大阪留学プロモーション事業
（１）マレーシアにおける留学プロモーション
[内容]

大阪府内の教育機関と行政が連携する留学プロモーションをマレーシアで実施。現地で知名
度の高い国際教育展「FACON Education Fair」のジャパンパビリオン（JASSO 主催）
にブース出展し、現地学生に留学先としての大阪や府内教育機関の魅力を広く PR するとと
もに、学校間交流会や留学セミナーを併催し、大阪と現地の学校間における提携や、具体的
な学生交流の促進を図る。
情報発信にあたっては、外国人にとって暮らしやすく、独自の文化と長い歴史を持つ大阪の
魅力を紹介するとともに、留学生活や教育機関の受入体制等の情報をまとめた日英併記版の
留学ガイドブック「STUDY IN OSAKA」
（H27.9 発行）を活用する。
[対象者] 大阪への留学を希望する学生（大学生、短期大学生、専門学校生、日本語学校生、高校生）
、
現地教育機関関係者
[留学プロモーション事業実施スキーム]
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平成 27 年 12 月 21 日（月）
クアラルンプール／マレーシアツーリズムセンター

※10 月 5 日（月）～10 月 9 日（金）に現地事前訪問を実施。現地教育機関、マレーシア教育省
および在マレーシア日本国大使館訪問、会場視察を実施。

マレーシアにおける留学プロモーションの概要
① 「FACON Education Fair」ジャパンパビリオンへのブース出展
[日時]：平成 27 年 12 月 19 日（土）、20 日（日）
いずれの日程も 12：00～18：00
[会場]：クアラルンプールコンベンションセンター
Kuala Lumpur City Centre, Kuala Lumpur
http://www.klccconventioncentre.com/
[内容]：・ジャパンパビリオン来場者への「STUDY IN OSAKA」を活用した大阪留学情報
発信
※「STUDY IN OSAKA」配布数：645 冊
・ブース内での大阪留学に関する質問対応
・会場に併設されたセミナールームを活用した情報発信
（12 月 19 日（土）15：50-16：20）
[主催（ジャパンパビリオン）]：独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）
[来場者数]：ジャパンパビリオン来場者数：3,464 名
ブースでの個別相談対応件数：118 件
※大阪府立大学、関西大学と連携して実施
②

大阪留学セミナー・学校間交流会
[日時]：平成 27 年 12 月 21 日（月）9：30～14：00
[会場]：マレーシアツーリズムセンター
109 Jl. Ampang, Kuala Lumpur
http://www.matic.gov.my/
[主催]：大阪府国際化戦略実行委員会
[内容]：・主催者挨拶（中井国際交流監）
・来賓挨拶（在マレーシア日本国大使館 一等書記官 黒沼一郎氏）
・大阪留学セミナー
・学校間交流会
・昼食を交えた情報交換会
[参加者]：現地教育機関 11 校（大学 10 校、高校 1 校）
府内教育機関 3 校（大阪大学、大阪府立大学、関西大学）
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＜実施報告＞
①「FACON Education Fair」ジャパンパビリオンへのブース出展
海外留学を目指すマレーシアの若者に留学先としての大阪や府内教育機関の魅力をＰＲし、関
心を高めてもらうため、現地で知名度が高く多くの学生が参加する 国際教育展「FACON
Education Fair」のジャパンパビリオンにブース出展しました。
ブースには、大阪府立大学、関西大学の教員や留学生受入担当者も同席し、学生の質問に対応
しました。学生は、大阪での留学生活のほか、学校で学べる専門分野、留学生の受入環境等つい
て熱心に質問し、情報を集めていました。
また、併設されたセミナールームにおいて、大阪留学に関するセミナーも実施しました。会場
には立ち見が出るほど多くの学生・保護者が詰めかけ、プレゼンテーションに真剣に耳を傾けて
いました。
【大阪留学セミナー】

