
●語学研修
●技術研修BASIC
●技術研修ADVANCED

申込受付中！！
（申込期間を延長しました。）

海外研修プログラム 2018

派遣先一覧

派遣先一部紹介

シェフィールド大学（イギリス） ﾕﾆﾊﾞｰｼﾃｨ・ｶﾚｯｼﾞ・ﾛﾝﾄﾞﾝ（イギリス） ジョージア工科大学（アメリカ）

オークランド大学（ニュージーランド） ウーロンゴン大学（オーストラリア） オークランド工科大学（ニュージーランド）

チュラロンコン大学（タイ） カセサート大学（タイ） おススメ！！ シーナカリンウィロート大学（タイ）

東部国際大学（ベトナム） マレーシア工科大学（マレーシア） ウダヤナ大学（インドネシア）

問い合わせ先：工学部附属工学教育研究センター
電話：0836-85-9057
E-Mail:en305@yamaguchi-u.ac.jp

語学研修・技術研修BASIC 6月20日（木） （シェフィールド大学のみ6月10日（日））

技術研修ADVANCEDすべてのプログラム 申込締切： 留学開始月の2ヶ月前20日



Moodle からの申込について

① 山口大学HP > 在学生の皆様 >  メディア基盤
センター

② メディア基盤センターHP > Moodleサービス

③ 『Moodle 2 （学内・学外版のみ）』をクリック

④ ログイン（山口大学ID,パスワード）

⑤ コース > 工学部

⑥ 山口大学Moodle サイト > 
平成30年度工学教育研究センター主催

海外研修
Moodle： https://mdcs4t.cc.yamaguchi-u.ac.jp/moodle/login/index.php

登録キー 『GEDC2018』

①

②

④

③

⑤

⑥

登録キー：GEDC2018

スマートフォンからもお申込みいただけます。

平成30年度工学教育研究センター主催海外研修
Moodle 入口
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⑦ 平成30年度工学教育研究センター主催海外研修
> 海外研修参加申し込み

⑧ ログイン（山口大学ID,パスワード） の入力

⑨ 『海外留学プログラム申込フォーム』のバナーを
クリック

⑩ 必要事項を入力 ※赤字は入力必須

⑪ 『登録』をクリック

⑥

最新情報の提供、必要書類のダウンロード・アップロードは、今後、Moodleを通じて行います。

⑧

⑩

⑪

⑦

Moodle申込締切：留学開始月の2ヶ月前20日

⑨

⑩

語学研修・技術研修BASIC に参加
する学生は、6月20日（水）（シェ
フィールド大学のみ 6月 10日
（日））までに、Moodle 申込み登
録をしてください。
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平成 30 年度海外留学支援制度（協定派遣）について

工学教育研究センター主催の海外研修プログラムは、日本学生支援機構（JASSO（ジャッソ））「海外留学支援

制度(協定派遣)」に採択されています。本制度は留学に係る費用の一部を日本学生支援機構（JASSO）から奨

学金として支援することにより、グローバル社会において活躍できる人材を育成するとともに、本学の国際

化・国際競争力強化に資することを目的としています。この制度において、JASSO の定める資格および要件

を満たす参加学生は、６万円～１０万円（金額は派遣先により異なる）の奨学金申請ができます。これは、

給付型の奨学金ですので、返還の必要はありません。皆さんにとって、大変有益な制度ですので、活用して

ください。 

【主な奨学金支給要件】 

・ 日本国籍を有する者または日本へ永住が許可されている者 

・ 研修プログラム参加にあたり、必要な査証を確実に取得し得る者 

・ 派遣プログラム終了後、本学に戻り、学業を継続する者または学位を取得する者 

（プログラム途中に卒業・修了する者は要件を満たしません。） 

・ 経済的理由により自費のみでの参加が困難な者 

・ 前年度の成績において、JASSO が設定する成績評価係数（*1）が 2.30 以上であること。 

前年度の成績評価係数が 2.00 以上 2.30 未満の場合は、所定の自己推薦書を提出し、工学教育研究セン

ターにて審査の上、成績係数 2.30 相当以上と認めかつ本制度の支援を受ける者として適当であると判断

する場合において、要件を満たすものとして認めます。 

学部１年生や編入生等、前年度（前年度がない場合は前学期分）の成績が申込時までに判明しない場

合、工学教育研究センターでの判断基準を基に総合的に判断し、支援を受ける者として適当であると判

断する場合は、要件を満たすものとして認めます。なお、修士 1年は、学部 4 年次の成績とします。 

【成績評価係数について】（*1） 

前年度の成績評価を次の表により「成績評価ポイント」に換算し、計算式に当てはめて、小数点 第３位を

四捨五入して成績評価係数を算出します。成績評価係数は『GPA』とは異なりますのでご注意ください。 

 成績評価 

５段階評価 秀 優 良 可 不可・欠席 

成績評価ポイント 3 3 2 1 0 

◇計算式 

 (「評価ポイント３の単位数」×３)＋(「評価ポイント２の単位数」×２)＋(「評価ポイント１の単位数」×１) 

＋(「評価ポイント０の単位数」×０) ÷ 総履修単位数  

科目数ではなく、単位数です。注意してください。 
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【支給金額月額】 

派遣先 

ロンドン・パリ・

シンガポール等、

一部都市 

北米・西洋諸国な

ど 

韓国・東南アジア

諸国（タイ・マレ

ーシア・インドネ

シア・ベトナム） 

中国・台湾・イン

ドなど 

成績評価係数 2.00 以上 
(2.00～2.30 未満の方は、自己推薦書を提出

してください。)

10 万円 8 万円 7 万円 6 万円 

最低研修期間は 8日間で、31日毎に支給します。なお、研修期間に移動日は含みません。 

【申請方法】 

各自において、成績評価係数を算出し、受給該当者は以下書類を提出してください。 

1．本人名義の通帳（写）    通帳名義及び口座番号面（A4 サイズ） 

2．所得証明書（写）又は源泉徴収票（写） 父母又はこれに代わって家計を支える者 

3．同意書（*2）     奨学金振込手数料 700 円程度負担についての同意 

4．自己推薦書（*2）    成績評価係数 2.00～2.30 未満の学生のみ  

（*2）  3・4 の様式は Moodle からダウンロードしてください。 

【提出締切】 

8月・9月に出発する学生 6月 20 日(木)  

10 月以降に出発する学生 出発月 2ヶ月前 20 日 

【申請から支援までのスケジュール】 

5月 31 日（木） 締切  

出発月前月末  採用決定通知 

派遣中  在籍の確認  

派遣開始月末～翌月  奨学金の支給  

諸連絡

「平成 30年度海外留学支援制度（協定派遣）」奨学金の支給時期は、研修開始月の月末です。そのた

め、プログラム参加申込時は費用全額を一旦ご用意いただく必要がありますのでご注意ください。 

「平成 30年度海外留学支援制度（協定派遣）」については、受給該当者が多数の場合、選考が行われ

る場合があります。 

支給対象者の学業不振や素行不良等が極めて顕著で、制度による支援を受けるにふさわしくない判断

した場合には、支給対象者の支給を取り消すことがあります。すでに支給済みの場合でも、提出期日

を過ぎても必要書類の提出が確認できない場合には、返還を求める場合がありますのでご注意くださ

い。 

提出された個人情報は、本制度実施のために利用されます。また、行政機関及び公益法人等から奨学

金の重複受給防止等のために照会があった場合は、必要に応じて提供されます。そのほか、この利用

目的の適正な範囲において、学校・在外公館・行政機関・公益法人及び業務委託先に必要に応じて提

供され、その他の目的には利用されません。 
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ｇｇ

短期留学する方の渡航を支援する奨学金です！ 

海外留学支援制度（協定派遣）奨学金支給対象者専用

渡航支援金 

対象者 

海外留学支援制度（協定派遣）の奨学金による支援を受ける方 

海外留学プログラムへの参加のために経済的支援が必要であり、日本学生支援機構の

定める以下の家計基準に合致する方 

家計基準 

 家計支持者の所得金額（父母共働きの場合は父母の合算額）が次の金額であるもの 

給料所得のみの世帯 年間収入金（税込み）が300万円以下 

給料所得以外の所得を含む世帯 年間所得金額（必要経費等控除後）200万円以下 

支援内容 

毎月支給する奨学金に加え、最初の支給月に16万円を支給（給付型） 

（往復の旅費・交通費やパスポートやビザの発行手数料等に使用できます。） 

募集方法 

該当者のうち、希望する学生は、書類の手続きのため、工学教育研究センター事務ま

でお越しください。学部一年生は、メールにてご連絡ください。 

工学部附属工学教育研究センター 

TEL: 0836-85-9057 

E-MAIL:en305@yamaguchi-u.ac.jp 

海外留学プログラムへの参加のために経済的

支援が必要な方に対し、従来の奨学金に加え、

旅費等に使用できる資金を支給します。 
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提出書類  まとめ

No. 提出書類 詳細 対象者 提出先 

①

山口大学工学部附属工学教育

研究センター主催 

海外研修に関する誓約書 

Moodle から様式をダウンロード

後記入. 

（保護者自署欄は必ず保護者が記

入すること） 

参加者全員 《学部 2年生以上》 

工学教育研究センタ

ー事務（本館 1階学

生窓口奥） 

《学部 1年生》 

共通教育係 

② パスポート（写） 

パスポートの有効期限が 6 ヶ月以

上あることを確認してください.

