
留学生政策をめぐる現状と取組

文部科学省 高等教育局 学生･留学生課

留学生交流室



グローバルに活躍する人材の育成につながる短期留学者を増加させながら、大学等の日本人

海外留生数 12 万人を引き続き目指す

２．社会の持続的な発展を牽引（けんいん）するための多様な力を育成する

目標（７）グローバルに活躍する人材の育成

第２部 今後５年間の教育政策の目標と施策群

第３期教育振興基本計画について（平成30年6月15日閣議決定）
※計画期間：2018～2022年度
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（測定指標）

日本人生徒・学生の海外留学支援

・将来グローバルに活躍する意欲と能力ある若者に高等学校、大学等における留学機会を与えるため、
官民が連携し、留学生の経済的負担を軽減するための取組や、海外留学に関する情報発信、海外
勤務や海外留学の経験者の協力を得た海外留学への関心の喚起に向けた取組など留学への機運を
醸成する取組の充実等を図る。

・長期留学への支援を引き続き推進していくとともに、大学等におけるグローバル人材育成プログラムの
一環として行われる短期留学の支援、短期留学経験者の学位取得目的の長期留学の促進、短期留学
の成果を定着させるための取組への支援等、短期留学の成果を活かしたグローバルに活躍する人材
の育成を推進する。



大学等が把握している日本人学生の留学状況

（出典）文部科学省「海外の大学との大学間交流協定、海外における拠点に関する調査」
日本学生支援機構「日本人学生留学状況調査」

推移

留学先国地域別

国・地域名 留学生数（前年数） 対前年比 国・地域名 留学生数（前年数） 対前年比

ア メ リ カ 合 衆 国 18,138 (19,891) △ 1,753 タ イ 5,032 (5,479) △ 447

オ ー ス ト ラ リ ア 9,594 (10,038) △ 444 台 湾 4,894 (5,932) △ 1,038

カ ナ ダ 9,324 (10,035) △ 711 フ ィ リ ピ ン 4,575 (4,502) 73

韓 国 7,235 (8,143) △ 908 マ レ ー シ ア 3,461 (3,150) 311

英 国 6,718 (6,538) 180 そ の 他 32,191 (33,458) △ 1,267

中 国 6,184 (7,980) △ 1,796 合 計 107,346 (115,146) △ 7,800

（協定数:件）（留学生数:人）

（年度）
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派遣先国・地域別

推移

海外の大学等に在籍する日本人留学生数

※2013年及び2014年の日本人の海外留学者数については、OECD「Education at a Glance」及びユネスコ統計局
のデータが更新されたため、当該グラフについても更新している。

※OECD及びユネスコ統計局のデータは、2012年統計までは、外国人学生（受入れ国の国籍を持たない学生）が
対象だったが、2013年統計より、外国人留学生 （勉学を目的として前居住国・出身国から他の国に移り住んだ
学生）が対象となっており、比較ができなくなっている。
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国・地域名 留学生数（前年数） 対前年比 国・地域名 留学生数（前年数） 対前年比

ア メ リ カ 合 衆 国 18,105 (18,753) △ 648 カ ナ ダ 1,783 (1,665) 118

中 国 14,230 (14,717) △ 487 韓 国 1,558 (1,455) 103

台 湾 9,196 (8,413) 783 ブ ラ ジ ル 1,273 (1,111) 162

イ ギ リ ス 2,670 (2,846) △ 176 フ ラ ン ス 1,195 (1,649) △ 454

オ ー ス ト ラ リ ア 2,429 (2,244) 185 そ の 他 3,259 (3,739) △ 480

ド イ ツ 1,916 (1,816) 100 合 計 58,720 (58,408) 312

（出典）OECD「Education at a Glance」，ユネスコ統計局，IIE「Open Doors」，中国教育部，台湾教育部，マレーシア高等教育省，タイ高等教育・科学技術・イノベーション省
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海外留学促進キャンペーン「トビタテ！留学JAPAN」
・留学の魅力や方法について情報を提供することにより、日本全体で若者や日本の海外留学の機運を醸成する。
・政府だけではなく、官民協働のもと社会総掛かりで取り組む。
・2022年度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
「意欲と能力のある全ての若者に、留学機会を」

大学等の海外留学支援制度（国費による支援）
72億円（79億円）

○学位取得を目指し、海外の大学院、学部に留学する日本人学生を
支援（大学院学位取得型、学部学位取得型）。

【大学院学位取得型：644百万円（ 252人）】
・奨学金月額：89千円、104千円、118千円、148千円※

・授業料支給上限額：2,500千円

【学部学位取得型：443百万円（ 160人）】
・奨学金月額：59千円、74千円、88千円、118千円※

・授業料支給上限額：2,500千円

○大学間交流協定等に基づき海外の高等教育機関へ短期留学する日本
人学生及び我が国の高等教育機関で受け入れる短期留学生を支援
（協定派遣型・受入型）。
○渡航費等初期経費も含めた支援等により留学の負担軽減を図る。

