平成 30 年 5 月 21 日追記版
平成 30 年 4 月 23 日
筑 波 大 学 国 際 室

平成 30（2018）年度（上半期）

ブラジル及びアルゼンチンにおける

日本留学フェア等参加機関募集要項
１．趣旨
筑波大学では、文部科学省「留学コーディネーター配置事業（ブラジル）
」の受託機関として、平
成 27 年度からブラジルを中心にオールジャパンでの留学生の受入れ促進を進めて参りました。平成
30 年度から当該事業が「日本留学海外拠点連携推進事業」に名称変更し、対象地域が南米に拡大さ
れました。今後はブラジルのほか、周辺他国も含めた様々な情報の収集や発信、日本の大学の魅力
を PR することによって、南米からの優秀な留学生の獲得を目指して参ります。
この度、ブラジル及びアルゼンチンにおいて、日本留学フェア等を開催することとなりました。
貴学の南米における広報活動の機会としてぜひ積極的にご参加頂きたく、ご案内申し上げます。

２. 開催日程及び会場
（１）現地参加・資料参加
地域
アルゼンチン

ブラジル

ブラジル及びアルゼンチンにおける「Study in Japan Fair」

日程
7 月 18 日（水）

イベント名（会場）

備考

「ブエノスアイレス大学 日本留学フェア」

ブース出展

（ブエノスアイレス大学）*1

プレゼン

7 月 20 日（金）～

「サンパウロ日本祭り 日本留学フェア」

ブース出展

7 月 22 日（日）

（São Paulo Expo Exhibition &

プレゼン

(3 日間)

Convention Center）*2

日本祭り開催期間中

現地高校（または日本語教育機関等）訪問

プレゼン

を調整中です（サンパウロ市内）
*1：ブエノスアイレス大学： 1821 年創設の国立の総合大学。13 学部を有し学生数約 30 万人。QS 世界大学ランキング
75 位（国内１位、ラテンアメリカ 9 位）
。過去 14 名のアルゼンチン大統領と 5 名のノーベル賞受賞者を輩出。
*2：サンパウロ日本祭り：サンパウロ州の公式行事で世界最大規模の日本の伝統文化を紹介イベント。昨年度は 18 万人
参加。今年はブラジル日本移民 110 周年の記念式典と同時開催するため、大きな盛り上がりが予想される。

【日本留学フェアプログラム（予定）】※ブース出展のほか、全体説明会を予定


日本留学に関する概要および外国人留学生奨学金制度の説明



日本留学体験談、日本留学後の就職・進路について



各大学担当者による大学紹介（1 大学 5～10 分程度）



参加大学による個別相談および資料参加大学の資料展示・提供
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（２）資料参加

高校・大学等における各種留学フェア

地域
ブラジル

日程

イベント名（会場）

備考

「リオ・グレンデ・ド・スル日本祭り 日本

ブース説明者によ

留学フェア」（ポルト・アレグレ市内）*2

る対応*1

8 月 31 日(金)

「ETAPA 高校 留学フェア」

ブース説明者によ

～9 月 1 日（土）

（ETAPA 高校 Valinhos 校、ｻﾝﾊﾟｳﾛ校）*3

る対応

9 月 13 日(木)

「ブラジリア大学 国際フェア」

ブース説明者によ

（ブラジリア大学）*4

る対応

その他「ミニ留学フェア」

ブース説明者によ

（高校、大学、日本語教育機関、各地の日本

る対応

8 月 18 日（土）
～19 日（日）

ブラジル

ブラジル

～14 日(金）
ブラジル

月 1 回程度

祭り会場等）
*1 いずれの会場も、サンパウロオフィス現地コーディネーター八幡及び帰国留学生等が協力して説明を行う予定。
*2 ブラジル南部リオ・グレンデ・ド・スル州の公式行事で、州内最大の日本祭り。昨年度は 7 万人が参加。
*3

ETAPA 高校：富裕層の子弟が多く通うサンパウロ屈指の私立の進学校。大学進学試験のための予備教育課程も有名。

*4 ブラジリア大学：首都ブラジリアにある国立大学で QS 世界大学ランキングではブラジル国内 8 位、ラテンアメリカ
18 位のブラジルでトップクラスの総合大学。

