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to see the world 

di�erently?

留学ガイド
世界にはばたけ九大生！

九州大学
2020年度版

　本ガイドブックに掲載されている諸情報には、新型コロナウイルス感染拡大
　の影響により、変更（中止含む）となったものがあります。
　海外留学フェア（ 4月 2 0日（月  ）～  2 2 日（水））も延期となりました  。
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留学のススメ

今日、国際社会のグローバル化は多くの新しい挑戦や可能性を生んでいます。情報技術

の発展によりニュースは瞬時に世界を駆け巡り、人々は国境を越えて教育を受け、仕事を

し、友情を育むことが珍しくない時代になりました。私たちの日々の暮らしも、今や海外

の人々との繋がり無しに成り立たず、多文化共生は重要な課題になっています。そんな時

代を生きる皆さんは、学生時代にどのような学びを経験し、そこからどのような知識や技

術、技能を身に付けるべきでしょうか。

留学は、否応なく語学力が向上し、異文化体験ができ、国際理解を深め、日本社会や自

分自身を見つめ直す事のできる素晴らしい機会です。九州大学では、様々な短期留学プロ

グラムや交換留学制度、奨学金制度があり、毎年 2000 名以上の九大生が海外留学をし、

海外からも約同数の学生が来日し皆さんと学びを共にしています。本学の特色ある留学プ

ログラムを利用して学びの場を世界へと拡げ、グローバル人材の第一歩を踏み出すため、

ぜひこのガイドを活用して下さい。Good luck!
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九州大学主催の

プログラム等活用事例

Step

1
情報収集
国内で語学力 
強化
異文化理解力の
強化

初級
1 年次
2 年次

・  留学の選択肢、費用、
奨学金制度等を知る ・留学フェア

・  海外の生活に
最低必要な
語学力の習得

・  語学授業や学内留学（留学生対象
授業）の活用

・留学生との交流
・SALC で語学力のスキルアップ
・  外国語週間イベント
・外国語プレゼンテーションコンテスト
・TOEFL 等のセミナー
・各種語学試験

・  海外の生活等に関する
基礎知識の習得 ・チューター／サポーター活動

Step

2 短期留学 
（数週間 - 
  1 ヶ月程度）

初・中
級

1 年次
2 年次

・留学のイメージを掴む
・  海外でもやっていける

自信をつける
・異文化の体験
・外国語の壁を取り除く

・短期留学、語学研修プログラム
　（  全学学生対象のものと、所属学

部内限定で募集するものがある）
・海外協定校のサマースクール

Step

3
長期留学 

（1 学期 -1 年間）
海外インターン
シップ
ダブルディグリー

中・上
級

2-4
年次

・専門知識の習得
・  議論が出来るレベルの

語学力の習得

・  大学間協定校や部局間協定校への
交換留学

・  理工系学部生向け
研究インターンシップ

・IAESTE（イアエステ）
・ダブルディグリープログラム

世界で活躍する人材へ   海外大学院留学、国内外グローバル企業への就職 etc.

語学力 
レベル TOEFL スコアの目安 備考

初級 TOEFL  ITP 500 / iBT  65 簡単な日常会話ができるレベル

中級 TOEFL  ITP 550 / iBT  80 交換留学で最低限求められるレベル

上級 TOEFL  ITP 600 / iBT  100 大学院留学またはトップクラスの大学学部留学で求め
られるレベル 

参考 : 語学力の目安（英語の場合）

留学に向けて

留学準備

海外留学
（短期）

海外留学
（中・長期）

1



2020年度　留学関連年間スケジュール
1月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月

学 年 暦

4/1-4/7
新入生オリエン
4/3 春季入学式

８/８-９/30
夏季休業

９/25
秋季学位記 

授与式

10/1
秋季入学式

12/26-1/5
冬季休業

3/22
春季学位記授与式

短期留学
語学研修

（学内募集
を行うプロ
グラム）

大学間
交換留学

語学力関連

TOEFL
スキルアップ

セミナー

留学準備のための
特別英語

（集中講義）

外国語プレゼンテーション
コンテスト
[言語文化研究院主催]

留学準備のための
特別英語

（集中講義）

学生による
留学イベント
・留学相談

夏学期（６/10-８/7）

アジア太平洋カレッジ
（米）2weeks

アジア太平洋カレッジ
（日ー台）2weeks

グローバル PBL
プログラム

（フィンランド）
8 days

モナシュ大学GPP（豪）
3 weeks

ケンブリッジ大学研修（英）
3 weeks

FS語学研修（夏季）（フィリピン）
5 weeks

短期中国語研修（台）
3 weeks

FS語学研修（夏季）（カナダ）
3〜4 weeks

新興国アントレプレナーシップ
（タイ）8 days

４/20-22

九州大学
海外留学
フェア

伊都地区

（出展予定）
交換留学
短期留学
語学研修
TOEFL

IELTS
団体受験

世界とつながら
Night

留学奨学金
調べNight

７/11
学内 TOEFL ITP

5/16
学内 TOEFL ITP

春学期から開始する留学（例）１年間留学の場合

留学課学生スタッフによる留学相談（＠センター 1 号館 1F SALC）

春学期（４/8-６/9）
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中止

中止

中止

中止

延期



1月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月

学 年 暦

4/1-4/7
新入生オリエン
4/3 春季入学式

８/８-９/30
夏季休業

９/25
秋季学位記 

授与式

10/1
秋季入学式

12/26-1/5
冬季休業

3/22
春季学位記授与式

短期留学
語学研修

（学内募集
を行うプロ
グラム）

大学間
交換留学

語学力関連

TOEFL
スキルアップ

セミナー

留学準備のための
特別英語

（集中講義）

外国語プレゼンテーション
コンテスト
[言語文化研究院主催]

留学準備のための
特別英語

（集中講義）

学生による
留学イベント
・留学相談

秋学期（10/2-12/3） 冬学期（12/4-２/12） 2021年度春学期

AsTW（ASEAN加盟国）
2 weeks

FS語学研修（春季）（カナダ）
4 weeks

Entrepreneurship 
Bootcamp （米国）10days

台湾フィールドワーク（台）
8days

ドイツ・インターンシップ研修（独）
1 month

アジア太平洋カレッジ
（日ー韓）2weeks

モナシュ大学英語研修（豪）
4 weeks

CLP-C 中国語研修（台）
3 weeks

IELTS
団体受験

留学の話
知らNight

留学先
決めNight

12/8
学内 TOEFL ITP

言語文化
研究院
主催

『外国語
週間』

（予定）

伊都地区

第１回
学内申請開始

第２回
学内申請開始

※実施曜日 etc. は HP や留学メルマガで周知

秋学期から開始する留学（例）１年間留学の場合

留学に向けて
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GPAと語学スコアについて
　GPAと語学スコアは留学、特に交換留学の大きな要です。今すぐに留学をする予定ではなくても、将来
的に留学をしたいと考えている方は、入学時からGPAに気を付けましょう。また、語学力は日々の努力の
積み重ねが肝心です。言語によっては、年に数回しか認定試験が開催されない場合もありますので、事前
に調べましょう。

GPAとは・・・？
　GPA（Grade Point Average）は、外国の多くの大学が採用している、グローバル化時代における
国際的な成績評価システムです。本学のGPAは、学部生の場合、履修登録した科目毎の5段階評価（A・
B・C・D・F）を4から0までのGPに置き換えて単位数を掛け、その総和であるGPT（Grade Point 
Total）を履修登録単位数の合計で割った平均点となります。

学内留学（外国人留学生対象の、英語で実施される授業への参加）
　九州大学には、外国人留学生を対象にすべての内容を英語で行う授業があります。これらの授業は、基幹教
育科目（総合科目）として九大生にも開放されていますので、英語圏の大学での授業と類似した内容を学内で体
験することができます。特に、ディスカッションの練習には最適です。なお、受講にあたっては原則としてTOEFL 
ITPで530点（TOEFL iBTで71点）以上の英語力を求められます。
　この他、各学部でも英語での授業を開講している場合があるので、各学生係または、シラバス等でご確認くだ
さい。

〈九大生が受講可能な英語で開講される基幹教育科目〉
Japan in Today’s World / JTWの科目（各学期 約10〜13科目） ：  

開講時期  前期（４月〜７月）, 後期（10月〜２月）
Summer in Japan / SIJの科目 ： 開講時期  ６月下旬〜７月下旬（集中講義）

※  履修登録案内は、各学部・学府の掲示板に掲示されます。また、各プログラムのホームページにもシラバス等を掲載しています。

JTWホームページ ： http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/jtw
S I Jホームページ ： http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb/sij

※  JTW科目について、2019年度前期は４月３日（水）から授業を開始しますが、授業担当教員の許可を得て、４月８日（月）以降
に受講を始めることも可能です。ご不明な点は国際部留学課にお問い合わせください。

STEP 1 成績と語学力

留学準備
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 「留学考」
異文化コミュニケーション、多文

化教育、留学と就職、危機管理といっ
た様々な角度から留学とその意義を考
えるとともに、日本人論や海外から見
た日本などを通して自国をどのよう

に伝えるかを考えます。
「冬学期集中」 

担当：大神智春准教授

　留学生センターでは、留学の意義やグローバル人材について考える授業を全学対象の基幹教育科目として
開講しています。「留学をイメージできない！」「留学先で授業についていけるのか心配！」「グローバル人材っ
て何？」「国際的な仕事ってどうやったら就けるの？」「国連では具体的にどんな仕事をするの？」と思う人は、
是非これらの授業を受講してみて下さい。詳しくは、シラバスを参照のこと。

「グローバル 
コミュニケーション」

英語と日本語でグループディスカッ
ション、プレゼンテーションなどに焦点を
当て、望ましいグローバル社会の実現に
向け行動できる実行力のある人材を育

成します。
「春学期水曜4限」 

担当：生田博子准教授

「多文化クラス 
日本事情」

留学生60名程度、日本人学生60
名程度が受講。小さなグループを作り、
コミュニケーションゲームや飲食を通
して、お互いの文化の違いを理解し
ようとします。

「前期水曜4限」 
担当：高松里准教授・

舩津文香講師

「留学準備の 
ための特別英語」

本コースでは、IELTS等英語力
検定試験の対策にも活用できる内
容を盛り込み、交換留学など留学の
際に必要となるリスニングとスピーキ
ングに特化したスキル向上を目指し

ます。
「集中講義」 

担当：生田博子准教授

「世界が仕事場　I&II」
この授業は、スーパーグローバル大学創成支援事業の一環として、

グローバル人材を探求するためにデザインされました。単に留学や海外で
の研究経験があるというだけでなく、世界の第一線で活躍している日本人（国

連職員、研究者、NPO代表、起業家、ジャーナリストなど）を講師として招き、そ
れぞれの仕事や生き様を語って頂き、異文化や海外体験を含む、幅広い体験

の意義や意味を考え、グローバル社会での生き方のヒントを得ることが狙
いです。授業は①講師による講義と質疑応答、②グループディスカッ

ション、③「問いとコメント」の３本の柱から構成されます。
「秋・冬学期水曜4限」
担当：生田博子准教授

STEP 1

「世界が仕事場」講義風景

留学やグローバル人材について考える授業

留学準備
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日本語会話パートナー制度
　JTWには、留学生と会話することで日本語力上達の手助けを行う「日本語会話パートナー」制度が設けられています。ボラン
ティアで週1回、1時間程度会って日本語で会話することが主な活動内容です。

ホームステイ・ホームビジットプログラム
　JTWとSIJの両コースでは、留学生のホームステイプログラム（JTWは週末のホームビジット、SIJは2週間のホームステイ）
を実施しています。福岡市内もしくは近郊の市町村から自宅通学している方は、ホストファミリーとして留学生と生活をともにして
みませんか？　詳細は九大生のための留学情報ホームページ（www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb）に掲載しています。

Japan in Today’s World（JTW）とは？
10月から翌年７月までの10ヶ月（半期もあり）の短期プログラム。アジア、北米、ヨーロッパなどから毎年50名程度の留学生
が参加する。参加留学生は日本語の勉強と共に、英語で開講される日本に関する社会科学・人文科学・自然科学分野の講義
を受講する。また、理系分野を専攻する学生はラボラトリー研究を選択し、履修することができる。

Japanese Language and Culture Course（JLCC）とは？
10月から翌年８月までの11ヶ月の短期プログラム。毎年約30名程度。日本語・日本学専攻の留学生が、今後の日本研究に必
要となる日本語能力の向上を図るとともに、日本の社会や文化に関する理解を深めることを目的として、日本語で開講され
る講義を受講する。