【協定派遣型：4,474百万円（ 17,406人）】
・奨学金月額：60千円、70千円、80千円、100千円※

・渡航支援金：287百万円（ 896人）

【協定受入型： 1,600百万円（ 5,000人）】
・奨学金月額： 80千円
※派遣先の国・地域により奨学金月額が異なる

日本人の海外留学促進事業 0.8億円（0.8億円）
○日本人の海外留学者数を大幅に増加させるため、大学等や民間企業等と連携して海外留学促進活動を行い、オールジャパンで若者の
海外留学の機運を醸成する。

令和3年度予算額 73億円
（前年度予算額 80億円)大学等の留学生交流の支援等

官民協働海外留学支援制度
～トビタテ！留学JAPAN日本代表プログラム～

（民間資金による支援）

○民間の協力を得て、実社会で求められる資質・能力の育成を社会全体
で集中的に支援するための官民が協力した新たな海外留学支援制度。

○産学官が連携した支援コースを設定し、留学の質の向上、留学の目的
明確化のため、事前・事後研修、留学中のプロジェクト、留学後の
コミュニティを提供。

○プログラムの実施に要する経費は、民間資金を活用（目標：200億円）
・支援企業・団体：249社・団体 約119.4億円（令和3年1月31日現在）
・派遣留学生の応募・選考結果
第1期～第12期 5,630人（地域人材コース含む）の学生を採用
第13期 採用中止
第14期 令和2年11月27日に募集要項を公開し、現在募集中
（在籍大学等から機構への申請期間：令和3年2月1日～令和3年2月26日）
・高校生コース
第1期～第5期 2,685人の生徒を採用し、順次海外留学開始
※この他に、地域人材コース高校生等枠として5名の高校生を採用
第6期 採用中止
第7期 800名を採用し、2021年7月以降に順次留学開始予定

・地域人材コース（※採択された23地域事業のうち9地域は終了）
平成27・28年度 採択地域事業： 15地域事業
平成29年度 採択地域事業： 5地域事業（平成29年6月現在）
平成30年度 採択地域事業： 3地域事業（平成29年12月現在）
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趣旨・目的

○協定受入・協定派遣

諸外国の大学等の学生交流の拡充及び各国間の相互理解と友好親善の増進を図るため、大学間交流協定等に基づき、海外の高等教育機関へ派遣する日本人留学生及び

我が国の高等教育機関に短期で受け入れる外国人留学生を支援する。

○学位取得

我が国のグローバル化や国際競争力の強化を促進するため、我が国の大学等の学生等を世界の最先端の教育研究活動を行っている海外の大学等に留学させ、学位の取得を支援する。

海外留学支援制度 令和3年度予算額 7,225百万円
（前年度予算額 7,868百万円）

順位 国名 人数

１ 中国 １，０６９

２ 米国 ８０４

３ タイ ７０１

協定受入れ型

各大学等がプログラムを申請

支援期間： １年以内

積算額： １，６００百万円（５，０００人）

奨学金月額： ８０千円

協定派遣型 学位取得型

○支援実績（出身国）

○支援人数・金額 ○支援人数・金額

各大学等がプログラムを申請

※派遣先の国・地域により奨学金月額が異なる

支援期間： １年以内

積算額：４，４７４百万円（１７，４０６人）

奨学金月額： ６０千円、７０千円、８０千円、１００千円※

渡航支援金：２８７百万円（８９６人）

○支援実績（派遣国）

順位 国名 人数

１ 米国 ３，５５１

２ 豪州 １，６０４

３ タイ １，３５６

支援期間：原則学部４年・修士２年・博士３年を限度
※派遣先の国・地域により奨学金月額が異なる

○学部学位取得型：４４３百万円（１６０人）

奨学金月額： ５９千円、７４千円、８８千円、１１８千円※

授業料支給上限額： ２，５００千円

○大学院学位取得型： ６４４百万円（２５２人）
奨学金月額： ８９千円、１０４千円、１１８千円、１４８千円※

授業料支給上限額： ２，５００千円

順位 国名 人数

１ 米国 ４６

２ 英国 ２０

３ 豪州・カナダ １５

順位 国名 人数

１ 米国 ９０

２ 英国 ８２

３ フランス １９

審査等経費
○審査等経費【（独）日本学生支援機構で実施する審査等の経費】
・審査経費： ５０百万円
・教職員研修実施経費： １４百万円 ※短期留学の成果定着のための教職員研修の実施（全国７か所）

