２０１４年

日本留学フェア（韓国）

事 業 報 告 書

一般財団法人日本語教育振興協会
全国専修学校各種学校総連合会
公益社団法人東京都専修学校各種学校協会

１．事業名
２０１４年 日本留学フェア（韓国）
２．目的・内容
韓国の学生が日本留学を志し、かつ、留学希望に合った専門学校・日本語教育機関・大学等
を選択し、実りある留学を達成できるようにするため、留学希望者及び進学指導者等を対象に、
我が国の専門学校・日本語教育機関・大学等の参加を得て、我が国の高等教育に関する情報及
び個々の学校の特色等に関する最新で的確な情報を提供し、我が国への留学の促進を図る。
３．共 催
日本側：一般財団法人日本語教育振興協会
全国専修学校各種学校総連合会
公益社団法人東京都専修学校各種学校協会
独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）
韓国側：社団法人韓日協会
社団法人釜山韓日交流センター
４．後 援
韓国側：在大韓民国日本国大使館
在釜山日本国総領事館
５．協 力
韓国側：独立行政法人国際交流基金ソウル日本文化センター
６．実施日時
①釜 山 会 場

平成２６年９月１３日（土）

１０：００-１６：００

BEXCO（Busan Exhibition & Convention Center）第 2 展示場 4A,B
釜山広域市海雲台区 APEC 路 55 番地
②ソウル会場

平成２６年９月１４日（日）

１１：００-１７：００

SETEC（Seoul Trade Exhibition Center）第 3 展示室
ソウル特別市江南区南部循環路 3104 番地
７．参加機関（別紙３・４）
大学

釜山：４８校、ソウル：６６校

専門学校・日本語教育機関・大学 ８７校（４１ブース）
高等学校

３校（ １ブース）

企業

３社

その他機関

２機関

８．来場者数
①釜 山 会 場： １，７２０名 （昨年１，４３０名、一昨年１，７５０名）
②ソウル会場： ２，３６０名 （昨年２，１２５名、一昨年２，４５０名）
９．開催内容（別紙１）
オープニングセレモニー、個別相談、セミナー
１０．来 賓（別紙２）
紹介、テープカット
１１．総 括
震災以降フェアの来場者数や、韓国からの留学生数が減少していることもあり、昨年より参
加機関数は減少したものの来場者数は２会場合計で５２５名増加した。特にプサン会場では、
２年連続悪天候の影響もあり来場者数が激減していたが、今年は天候にも恵まれ開始から終了
まで来場者が途絶えなかった。また、来場者の滞在時間が長くフェア終了時間まで熱心に話を
聞く姿が目立った。震災後の放射能や地震に関する韓国国内の過剰な報道が少なくなったこと
や円安の影響もあり、徐々に日本留学に関する興味関心が回復しつつあることがうかがえた。
総合相談ブースでは、例年よくある卒業後の日本就職に関する質問に加え、今年はワーキン
グホリデーに関する質問も多数あった。近年は韓国からワーキングホリデービザで入国し、日
本語教育機関で短期間のプログラムに参加したり留学ビザに切り替え専門学校や日本語教育
機関に入学するケースも増えてきている。そのような層にも情報収集の場として活用してもら
うようアピールすることで来場者数の増加につながることが期待できる。
また、昨年より参加を受け付けている高等学校のブースには、昨年より多くの保護者および
中学生がおとずれ、熱心に入学条件等に関する情報収集を行っていた。
本フェアは、毎年同様の時期に開催しており、韓国国内の日本語教育従事者においては恒例
の事業として認識されているので、今後も継続して実施することが望ましい。

別紙１

２０１４年 日本留学フェア（韓国）開催内容
■タイムテーブル■
釜 山

内

容

ソウル

9：00

ブース準備、通訳との打合せ

10：00

9：45

オープニングセレモニー １．主催者・来賓紹介 ２．テープカット

10：45

10：00

各ブースにて個別相談、セミナー

11：00

16：00

終了、後片付け

17：00

■セミナープログラム■
【釜 山】９/１３（土）BEXCO
時

間

内

容

発表者

日本政府奨学金説明
文部科学省高等教育局学生・留学生課 課長補佐 大川晃平
10:20-11:00 経験者による留学体験談 北海道大学ソウル事務所 金眞子
熊本大学大学院自然科学研究科博士後期課程産業創造工学専攻 郭光植
11:05-11:35 ビザ等

在釜山日本国総領事館 領事部 部長（領事） 山内英幸

11:40-12:10 日本留学概要説明

日本学生支援機構(JASSO)韓国事務所 李孝炅

12:20-12:50 日本留学試験(EJU)説明

釜山韓日交流センター 張志恩

13:00-13:40 日本語教育機関概要説明 日本語教育振興協会 専務理事 木原哲郎
専修学校制度
13:50-15:10 留学生支援事業
留学生の就職状況

文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室
専修学校第二係 係長 榎木奨悟
東京都専修学校各種学校協会 業務課主任 金刺祥