Summer in Japan（SIJ）とは？
６月下旬から７月下旬まで開講する約４週間のサマープログラム。アジア、北米、ヨーロッパ等から20名程度の留学生が参
加する。英語で授業を行なう現代日本研究入門コースと、初級～中級の４レベルからなる日本語コースを設けている。福岡
市や糸島市の後援を受けた九州の魅力を知るための多彩なフィールドトリップや、地域の家庭でのホームステイも実施す
る。

　留学希望者にとって、外国人と交流して外国語や異文化に触れる機会も非常に有益です。九州大学では現
在2,300名を超える外国人留学生が学んでおり、来日間もない留学生に対して、九大生が「チューター」や
「サポートチームサポーター」となり諸手続きの手伝いやキャンパス・市内の案内などのサポートを行ってい
ます。チューター／サポーターの経験により留学体験を逆の立場から眺めることができ、担当した留学生と
も長く強い友情が育まれるケースが多く見受けられます。
　また、留学を考えていなかった九大生が、この経験を契機に海外に目を向け、留学したケースもあります。

チューター サポーター
留学生の所属 留学生センター 各学部・学府

活動期間 プログラム開始～終了まで 最長３ヶ月間

支援方法 １人の留学生に対して、１人のチューターでサポート 複数のサポーターでチームを組み、複数人
の留学生をサポート

募集期間

Japan in Today’s World （JTW） １月～２月
６月～７月

12月～２月、６月～８月
日本語・日本文化研修コース（JLCC）

（Japanese Language and Culture 
Course）

６月～７月

Summer in Japan （SIJ）
（サマーコース）

４月～
５月中旬

※募集通知は、各学部・学府の掲示板への掲示／「九大生のための留学情報ホームページ」への掲載／海外留学メールマガジンでの配信
などにより行います。

STEP 1 留学生との交流

留学準備
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SIJ チューター体験記
山岸　美咲
九州大学 文学部 人文学科（卒）

　私は、2017年7
月〜8月の約1か月
間、SIJ（Summer 
In Japan）プログ
ラムでチューターを
務めました。4年生と
して卒業を控え、以
降に留学などの予定
が無かったことから、せめて学内で語学力向上の機会を得たい
と応募しました。私はシンガポールからの留学生Jiahanの担
当を務めることになりました。彼は母国で日本語と言語学を専
攻しており、来日経験が豊富、また彼の親しみやすい人柄のお
かげですぐに仲よくなることができました。
　初めて会ったその週の週末に、Jiahanと居酒屋で時間を忘
れて、4〜5時間も日本語も英語も交えてお互いのことについ
て話し続けたことで、一気に仲を深めることが出来たし、今でも
その思い出は私の宝物です。
　チューターに応募するにあたっては、いかに担当生に充実し
た期間を過ごしてもらうかを考え、なるべく多くの時間を一緒
に過ごせるようには意識していましたが、実際には何かサポー
トをするという場面より、担当生と一緒に学んでいる場面が多
かったように思います。チューターとして、SIJのフィールドワー
クに参加させてもらい、福岡出身ながら、留学生らと一緒に初
めて博多祇園山笠を見物したり、週末には、Jiahanらと熊本へ
でかけ、思いもしない質問を投げかけられ、一緒に悩んだりとこ
れまであまり目を向けてこなかった身近な文化について再考す
る機会を与えてもらったように思います。
　また、このプログラムではSIJ生たちはホームステイを経験し
ますが、チューターとして、ホストファミリーの方々とも交流を深
めることが出来ました。この点はSIJプログラムの特徴であり、
非常に魅力的な点だと思います。私自身、ホストファミリーの
方々に、Jiahanと一緒に山口の角島や海の中道にドライブに
連れて行ってもらったり、夕食に招いていただいたりと一緒に楽
しい時間を過ごすことができました。
　自分の担当生や他の留学生らと関わる中で、なかには、この
SIJプログラムが初の海外経験であったり、母国で日本語をほ
ぼ独学で勉強してきたりという留学生もいて、そんな彼らが私
に積極的に日本語で話しかけてくれる姿は、私にとって大きな
刺激となりました。他の1年生のチューターなどと関わる機会も
多くありましたが、英語が上手く話せないなどと悩みながらも、
担当生から十分に信頼されるチューターとして絆を深めている
場面も多くあったので、海外に行ったことがなくても、英語が得
意ではなくても、一歩踏み出すきっかけとして、ぜひ思い切って
経験して頂きたいと思います。

JTW チューター体験記
平野　夏実
九州大学 文学部人文学科（卒）
留学先：ニューカッスル大学（イギリス）

出会いに溢れたチューター活動
　私はJLCCとJTW二つのプログラムでチューターを務めまし
た。初めてのチューター経験は三年生の頃です。次年度に交換留
学を控えていたため、様々な文化を体験すると共に、支援を通し
て留学生活のイメージを掴みたいと思って応募し、JLCCの韓
国系フランス人Marieの担当を務めることになりました。初めて
の留学生支援でも、他のチューター達と協力できるので安心で
す。ハロウィンパーティーや研修旅行に参加する機会も頂き、他
のJLCC生やJTW生とも仲良くなることが出来ました。ホーム
パーティーに招待されたり、日本語を教える代わりに英語の練習
を手伝ってもらったり…。彼らが、「チューター」ではなく「友人」
として私を受け入れてくれたことがとても嬉しかったです。
　留学生達との出会いは、翌年の私の一年をより実りあるもの
にしてくれました。英国のニューカッスル大学に留学し、まだ生
活に慣れず落ち込んでいた頃、同じ経験を持つ彼らは、よくメッ
セージを送って私を励ましてくれました。クリスマス休暇には、
彼らと一緒にヨーロッパ旅行をしたり、担当のMarieは自宅に
招いてくれ、思い出話に花を咲かせたりもしました。現在でもお
互いの国を訪問し合っており、彼らとの友情は健在です。

　帰国後は、自分が留学生として一年間過ごした経験を活か
して、より留学生に寄り添った支援をしたいと思い、JTWの
チューターを務めることにしました。今回はイギリスから来た
Jenniferの担当です。彼女は日本に来たことも、日本語を学ん
だこともなく、ゼロからのスタートでした。しかし会う回数を重
ねる毎に表情も明るくなり、沢山のことを質問してきたり、日本
での経験を楽しそうに話してくれたりして、力になれているこ
とを実感しています。彼女からの”You are the best tutor 
and friend.”という言葉は決して忘れられません。
　「英語をうまく話せないから…」「海外経験ないから…」といっ
て外の世界と交わるチャンスを逃さないで欲しいです。少しでも
興味があるなら、新しいことを始めたいなら、まずはチャレンジ
してみて下さい。きっとみなさんの大学生活が、新しい出会いに
溢れた、もっとキラキラしたものになるはずです！

STEP 1

留学準備
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◆SALC（Self-Access Learning Center）は九大生の自主的な英語学習をサポートします。
さまざまなサポートを積極的に利用しよう！

◆ランゲージテーブル
英語／中国語／韓国語／フランス語／スペイン語（中国語と韓国語は学生主催）
毎週1回、主に昼休みに開催するもので、軽食や飲み物の持ち込みもOK。リラックスした雰囲気の中で、各国の留学生と外国語

を練習します。

◆ブラウンバック・レクチャー（Brown Bag Lecture）
それぞれが自分で持ち寄ったランチを食べながら、教室とは違うリラックスした雰囲気の中で聞くことのできるレクチャーのこ

とで、サンドイッチなどを入れる茶色の紙袋が名前の由来になっています。　
　「世界を知ろう！」をキーワードとして、「教室外の学びの場」を提供するためにさまざまなブラウンバック・レクチャーを開催して
います。

◆その他さまざまな勉強会も開催しています。
貴方もSALCにSelf-Accessしてみましょう！
Website ： http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/̃salc/access.html

SALC

英語学習
相談

英語刊行物
閲覧

英語で話そう！

留学相談

TOEFLや
IELTSなどの
試験対策

１対１での会話を希望する人は予約をしましょ
う。特定のパートナーとの会話予約も受け付け
ます。グループでの会話でよければ飛び入りで
いつでも参加できます。

テスト受験のために勉強している人にはスタッフが個人的に
サポートします。現在いちばんの人気はTOEFL iBTのスピー
キングテスト用の練習です。

書籍はTOEFLやTOEIC学習用の本も含め、２週間借り出すことができま
すし、さらに2週間の延長もできます。古い新聞や雑誌は持ち帰り自由です
から、自宅でゆっくり読むこともできます。

伊都キャンパス　センターゾーン１号館１階
電話：092-802-5878
メール： salc@artsci.kyushu-u.ac.jp

SALCとは？

STEP 1 語学力UPのために

留学準備
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　九州大学の大学間協定校が実施するサマースクール等の短期プログラムは、九大生の参加費や授
業料が免除されるものも多く、費用を抑えつつ充実した留学体験をすることが可能です。
（人数制限、学内選考あり）

　前年度の募集で、参加費免除等の優遇措置があったのは、下記の大学です。これら以外にも、協定
校割引が適用されるプログラムや、私費ですが安価な設定のプログラムもあります。募集時期や内容
等の詳細情報はGlobal Gateways（九大生のための留学情報ホームページ）を参照してください。
募集情報は海外留学メルマガでも配信されます。

Summer School / Spring School / Winter School
2020

ホームページから詳しい情報が確認できます。

九大　Global Gateways　サマー

協定校による参加費等の免除プログラム
（2019年度実績。年度により変動があります。）
※サマースクールには、実施される国の言語を学ぶもののほか、英語で授業が行われるものもあります。

梨花女子大学校（韓国） ＊申請料、授業料を免除
慶北大学校（韓国） ＊授業料を免除
釡山大学校（韓国） ＊授業料、入学料を免除
高麗大学校（韓国） ＊授業料を免除
慶熙大学校（韓国） ＊授業料を免除
浦項工科大学校（韓国） ＊授業料、申請料を免除
香港中文大学（中国） ＊授業料を免除
北京航空航天大学（中国） ＊授業料、登録料を免除
上海交通大学（中国） ＊授業料を免除
吉林大学（中国） ＊授業料、寮費、及び文化体験費を免除
同済大学（中国） ＊授業料、寮費を免除
中国人民大学（中国） ＊授業料を免除

STEP 2
� 海外大学主催の短期プログラム
� （数週間～1ヶ月程度）

 海外留学（短期）
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★正規課程の全学生が対象（一部例外を除く）となるプログラムを掲載しています。
★下記表のプログラムのほか、各学部がそれぞれの所属学生を対象に実施する短期プログラムもあります。
（学部内プログラムの問い合わせ先：所属学部/大学院の学生担当係）

使用
言語 プログラム名 募集開始

時期 実施期間
派遣
人数

（定員）
研修先＠
所在地

自己負担金額概算
（詳細は備考に記載の各
プログラムのサイトを参
照のこと。為替レート等
により額は変動する。）

単
位
認
定
の
有
無

特 色 詳細情報掲載場所

語
学
研
修

英語
ファースト・ステップ
語学研修

（英語@カナダ）

〔夏季〕4月
〔春季〕10月

〔夏季〕 
8月末/9月初旬〜 
9月下旬 

（約3〜4週間）
〔春季〕 
2月下旬/3月初〜 
3月下旬 

（約4週間）

各15名
〔先着順〕
※  初めて

留学する
学生を
優先

ビクトリア大学、
ブリティッシュコ
ロンビア大学 
＠カナダ

50〜60万円程度 有
※

●初めて留学する学生を対象とした英語研修プログラムで、まずは「留学」がどのような
ものか体験する。研修を通じ、その後の学習、キャリア、留学プランなど各自の「セカンド・
ステップ」について考える。●研修地はカナダの大学附属英語学校で、各国からの学生と
ともに学ぶことができる。キャンパス内の食堂やショップも使用可能。海外の大学での
キャンパスライフの一端を経験できる。●研修内容は、英語の授業に加え、フィールド・ト
リップ、各種アクティビティを含む。英語クラスは、到着後にテストを受け、レベル別となる。

http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/
intlweb/prgrm1

英語
ファースト・ステップ
語学研修

（英語＠フィリピン）
4月 8月上旬〜 

約5週間

15名
〔先着順〕
※  初めて

留学する
学生を
優先

アテネオ・デ・
マニラ大学
＠フィリピン

2９万円程度 有
※

●初めて留学する学生を対象とした英語研修プログラムで、まずは「留学」がどのようなもの
か体験する。その後の学習、キャリア、留学プランなど各自の「セカンド・ステップ」について考
える。●研修地はフィリピンの名門私立大学で、九州大学の大学間交換留学先でもあるアテ
ネオ・デ・マニラ大学の附属英語学校。世界各国から集まる学生とともに学ぶことができる。
●能力別クラスでの英語集中トレーニング（1日平均6時間）。プレゼンテーションの訓練も
行う。アクティビティ等も設定される。●宿舎はキャンパス内に新設された留学生用施設。