○支援人数・金額

○支援実績（派遣国）※大学院学位○支援実績（派遣国）※学部学位

予算概要等（支援人数・金額・支援実績）

※支援実績は令和元年度のもの
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海外留学支援制度（学部学位取得型） 令和３年度予算額：４４３百万円（１６０人）

１．趣旨・目的

２．支援内容

３．支援期間

４．支援対象

５．派遣学生の要件

日本と諸外国との相互理解と友好親善を増進し、国際的にも指導的立場で活躍できる優秀な人材の育成に努め、グローバル

人材の育成に必要な日本人学生等の海外留学を促進するとともに、日本の国際化・国際競争力強化に資することを目的としま
す。

派遣学生に必要な授業料及び奨学金を支給する。

（１）奨学金月額： ５９，０００円～１１８，０００円 ※国・地域によって異なる。 （２）授業料： 実費額（各年度上限２５０万円）

（１）対象分野：
学士の学位取得が可能な分野（芸術の実技分野を除く）。

（２）対象国（地域）：
（１）について学位取得が可能な大学が所在する諸外国（地域）。

（３）留学先大学：
学士号が取得できる諸外国（地域）の大学。

原則４年間

※支援期間中に退学等となった場合は、本制度による支援は終了となる。

※支援期間は、延長できない。

・ 日本国籍を有する者又は日本への永住が許可されている者（特別永住者を含む。）

・ 国費による本制度の支援を受けて、自身が留学で得た経験や成果を将来にわたって日本社会に還元し、国や社会に貢献する

者で、かつ日本学生支援機構が依頼する各種イベントへの参加、書籍への執筆、調査等に協力する者

・ 支援期間開始までに留学先大学の入学許可を得ることができる者 等
6



〇従来の対応

派遣学生の身の安全や健康を守る観点から、感染症危険情報レベル２以上の国・地域への

留学については、渡航の見直しや帰国を促すという観点から、奨学金の支援対象外として

いた

〇新型コロナウイルス感染症の影響を受けての対応

①航空便の運休・減便の影響（費用の高騰を含む。）や現地の移動制限等により、通常時

に

帰国する場合と比べて困難が伴う場合はレベル２以上であっても支援を継続

②帰国後もオンライン等により派遣先大学等の学修を継続している場合は支援を継続
③休学や卒業時期が延期となった者に対し、支援期間の延長により支援を継続

奨学金支給の柔軟化

④上記に加え、令和２年１１月より、レベル２以上の国・地域へ渡航した場合であって

も、

本人が希望した場合は、留学先の個別の状況等を確認した上で支援対象とする
※上記は令和２年度に行った対応です。令和３年度以降は、必ず各募集要項や各通知等を

ご確認いただきますようお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けての

海外留学支援制度（学部学位取得型）における対応
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２０２０年度・２０２１年度 海外留学支援制度（学部学位取得型） の選考結果

◇２０２０年度及び２０２１年度募集の選考結果

１．２０２０年度募集の選考結果

採用者数： ４５人（応募者数： ２０７人）

（１）応募者数内訳 （２）採用者の主な留学先大学
（単位：人）

２．２０２１年度募集の選考結果

採用者数： ４５人（応募者数： ２３５人）

（１）応募者数内訳 （２）採用者の主な留学先大学
（単位：人）

国・地域名 応募者数 採用者数

米 国 ９３ ２７

英 国 ３９ ５

豪 州 ２６ ４

カナダ ２１ ３

他 ２８ ６

合計 ２０７ ４５

国・地域名 大 学 名

米 国

イエール大学

ブラウン大学

コロンビア大学

英 国
ロンドンスクールオブエコノミクス＆ポリティ
カルサイエンス

豪 州 メルボルン大学

シンガポール シンガポール国立大学
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国・地域名 応募者数 採用者数

