
平成２５年１２月１９日

留学促進キャンペーン
「トビタテ！留学JAPAN」



1

○ 「グローバル社会」の到来
○ 東京オリンピック・パラリンピック２０２０開催決定

今こそ「「教育再生」」
世界を多方面からリードしていける人材の育成
２０２０年は日本が新たな成長に向かうターゲットイヤー

２０２０年までに日本人留学生倍増
（大学生等６万人→１２万人、高校生３万人→６万人）
（「日本再興戦略」（平成２５年６月１４日閣議決定））

1. トビタテ！留学JAPANプロジェクト趣旨
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日本人の海外留学者数
（出典）：ユネスコ文化統計年鑑、OECD「Education at a Glance」、IIE「Open Doors」等

米国の大学等に在籍する日本人学生数
（出典） IIE「Open Doors」

日本人学生の海外留学者数が２００４年以降３０％減少
（８万人→６万人弱）

２

（単位：人）

２．日本人の海外留学の現状
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学生が海外に行かない理由は、語学・経済的な理由・海外に行く事への不安等
大学生

[就職]
・帰国後、留年する可能性が大きい

[経済]
・経済的問題で断念する場合が多い

[大学の体制]
・帰国後の単位認定が困難
・助言教職員の不足
・大学全体のバックアップ体制の不備

[理解・情報]
・受け入れ大学の情報が少ない
・両親・家族の理解が得られない
・指導教員の理解が得られない

※ 国立大学協会国際交流委員会留学生の改善に関するWGが、各国
立大学に対して留学制度の改善に関するアンケートを実施（本調査項
目８７大学回答、平成１９年１月～）

高校生

[言葉]
・言葉の壁

[経済]
・経済的に厳しい

[理解・情報]
・留学方法、外国での生活、勉強、
友達関係の不安

・魅力を感じない
・留学に関する情報不足

※ 「平成23年度高等学校等における国際交流等の状況について」
（文部科学省調べ）

３．日本人が海外留学しない理由
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４．キャンペーンロゴ・キャッチフレーズ

ロゴ「日の丸から飛び立つ雉」

・日本から世界へ飛び立っていく学生たちの象徴。
・国鳥である雉を勢いのある筆のタッチで描くことで、世界で
羽ばたき、経験をつんだ若者たちが、グローバルな視点と
リーダーシップで日本の未来を牽引していく様を表現

キャンペーン名「トビタテ！留学JAPAN」
「海外へ飛び立つ」
「今までの自分から飛び立つ」
「日本が飛び立つ」というメッセージを込めた

スローガン「その経験が、未来の自信」

・学生たちが留学という今しかできない貴重な経験を積むことが、
後々、自分の将来の自信につながるというメリットを訴えかけた



倉木麻衣（シンガー）

16歳で全米デビュー。イギリス
に2回、アメリカに1回の短期留
学歴がある。

仲川遥香（JKT48・アイドル）
JKT48の移籍を機に、インドネシ
ア語にチャレンジ。流暢な会話
でファンを魅了。

宮澤佐江（SNH48・アイドル）日
本に留まらず、リーダーシップ
を発揮して、SNH48のメンバー
として活躍中

森理世（ミスユニバース2007）高
校からカナダへ留学。教職課程
を修了して帰国。

５. イベント第一弾（報道発表、10月29日）

2020年、日本のヒーローはアスリートだけじゃない！
留学先進国宣言。日本は留学にやさしい国になります。

留学促進キャンペーン「トビタテ！留学JAPAN」
第一弾、ロゴ＆スローガン記者発表会10/29（火）開催

～官民協働で留学促進広報を強化！～

文部科学省は、大志あるすべての日本の若者が、海外留学をはじめとして新しいチャレンジに自ら一歩を踏み出す気運を醸成することを目的として、留学促進キャンペーン「ト

ビタテ！留学JAPAN」を開始いたします。

この取組は、政府だけでなく、官民協働のもと社会総掛かりで取り組むことにより大きな効果が得られるものと考え、各分野で活躍されている方々に御協力いただくとともに、留

学促進広報戦略本部を立ち上げ、官民協働メンバーで構成する事務局を設置し、イベント、WEBサイト、Facebook等で留学の魅力や方法などについて情報提供を行います。こ

れらにより、ターゲットイヤーである2020年までに、大学生の海外留学12万人（現状6万人）、高校生の海外留学6万人（現状3万人）を目指します。

キャンペーンの開始にあたり、ロゴ＆スローガンを制作し、10月29日（火）11時30分より、文部科学省試写室にて、留学経験のある又は海外で活躍されている賛同人を迎え、記