http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/
intlweb/prgrm1

英語 モナシュ大学英語研修 10月
2月下旬 
〜3月下旬 

（約4週間）

40名
〔先着順〕

モナシュ大学
＠オーストラリア 55〜5８万円程度 有

※

●オーストラリア、モナシュ大学で実施する国立７大学による合同研修プログラム。
●英語の授業に加え、英会話セッション、英語による専門科目の授業、フィールドトリッ
プ、文化交流活動などを含む。●滞在方法はホームステイで、寝室１人部屋、３食付きと
なっており、通学に１時間以内の家庭が選ばれている。 http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/

intlweb/prgrm1

中国語 CLP-C（中国語研修） 7月

2月下旬 
又は 
3月初めから
約3週間

20名程度
〔選考有〕

台湾師範大学
＠台北

８〜13万円程度
（  受入大学と九州大学

の経済支援があるた
め）

有

●プログラム費用（授業料）を九大及び台湾師範大が負担。●宿泊費も九大が負担。●
福岡から空路約2時間半、治安も良好な台北での研修。●台湾師範大学国語教学セン
ターの春期プログラムに参加する形式で実施。（同センターは台湾において、外国人へ
の中国語教育に最も長い歴史をもち、最高の評価を受けている。）●レベル別少人数ク
ラスで中国語の集中トレーニングと各種文化体験授業を受講。●宿泊先は台湾師範大
学の短期プログラム専用施設。授業棟から徒歩０分。

http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/
intlweb/prgrm1

中国語 短期中国語研修 ４月 8月下旬から 
約3週間

20名 
〔先着順〕

台湾師範大学
＠台北 30万円 有

●大学間協定校である国立台湾師範大学（台北）での中国語研修。●春に実施する
CLP-Cの夏バージョン。（ただし私費研修）●レベル別少人数の中国語集中トレーニ
ングと文化体験、各種見学実施。●CLP-Cと同じ最高の中国語学習環境。●クラスレ
ベルは通常7〜9段階で展開され、入門レベルから上級レベルまで対応。 http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/

intlweb/prgrm1

海
外
研
修

ドイツ
語

ドイツ・インターンシップ
研修 ４月 ３月〜１ヶ月 〔定員無〕

ドイツ・オデン
ヴァルト郡の 
中小企業・福祉・
公的施設など

22万円程度 無

●滞在中は全期間ドイツの家庭にホームステイ●最初の１週間はその地域のドイツ
語方言、地域事情を学ぶための講座を受け、残りの３週間は中小企業・幼稚園・学校・
NPOなどでインターンシップ。●出発前に参加者は原則として「オーストリア政府公認
ドイツ能力検定試験」のA２レベル（CEFR）に合格する必要がある。●参加者は主に
学部１年生。●この行事では英語の使用は望ましくない。

Webサイトでは未公開
（詳細の問合せ先：言語文化研究院カスヤン

アンドレアス 教授）

※平成30年以降の入学者は、基幹教育科目英語科目「学術英語C集中演習」２単位へ申請可。モナシュ大学英語研修
は、平成29年度以前入学者は「学術英語認定科目」２単位への読替が可能。ファースト・ステップ語学研修は、平成
29年度以前入学者の単位読替は不可。

STEP 2
九州大学主催の短期留学プログラム
（夏休み、春休みを利用）

海外留学（短期）
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★正規課程の全学生が対象（一部例外を除く）となるプログラムを掲載しています。
★下記表のプログラムのほか、各学部がそれぞれの所属学生を対象に実施する短期プログラムもあります。
（学部内プログラムの問い合わせ先：所属学部/大学院の学生担当係）

使用
言語 プログラム名 募集開始

時期 実施期間
派遣
人数

（定員）
研修先＠
所在地

自己負担金額概算
（詳細は備考に記載の各
プログラムのサイトを参
照のこと。為替レート等
により額は変動する。）

単
位
認
定
の
有
無

特 色 詳細情報掲載場所

語
学
研
修

英語
ファースト・ステップ
語学研修

（英語@カナダ）

〔夏季〕4月
〔春季〕10月

〔夏季〕
8月末/9月初旬〜
9月下旬

（約3〜4週間）
〔春季〕
2月下旬/3月初〜
3月下旬

（約4週間）

各15名
〔先着順〕
※初めて

留学する
学生を
優先

ビクトリア大学、
ブリティッシュコ
ロンビア大学
＠カナダ

50〜60万円程度 有
※

●初めて留学する学生を対象とした英語研修プログラムで、まずは「留学」がどのような
ものか体験する。研修を通じ、その後の学習、キャリア、留学プランなど各自の「セカンド・
ステップ」について考える。●研修地はカナダの大学附属英語学校で、各国からの学生と
ともに学ぶことができる。キャンパス内の食堂やショップも使用可能。海外の大学での
キャンパスライフの一端を経験できる。●研修内容は、英語の授業に加え、フィールド・ト
リップ、各種アクティビティを含む。英語クラスは、到着後にテストを受け、レベル別となる。

http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/
intlweb/prgrm1

英語
ファースト・ステップ
語学研修

（英語＠フィリピン）
4月 8月上旬〜

約5週間

15名
〔先着順〕
※初めて

留学する
学生を
優先

アテネオ・デ・
マニラ大学
＠フィリピン

2９万円程度 有
※

●初めて留学する学生を対象とした英語研修プログラムで、まずは「留学」がどのようなもの
か体験する。その後の学習、キャリア、留学プランなど各自の「セカンド・ステップ」について考
える。●研修地はフィリピンの名門私立大学で、九州大学の大学間交換留学先でもあるアテ
ネオ・デ・マニラ大学の附属英語学校。世界各国から集まる学生とともに学ぶことができる。
●能力別クラスでの英語集中トレーニング（1日平均6時間）。プレゼンテーションの訓練も
行う。アクティビティ等も設定される。●宿舎はキャンパス内に新設された留学生用施設。

http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/
intlweb/prgrm1

英語 モナシュ大学英語研修 10月
2月下旬
〜3月下旬

（約4週間）

40名
〔先着順〕

モナシュ大学
＠オーストラリア 55〜5８万円程度 有

※

●オーストラリア、モナシュ大学で実施する国立７大学による合同研修プログラム。
●英語の授業に加え、英会話セッション、英語による専門科目の授業、フィールドトリッ
プ、文化交流活動などを含む。●滞在方法はホームステイで、寝室１人部屋、３食付きと
なっており、通学に１時間以内の家庭が選ばれている。 http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/

intlweb/prgrm1

中国語 CLP-C（中国語研修） 7月

2月下旬
又は
3月初めから
約3週間

20名程度
〔選考有〕

台湾師範大学
＠台北

８〜13万円程度
（受入大学と九州大学

の経済支援があるた
め）

有

●プログラム費用（授業料）を九大及び台湾師範大が負担。●宿泊費も九大が負担。●
福岡から空路約2時間半、治安も良好な台北での研修。●台湾師範大学国語教学セン
ターの春期プログラムに参加する形式で実施。（同センターは台湾において、外国人へ
の中国語教育に最も長い歴史をもち、最高の評価を受けている。）●レベル別少人数ク
ラスで中国語の集中トレーニングと各種文化体験授業を受講。●宿泊先は台湾師範大
学の短期プログラム専用施設。授業棟から徒歩０分。

http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/
intlweb/prgrm1

中国語 短期中国語研修 ４月 8月下旬から
約3週間

20名
〔先着順〕

台湾師範大学
＠台北 30万円 有

●大学間協定校である国立台湾師範大学（台北）での中国語研修。●春に実施する
CLP-Cの夏バージョン。（ただし私費研修）●レベル別少人数の中国語集中トレーニ
ングと文化体験、各種見学実施。●CLP-Cと同じ最高の中国語学習環境。●クラスレ
ベルは通常7〜9段階で展開され、入門レベルから上級レベルまで対応。 http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/

intlweb/prgrm1

海
外
研
修

ドイツ
語

ドイツ・インターンシップ
研修 ４月 ３月〜１ヶ月 〔定員無〕

ドイツ・オデン
ヴァルト郡の
中小企業・福祉・
公的施設など

22万円程度 無

●滞在中は全期間ドイツの家庭にホームステイ●最初の１週間はその地域のドイツ
語方言、地域事情を学ぶための講座を受け、残りの３週間は中小企業・幼稚園・学校・
NPOなどでインターンシップ。●出発前に参加者は原則として「オーストリア政府公認
ドイツ能力検定試験」のA２レベル（CEFR）に合格する必要がある。●参加者は主に
学部１年生。●この行事では英語の使用は望ましくない。

Webサイトでは未公開
（  詳細の問合せ先：言語文化研究院カスヤン

アンドレアス 教授）

STEP 2

海外留学（短期）
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使用
言語 プログラム名 募集開始

時期 実施期間
派遣
人数

（定員）
研修先＠
所在地

自己負担金額概算
（詳細は備考に記載の各
プログラムのサイトを参
照のこと。為替レート等
により額は変動する。）

単
位
認
定
の
有
無

特 色 詳細情報掲載場所

海
外
研
修

英語 グローバルPBL 
プログラム ４月（予定）

通年
※  ４月開講だ

が、現地は、８
月もしくは９
月の夏季休
暇中を予定

20名程度
〔選考有〕

アールト大学
＠フィンランド

14万〜21万円程度
※別途、渡航補助有り 有

●フィンランドのアールト大学と連携して行うPBL方式の授業。●デザイン思考の手法
を活用して、社会課題の具体的解決案を提案。海外の学生とともに同一テーマの解決
検討を進めることにより、社会の理解、国際感覚、課題解決力の向上を目指す。●ワーク
ショップを中心に､数ヶ月間にわたる週末の数回のワークショップで構成。●フィンラ
ンド現地講習、最後に日本での事後講義で構成する。

http://qrec.kyushu-u.
ac.jp/
※募集時期等は、QREC 

Webサイトに随時更新の
為、参照のこと。

英語
モナシュ大学GPP
Global Professional
Program

4月 8月上旬〜8月
下旬（約3週間）

10名
〔選考有〕

モナシュ大学
＠オーストラリア 50万円程度 無

●オーストラリア、モナシュ大学で実施するオープンプログラムで、マカオや中国の学
生とも一緒に学べる可能性がある。●将来海外で活躍したい、働きたいと考えている
学生向けのプログラムで、英語を使ったビジネスメールの書き方、ビジネスマナー、オー
ストラリアでの就職活動の仕方等の授業に加え、現地企業訪問も含む内容となってい
る。

http://www.isc.
kyushu-u.ac.jp/intlweb/
prgrm2

英語 ケンブリッジ大学英語・
学術研修 5月内

翌年
8月中下旬 
〜9月上中旬 

（約3週間）

30名
〔選考有〕

ケンブリッジ大学 
ペンブローク 
カレッジ＠英国

過去実績は53-８0万
円。 有

●1９９6年以来実施されている、ケンブリッジ大学ペンブロークカレッジ直轄のプログラム。（現地
研修部分は成蹊大学との共同プログラム）●合格者は10〜11月から翌年8月まで正規英語授業
科目として事前研修を受講する。●翌年夏の現地研修では英語科目だけでなく文系か理系の専
門学術科目も受講。●ケンブリッジ大学の学生４〜５名がアシスタントを務め、晩餐会など豊富
な行事を実施。●各自が準備手配した２泊の英国内見学旅行が日程的に２回可能（費用別途）。
●英国での良質な異文化体験、学問の世界的拠点の見学、及び現地英語・学術科目を体験。

http://yubunsuzuki.
com/concept.html

（この他 custom2.
html, custom5.
html, custom6.html, 
custom7.html）

英語

アジア太平洋カレッジ
（①CAP in Hawaii

②  CAP in Taipei-
Fukuoka

③  CAP in Seoul-
Fukuoka）

①4〜5月
②4〜5月
③10月

①8月2週間
②8〜9月2週間
③2月2週間
※  事前学習あり

①10名
②20名
③20名

（①②③
選考有り）

①ハワイ大学
②国立政治大学/
九州大学
③高麗大学/九州
大学

①約22万円
②③約10万円

（①②③奨学金受給の
可能性有り）

有

●CAP in Hawaiiでは、日韓台米の学生がハワイ大学に集まり、講義やアカデミック
プレゼンテーション、フィールドワークなどを行う。●CAP in Taipei-Fukuokaおよ
びCAP in Seoul-Fukuokaでは、日台/日韓の学生が互いの国を行き来し、英語によ
る講義、ディスカッション、フィールドワーク等を行う。●海外の学生と勉強してみたい、
いきなり長期留学は不安・・・な学生にもファーストステップとして踏み出すチャンス。

http://rcks.kyushu-u.
ac.jp/cap/

英語 新興国アントレプレナー
シップ ４月以降

通年
※  現地でのフィー

ルドワークは、
８月を予定

※  事前講習あり
（４月より）

20名程度
〔選考有〕

東南アジア地域
（2020年度は、
　タイの予定）

12万–16万円程度
※別途、渡航費補助有
り

有

●本講義は地球規模の課題の現状やそれらを解決するためのソーシャルアントレプレナーシップのモデルを
学ぶことを目的とし、国連の掲げるSDGs(持続可能な開発目標)に焦点を当てながら、新興国（タイ）への約一
週間の現地研修を実施。●本講義はソーシャルビジネスの実践編として、受講生はソーシャルビジネスに関する
知識を生かし、新興国で社会的課題の原因を調査し、問題に対処するための地域に応じた戦略を探究する。●
授業の成果としてユヌス・ソーシャル・ビジネスの概念に基づく課題解決プランを発表。※必須条件: QREC科目

