年愛知県出身。2016年、パルクール大国デンマークへ留学。パル
クール学科で、パルクールのコーチングやパークの建設方法を学んだ。
帰国後、「名古屋パルクールファミリー」団体の代表をアーティストに
就任。アーティストのライブツアーへの出演や、パルクール教室を開催。
2020年には、クラウドファンディングで資金を募集し、176%を達成して
愛知県にパルクールパーク「MAX ATTACK」を設立。
https://youtu.be/dbOBJHpiIts

アフリカで一番有名で人気なサッカー選手になりたい！
日本人で初めてガーナプレミアリーグの
Ebusua Dwarfs FCとプロ契約！
森下 仁道さん

1995年岡山県生まれ。2018年、アフリカに留学。ザンビア最高峰リーグ
にてプロ契約を勝ち取り、NGOでコーチ兼アドバイザーとしてインター
ンをして100人以上にサッカーを指導。ホストブラザーたちとパーソナル
トレーナーとして起業し、売り上げをホストファミリーとNGOの運営費
に寄付。帰国後の2019年日本のプロサッカーチームの練習に参加。2021
年3月ガーナプレミアリーグのEbusua Dwarfs FCと日本人として初の選
手としてプロ契約を締結。
https://www.youtube.com/watch?v=vxAwtv3v6yQ



社会で活躍するトビタテ生の紹介

伝統的な日本食スタイル「一汁三菜」を世界へ
商品化した弁当3000食以上、売上高300万以上を記録！
安永麻紀さん

伝統的な日本食スタイル「一汁三菜」を世界中の人が集まるNYで広める
ために留学。ニューヨークの食品企業からスポンサーを獲得し、「一汁
三菜Bento」を商品化。自らが店頭販売した5日間で200食を完売。帰国後
も約半年に渡り継続販売され、3,000食以上販売、売上高300万円以上を
記録。大学卒業後、就職先の日本の伝統的な調味料会社で、米国新規事
業開発を任され、飲食事業開発の市場調査のため、現在はNY長期出張
中。来年度より駐在予定。
https://www.youtube.com/watch?v=19zq_DBtDxw

日本の伝統工芸を世界に発信、
パリで輪島塗を販売し、過去最高売上を達成！
桐本滉平さん

1992年、江戸時代後期より漆器製造に携わる石川県輪島市の家の8世代目
として生まれる。
2016年、パリのギャラリーにてインターンを実施。輪島塗を販売し、過
去最高売上を達成。2018年、伊勢丹新宿店にて「IKI - by KOHEI 
KIRIMOTO」コレクションを発表。
2021年、森星がクリエイティブディレクターを務める「tefu tefu」との
コラボレーションを発表。ウィーン「SAGAN VIENNA」22SS コレク
ションにて乾漆バッグの制作を担当した。



社会で活躍するトビタテ生の紹介

薬学部からアフリカ留学。世界で必要とされる医療者に！
Forbesの30 UNDER 30日本版にて2021 WINNER受賞
角田弥央さん

6年間の薬学部で学ぶ中で、エジプト・英国に留学。現在は、株式会社
Darajapan、NPO法人Be&Co Japanの代表を務め、日本とタンザニアを
拠点に活動を行う。
日本では、医療関係の物品を扱う日系企業向けのコンサルタントや、薬
剤師の知識を活かした商品開発、アフリカ人起業家のビジネス支援コン
サルティングを実施。アフリカでは、タンザニアを中心に経済自立が実
現できる社会を創るため、街を綺麗にするバイオマス製造販売プロジェ
クトや医療機器・医療物資・医療人材等といった医療アクセスを最適化
するプロジェクト、健康意識を高める公衆衛生製品の商品開発等を行っ
ている。