米 国 ９０ ２４

英 国 ４０ ８

カナダ ３５ ７

豪 州 ２５ ２

他 ４５ ４

合計 ２３５ ４５

国・地域名 大 学 名

米 国

ペンシルバニア大学

プリンストン大学

カルフォルニア大学バークレー校

英 国 ロンドン大学

カナダ
ブリティッシュコロンビア大学

トロント大学



◇２０２０年度募集 採用者の出身高等学校 全３５校（合計：４５人）

都道
府県

国公
私立

出身高校名
採用
者数

都道
府県

国公
私立

出身高校名
採用
者数

青森県
公立 青森県立八戸高等学校 １人

神奈川県
公立 横浜市立横浜サイエンスフロンティア

高等学校
１人

茨城県 公立 茨城県立竹園高等学校 １人 神奈川県 公立 横浜市立金沢高等学校 １人

茨城県 私立 茗溪学園高等学校 １人 神奈川県 私立 横浜雙葉高等学校 １人

千葉県 私立 学校法人市川学園市川高等学校 １人 神奈川県 私立 公文国際学園高等部 １人

千葉県 私立 渋谷教育学園幕張高等学校 １人 神奈川県 公立 神奈川県立湘南高等学校 １人

東京都 私立 郁文館グローバル高等学校 １人 神奈川県 私立 洗足学園高等学校 １人

東京都 私立 玉川学園高等部 １人 長野県 私立 佐久長聖高等学校 １人

東京都 私立 広尾学園高等学校 ４人 静岡県 私立 加藤学園暁秀高等学校 ２人

東京都 私立 渋谷教育学園渋谷高等学校 １人 京都府 公立 京都府立桃山高等学校 １人

東京都 私立 淑徳高等学校 １人 京都府 私立 立命館宇治高等学校 １人

東京都 私立 女子聖学院高等学校 １人 大阪府 公立 大阪府立三国丘高等学校 １人

東京都 私立 城北高等学校 １人 兵庫県 私立 須磨学園高等学校 １人

東京都 私立 聖学院高等学校 １人 奈良県 私立 智辯学園奈良カレッジ高等部 １人

東京都 私立 創価高等学校 １人 福岡県 公立 福岡県立城南高等学校 １人

東京都 国立 東京学芸大学附属国際中等教育学校 ３人 熊本県 私立 九州学院高等学校 １人

東京都 公立 東京都立国際高等学校 ５人 熊本県 公立 熊本県立玉名高等学校 １人

東京都 公立 東京都立小石川中等教育学校 １人 日本国外 私立 外国学校（セネガル） １人

東京都 私立 目白研心高等学校 １人 計 ４５人

海外留学支援制度（学部学位取得型） 採用者の出身高校一覧
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◇２０２１年度募集 採用者の出身高等学校 全３０校（合計：４５人）

都道
府県

国公
私立

出身高校名
採用
者数

都道
府県

国公
私立

出身高校名
採用
者数

宮城県 公立 宮城県仙台二華高等学校 １人 神奈川県 公立 横浜商業高等学校 １人

千葉県 私立 幕張高等学校 １人 福井県 公立 福井県立武生東高等学校 １人

東京都 公立 東京都立国際高等学校 ６人 愛知県 私立 滝高等学校 １人

東京都 私立 広尾学園高等学校 ４人 奈良県 私立 西大和学園高等学校 １人

東京都 私立 開成高等学校 ３人 奈良県 私立 奈良学園高等学校 １人

東京都 私立 渋谷教育学園渋谷高等学校 ３人 京都府 私立 同志社国際高等学校 １人

東京都 私立 海城高等学校 ２人 大阪府 私立 大阪女学院高等学校 １人

東京都 私立 武蔵高等学校 ２人 大阪府 公立 三国丘高等学校 １人

東京都 国立 東京芸大附属国際中等教育学校 １人 大阪府 公立 大手前高等学校 １人

東京都 私立 玉川学園高等部 １人 岡山県 公立 岡山操山高等学校 １人

東京都 国立 筑波大学附属高等学校 １人 広島県 国立 広島大学附属福山高等学校 １人

東京都 公立 東京都立両国高等学校 １人 福岡県 私立 福岡大学附属大濠高等学校 １人

東京都 私立 実践女子高等学校 １人 宮崎県 公立 宮崎西高等学校 １人

東京都 私立 麻布高等学校 １人 福岡県 公立 福岡県立香住丘高等学校 １人

神奈川県 私立 栄光学園高等学校 １名 沖縄県 公立 具志川高等学校 １名

計 ４５人

海外留学支援制度（学部学位取得型） 採用者の出身高校一覧
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日本人の海外留学促進事業等について

１．概要

２．海外の大学（学部）進学を希望する生徒への取組等

日本人の海外留学者数を大幅に増加させるため、大学等や民間企業等と連携して海外留学促進活動を行い、オ
ールジャパンで若者の海外留学の機運を醸成するため、若者に対して、積極的な働きかけを行うことにより、海外留
学者数を着実に増加させるとともに、企業及び大学の支援体制の改善や保護者の理解を図るため、理解増進のた
めの取組や大学への情報提供等を行う。

・全国の都道府県教育委員会に協力を依頼し、

教職員向けに海外の大学への進学指導に関するオンライン説明会を実施予定。

→2020年度は10月～12月に全16回、開催。

・海外留学相談ホットラインを設置し、経験豊富な留学カウンセラーが留学に関する質問に対応。

→【参照ＵＲＬ】 https://www.tobitate.mext.go.jp/univ/graduate_school/
（質問例）求められる英語力や学力、留学までのスケジュール、アルバイト、

費用、奨学金、病気になった時、出願方法と必要書類、卒業難易度 等

気軽に質問し
てください！
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ご清聴ありがとうございました