「ソーシャル・アントレプレナーシップ」を事前に受講し、ソーシャルビジネスの基礎を学んでいること。

http://qrec.kyushu-u.
ac.jp/
※募集時期等は、QREC 

Webサイトに随時更新の
為、参照のこと。

英語
AsTW　

（ASEAN in Today's 
World）

８月 ２月下旬〜 
２週間

20名
〔選考有〕

ASEAN地域の
大学 約20万〜25万円程度 有

●九州大学とASEAN加盟国の有力大学が共同で開催。●ASEANと東アジア及びア
ジア言語文化を学ぶ短期留学プログラム。●九州大学教員、職員が引率する。●現地大
学の教員と九州大学の教員が英語で授業を行うので、英語力を鍛える機会ともなり、英
語に自信のない学生も積極的に参加して、英語力を向上させる場ともなっている。●海
外参加者（ASEAN諸国、東アジア諸国）と寝食を共にし、幅広いネットワークをつくる
機会となる。

http://www.isc.
kyushu-u.ac.jp/astw-j/

英語 Entrepreneurship 
Bootcamp

11月頃
（予定）

事前講義12月
〜２月、２月〜
３月に現地

（米国）

21名
〔選考有〕

アントレプレナー
シップに関連の
深い企業や大学
＠米国

25万–30万円程度
※別途、渡航補助有り 有

●アントレプレナーシップと国際意識の涵養を目的とした教育プログラム。●約１週間
のプログラムを通じて、米国におけるアントレプレナーシップ（起業家精神）に関連の
深いスタートアップ企業や大学において、多彩な現地講師らによる講義や米国大学生
との交流を通じて、自らのチャレンジ精神を高める機会を提供。●起業家、研究者、留
学生、現地企業で働く方など様々な方々が参加、世界トップの研究やビジネスを知り、
日本とは異なる多様な価値観に触れる事ができる。

http://qrec.kyushu-u.
ac.jp/
※募集時期等は、QREC 

Webサイトにて随時更新
の為、参照のこと。

英語・
中国語 台湾フィールド・ワーク

毎年3月 
上旬〜中旬
の8日間

11月（予定） 最大15名
程度 台湾

奨学金がある場合は、
3万〜4万円程度、全
額自己負担の場合は
９万〜10万円

有

●台湾の文化、政治、歴史、人権、民主主義、多民族共生社会などについて学ぶ●東京大学のトリリ
ンガルプログラムと合同運営を行なっており東大からも九大と同じぐらいの数の学生が参加●滞
在中は英語・中国語・日本語でコミュニケーション●現地で台湾の大学生との交流会と成果披露会
あり●台北だけでなく台湾の地方都市にも滞在●政府系シンクタンク、NGO団体訪問など、自分
の目的意識に合わせて台北はコースを選択●観光ではなかなか行きづらい場所へ●学生のうちに
海外経験を積みたい、でもいろいろ心配なあなたにはじめの一歩として最適なプログラム

Webサイトは未公開 （詳細の問い合わせ
先：人間環境学研究院 エドワード・ヴィッカー
ズ教授もしくはkyudaitaiwanstudies@
gmail.com まで）

STEP 2
九州大学主催の短期留学プログラム
（夏休み、春休みを利用）

海外留学（短期）
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使用
言語 プログラム名 募集開始

時期 実施期間
派遣
人数

（定員）
研修先＠
所在地

自己負担金額概算
（詳細は備考に記載の各
プログラムのサイトを参
照のこと。為替レート等
により額は変動する。）

単
位
認
定
の
有
無

特 色 詳細情報掲載場所

海
外
研
修

英語 グローバルPBL
プログラム ４月（予定）

通年
※４月開講だ

が、現地は、８
月もしくは９
月の夏季休
暇中を予定

20名程度
〔選考有〕

アールト大学
＠フィンランド

14万〜21万円程度
※別途、渡航補助有り 有

●フィンランドのアールト大学と連携して行うPBL方式の授業。●デザイン思考の手法
を活用して、社会課題の具体的解決案を提案。海外の学生とともに同一テーマの解決
検討を進めることにより、社会の理解、国際感覚、課題解決力の向上を目指す。●ワーク
ショップを中心に､数ヶ月間にわたる週末の数回のワークショップで構成。●フィンラ
ンド現地講習、最後に日本での事後講義で構成する。

http://qrec.kyushu-u.
ac.jp/
※  募集時期等は、QREC

Webサイトに随時更新の
為、参照のこと。

英語
モナシュ大学GPP
Global Professional 
Program

4月 8月上旬〜8月
下旬（約3週間）

10名
〔選考有〕

モナシュ大学
＠オーストラリア 50万円程度 無

●オーストラリア、モナシュ大学で実施するオープンプログラムで、マカオや中国の学
生とも一緒に学べる可能性がある。●将来海外で活躍したい、働きたいと考えている
学生向けのプログラムで、英語を使ったビジネスメールの書き方、ビジネスマナー、オー
ストラリアでの就職活動の仕方等の授業に加え、現地企業訪問も含む内容となってい
る。

http://www.isc.
kyushu-u.ac.jp/intlweb/
prgrm2

英語 ケンブリッジ大学英語・
学術研修 5月内

翌年
8月中下旬
〜9月上中旬

（約3週間）

30名
〔選考有〕

ケンブリッジ大学
ペンブローク
カレッジ＠英国

過去実績は53-８0万
円。 有

●1９９6年以来実施されている、ケンブリッジ大学ペンブロークカレッジ直轄のプログラム。（現地
研修部分は成蹊大学との共同プログラム）●合格者は10〜11月から翌年8月まで正規英語授業
科目として事前研修を受講する。●翌年夏の現地研修では英語科目だけでなく文系か理系の専
門学術科目も受講。●ケンブリッジ大学の学生４〜５名がアシスタントを務め、晩餐会など豊富
な行事を実施。●各自が準備手配した２泊の英国内見学旅行が日程的に２回可能（費用別途）。
●英国での良質な異文化体験、学問の世界的拠点の見学、及び現地英語・学術科目を体験。

http://yubunsuzuki.
com/concept.html

（この他 custom2.
html, custom5.
html, custom6.html, 
custom7.html）

英語

アジア太平洋カレッジ
（①CAP in Hawaii
 ②CAP in Taipei-

Fukuoka
 ③CAP in Seoul-

Fukuoka）

①4〜5月
②4〜5月
③10月

①8月2週間
②8〜9月2週間
③2月2週間
※事前学習あり

①10名
②20名
③20名

（①②③
選考有り）

①ハワイ大学
②国立政治大学/
九州大学
③高麗大学/九州
大学

①約22万円
②③約10万円

（①②③奨学金受給の
可能性有り）

有

●CAP in Hawaiiでは、日韓台米の学生がハワイ大学に集まり、講義やアカデミック
プレゼンテーション、フィールドワークなどを行う。●CAP in Taipei-Fukuokaおよ
びCAP in Seoul-Fukuokaでは、日台/日韓の学生が互いの国を行き来し、英語によ
る講義、ディスカッション、フィールドワーク等を行う。●海外の学生と勉強してみたい、
いきなり長期留学は不安・・・な学生にもファーストステップとして踏み出すチャンス。

http://rcks.kyushu-u.
ac.jp/cap/

英語 新興国アントレプレナー
シップ ４月以降

通年
※現地でのフィー

ルドワークは、
８月を予定

※事前講習あり
（４月より）

20名程度
〔選考有〕

東南アジア地域
（2020年度は、
　タイの予定）

12万–16万円程度
※別途、渡航費補助有
り

有

●本講義は地球規模の課題の現状やそれらを解決するためのソーシャルアントレプレナーシップのモデルを
学ぶことを目的とし、国連の掲げるSDGs(持続可能な開発目標)に焦点を当てながら、新興国（タイ）への約一
週間の現地研修を実施。●本講義はソーシャルビジネスの実践編として、受講生はソーシャルビジネスに関する
知識を生かし、新興国で社会的課題の原因を調査し、問題に対処するための地域に応じた戦略を探究する。●
授業の成果としてユヌス・ソーシャル・ビジネスの概念に基づく課題解決プランを発表。※必須条件: QREC科目

「ソーシャル・アントレプレナーシップ」を事前に受講し、ソーシャルビジネスの基礎を学んでいること。

http://qrec.kyushu-u.
ac.jp/
※  募集時期等は、QREC

Webサイトに随時更新の
為、参照のこと。

英語
AsTW　

（ASEAN in Today's 
World）

８月 ２月下旬〜
２週間

20名
〔選考有〕

ASEAN地域の
大学 約20万〜25万円程度 有

●九州大学とASEAN加盟国の有力大学が共同で開催。●ASEANと東アジア及びア
ジア言語文化を学ぶ短期留学プログラム。●九州大学教員、職員が引率する。●現地大
学の教員と九州大学の教員が英語で授業を行うので、英語力を鍛える機会ともなり、英
語に自信のない学生も積極的に参加して、英語力を向上させる場ともなっている。●海
外参加者（ASEAN諸国、東アジア諸国）と寝食を共にし、幅広いネットワークをつくる
機会となる。

http://www.isc.
kyushu-u.ac.jp/astw-j/

英語 Entrepreneurship 
Bootcamp

11月頃
（予定）

事前講義12月
〜２月、２月〜
３月に現地

（米国）

21名
〔選考有〕

アントレプレナー
シップに関連の
深い企業や大学
＠米国

25万–30万円程度
※別途、渡航補助有り 有

●アントレプレナーシップと国際意識の涵養を目的とした教育プログラム。●約１週間
のプログラムを通じて、米国におけるアントレプレナーシップ（起業家精神）に関連の
深いスタートアップ企業や大学において、多彩な現地講師らによる講義や米国大学生
との交流を通じて、自らのチャレンジ精神を高める機会を提供。●起業家、研究者、留
学生、現地企業で働く方など様々な方々が参加、世界トップの研究やビジネスを知り、
日本とは異なる多様な価値観に触れる事ができる。

http://qrec.kyushu-u.
ac.jp/
※  募集時期等は、QREC

Webサイトにて随時更新
の為、参照のこと。

英語・
中国語 台湾フィールド・ワーク

毎年3月
上旬〜中旬
の8日間

11月（予定） 最大15名
程度 台湾

奨学金がある場合は、
3万〜4万円程度、全
額自己負担の場合は
９万〜10万円

有

●台湾の文化、政治、歴史、人権、民主主義、多民族共生社会などについて学ぶ●東京大学のトリリ
ンガルプログラムと合同運営を行なっており東大からも九大と同じぐらいの数の学生が参加●滞
在中は英語・中国語・日本語でコミュニケーション●現地で台湾の大学生との交流会と成果披露会
あり●台北だけでなく台湾の地方都市にも滞在●政府系シンクタンク、NGO団体訪問など、自分
の目的意識に合わせて台北はコースを選択●観光ではなかなか行きづらい場所へ●学生のうちに
海外経験を積みたい、でもいろいろ心配なあなたにはじめの一歩として最適なプログラム

Webサイトは未公開 （詳細の問い合わせ
先：人間環境学研究院 エドワード・ヴィッカー
ズ教授もしくはkyudaitaiwanstudies@
gmail.com まで）

STEP 2

海外留学（短期）
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7つのいいね！

28ヶ国・地域　122大学（2020年1月現在）

いいね 1 世界トップレベルの
大学の学生と出会える！

協定校には有名大学も多数あります。世界トップレベルの学生達と
切磋琢磨し、将来につながるネットワークづくりも可能です。

いいね 3 コミュニケーション力アップ！
留学先では、様々なバックグランドを持った人々と関わります。そう
することで、語学力としてのコミュニケーション力だけではなく、多
様化する社会に適用する力を育むことが出来ます。

