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ご挨拶
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⻄川朋⼦
トビタテ︕留学JAPAN
広報・マーケティングチームリーダー

⽂部科学省広報戦略アドバイザー

1999年上智⼤学法学部国際関係法学科卒。

出版社で雑誌・ＷＥＢメディアの企画・営業、
パンフレット・ＷＥＢ制作ディレクション等に5年間従事。
編集プロダクションを設⽴、代表取締役として3年間経営。

ＰＲプランナーを4年、ＩＴベンチャー広報マネジャーを経て、
2014年4⽉からトビタテ広報を担当。



トビタテ︕留学JAPANとは はじまりは、2013年4⽉9⽇の夜…
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⽇本の若者が、なるべく早く世界と触れ合って、
世界の⼈と対等に渡り合えるようになるための

学びの機会を提供したい︕



KPI＝2020年までに⽇本⼈留学⽣ 倍増
（⽇本再興戦略 ２０１３年６⽉１４⽇閣議決定）

万⼈!

⾼校⽣
⼤学⽣等 6 → 12

万⼈!3 → 6
※期限は2022年度に延⻑

トビタテ︕留学JAPAN（以下、トビタテ）とは ⽬標と達成指標

若者の留学を官⺠協働で応援し、⽇本の留学機運を⾼めよう



トビタテと⽬標と進捗 ⾼校⽣の留学数も、過去最⼤に



トビタテとは フラッグシップ＝⽇本代表プログラムについて
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⽬
標

⽬
的

⽇本代表を海外へ派遣︓
2021年度までに⽬標

10,000 ⼈
⺠間寄附のみを原資に。

産業界を中⼼に求められる⼈材、
世界で活躍できる⼈材の育成
多分野の多様な⼈材を⽀援
留学の機運を⾼める

フラッグシッププロジェクトとして
2014年開始

トビタテ︕留学JAPAN⽇本代表プログラム⽂部科学省初の
官⺠協働による⽀援 派遣留学⽣には3つの役割を期待

Global Leader
留学を通じて最⼤限に成⻑し、
将来の「グローバルリーダー」
を⽬指す

Ambassador
留学期間中は、「⽇本のアンバ
サダー（⼤使）」として⽇本の
良さを発信する

Evangelist
留学⽣増加のため「留学のエヴ
ァンジェリスト（伝道師）」と
して活動する



約250社・団体・個⼈の御寄附
約120億円で成り⽴っております。
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トビタテとは ⽀援企業・団体（2021年6⽉現在)



★トビタテ⽇本代表プログラム コロナ禍における対応
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公式HPの⽔⾊バナー、コロナ対応ページで最新の情報を提供していま
す。



コロナ禍で留学できない中、顕在層、潜在層、両⽅のターゲットにアプローチ

留学奨学⾦検索
留学イベント検索
留学⼤図鑑
（留学体験談、事例検索サイト）
eｔｃ・・・

留学経験者

留学興味
顕在層

留学興味
潜在層

無関⼼層

＃せかい部
＝まずは、海外への興味を
育てるための情報発信
2018年にスタート！

トビタテの取り組み 留学顕在層、潜在層、両⽅への啓発活動



お願い

昨⽇リリースした、トビタテ！ニューノーマル留学ラボに
調査サポーターとして御協⼒お願いします。

取材への協⼒、アンケートへの協⼒をいただける
⽣徒、先⽣などを募集しております。

直近では、トビタテのHPの⾼校の先⽣向けお役⽴ちガイド
の中の、国内で出来る国際交流の事例取材に協⼒いただける
先⽣を⼤募集しております。
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＃せかい部とは

⾼校⽣メンバーによる⾼校⽣のためのソーシャルメディアを通じた部活動。

留学したいとまで思っていない「潜在層」に海外への興味喚起を⾏うため、
Twitter、Instagram、note等のSNSやオンラインイベントで情報を提供。



これまでの＃せかい部
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＃せかい部のSNS
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10,500 
followers



4,500 followers











海外大学・進学情報



インスタライブ



視聴者1,000人



5,700 followers







300 followers
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＃せかい部 活動事例 ⼤規模なオンラインイベント