パスポート未取得者はすぐに申請

し,取得すること.期日までに提出

が間に合わない場合は,事務にメ

ール連絡してください. 

参加者全員 

③

APPLlCATlON  STUDY AND 

HOMESTAY 

（ｼｪﾌｨｰﾙﾄﾞ大学希望者のみ） 

Moodle から様式をダウンロード

後,英文で記入・写真貼付け. 

ｼｪﾌｨｰﾙﾄ ﾞ

大学希望者

のみ 

【JASSO 海外留学支援制度、山口大学海外留学支援制度「はばたこう！～山口から世界へ～」提出書類】 

No. 
提出書類 詳細 対象者 提出先 

④ 本人名義の通帳（写） 
通帳名義及び口座番号面 
（A4サイズで印刷してください.）

JASSO 奨学金 

受給該当者 
《学部 2年生以上》 

工学教育研究センタ

ー事務（本館 1階学

生窓口奥） 

《学部 1年生》 

共通教育係 

⑤
所得証明書（写） 

もしくは源泉徴収票（写） 

父母又はこれに代わって家計

を支える者. 

JASSO 奨学金 

受給該当者 

⑥ 同意書 

Moodle から様式をダウンロー

ド後,記入・押印. 

奨学金振込手数料（700 円程度）負担

についての同意書. 

JASSO 奨学金 

受給該当者 

⑦ 自己推薦書 

Moodle から様式をダウンロー

ド後,パソコン入力し,印刷後自

筆サイン. 

JASSO 奨学金 

受給該当者
（成績評価係数

2.00～2.30 未満の

学生のみ）

《学部 2年生以上》 

工学教育研究センター事

務（本館1階学生窓口奥） 

《学部 1年生》 

共通教育係

【提出期日】 注意してください！ 

No.①～⑦：   8 月・9月に開始する留学： 6 月 20 日（水）

10月以降に開始する留学： 留学開始月の 2ヶ月前 20日
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ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン（UCL） 19日間
参加費用（1名） 約 50.0万円
奨学金最大受給金額 20万円

※奨学金受給には一定の成績基準を満たしていることが前提です。
※本奨学金は、給付型支給金であり、返還の必要はありません。

プログラム概要

三輪精舎（Three wheels）での事前研修にて、長州ファイブやWilliamson教授について学びます。日本人としてのアイデンティティーや研修に参加す
る意義を認識し、長州五傑を受け入れてくれたwilliamson教授のお墓参りやOld Houseも訪問します。その後、UCLへ移動し、午前中はCLIEにて語学
研修・午後は工学部教員によるComplex Problem Solving（問題解決法）のゼミ受講。UCLでは現地の大学院生との交流や工学部見学も予定していま
す。

イギリス・ロンドン

募集概要

日程

2018年8月27 日（月）～8月30日（木） ＠三輪精舎
2018年9月3日（月）～9月14日（金） ＠UCL
（移動日を含まない）
[出国：8月27日（月） 帰国：9月17日（月・祝）]

食事
三輪精舎 3食付
UCL寮（LSE Passfield Hall ） 朝食付
上記以外の食事 各自自由 一食￥1,000～

大学の紹介

イギリスの国立大学「ロンドン大学群」「ロンドン大学連合」
とも呼ばれる。1836年University College London（1826年創
設）とKing’s College London（1829年創設）の学生に学位を授
与する機関として設立。所属するカレッジ、研究所を増やし、
現在19カレッジ、10余りの研究所を抱える。

航空券の手配 工学教育研究センター

滞在形式
三輪精舎（Three Wheels) 2～6人/部屋
UCL寮（LSE Passfield Hall ）1人/部屋

ここが一押し！

最初の3泊4日は三輪精舎（ロンドン郊外にあるお寺）で事前
研修を行い、長州ファイブや日英関係の歴史等を学んだ上
でUCLで語学研修に参加します。大学周辺には大英博物館
や大英図書館、ロンドン市街には、バッキンガム宮殿、ナショ
ナルギャラリー、国会議事堂、ロンドン塔、タワーブリッジ、ウ
エストミンスター寺院など人気の高い見所がたくさんあります。
長い歴史と最先端の文化が隣り合うロンドンを満喫できます

査証
（ビザ）

各自において、英国入国時に必要書類を提示し、
Short Term Study Visaを取得（無料）

一日のスケジュー
ル

（予定）

三輪精舎： 6:00掃除～夕方ごろまでお寺での研修
UCL： 10：00～13：00 授業

14：00～16：00頃 講義やフィールドトリップ等

パスポート
有効残存期間

入国時６ヶ月以上必要

パスポートの査証欄余白は連続2ページ以上必要

過去の参加者の声

参加費に
含まれるもの

・航空運賃（162,300円－空港税＋諸税含む）
・三輪精舎研修・宿泊費
・UCL授業料・宿泊費
・海外旅行保険料

*三輪精舎経費：現地現金払い（ポンド）
*UCL経費：国際送金orクレジット決済

参加費に
含まれないもの

・パスポート取得費用（取得していない学生のみ）
・日本国内および現地交通費
・UCL滞在中の食費
・個人的支出（電話代、郵便代、お小遣い等）
・留学生危機管理サービス（OSSMA）

奨学金
（いずれも給付型）

・10万円・・・常盤工業会（対象：選抜された学部2年生10名のみ）
・10万円・・・平成30年度海外留学支援制度（協定派遣）

（日本学生支援機構）
キャンセル料

航空券購入後は、キャンセル料が発生します。
また、派遣先へ国際送金後のキャンセルの場合、
返金が難しい場合があります。

三輪精舎で長州ファイブやUCLについて学習し、毎朝の
お勤めや父母恩重経を読み進めていく中で、自分を見つ
めなおすことができた。UCLの寮に移ってからは、平日の
午前中英語のレッスンを行い、ロンドンの身近なことから
知識をつけていき、主に会話の練習を行った。午後は歴
史的な石碑見学や研究室訪問をしたり、プログラミング
の実践授業や液晶についての講義を受けた。

買い物から移動に至るまで、すべて英語で生活するこ
とができ、授業外での生活を通して得られた経験が大き
かったと思う。歴史的な建造物に囲まれる一方で先進的
な建造物が多いところも魅力的で、有名な観光地に足を
運び、なぜそこが人気があるのか考えながら巡るのが楽
しかった。違う文化に触れているからこそ考え、離れたか
らこそ日本の良さを実感することができ、イギリスの素晴
らしい点も見えてきた。

期間：2018年8月27日～9月14日
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シェフィールド大学（ELTC） 27日間
参加費用（1名） 約 50.0万円

奨学金最大受給金額 13万円

※奨学金受給には一定の成績基準を満たしていることが前提です。
※本奨学金は、給付型支給金であり、返還の必要はありません。

プログラム概要

英国の家庭に滞在し、文化や歴史、産業に触れながら語学研修に参加します。春は工学見学や現場体験、講義聴講なども実施します。また、現
地の大学生が主催するJapan Society というサークルもあり、イギリス在住の同年代の学生との交流も可能です。初日にプレースメントテストを受け、
レベルに応じてクラス分けがあり、自分に適した環境で英語を勉強することができます。

イギリス・シェフィールド

募集概要

日程

夏：2018年8月6 日（月）～9月1日（土）（移動日を含まない）
春：2019年2月11日（月）～3月8日（金）
夏・春と年２回実施。 内容はほぼ同じですが、
春は社会建設に関わる工学体験有

食事
朝食・夕食及び週末の昼食は宿泊費に含む
その他1食¥800～

大学の紹介

シェフィールド大学は、シェフィールドの街の中心部から
1kmあまり離れた場所にキャンパスを持っています。工業の
街として発展したシェフィールドの土地柄もあり、伝統的に工
学分野で高い研究実績を誇っています。附属の語学学校
（ELTC）のプログラムになります。

航空券の手配 工学教育研究センター

滞在形式 ホームスティ

ここが一押し！

・英国や海外で十分な経験を積んだ有資格の講師による
指導。
・パソコンを使用した言語習得の設備。
・セルフ・アクセスのリスニング・ラボラトリーの設備。
・ 大学のメインビルやシティ・センターに近く便利なロケー
ション。

査証
（ビザ）

各自において、英国入国時に必要書類を提示し、
Short Term Study Visaを取得（無料）

一日のスケジュー
ル

（予定）

9：15～10：45 授業
11：15～12：45 授業
13：45～15：15 授業 *金曜日は午前のみ

パスポート
有効残存期間

入国時６ヶ月以上必要

パスポートの査証欄余白は連続2ページ以上必要

過去の参加者の声

参加費に
含まれるもの

・航空運賃（空港税・空港施設使用料含む）
・授業料
・宿泊費
・往路 シェフィールド空港

ホームスティ先までの交通費
・海外旅行保険料

*授業料・宿泊費：国際送金

参加費に
含まれないもの

・パスポート取得費用（取得していない学生のみ）
・日本国内および現地交通費
・平日の昼食費
・個人的支出（電話代、郵便代、お小遣い等）
・留学生危機管理サービス（OSSMA）

