
媒体概要 刊行趣旨

■ 人口約 2.5 億人を抱え安定した経済成長を続けてい
るインドネシアでは日系企業の進出も年々拡大し、日本
との経済的・文化的連携はいっそう密接なものとなって
います。インドネシアでは高校の第二外国語教育を中心
として日本語学習者の数が非常に多く、その数は中国に
次いで世界第２位となっています（2015 年／国際交流基金

調べ）。アニメや音楽などをはじめとする日本文化の定着
や、日系企業の現地での雇用拡大を考えれば、今後も
さらに日本語学習者が増えることが見込まれます。しか
し一方で、インドネシアから日本への留学生数はわずか
5,495 人、国・地域別では第７位にとどまっています（2017
年）。一般社団法人国際人流振興協会では、インドネシ
アにおける日本語教育の拠点である PERSADA（イン
ドネシア元日本留学生協会）、およびダルマプルサダ大
学と交流を重ねながらその背景を探ってまいりましたが、
現地において日本留学に関する情報が総じて少ないこと
が最大の理由であると考え、2016 年より共同企画・編
集の形でインドネシア語版「日本の窓口Ⓡ・日本留学案
内」を制作しております。日本留学の予備軍ともいえる
現地日本語学習者に正確な留学情報を提供することで、
インドネシアからの留学生増加に大いに寄与するものと
期待しております。

■ 媒体名 　
 「日本の窓口Ⓡ・日本留学案内２０２０」
　インドネシア語版
■ 企画・監修・出版・配布　　
　PERSADA（インドネシア元日本留学生協会）
　ダルマプルサダ大学（ジャカルタ）  

■ 共同企画・編集・印刷　　
　一般社団法人国際人流振興協会
■ 発行時期 ２０１9 年 10 月下旬
■ 発行部数 １０,０００ 部
■ 後援（調整中含む）

日本私立大学団体連合会
全国専修学校各種学校総連合会
公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会
特定非営利活動法人JAFSA（国際教育交流協議会）
公益財団法人日本数学検定協会
一般社団法人全国各種学校日本語教育協会
一般社団法人外国人留学生高等教育協会
一般社団法人応用日本語教育協会
一般社団法人全国日本語教師養成協議会
一般財団法人日本インドネシア協会
駐インドネシア日本国大使館

日本の窓口Ⓡ

PERSADA（インドネシア元日本留学生協会）／ダルマプルサダ大学　監修

2019版 2018版 2017版

日本留学案内2020
インドネシア語版
〈掲載校募集のご案内〉



■  JASSO（日本学生支援機構）主催の日本留学フェア（2019年11月23日・24日※予定）　3,000部
　 PERSADA（インドネシア元日本留学生協会）が共催団体として実施。2018 年はジャカルタ、スラバヤで開催され
     約 5,000 人が来場。

■  インドネシア国内の日本語能力試験（2019年12月1日）会場　5,000部
国際交流基金と公益財団法人日本国際教育支援協会が実施する世界最大の日本語検定試験。海外では 69 の国と地域
で実施されていますが、インドネシアでは PERSADA が実施団体となっています。ジャカルタのダルマプルサダ大学
ほか全国７大学（バンドン、スラバヤ、メダン、ジョグジャカルタ、パダン、デンパサール、マナド）が試験会場となり、
受験者数は毎年約 10,000 人を数えます。

■  ダルマプルサダ大学　1,000 部　
■  PERSADA 支部（全国 13ヵ所）　
■  現地で日本語教育を実施する高校　　
■  その他、全国主要大学校内説明会等にて活用　　　　　　

■ Ａ４判／  総頁数　100 頁を予定

■  総合解説 　約 30 頁
　　日本・インドネシアの教育制度の解説
　　日本留学のルールと手続き（日本入国前・入国直後・滞在中・帰国準備）
　　留学費用等に関する解説、奨学金情報、卒業後の進路、
　　日本での就職、日本国内のハラル情報　ほか

