
 

 

 

 

主催：モンゴル・日本人材開発センター 備考： 

 参加申込期限は 2022 年 7 月 31 日（水）となります。 

 留学フェアにご参加いただく大学関係者の方につきましては、情報共有の円滑化

のため「日本語またはモンゴル語ができる方」とさせていただきます。 

 留学フェアの参加大学につきましては、開催後 1 年間、モンゴル・日本センター

で定期開催している日本留学相談窓口において参加大学の情報を優先的に提供

し、希望者があった場合に大学ご担当者にお繋ぎいたします。詳細は「2022 年度

モンゴル・日本センター留学フェア参加大学へのフォロー＆サポートサービス」

をご参照下さい。 

 参加大学の情報（大学の基本情報と広報動画）をモンゴル・日本センターの「留学

フェア特設サイト（http://edujapan.mn/）」上に掲載いたします。広報動画の現地語

への翻訳希望がございましたら、別途料金にて承りますのでご相談ください。 

 資料参加の場合は 500 USD となります。（資料参加の場合、大学の基本情報と広

報動画がモンゴル・日本センターのフェイスブックページと「留学フェア特設サ

イト」上に掲載されます。また、大学案内資料を当センターのロビーや図書室の留

学情報コーナーで配布いたします。） 

 

<その他> 

 新型コロナウイルス感染拡大により対面で実施できない場合、完全オンラインに

変更し、参加大学の個別講演と質疑を zoom で実施いたします。オンラインでの

実施となった場合には、参加費を 1,200 USD といたします。 

 

開催日：2022 年 10 月 7 日（金）～10 月 9 日

（日） 

参加費：2,000 USD 

上限参加数：16 校 

プログラム（予定）： 

10 月 7 日（金）：現地教育機関・関係機関等の 

        視察訪問、各参加機関にて現地 

        機関に個別面談等 

10 月 8 日（土）：留学フェア 

10 月 9 日（日）：留学フェア 

 

★2019 年の現地機関訪問例：  

新モンゴル学校、新モンゴル高専 

新モンゴル日馬富士 

モンゴル国立大学 

モンゴル財務経済大学 

モンゴル科学技術大学 

NOMT NARAN SCHOOL 

HOBBY SCHOOL 

ORCHLON INTERNATIONAL SCHOOL 

ENGLISH SCHOOL OF MONGOLIA 

THE BRITISH SCHOOL OF ULAANBAATAR 

モンゴル（ウランバートル） 

http://edujapan.mn/


 

 

主催：ラオス日本人材開発センター（LJI） 
備考： 

 参加費には 2つのオプションがあります。どちらかをお選びください。 

① 600米ドル：オンライン留学フェアへご参加頂けます。 

さらに、新サービスとして、留学フェアから 1年間 

・大学案内をラオス日本センターのロビーで展示・配布いたします（余部がある場合）。 

・大学の紹介ビデオと留学フェアで行っていただいた大学のプレゼンテーションを YouTube

に掲載し、随時、ラオス人学生に広報します。 

② 1,000米ドル：上記に加え、留学フェア開催日から 1年間、LJIが、参加大学の日本留学窓口

となるサービスを提供します。 

 申し込みと参加費の支払い期限：参加申し込み期限は 9月 30日（金）、参加費の支払い期限は

10月 7日（金）となります。 

 留学フェア当日に配布されたい大学案内資料等は、各大学から事前に LJI に送付頂くことに

なります。 

 オンライン環境不具合への対応 

当日スムーズな進行を目指して参りますが、仮にラオスの国自体のインターネットに障害が

発生した場合には、前もって LJI へ送付頂いた「大学紹介ビデオ」を流します。また、質疑

応答については、LJI職員が纏めて、別途大学にメールやオンラインで確認して、参加者へ回

答いたします。 

 10 月 10 日（月）までに大学案内資料および大学紹介ビデオを LJI までに送付ください。仮

に、コロナの影響で郵送システムが停止した場合は、電子データで送付いただき、LJIが印刷

いたします。その場合には、別途追加料金を請求させて頂きます。 

資料送付先：Ms. Keolakhone CHANTAYTHIP (chantaythip@yahoo.co.jp) 

郵便の場合：Laos Japan Human Resource Development Institute 

C/O National University of Laos, Dong Dok Campus, P.O.Box7322, Vientiane, Lao P.D.R. 