３. 対象者
日本に興味を持っている現地高校生・大学生等とその保護者、及び大学の国際担当教職員等
【参考：昨年度の参加者数】
イベント会場

ブース来場者数

実施時期

日本留学フェア(サンパウロ(3 ケ所))

750 名

2017 年 11 月

日本留学フェア（ペルー）

550 名

2017 年 11 月

サンパウロ日本祭り

1,250 名

2017 年 7 月

ETAPA 高校

350 名

2017 年 8 月

ブラジリア大学

410 名

2017 年 8 月

４．参加費用
無料。
（但し、出張者派遣にかかる旅費及び資料の現地送付代は、各機関でご負担願います）

５. 参加申込
別紙参加調書によりメールにてご提出ください。
提出期限 ：平成 30 年 6 月 8 日（金）
アドレス ：saopaulo-office@un.tsukuba.ac.jp
メール件名：
【機関名】Study in Japan Fair 参加調書
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６．現地宿泊先
下記ホテルへの宿泊を本学にて手配します。
（参加者全員が借り上げバスで会場へ移動しますので、
指定ホテルの滞在を推奨いたします。
）宿泊先の手配の希望は参加調書にご記入ください。
なお、宿泊費は各参加機関でご負担願います。
(1)ブエノスアイレス宿泊先
Recoleta Grand Buenos Aires
住所：Av Las Heras 1745, Recoleta. Buenos Aires, Capital Federal, C1018AAB, Argentina
電話:+51-11-4129-9800
https://www.recoletagrand.com/

(2)サンパウロ宿泊先
Radisson Paulista (旧 Hotel Golden Tulip Paulista Plaza/2018 年 4 月から名称変更)
住所：Alameda Santos, 85 - Jardins, São Paulo - SP, 01419-000, Brazil
電話：+55-11-2627-1000
http://www.atlanticahotels.com.br/hotel/sao-paulo/radisson-paulista

７．資料送付
貴学パンフレット等の資料を、アルゼンチンは本学あて、ブラジルはサンパウロあてに、以下のと
おりご送付ください。いずれの国用も、貴学から 6 月 8 日（金）までに発送願います。

（１） 送付重量
重量：
①アルゼンチン「ブエノスアイレス大学日本留学フェア」
現地参加機関：20kg まで
資料参加機関：5kg まで
*送付方法の変更に伴い、重量変更いたしました。(5 月 21 日)

②ブラジル「サンパウロ日本祭りにおける日本留学フェア」
現地参加機関：制限なし
資料参加機関：30kg まで

③ ブラジル「高校・大学等における各種留学フェア」
（ETAPA 高校、ブラジリア大学他）
」
資料参加機関：制限なし（目安としては、1 イベントにつき 5～10kg 程度）

ブラジル向け②③の資料については、参加希望の複数のイベント分をまとめて発送頂けます。その
際には、開封時にどのイベント用か分かるように封入をお願いいたします。
（例：リオ・グレンデ・
ド・スル日本祭り用、ETAPA 高校用、ブラジリア大学用、その他用、と包みに明記）
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（２）送付先
①アルゼンチン「ブエノスアイレス大学日本留学フェア」
筑波大学あてにお送りください。（EMS の通関トラブルが起きやすい現地の郵便事情のため、在アル
ゼンチン日本大使館あてに本学から OCS にて一括送付します。）
【送付先】
筑波大学国際室「アルゼンチン日本留学フェア担当」
〒305-8577 茨城県つくば市天王台 1-1-1
電話 029-853-6199
【留意事項】
○本学への資料送付とともに、OCS 伝票作成に必要な以下の情報をメールでご連絡ください。
・Description of Goods （封入資料の英語名）
・部数
・1 部あたりの単価（最低 1 円以上）
○通関の都合上、資料以外のもの（ノベルティグッズ等）の封入はご遠慮ください。
○指定重量以上の資料送付を希望される場合は、貴学より直接大使館あてに OCS にて発送可能
です。詳細は本学にお問い合わせください。

■ブラジルあて（EMS で直接現地へ送付ください）
② ブラジル「サンパウロ日本祭りにおける日本留学フェア」及び
③ ブラジル「高校・大学等における各種留学生フェア（ETAPA 高校、ブラジリア大学他）
」とも
【送付先】
Mr. Akihiko Yahata
University of Tsukuba São Paulo Office
USP International Cooperation Office
c/o USP(AUCANI) Avenida Prof. Lucio Martins Rodrigues,
s/n – Travessa 4 – Bloco B – 4º andar
Cidade Universitária, São Paulo – SP, Brazil
Postal Code: 05508-020