者発表会を行いますのでお知らせします。

◇記者発表会概要◇
◇日 時：平成25年10月29日（火曜日）

午前11時30分～正午（受付開始11時00分～）
◇場 所：文部科学省３階試写室（千代田区霞が関3-2-2）
◇内 容：ロゴ＆スローガンの発表

「トビタテ！留学JAPAN」概要発表
トークセッション/フォトセッション

◇コーディネーター：下村博文（文部科学大臣）
◇賛同人：倉木麻衣（シンガー）

仲川遙香（JKT48・アイドル）
宮澤佐江（SNH48・アイドル）
森 理世（ミスユニバース2007）

◇賛同人プロフィール：
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下村博文
（文部科学大臣）

槍田松瑩

（日本貿易会会長
・三井物産会長）

太田雄貴

（森永製菓 フェン
シング選手）

滝川クリステル

（フリーアナウンサ
ー）

野口聡一

（JAXA宇宙飛行士
）提供:JAXA

佐藤真海

（サントリー 陸上・
走り幅跳び選手）

（参考）オリンピック・パラリンピック競技大会におけるメダル獲得状況（夏季、冬季）６．イベント第二弾（報道発表、１１月４日）

世界の舞台を手にした太田雄貴選手、滝川クリステルさんから留学候補生へグローバル人材のリレーが、今始まる！！

留学促進キャンペーン「トビタテ！留学JAPAN」
第二弾、TAKE OFFイベント11/4（月）開催

～次世代を世界の舞台へ！！羽田から世界へ！！～

文部科学省は、大志あるすべての日本の若者が、海外留学をはじめとして新しいチャレンジに自ら一歩を踏み出す気運を醸成することを目的として、留学促進キャンペーン「トビタ

テ！留学JAPAN」を開始いたします。

このたび、キャンペーンのTAKE OFFとして、ブエノスアイレスで世界の舞台を手にしたIOC総会最終プレゼンメンバーを招き、2020年に向け活躍が期待される若者へ襷を渡すイベント

を、羽田空港国際線旅客ターミナルにて開催することになりましたので、お知らせいたします。

取材を希望される場合は、11月1日（金）までに御登録いただきますようお願いします。

◇TAKE OFFイベント概要◇

◇日 時：平成25年11月4日（月曜日・祝日）
14時00分～15時00分（受付開始13時30分～）

◇場 所：羽田空港 国際線旅客ターミナル 4F江戸舞台
◇内 容：留学促進キャンペーン概要プレゼンテーション

賛同人によるトークセッション
賛同人から学生へのエール
フォトセッション

◇登壇者：下村博文（文部科学大臣）
槍田松瑩（日本貿易会会長・三井物産会長）
太田雄貴（森永製菓 フェンシング選手）
滝川クリステル（フリーアナウンサー）
野口聡一（JAXA宇宙飛行士）

◇ライブ中継：佐藤真海（サントリー 陸上・走り幅跳び
選手）

６



○ 場所：大隈記念講堂
○ 内容：

① 開催挨拶（9:30~9:40）
文部科学大臣
早稲田大学副総長

② 基調講演（9:40~10:20）
ローソン代表取締役社長 新浪 剛史
野球評論家/元メジャーリーガー 小宮山 悟

③ 「トビタテ！留学JAPAN」キャンペーン盛り上げイベント（10:20~10:45)
大臣によるキャンペーン紹介、AKB４８メンバーによる「トビタテ！フォーチュンクッキー」の発表

④ 高校生と大学生によるパネルディスカッション（10:50~12:10)
現役高校生と大学生による「グローバル」に係る討論

○ 日時：１２月１５日（日）９：３０～１８：００
○ 場所：早稲田大学
○ 対象：高校生、保護者、高校教育関係者、大学生、

大学教育関係者（5,000名程度）
○ 主催：文部科学省

グローバル人材育成推進事業採択大学４２校
○ 内容：

Go Global Japan Expo

【文部科学省ブース】
① キャンペーン紹介
② オーストラリア、米国、欧州等に留学している留学生と学生をテレビ会議システムを

使い、インテラクティブに交流させる（１５分複数回）
③ 特別ゲスト(ミOFUKU）を交え、来場者とトーク
④ 学生アンケート
⑤ 協賛企業グッズ配布（日清食品、コクヨノベルティ提供）

７



「トビタテ！留学JAPAN」 facebookについて
■概要

１．現在の状況

○開設日 ：10月29日（火）ロゴ＆スローガン記者発表会後
○いいね！数 ：601（平成25年11月22日現在）
○内容 ：イベントの告知及びレポート（動画を含む）

留学体験談の掲載

２．今後の具体的施策

○ 幅広く留学体験談の投稿を呼びかける。
○ 著名人、賛同人、若手起業家等に留学体験談の投稿を依頼。

自身のアカウントで
留学体験談を投稿

シェア！をクリック

留学体験談が、著名人のfacebookに表示され、フォロ
アーの目にとまる。

フォロアーを増やすしくみについて

８



１ プロモーション・ビデオ制作目的

次世代を担う若者の内向き志向を打破し、留学へのチャレンジ精神を培うこ
とを目的として、広く若者及び保護者に対して広報。
２ プロモーション・ビデオ概要
①出演者：滝川 クリステル氏（フリーアナウンサー）

太田 雄貴氏（森永製菓所属 フェンシング選手）
野口 聡一氏（JAXA宇宙飛行士）

②３０秒間×３本（各出演者毎）
③挿入楽曲：アンジェラ アキ 「手紙」
④放映期間：2013年11月30日～2014年3月31日
⑤放映

・羽田空港デジタルサイネージでの配信（第１ターミナル、第２ターミナル、国
際線ターミナル）

・日本の大学、短期大学、高等専門学校が所有する学内のデジタルサイ
ネージでの配信（ご協力のお願い）
・文部科学省『YouTube』チャンネル、「トビタテ！留学JAPAN」
・JALの国内、国際線、ANAの国内全路線機内放送予定（2014年１月～）

トビタテ！留学JAPAN」プロモーション・ビデオ
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