奨学金（最大）
・8万円・・・平成30年度海外留学支援制度（協定派遣）
・5万円・・・山口大学海外留学支援制度

～はばたこう！山口から世界へ～
キャンセル料

航空券購入後は、キャンセル料が発生します。
また、派遣先へ国際送金後のキャンセルの場合、
返金が難しい場合があります。

初日にプレースメントテストを受け、それに応じてクラス
がレベルごとに分けられる。授業は午前・午後とも1クラ
ス10名程度の少人数制で、午前中は主に英会話をして
語学学習を中心とした授業を行い、午後は、イギリスの
文化を学びつつ英語で会話するという内容だった。先生
は一人ひとりの学生のことをよく見て丁寧に対応してくだ
さり、教室はとても環境が良かった。放課後は留学生用
にスポーツから会話を楽しむ内容のものまで、様々な種
類のアクティビティが用意されていて、普段のクラスメイト
以外の人と関わることができた。ホームスティを体験した
ことによって、イギリスの現地の人々の生活をそのまま
体験し、料理や文化について知ることができたのも非常
にいい経験になった。

期間：夏：2018年8月6日～9月1日
春：2019年2月11日～3月8日
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ウーロンゴン大学 （ UOWｶﾚｯｼﾞ） 40日間
参加費用（1名） 約 55.0万円

奨学金最大受給金額 24万円

※奨学金受給には一定の成績基準を満たしていることが前提です。
※本奨学金は、給付型支給金であり、返還の必要はありません。

プログラム概要

オーストラリアの家庭に滞在しながらウーロンゴン大学附属語学学校で語学研修に参加します。日常生活や職場におけるコミュニケーション手段と
しての英語を幅広く学びます。ウーロンゴン市は、オーストラリアでは9番目に大きく、シドニーの南80キロに下った海辺にある静かな都市です。初日
にクラス分けのためのプレースメントテストを受け、自分のレベルに応じてクラスで学習します。

オーストラリア・ウーロンゴン

募集概要

日程
夏：2018年8月20日（月）～9月28日（金）
春：2019年2月下旬～4月上旬予定
（移動日を含まない）

食事
朝食・夕食及び週末の昼食は宿泊費に含む
その他1食¥800～

大学の紹介

UOWカレッジはウーロンゴン大学の付属語学学校です。大
学進学・編入のためのファウンデーションコース／ディプロマ
コースも提供しています。世界中から集まる学生たちと出会
い、ともに学び、友達の輪を広げることができます。

航空券の手配 工学教育研究センター

滞在形式 ホームスティ

ここが一押し！

ウーロンゴンはシドニーから電車で1時間半のところにある
海辺の街で、きれいなビーチや山があり自然豊かな地域で
す。田舎ではありますが、ショッピングモールや映画館など
の施設もあるので、生活に困るというようなことはありません。
校舎は大学キャンパスの一角にあり、UOWカレッジの学生
は大学生と同じようにキャンパス内の諸施設を利用できます。

査証
（ビザ）

オーストラリアETAS を工学教育研究センターが
代理店を介して取得手配（有料）

一日のスケジュー
ル

（予定）

午前 授業
午後 自由

パスポート
有効残存期間

入国時６ヶ月以上必要

パスポートの査証欄余白は連続2ページ以上必要

過去の参加者の声

参加費に
含まれるもの

・航空運賃（空港税・空港施設使用料含む）
・授業料
・宿泊費
・シドニー空港⇔ホームステイ先

往復交通費（＄160）
・海外旅行保険料

*授業料・宿泊費・送迎費：国際送金

参加費に
含まれないもの

・パスポート取得費用（取得していない学生のみ）
・日本国内および現地交通費
・平日の昼食費
・個人的支出（電話代、郵便代、お小遣い等）
・オーストラリア ETAS登録料
・留学生危機管理サービス（OSSMA）

奨学金（最大）
・14万円・・・平成30年度海外留学支援制度（協定派遣）
・10万円・・・平成30年度山口大学海外留学支援制度

～はばたこう！山口から世界へ～
キャンセル料

航空券購入後は、キャンセル料が発生します。
また、派遣先へ国際送金後のキャンセルの場合、
返金が難しい場合があります。

オーストラリアに実際に行ってみて、オーストラリアの
人々は基本的に明るく親切な人が多く、かなり治安が良
い印象を受けた。また、いろいろな人種の人々がおり、そ
れぞれの宗教があり、多様性も感じた。依然としてかなり
の自然が残されており、そのためか都市部以外では第
一次産業が盛んな印象を受けた。しかし、開拓する一方
で、自然とのバランスも上手く保たれており、人口に対し
て土地が広大なため、オーストラリアの街並みはかなり
ゆったりとしていて、雰囲気が違った。ホストファミリーと
共に生活をすることでオーストラリアの文化と密接に関
われ、異文化の素晴らしさを理解することができた。さら
に自由時間を利用していろいろな場所を訪れたりと研修
時間以外でも有意義な時間を過ごすことが出来た。

期間：2018年8月20日～9月28日

-9-



オークランド大学（ELA） 19日以上
参加費用（1名）*1ヶ月間の場合 約 55.0万円

奨学金最大受給金額 12万円

※奨学金受給には一定の成績基準を満たしていることが前提です。
※本奨学金は、給付型支給金であり、返還の必要はありません。

プログラム概要

オークランド市中心部に位置するオークランド大学シティーキャンパス内にあるオークランド大学付属語学学校での語学研修に参加します。日常生
活で必要な英語力を伸ばしたい学生のためのプログラムで、英語の構文、リスニングスキル、リーディングスキル、スピーキングスキル、ボキャブラ
リー、流暢な発話、正確なライティングスキルについて学びます。初日にプレースメントテストを受け、レベルに応じてクラス分けがあります。クラスは
初心者から上級者まで対応した5つの学習レベルで一週間に20時間の授業（午前）と週2回（午後）のセミナー。

ニュージーランド・オークランド

募集概要

日程
月曜スタート3週間以上 （日程相談可）
（移動日を含まない）

食事
朝食・夕食及び週末の昼食は宿泊費に含む
その他1食¥700～

大学の紹介

イングリッシュランゲージアカデミー（ELA）は、世界のトップ
100大学にランクインしたニュージーランドを代表するオーク
ランド大学の付属語学学校です。世界中から集まる学生達と
出会い、共に学び、友達の輪を広げることができます。

航空券の手配 各自手配

滞在形式 ホームスティ

ここが一押し！

・カウンセリングを行う専門のサービスチーム
・週7日利用可能な自習室
・学習サポート機能が備わったコンピューター設備
・オークランド到着時のサポートおよび宿泊先の手配
・社会活動、スポーツ、文化体験などのアクティビティ（有料）

査証
（ビザ）

・日本国籍の場合、不要

一日のスケジュー
ル

（予定）

午前 授業 2コマ （1コマ 2時間）
午後 ワークショップ （オプション）

パスポート
有効残存期間

入国時６ヶ月以上必要

パスポートの査証欄余白は連続2ページ以上必要

過去の参加者の声

参加費に
含まれるもの

・航空運賃（空港税・空港施設使用料含む）
・授業料
・宿泊費
・往路 オークランド空港

ホームスティ先までの交通費
・海外旅行保険料

*授業料・宿泊費：国際送金

参加費に
含まれないもの

・パスポート取得費用（取得していない学生のみ）
・日本国内および現地交通費
・平日の昼食費
・個人的支出（電話代、郵便代、お小遣い等）
・留学生危機管理サービス（OSSMA）

奨学金（最大）

・7万円・・・平成30年度海外留学支援制度（協定派遣）
・5万円・・・平成30年度山口大学海外留学支援制度

～はばたこう！山口から世界へ～
※派遣期間が32日以上の場合は、上記金額の倍（24万）と
なります。

キャンセル料
航空券購入後は、キャンセル料が発生します。
また、派遣先へ国際送金後のキャンセルの場合、
返金が難しい場合があります。

平日の午前中1コマ2時間の必須授業が1日2コマあり、
午後からは1時間の選択授業も受けることができる。日
本人をはじめ様々な国からの留学生とともに、初日のプ
レースメントテストの結果を基にした各々のクラスで語学
力を高めるための授業を行う。スピーキング力を重視す
る授業が多く、あるテーマに関して、グループディスカッ
ションを行ったり、身近な出来事をグループ内で伝えたり
した。日本での授業雰囲気とは異なり、皆が積極的な姿
勢で居心地が良かった。大きなビルが建ち並ぶエリアも
あれば、海や山に囲われた大自然の残るエリアもある
オークランドは人にとっても自然にとっても恵まれた環境
なのだと感じた。多国籍な街で、ひとたび外に出れば世
界各地の人々と出会うことができ、様々な国の言葉を耳
にすることが多々あった。ホームスティを体験し、現地家
族のもとで生活を共にしながら、日常的に英語に触れる
時間を設けた。

期間：月曜スタート19日以上
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ジョージア工科大学（GL-ESL） 54日間
参加費用（1名） 約 85.0万円

奨学金最大受給金額 26万円

※奨学金受給には一定の成績基準を満たしていることが前提です。
※本奨学金は、給付型支給金であり、返還の必要はありません。

プログラム概要

ジョージア工科大学LI（Language Institute)で実施している語学プログラムです。Grammar・Writing・Reading/Discussion・Speaking/Listeningの4つの
コースで構成されていて、それぞれ1時間、計週20時間の授業を受けます。初日にクラス分けのためのプレースメントテストを受け、自分のレベルに
応じたクラスで学習します。

アメリカ・アトランタ

募集概要

日程

2018年8月16日（木） クラス分けプレースメントテスト
2018年8月20日（月）～10月12日（金） 授業
（移動日を含まない）
社会建設系の学生は技術研修可能