【留意事項】
○発送後に、本学あてにメールで、発送日と追跡番号をお知らせください。
○EMS 伝票「内容品の価格」の欄に、おおよその金額を記載ください。
（たとえば、1 部 10 円として、個数：100、価格：1,000yen 等）
○EMS 伝票は「物品用」を使用してください（書類用は不可）。
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○通関の都合上、資料以外のもの（ノベルティグッズ等）の封入はご遠慮ください。

＜例＞

Printed matter

Japan

100

9

500

1,000 yen

８．資料提供（PDF 版）のお願い
現地で印刷・配布する下記（１）
（２）の原稿データの提供をお願いいたします。6 月 22 日（金）まで
にメールにてご提出ください。

（１）参加大学紹介パンフレット原稿について（全ての機関にできる限りご協力をお願いします）
フェア来場者に参加している日本の大学の紹介パンフレットを配布します。現地参加・資料参加を問
わず、全ての参加機関に原稿のご提供をできる限りお願い申し上げます。
同資料は、今後、現地で行われれる様々なイベントでも積極的に配布させて頂きます。
作成にあたり、できるだけ添付のフォーマットをご利用いただければ幸いですが、フォーマット以外
の形式で大学情報の掲載を希望の場合にはお知らせください。
【大学紹介パンフレット作成要領】
サ イ ズ：Ａ４ 2 枚（綴じ代として左右 15mm の余白を設定）、カラー原稿可
（*見開きになりますので、2 枚でお願いします。空白部分は写真などをご活用ください）
内容様式：様式あり「大学紹介パンフレット（フォーマット）
」に記入
使用言語：英語のみ
提出方法：PDF ファイル
（２）高校生向け 英語コースフローチャート（または英語プログラム紹介チラシ）について
今回の日本留学フェアに限らず、高校訪問や留学相談会を各地で実施いたします。その際に貴学の学部
レベルの留学生向けコースの選び方や PR ポイントを、高校生に直接アドバイスできる資料（コース選
択のフローチャートまたは英語コース紹介チラシなど）の提供について、できる限りご協力をお願いい
たします。参考に、本学が作成している「英語コースのフローチャート」を添付します。
【高校生向け 英語コースフローチャート（または英語プログラム紹介チラシ）作成要領】
サ イ ズ：Ａ４ 2 枚以内（綴じ代として左右 15mm の余白を設定）、カラー原稿可
（*両面印刷しますので、１種類につき 2 枚以内でお願いします）
内容様式：指定なし（英語コースフローチャート例などを参考に、自由作成）
使用言語：英語のみ
提出方法：PDF ファイル
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９．スケジュール
6 月 8 日（金）まで

各機関から参加調書提出、筑波大学にて宿泊先の手配
参加機関から現地あて資料発送（6 月下旬に資料現地到着）
EMS 追跡番号を筑波大学へ連絡

6 月 22 日（金）まで

資料提供（PDF 版）
（大学紹介パンフレット、高校生向け）提出

7 月 17 日（火）

ブエノスアイレスにて参加校事前説明会

7 月 18 日（水）

ブエノスアイレス大学日本留学フェア

7 月 19 日（木）

アルゼンチンからブラジルへ移動
夜サンパウロにて参加校事前説明会

7 月 20 日（金）～22 日（日） サンパウロ日本祭り日本留学フェア、高校訪問等

１０. お問い合わせ・連絡先
筑波大学国際室サンパウロオフィス担当 （浅水・大原）
E-mail: saopaulo-office@un.tsukuba.ac.jp
Tel: 029-853-6199・2031

添付資料
01

日本留学フェア（南米）参加調書

02

大学紹介パンフレット（フォーマット、筑波大学作成例）

03

英語コースフローチャート例（参考：筑波大学の場合）

参考：平成 29 年 11 月実施

日本留学フェアの様子

留学コーディネーター配置事業（ブラジル）FACEBOOK に掲載しています。
https://www.facebook.com/coordenador.estudosnojapao/
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