いいね 4 安心感！
交換留学は留学が正式に決定するまで、九州大学留学課が留学先大学
と連絡を取りながら手続きを進めます。相談にも対応する為、個人留学
に比べて格段の安心感があります。

いいね 5 留年なしでの留学も可能！
留学期間中に取得した単位は、所属の学部・学府に認められれば互換
することも可能です。「留学したい」と「４年で卒業したい」を同時に叶え
ることもできます。（※学部によって要確認）

いいね 6 全学部生・大学院生が応募出来ます。

いいね 7 応募のチャンスは年に２回あります。

いいね 2 経済的負担が少ない!
九州大学の授業料を納入することで、留学先の授業料を納める必要
はないため、留学費用の負担が少なくすみます。

イギリス
6

オランダ
1
ベルギー
1

メキシコ
1

ロシア
1

中国
20

アメリカ
17

ブラジル
2

韓国
20

タイ
3

カナダ
1

インド
1

エジプト
1

UAE
1

台湾
7

チリ
1

フランス
12

ドイツ
5

トルコ
3

スウェーデン
3

オーストラリア
4

インドネシア
3

マレーシア
1

フィリピン
2

シンガポール
2

ミャンマー
1

アイスランド
1

大学間交換留学

大学間交換留学が可能な世界の大学

ベトナム
1

　交換留学とは、九州大学が海外の大学と締結した学生交流協定に基づき、１学期から１年以内の期間で締結先大学に留学する制
度です。留学期間中は在学扱いとなり、九州大学に授業料を納めていれば、留学先大学では授業料を徴収されません。留学先大学
で取得した単位は、帰国後、所属学部・学府に申請し、認められれば九大での単位として取り扱うことができます。
　交換留学には大学間交換留学（大学間交流協定校への留学）と、部局間交換留学（部局間交流協定校への留学）とがあります。

交換留学の種類 協定 対象 相談窓口
大学間交換留学 大学間学生交流協定 全学の学生 国際部留学課
部局間交換留学 部局間学生交流協定 当該部局（学部・学府）の学生 所属の学生担当係

　この「留学ガイド」では、大学間交換留学について記載しています。部局間交換留学の申請手続き等の詳細は、所属学部・学府の
学生担当係で確認してください。

STEP 3

海外留学（中・長期）

交換留学とは？
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検索九大 Global Gateways

【学内選考】

・ 留学目的をしっかりと持っているか
・ 留学の成果が十分に期待できるか
・ 九大が派遣する交換派遣留学生として相応しい人物か
・ 留学に相応しい語学力があるか（英語による留学の場合、
　TOEFL等のスコアも加味される）
　など

学内選考は、「書面審査」と「面接審査」で構成されています。
選考のポイントは以下のとおりです。

＋＋ ＋ 学業成績学習計画人物評価外国語
能力

■留学決定までの流れ

検索方法

九大生のための留学情報ホームページ
（Global Gateways）

10月

2020年
6月

11月

12月

2021年
1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

10月

11月

12月

2022年
1月

2月

3月

4月

9月

交換留学説明会

交換留学説明会

第1回募集 第2回募集
（追加募集）

順
次
留
学
先
大
学
へ
申
請 ⇒

 

留
学
決
定 ⇒

 

出
発

順
次
留
学
先
大
学
へ
申
請

⇒

 

留
学
決
定

⇒

 

出
発

Click

留学を順調に実現させるために、準備には
１年以上前からとりかかる必要があります！

学内選考
学内選考通知
推薦先大学決定

募集開始 学内申請

募集開始 学内申請
学内選考

学内選考通知

九州大学では、大学間交換留学の募集を年に2回行っています。
第1回募集 第2回募集（追加募集）

募集開始
時期 2020年10月頃 2021年4月頃

申請可能な
留学先大学

全ての大学間学生交流 
協定校

第1回募集で
枠が残っている協定校

募集方法 ・  学部／学府の掲示板にポスターを掲示。
・  九大生のための留学情報ホームページ（Global 

Gateways）に掲載。
・  海外留学メールマガジンで配信。（学生ポータルに

掲載。）
※募集の日程は変更になる可能性があります。

【申請方法】
申請書類を所定の時期に所属学部・学府の学生担当係に提出
してください。
※  締切は各学生担当係によって異なりますので、各自確認して

ください。
※  詳細は、募集要項で確認してください。当年度の募集が開始

されていない場合は、Global Gatewaysで過去の募集要
項を参照できます。

STEP 3

 海外留学（中・長期）

�大学間交換留学　申請スケジュール&学内選考
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Q交換留学期間はどの程度ですか？

交換留学期間は１学期～１年以内です。大学間協定
校の多くは２学期制なので、1学期または2学期の期
間、交換留学を行うことになります。
なお、留学先によっては、留学期間が１年間（１学期
のみは不可）のみ、または1学期のみ（1年間は不可）
とするところもあります。

Q1

Q留学となるとお金がかかります。
親に負担をかけたくありません。

交換留学の期間は休学ではなく在学期間とみなされますので、九州大学の授業料は納入
していただきますが、留学先大学の授業料は不要です。
留学の際に必要となる経費は、主に往復の航空運賃、衣食住の費用そして海外留学保険

料です。衣食住の費用は留学しなくても必要ですし、航空券はディスカウントチケットを探
せば、かなり安いものもありますので、留学するからといって特別に大金がかかるわけでは
ありません。留学先国／地域によっては日本より生活費が格段に安いところもあります。
また、交換留学による海外留学では、学内外を含め様々な奨学金制度や渡航費支援制度
があり、その多くは給付型（返還不要です）。余裕をもって調べ、積極的に応募しましょう。（詳
細は24～25ページをご覧ください）

Q4

Q留年が心配です。留年すると就職にも差し支えるだろうと思うと、留学に踏み切れません。

そういう心配はよく耳にします。しかし、実際のところ過去に交換留学した学生の半数近くが、留年せずに卒業しています。留学前後
に計画的に単位を修得する、留学先の単位を持ち帰って九大の単位として認めてもらう、などの方法があります。
留年せずに卒業しているのは文系の学生が多いですが、理系でも留学期間を調整したり、単位修得の負担が比較的少ない大学院生
になってから留学したりすることによって、留年をせずに卒業した学生もいます。
また、留年した交換留学経験者の中には、「思い切って留学してよかった。何物にも代えられない経験を得た。」と述べる先輩もおり、
留学経験を積極的に就職活動に活かしています。どのように活かしたかはアンケートをとって「九大生のための留学情報ホームペー
ジ」に掲載しています。
その他、留学中でも、海外で行われるキャリアフォーラムに参加したり、インターネットで情報を得たりしながら就職活動することが
可能です。

Q6

Qどれくらいの語学力がいるの？
英語圏への留学または、非英語圏に英語での留学を考えている場合、学内申請時には留学先大学が求めるスコア（TOEFL iBTまたは

IELTSの所定のスコア）を満たす必要があります。
TOEFL iBTやIELTSのスコアはSpeakingやWritingもあるため、早めの対策／受験をお勧めします。
英語以外の言語で留学する場合も留学先大学が求める語学スコアを満たす必要があります。英語以外の言語の認定試験は開催頻度が

少ないため、事前にスケジュールを確認しておきましょう。

Q7

Q交換留学には
試験があるの？

大学間交換留学では、筆記試験は
行いませんが、書類審査と面接審査
で学内選考を行います。しっかりと
計画を立て、早めに準備して臨めば
越えられない関門ではありません。
（部局間交換留学については、所属
学部・学府の学生担当係に確認して
ください。）

Q5

Q一つの大学に何人留学できますか？

大学間協定校ごとに「交換留学枠」と呼ばれる交換学生数の上限人数を
取り決めています。交換留学は相互に派遣と受入れの人数バランスを保つ
必要があるため、「交換留学枠」で定める人数の上限まで必ず交換留学で
きる訳ではありません。実際に留学できる人数は、毎年、九大と大学間協定
校が相談のうえ、交換留学枠の範囲内で決定されます。
例） AAA大学　
協定で定める交換留学人数：５名 /2017年の実際の交換留学人数：２名

Q2

Qいつから留学準備を始めたらいいですか？

2021年秋の交換留学を希望する場合は、今年の10月に行う大学間交換留学の募集に申請する必要があります。つまり、実際に留
学を開始する１年近く前から準備をしなければなりません。
学内申請を行う際には、GPA、語学力スコアなどの提出が必要ですが、特に語学力を向上させるには時間がかかりますので、留学を

思い立ったらすぐにでも語学力向上対策を始めましょう！また、GPAも向上に努めましょう！

Q3

STEP 3 大学間交換留学　Q&A

海外留学（中・長期）
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　交換留学しても同級生と一緒に４年で卒業することは不可能ではありません（実習のある医歯薬系や実験
の多い工学系などの学部を除く）。ただし、卒業に必要な単位や履修方法は、学部・学府によって異なります
ので、所属学部・学府の学生係や指導教員に相談するなど、事前の情報収集を綿密に行い、しっかり計画を立
て、留学前に単位を多く修得しておくなどの工夫が必要です。
　そのためにも、「留学の準備期間は１年以上」を目安と考えてください。

　以下は、交換留学し、４年で卒業する場合のシミュレーションですので、参考にしてください。

▶８〜１０月に留学を開始するケース　（欧米に１年留学する人にはこのパターンが多い）

▶1〜3月に留学を開始するケース
　２年次留学開始の例ですが、３年次に留学開始しても卒業前には帰国できます。

STEP 3� 大学間交換留学　シミュレーション

 海外留学（中・長期）
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英語圏以外の協定校にも、英語で授業が受けられる大学が多くあります。
【英語で授業が受けられる大学】 ★マークがついている大学では、コースによっては英語でも授業を受けることが出来ます。

※部局間協定校は、九大生のための留学情報ホームページ（Global Gateways）から確認してください。
※最新情報は「Global Gateways」で確認してください。

地域 国名 大学名

アジア

インド インド工科大学マドラス校 Indian Institute of Technology Madras ★

インドネシア
インドネシア大学 University of Indonesia

ガジャマダ大学 Gadjah Mada University ★
バンドン工科大学 Bandung Institute of Technology

韓国

梨花女子大学校 Ewha Womans University ★
江原大学校 Kangwon National University ★
KAIST（韓国科学技術院） 
 Korea Advanced Institute of Science and Technology ★
慶尚大学校 Gyeongsang National University ★
慶熙大学校 Kyung Hee University ★
慶北大学校 Kyungpook National University ★
高麗大学校 Korea University ★
ソウル大学校 Seoul National University ★
西江大学校 Sogang University ★
成均館大学校 Sungkyunkwan University  ★
済州大学校 Jeju National University

中央大学校 Chung-Ang University ★
忠南大学校 Chungnam National University

全南大学校 Chonnam National University

東亜大学校 Dong-A University 

東国大学校 Dongguk University 

釜山大学校 Pusan National University

浦項工科大学校 Pohang University of Science and Technology ★
延世大学校 Yonsei University ★
釜慶大学校 Pukyong National University

シンガポール
シンガポール国立大学 National University of Singapore ★
シンガポールマネジメント大学 Singapore Management University ★

タイ
タマサート大学 Thammasat University  ★
チュラロンコン大学 Chulalongkorn University ★
マヒドン大学 Mahidol University ★

台湾

国立台湾大学 National Taiwan University ★
国立清華大学 National Tsing Hua University ★
国立政治大学 National Chengchi University ★
国立台湾師範大学 National Taiwan Normal University ★
淡江大学 Tam Kang University ★
国立台湾科技大学 National Taiwan University of Science and Technology ★
台北医学大学 Taipei Medical University ★

中国

華中科技大学 Huazhong University  ★
華南理工大学 South China University of Technology ★
吉林大学 Jilin University ★
上海交通大学 Shanghai Jiao Tong University ★ 

（ビジネススクール） ★
新疆師範大学 Xinjiang Normal University

清華大学 Tsing University ★
浙江大学 Zhejiang University

中国人民大学 Renmin University ★ 
（ビジネススクール） ★ 

西安交通大学 Xi'an Jiaotong University

同済大学 Tongji University 

東北師範大学 Northeast Normal University

南開大学 Nankai University 

南京大学 Nanjing University  ★
武漢大学 Wuhan University 

復旦大学 Fudan University ★
北京大学 Peking University

北京航空航天大学 Beijing University of Aeronautics and Astronautics ★ 
（修士・博士課程のみ） ★
香港大学 University of Hong Kong ★
香港中文大学 The Chinese University of Hong Kong ★
中国科学技術大学 University of Science and Technology of China ★