食事
朝食・夕食及び週末の昼食は宿泊費に含む
その他1食¥1000～

大学の紹介

21,000名以上の学生が在籍するジョージア州では最大級
の大学で、現在では秀逸な工学と科学プログラムを持つとし
て知られています。US News & World Reportの雑誌で米国公
立大学のトップテンにランクされました。集中英語コースでは、
幅広い多様なプログラムを設けています。

航空券の手配 工学教育研究センター

滞在形式 ホームスティ

ここが一押し！

米国南東部の大都市アトランタの街に所在し、街には、世
界的に有名な大企業CNN,コカコーラ本社などがある。また、
有名な音楽フェスティバルを開催するなど音楽活動の盛んな
街。スポーツ面でも野球、フットボール、バスケットボール、
ホッケーのプロチームを持っている。学校は公共交通機関の
便のいい街の中心部に位置している。

査証
（ビザ）

渡航前に各自において取得 （費用$200）
アメリカ大使館または領事館にて面接有

一日のスケジュー
ル

（予定）

8：00～17：00のうち、１日5時間程度授業
時間割はクラスによって異なる

パスポート
有効残存期間

入国時６ヶ月以上必要

パスポートの査証欄余白は連続2ページ以上必要

過去の参加者の声

参加費に
含まれるもの

・航空運賃（空港税・空港施設使用料含む）
・授業料
・宿泊費
・海外旅行保険料

*授業料・宿泊費：国際送金

参加費に
含まれないもの

・パスポート取得費用（取得していない学生のみ）
・日本国内および現地交通費
・平日の昼食費
・個人的支出（電話代、郵便代、お小遣い等）
・ビザ取得費用
・予防接種代
・抗体検査費用
・留学生危機管理サービス（OSSMA）

奨学金（最大）

・16万円・・・平成30年度海外留学支援制度（協定派遣）
・10万円・・・平成30年度山口大学海外留学支援制度

～はばたこう！山口から世界へ～

*派遣期間により、金額の変動あり

キャンセル料
航空券購入後は、キャンセル料が発生します。
また、派遣先へ国際送金後のキャンセルの場合、
返金が難しい場合があります。

Writing では与えられたテーマの文章構成について勉
強し、作成した文章を先生が添削し、それを踏まえて次
のテーマでも同様に進めていった。後半からは記事の要
約やプレゼンテーションなどの広い内容を含んだ授業で
あった。Speaking/Listeningでは教科書のリスニング教材
やネット上のビデオを利用して、その内容の把握や自分
の意見を述べたり、ディスカッションなどをした。中南米や
中東、アジア、ヨーロッパなどいたるところから学生が来
ており、文化交流ができた。
ホームスティをすることで、現地の家庭ではどのような
食事が普段から食べられているのかを知ることができた。
また、休日に市内に散策に行くこともできたので、実際に
買い物をしたり、電車に乗ったりなど日常生活に必要な
仕組みや手順が日本と異なっていて慣れるのに苦労し
たがいい経験になった。

期間：2018年8月16日～10月12日
*４週間以上の研修に短縮可
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チュラロンコン大学 約14日間
参加費用（1名） 約 20.0万円

奨学金最大受給金額 7万円

※奨学金受給には一定の成績基準を満たしていることが前提です。
※本奨学金は、給付型支給金であり、返還の必要はありません。

プログラム概要

基本的な英会話レッスン（リスニング、発音、構文、表現、読解力）。グループディスカッションやロールプレイを取り入れた実践型の授業で、英語で
のコミュニケーションを通して、タイの歴史、食文化、商業等に触れます。世界遺産であるアユタヤやエメラルド寺院などを巡る学外体験研修も有りま
す。タイの東大といわれる名門校、バンコク中心に位置し便利です。無料スクールバスが学内および町の中心駅まで運航しています。

タイ・バンコク

募集概要

日程
2018年8月27日（月）～9月7日（金）
（移動日を含まない）

食事
自由
大学内学食や宿舎近くのフードコートなど
一日1,000円程度

大学の紹介
1917年に設立されたタイにおいて最も古い歴史をもつ、権
威ある国立大学です。19の学部と多数の研究施設がありま
す。

航空券の手配 工学教育研究センター

滞在形式
大学寮
（i-House 1名/1部屋予定、空室状況により2名

/1部屋）

ここが一押し！

日本とはまるで違う雰囲気、景観があります。バンコクの中
心に位置しているため、交通手段も様々あり、移動に困るこ
とはありません。ショッピングモールや飲食店などもたくさん
あり、現地の食文化や伝統品などに触れることができます。

査証
（ビザ）

・日本国籍の場合、不要

一日のスケジュー
ル

（予定）

13：00～15：30 授業
日によって、フィールドトリップなどの現地視察有

パスポート
有効残存期間

入国時６ヶ月以上必要

パスポートの査証欄余白は連続2ページ以上必
要

過去の参加者の声

参加費に
含まれるもの

・航空運賃（空港税・空港施設使用料含む）
・授業料
・宿泊費
・海外旅行保険料

*授業料・宿泊費：現地払い
*授業料は参加人数により変動あり

参加費に
含まれないもの

・パスポート取得費用（取得していない学生のみ）
・日本国内および現地交通費
・滞在中の食費
・個人的支出（電話代、郵便代、お小遣い等）
・留学生危機管理サービス（OSSMA）

奨学金（最大） ・7万円・・・平成30年度海外留学支援制度（協定派遣） キャンセル料
航空券購入後・宿舎手配後は、キャンセル料が
発生します。

Speaking, Writing, Reading, Listeningと幅広く学習するこ
とができただけでなく、プレゼン・班行動・フィールドワー
クなどを通じてコミュニケーション能力向上につながった。
講義で用いられた言葉は全て英語であり、指示をよく聞
き、理解しなければ、課題に取り組むことができない状態
だったので、英語を聞き取ることは、研修後半にはかなり
慣れていたように思う。自由時間や休日にはバンコク内
を散策した。何車線もある道路、渋滞、トゥクトゥク、地下
鉄などの交通面や道路いっぱいに広がる屋台、買い物
の交渉などにおいて、タイ人の気質などを感じることがで
きた。期間中いくつか建物の建設現場を目にし、その中
に日本企業の名前をいくつか見つけた。日本企業が建
設分野において海外進出していることを実際に目にする
ことで今後の進路に対して、とても良い刺激を受けること
ができました。

期間：2018年8月27日～9月7日
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カセサート大学（シラッチャキャンパス） 約26日間
参加費用（1名） 約 21.0万円

奨学金最大受給金額 12万円

※奨学金受給には一定の成績基準を満たしていることが前提です。
※本奨学金は、給付型支給金であり、返還の必要はありません。

プログラム概要

研修に現地の数か所の日本企業または欧米企業の現地法人を訪問します。基礎的な英会話レッスン、E-learning設備が充実しており、英語授業
以外に全ての英語で開講されている専門科目も聴講可能です。タイの文化体験学習も有ります。シラッチャはバンコクから南のチョンブリに位置し、
パタヤビーチ等自然環境に富みます。カセサート大学はタイに多数キャンパスがあり、東タイエリアの工業地帯の中心大学を目指しています。日系
企業が多く進出している産業都市の中にあり、環境も良いです。

タイ・シラッチャ

募集概要

日程
2018年8月20日（月）～9月14日（金）
※この日程に移動日は含みません。

食事
自由
大学内学食や宿舎近くのお店など
一日1,000円程度

大学の紹介
カセサート大学は、タイ国立大学であり、また、タイのトップ
ランキングに位置する国内でもっとも規模の大きい大学の一
つである。在籍者数は、58,000人以上。

航空券の手配 工学教育研究センター

滞在形式 職員用宿舎（2名/1部屋予定）

ここが一押し！

シラッチャには欧米や日本企業の現地法人が多く、研修に
はこれらの企業訪問を組み込んでいます。（下記参照）
また、多くのレストランや施設に日本語で注釈が書かれて
います。大学内にはコンビニがあり、プール、体育館、図書
館も利用でき、インターネットも自由に使えます。

査証
（ビザ）

・日本国籍の場合、不要

一日のスケジュー
ル

（予定）

9：00～12：00 授業
13：00～16：00 フィールドトリップや自習

パスポート
有効残存期間

入国時６ヶ月以上必要

パスポートの査証欄余白は連続2ページ以上必要

企業訪問先
※訪問先は、左記
の19企業の中から、
参加学生の希望と
訪問企業の都合を
見て決定します。

参加費に
含まれるもの

・航空運賃（空港税・空港施設使用料含む）
・授業料
・宿泊費用
・海外旅行保険料

*授業料・宿泊費：現地払い
*授業料は参加人数により変動あり

参加費に
含まれないもの

・パスポート取得費用（取得していない学生のみ）
・日本国内および現地交通費
・滞在中の食費
・個人的支出（電話代、郵便代、お小遣い等）
・留学生危機管理サービス（OSSMA）

奨学金（最大）
・7万円・・・平成30年度海外留学支援制度（協定派遣）
・5万円・・・山口大学海外留学支援制度

～はばたこう！山口から世界へ～
キャンセル料

航空券購入後・宿舎手配後は、キャンセル料が
発生します。

Hitachi Chemical Automotive Products(Thailand) Co.,Ltd.
NHK SPRING (Thailand) Co.,Ltd
Autoalliance(thailand) Co., Ltd. 
Thai Autoparts Manufacturers Association 
Electrolux Thailand Co., Ltd . 
Italian-thai Development Public Company Limited 
Robert Bosch Limited Thailand 
Plastic Omnium Auto Inergy Thailand Ltd
Celestica (Thailand) Ltd
Thai Oil Public Company Limited 
Michelin Siam Co.,Ltd. 
Exotic Food Co.,Ltd. 
Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd. 
Geo-informatics And Space Technology Development 
Agency (PublicOrganization) 
ABB (Thailand) Co,.Ltd. 
Summit Auto Body Industry Co.,Ltd. 
Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 
Thai Summit Laemchabang Autoparts Co.,Ltd. 
Daikin Industries (Thailand) LTD. 