 

 

開催日：2022年 10月 26日（水） 

時間：10:30～14:00 15:30～18:30（日本時間） 

・オンラインで実施 

・参加大学数によっては全てのプログラムが前半

に終了の可能性有 

参加費：600米ドル 

（詳細は備考参照） 

上限参加数：上限参加数： 8 校 

当日の主なプログラム（予定） 

※午前・午後共に、LJIスタッフの通訳付き 

（午前） 

１．オープニング（NUOL学長） 

２．日本国大使館（文科省奨学金制度の紹介） 

３．各大学によるプレゼンテーション、質疑応答 

一つの大学の持ち時間 20分。 

・大学のプレゼンテーション（15分） 

・質疑応答（5分） 

（午後） 

４．各参加大学とラオス人学生の少人数面談：3

時間。  

・少人数面談は、参加する大学がホストする Zoom

で実施する予定。 

ラオス（ビエンチャン）

ン） 

 

mailto:chantaythip@yahoo.co.jp


 Zoom リンクについて：各大学によるプレゼンテーションセッションに関しては、LJI が Zoom

リンクをご用意いたします。少人数面談については、各大学に Zoomリンクをご用意いただき、

そのリンクを活用して行います。詳細はご相談させていただきます。 

 テストコネクション：10月 24 日に Zoom テストコネクションを実施させて頂きます。こちら

も詳細は別途ご相談させて頂きます。 

 

現地担当者：Ms. Keolakhone CHANTAYTHIP (chantaythip@yahoo.co.jp) 

 

mailto:chantaythip@yahoo.co.jp


 

 
 

 
 

主催：カンボジア日本人材開発センター（CJCC） 備考 ： 

■ 参加申込期限は、2022年 8月 31日（水）です。 

■ 今年の留学フェアへの参加方法は以下の3種類をご用意しておりますので、

いずれかを選択ください。 
 

オプション 1：1,600 USD 

対面、オンライン両方での参加、PR資料掲示サービス付き 

❖ CJCC の会場での対面実施と、オンラインでの実施の両方にご参

加いただけます。 

❖ 各大学の PR 資料を「Study in Japan for Cambodia」の Web サイ

トや CJCC の SNS を通じて配信、また、CJCC 施設内にそれら

資料を設置させていただきます。（〜10 カ月間） 

❖ 留学フェア前日にウェルカムディナーのご招待があります。 

オプション 2：1,300 USD  

オンラインでの参加のみ、PR資料掲示サービス付き 

❖ オンラインでの実施にご参加いただけます。 

❖ 各大学の PR 資料を「Study in Japan for Cambodia」の Web サイ

トや CJCC の SNS を通じて配信、また、CJCC 施設内にそれら

資料を設置させていただきます。（〜10 カ月間） 

オプション 3：500 USD 

PR資料の掲示のみ 

❖ 各大学の PR 資料を「Study in Japan for Cambodia」の Web サイ

トや CJCC の SNS を通じて配信、また、CJCC 施設内にそれら

資料を設置させていただきます。（〜10 カ月間） 

 

■ その他 

❖ 状況に応じて、内容の一部を変更する場合があります。あらかじめ

ご了承ください。 

❖ さらに詳細な情報が必要な場合や、追加のサービスを希望される

場合はご連絡下さい。個別にご相談させていただきます。 

❖ 留学フェア実施にあたり、オンラインで事前説明会を開催いたしま

す。 

【対面実施】開 催 日 時 ： 

2022年 10月 14日（金） 9:00～16:30 

【オンライン実施】開催日時： 

2022年 10月 15日（土）・ 16日（日）10:00～16:30 

参加費： 

- オプション 1（対面＆オンライン）: 1,600 USD 

- オプション 2（オンライン） : 1,300 USD 

- オプション 3（PR 資料の掲示のみ）: 500 USD 

※各オプション詳細は右記の備考をご参照ください。 

上限参加数： 15校  

プログラム（予定）： 

全てのプログラムは英語で実施予定です。大学によるプレゼンテーション、質疑

応答等も英語での実施をお願いしています。 

 