【ソウル】９/１４（日）SETEC
時

間

内

容

発表者

日本政府奨学金説明
文部科学省高等教育局学生・留学生課 課長補佐 大川晃平
11:20-12:00 経験者による留学体験談 北海道大学ソウル事務所 金眞子
立命館大学文学部 慎重

12:05-12:35 国費留学、ビザ等

在韓国日本国大使館広報文化院留学アドバイザー 李スルヒー
在韓国日本国大使館広報文化院 JET プログラムアドバイザー 尹瑜珍
在韓国日本国大使館領事部 金燦煕

12:40-13:10 日本留学概要説明

日本学生支援機構(JASSO)韓国事務所 安珍英

13:20-13:50 日本留学試験(EJU)説明

韓日協会 次長 尹正根

14:00-14:40 日本語教育機関概要説明 日本語教育振興協会 専務理事 木原哲郎
専修学校制度
14:50-16:10 留学生支援事業
留学生の就職状況

文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室
専修学校第二係 係長 榎木奨悟
東京都専修学校各種学校協会 業務課主任 金刺祥

別紙２

関係者・来賓紹介（オープニングセレモニー）
【釜 山】
日本学生支援機構 理事

米川 英樹（よねかわ ひでき）

日本語教育振興協会 専務理事

木原 哲郎（きはら てつお）

釜山韓日交流センター 理事長

曹 永守（チョ ヨンス）

韓日協会 理事長

宋 富永（ソン ブヨン）

在釜山日本国総領事館 領事

古村 哲夫（こむら てつお）

大韓日語日文学会 会長

金 昌奎（キム チャンギュ）

韓日日語日文学会 会長

鄭 起永 (ジョン キヨン)

