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報道関係各位 株式会社留学ジャーナル 

＜イベント・セミナー情報のご案内＞ 
 
世界11カ国88校※の現地スタッフが来日、留学を基礎から学ぶセミナーや無料相談なども充実 

「ワールド留学フェア Spring 2017」全国 5 会場で開催 
 

東 京  5月14日（日）11:00～17:30 ／ 大 阪  5月21日（日）11:00～17:00 
名古屋  5月13日（土）11:00～17:00 ／ 広 島  5月18日（木）14:00～19:00 
福 岡  5月20日（土）12:00～17:00 

 
雑誌「留学ジャーナル」の発行元であり、日本最大級の留学エージェントでもある株式会社留学ジャ

ーナル（本社：東京都新宿区信濃町34 JR信濃町ビル 代表取締役社長：安藝 清）は、東京、大阪、名古
屋、広島、福岡の全国5会場にて「ワールド留学フェア Spring 2017」を開催します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

昨春、全4会場（東京・大阪・名古屋・福岡）で2,500名を超える方々にご来場いただいた「ワールド
留学フェア」は、毎年春と秋に開催する留学のビッグイベントです。 

今回の留学フェアでは、人気の留学先であるカナダ・アメリカ・オーストラリアをはじめとした世界
11カ国88校の語学学校や専門学校、大学がブース出展し、現地スタッフと直接話ができるほか、留学の
知識がなくても基礎から詳しく学べるセミナーが充実しており、1日で留学の全体像をつかめます。また、
経験豊富な留学カウンセラーに個別で無料相談もできます。そのため、昨年の留学フェア来場者の満足
度は97％と、大変ご好評をいただいています。 

今年は留学の基礎を学べるセミナーのほかに、世界のトップアスリートを輩出するアメリカ・IMGア
カデミーのスタッフがスポーツを通した留学スタイルについて説明する「IMGアカデミーによるスポー
ツ留学セミナー」（東京・大阪・広島・福岡会場）や小・中・高校生向けに夏休み留学や高校留学につ
いて説明するセミナーなど、目的や年齢に合わせたセミナーも多数開催予定です。 

学生から社会人まで、留学に漠然と興味がある方や留学を予定している方、すでに準備段階の方など、
どなたでも参加可能です。 
＊参加費は無料です。 

＊セミナーへの参加希望者は事前に電話、または弊社WEBサイトからのご予約が必要です。当日は参加者限定の特典も用

意しています。  

※3 月 1 日現在 東京会場の場合 

昨年、東京でのセミナー会場の様子 来日した学校スタッフと直接交流（東京会場） 



 

 

 

＜参考情報＞ 
◆開催概要 
【名称】ワールド留学フェア Spring 2017 
【主催】留学ジャーナル【協賛】英会話イーオン 
【後援】オーストラリア大使館 商務部／スペイン大使館経済商務部 
【賛同】アメリカ大使館商務部／カナダ大使館広報部／ブリティッシュ・カウンシル 教育推進・連携部

／ニュージーランド大使館 エデュケーション・ニュージーランド／マルタ観光局 

【日時／会場】 
①東 京： 2017 年 5 月 14 日（日）11:00～17:30（セミナーは 10：30～） 
      「ベルサール新宿グランド」 
      新宿区西新宿 8 丁目 17-3（東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」1 番出口より徒歩 3 分） 

②大 阪： 2017 年 5 月 21 日（日）11:00～17:00 
      「梅田センタービル B1F クリスタルホール」 
      大阪市北区中崎西 2 丁目 4 番 12 号（阪急電車「梅田駅」茶屋町口より徒歩約 5 分） 

③名古屋： 2017 年 5 月 13 日（土）11:00～17:00（セミナーは 10：00～） 
      「名古屋国際センタービル隣 別棟ホール」 
      愛知県名古屋市中村区那古野 1 丁目 47-1（地下鉄桜通線「国際センター駅」駅上） 

④広 島： 2017 年 5 月 18 日（木）14:00～19:00（セミナーは 13：00～） 
      「TKP ガーデンシティ PREMIUM 広島駅前 3F」 
      広島県広島市南区大須賀町 13-9 ベルヴュオフィス広島（JR「広島駅」より徒歩 2 分） 