せかい部クリスマスパーティ
7カ国の若者と、クリスマスの習慣について
紹介しあい、ブレイクアウトルームで交流

せかいの今を話そう！
20カ国の若者と、各国のSDGsの取り組み
を議論。芸能⼈ゲストから英語学習アドバ
イスも⽇本から350名、海外から30名 ⽇本から370名、海外から100名

2021年7⽉3⽇ 開催
⽇本⼈500名、海外参加者100名が参加
気軽で楽しい交流会
ゆりやんレトリィバァさんの特別トーク



32

過去のイベント例

https://www.youtube.com/watch?v=Y_L6Ry9tl5o

https://www.youtube.com/watch?v=Y_L6Ry9tl5o


これまでの学校での取り組み

33https://youtu.be/OjLEk0Skn4g

https://youtu.be/OjLEk0Skn4g


個別のオフ会から、「加盟校」へ
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＃せかい部加盟校とは

＃せかい部を
共に盛り上げる仲間として、
全国の有志⾼校を横串でつなぎ、
グローバル探究学習をひろげるプロジェクト

国際教育に既に
⼒を⼊れている学校
SGH・WWL認定校など

⼒を⼊れたいが
リソースやノウハウが
不⾜している学校
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＃せかい部加盟校とは

今後はこ

っちに

リーチ！

「学校」で＃せかい部の広報をし活動に参加いただくことで、
より多くの⾼校⽣たちに気づきのきっかけを提供したい

今の部員はこっちが多い！



加盟校⽴ち上げの背景
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①先の⾒えない時代、コロナ禍だからこそ

②SDGs教育を推進する学校だからこそ

③⾼校⽣の意志が変わらないからこそ

今、学校で
国際交流に取り組む意味が
強まっているのではないでしょうか︖



海外経験のある⾼校⽣は「変化に対応する⼒」への意識が顕著に⾼い
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海外に関⼼のある⾼校⽣は社会への関⼼、問題解決意欲が顕著に⾼い
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こんなに困難な状況でも、⾼校⽣たちの海外への関⼼は衰えない

40



⾼校教員の皆様も場を求めていらっしゃる
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⾼校⽣が必要としているのは、「海外経験の⽣の声」と「国際交流」
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こんな時だからこそ、
例えオンラインでも
全国・全地球と

つながる国際交流に
意味がある︕

私たちトビタテはそう思います
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＃せかい部加盟校に御提供するプログラム・施策の例（予定）

探究系 交流系
ZOOMで突撃！せかいの今 海外の同世代と繋がろう！

英語系 進路系
英語で〇〇してみよう！ 進学情報・先輩のお話

少数⺠族ってどんな暮らし？
マサイ族の家に訪問してみよう！

イスラエルで今、何が？
現地で感じる宗教のリアル Stanfordのプログラムで

⽇本を調査する⼦たちと繋がろう！
海外の同世代とSDGsを解決する
ソーシャルビジネスを考えよう

英語で折り紙！
海外の⼦に教えてみよう

英語で⽣花！
海外の⼦とトライしてみよう 海外⼤に受かった先輩に聞く！

課外活動の⽴ち上げ⽅
海外を舞台に活躍する
先輩留学⽣の講演や交流会

⽣徒
向け

先⽣
向け ■グローバル探究の授業を多数実施している先⽣によるノウハウ公開セミナー

■⼤使館や⾼校と協働したい⼤学の国際課職員とのネットワーキング
■＃せかい部加盟校の先⽣とのネットワーキング、交流イベント



【⾼校⽣向け】夏休みに、先輩と話しながら進路を考えるイベント
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⾃分の将来、どう考える︖
〜海外に出た先輩と⼀緒に考えよう〜

元はと⾔えば、国内の国公⽴・市⽴⼤学を⽬指していた
「普通」な先輩たちは、なぜ海外進学を選んだんだろう︖

対話とワークショップで「⾃分らしい進路選び」の
ヒントを⾒つけましょう︕

⽇程︓2021年8⽉15⽇(⽇) 19:30〜21:30
定員︓なし
協⼒︓留学フェローシップ



【⾼校⽣向け】夏休みに、先輩と話しながら進路を考えるイベント
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ニュージーランドと繋がろう︕
〜原住⺠⽂化体験と現地⾼校⽣交流〜