釜山日本語教育研究会 会長

文 相根（ムン サングン）

文部科学省高等教育局学生・留学生課 課長補佐

大川 晃平（おおかわ こうへい）

【ソウル】
日本学生支援機構 理事

米川 英樹（よねかわ ひでき）

日本語教育振興協会 専務理事

木原 哲郎（きはら てつお）

全国専修学校各種学校総連合会 代議員
東京都専修学校各種学校協会 副会長

武田 哲一（たけだ てつかず）

韓日協会 理事長

宋 富永（ソン ブヨン）

在大韓民国日本国大使館 一等書記官

常盤木 祐一（ときわぎ ゆういち）

国際交流基金ソウル日本文化センター 所長

小島 寛之（こじま ひろゆき）

国立国際教育院 グローバル人材養成部留学支援 チーム長

李 洲浩（イ ジュホ）

韓国日本学会 副会長

李 在聖（イ ジェソン）

韓国日本語教育研究会 会長

申 琁均（シン ソンギュン）

文部科学省高等教育局学生・留学生課 課長補佐

大川 晃平（おおかわ こうへい）

■主催および後援機関等ブース■
【釜 山】

【ソウル】

Ａ

文部科学省 日本学生支援機構

Ａ

文部科学省 日本学生支援機構

Ｂ

日本語教育振興協会

Ｂ

日本語教育振興協会

Ｃ

全国専修学校各種学校総連合会

Ｃ

全国専修学校各種学校総連合会

Ｄ

東京都専修学校各種学校協会

Ｄ

東京都専修学校各種学校協会

Ｅ

在釜山日本国総領事館

Ｅ

在大韓民国日本国大使館

Ｆ

釜山韓日交流センター

Ｆ

韓日協会

Ｇ

日本留学経験談

Ｇ

日本留学経験談

Ｈ

大韓民国教育部国立国際教育院

別紙３

参加機関【釜山】
I 大学 48 校 48 ブース、

１４３機関

その他機関 2 機関 2 ブース

国立大学 13 校

私立大学 34 校

1 北海道大学

1 青森大学

20 立教大学

2 一橋大学

2 東北芸術工科大学

21 帝京大学

3 岐阜大学

3 麗澤大学

22 創価大学

4 大阪大学

4 神奈川大学

23 多摩大学

5 大阪教育大学

5 文教大学

24 デジタルハリウッド大学

6 神戸大学

6 松本歯科大学

25 京都外国語大学

7 山口大学

7 宇都宮共和大学

26 同志社大学

8 愛媛大学

8 尚美学園大学

27 立命館大学

9 九州大学

9 大妻女子大学

28 関西大学

10 長崎大学

10 国士舘大学

29 近畿大学

11 熊本大学

11 専修大学

30 関西学院大学

12 大分大学

12 拓殖大学

31 京都造形芸術大学

13 琉球大学

13 中央大学

32 京都情報大学院大学

14 東海大学

33 徳島文理大学

公立大学 1 校

15 東京電機大学

34 立命館アジア太平洋大学

1 福岡女子大学

16 東京理科大学
17 日本大学

その他機関

18 法政大学

1 加計学園

19 明治大学

2 長崎留学生支援センター

Ⅱ 専門学校・日本語教育機関・大学 87 校 41 ブース、
専門学校・日本語教育機関・大学
1

横浜国際教育学院
YIEA 東京アカデミー

19 東京工科大学附属日本語学校
20

2 外語ビジネス専門学校

3

駿台法律経済＆ビジネス専門学校

専門学校東京工科自動車大学校世田谷校

駿台トラベル＆ホテル専門学校

東京工科専門学校品川校

東放学園専門学校
5 東放学園音響専門学校
6 東放学園映画専門学校

21

辻調理師専門学校

10 札幌国際日本語学院

日本ウェルネススポーツ専門学校

26 メロス言語学院
27

大阪 YMCA 国際専門学校
大阪 YMCA 学院
東京デザイナー学院

29 専門学校東京スクールオブビジネス

メディカルエステ専門学校

東京観光専門学校

中村調理製菓専門学校

専門学校東京ネットウエイブ
30 NIPPON 語学院

13 日本外国語専門学校

東京コミュニケーションアート専門学校

14 新宿平和日本語学校

福岡ホスピタリティ＆ブライダル専門学校

15 神戸電子専門学校

名古屋コミュニケーションアート専門学校
赤門会日本語学校

18 文化外国語専門学校
19

32 早稲田外語専門学校
中央工学校
33

中央工学校 OSAKA
中央動物専門学校
中央工学校附属日本語学校

36 東京ギャラクシー日本語学校

専門学校東京ビジュアルアーツ

17 文化服装学院

福岡キャリナリー製菓調理専門学校

35 ハリウッドビューティ専門学校

大阪建設専門学校

16 学校法人新井学園

大阪ダンス＆アクターズ専門学校

24 関西外語専門学校日本語課程

28 旭川福祉専門学校

中村国際ホテル専門学校

大阪スクールオブミュージック専門学校

23 日本電子専門学校

関西テレビ電気専門学校
大阪コンピュータ専門学校

31

34 アジアハウス附属海風日本語学舎

日本ウェルネス歯科衛生士専門学校

YMCA 健康福祉専門学校

大阪コミュニケーションアート専門学校

駿河台大学

辻製菓専門学校
横浜 YMCA 学院専門学校

企業 3 社 3 ブース

22 東京国際大学付属日本語学校

25 日本ペットアンドアニマル専門学校

9 音響芸術専門学校

12

駿台電子情報＆ビジネス専門学校
駿台観光＆外語ビジネス専門学校

専門学校東京アナウンス学院

11

学校法人 ABK 学館 ABK 学館日本語学校

専門学校東京工科自動車大学校

4 YMCA 東京日本語学校

8

公益財団法人アジア学生文化協会
駿台外語＆ビジネス専門学校

専門学校東京テクニカルカレッジ

7

高等学校 3 校 1 ブース、

31

37 東洋美術学校
38 学校法人長沼スクール東京日本語学校
39

東京外語専門学校
東京国際福祉専門学校
専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ東京校

40 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ大阪校
東京サイクルデザイン専門学校
アン・ランゲージ・スクール
41 アン・ランゲージ・スクール成増校
アン・ランゲージ・スクール練馬校
高等学校
千葉国際高等学校
1 学校法人日本航空学園
仙台育英学園高等学校