【対面実施】 

⮚ 各大学によるプレゼンテーション 

※各大学の配分：10 分/校 

⮚ 大学紹介ブース 

※それぞれの大学ブースに英語からクメール語への翻訳を担当するボランテ

ィアを配置します 

 

【オンライン実施】 

⮚ 各大学によるプレゼンテーション 

※各大学の配分：40〜45 分/校（プレゼンテーションと質疑応答を含む） 

※各セッションの間に 5 分の準備時間あり 

※プログラム詳細、発表順は、9 月頃に参加大学が確定してからお知らせいたしま

す 

※オンラインでの司会進行は CJCC スタッフが担当します。 

 
 
 

カンボジア（プノンペン） 

about:blank
about:blank
about:blank


 

 
 

❖ オンラインでの実施に必要な Webinar 等のバーチャルイベントプ

ラットフォームは、CJCC でご用意いたします。 

❖ 大学パンフレットや紹介ビデオ等の必要な資料等の提出スケジュ

ールは 9 月中にマニュアルを配布いたしますのでご確認ください。 

❖ プログラムアジェンダは、9 月末までに各大学にご案内いたしま

す。 

❖ 留学フェア実施報告書は、開催から 2 週間後を目処に送付いたし

ます。 

❖ 「PR 資料掲示サービス」の詳細は、以下をご確認ください。 
 

・「Study in Japan for Cambodia」のメンバーとして、web 上で 

各大学の PR を行うことができます。 

・CJCC の SNS（Facebook や Telegram チャンネル）を通して、 

各大学の紹介資料を配信します。 

・CJCC の大学 PR コーナーと図書館に各大学の紹介資料を設置 

いたします。 

・これらは 2022 年 10 月から 10 ヶ月間のサービスです。 

URL: Study in Japan for Cambodia 
https://www.studyinjapan-cambodia.com/ 

 

 

about:blank
https://www.studyinjapan-cambodia.com/


 
 

 主催：キルギス日本人材開発センター （KRJC） 
共催：筑波大学、北海道大学、新潟大学（文部科学省
「日本留学海外拠点連携推進事業」拠点校」）及びカ
ザフスタン日本人材開発センター（KJC） 

＜留学フェア特徴＞ 
 参加申込期限は 2022 年 9 月 22 日（木）となります。但し、資料参加のみの場合は 2022 年 9 月 30

日（金）とします。 
 本年度のキルギス留学フェアは、「カザフスタン・キルギス共和国合同オンライン日本留学フェア」と

して、筑波大学、北海道大学、新潟大学（文部科学省「日本留学海外拠点連携推進事業」拠点校）
及びカザフスタン日本人材開発センター（KJC）との共催事業として、オンラインで開催します。 

 フェアイベントプログラムは「A．共通セッション」、「B．個別セッション」、「C.留学後の日本での就職
セミナー」の 3 部から構成されます。今年は C.を新たに導入することにより、フェアを留学から日本
での就職までをカバーする方向としています。参加校は、Ｂの個別セッションを通じて、中央アジア
2 ヵ国の学生等に同時に情報発信・やりとりをいただくことが可能となります。 

 過去 2 年間の本フェアでは、日本から累計 41 校、両国（及び近隣国）からは約 4400 名の学生が参
加しました。 
 

＜参加費、付帯サービス等について＞ 
 参加費（1000 米ドル）には、キルギス及びカザフスタンの 2 国参加分が含まれます。 
 参加校には、個別セッションに加え、以下のサービスを提供いたします。 

1． KRJC の SNS（Facebook、Instagram、Twitter、HP、累計月約 50 万のアクセス）を通じた参加大
学・学校の情報発信、フェア参加者の募集、およびご要望に応じ、フェア終了後のキルギス及び
カザフスタンの大学とのオンライン面談の設定（過去 2 年間で、キルギスでは 9 校が本サービス
をご利用いただき、また 4 校がキルギスの大学と学術連携協定締結に至りました）。 

