




<<00..語語学学研研修修型型>>

プログラム名 国名 派遣／連携先機関 出発時期 プログラム概要 対象

ハンブルク大学ドイツ語サマースクール ドイツ ハンブルク大学
夏季

休暇中

日本人学生、韓国・台湾人学生と1カ月間生活を共にし、ネイ
ティブ講師によるレベル別のドイツ語講座、ドイツ文化体験、
歴史的遺産等へのフィールドトリップに参加する。

全学
（ドイツ語学習歴が
1年以上ある学生が

望ましい）

語学研修（英語） オーストラリア
サザンクロス大学
附属語学学校

夏季
休暇中

英語学習だけでなく、様々な課外アクティビティや現地学生と
の交流を通して、オーストラリアの社会・文化などを学ぶ。

全学

語学研修（英語） アメリカ合衆国
ポートランド州立大学
附属語学学校

夏季
春季

休暇中

午前中は英会話や発音、ボキャブラリーを学び、午後は
「ポートランドカルチャー」「ボランティアリズム」「ホスピタリ
ティ・マネジメント」の3テーマから選択し、テーマに基づく課外
活動に参加する。

全学

語学研修（英語） ニュージーランド
ワイカト大学
附属語学学校

夏季
休暇中

週23時間の授業で集中的に英語を学習する。いくつかのアク
ティビティも準備されており、異文化を学ぶこともできる。

全学

短期フランス語学留学プログラム フランス

サン=テティエンヌ大学付属 語学・文明国際
センター 又は
グルノーブル・アルプ大学付属　フランス語
教育センター

夏季
春季

休暇中

パリに本部を置くキャンパス・フランスが主催するプログラ
ム。世界各国から学生がフランス語・フランス文化を学ぶた
めに提携大学に集まる。

全学

はじめてのタイ語研修プログラム タイ スィーパトゥム大学
夏季

休暇中

午前中は大学でタイ人講師による初級タイ語やタイ文化の授
業を受講。午後は各自で設定したテーマをもとに、海外社会
調査（基礎）を行い、コミュニケーション力、異文化理解力を養
う。

全学

語学研修（英語） オーストラリア
ディーキン大学
附属語学学校

春季
休暇中

文法、語彙、発音、流暢さ、コミュニケーションスキル、日常の
様々な状況で使える実践的英語など、4技能スキルの総合的
な向上を目指す。3週間と5週間のコースあり。

全学

フィリピン語学研修（英語） フィリピン サウスピーク語学学校
夏季
春季

休暇中

事前学習サポートにより、個人の語学水準に応じた個別学習
カリキュラムが設計され、徹底した予習・マンツーマンレッス
ン・復習のサイクルのもと、語学力向上を目指す。

全学

<<11..文文化化体体験験・・交交流流型型>>

2019 PKNU International Summer School 韓国 釜慶大学校
夏季

休暇中

午前中は韓国語・文化と国際関係の授業から選択、午後は
韓国文化体験や釜山市近郊へのフィールドトリップに参加す
る。日本語のできる韓国人学生がバディとしてサポートしてく
れる。

全学

2019 Korean Summer Session 韓国 東亜大学校
夏季

休暇中

午前中はレベル別の韓国語講座の受講、午後は伝統音楽や
韓国料理体験、歴史的遺産へのフィールドトリップ等を通して
韓国文化への理解を深める。現地学生バディとの交流も魅
力。

全学

Summer Enrichment Programme マレーシア マラヤ大学
夏季
春季

休暇中

午前中はレベル別の英語学習、午後は文化体験、フィールド
トリップ、現地学生との交流イベントへの参加を通して、英語
力を総合的に強化するとともに、マレーシアの文化について
学ぶ。

全学

国際産業社会調査プログラム タイ チャンカセーム・ラチャパット大学
夏季

休暇中

タイ人学生とグループを組み、与えられたテーマで産業フィー
ルド調査活動や異文化研修を行う。調査活動は、複数の
ワークショップにより段階的に完成度を高め、最後に成果発
表を行う。

全学

<<22..ググロローーババルル教教養養型型>>

海外短期研修プログラム タイ ラジャマンガラ工科大学
夏季

休暇中

初心者向けタイ語講座や文化研修及びフィールドトリップ、工
学系研究室の見学、現地企業訪問を通して、工学系人材とし
てグローバル社会で活躍するための基礎となる知識・教養を
身につける。

工学部 3年生以上
（他学年・他学部は

要相談）

オックスフォード大学夏期英語語学研修プログラム イギリス
オックスフォード大学
ハートフォードカレッジ

夏季
休暇中

三重大学と奈良県立大学との合同プログラム。ハートフォー
ドカレッジにて、英国の歴史や文化、政治経済などを学ぶ。
市内見学やブレナム宮殿やコッツウォルズへの訪問も含む。

全学

日本とタイのグローバル人材育成に関する調査と
比較研究

タイ
アサンプション大学
マヒドン大学インターナショナルカレッジ
カセサート大学附属学校

春季
休暇中

日本とASEAN諸国のグローバル人材育成教育について比較
調査・研究を行う。「ASEANの経済統合」をテーマに、高校、
大学、現地企業等を訪問し、同テーマが国際教育にもたらす
影響を多角的に捉え調査・研究、分析する。