ニュージーランドの伝統ダンス「ハカ」をZOOM越しに体験︕
⽇本語を学ぶ現地の⾼校⽣と、英語・⽇本語でおしゃべりしてみよう。

⽇程︓①2021年8⽉25⽇ 10:00〜11:00 マオリ⽂化体験（ハカのダンスプログラム）

②2021年8⽉26⽇ 10:30〜11:00   ⾸都ウェリントンってどんなところ︖

③26⽇ 11:00〜12:00 / 27⽇ 9:00〜10:00 / 27⽇ 11:00〜12:00  

交流(いずれか1⽇程)

定員︓40名



【⾼校⽣向け】かんたんな英語で⽇本⽂化を紹介してみよう
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英語で折り紙を作ってみよう
→海外の⾼校⽣に教えてみよう︕

＃せかい部運営の⾼校⽣たちと⼀緒に、⽇本伝統⽂化の折り紙を
楽しく英語で学んでみよう︕
学んだ折り紙を、海外の⽇本好きの⾼校⽣たちに
実際に英語で教えてみるチャンスも…︕︖

⽇程︓9⽉後半（調整中）
定員︓調整中



【教員向け】教員のための国際交流企画セミナー
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公⽴校でもできる︕
⾃校内で企画する国際交流、実現のヒントとノウハウ

すでに独⾃で国際交流授業を実現している先⽣⽅に、
具体的な企画・実現⽅法を教えていただきます。

⽇程︓①2021年9⽉10⽇ 16:00〜17:30 兵庫県⽴国際⾼校 ⾦原先⽣
②2021年9⽉24⽇ 16:00〜17:30 広島県⽴安芸府中⾼等学校 加藤先⽣

※双⽅への参加も可能です。内容は⼀部重複する可能性があります。

定員︓なし



加盟いただくに向けて
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以下の条件が必須です

①⽇本の⾼等学校、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）、専修学校⾼等課程であること
②教頭先⽣または校⻑先⽣の許可を取っていただく
（先⽣個⼈ではなく、学校として取り組んでいただく）
③年に⼀度以上、全校⽣徒向けに＃せかい部について周知していた
だく

※周知⽅法︓

①オンライン、メール、LINE、等で⽣徒全員へ＃せかい部の紹介と、

SNSフォローを案内する機会をつくってください。

（フォローするかどうかは⾃由ですが、周知は全員にしていただく）

②＃せかい部のポスターの掲⽰、（できれば）全校⽣徒へのチラシの配布

ポスター、チラシはご希望の数だけ、何度でも郵送いたします（無料）



加盟いただくと
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✅各種プログラムに無料でご参加いただけます。
⽣徒に新しい学びの機会を提供し、
先⽣同⼠で学び合う機会を提供できたらと思います

✅ 「＃せかい部加盟校」ロゴをご活⽤可能

いろんなサイズ、パターンをご⽤意しております♪

✅ ＃せかい部通常プログラムに優先参加（予定）



加盟⽅法
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窓⼝担当の先⽣をお⼀⼈お決めの上、

下記フォームよりお申し込みください

https://bit.ly/3dPFxLg

https://bit.ly/3dPFxLg


各プログラムへの参加⽅法
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①窓⼝の先⽣宛に、プログラム告知資料・申し込みフォームを
メールでお送りします

②校内で周知いただき、
⽣徒・先⽣⽅個⼈から直接お申し込みいただきます

③参加者の⽅々へ個別にご参加案内をお送りします

④事後に出⽋状況をお知らせします

※度重なる無断キャンセルや問題⾏動が発⽣した場合、個別にご指導をご依頼する場合があります。



質 疑 応 答



参加校交流
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ブレイクアウトルームで早速
今⽇の参加校同⼠交流しましょう︕

時間︓30分

各校の
・現状の取り組み
・課題に思っていること
・これからやってみたいこと
・加盟校に期待いただくこと
などをお話しいただく