期間：2018年8月20日～9月14日

スタッフ一押し！
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マレーシア工科大学（UTM） 14日間
参加費用（1名） 約 23.0万円

奨学金最大受給金額 7万円

※奨学金受給には一定の成績基準を満たしていることが前提です。
※本奨学金は、給付型支給金であり、返還の必要はありません。

プログラム概要

エンジニアとして求められる英語を中心に、現地企業の工場見学や研究室訪問等を実施し、異文化に触れながら、工学英語、プレゼンテーション
能力を備えた創造力豊かな「グローバルエンジニア」の育成を目指すプログラムです。マレーシア工科大学（UTM)は、最先端で革新的な教育で国内
外からも高い評価を得ています。異なる文化・宗教の人々が共存して暮らす国・マレーシアを通じて異文化体験をしたい方にお勧めのプログラムで
す。芝浦工業大学との合同研修になります。

マレーシア・ジョホールバル

募集概要

日程
2018年8月29日（水）～9月11日（火）
（移動日を含まない）

食事
大学内ゲストホテル カフェクーポン付
（朝食または夕食に使用可） その他各自

大学の紹介

マレーシア工科大学
マレー半島の最南端に位置するクアラルンプールに次ぐ第

2の都市ジョホールバルにメインキャンパスを置く国立大学。
○ 設立：1904年 ○学生数18,000名

航空券の手配 工学教育研究センター

滞在形式 大学内ゲストホテル（2～4名で1部屋利用）

ここが一押し！

・研修中はUTMの学生がバディとして、学内生活のサポー
トをしてくれます。
・英語レッスン以外のアクティビティでは、文化交流セッショ
ン、研究室訪問などを実施

査証
（ビザ）

・日本国籍の場合、不要

一日のスケジュー
ル

（予定）

～8:30  学内バスで宿泊場所からLanguage Academyへ
8:30 ～13:00   英語レッスン

14:00～17:00 ラボ訪問、工場見学、文化交流セッション等

パスポート
有効残存期間

入国時６ヶ月以上必要

パスポートの査証欄余白は連続2ページ以上必要

過去の参加者の声

参加費に
含まれるもの

・航空運賃（空港税・空港施設使用料含む）
・授業料
・宿泊費
・朝食（カフェクーポン付）

・海外旅行保険料

参加費に
含まれないもの

・パスポート取得費用（取得していない学生のみ）
・日本国内および現地交通費
・平日の昼食費
・シンガポール空港⇔UTM（往復）交通費
・個人的支出（電話代、郵便代、お小遣い等）
・留学生危機管理サービス（OSSMA）

奨学金（最大） ・7万円・・・平成30年度海外留学支援制度（協定派遣） キャンセル料
航空券購入後は、キャンセル料が発生します。
また、派遣先へ国際送金後のキャンセルの場合、
返金が難しい場合があります。

朝から夕方まで授業があり、その後は自由時間。授業
ではリーディング、プレゼン、ディスカッション、英語を
使ったゲームなどの語学学習と、1人（もしくは2人）に1人
現地のバディをつけてもらい、学外への研修を行った。
語学研修は全て英語を使った能動的な授業になってい
た。参加学習は芝浦工業大学と山口大学で約50人と多
かったが、グループに分けられていて落ち着いて学習が
できる。また、一日の学習内容の総括を英語で日記に書
くという課題と、インスタグラムというSNSを使って、与え
られた題目について日記を英語で投稿するという課題も
ある。学外への研修は企業見学、都市観光があり、
ショッピングや現地の人への取材など座学では培えない
アウトプット方面の学習をすることもできる。もちろん、学
内の至る施設や研究室の見学もできた。自由時間では
バディからマレーシアの文化に慣れ親しめるような場所
へ連れて行ってもらった。

期間：2018年8月29日～9月11日
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東部国際大学（EIU） 33日間
参加費用（1名） 約 21.0万円

奨学金最大受給金額 12万円

※奨学金受給には一定の成績基準を満たしていることが前提です。
※本奨学金は、給付型支給金であり、返還の必要はありません。

プログラム概要

ベトナムにありながら、英語教員の全員がネイティブ教員です。主に英語によるコミュニケーション能力の向上を主眼としたクラス（具体的にはIELTS
の確実な向上を目的としたクラス）に参加します。プログラム初期に受けるプレースメントテストによってレベル別のクラスに分けられます。そのため、
自分に適した環境で英語を勉強することができます。プログラム終了時に到達度テストを設けており、このプログラムで学んだことを確認することが
できます。

ベトナム・ビンズォン

募集概要

日程
夏：2018年8月20日（月）～9月18日（火）
春：2019年2月中旬～3月下旬予定
（移動日を含まない）

食事
自由
大学内学食や宿舎近くのフードコートなど
1食¥300～

大学の紹介

ホーチミンから北に約25キロ程度に位置する、大規模都市
開発とともに設置された、2011年開校の新しい大学です。敷
地面積26ヘクタールの広大なキャンパスを保有しています。
ビジネス学部、工学部、看護学部の3学部で学生数3700人。

航空券の手配 工学教育研究センター

滞在形式 TDCプラザ（職員用宿舎 2～3名/1世帯）

ここが一押し！

金銭面でとにかくお得なプログラムです。同じ期間で欧米
諸国に留学しようとすると50万円以上かかってしまいますが、
このプログラムではその半分以下で留学することができます。
先生はネイティブなのできちんとした英語が学ぶことができま
す。ホームスティと違って比較的自由な時間が確保でき、週
末は観光などができます。現地交通費は日本より安い（タク
シー初乗り約60円程度）ので遠出することも可能です。

査証
（ビザ）

・工学教育研究センターが代理店を介して取得
手配（申請料¥18,000程度）

一日のスケジュー
ル

（予定）

7:30 ～ 午前中講義
東部国際大学の授業の実態に即して行うため、授業時間
が異なる場合有。

パスポート
有効残存期間

入国時６ヶ月以上必要

パスポートの査証欄余白は連続2ページ以上必要

過去の参加者の声

参加費に
含まれるもの

・航空運賃（空港税・空港施設使用料含む）
・授業料
・宿泊費
・海外旅行保険料

*授業料・宿泊費：現地払い

参加費に
含まれないもの

・パスポート取得費用（取得していない学生のみ）
・日本国内および現地交通費
・滞在中の食費
・個人的支出（電話代、郵便代、お小遣い等）
・ビザ取得費用
・留学生危機管理サービス（OSSMA）

奨学金（最大）
・14万円・・・平成30年度海外留学支援制度（協定派遣）
・7万円・・・平成30年度山口大学海外留学支援制度

～はばたこう！山口から世界へ～
キャンセル料

航空券購入後は、キャンセル料が発生します。
また、派遣先へ国際送金後のキャンセルの場合、
返金が難しい場合があります。

ILETS の向上を目的としたプログラムを実施。1日2時間
の授業が2コマあり、1コマ目はディスカッションを通じた
speaking練習、2コマ目はReading Listening の練習で、毎
週金曜日にはその週のテーマに基づいたテスト形式の
演習と実施。各授業後には主にネットを用いた宿題が課
され、各個人できるだけの量をしてる、といった形式だっ
た。今回の留学でベトナムの現地学生の勉強に対する
意識の高さや、授業への取り組み方、また、英語のレベ
ルについてかなり衝撃的だった。すべての学生が自分の
未来、夢について明確な意思を持っており、日本の学生
とのギャップを強く感じた。そのため、いい意味で、勉強
に関して危機感を抱くことができ、さらに、英語は必ず話
すことができるようになりたいと感じた。日本では英語を
実際に使う機会がほとんどないため、自発的にそういっ
た場所に参加していこうと感じた。

期間：夏：2018年8月20日～9月21日
春：2019年2月中旬～3月下旬予定
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ウダヤナ大学 約14日間
参加費用（1名） 約 18.0万円

奨学金最大受給金額 7万円

※奨学金受給には一定の成績基準を満たしていることが前提です。
※本奨学金は、給付型支給金であり、返還の必要はありません。

プログラム概要

インドネシアの産業や歴史、文化に触れながら、ウダヤナ大学教職員および学生との交流を通じて、語学力の向上および、異文化への理解を深め
ます。用意された題材に対し、英語でのディスカッション・プレゼンテーションなど実践的授業で、コミュニケーションスキルの向上を図り、バリの灌漑
システムやウダヤナ大学で取り組んでいる研究について理解を深めます。資料館や水田を訪問し、その他フィールドトリップも参加します。

インドネシア・バリ

募集概要

日程 2018年8月中旬～9月下旬のうち、2週間 食事

自由
大学内学食や宿舎近くのフードコートなど

1食￥200～

大学の紹介
リゾート地として有名な、インドネシア・バリ島に位置する総
合大学。1962年に設立され、文学部は英文学科、史学科、イ
ンドネシア文学科など6つの学科から構成されています。