国際地域学部 1年生
（2019年度後期

「課題探求プロジェクト
基礎B」科目履修生）

<<33..専専門門分分野野型型>>

ラトガース大学研修プログラム アメリカ合衆国
ロバート・ウッド・ジョンソン・メディカル
スクール （ラトガース大学）

4月

家庭医学を専門とするコーディネーター教員による研修。
Family Medicine（家庭医学）、 Endocrinology（内分泌学）、
Surgery（外科学）、 Psychiatry（精神医学）、 Gynecology（産
婦人科）、 Radiology（放射線医学）などの診療科にて研修を
行う。

医学部6年生

卒前臨床実習プログラム インドネシア アイルランガ大学
5月
12月

熱帯地域特有の疾患について研修が行われる他、日本とは
違う医療環境での医療の実践について学ぶ。海外からの医
学生との交流もでき、インドネシアのみならず、その他の国の
医療や医学教育についも情報交換をする機会が得られる。

医学部6年生

卒前臨床実習プログラム 中国 紹興市人民病院 6月
中国は人口が多く、気管支疾患や慢性成人疾患など日本と
違った症例に触れる機会も多いため、医療事情の違いにつ
いて見聞を深めることができる。

医学部6年生

マケレレ大学研修プログラム ウガンダ マケレレ大学 6月
日本国内では学ぶことのできない感染症や妊産婦医療並び
に小児医療や公衆衛生などを学び、自らの医学者・医師とし
ての将来のキャリア形成に資する。

医学部6年生

医学部夏季集中医学英語研修プログラム アメリカ合衆国
①ハワイ東海インターナショナルカレッジ
②ハワイ大学医学部

8月

午前中はMedical English Classes、Medical Ethicsのクラス
で、医学英語や医療倫理を学ぶ他、問診やCase
Presentationの仕方を学ぶ。午後はハワイ大学医学部や州
内の病院を訪問し、医療現場の見学を通じてアメリカの医療
システムについて学ぶ。

医学部5・6年生

アジアスチールブリッジコンペティション2019への
参加を通じたグローバルイマジニアの育成

インドネシア ブラウィジャヤ大学 8月

大会にて、英語でのプレゼンテーションや受け答えを行うこと
で、国際的なコミュニケーション能力が涵養される。限られた
時間内で、課題を追求・改善し、辿るべきプロセスを検討する
ことで、チームが有機的に活動するためのマネージメント能
力が育成される。

全学部・全専攻・全学年
ものづくりに興味を持っ
ていること、国際交流に

意欲があること

22001199年年度度短短期期海海外外研研修修ププロロググララムム実実施施実実績績  （（※※22002200年年度度はは新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染拡拡大大にによよりり、、全全ププロロググララムムがが中中止止ととななりりままししたた。。））2021

※本年度全てのプログラムが実施されるわけではありません。



プログラム名 国名 派遣／連携先機関 出発時期 プログラム概要 対象

チェンマイ大学との医学研修交流 タイ チェンマイ大学 9月

チェンマイ大学及び大学附属病院にて、授業の聴講や病院
見学、医学実習を行う。大学関連医療機関への見学及び医
療研修への参加を通して、熱帯地域の特異な感染症や疫学
について実地で見聞を深め、現地の医療事情について理解
を深める。

医学部・医学科

ロシア・イルクーツク州立医科大学
医学部派遣

ロシア イルクーツク州立医科大学 9月
本学以上に多い症例数の大学病院で脳神経外科の手術を
中心に研修する。午前中は脳神経外科外来見学、午後は手
術室で手術を見学し、術法についての知識を身に付ける。

医学部・医学科
3年生

海外研究機関における基礎医学実習 オーストラリア アデレード大学 9月

月曜から金曜まで毎日英語でのプレゼンテーションに参加
し、基礎研究の見学を行う。世界的に有名な耳鼻咽喉科領
域の炎症性疾患研究室で、最先端のクオリティーを維持する
ための研鑚の場に参加する。

医学部3年生

英国の医療と高度実践看護師研修 イギリス

①バーミンガム市立大学
②レスター大学附属グレンフィールド病院
③コベントリー&ワーウィック大学病院
④セントクリストファーズホスピス

9月
大学附属病院やホスピスでの見学実習や授業参加により、
それぞれの領域における専門的医療・看護の実践について
学ぶ。

医学部・看護学科

<<44..実実践践・・イインンタターーンンシシッッププ型型>>

Academic Internship in Leeds イギリス リーズ大学 7月

英国において最も繊維の研究・教育に注力している大学の
一つであるリーズ大学の研究室に滞在し、研究生活を体験
する。研究室の学生のサポートを受けながら課題実験に取り
組み、自身の修士論文研究の内容について説明する機会を
設ける。