■  学校情報（広告頁）　50 頁
　　個別学校の教育内容、特色、学生支援体制など

■  就職情報（広告頁）　20 頁

体　裁 通常料金 2019年版掲載校
および本協会会員校

  カラー (１ページ ) フリーデザイン ￥300,000 ￥225,000

 モノクロ (１ページ ) 統一形式 ￥160,000 ￥120,000

■ 2019年 ８月30日（金）

■ 別紙申込書に必要事項をご記入の上、FAX（03-6455-5387）
　またはメール（ip-info@ipesa.org 宛）にてお送りください。

（金額は全て税別）

■  一般社団法人国際人流振興協会  事務局
   E-mail：ip-info@ipesa.org
  TEL 03-6455-5474（平日 10：00 〜 17：00）

配布先

編集内容

掲載料金

※カラーページは完全データでの入稿が可能です。デザイン制作・翻訳をご希望の場合
　は別途料金にて承りますので、ご相談ください。
※モノクロページの料金には翻訳料が含まれています。

お申込方法

お申込締切 お問合せ
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（１）MASUK ・MENDAFTAR SURAT KEPENDUDUKAN
　　　▶ http://www.immi-moj.go.jp

① Kualifikasi Kependudukan 
　�Kualifikasi�kependudukan�adalah�kualifikasi�yang�dimaksudkan�untuk�membantu�kehidupan�
orang�asing�selama�tinggal�di�Jepang.�Kualifikasi�bagi�mereka�yang�kuliah�di�universitas,�sekolah�
tinggi,� sekolah�kejuruan�tinggi,� sekolah�keahlian,� lembaga�pendidikan�Bahasa�Jepang�adalah
「pelajar�asing」.�Mereka�bisa�tinggal�selama�4�tahun�3�bulan,�3�tahun,�２tahun�3�bulan,�２tahun,�
１tahun�３bulan,�１�tahun,�６bulan�atau�3�bulan.�Sekolah�di�lembaga�pendidikan�Bahasa�Jepang�
untuk�orang�asing,�diberikan�kualifikasi�kependudukan�selama�6�bulan.
　Pelajar�asing�dapat�memperoleh��「Surat�Kualifikasi�Kependudukan」dan�lamanya�Visa�tinggal�
dari�imigrasi�Jepang.�Permohonan�「Surat�Kualifikasi�Kependudukan」bisa�dilakukan�oleh�orang�
yang�bersangkutan�atau�kebanyakan�diwakilkan�oleh�Lembaga�Pendidikan�Jepang.

（Silakan cek halaman berikutnya）

② Kartu Kependudukan / Zairyu Card
　�Bila�tinggal�di�Jepang� lebih�dari�3�bulan�bisa�mendapatkan
「Kartu�Kependudukan（ZAIRYU�CARD）」.�Zairyu�Card�
harus�selalu�dibawa�selama�di�Jepang.
　Pertama�kali�masuk� Jepang,�melalui� bandara（Chitose・
Narita・Haneda・Chubu・Kansai・Hiroshima・Fukuoka）saat�
pemeriksaan�imigrasi�paspor�akan�dicap「Izin�mendarat」,�dan�
diberikan�Zairyu�Card.
Setelah�mendapat� tempat� tinggal�di�Jepang,�dalam�waktu�14�hari,�Zairyu�Card�bisa�diurus�di�
kantor�kecamatan�setempat.�Bila�memasuki�Jepang�melalui�selain�bandara�di�atas,�pemeriksaan�
imigasi,�di�bagian��passport�akan�dicap「Kartu�Kependudukan�setelah�hari�pendaratan」.�Setelah�
diurus�ke�kantor�kecamatan,�akan�dikirim�ke�tempat�tinggal�melalui�pos.
　Mengenai�Zairyu�Card,�silakan�cek�website�imigrasi�Jepang.
�▶ http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/whatzairyu.html

③ Kualifikasi Aktivitas Selain Kuliah
　Kualifikasi「pelajar� asing」�adalah�kualifikasi�bentuk�kuliah�di� Jepang,�kegiatan� selain� itu�
dilarang.�Pelajar�asing�yang�ingin�bekerja�sambilan,�bisa�mengurus�di�kantor�imigrasi�lokal,�
「Kualifikasi�Aktivitas�Selain�Kuliah」.�Tanpa�ada�kualifikasi� tersebut�akan�dianggap�pekerja�

　３．KEHIDUPAN DI JEPANG

Kartu Kependudukan（Zairyu Gard）

＜ PENGURUSAN SURAT KUALIFIKASI KEPENDUDUKAN ＞

②Izin Kuliah

⑤Sertifikat

③Surat Kualifikasi
　Kependudukan

④Sertifikat Keterangan

⑥Aplikasi Visa

⑦Pengajuan Visa

⑧Permohonan 
　Izin Mendarat

⑨Izin Mendarat

Keberangakatan

①Permohonan Kuliah

Kedubes Jepang
Konjen Jepang

lembaga 
pendidikan

Imigrasi

Imigrasi di Bandara・
Kantor Udara（Laut）

Keinginan 
mahasiswa asing

Bila diwakili oleh petugas dari Lembaga Pendidikan Bahasa Jepang

  Permohonan Surat Kualifikasi Kependudukan

【Pemohon】

（１）Yang bersangkutan 

（２）Diwakilkan （staff Lembaga Pendidikan Jepang）
　※ Kebanyakan no （２）.

【Dokumen yang diperlukan】

（１） Surat Permohonan Kualifikasi Kependudukan 

１lembar 

（２）Foto （4㎝× 3㎝）

（３）Amplop pengembalian

（４）dsb

　　　 Selengkapnya silakan hubungi lembaga yang 
bersangkutan.

（５） Jika diwakilkan, pastikan yang bersangkutan 
kualified dengan mengecek identitasnya.

　Permohonan Visa

【Dokumen yang Diperlukan】

（１）Passport

（２）Permohonan Visa

（３）Foto

（４）Surat Kualifikasi Kependudukan

　※  Kadang ada juga dokumen lain yang 
dibutuhkan.

Pada saat mendarat, 
Kualifikasi Kependudukan

「pelajar asing」diserahkan.
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■Didirikan tahun    2012

■Karakteristik sekolah
Pada tahun 2018, Universitas Kansai merayakan 
132tahun sejak didirikan. Universitas ini memiliki 13 
fakultas program sarjana, 13 program pascasarjana, 
dan 3 program pascasarjana profesional, dan juga 
merupakan universitas swasta terkemuka di Jepang 
dengan divisi khusus untuk mahasiswa asing. Dari 
sekitar 30,000 orang mahasiswa yang ada saat ini, 1,000 
orang lebih adalah mahasiswa asing. 
Universitas Kansai telah mendirikan divisi khusus 
mahasiswa asing, yang dimulai bulan April tahun 2012 
di Minami Senri International Plaza, sebagai bagian dari 
inisiatif internasional yang baru.
Divisi khusus ini membekali mahasiswa asing dengan 
pendidikan bahasa dan kebudayaan Jepang sebagai 
persiapan bagi mereka yang ingin melanjutkan ke 
program studi sarjana atau pascasarjana di universitas 
ini maupun program studi sarjana atau pascasarjana di 
universitas lainnya di Jepang. 
Keistimewaan dari divisi khusus ini adalah sebagai 
berikut:
1.  Kurikulum orisinal dan modern yang menggunakan 

ICT
2.  Program pendidikan beragam sebelum datang ke 

Jepang
3.  Ujian masuk berdasarkan rekomendasi untuk 

program sarjana dan pascasarjana (ada pengecualian 
untuk beberapa)

4.  Diskon 50% uang pangkal bagi mahasiswa yang 
melanjutkan studi ke Universitas Kansai

5. Tersedia asrama (seluruh kamar single)
6. Kampus baru dengan fasilitas yang modern

■Metode penerimaan
Seleksi dokumen dan wawancara

■Periode pendaftaran
Masuk April: awal September – awal Oktober
Masuk September: awal April – awal Mei

■Biaya pendaftaran 
20,000 yen

■Program studi
Program Periode 

penerimaan 
Kapasitas
(orang)

Program Bahasa dan 
kebudayaan Jepang （1 tahun）

April dan 
September

100

■Tanggal penerimaan
Masuk April: pertengahan November
Masuk September: pertengahan Juni 

■Biaya kuliah
Biaya semester pertama 415,000 yen
Biaya per semester untuk semester berikutnya 335,000 yen

■Sistem angsuran pembayaran    Setahun 2 kali
■Sistem beasiswa khusus ke Universitas Kansai
Universitas Kansai Pertukaran Internasional memberikan 
dana bantuan kategori4 （1 semester sebesar 180,000 
yen untuk 10 orang dalam setahun）

■Kelulusan siswa asing （angkatan tahun 2017）
Total mahasiswa asing yang lulus 120 orang 
Yang bekerja 8 orang （diantaranya 8 orang bekerja di 
Jepang）
Yang melanjutkan studi lanjut 65 orang
Lainnya 47 orang 

■Fasilitas asrama
Terdapat asrama dengan fasilitas terbaru juga untuk 
para mahasiswa dari divisi khusus mahasiswa asing.