航空券の手配 工学教育研究センター

滞在形式 アマンダハウス （アパート）

ここが一押し！
・研修中はウダヤナ大学の学生が学内生活をサポートしてく
れます。
・長年の派遣実績があり、安定したプログラムです。

査証
（ビザ）

・インドネシア到着時 到着ビザ（Arrival visa）
を取得 （$35程度） *日本での手配は不要

一日のスケジュー
ル

（予定）

9：00～16：00 授業
日によってフィールドトリップ、研究室訪問、
現場視察有

パスポート
有効残存期間

入国時６ヶ月以上必要

パスポートの査証欄余白は連続2ページ以上必要

過去の参加者の声

参加費に
含まれるもの

・航空運賃（空港税・空港施設使用料含む）
・授業料
・宿泊費
・デンパサール空港⇔ホテル 往復交通費
・海外旅行保険料

*授業料・宿泊費：現地払い
*授業料は参加人数により変更あり

参加費に
含まれないもの

・パスポート取得費用（取得していない学生のみ）
・日本国内および現地交通費
・食費
・個人的支出（電話代、郵便代、お小遣い等）
・到着ビザ取得費用
・留学生危機管理サービス（OSSMA）

奨学金（最大） ・7万円・・・平成30年度海外留学支援制度（協定派遣） キャンセル料 航空券購入後は、キャンセル料が発生します。

月曜日から金曜日までの平日はウダヤナ大学で授業
を受けた。大まかには英語と技術的な授業に分けられ英
語はコミュニケーションスキル、プレゼンテーションスキ
ルの授業、技術的な授業については機械工学、社会建
設工学、灌漑技術、情報系、電気電子工学の分野につ
いて学んだ。自分は学部１年であり、専門分野について
は知識がないなかであったが、とても簡単に先生方が説
明してくれたので理解しやすかった。また土曜日はフィー
ルドワークだった。実際にバリ島の灌漑方式スバックを
見学したり、工学部キャンパスに行き、研究室見学を行
い実際に先生方から研究内容を聞いたりすることができ
た。バリでは辛い食べ物が多いと聞いていたが、辛くな
い食べ物もたくさんあったので、食事に飽きることはな
かった。また、大体のことは現地の学生に聞けば教えて
くれるので、あまり苦労はしなかった。

期間：2018年8月中旬～9月下旬
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マレーシア工科大学（UTM） 23日間
参加費用（1名） 約 15.0万円

奨学金最大受給金額 12万円

※奨学金受給には一定の成績基準を満たしていることが前提です。
※本奨学金は、給付型支給金であり、返還の必要はありません。

プログラム概要

創造設計に関する講義、および創造設計の演習を２週間にわたって実施します。日本人とマレーシア人の学生から構成される国際チーム（１０チー
ム）を組織し、英語でコミュニケーションしながら製品開発を行い、最終日にプレゼンおよびデモによるコンペを実施します。最優秀者にはbest design
賞を授与します。

マレーシア・クアラルンプール

募集概要

日程
2018年8月16日（木）～9月7日（金）
（移動日を含まない）

食事 各自

大学の紹介

マレーシア工科大学
マレー半島の最南端に位置するクアラルンプールに次ぐ第

2の都市ジョホールバルにメインキャンパスを置く国立大学。
○ 設立：1904年 ○学生数18,000名

航空券の手配 学生本人

滞在形式 大学内の寮

ここが一押し！

東南アジア特有の市場ニーズを発掘して、新しい機械を創
造する技術プログラムであること。マレーシア工科大学の学
生数名とチームを組み、英語で議論し、実際に新興国の勢
いを肌で感じながら、日本にはないような問題を発見し、自
分たちだけのオリジナルな機械を作成して、評価を行える。

査証
（ビザ）

・日本国籍の場合、不要

スケジュール
（予定）

・創造的製品開発の講義、日本・マレーシア混成チームに
よる実施演習および工場見学
・プロトタイピングを行い、デモンストレーションを含むデザイ
ンコンペの実施
・文化交流、マレー語講座

パスポート
有効残存期間

入国時６ヶ月以上必要

パスポートの査証欄余白は連続2ページ以上必要

過去の参加者の声

参加費に
含まれるもの

・航空運賃（空港税・空港施設使用料含む）
・授業料
・宿泊費
・海外旅行保険料

*授業料は無料です。

参加費に
含まれないもの

・パスポート取得費用（取得していない学生のみ）
・日本国内および現地での交通費
・滞在中の食費
・個人的支出（電話代、郵便代、お小遣い等）
・留学生危機管理サービス（OSSMA）

奨学金（最大）
・7万円・・・平成30年度海外留学支援制度
・5万円・・・平成30年度山口大学海外留学支援制度

～はばたこう！山口から世界へ～
キャンセル料 航空券購入後は、キャンセル料が発生します。

プログラムはモデルベース創造設計を学ぶことを主目
的としており、授業や演習を通じて実践的に製品設計を
学ぶことができた。創造マインド、技術力、それに加え海
外でプログラムを行うことで国際協調力を養うことができ、
創造的設計者の基礎をつくることができたのではないか
と思う。さらに研修中は学校で行われる座学だけでなく、
マレーシアの学生たちが企画してくれた工場見学ツアー
に参加したり、休日には一緒にビーチへ遊びに行ったり
するなど、国際交流を体験することもできた。
現地の学生とコミュニケーションを取りながら、製品を
企画、モデル化するという実際の企業活動に近いことを
体験することができた。また、英語の通じないローカルレ
ストランで食事をしたり、タクシーに乗ったり、地元住民と
変わらない生活を体験することで、海外で働くことへの不
安や怖さというものは少なくなった。これらは、今後、実
践として必ず役に立つ経験となったと感じている。

期間：2018年8月16日～9月7日
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群山大学 12日間
参加費用（1名） 約 10.0万円

奨学金最大受給金額 7万円

※奨学金受給には一定の成績基準を満たしていることが前提です。
※本奨学金は、給付型支給金であり、返還の必要はありません。

プログラム概要

国際教育の実施プログラムとしてのSummer Program for Innovative Engineering Design (SPIED)である。日本・中国・韓国から複数の大学教員と学生
が集まり、3か国の学生を対象にグローバルイノベーション教育を行う。

韓国・群山

募集概要

日程
2018年8月17日（金）～8月28日（火）
（移動日を含まない）

食事
自由 大学内学食や宿舎近くのお店など
1日1,000円程度

大学の紹介
群山大学は韓国南西部にある都市にある国立大学であり、
３Dプリンタやロボットなど、多くの演習資材を持っており、充
実した環境で研修を行うことができる。

航空券の手配 機械工学科 江先生または森田先生

滞在形式 寮

ここが一押し！
中国・韓国・日本の学生が一同に会し、ものづくりを協働で
行う。いろんな考え方や価値観のある中で、考え、実習する
という体験が、将来的にあなたの大きな財産となります！

査証
（ビザ）

・日本国籍の場合、不要

一日のスケジュー
ル

（予定）

・前半・・・講義
・後半・・・実習 ＆ 発表
・最終日・・・プレゼンテーション

パスポート
有効残存期間

入国時６ヶ月以上必要

パスポートの査証欄余白は連続2ページ以上必要

過去の参加者の声

参加費に
含まれるもの

・航空運賃（空港税・空港施設使用料含む）
・授業料
・宿泊費
・海外旅行保険料

参加費に
含まれないもの

・パスポート取得費用（取得していない学生のみ）
・日本国内および現地交通費
・滞在中の食費（参加費に含まれる場合あり）
・個人的支出（電話代、郵便代、お小遣い等）
・留学生危機管理サービス（OSSMA）

奨学金（最大） ・7万円・・・平成30年度海外留学支援制度（協定派遣） キャンセル料
航空券購入後・宿舎手配後は、キャンセル料が
発生します。

研修を通じて、自己肯定感が高まった。今後の進路に
対して自信をもって取り組んでいきたいと思った。研修前、
日本の学生は中国や韓国の学生に比べて劣っていると
考えていた。しかし、研修を通して中国や韓国の学生と
交流するうちに、イメージしていたほどの大きな差はなく、
むしろプログラミングなどの分野については、日本の学
生の方が知識や経験があることを知ることができた。一
方で、中国や韓国の学生は工学という専門に加えて、高
い語学力を有している学生が多いことを実感した。伝え
たいという気持ちだけでなく、自分の言葉に説得力や自
信を込めて相手に伝えるという事は、海外で仕事をする
上で必要であると感じた。語学力はただ、気持ちを伝え
るための能力ではなく、相手の気持ちを動かしたり、場の
雰囲気をまとめたりできるなど、幅広い能力として自身を
さらに高めていきたいと感じた。

期間：2018年8月17日～8月28日
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ガジャマダ大学（UGM） 約22日間
参加費用（1名） 約 23.0万円

奨学金最大受給金額 12万円

※奨学金受給には一定の成績基準を満たしていることが前提です。
※本奨学金は、給付型支給金であり、返還の必要はありません。

プログラム概要

少人数対象で各自、①住宅、②防災、③文化遺産管理、④都市インフラ、⑤観光等からテーマを選び、そのテーマに基づいて研修内容組み立てま
す。「何をテーマにするか」もさることながら、どの先生に面倒を見てもらうか」がポイントとなります。テーマに希望があるようであれば，事前に伝えて
もらえれば、できるだけその希望に近い方向となるよう教員が調整します。