札幌放送芸術専門学校

企業

東京デザインテクノロジーセンター専門学校

1 株式会社ミニミニ中央

東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校

2 株式会社ネクステージ

日本工学院専門学校

東京フィルムセンター映画・俳優専門学校

3 株式会社レオパレス 21

日本工学院八王子専門学校

東京アニメ・ 声優専門学校

別紙４

参加機関【ソウル】
I 大学 66 校 66 ブース、

１６１機関

その他機関 2 機関 2 ブース

国立大学 14 校

5 麗澤大学

30 立教大学

1 北海道大学

6 神奈川大学

31 早稲田大学

2 岩手大学

7 文教大学

32 文化学園大学

3 電気通信大学

8 洗足学園音楽大学

33 桜美林大学

4 一橋大学

9 松本歯科大学

34 帝京大学

5 岐阜大学

10 宇都宮共和大学

35 創価大学

6 大阪大学

11 文星芸術大学

36 多摩大学

7 大阪教育大学

12 尚美学園大学

37 学習院女子大学

8 神戸大学

13 青山学院大学

38 デジタルハリウッド大学

9 山口大学

14 大妻女子大学

39 南山大学

10 愛媛大学

15 慶應義塾大学

40 京都外国語大学

11 九州大学

16 国士舘大学

41 同志社大学

12 長崎大学

17 上智大学

42 立命館大学

13 大分大学

18 女子美術大学

43 関西大学

14 琉球大学

19 専修大学

44 近畿大学

20 拓殖大学

45 関西学院大学

公立大学 2 校

21 多摩美術大学

46 京都造形芸術大学

1 首都大学東京

22 中央大学

47 京都嵯峨芸術大学

2 福岡女子大学

23 東海大学

48 京都情報大学院大学

24 東京電機大学

49 徳島文理大学

私立大学 50 校

25 東京理科大学

50 立命館アジア太平洋大学

1 旭川大学

26 日本大学

2 青森大学

27 法政大学

その他機関

3 東北芸術工科大学

28 武蔵野美術大学

1 加計学園

4 東日本国際大学

29 明治大学

2 長崎留学生支援センター

Ⅱ 専門学校・日本語教育機関・大学 87 校 41 ブース、
専門学校・日本語教育機関・大学
1

横浜国際教育学院
YIEA 東京アカデミー

20

2 外語ビジネス専門学校
専門学校東京工科自動車大学校世田谷校
東京工科専門学校品川校

21

7
8

10 札幌国際日本語学院

26 メロス言語学院
27

大阪 YMCA 国際専門学校
大阪 YMCA 学院
東京デザイナー学院

大阪建設専門学校

専門学校東京ビジュアルアーツ
29 専門学校東京スクールオブビジネス
専門学校東京ネットウエイブ
30 NIPPON 語学院

13 日本外国語専門学校

東京コミュニケーションアート専門学校

14 新宿平和日本語学校

福岡ホスピタリティ＆ブライダル専門学校

15 神戸電子専門学校

名古屋コミュニケーションアート専門学校
赤門会日本語学校

17 文化服装学院
18 文化外国語専門学校
19

中央工学校附属日本語学校

37 東洋美術学校
38 学校法人長沼スクール東京日本語学校
39

東京外語専門学校
東京国際福祉専門学校
専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ東京校

40 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ大阪校
東京サイクルデザイン専門学校
アン・ランゲージ・スクール
41 アン・ランゲージ・スクール成増校
アン・ランゲージ・スクール練馬校

東京観光専門学校

中村調理製菓専門学校

16 学校法人新井学園

中央動物専門学校

36 東京ギャラクシー日本語学校

日本ウェルネススポーツ専門学校

28 旭川福祉専門学校

中村国際ホテル専門学校

中央工学校 OSAKA

35 ハリウッドビューティ専門学校

メディカルエステ専門学校
12

33

24 関西外語専門学校日本語課程

関西テレビ電気専門学校
大阪コンピュータ専門学校

中央工学校

23 日本電子専門学校

日本ウェルネス歯科衛生士専門学校

YMCA 健康福祉専門学校

福岡キャリナリー製菓調理専門学校

34 アジアハウス附属海風日本語学舎

辻製菓専門学校
横浜 YMCA 学院専門学校

大阪ダンス＆アクターズ専門学校

22 東京国際大学付属日本語学校

25 日本ペットアンドアニマル専門学校

9 音響芸術専門学校

11

駿台電子情報＆ビジネス専門学校

大阪スクールオブミュージック専門学校

32 早稲田外語専門学校

駿河台大学

専門学校東京アナウンス学院
辻調理師専門学校

31

駿台トラベル＆ホテル専門学校
駿台観光＆外語ビジネス専門学校

4 YMCA 東京日本語学校
5 東放学園音響専門学校
6 東放学園映画専門学校

学校法人 ABK 学館 ABK 学館日本語学校
駿台法律経済＆ビジネス専門学校

専門学校東京テクニカルカレッジ
東放学園専門学校

公益財団法人アジア学生文化協会

企業 3 社 3 ブース
大阪コミュニケーションアート専門学校

駿台外語＆ビジネス専門学校

専門学校東京工科自動車大学校
3

高等学校 3 校 1 ブース、

19 東京工科大学附属日本語学校

31

高等学校
千葉国際高等学校
1 学校法人日本航空学園
仙台育英学園高等学校

札幌放送芸術専門学校

企業

東京デザインテクノロジーセンター専門学校

1 株式会社ミニミニ中央

東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校

2 株式会社ネクステージ

日本工学院専門学校

東京フィルムセンター映画・俳優専門学校

3 株式会社レオパレス 21

日本工学院八王子専門学校

東京アニメ・ 声優専門学校