⑤福 岡： 2017 年 5 月 20 日（土）12:00～17:00（セミナーは 11：00～)  
      「エルガーラホール 7F 中ホール」 
      福岡市中央区天神 1-4-2 エルガーラホール 7F 中ホール（地下鉄「天神駅」より徒歩 5 分） 
 
【一般参加者のお問い合わせ、ご予約】 
フリーコール（携帯からも受付可）：0120‐890‐987 
WEB サイト： http://www.ryugaku.co.jp/spot/worldfair/  
 
【ブース内容と時間】＜すべて無料・入退場自由＞ ※予約不要 

ブース（個別留学相談・学校ブースなど） 東京 大阪 名古屋 広島 福岡 

プロの留学カウンセラーが、留学についての
質問にお答えします。学校ブースでは、学校
スタッフから直接話を聞くことができます。 
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【セミナー内容と時間】＜すべて無料・ セミナーへの参加は事前にご予約が必要です。＞ 

セミナー内容 東京 大阪 名古屋 広島 福岡 

ゼロからわかる！留学基礎セミナー 10:30~11:20 11:00~11:50 10:00~10:50 
12:00~12:50 

13:00~13:50 
17:00~17:50 11:00~11:50 

夏休み留学 A t o Z セミナー 11:50~12:30 12:20~13:00 11:00~11:40 
13:00~13:40 ----- ----- 

大学・大学院留学セミナー 15:10~15:30 14:20~14:40 15:30~15:50 15:30~15:50 ----- 

ワーキングホリデーセミナー 15:45~16:05 14:50~15:10 11:20~11:40 15:00~15:20 15:30~15:50 

就職力をあげる留学の心得セミナー 16:15~16:50 16:10~16:50 12:00~12:40 ----- ----- 

プロが教える！英語力アップの勉強法 ----- 13:30~14:10 ----- 16:00~16:40 12:00~12:40 

大学生のための長期留学セミナー ----- ----- 12:50~13:30 ----- ----- 

※東京会場では、法人様向けに「グローバル人材育成のための海外研修プログラムの作り方」を実施します。 
［学校法人向け 13：00～13：30］ 

 

http://www.ryugaku.co.jp/spot/worldfair/


 

 

 

■小・中・高校生のための留学セミナー 
【小・中・高校生のための夏休み留学説明会】 
東京会場 14:20～15:00 大阪会場 12:10～12:50 名古屋会場 15:00～15:40 
 
【小・中・高校生のための海外大学進学説明会】 
東京会場 10:45～11:30 福岡会場 14:30～15:10 
 
【高校留学説明会】 
東京会場 12:00～12:45 大阪会場 11:15～12:00 名古屋会場 14:00～14:40 
 
■世界のトップアスリートを輩出する IMG アカデミーのすべてを知る 
【IMG アカデミーによるスポーツ留学セミナー】 
東京会場 13:35～14:05 大阪会場 15:20～16:00 
広島会場 14:00～14:40 福岡会場 13:00～13:40 
講 師：IMG アカデミー職員 
内 容：世界のトップアスリートを目指し、学び、トレーニングをする教育機関として有名な IMG アカ

デミー。IMG のスタッフが直接スポーツを通した留学スタイルについて詳しく説明します。 
 
■将来国際機関で働く仕組みがわかる 
【国連などで働くには？】 
東京会場 15:50～16:25 
講 師：外務省職員 
内 容：留学後、世界で活躍する人材として国連などの国際機関で働いてみたい方向けに、国際機関で

働くための就職の仕組みについてご説明します。 
 
 
株式会社留学ジャーナルについて： 
株式会社留学ジャーナルは 46 年にわたる信頼と実績を誇る留学総合コンサルティング企業として、これまで
に 19 万人を超える留学生を海外に送り出しています。圧倒的な情報量を誇る留学のバイブル『留学ジャーナル』
の発行をはじめ、各国大使館、教育団体との賛同・協力をもとに留学フェアやイベントを開催するなど、長年
にわたり培ったネットワークと最新情報を生かし、全国 5 ヵ所のカウンセリングセンター（東京、大阪、名古
屋、広島、福岡）を拠点に、留学カウンセリングから帰国後の就職サポートまで総合的な留学コンサルティン
グ事業を展開しています。 
 