フィリピン
アテネオ　デ　マニラ大学 Ateneo de Manila University ★
フィリピン大学 University of Phillippines  ★

ベトナム ベトナム国家大学ハノイ校 Vietnam National University in Hanoi

マレーシア マラヤ大学 University of Malaya ★
ミャンマー ヤンゴン大学 University of Yangon

地域 国名 大学名

中東 トルコ
アンカラ大学 Ankara University ★
中東工科大学 Middle East Technical University ★
ビルケント大学 Bilkent University ★

中東 アラブ首長国連邦 アラブ首長国連邦大学 United Arab Emirates University ★
アフリカ エジプト アインシャムス大学 Ain-Shams University

オセアニア オーストラリア

オーストラリア国立大学 Australian National University

クィーンズランド大学 The University of Queensland

シドニー工科大学 University of Technology Sydney

ラ・トローブ大学 La Trobe University

中南米

チリ チリカトリック大学 Catholic University of Chile

ブラジル
サンパウロ大学 University of Sao Paulo

リオデジャネイロ連邦大学 The Federal University if Rio de Janeiro

メキシコ メキシコ国立自治大学 National Autonomous University of Mexico

北米
アメリカ合衆国

アリゾナ州立大学 Arizona State University

イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 
 University of Illinois, Urbana-Champaign

ヴァージニア工科大学 Virginia Polytechnic Institute and State University

ウィスコンシン大学マディソン校工学部 University of Wisconsin-Madison

北アリゾナ大学 Northern Arizon University

サンノゼ州立大学 San Jose State University

ジョージア大学 University of Georgia

ベレア大学 Berea College

ミシガン大学 University of Michigan

ロードアイランド大学 University of Rhode Island

ワシントン大学 University of Washington

カナダ クイーンズ大学 Queen's University

ヨーロッパ

アイスランド アイスランド大学 University of Iceland ★

イギリス

シェフィールド大学 The University of Sheffield

ニューカッスル大学 Newcastle University

バーミンガム大学 University of Birmingham

ブリストル大学 University of Bristol

リーズ大学 University of Leeds

ロンドン大学アジア・アフリカ学院 
 School of Oriental and African Studies, University of London

オランダ ライデン大学 Leiden University ★

スウェーデン

ウプサラ大学 Uppsala University ★
ストックホルム大学 Stockholm University ★
スウェーデン王立工科大学 
 KTH-The Royal Institute of Technology ★

ドイツ

ハイデルベルク大学 Heidelberg University

ホーエンハイム大学 University of Hohenheim ★
ミュンヘン工科大学 Technische Universitat Munchen ★
ヨハネスグーテルベルク大学マインツ 
 Johannes Gutenberg University Mainz ★
ルートヴィヒ・マクシミリアン大学（ミュンヘン大学）
 Ludwig-Maximilians University ★

フランス

エクス - マルセイユ大学 Aix-Marseille University

セントラル　スペレック 
（旧エコール スーペリウール デレクトリシテ） Centrale Supelec

エコール ナショナル スーペリウール ド テクニック アヴァンセ 
 Ecole Nationale Superieure de Techniques Avancees

エコール　ノーマル　スーペリウール　パリ　サクレー
（旧エコール・ノーマル・スーペリウール・ド・カシャン大学） 

 Ecole Normale Superieure Paris-Saclay

グルノーブル大学連合 Grenoble Alpes University

ストラスブール大学 Strasbourg University

ポリテクニーク・ド・ボルドー Bordeaux INP 

ボルドー大学 Bordeaux University ★
ボルドー建築景観学院 
 Ecole Nationale Supérieure d'Architecture et de Paysage de Bordeaux

ボルドー国立農業技術大学校 Bordeaux Science Agro  ★
ボルドーモンテーニュ大学 University of Boreaux Montaigne

国立東洋言語文化大学（INALCO） 
 Institut National des Langues et civilisations orientales

ベルギー レウヴェン・カトリック大学 Katholic University of Leuven ★
ロシア サンクトペテルブルク国立大学 Saint-Petersburg University ★
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大学間 学生交流協定校 申請書等一覧

（注１）

（注2）

交換学生の欄に記載の人数は、あくまでも大学間学生交流協定で定める交換留学枠であり、実際の交換留学可能人数では
ありません（詳細は、p16のQ2を参照してください）。あくまで参考としてご覧ください。
学内選考に合格しても、最終的には留学先大学が合否を決定します。
表中の提出書類・申請締切等は、学内選考後、留学先大学に申請する際に必要となるものです。

交換留学可能な最大人数

「交換学生（大学院）」が×となっ
ていても、留学先大学で学部レ
ベルの授業を受けるのであれ
ば、大学院でも交換留学が可能
な場合もあります。

申請要件の詳細などが書かれたもの。
大学を選ぶときに必ずチェックしましょう。

英語のみ……………英語のみを使用言語として留学可能。
特定分野：英語……特定分野に限り英語のみを使用言語として留学可能。

留学先大学の HP から事前にシ
ラバスを確認し、留学中に受講
する科目の目安を立てましょう。
特に単位互換を希望する場合
は、留学前に学生係や指導教員
への相談が必要です。

留学先大学への締切です。
留学課への締切はこれより早く
なります。

　Global Gateways（HP）には、大学間交換
留学先大学のリストや各大学に留学するにあた
っての詳細な情報が掲載されています。ここで
は、留学希望先大学の申請の期限（※１）や必要
語学のレベル（※２）、申請必要書類などを確認
することができます。事前に確認することで、留
学計画づくりに役立てましょう。

（※１）  留学先大学へは留学課を通して申請します。留学
課への申請書類提出時期は表に記載の時期より
早くなります。

（※２）  最終的には留学先大学が要求するスコアを満たす
必要があります。

　注意）  この一覧の情報は随時更新されますが、タイムラグ
が生じることもあるため、留学先大学に申請する際
には必ず留学課に確認してください。

★このページでエリア選択、
　国選択、大学選択する

http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/
intlweb/agreeview/agree-list3.php

②国選択

①エリア選択

STEP 3

 海外留学（中・長期）
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STEP 3

留学をしたいと思ったら、まずは情報収集1
1. 交換留学経験者のレポートを読もう。
2. 大学のWebをチェックしよう。
3. 留学経験者と話そう。
4. 留学経験のある九大の教員に聞こう。

次に、目的を考えよう2
1. 留学の目的・目標は？
2. どの国に留学し、 何を学ぶのか、留学期間は？
3. 大学卒業後、留学経験をどう活かすのか？

学部の先生に留学相談をしよう3
・ 留学概要・計画（専門家の立場）
・ 留学のタイミング（専攻の決定、研究室配属、就活、大学院進学等）
・ 単位（留年、単位互換）
・ 留学先・実践活動先（大学間／部局間協定による交換留学、ダブル・ディグリー、インターン
シップ等）

具体的な留学先を考えよう4
1. 自分の学習目的や学術分野・興味に合った科目が数多く履修できる大学を最重視する。
（ネーム・バリューで留学先を選ばない）
2. 留学先大学の所在地や周辺環境（都市・都市郊外・辺地）の利点と難点も考慮に入れる。
3. 「語学力強化」が留学目的の一部であれば、日本人学生が少ない大学を選ぶのが賢明。
4. 高度な英語による授業を提供しているアジア圏や非英語圏の大学も戦略的に検討する。
5. 留学先が要求する英語の基準が満たせない場合、語学補講の履修を条件づけた留学プログ
ラム等を活用。

交換留学経験者のレポートをホーム
ページ（Global Gateways）に掲
載しています。皆さんが留学先を決
める、手助けとなりますので、大
いに活用しましょう！

「世界とつながらNIGHT」、「留
学先決めNIGHT」など留学経
験者がイベントを開催します。案
内は留学メルマガでお知らせし
ます。

海外留学（中・長期）

交換留学先大学の選び方
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STEP 3

英語以外の言語の場合

　中国語、韓国語、フランス語、スペイン語、ロシア語など、英語以外の言語での交換留学を希望する場合、
指定の語学スコアの基準を満たす必要があります。ただし、要求スコア等は、大学によって異なりますので、
事前に確認しましょう。

　英語の試験と異なり、英語以外の言語の語
学試験は年に数回しか行われないこともあ
ります。受験にあたっては早期に計画を立て
ましょう。

　外国語の各種検定試験の情報は、言語文
化研究院のHPに掲載されています。

URL ：   http://flc.kyushu-u.ac.jp/
cms4/index.php/j-sikaku/

TOEFL IELTS

英語の場合
　英語圏の大学（非英語圏の大学の英語プログラムを含む）へ交換留学する場合、留学先大学が要求する
TOEFL�iBTまたはIELTSのスコアの提出が必要です。
　これらは、受験勉強で培ってきた、Reading、Listeningのスキルのみならず、Writing、Speakingの
技能も必要となり準備が必要です。
　どちらも受験者が多く、時期によっては早くに試験場の定員が一杯になることがあります。学内の提出
期限などを考え、しっかりと受験計画を立てましょう。
　TOEFL iBTは従来北米の大学で多く使用され、IELTSは主に英国やオーストラリアの大学で使用
されていました。２つの試験のうち、より広く普及しているのはTOEFL iBTですが、近年は、北米の大
学でもIELTSスコアを受け付けるところが増えています。希望大学を決めたら、どちらのスコアが必要
か、Global Gateways（大学間協定校申請書等一覧）で確認してください。なお、留学先大学によっては
IELTSを導入する過渡期にあるケースもあります。このため、必要に応じIELTSで申請可能か留学課に相
談してください。

要注意 !  新入生全員が九大で受検するTOEFLは“TOEFL�ITP”という試験です。
 TOEFL ITPはTOEFLの過去問題を元に構成した団体向けテストで、スコアは正式に通用

するものではありませんので、大学間交換留学の申請時には使用できません。TOEFL iBTま
たはIELTSスコアの取得が必要となります。

●TOEFLについて：http://www.cieej.or.jp/toefl/#
●IELTSについて：http://www.eiken.or.jp/ielts/

� 交換留学に必要な語学力

 海外留学（中・長期）
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 TOEFL ITP テスト

　留学課主催の短期プログラム等にスコアを使用できるTOEFL ITPは、九大生協が次の日程で試験を実
施します。
　受験を希望する場合は、九大生協で申し込んでください。

〈日　時〉
　第１回： 伊都：５月16日（土）13：30～（13：00受付開始）　■場所：伊都センター1号1303号
　第２回： 伊都：７月11日（土）13：30～（13：00受付開始）　■場所：伊都センター1号1303号
　第３回： 伊都：12月８日（火）17：00～（16：30受付開始）　■場所：未定

〈受験料〉　第1回～第3回　4,940円（税込）　※最少催行人数　10名

〈問い合わせ先〉　九大生協各購買・書籍部

 TOEFL iBT スキルアップセミナー
　スコアアップのための学習方法がわからない、より効果的な学習方法を知りたい、という受験予定者・経験
者向けに、TOEFL iBTスキルアップセミナーを開催します。
　日　時 ： 2020年６月土曜日（日時未定）
　場　所 ： 伊都キャンパス（詳細未定：Global Gatewaysや留学メルマガで後日案内）
　講　師 ： 米国ETS（=Educational Testing Service） Authorized Trainer　五十峰　聖　先生

 IELTS 九州大学 団体受験
　世界的に広く認められた英語運用能力試験のひとつである、IELTS（International English 
Language Testing System アイエルツ）を、九州大学で受けることができます。
　日　時 ： 〈前期〉2020年9月（日時未定）
　　　　　〈後期〉2021年3月（日時未定）
　場　所 ： 伊都キャンパス（詳細未定：Global Gatewaysや留学メルマガで後日案内）
　受験料 ： 25,380円（税込）

※IELTS試験対策にも活用できる「留学準備のための特別英語」を8月と2月に集中講義として開講予定です。

STEP 3 交換留学実現に向けた英語力の向上

海外留学（中・長期）
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STEP 3

海外インターンシップ
　海外インターンシップとは、学生が一定期間、海外の企業や大学・研究所等で就業体験を行うものであり、日本
国内のインターンシップとは違い、異文化の中で生活し、外国語で仕事に携わる経験ができます。世界では国際
的なインターンシップが普及しており、日本でもグローバルな海外インターンシップが注目されるようになって
きました。

〈 IAESTE（イアエステ） 〉
　九州大学では、理工農薬学系の学部3年生以上を対象に、イアエステ（The International Association 
for the Exchange of Students for Technical Experience（国際学生技術研修協会））を介した海外
インターンシップをサポートしています。
　例年、6月頃に学内説明会を行い、7月～10月上旬の募集期間を経た後、11月上旬に認定試験が実施されます。