■Jumlah siswa dari Indonesia （angkatan tahun 
2018）4 orang

■Informasi lainnya 
Di asrama Minami Senri International Plaza terdapat 
6-7 kamar dalam satu unit, dimana di setiap unit 
disertai lounge dan dapur dengan tujuan setiap siswa 
dapat berinteraksi satu dengan lainnya secara alami. 
Selain itu, mahasiswa dari Universitas Kansai tinggal 
bersama di asrama sebagai asisten penghuni （Resident 
Assistant） untuk men-support mahasiswa asing dalam 
kehidupan sehari-hari. 

Universitas （S1）

Universitas Kansai Bekka
（Program Bahasa dan Kebudayaan Jepang）

学校法人関西大学 関西大学留学生別科
（日本語・日本文化教育プログラム進学コース）

http://www.kansai-u.ac.jp/ku-jpn/English/index.html
Alamat: 1-2-20 Satakedai, Suita-shi, Osaka 565-0855 Akses: Jalan kaki 5 menit dari stasiun Minami- 

Senri （Hankyu Senri line）Tel: +81-6-6831-9180　　Fax: +81-6-6831-9194
Penanggung jawab: International Plaza Group　　Email: ku-jpn@ml.kandai.jp

JASSO主催「日本留学フェア」
ジャカルタ会場で



■ 元日本の大学等への留学生や、長期研修生を会員として 1963 年に設立された
非営利組織です。ジャカルタに本部を置き、インドネシア国内の 13ヵ所に支部が
あります。現在、正会員（active members）は 1,200 人で、このほかに数千人の
支持者がいます。
インドネシアでは 1960 年から 1964 年にかけて 1,000 人以上の国費による留学生
と研修生が日本に派遣され、北海道から鹿児島に至る各地の大学等で工業技術や
商業、医学、芸術を学びました。このほかにも、私費留学生や日本政府派遣の留
学生も多く、留学生たちは当時の日本人から勤勉の大切さを学び、生産技術や生
産管理の能力を身につけて帰国しました。そののち、インドネシア各地の様々な国
営企業、病院、銀行、ホテル、大学などに勤務した者のほか、約２割が日系民間
企業の従業員となりました。さらにこの留学生グループは日本の武道に基づく伝統
的な価値観を紹介し、その普及に努めました。そして日本で身につけた価値観を生
かしたいという強い思いから、このグループが母体となって1963年にPERSADA（イ
ンドネシア元日本留学生協会）が設立されました。さらに PERSADA のメンバーが
一丸となって 1986 年にダルマプルサダ大学を創設、またジャカルタ以外の地域に
も様々な日本語の教育機関を設置しました。以来、インドネシアと日本の架け橋に
なる使命を果たすことを目的として活動を続けています。

■ 1986 年にインドネシア・日本友好協会（PPIJ）と PERSADA（インドネシア元
日本留学生協会）が協力し、留学生たちの経験を母国の発展に活かすため、インド
ネシア・日本両国への感謝の証として設立された私立大学です。
2016 年には創立 30 周年を迎えました。学部は文学部、工学部、海洋工学部、経
済学部の計 4 学部および大学院に再生エネルギー研究科が設置されています。
2017 年末現在の学生数は約 3,400 名です。
大学では学生全員が日本語と英語を学習します。日本のものづくり精神にならい、
インドネシアで随一の産業人材を育成する「ものづくり大学」になるべく教育プログ
ラムを組んでいます。 2013 年 11 月 21 日、日本の産業技術大学院大学（AIIT）が
事務局を務めている、アジアにおける高度専門職人材育成のための国際組織である

「アジア高度専門職人材ネットワーク（APEN）」に、アセアン及び東アジアの大学
で 14 番目の正式加盟を果たしました。日本企業との提携によるインターンシップの
実施なども多く、卒業生の約 24.5％が日系企業へ就職しています。また、日本の大
学との教育協定や共同研究も数多く行っています。

