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チューター期間：留学生がプログラムに在籍する全期間 

 

チューター謝金：時給1,000円、総支給額上限48,000円 

 

応募はこちらから↓ 

http://alumni.isc.kyushu-u.ac.jp/tutor/ 

 

 

※締め切りを過ぎると、応募ができなくなるので注意 
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１．チューター応募について 

http://alumni.isc.kyushu-u.ac.jp/tutor/
http://alumni.isc.kyushu-u.ac.jp/tutor/
http://alumni.isc.kyushu-u.ac.jp/tutor/


１．チューター応募について 

今回募集する留学生センター各プログラムは、 

伊都キャンパスで行われ、 

留学生は伊都キャンパスの宿舎に居住します。 

 

他キャンパスで主に授業を受ける方は、伊都キャンパスで
のサポートが十分に可能か検討のうえ、 

応募をお願いいたします。 

 

※なお、移動に係る交通費は支給できませんので、 

予めご了承ください。 

4 



２．チューター業務について  

チューターに採用されたら・・・・ 

 

① チューター説明会への出席 

   ４月開始の場合・・・３月中旬～下旬 

   １０月開始の場合・・・９月中旬～下旬 

 

② 担当留学生を国際交流会館にて出迎え 

   ４月開始の場合・・・３月下旬～４月上旬 

   １０月開始の場合・・・９月下旬～１０月上旬 

※但し、早朝・深夜に留学生が来日する場合は、 

チューターさんの安全のため出迎えをお断りしています 
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来日後は・・・ 

 

① 区役所にて「居住地届出書」提出手続き補助  必須！ 

② 国民健康保険加入手続き補助 必須！  

③ 銀行口座開設・携帯電話購入補助 

④ 水道・電気使用契約手続き補助 

⑤ その他日用品の購入補助  など 

をお願いしています。 

留学生が初めに苦労する部分なので、 

必ず助けてあげてくださいね。 
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２．チューター業務について  

留学生に発行される
在留カード見本 



その他・・・ 

 

• 学内健康診断のお手伝い 

• 留学生の病気・ケガの際、病院付き添いなどの補助 

• 留学生のためのイベント企画・運営 

• その他、良き友人としてのサポート 

 

など、積極的に留学生を支援していただける方を 

歓迎いたします！ 
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２．チューター業務について  



JTWプログラム ３．各プログラムの特色  

• 英語で日本について学ぶプログラム 

• 毎年４０～５０名の留学生が参加 

• ①１０～２月、②１０～７月、③４月～７月のいずれかの
期間在籍する（②が一番多い） 

• 日帰り・一泊二日のスタディトリップが月１～２回あり、
チューター若干名も参加可能  



JLCCプログラム ３．各プログラムの特色  

• 日本語・日本文化について、日本語で学ぶプログラム 

• 日本学専攻の学生なので、日本語が堪能 

• 毎年25名程度の留学生が参加 

• １０～９月の期間在籍する 

• 日帰り・一泊二日のスタディトリップがあり、チューター
若干名も参加可能  



日韓共同理工系学部留学生予備教育コース 

３．各プログラムの特色  

• 2000年に日本政府と韓国政府の共同事業として開設
されたプログラム 

• 毎年韓国から約10名の留学生が参加（理工系学部へ
入学予定） 

• 3月の高校卒業後、半年間は韓国国内で予備教育を受
け、次の半年間は日本で予備教育を受け（10月～留学
生センター所属）、その後4月に正式に学部に入学 

 



• 九大や近郊の大学院入学前の国費留学生を対象とした、
６カ月の集中日本語コース 

• コース修了後、大学院での研究を始める 

• 開講時期は、４月・１０月の年２回 

• 来日後、初めて日本語を学ぶ学生がほとんど 

• 大学院生のため、他プログラムと比べ、比較的年齢が 

  高い学生が多い 
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３．各プログラムの特色  日本語研修プログラム 



チューターへの応募を検討している皆さんへ 法学部4年 栄留卓哉   

                                         