イアエステ体験談　　九州大学理学府　坊地　昌
【なぜ IAESTE？】 私は、「海外で自分の考えをアウトプットしてみたい！」という思いから、海外インターンに
挑戦しました。特に IAESTE では、希望に近い条件でインターン候補先を提示してくれる点から、自分が求め
る環境の中で自分を試すことができると考え、応募することにしました。

【IAESTEの魅力】 IAESTE 最大の魅力は、渡航先に派遣された各国の
IAESTE メンバーと交流できる点だと思います。毎週末イベントが開催さ
れ、インターン先以外でも沢山の友達ができました。また、渡航先での宿
泊先やビザ取得では、現地の IAESTE メンバーが親身になって手伝って
くれ、大変心強かったです。

【海外インターンを考えている皆さんへ】 インターンでは、自分の行いが会
社の評価に反映されるので大きな責任を感じます。しかし、責任があるか
らこそ積極的になり、飛躍的な成長に繋がると考えます。インターンを考
えている皆さん、挑戦的な環境の中で、自分を信じ力強く生きる力を身に
つけてみませんか？

〈 ヴルカヌス・イン・ヨーロッパ 〉
　「ヴルカヌス（Vulcanus)」はラテン語で鍛冶屋の神様を意味しています。「鉄は熱いうちに打て」の格言通り、将
来の日欧関係を担う若者育成のため日本の理工系学生を対象にした奨学金付きのプログラムです。本プログラム
は1996年に開始され、これまで435名（2019年4月現在）の学生が欧州へ派遣されています。派遣先では、語
学研修を約15週間受け、約8ヵ月のインターンシップを行ないます。
※2021年度派遣の募集は2020年5月下旬の予定。（直接応募）
　eu-japan.eu/ja/training-young-scientists-engineers

・ 派遣期間（2020年度）：2020年4月上旬～2021年3月下旬（1年間）
・ 派遣先：EU加盟国
・ 奨学金（2020年度）
　　出発前： 70万円程度（航空運賃や海外旅行保険代等の費用。）
　　企業研修中： 6600ユーロ程度
　　その他、欧州セミナー受講料、語学研修中の授業料・ホームステイ代（又は寮費）の支援あり

ダブルディグリー
　九州大学に在籍しながら、協定校へ留学し、指定のカリキュラムを終了すると、両大学の学位
が取得できるプログラムがあります。
　http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb/data/dd

� 海外インターンシップ/ダブルディグリー
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海外留学奨学金（渡航費支援含む）の主なものです。 他にも民間財団や外国政府が提供する留学奨学金などが
多くありますので、ホームページもあわせて参照してください。

九州大学独自の留学奨学金
交換留学
のみ

交換留学
以外も可

交換留学
以外 名　称 対象者 援助内容 給付/

貸与 応募方法

● 九州大学交換留学奨学金 交換留学生 6万円/月 給付 応募不要（学内選考結果を踏まえて割当て）

● 九州大学基金支援助成事業 
（学部・大学院共通　海外留学渡航支援） 学部生・大学院生

【渡航費支援】 
アジア：上限10万円（精算支給） 
アジア以外：上限20万円（精算支給）

給付 所属学部 / 学府の学生担当係を通じて応募

● 中本博雄賞「海外留学支援事業」 学部生（日本人学生かつ経済的困窮者に限る） 10万円/月 + 準備金（地域に応じて）5〜25万円 給付 所属学部 / 学府の学生担当係を通じて応募

● 九州大学「海外留学支援事業」 
（大学院 中・長期留学支援） 大学院生 6ヶ月未満：50万円（定額支給） 

6ヶ月以上：100万円（定額支給） 給付 所属学部 / 学府の学生担当係を通じて応募

● 九州大学基金支援助成事業「海外留学支援事業」 
（大学院 国際会議等参加支援）

大学院生 
国際会議等で研究成果発表を行う者

国際会議参加費用 
地域に応じて　5万円〜25万円（定額支給） 給付 所属学部 / 学府の学生担当係を通じて応募

● 九州大学基金支援助成事業「海外留学支援事業」 
（学部 短期留学支援）

学部生 
学内申請し採択されたプログラムの参加者 6万円（定額支給） 給付 プログラム単位の応募であり、個人応募はできない

● 九州大学「海外留学支援事業」 
（大学院 短期留学支援）

大学院生 
学内申請し採択されたプログラムの参加者 6万円（定額支給） 給付 プログラム単位の応募であり、個人応募はできない

九州大学以外の留学奨学金
交換留学
のみ

交換留学
以外も可

交換留学
以外 名　称 対象者 援助内容 給付/

貸与 応募方法

● 日本学生支援機構海外留学支援制度 
（協定派遣）奨学金 交換留学生（日本人学生に限る） 6万円〜10万円/月 給付 交換留学申請者は応募不要（学内選考結果を踏まえて割当て） 

それ以外は、プログラム単位の応募であり、個人応募はできない

● 日本学生支援機構海外留学支援制度 
（大学院学位取得型）奨学金 海外の大学院で学位取得を目指す学生 年間250万円を上限とする授業料支援、奨学金８９,000円〜14８,000円/

月（地域による） 給付 在学生（学部4年生、大学院生）：学内公募時に応募 
卒業生：個人応募

● 百賢AFLSP奨学金 指定大学に交換留学生として1年間留学する学生 USD12,500/年　サマープログラム参加費 給付 対象者に留学課が個別に案内
● LMU-DAAD奨学金 ドイツ・ミュンヘン大学への交換留学生1名 650ユーロ/月 給付 対象者に留学課が個別に案内

● バーデンヴュルデンベルク州奨学金 ドイツ・ホーエンハイム大学への交換留学生 
（農学または経済学分野）1〜2名 700ユーロ/月 給付 対象者に留学課が個別に案内

●
官民協働海外留学支援制度 
〜トビタテ！留学JAPAN日本代表プログラム〜
※13期（2020年2月募集締切）までの情報

2８日以上〜1年以内（3ヵ月以上推奨）の留学をする学生 奨学金12万円または16万円、留学準備金、授業料 給付 所属学部 / 学府の学生担当係を通じて応募

● TOMODACHI（住友商事）奨学金プログラム 米国の大学に８月または９月から約1年間交換留学する学部生 1８0万円/年 給付 所属学部 / 学府の学生担当係を通じて応募

● 米日カウンシル渡邉利三寄付奨学金 米国の大学に1学期間〜1年間交換留学する学生
留学参加費用の最大全額給付 
※  給付額は申請者の経済状況および他の資格に基づいて決定され

ます
給付 直接応募だが、留学課で留学証明書等の作成が必要

● 経団連グローバル人材スカラーシップ 留学期間が6か月以上、1年未満の交換留学生等（学部・修士） 200万円/年 給付 直接応募
● 公益財団法人業務スーパージャパンドリーム財団 大学2年生以上の学部生※大学院生は不可 15万円/月 給付 所属学部 / 学府の学生担当係を通じて応募

● イノアック国際教育振興財団 10か月以上留学する日本人学生 10万円/月 給付 所属学部 / 学府の学生担当係を通じて応募

● 福岡よかトピア国際交流財団日本人大学生留学奨学金 交換留学または単位認定留学等 欧米圏：120万円/年（半期はその半分） 
アジア圏：60万円/年（半期はその半分）

貸与・
無利子

大学間交換留学：留学課を通じて応募 
部局間交換留学：所属学部 / 学府の学生担当係を通じて応募

● 日本学生支援機構第二種奨学金（短期留学） 留学期間が3か月以上、1年以内の短期留学者 選択制 貸与・
有利子 直接応募

（参考）日本学生支援機構（JASSO）の「海外留学支援サイト」　※奨学金情報あり　URL ： ryugaku.jasso.go.jp

北　米 生活費／月 欧　州 生活費／月 東アジア 生活費／月 東南アジア 生活費／月 オセアニア 生活費／月
アメリカ 105,000円 ドイツ 75,000円 韓国 73,000円 シンガポール 62,000円 オーストラリア 140,000円
カナダ 125,000円 イギリス 105,000円 中国 60,000円 タイ 50,000円

スウェーデン 102,000円 フィリピン 45,000円
フランス 62,000円 ※為替レートの変動により、多少幅があります。
ベルギー 92,000円 ※同じ国でも地域によって異なります。生活費は個人差も大きいので、あくまで目安として参照してください。

（交換留学生の報告書をもとに作成）

　次の表は、近年交換留学した九大生の1ヶ
月あたりの平均生活費です。衣食住、通学、書
籍・学用品、交際費などが含まれています。
　交換留学は留学先での授業料が免除され
るため、表の費用には、授業料が含まれてい
ません。

（参考）海外各地域の留学費用

その他 海外留学奨学金
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九大生のための留学情報ホームページGlobal�Gateways
URL�:�http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb/study

九州大学独自の留学奨学金
交換留学
のみ

交換留学
以外も可

交換留学
以外 名　称 対象者 援助内容 給付/

貸与 応募方法

● 九州大学交換留学奨学金 交換留学生 6万円/月 給付 応募不要（学内選考結果を踏まえて割当て）

● 九州大学基金支援助成事業 
（学部・大学院共通　海外留学渡航支援） 学部生・大学院生

【渡航費支援】 
アジア：上限10万円（精算支給） 
アジア以外：上限20万円（精算支給）

給付 所属学部 / 学府の学生担当係を通じて応募

● 中本博雄賞「海外留学支援事業」 学部生（日本人学生かつ経済的困窮者に限る） 10万円/月 + 準備金（地域に応じて）5〜25万円 給付 所属学部 / 学府の学生担当係を通じて応募

● 九州大学「海外留学支援事業」 
（大学院 中・長期留学支援） 大学院生 6ヶ月未満：50万円（定額支給） 

6ヶ月以上：100万円（定額支給） 給付 所属学部 / 学府の学生担当係を通じて応募

● 九州大学基金支援助成事業「海外留学支援事業」 
（大学院 国際会議等参加支援）

大学院生 
国際会議等で研究成果発表を行う者

国際会議参加費用 
地域に応じて　5万円〜25万円（定額支給） 給付 所属学部 / 学府の学生担当係を通じて応募

● 九州大学基金支援助成事業「海外留学支援事業」 
（学部 短期留学支援）

学部生 
学内申請し採択されたプログラムの参加者 6万円（定額支給） 給付 プログラム単位の応募であり、個人応募はできない

● 九州大学「海外留学支援事業」 
（大学院 短期留学支援）

大学院生 
学内申請し採択されたプログラムの参加者 6万円（定額支給） 給付 プログラム単位の応募であり、個人応募はできない

九州大学以外の留学奨学金
交換留学
のみ

交換留学
以外も可

交換留学
以外 名　称 対象者 援助内容 給付/

貸与 応募方法

● 日本学生支援機構海外留学支援制度 
（協定派遣）奨学金 交換留学生（日本人学生に限る） 6万円〜10万円/月 給付 交換留学申請者は応募不要（学内選考結果を踏まえて割当て） 

それ以外は、プログラム単位の応募であり、個人応募はできない

● 日本学生支援機構海外留学支援制度 
（大学院学位取得型）奨学金 海外の大学院で学位取得を目指す学生 年間250万円を上限とする授業料支援、奨学金８９,000円〜14８,000円/

月（地域による） 給付 在学生（学部4年生、大学院生）：学内公募時に応募 
卒業生：個人応募

● 百賢AFLSP奨学金 指定大学に交換留学生として1年間留学する学生 USD12,500/年　サマープログラム参加費 給付 対象者に留学課が個別に案内
● LMU-DAAD奨学金 ドイツ・ミュンヘン大学への交換留学生1名 650ユーロ/月 給付 対象者に留学課が個別に案内

● バーデンヴュルデンベルク州奨学金 ドイツ・ホーエンハイム大学への交換留学生 
（農学または経済学分野）1〜2名 700ユーロ/月 給付 対象者に留学課が個別に案内

●
官民協働海外留学支援制度 
〜トビタテ！留学JAPAN日本代表プログラム〜
※13期（2020年2月募集締切）までの情報

2８日以上〜1年以内（3ヵ月以上推奨）の留学をする学生 奨学金12万円または16万円、留学準備金、授業料 給付 所属学部 / 学府の学生担当係を通じて応募

● TOMODACHI（住友商事）奨学金プログラム 米国の大学に８月または９月から約1年間交換留学する学部生 1８0万円/年 給付 所属学部 / 学府の学生担当係を通じて応募

● 米日カウンシル渡邉利三寄付奨学金 米国の大学に1学期間〜1年間交換留学する学生
留学参加費用の最大全額給付 
※  給付額は申請者の経済状況および他の資格に基づいて決定され

