
日本留学海外拠点連携推進事業主催 日本留学フェア及び 
第 2 回日露大学協会総会（於モスクワ）の参加機関等募集について 

 
 

この度，北海道大学では，モスクワにおいて，日本留学フェア（9 月 21 日，日本

貿易振興機構（ジェトロ）モスクワ事務所と共催）及び第 2 回日露大学協会総会（9
月 23 日）を開催することとなりましたので，以下のとおりご案内申し上げます。 

 
1. 日本留学海外拠点連携推進事業主催日本留学フェア（於モスクワ， 9 月 21 日）

へのご出展 

 日本では，近年，高度外国人材の受入や協働が政府主導で進められており，留学

生の日本企業への就職支援のための様々な取組がなされております。留学生を対象

とする取り組みとしては，日本貿易振興機構（ジェトロ）の経済産業省委託「国際

化促進インターンシップ事業」，2018 年度からスタートした愛知県「留学生就職・

地域定着促進事業」や北海道における厚生労働省委託 2019 年度「外国人留学生採用

サポート事業」等などが挙げられます。 
そのような中，ロシアからの優秀な留学生の獲得は，日本企業における海外展開

や新たな視点によるイノベーションの創出など，日本企業の競争力強化に寄与する

ことが期待されます。日本へのロシア人留学生や留学希望者の中には，将来的に日

系企業への就職を希望する者も存在し，そうしたロシア人学生を対象に，日本留学

後のキャリアを考える契機とするため，また，日本や日系企業での外国人の就職事

情について紹介する機会を提供するために，本年9月21日にモスクワにて「日本留学

フェア」を，別紙１のとおり開催することになりました。  

つきましては，企業の皆様にはブース出展についてご検討いただきたく，この度

ご案内させていただきます。 
（参考：日本留学海外拠点連携推進事業（ロシア・CIS地域）プレスリリース） 

2018 年10 月，文部科学省の委託事業として，北海道大学，筑波大学，新潟大学が受託し 

開始した事業。ロシア・CIS 地域から日本への留学者数の倍増を目指し，現地での留学生リク

ルーティング活動をオールジャパン体制で推進している。 
https://www.hokudai.ac.jp/news/181022_pr2.pdf 
 

2. 第 2 回日露大学協会総会（於モスクワ， 9月 23 日）へのご出席及びご出展 

北海道大学が新潟大学と協同し，ロシアとの教育・学術交流を実施する日本の諸

大学や，官民の機関の協力を仰いで文部科学省の委託事業として実施している「日

露経済協力・人的交流に資する人材育成プラットフォーム（HaRP）事業」では，日

露の大学間交流の情報や経験（グッド・プラクティス）を集約し，活用するための

プラットフォームを構築する他，両国の企業や地方公共団体との連携により，8 項目

の日露経済協力プランに寄与する人材育成を支援しております。 
（参考：HaRP 事業ウェブサイト https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/） 
その活動の一環として，別紙2のとおり，本年9月23日に日露間の国際学術交流を

通した人材育成を実施している大学計約50機関の学長及び副学長が一堂に会する会

議，第2回日露大学協会総会を開催いたします。また，この日露大学協会総会には

2018年に設立された日露学生連盟の学生も出席いたします。 
つきましては，企業の皆さまには本総会へのご出席及びブースのご出展について

ご検討いただきたく，この度ご案内させていただきます。 
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※ご参考：北海道大学モスクワオフィスの開設 

なお，北海道大学は、本年５月末に，モスクワ国立大学内に，ロシアモスクワオフ

ィスを開設し，上記１のようなロシアから日本への優秀な留学生の獲得にオールジ

ャパンでの取り組みを強化したほか，上記２のとおり日露大学協会の活動を推進し

ております。 
（参考：北海道大学モスクワオフィス開設プレスリリース  

https://www.hokudai.ac.jp/news/190603_pr.pdf） 
 
別紙 1 日本留学海外拠点連携推進事業主催 日本留学フェア（於モスクワ）について 
別紙 2  第 2 回 日露大学協会総会（於モスクワ）について 
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別紙 1 
日本留学海外拠点連携推進事業主催 日本留学フェア 