 チューターへの応募を検討されている皆さん、こんにちは。第18期JTW（2011年後期〜2012年前期）でチューターの副リーダーを
務めていた、栄留卓哉と申します。この度は、チューターへの応募に興味はあるけれど、どんな仕事をするのかわからない方のため
に、どのような方がチューターに向いているのかを、経験者の立場からお伝えしたいと思います。 

 

 まずチューターには、担当している留学生（チューティー）の頼れる友人になることが求められます。日本に来たばかりの留学生のた
めに、区役所へ各種手続きの手伝いに行ったり、携帯電話の購入補助をしたり等、留学生の生活支援を行うことが基本的な仕事で
す。これを聞いて、少し面倒だと思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。私の経験からすると、実際そうで、日本に来たばかりの
留学生の手続きは煩雑で、多くの労力と時間を必要としました。 

 

 しかし、最初の事務手続きさえ終わってしまえば、あとはチューティーと日本での生活を一緒に楽しむことが主な仕事となります。私
は、チューティーに何かをしてあげるだけでは自分自身がしんどいので、自分も一緒に楽しめる企画を積極的に取り入れました。例え
ば、みんなで野球観戦に行ったり、ラウンドワンでスポーツパーティーをしたり、由布院にドライブ旅行に行ったり・・・秋には一緒に海
外旅行にも行きました。こうやって一緒に楽しい時間を過ごしているうちに、お互いの文化や考え方の違いを随所で見ることができ、
国際的な感覚を身につけることができます。といっても、私もチューターをするまでは海外経験のなかったため、最初のうちは文化や
考え方の違いに随分悩まされたものです。それが原因となって、チューティーと喧嘩をしたこともたくさんありました。しかし、それでも
諦めずに、お互いのことをとことん話し合った結果、 

日本人の友人以上に自分のことを理解してくれる、親友を作ることができました！ 

 

 留学生は日本へ来る1年以上も前から留学準備をしてきている学生ばかりです。 

「日本での生活を楽しみたい！」との期待を胸に膨らませながら日本へやって来ます。 

私たちが海外の大学へ行く時に「素敵な人に会えたらいいなあ！」 

と心を弾ませるのと同じように、日本へやって来る留学生も九州大学での 

良い出会いを楽しみにしています。チューターの仕事を楽しいと思えるかどうかは、 

皆さんの行動次第です。留学生と共に大学生活を楽しみたいと思う積極的な皆さんに、 

ぜひチューターになっていただければと思います。 
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４．先輩チューターからのメッセージ  



What tutors mean for us JTW students?     Michael Kinadeter(JTW student) 

 

   Most of us JTW students left our well-known home countries and 

came to Japan not only the first time, but also with no or very limited 

Japanese skills. Thus, many students worried and didn't feel too secure 

at all, in the beginning.  

   But in case of JTW, we were greeted by our tutors right on the very 

first day, as they were introducing our new homes and helping us to 

deal with all the paper work. And in my case, the support to manage the 

Japanese everyday life continued until the end. Further, we could also 

ask questions about Japanese, train our Japanese with them.  

   Besides that, the most important point was: we could make Japanese friends. Cooking, eating, 

working, partying, learning and traveling together, one can really experience a lot together and 

become good friends! My tutor for example organized a lot of trips with many people, so the hard life 

as a university student was loosened up and we could relax and enjoy the weekend together. 

Especially also on those trips, we foreign students could learn a lot about Japanese culture (onsen, 

cooking, traveling habits etc. and of course the Japanese language) and could ask our tutors, if we 

noticed something, we did not understand.  

   Thus I think, the tutors play an important role in the intercultural understanding and they surely 

can make you feel at home in the foreign country: he explains you how things work, you begin to 

understand – and there is a friend, someone who helps and whom you can rely on. 
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５．留学生からのメッセージ  



楽しく、責任感を持って留学生を支援して
くださる方、お待ちしております！ 
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