2． ご要望に応じ、KRJC の日本留学コーナー及び SNS を通じた参加校の留学に関するアドホック
な情報発信や、キルギス、カザフスタンの大学との情報交換、協力関係構築等をサポートするた
めの 1 年間のフォローアップ。 

 なお、300 米ドルによる資料参加のみも受け付けます。この場合、①いただいた資料（PDF 形式 
合計サイズ 10MB 以下）を、KRJC、KJC 双方の HP にて 1 年間の閲覧・ダウンロードを可能としま
す（10MB を超える動画資料については、YouTube にアップロードしリンクを張る形式とします）。ま
た、②フェア共通セッション資料に参加校名をリスト掲載し、③フェア期間中 SNS を通じた PR を行
うとともに、④ご要望に応じフェア終了後 1 年間の間に 2 回を限度とし、KRJC・KJC の SNS を通じ
たアドホックな大学情報の PR を行います（注：フェアへの参加、ご発表の機会、および左記以外の
KRJC、KJC によるサービス、フォローアップはありません。） 

 また、フル参加、資料参加いずれの場合も、参加校のパンフレット等を送付いただければ、KRJC、
KJC 施設内の日本留学コーナーに 1 年間配置します。 

*1：参加対象学校について 
日本語学校も参加者として募集します。この場合、対象学校は「文部科学省が認定する準備教育課程
校、入国管理局が認定する「適正校」、一般財団法人日本語教育振興会による「教育活動評価」「第三
者評価」の認証を受けている学校」に限定させていただきます。 
 
*2：キャンセルポリシー 
キルギス及びカザフスタン側の通信状況に起因する接続障害によりイベントに問題が発生した場合、払
い戻しを行わず、当該セッションを再度開催することとします。 

開催日： 共通セッション 10 月 22 日（土） 
各参加校個別セッション 10 月 24 日（月）～10 月 28 日
（金） 
留学後の日本での就職セミナー 11 月 4 日（金） 

参加費：1000 米ドル 
（カザフスタン及びキルギスの 2 か国参加分） 
 ＊300 米ドルの資料参加のみの枠もあり 

上限参加数：20（大学／学校、資料参加除く上限）*1
参照 

フェアイベントプログラム（予定）： 
本年度は「A：共通セッション」、「B：参加校毎の個別セ
ッション」、「C:留学後の日本での就職セミナー」の 3
部構成。 
＜フェアイベント＞ 
A：共通セッション 約 2 時間 
開会の挨拶 
JASSO プレゼンテーション 
日本国大使館からのプレゼンテーション帰国留学

生の発表 
Q&A 

B：個別セッション（大学、学校ごとに１時間） 
各大学・学校によるプレゼンテーション 
各大学・学校による個別相談会 
（学生が関心のあるすべての参加校のセッションに

参加可能となるよう時間帯を配慮） 
C:日本留学後の日本での就職セミナー 
 日本国内自治体関連団体等が実施する域内留学生

向け就職支援活動の紹介 等  
Q＆A 
 

※日本の参加校（大学/日本語学校）には、上記「B：
個別セッション」にご参加いただきます。各校 1 時間
で、10 月 24 日～28 日の間で、ご都合の良い時間帯
を選んでいただきます。 
 

キルギス（カザフスタンと合同開催） 



 

 

 主催：カザフスタン日本人材開発センター（KJC） 
共催：筑波大学、北海道大学、新潟大学（文部科学省
「日本留学海外拠点連携推進事業」拠点校」）及びキ
ルギス日本人材開発センター （KRJC） 

＜留学フェア特徴＞ 
 参加申込期限は 2022年 9月 22日（木）となります。但し、資料参加のみの場合は 2022年 9月 30

日（金）とします。 
 本年度のカザフスタン留学フェアは、「カザフスタン・キルギス共和国合同オンライン日本留学フェ

ア」として、筑波大学、北海道大学、新潟大学（文部科学省「日本留学海外拠点連携推進事業」拠
点校）及びキルギス日本人材開発センター（KJC）との共催事業として、オンラインで開催します。 

 フェアイベントプログラムは「A．共通セッション」、「B．個別セッション」、「C.留学後の日本での就職
セミナー」の 3 部から構成されます。今年は C.を新たに導入することにより、フェアを留学から日本
での就職までをカバーする方向としています。Ｂの個別セッションを通じて、中央アジア 2 ヵ国の学
生等に同時に情報発信・やりとりをいただくことが可能となります。 