（於モスクワ）について 
 
開催地 日程 イベント名（会場） 

モスクワ 
 

9 月 21 日（土） 
10:00∼14:00 

日本留学フェア【Study in Japan Fair】 
会場：Metropol Hotel Moscow 

Hall “Chatsky” 
住所：Moscow, Teatralny proezd, 2 
https://metropol-moscow.ru/en/ 

対象者：現地高校生，学部生，大学院生等とその保護者，及び大学の国際担当教職員等 
(参考)過去のモスクワでの同様のフェアへの来場者数：計 350 名(3 日間合計，2018 年 10 月) 
 
主催:  日本留学海外拠点連携推進事業(ロシア・CIS 拠点)【北海道大学，筑波大学】 
共催: 日本貿易振興機構（ジェトロ）モスクワ事務所 
協力: 在ロシア日本国大使館 

モスクワ日本センター 
 
【プログラム（予定）】※ブース出展のほか，以下を内容とする全体説明会を予定 
 日本側主催者挨拶 
 日本留学に関する概要および一般的な紹介（留学方法，奨学金情報，生活情報等）国

費留学についての紹介（日本国大使館） 
 留学後のキャリアパス・外国人採用事例の説明（日本貿易振興機構（ジェトロ）モス

クワ事務所） 
 各参加大学等担当者による紹介プレゼンテーション（5 分程度／機関）（ロシア語，

または英語） 
 日本留学体験談（帰国留学生） 
 参加大学等による個別相談 

参加大学等･･･北海道大学，金沢大学，早稲田大学，東海大学，東京外国語大学，京

都外国語大学，京都先端科学大学，信州大学，新潟大学，筑波大学，学校法人大原学

園大原日本語学院 
 
【募集】企業等のブース出展について 
 企業等の皆様には，出展を募集いたします。 
 ご出展いただける場合は，8 月 30 日（金）までに下記申込み先宛に e-mail でお知らせい

ただきたく，よろしくお願いいたします。 
 
出展時提供物 
 机・椅子（写真のようなイメージです(参考：2019 年サハリン国立大学で開催時のも

の)。印刷物やバナーなどを各機関より持ち込んでいただき，展示いただきます。出展

料はいただきません。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



会場の様子（参考：サハリンでの様子） 

 
 
アクセス 

 
地下鉄１号線（赤色線）Лубянка（ルビャンカ駅）９・１０番出口（徒歩約３分） 

地下鉄１号線（赤色線）Охотный ряд（アホートヌィ・リャト駅）８番出口（徒歩約６分） 

地下鉄２号線（緑色線）Театральная（テアトラリナヤ駅）９番出口（徒歩約３分） 

地下鉄３号線（青色線）Площадь революции（革命広場駅）１０番出口（徒歩約５分） 
 
● 申込み・問い合わせ先：北海道大学ロシアモスクワオフィス 西山，濱川，岡部 
Email: moscow_office@oia.hokudai.ac.jp 
https://www.hokudai.ac.jp/international3/internationalization/overseaoffices/moscow/ 
（電話番号は開設し次第，モスクワオフィスのウェブサイトに掲載します） 
 
● 北海道大学本部問い合わせ先： 
国際部国際連携課海外オフィス・国際協力担当 稲垣，岩崎，ハタエワ 
Email: collabo@oia.hokudai.ac.jp    TEL 011-706-4411 
お問い合わせの際は，モスクワオフィス及び北海道大学本部の担当までご連絡願います。 

mailto:moscow_office@oia.hokudai.ac.jp
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別紙 2 
第２回日露大学協会総会（於モスクワ）について 

 

