
お詫び・お知らせ 

 

 

2016年 4月 1日からは、より良いサービスと利便性向上のために、現在東京に2ヶ所ある

EducationUSAセンター（日米教育委員会 留学情報サービスとアメリカンセンターJapan）を

統合し、アメリカンセンターJapanにて運営することになりました。 

 

留学情報サービスの部署名も変更いたします。 

[日本語表記]  

EducationUSA、フルブライト・ジャパン （旧 留学情報サービス） 

[英語表記]  

EducationUSA at Fulbright Japan（旧 Educational Information Service）  

 

[2016 年 4月 1日以降の連絡先] 

EducationUSA フルブライト・ジャパン 

[センター所在地]  

〒107-0052 東京都港区赤坂 1-1-14 NOF溜池ビル8階 アメリカンセンターJapan 

Tel: 03-5545-7435（スタッフ対応時間 月・水・金 13:00～17:00） 

E-mai: educationusa@fulbright.jp 

※ ウェブサイトおよび各種ソーシャルメディアに変更はありません。 

 

また、今回の統合に伴い、管轄地域もアメリカンセンターJapanに準じることになります。 

[アメリカンセンターJapan 管轄地域] 

東京、新潟、栃木、茨城、千葉、埼玉、神奈川、山梨、群馬、長野、山形、福島 

 

上記変更に伴い、本書には以下の訂正箇所がございます。お詫びとともに、訂正させていただ

きます。 

 

[訂正情報]  

※「訂正箇所」の行数は、章タイトルや見出しなども1行として数えています。 

頁 訂 正 箇

所 

訂正前 訂正後 

3 8～9 

行目 

留学情報サービス 

E-mail:eas@fulbright.jp 

EducationUSA 

E-mail:educationusa@fulbright.jp 

19 1～2 

行目 

留学情報サービス 

Educational Information Service （EIS） 

EducationUSA 

 

19 3～4 行

目 

フルブライト奨学金に加え、留学情報サービス

（Educational Information Service ／以下 EIS 

と略）を運営しています。EIS は、1964 年に発足

し、 

日本における EducationUSA 事業をサポートし

ています。フルブライト・ジャパンは、1964年

以来、公的サービスとして、 

19 7行目 EISは EducationUSA、フルブライト・ジャパンは 



19 11行目 留学情報サービス EducationUSA 

19 12行目 〒100-0014 東京都千代田区永田町 2-14-2 

山王グランドビル207 

[センター所在地]  〒107-0052 東京都港

区赤坂 1-1-14 NOF 溜池ビル 8 階 アメリ

カンセンターJapan 

19 13行目 Tel: 03-3580-3231 (スタッフ対応時間 火・

木 13:00～17:00) 

Tel: 03-5545-7435（スタッフ対応時間 

月・水・金 13:00～17:00） 

20 3行目 留学情報サービス EducationUSA 

20 9行目 「留学情報サービス事業（EIS）」 「EducationUSA事業」 

20 11行目 留学情報サービス EducationUSA 

21 3行目 EISの案内 EducationUSA、フルブライト・ジャパンの

案内 

22  フルブライト・ジャパン資料室～■アクセス 

まで 

EducationUSAアドバイジングセンター（東

京） 

 

アメリカンセンターJapan 内にある

EducationUSAルームでは、アメリカ留学に

関する英文蔵書を閲覧できます。 

 

■ご利用時間 

月～金：13:00～17:00 

休館日：土日、日米の祝祭日 

また年末年始や行事による臨時休館日があ

りますので事前にウェブサイトでご確認く

ださい。 

 

■所在地 

〒107-0052 東京都港区赤坂 1-1-14 NOF溜

池ビル8階 

 

■地図 

http://americancenterjapan.com/access/ 

 

■アクセス 

溜池山王駅（銀座線・南北線）8番または9

番出口 

23 3行目 留学情報サービス EducationUSA 

 

 

11 ～ 15

行目 

■電話 

 

■電話 

下記電話番号におかけください。 

[電話番号]  03-5545-7435 

[相談時間] 月・水・金 13:00～17:00 

（休館日を除く） 



25 22 ～ 25

行目 

フルブライト・ジャパン 資料室での個人相

談 

資料室での個人相談 

 