 過去 2年間の本フェアでは、日本から累計 41校、両国（及び近隣国）からは約 4400名の学生が参
加しました。 
 

＜参加費、付帯サービス等について＞ 
 参加費（1000米ドル）には、キルギス及びカザフスタンの 2国参加分が含まれます。 
 参加校には、個別セッションに加え、以下のサービスを提供いたします。 

1． KJCの SNS（Facebook、Instagram、VK、HP）を通じた参加大学・学校の情報発信、フェア参加者
の募集、およびご要望に応じ、フェア終了後のカザフスタン及びキルギスの大学とのオンライン
面談の設定（過去 2年間で、カザフスタンでは 7校が本サービスをご利用いただき、また 2校カ
ザフスタンの大学と学術連携協定締結中）。 

2． ご要望に応じ、KJCの日本留学コーナー及び SNSを通じた参加校の留学に関するアドホックな
情報発信や、キルギス、カザフスタンの大学との情報交換、協力関係構築等をサポートするため
の 1年間のフォローアップ。 

 なお、300米ドルによる資料参加のみも受け付けます。この場合、①いただいた資料（PDF形式 
合計サイズ 10MB以下）を、KRJC、KJC双方の HPにて 1年間の閲覧・ダウンロードを可能としま
す（10MBを超える映像資料については、YouTubeにアップロードしリンクを張る形式とします）。ま
た、②フェア共通セッション資料に参加校名をリスト掲載し、③フェア期間中 SNSを通じた PRを行
うとともに、④ご要望に応じフェア終了後 1年間の間に 2回を限度とし、KRJC・KJCの SNSを通じ
たアドホックな大学情報の PRを行います（注：フェアへの参加、ご発表の機会、および左記以外の
KRJC、KJCによるサービス、フォローアップはありません。） 

 また、フル参加、資料参加いずれの場合も、参加校のパンフレット等を送付いただければ、KRJC、
KJC施設内の日本留学コーナーに 1年間配置します。 
 

*1：参加対象学校について 
日本語教育学校も参加者として募集します。この場合、対象学校は「文部科学省が認定する準備教育
課程校、入国管理局が認定する「適正校」、一般財団法人日本語教育振興会による「教育活動評価」
「第三者評価」の認証を受けている学校」に限定させていただきます。 
*2：キャンセルポリシー 
カザフスタン及びキルギス側の通信状況に起因する接続障害によりイベントに問題が発生した場合、払
い戻しを行わず、当該セッションを再度開催することとします。 

開催日： 共通セッション 10月 22日（土） 
各参加校個別セッション 10月 24日（月）～10月 28日
（金） 
留学後の日本での就職セミナー 11月 4日（金） 

参加費：1000米ドル 
（カザフスタン及びキルギスの 2か国参加分） 
 ＊300米ドルの資料参加のみの枠もあり 

上限参加数：20（大学／学校、資料参加除く上限）*1
参照 

フェアイベントプログラム（予定）： 
本年度は「A：共通セッション」、「B：参加校毎の個別セ
ッション」、「C:留学後の日本での就職セミナー」の 3
部構成。 
＜フェアイベント＞ 
A：共通セッション 約 2時間 
開会の挨拶 
JASSOプレゼンテーション 
日本国大使館からのプレゼンテーション帰国留学

生の発表 
Q&A 

B：個別セッション（大学、学校ごとに１時間） 
各大学・学校によるプレゼンテーション 
各大学・学校による個別相談会 
（学生が関心のあるすべての参加校のセッションに

参加可能となるよう時間帯を配慮） 
C:日本留学後の日本での就職セミナー 
 日本国内自治体関連団体等が実施する域内留学生
向け就職支援活動の紹介 等  

Q＆A 
 

※日本の参加校（大学/日本語学校）には、上記「B：
個別セッション」にご参加いただきます。各校 1時間
で、10月 24日～28日の間で、ご都合の良い時間帯
を選んでいただきます。 
 

カザフスタン（キルギスと合同開催） 