１．実施概要 

(1)日  程：2019年 9月 23日（月・祝） 

(2)場  所：モスクワ国立大学（ロシア連邦モスクワ市）Fundamental Library 7 階 

(3)使用言語：日本語およびロシア語（同時通訳） 

(4)主  催：〈ロシア側〉ロシア学長連盟，〈日本側〉日露大学協会日本側運営委員会 

(5)出 席 者： 

①来賓：文部科学省，在ロシア日本国大使館，ロシア高等教育科学省，ロシア外務省 

②日本側出席大学：北海道大学，東北大学，筑波大学，千葉大学，東京外国語大学，東京工業大学，

新潟大学，信州大学，金沢大学，長崎大学，神戸市外国語大学，東海大学，上智大学，創価大学，

京都外国語大学，近畿大学，神戸学院大学，福島県立医科大学，東京農業大学，長岡技術科学大学 

③ロシア側参加大学（予定・調整中）：モスクワ国立大学，アルタイ国立大学，ベルゴロド国立工科

大学，ヴォロネジ国立大学，極東連邦大学，ロシア外務省外交アカデミー，カラシニコフ名称イ

ジェフスク国立工科大学，イルクーツク国立大学，カバルダ・バルカル国立大学，カザン連邦大

学，クバン国立工科大学，モスクワ国立国際関係大学，ロバチェフスキー名称ニジニ・ノヴゴロ

ド国立大学，ノボシビルスク国立大学，I.M.セチェノフ名称モスクワ国立第一医科大学，ガブキ

ン名称ロシア国立石油・ガス大学，ロシア新大学，リャザン国立大学，チェルヌイシェフスキー

名称サラトフ国立大学，サハリン国立大学，北部（北極圏）連邦大学，太平洋国立医科大学，太

平洋国立大学，南ウラル大学，南部連邦大学 

④出席学生（予定）：日露学生連盟に参画する日露の学生約６０～７０名 

 (6)参加企業による展示：日露の企業・団体による機関紹介等の展示を受け付けいたします。 

  ※ロシア側参加企業はモスクワ国立大学が募集等いたします。 

 

２．当日の主なプログラム 

時間 討議内容(メイン会議室) 展示エリア 

10:00-11:00 開会挨拶，日露両議長によるプレゼンテーション  

 

日露の企業

による展示 

 

11:00-12:00 日露の大学による①人材交流，②医療・健康，③地域開発に係

る活動状況報告 

12:00-13:30 昼食，企業の展示見学 

13:30-14:50 ―日露学生連盟代表の学生による活動紹介 

―日露の企業代表による講演（大学における産学連携や人材育

成への期待等）（予定） 

―協定締結式 

 モスクワ国立大学と東京工業大学，長岡技術科学大学，千葉

大学による３件協定を締結及び更新 

―ディスカッション・コミュニケ採択 

14:50-15:00 閉会挨拶  



３．【募集】企業等の総会出席・出展について 

 企業の皆様には，総会への出席及びブース出展を募集いたします。どちらかのみのご応募も可能です。 

(1) 出展場所：参加企業の皆様にブース出展いただく場所は，モスクワ国立大学 Fundamental Library 7
階メイン会議室隣接エリアです。（なお，出展場所は，出展企業数により，同建物内の別の階〔ラン

チ・レセプション会場に隣接した場所〕となる可能性がございますので，予めご了承下さい。） 

(2) 出展時のモスクワ国立大学からの提供物：机・椅子（写真のようなイメージです。印刷物やバナー

などを各機関よりお持ち込み・展示いただきます。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 展示の見学時間：上記プログラムの 12:00-13:30 の昼食休憩時間帯の他，開会前・閉会挨拶後も，
見学時間を設定する予定です。 

(4) 出展料：出展料はいただきません。 

(5) 申込み方法：総会への出席又は出展のいずれの場合も 8月 30日（金）までに下記申込み先に， 

「総会への出席，ブース出展または両方」を明記の上，Eメールにてお知らせ下さい。なお，総会 

ご出席の際は，併せて，氏名，所属及び職名を和英でお知らせ下さいますようお願いいたします。 

 

○ 申込み・問い合わせ先：北海道大学ロシアモスクワオフィス 西山，濱川，岡部 

Email: moscow_office@oia.hokudai.ac.jp 
https://www.hokudai.ac.jp/international3/internationalization/overseaoffices/moscow/ 
（電話番号は開設し次第，モスクワオフィスのウェブサイトに掲載します） 

 
○ 北海道大学本部問い合わせ先：国際部国際連携課国際戦略担当 ロマーエヴァ，小俣 

電話+81-11-706-4413  Email: pfrussia@oia.hokudai.ac.jp 
お問い合わせの際は，モスクワオフィス及び北海道大学本部の担当までご連絡願います。 
 

４．参考：日露大学協会について 

日露大学協会は，日露両国の大学間交流の推進を目的として 2009 年より開始された日露学長会議を

基にした常設機関で，2016年 12月の日露首脳会談の際に，両国の高等教育機関の代表の署名により，

大学間交流強化のための「日露大学協会」設立についての了解覚書が締結され，2018 年 5月には第 1

回総会が札幌で開催されました。本総会は，日露の大学が共通して直面する課題やその解決策につい

て，両国大学が有する知識・経験等に基づき意見交換等し，もって，日露大学間の教育・研究交流の

更なる推進，パートナーシップ強化等を目指して開催するものです。 
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