ます
給付 直接応募だが、留学課で留学証明書等の作成が必要

● 経団連グローバル人材スカラーシップ 留学期間が6か月以上、1年未満の交換留学生等（学部・修士） 200万円/年 給付 直接応募
● 公益財団法人業務スーパージャパンドリーム財団 大学2年生以上の学部生※大学院生は不可 15万円/月 給付 所属学部 / 学府の学生担当係を通じて応募

● イノアック国際教育振興財団 10か月以上留学する日本人学生 10万円/月 給付 所属学部 / 学府の学生担当係を通じて応募

● 福岡よかトピア国際交流財団日本人大学生留学奨学金 交換留学または単位認定留学等 欧米圏：120万円/年（半期はその半分） 
アジア圏：60万円/年（半期はその半分）

貸与・
無利子

大学間交換留学：留学課を通じて応募 
部局間交換留学：所属学部 / 学府の学生担当係を通じて応募

● 日本学生支援機構第二種奨学金（短期留学） 留学期間が3か月以上、1年以内の短期留学者 選択制 貸与・
有利子 直接応募

（参考）日本学生支援機構（JASSO）の「海外留学支援サイト」　※奨学金情報あり　URL ： ryugaku.jasso.go.jp

北　米 生活費／月 欧　州 生活費／月 東アジア 生活費／月 東南アジア 生活費／月 オセアニア 生活費／月
アメリカ 105,000円 ドイツ 75,000円 韓国 73,000円 シンガポール 62,000円 オーストラリア 140,000円
カナダ 125,000円 イギリス 105,000円 中国 60,000円 タイ 50,000円

スウェーデン 102,000円 フィリピン 45,000円
フランス 62,000円 ※為替レートの変動により、多少幅があります。
ベルギー 92,000円 ※同じ国でも地域によって異なります。生活費は個人差も大きいので、あくまで目安として参照してください。

（交換留学生の報告書をもとに作成）

（参考）海外各地域の留学費用

その他
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海外での危機管理

　海外へ行くと、環境や生活習慣などの様々な違いがあり、そのたびに様々な「危機」に直面すること
もあると思います。現在、世界を震撼させているテロのみが「危機」ではありません。みなさんにどのよ
うな「危機」が待ち受けているのか、また予防・対策をどうするのか、「危機」に対する意識を高め、有意
義な留学生活を送れるように準備しましょう。

〈 １．危機管理セミナー 〉
　九州大学では、例年１月と７月に海外へ渡航する全学生を対象に危機管理セミナーを開催していま
す。このセミナーでは、海外で生活する上での心構えや、準備しておくべきことなどを学びます。開催時
期と場所については、メールマガジンやポータルを確認しましょう。

　　１．夏渡航学生対象　：毎年7月頃開催　＠伊都キャンパス

　　２．春渡航学生対象　：毎年1月頃開催　＠伊都キャンパス

〈 ２．海外留学保険について 〉
　留学中に何らかの事件に巻き込まれたり、慣れない環境で思いがけない病気にかかった場合、海
外での医療費は基本、全額自費で負担することになります。海外で入院・手術などが必要になった場
合には、数十万〜数百万円、場合によっては数千万円単位の医療費が請求されることもあります。医
療施設や水準が十分でない国では、国外への緊急移送が必要となることもあります。

　海外留学保険は必ず加入し、補償内容は家族（保護者）と相談して決めておくことが重要です。クレ
ジットカードなどに付帯保険がありますが、留学をする皆さんは、別途海外留学保険へご加入くださ
い。

　また、派遣先によっては、ビザ取得の際に保険の補償内容が指定されている国や、受入大学が指定
する保険に加入する必要があることもありますので、保険加入前に各自確認するようにしてください。

　大学間交換留学をはじめとするいくつかの学内プログラムでは、「学研災付帯　海外留学保険」へ
の加入を義務としていますので、プログラムの担当者に確認しましょう。

〈 ３．情報収集について 〉
　情報収集は「危機管理」の第一歩です。外務省の「海外安全ホームページ」では渡航先の安全状況の
確認が出来ます。また、パスポート紛失や緊急時に備え、大使館・総領事館の場所、警察の場所や電話
番号などを事前に確認しましょう。

■外務省HP ： http://www.anzen.mofa.go.jp/

その他 危機管理
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〈 渡航先国の情報の探し方 〉

★有事の際は、現地の報道もチェックしましょう。　

その他

 

� 危機管理

渡航先の地図をクリック

渡航前に必ず
チェック！

国・地域名を
入力して検索
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〈 ４．たびレジ・在留届の登録について 〉
　旅券法第16条により、外国に住所または居所を定めて3ヵ月以上滞在する日本人は、その住所ま
たは居所を管轄する日本国大使館・総領事館（在外交館）に「在留届」を提出することが義務づけられ
ています。この届出は留学先についた後すぐに提出してください。

　「在留届」を提出することで、緊急事態が発生した場合には、日本国大使館や総領事館からメール
による通報や迅速な援護が受けられます。渡航期間が３か月未満の場合は、「たびレジ」に登録をしま
しょう。

〈 ５．留学中に気を付けること 〉
１）危険情報と行動の基準

留学中の治安の悪化、災害、騒乱その他の緊急事態の発生時には、外務省の海外安全情報に基づ
き、対応をしましょう。

　危機情報や感染症の情報がありますので、確認をしましょう。

２）危機回避の行動三原則

「目立たない」、「行動をパターン化させず察知されない」、「常に用心を怠らない」

　これらは安全のための行動三原則です。留学先では、夜間の行動や昼間でも華美な服装での行動
を控えるなど注意をしましょう。

３）疾病について

海外では、慣れない気候や時差、食習慣などにより、体調を崩すことがあります。また慣れない環境
で精神的に落ち込むこともあるかもしれません。風邪や持病には常備薬を持参する、落ち込んだ時の
ストレス発散方法を考えておくなど事前に準備をしましょう。

　また、現地での医療機関の所在地、連絡先も調べておきましょう。

〈 6. 海外渡航危機管理ハンドブック 〉
　九州大学で発行している海外渡航危機管理ハンドブックを 
留学前に必ず読んでください。
　　  http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/ 

intlweb/cmn/data/pdf/guidebook_cm.pdf

入手可能な場所 ： 留学課（伊都地区センター4号館4F）, SALC（伊都地区センター1号館1F） 
各地区のグローバル学生交流センター

■たびレジ・在留届HP :

その他 危機管理
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確実で速いのは？
留学に関連する情報をいち早く入手するには、留学メルマガ（海外留学メールマガジン）を受信するのが便利で
確実な方法です。（携帯メールでも受信可能です）
留学に関連する情報をいち早く入手するには、留学メルマガ（海外留学メールマガジン）を受信するのが便利で
確実な方法です。（携帯メールでも受信可能です）

留学メルマガの登録方法は、「Global Gateways」で確認して下さい。

詳しいことが知りたい場合は？
「九大生のための留学情報ホームページ Global Gateways」を是非ご覧ください。
留学情報が多岐にわたって掲載されています。
「九大生のための留学情報ホームページ Global Gateways」を是非ご覧ください。
留学情報が多岐にわたって掲載されています。

http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb/studyhttp://www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb/study

開催期間 ： ４月20日（月）～22日（水）
時 間 帯 ： 昼休み＆5時限
会　　場 ： 伊都地区センター1号館

開催期間 ： ４月20日（月）～22日（水）
時 間 帯 ： 昼休み＆5時限
会　　場 ： 伊都地区センター1号館

九州大学が全学生を対象に実施する留学プログラム（長期／短期）の総合的な紹介・説
明イベントです。留学に関する質問もできます。年に1度の貴重な機会ですので、有効に
活用しましょう。

九州大学が全学生を対象に実施する留学プログラム（長期／短期）の総合的な紹介・説
明イベントです。留学に関する質問もできます。年に1度の貴重な機会ですので、有効に
活用しましょう。

Are you ready to see the world di�erently?

九州大学海外留学フェア 2020
～留学情報をgetしよう！～

主な出展（予定）プログラム（昨年例）

・ 大学間交換留学
・ ケンブリッジ大学英語・学術研修
・ ファースト・ステップ語学研修
・ モナシュ大学英語研修
・ CLP（台湾での中国語研修）
・ ドイツ・インターンシップ研修
・ ASEAN in Today’s World （AsTW） 英語で学ぶASEAN＠タイ

・ 大学間交換留学
・ ケンブリッジ大学英語・学術研修
・ ファースト・ステップ語学研修
・ モナシュ大学英語研修
・ CLP（台湾での中国語研修）
・ ドイツ・インターンシップ研修
・ ASEAN in Today’s World （AsTW） 英語で学ぶASEAN＠タイ

＊個別留学相談コーナーもあります。＊個別留学相談コーナーもあります。

・ アジア太平洋カレッジ
・ アントレプレナーシップ ブートキャンプ
・ グローバルPBLプログラム
・ TOEFL説明会
・ 海外大学院留学説明会

・ アジア太平洋カレッジ
・ アントレプレナーシップ ブートキャンプ
・ グローバルPBLプログラム
・ TOEFL説明会
・ 海外大学院留学説明会

その他留学情報入手方法
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留学相談窓口

お問い合せメール ： ryugaku@jimu.kyushu-u.ac.jp
■伊都 ： センター４号館４階　　オフィスアワー 9:00～17:00■伊都 ： センター４号館４階　　オフィスアワー 9:00～17:00

※留学相談の場合は、原則、メールで事前予約をお願いします。※留学相談の場合は、原則、メールで事前予約をお願いします。

お問い合せメール ： gbkoryu@jimu.kyushu-u.ac.jp

■伊都（イースト） ： 人文社会科学系事務部学生課内イースト１号館１階
オフィスアワー　 8 :30～17:15

■伊都（センター） ： SALC内　センター１号館１階 オフィスアワー　11:00～18:00
■伊都（ウエスト） ： 工学部教務課内　ウエスト４号館２階 オフィスアワー　 8 :30～17:15
■大橋 ： 芸術工学部学務課内　管理棟１階 オフィスアワー　 8 :30～17:15
■筑紫 ： 筑紫地区教務課内　共通管理棟１階 オフィスアワー　 9 :00～16:00

■伊都（イースト） ： 人文社会科学系事務部学生課内イースト１号館１階
オフィスアワー　 8 :30～17:15

■伊都（センター） ： SALC内　センター１号館１階 オフィスアワー　11:00～18:00
■伊都（ウエスト） ： 工学部教務課内　ウエスト４号館２階 オフィスアワー　 8 :30～17:15
■大橋 ： 芸術工学部学務課内　管理棟１階 オフィスアワー　 8 :30～17:15
■筑紫 ： 筑紫地区教務課内　共通管理棟１階 オフィスアワー　 9 :00～16:00

大橋キャンパス 筑紫キャンパス

伊都キャンパス

国際部留学課国際部留学課

グローバル学生交流センター（GB）グローバル学生交流センター（GB）

学生スタッフによる留学相談学生スタッフによる留学相談
■伊都（センター）：センター１号館１階 SALC内
オフィスアワー　毎週木曜日16:30～18:00
※夏季・冬季・春季休業期間は除く

■伊都（センター）：センター１号館１階 SALC内
オフィスアワー　毎週木曜日16:30～18:00
※夏季・冬季・春季休業期間は除く

相談する前に、必ずGlobal Gatewaysサイトと留学ガイドに
目を通して、知りたいことを整理しておきましょう。
相談する前に、必ずGlobal Gatewaysサイトと留学ガイドに
目を通して、知りたいことを整理しておきましょう。

西鉄大橋駅
JR大野城駅

総合理工学研究院 A棟

総合理工学研究院 C棟

総合理工学研究院 D棟
総合理工学研究院 E棟

総合理工学研究院 F棟
総合理工学研究院 G棟
総合理工学研究院 H棟

クエスト実験棟・
電源棟

春日門

1号館

グローバル
イノベーション
センター

8号館

多次元デザイン実験棟
情報統括本部大橋分室

7号館
6号館

5号館
体育館

3号館2号館

GB大橋
@管理棟1F

GB筑紫
@共通管理棟1F

GB伊都（ウエスト）
@ウエスト4号館2F

ウエスト4号館
ウエスト3号館

ウエスト2号館 ウエスト1号館
センター
1号館

センター
2号館

イースト
2号館

イースト
1号館椎木

講堂

センター
3号館

中央
図書館

ビッグオレンジ

稲盛財団
記念館

留学課
@センター4号館4F

GB伊都（イースト）
@イースト1号館1F

GB伊都（センター）
@SALC