ひとり最長30分で、事前予約が必要です。 

[相談時間]  月～金 13:00～16:30 (休館

日を除く)、要事前予約 

 

[予約方法] 電話 03-5545-7435 （月・

水・金 13:00～17:00）または 

educationusa@fulbright.jp までご連絡く

ださい。予約状況を確認後、お返事申し上

げます。状況によりご希望に添えない場合

もございます。 

112 13行目 日本には2015年 3月現在、7つの 日本には2016年 4月現在、6つの 

112 18 行目 ●総合(Comprehensive)センター [左記削除] 

112 19行目 フルブライト・ジャパン 留学情報サービス（東

京） 

[左記削除] 

112 20行目 ●標準（Standard）センター [左記削除] 

112 26行目 ●参考図書閲覧可能(Reference)センター [左記削除] 

113 15 ～ 24

行目 

a) フルブライト・ジャパン 留学情報サー

ビス 

a) EducationUSA フルブライト・ジャパン 

 

日米教育委員会では、50年以上にわたり、

留学情報／相談事業を提供し、日米両 

国における勉強・研究の機会を求める問い

合わせに応じております。2016年 4月 1日

より、EducationUSA事業となり、新しい拠

点のアメリカンセンターJapan から提供を

続けています。 

大学選択に役立つ参考図書・資料を備え、

一般に公開しています。また、EducationUSA

アドバイザーが大学調査方法に関する相談

（要事前予約）にも応じています。アメリ

カンセンターJapan の利用については、以

下のサイトでご確認ください。 

http://americancenterjapan.com/access/ 

以下は、アメリカンセンターJapan に備え

られているアメリカの大学・大学院に関す

る一般参考図書です。以下のリスト以外に

も、EducationUSAでは大学選択条件ごとに

調べられる図書などを豊富に備えていま

す。 

 



114 20行目 b) フルブライト・ジャパン以外の日本にあ

るEducationUSAセンター 

b) 日本にあるEducationUSAセンター 

114 21 ～ 22

行目 

2015年 3月現在、フルブライト・ジャパン以

外に以下 6 つの EducationUSA センターが日

本国内にあります。 

2016年 4月現在、以下6つのEducationUSA

センターが日本国内にあります。各

EducationUSA センターで管轄する地域が異

なります。 

114 24行目 ●標準（Standard）センター [左記削除] 

114 25行目 札幌アメリカンセンター 札幌アメリカンセンター 

管轄：北海道、青森、岩手、宮城、秋田 

114 27行目 アメリカンセンターJAPAN アメリカンセンターJapan 

管轄：東京、新潟、栃木、茨城、千葉、埼

玉、神奈川、山梨、群馬、長野、山形、福

島 

114 29行目 関西アメリカンセンター 関西アメリカンセンター 

管轄：富山、石川、福井、滋賀、京都、大

阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡

山、広島、徳島、香川、愛媛、高知 

115 1行目 福岡アメリカンセンター 福岡アメリカンセンター 

管轄：山口、福岡、佐賀、長崎、熊本、大

分、宮崎、鹿児島 

115 3行目 EducationUSA沖縄 EducationUSA沖縄(在沖縄米国総領事館） 

管轄：沖縄 

115 5行目 ●参考図書閲覧可能（Reference）センター [左記削除] 

115 6行目 名古屋アメリカンセンター 名古屋アメリカンセンター 

管轄：愛知、岐阜、三重、静岡 

184 4行目 2)フルブライト・ジャパン 資料室 2) アメリカンセンターJapan（東京にある

EducationUSAセンター） 

184 5～7 行

目 

フルブライト・ジャパン 資料室は、休館日

を除く月曜日～金曜日の午後 1 時から午後 5

時まで開いています(p.22参照)。 

http://www.fulbright.jp/study/index.htm

l 

東京のEducationUSAセンターは、アメリカ

ンセンターJapanにあります。休館日を除く

月曜日～金曜日の午後 1 時から午後 5 時ま

で開いています。 

http://americancenterjapan.com/access/ 

 

※最新情報は、日米教育委員会（フルブライト・ジャパン）のウェブサイトで、適宜ご確認く

ださい。 

 

2016年 3月 31日 

 