インドネシア・ガジャマダ

募集概要

日程 8月中旬～9月中旬 3週間程度予定 食事 各自自由

大学の紹介

ガジャマダ大学（通称は UGM（ウゲム））は、１９４９年に設
立され、インドネシア最古で最大の大学である。１８学部から
なる総合大学。UGM は、ジャワ島中部南に位置するジョグ
ジャカルタ特別州の州都ジョグジャカルタのほぼ中央に広大
なキャンパスを持っている。周囲には、ボルブドール仏教遺
跡、プランバナン寺院遺跡群があり、何れも世界遺産に登録
されている。また、市内には１２０あまりの大学があり、世界
各地から留学生が集まる学園都市でもある

航空券の手配 各自

滞在形式 MMUGM Hotel（大学経営のホテル）

ここが一押し！
自分の興味のあるテーマに即した研修を現地の人々と
協働で行うことができる。

査証
（ビザ）

別途確認

一日のスケジュー
ル

（予定）

テーマにより異なる。詳細は担当教員（社建・榊原）に
お問い合わせください。

パスポート
有効残存期間

入国時６ヶ月以上必要

パスポートの査証欄余白は連続2ページ以上必要

過去の参加者の声

参加費に
含まれるもの

・航空運賃（空港税・空港施設使用料含む）
・授業料
・宿泊費

・海外旅行保険料

参加費に
含まれないもの

・パスポート取得費用（取得していない学生のみ）
・日本国内および現地での交通費
・滞在中の食費
・個人的支出（電話代、郵便代、お小遣い等）
・留学生危機管理サービス（OSSMA）

奨学金（最大）
・7万円・・・平成30年度海外留学支援制度（協定派遣）
・5万円・・・平成30年度山口大学海外留学支援制度

～はばたこう！山口から世界へ～
キャンセル料 航空券購入後は、キャンセル料が発生します。

研修で一番印象に残っている会議は、ムラピ山のふも
との村で行われた災害復興ワークショップである。2010
年のムラピ山の大噴火により、ふもとの村は壊滅的な被
害を受けた。土石流により村は流され、訪問時には見渡
す限り一面に火山灰が降り積もった状態であった。村人
たちは政府の用意した避難所で生活を送っているとのこ
とだった。ムラピの村人たちの状況を目の当たりにした時、
私は東日本大震災時の津波で町を失った東北の人々を
思い浮かべた。慣れ親しんだ海辺を離れて高台移転を
行うかという選択は、ムラピ山を離れて安全な土地へ移
り住むかどうかという選択に似ているのではないかと想
像できた。約80人の村人たちが、一から村を立て直そう
とする姿に感銘を受けた。そして私の研究テーマである、
計画策定時における討議の重要さを学んだ。

期間：夏：2018年8月中旬～9月中旬
春：2019年2月中旬～3月中旬
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東ティモール大学 約16日間

参加費用（1名） 約 20.0万円
奨学金最大受給金額 7万円

※奨学金受給には一定の成績基準を満たしていることが前提です。
※本奨学金は、給付型支給金であり、返還の必要はありません。

プログラム概要

東ティモールの環境状態に対する現地視察、水質を中心とした環境調査を東ティモール国立公園のスタッフとともに行い、水質分析（水温、pH、電
気伝導度、濁度、BOD、栄養塩、大腸菌、毒性）を東ティモール国立大学の施設を利用して行います。またその結果をもとに、途上国の環境のあり方
について東ティモール国立大学教員や学生とディスカッションします。本プログラム参加後は認定証を発行します。認定証保持者については大学院
博士前期課程の環境システム工学論、博士後期課程の環境影響評価特論、あるいは総合工学特別講義の成績評価に利用することができます。

東ティモール・デリ

募集概要

日程 8月中旬～9月中旬 2週間程度予定 食事 自由 一食￥300～￥1000

大学の紹介

2000年11月に東ティモール大学を開校。国造りを担うべき
技術系人材の育成の観点から、インドネシア時代の旧東ティ
モール・ポリテクニックを母体として工学部に電気/電子工学
科、機械工学科、土木工学科を設置。

航空券の手配 社会建設・関根先生にお問い合わせください。

滞在形式 ホテル（朝食付き）

ここが一押し！

・なかなか行けない地域です！
・途上国の環境と環境質に関する調査や化学分析に興味が
ある方が前提です。途上国の開発援助に関わりたい方、ピッ
タリのプログラムです。
・JAICAや現地教官や学生など、現地で実際に活動している
人だからこそ知っている貴重な意見を聞くことができます。

査証
（ビザ）

・到着ビザ取得

一日のスケジュー
ル

（予定）
未定

パスポート
有効残存期間

入国時６ヶ月以上必要

パスポートの査証欄余白は連続2ページ以上必要

過去の参加者の声

参加費に
含まれるもの

・航空運賃
・宿泊費
・海外旅行保険料

*宿泊費：現地払い

参加費に
含まれないもの

・パスポート取得費用（取得していない学生のみ）
・日本国内および現地交通費
・食費
・個人的支出（電話代、郵便代、お小遣い等）
・ビザ
・留学生危機管理サービス（OSSMA）

奨学金（最大） ・7万円・・・平成30年度海外留学支援制度（協定派遣） キャンセル料 航空券購入後は、キャンセル料が発生します。

研修では、1日における調査の流れのミーティングから
始まり、河川流域の水質調査を現地の学生と協力して
行った。時間があれば町を巡ったり海へ行ったりした。現
地は内紛の傷跡も残っていたが山や海の自然が非常に
美しかった。さらに，現地の人々は非常に親しげであり誰
とでもすぐに仲良くなることが出来た。また、JICAの方と途
上国の開発に関する貴重なお話をお伺いすることで、先
進国と途上国の課題や現状も理解できた。現地は英語
が通じる場面が少なく、英語を話すことができるだけがグ
ローバル人材ではなく、自国と相手国の文化や歴史を知
り、きちんと理解することが本当のグローバル人材であ
ると気付かされる内容であった。現地の学生に教えるこ
との難しさや重要性、また自身も知識を磨きあげることが
できた。今回の経験は将来エンジニアを志す私にとって、
非常に貴重な経験となった。

期間：2018年9月7日～9月24日
2019年3月のうちの約2週間
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技術研修 ADVANCED 対象者限定あり

●技術研修ADVANCED 申込締切：派遣開始月の2ヶ月前20日
※費用は実績に基づいたおおよその目安で、為替レートなどにより変動します。また、本資料は現段階の予定で、予告なく内容が変更される可能性があります。
海外旅行保険については、学研災付帯の留学保険に加入することを前提とした金額を表示しています。

地域 国
都市
など

派遣大学等 予定期間
滞在
方法

対象者 概要 担当教員

航空運賃

授業料

宿泊費

食費

その他

海外旅行保
険

航空運賃

授業料

宿泊費

食費

その他

海外旅行保
険

航空運賃

授業料

宿泊費

食費

その他

海外旅行保
険

航空運賃

授業料

宿泊費

食費

その他

海外旅行保
険

航空運賃

授業料

宿泊費

食費

その他

海外旅行保
険

航空運賃

授業料

宿泊費

食費

その他

海外旅行保
険

ビッグデータ解析技術などについて演習を行う。
山口 真悟
（知能）

 0

 50,000

1食 500程度

 10,000

 5,000

タイ

バン
コク

 5,000

 5,000

シーナカリン
ウィロート大学

8月20日～
9月3日

 80,000

キャン
パス内
寮

対象者限定

シーナカリンウィロー大学農産物技術イノベー
ション学部において，酵母を用いたエタノール生
産や優良菌株の開発を行い，無菌操作，培地
作製，培養，定量，遺伝子組換え，交配などの
微生物を用いたバイオテクノロジーの基本技術
を学ぶとともに，これらを通じて，応用微生物学
及び遺伝子工学分野を中心に科学英語のコミュ
ニケーション能力を身に付ける。

 0

 10,000

キャン
パス内
寮

ウボ
ン

 0

 10,000

1食 300程度

カセサート大学
3月1日～　　 3
月10日

 70,000

ホテル
（KU
HOME）

対象者限定

 5,000

 80,000

キャン
パス内
寮

対象者限定

ウボンラチャタニ大学理学部生物科学科におい
て，エタノール発酵性の酵母の自然からの単離
から発酵能力評価までを行い，無菌操作，培地
作製，培養，定量などの微生物を用いたバイオ
テクノロジーの基本技術を学ぶと同時に，これら
を通じて，応用微生物学分野を中心に科学英語
のコミュニケーションを身に付ける。

赤田 倫治
星田 尚司
（応化）

1人当たりのおおよその費用

カセサート大学

①8月20日～
　　 9月18日

②12月20日～
　　　1月11日

￥80,000～￥90,000

寮
（RECO
FTC）

対象者限定

 0

 65,000
（ツインの場合はこの半額）

1食 200～ 300
（学食の場合）

カセサート大学環境学部にて、バイオエネル
ギー生産のための耐塩性を持つ水素生産菌の
探索に関する研究、水道水の衛生面確保のた
めの塩素フリーな二酸化炭素殺菌方法の開発
に関する研究、水環境保全のための熱帯性農
作物（キャッサバ、パームオイル等）工場からの
排水の適正処理に関する研究及びリン資源確
保のための発展途上国における排水からの効
率的リン回収のための研究等を通して、語学
力・コミュニケーション能力の向上を図る。