【大阪府ブース】
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②大阪留学セミナー、学校間交流会
学校間の交流、提携を通じて大阪への留学を促進するため、クアラルンプール市内にあるマレ
ーシアツーリズムセンターで、大阪留学セミナーおよび学校間交流会を実施しました。
大阪からは、大阪大学、大阪府立大学、関西大学の 3 校、マレーシアからは、マレーシアの最
高学府といわれるマラヤ大学をはじめとする 11 の大学等が参加し、内容の濃い充実したイベン
トとなりました。
学校間交流会では、学校間の交流、提携や留学の促進に向けた積極的な話し合いが行われ、現
地教育機関の大阪留学への関心の高さがうかがわれました。
【大阪留学セミナー】

【学校間交流会】
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◎マレーシアでの留学プロモーションを契機とした学校間の交流状況（H28.3 現在）
【関西大学】
・ヘルプ大学と協定締結に向けた交渉を開始。
平成 28 年 1 月 26 日に関西大学の大学教員等 2 名が
ヘルプ大学を訪問。
平成 28 年 3 月 8 日にヘルプ大学から大学教員等
3 名が関西大学を訪問。
・マラヤ大学と協定締結に向けた交渉を開始。
・セギ大学と協定締結に向けた交渉を開始。
・テイラーズ大学と協定締結に向けた交渉を開始。

ヘルプ大学にて
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（２）大阪留学ガイドブック「STUDY

IN OSAKA」の作成

[事業目的]
大阪府内の教育機関や留学先としての大阪の街の魅力を
効果的に発信するため、これらの情報を集約したガイド
ブックを作成し、今後の留学プロモーションに活用する。
[規格等]
A4、48 ページ、日英併記版
6,000 部
[内容]
① 留学先としての大阪の魅力を紹介（教育機関の多様性、
特徴のある学問分野、就職、歴史、文化、住みやすさ、
食べ物、物価など）
② 大阪府内教育機関の学校情報（1 教育機関あたり
64,800 円を負担）
③ 現役留学生や府内企業で活躍する元留学生へのインタ
ビュー
④ 教育機関の留学生受入担当部署へのインタビュー 等
[配布先]
①マレーシアで実施する大阪留学プロモーション（国際教育展、府内教育機関と現地教育機関との
学校間交流会・留学セミナー）
②東南アジア地域にある日本国大使館・総領事館／独立行政法人日本学生支援機構の現地事務所／
ベトナムの大阪留学プロモーションデスク 等
※H27.9 発行
「おおさかグローバルウェブサイト」からもガイドブックデータのダウンロードが可能

（３）大阪留学プロモーションフォローアップ（ベトナム）事業
ベトナムにおいて過去 2 回実施した留学プロモーションの取り組みを活かし、引き続きベトナ
ムにて大阪留学情報を継続的に発信し、現地の問い合わせや大阪留学のニーズに応え、また大阪
の教育機関の情報発信をサポートし、実際の大阪留学に結び付ける。
[内容]
○大阪留学情報の発信
・ ベトナム語で大阪への留学情報を掲載したウェブサイトを開設（平成 27 年 8 月末開設）
。
大阪の紹介、大阪の教育機関の紹介、留学生にとって有用なニュース、
ベトナム人留学生等による留学レポート、大阪留学相談窓口の紹介、
問い合わせの多い項目の Q&A 等を掲載。
・ ウェブサイト以外にも、Facebook 等のソーシャルネットワークサ
ービスやメールマガジンを用いて情報を発信。
・ 現地で開催される留学フェアなど事業対象者が多数出席するイベン
ト等に参加。
《ウェブサイトアクセス数（9 月～３月末）》

10,385 件

○大阪留学相談窓口の設置
（大阪留学プロモーションデスク in ベトナム）
・ ホームページでのメール質問フォーム、専用電話回線、対面による相談場所を用意し、ベトナ
ム語で相談に対応。
《相談窓口利用件数（9 月～３月末）》５１件（内訳：電話 1６件、来所 5 件、メール・SNS３０件）

・ ベトナム人学生やベトナムの教育機関関係者等を対象に、留学相談会を実施。
・ 大阪の教育機関がベトナムで行う留学促進活動（学校説明会、個別相談会、現地教育機関との
面談等の手配）をサポート。
（費用は教育機関が負担）
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