■ ASCOJA（ASEAN Council of Japan Alumni）は、ASEAN（東南アジア諸国連合）
結成 10 周年にあたる 1974 年に故福田赳夫元首相（当時の大蔵大臣）の呼びかけ
で始まった外務省招聘事業「東南アジア元日本留学者の集い」で交流を深めた各
参加者たちが中心となり、1977 年 6 月に設立されました。
ASEAN 10 か国のうち 9 か国が元日本留学生の会を設けて ASCOJA の会員となっ
ており、ひとつの支部が 2 年を任期として議長を務めます。各国の元留学生会は、
ASCOJA と協力することで目標をより効率的に達成することができます。福田元首相
が提唱した「心と心の触れ合い」の精神が組織の理念の基礎となっています。
日本政府は、ASCOJA が選考した留学生を受け入れ、ASCOJA の理事会を開催し
たり年 1 回の元留学生の集いを支援しています。
★ PERSADA（インドネシア元日本留学生協会）は ASCOJA の中核メンバーです。

PERSADA（インドネシア
元日本留学生協会）とは

ダルマプルサダ大学とは

アセアン元日本留学生評議会
（ASCOJA）とは



国・地域  ＼年 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

インドネシア 1,996 2,190 2,162 2,276 2,787 3,188 3,600 4,630 5,495 6,277
中国 79,082 86,173 87,533 86,324 97,875 94,399 94,111 98,483 107,260 114,950

ベトナム 3,199 3,597 4,033 4,373 13,799 26,439 38,882 53,807 61,671 72,354
韓国 19,605 20,202 17,640 16,651 17,283 15,777 15,279 15,457 15,740 17,012

留学生総数 118,839 127,623 163,697 161,848 168,145 184,155 208,379 239,287 267,042 298,980
日本学生支援機構（JASSO)「外国人留学生在籍状況調査」から

※留学生総数には 2011 年から日本語教育機関の在籍者も含まれています。

順位 国・地域名 2003年 2006年 2009年 2012年 2015年 2003-2015
増減率（％）

1 中　国 387,924 684,366 827,171 1,046,490 953,283 145.7

2 インドネシア 85,221 272,719 716,353 872,406 745,125 774.3

3 韓　国 894,131 910,957 964,014 840,187 556,237 ▲ 37.8

4 オーストラリア 381,954 366,165 275,710 296,672 357,348 ▲ 6.4

5 台　湾 128,641 191,367 247,641 232,967 220,045 71.1

6 タ　イ 54,884 71,083 78,802 155,939 173,817 216.7

7 米　国 140,200 117,969 141,244 129,616 170,998 22.0

8 ベトナム 18,029 29,982 44,272 46,762 64,863 259.8

国際交流基金「海外日本語教育機関調査結果」から

参考資料

インドネシアにおける日本語学習
者の数は 2003 年以降爆発的な
増加を見せ、2012 年からは中国
に次いで世界第２位となってい
る。東南アジア全体の経済成長
や日本ブームの拡大が追い風と
なっているとはいえ、その増加の
勢いは各国と比較しても頭抜け
ている。しかし一方で、実際に
日本に留学する者の数はわずか
5,495 人（2017 年度）で、国別
ランキングでは７位にとどまって
いる。国内の日本語学習者の規
模を考えれば、潜在的な留学ニー
ズを掘り起こすことで、今後日本
への留学生数が一気に増える可
能性を秘めている。

主要国の来日留学生数の推移（2009 年〜 2018 年）

海外の日本語学習者数

■ 設　立　2014 年
■ 事務局所在地　〒151－0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷 4－5－15　ストークメイジュ203
　　　　　　　 　TEL：03－6455－5474　 FAX：03－6455－5387　 URL：https://www.ipesa.org/　

■ 主な事業
● JETRO「新輸出大国コンソーシアム事業」企業支援業務受託（2018 年〜 )
● 外国人福祉医療人材育成研究セミナーの開催（年 1、2 回）
● インドネシア人学生による日本語ミュージカル劇団「en 塾」東京公演への協力（2016 年〜）
● 日本留学・就職フェア in Seoul〈韓日協会との共催〉（年 1 回）
● 外国人留学生を対象とした就職説明会開催（2016 年、2017 年）
● ダルマプルサダ大学、パジャジャラン大学学内説明会開催（2015 年 11 月）　　ほか

一般社団法人 国際人流振興協会 International Person Exchange Support Association