ビザの申請はありません。交通費も学内
移動の場合は必要ありません。

 7,000

ウボンラチャタニ
大学

①8月20日～
　9月3日

②9月3日～
9月17日

チュラロンコン大
学

8月20日～
9月3日

 80,000

赤田 倫治
星田 尚司
（応化）

マ
レー
シア

プトラ
ジャ
ヤ

マレーシアプトラ
大学

11月25日～
12月2日

 70,000

寮とホテ
ル

対象者限定 IoT関連技術などについて演習を行う。
山口 真悟
（知能）

 0

 50,000

1食 1,000程度

 10,000

 5,000

1食 300程度

対象者限定

チュラロンコン大学理学部において，カビ，植物
等の遺伝子及び酵素等を用いたバイオテクノロ
ジー関連基本技術を学ぶとともに，これらを通じ
て，この分野の科学英語のコミュニケーション能
力を身に付ける。

 0

 30,000

1食 300程度

赤田 倫治
星田 尚司
（応化）

今井 剛
（循環）

アジ
ア
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●技術研修ADVANCED 申込締切：派遣開始月の2ヶ月前20日

技術研修 ADVANCED 対象者限定あり

※費用は実績に基づいたおおよその目安で、為替レートなどにより変動します。また、本資料は現段階の予定で、予告なく内容が変更される可能性があります。
海外旅行保険については、学研災付帯の留学保険に加入することを前提とした金額を表示しています。

地域 国
都市
など

派遣大学等 予定期間
滞在
方法

対象者 概要 担当教員

航空運賃

授業料

宿泊費

食費

その他

海外旅行保
険

航空運賃

授業料

宿泊費

食費

その他

海外旅行保
険

航空運賃

授業料

宿泊費

食費

その他

海外旅行保
険

航空運賃

授業料

宿泊費

食費

その他

海外旅行保
険

航空運賃

授業料

宿泊費

食費

その他

海外旅行保
険

航空運賃

授業料

宿泊費

食費

その他

海外旅行保
険

工学部1年～
博士3年

機械工学科

インドネシアにおける機械部品のニーズに対応
した部品設計開発プロセスの一部を研修する。
また、現地学生との共同作業や派遣先教員の
指導による、英文レポート作成・プレゼンテー
ションを通じて語学力の育成を図る。

春山 繁之
（MOT）

9月上旬から中
旬の2週間

 130,000

山本 浩一
（社建）

 0

 0

1食 100程度

 5,000

9月上旬から中
旬の2週間

 90,000

山本 浩一
（社建）

 0

 18,000

1食 300程度

 5,000

寮 対象者限定

9月上旬から中
旬の2週間

 90,000

 0

 18,000

1食 300程度

 5,000

ピートソイル緩傾斜地における地すべりの機構
解明と海岸浸食のモニタリングをテーマとして、
現地調査と解析を2週間で実施する。

ベンカリス高等専門
学校

 50,000

 5,000

基礎地盤コンサル
タンツ（株）

シンガポール支店
（インターンシップ）

シンガポールの日系建設会社，建設コンサルタ
ントにおいて夏季インターンシップ行い，日本の
土木技術者が海外で活躍するために兼ね備え
るべき能力について自覚する．

寮 対象者限定

シンガポールの日系建設会社，建設コンサルタ
ントにおいて夏季インターンシップ行い，日本の
土木技術者が海外で活躍するために兼ね備え
るべき能力について自覚する．

進士 正人
（社建）

寮
工学部3年～
　　　　　　修士2年

インドネシアの学生と日本の学生による水道水
質調査、あるいは雨水涵養システムの設計及び
制作についての技術研修を行う。

（英語授業を選択の場合約 5,000追加）

未定

工学部1年～
修士2年

社会建設工学科
循環環境工学科
建設環境系専攻

インドネシアの学生と日本人の学生が一組に
なって実験器具の製作に取り組む他、現地見学
も予定している。

工学部3年～
修士2年

社会建設工学科
建設環境系専攻

未定

ホテル

8月20日～
　　9月6日

シン
ガ
ポー
ル

シン
ガ
ポー
ル

佐藤工業（株）
シンガポール支店
（インターンシップ）

8月20日～
　　9月6日

 150,000

シン
ガ
ポー
ル

シン
ガ
ポー
ル

 150,000

 0

 0

1食 1,000程度

進士 正人
（社建）

 0

 0

1食 1,000程度

 50,000

 5,000

未定

朝食は宿泊に含む（
その他1食\300～）

山本 浩一
（社建）

バンド
ン

バンドン工科大学

アジ
ア

未定

 5,000

ブンカ
リス

インド
ネシ
ア

ジョグ
ジャカ
ルタ

1人当たりのおおよその費用

バン
ダル
ラン
プー
ン

ランプーン大学

ジョグジャカルタ州
立大学

8月～9月のう
ち2週間程度

 70,000

 0
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●技術研修ADVANCED 申込締切：派遣開始月の2ヶ月前20日

技術研修 ADVANCED 対象者限定あり

※費用は実績に基づいたおおよその目安で、為替レートなどにより変動します。また、本資料は現段階の予定で、予告なく内容が変更される可能性があります。
海外旅行保険については、学研災付帯の留学保険に加入することを前提とした金額を表示しています。

地域 国
都市
など

派遣大学等 予定期間
滞在
方法

対象者 概要 担当教員

航空運賃

授業料

宿泊費

食費

その他

海外旅行保
険

航空運賃

授業料

宿泊費

食費

その他

海外旅行保
険

航空運賃

授業料

宿泊費

食費

その他

海外旅行保
険

航空運賃

授業料

宿泊費

食費

その他

海外旅行保
険

航空運賃

授業料

宿泊費

食費

その他

海外旅行保
険

航空運賃

授業料

宿泊費

食費

その他

海外旅行保
険

工学部4年～
　　　　修士2年

環境衛生工学分野

現地工場等で臭気の採取と測定を行い、環境
影響評価手法の基礎を修得する。

ヨー
ロッ
パ

樋口 隆哉
（循環）

対象者限定
タンパク質の構造変化の解析とそのバイオ分離
および医工学への適用についての研究

ホテル台湾 台北 国立台湾大学

イタリ
ア

サレ
ルノ

サレルノ大学 寮

 30,000

渡航期間による

 0

 50,000

1食 500程度

2月1日～
　　3月31日

山本 修一
（応化）

12月中予定

 120,000

 50,000

 5,000

熊切 泉
（循環）

 0

 50,000

1食\800程度

 5,000

進士 正人
（社建）

 0

 0

1食 1,000程度

 50,000

 5,000

ポル
トガル

リス
ボン

新リスボン大学
10月1日～10
月11日

 200,000

ホーム
スティ

シン
ガ
ポー
ル

シン
ガ
ポー
ル

五洋建設（株）
シンガポール支店
（インターンシップ）

8月20日～
　　9月6日

山本 修一
（応化）

 0

 50,000

1食 1,000程度

渡航期間による

齊藤 俊
（機械）

修士1年～博士3年

機械工学系専攻
応用医工学系

Institute of Biomedical Technologiesにおいて医
工学に関連した実験・討論を行い、コミュニケー
ション能力向上を図る。

60000（$750AUT）

朝食・夕食は宿泊費に含む

渡航機関による

1人当たりのおおよその費用

対象者限定
モノリステクノロジーとそのバイオ分離への適用
についての研究

 150,000

寮 対象者限定

シンガポールの日系建設会社，建設コンサルタ
ントにおいて夏季インターンシップ行い，日本の
土木技術者が海外で活躍するために兼ね備え
るべき能力について自覚する．

対象者限定
膜分離や膜反応器についての研究設備の見学
や、講義への参加

 0

 30,000

1食 600程度

オセ
アニ
ア

ニュ
ー
ジー
ランド

オー
クラン
ド

オークランド工科大
学

受入れ先の都
合に合わせて
調整します。
開催時期が，
夏休みか春休
みのどちらかに
なる可能性が
あります。

ホーム
スティ

スロ
ベニ
ア

リュ
ビュ
ヤナ

リュビュヤナ大学・
バイオセンサー機
器プロセス制御先
端研究センター

①8月7日～10
月30日

②2月1日～
3月31日

 150,000

ホテル

アジ
ア
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単位認定について 

工学部附属工学教育研究センター事務 

 海外研修プログラムに参加し、要件を満たした学生に、‘国際実習Ⅰ’などの単位を付与します。 

 詳細は Web シラバスで確認できます。それぞれの研修タイプに該当する、国際実習Ⅰ・Ⅱおよび学外特別

研修Ⅰ・Ⅱのシラバスを確認し、その内容に従って、研修報告書を作成して下さい。 

 ただし、過去の研修参加において同じ科目名の単位を取得済みの場合、積み上げ履修は出来ません。 

卒業所要単位に含めることができるかどうかについては、所属学科などによって異なるため、各自、要覧

などで確認してください。 

単位を認定する科目名と単位数                        

対象学生 研修タイプ 科目名 単位数 研修期間 

学部生 

語学研修 国際実習Ⅰ 
1 2 週間程度 

2 26 日以上 

技術研修 国際実習Ⅱ 
1 2 週間程度 

2 26 日以上 

博士前期課程学生 語学研修および技術研修 学外特別研修Ⅰ 
1 2 週間程度 

2 26 日以上 

博士後期課程学生 語学研修および技術研修 学外特別研修Ⅱ 
1 2 週間程度 

2 26 日以上 

        *研修期間に移動日は含まない 

詳細については、7月に実施する事前講習会にて、参加決定学生にお知らせします。 
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