工学研究科博士前期
課程1年もしくは2年

（受入教育機関に関連
する卒業研究を行った

経験を有する者）

Academic Internship in NCSU アメリカ合衆国 ノースカロライナ州立大学 8月

米国において最も繊維の研究・教育に注力しているノースカ
ロライナ州立大学の研究室に滞在し、研究生活を体験する。
研究室の学生のサポートを受けながら課題実験に取り組み、
自身の修士論文研究の内容について説明する機会を持つ。

工学研究科博士前期
課程1年生

(受入教育機関に関連
する卒業研究を行った

経験を有する者）

シーナカリンウィロート大学との交流プログラム タイ シーナカリンウィロート大学 9月
初級のタイ語の修得と、外国語（英語）での専門分野知識の
学習を通じて、意思疎通ができるレベルの相互コミュニケー
ション能力の強化をはかる。

工学部（工学研究科）
電気電子・情報系、学

部3年生～大学院1年生
プログラミング経験者が

望ましい

フィンドレー大学短期教育研修 アメリカ合衆国 フィンドレー大学 9月

近隣の公立学校やフィンドレー市内の日本語補習校で授業
参観・実習等の教育実践活動を行う。フィンドレー大学の教
員養成プログラムの中で実施されるインターンシップのノウ
ハウを生かした取り組みを行うことで、外国における教育の
現実について理解する。

教育学部

原子力人材の国際性向上事業 アメリカ合衆国 ニューメキシコ大学 10月
専門知識の更なる習得、実験の実施、スーパーバイザーと
の議論により研究テーマへの理解を深め、問題改善・解決の
提案ができるようになる。

工学研究科博士前期
課程（原子力・エネル
ギー安全工学専攻）/

後期課程（原子力・エネ
ルギー安全工学分野）

NIE-UF Student Exchange Programme シンガポール 南洋理工大学国立教育学院 1月

4週間に渡って学校現場に身を置き、授業や学級の参観と
TAをそれぞれ2週間ずつ行うことにより、シンガポールの教
育システムや現状について学ぶ。現地の学校を拠点にイン
ターンシップを行う。

連合教職開発研究科
教職開発専攻

<<55..研研究究・・発発表表型型>>

韓国研究・発表型プログラム 韓国 韓国アルコール産業(株) 6月

The CCMR international conferenceで研究成果の発表を行
う。英語で報告をすることで、学生の語学力の伸長を企図し
つつ、研究交流を図り、研究内容を深化させる。また、研究
関連韓国企業への訪問・交流を経て、専門的知識・能力を高
める。

工学部・材料開発工学
専攻

学部4年生～博士前期
課程2年生

フォトニクス分野に関する国際学会または学生支部
大会への参加及び大学への訪問を通した教育研究
交流

アメリカ合衆国 カリフォルニア大学ロサンゼルス校 8月
光工学に関して世界的権威を有する国際光工学会(SPIE)へ
参加する。また学生支部大会への参加や他大学の学生とグ
ループ討論、発表をとおして、専門性や創造性を高める。

全学
（フォトニクス分野を

専門とする者）

マレーシア
①プトラ大学
②モナシュ大学マレーシア校

8月

台湾
①国立成功大学
②国立中興大学

8月

中国 天津工業大学 8月

中国 浙江理工大学 9月

フォトニクス分野に関する国際学会または学生支部
大会への参加及び大学への訪問を通した教育研究
交流

アメリカ合衆国 メリーランド大学 9月

フォトニクスの基礎研究に関して世界的権威を有する国際光
学会(OSA)へ参加する。また学生支部大会への参加や他大
学の学生とグループ討論、発表を通して、専門性や創造性を
高める。

全学部、全専攻のフォト
ニクス分野を専門と

する学生

神経科学における国際的研究についての研修
プログラム

アメリカ合衆国
①北米神経科学会
②ワシントン大学セントルイス校
③ハーバード大学

10月

海外の研究者に対し、英語で専門領域の研究について発表
を行い、意見交換をする。海外の最先端の研究の動向、研究
施設について学ぶとともに、多様な研究者と交流を介して将
来的に国際的な研究者、技術なるための具体像を得る。

生物応用化学専攻
博士前期課程

北米神経科学会の国際
学会で発表予定である

こと

西安オータムプログラム 中国 西安理工大学 10月

西安理工大学で開催される修士学生向け研究課題中間報
告会にて、自己の研究を英語で発表することで、実践的な英
語力とプレゼンテーション力の習得を目指す。初級漢語や中
国事情等の講義、文化施設や現地企業等へのフィールドト
リップあり。

工学部4年生
博士前期課程
1年生、2年生

テラヘルツ波について学ぶ実践的教育研究研修
プログラム

フィリピン フィリピン大学ディリマン校 11月
フィリピン大学物理学研究所にて受入先教員・研究者の指導
のもと、課題研究に資する共同研究、共同実験を計画、実施
し、課題研究成果発表報告を行う。

工学研究科
博士前期・後期課程

一定レベルの英語能力
があること（TOEIC600

点以上を推奨）

ハル・オレオ大学 物性・材料分野の共同研究実践
プログラム

インドネシア ハル・オレオ大学 11月

受入先教員・研究者の指導のもと、課題研究に資する共同
研究、共同実験を実施する。現地の教員・学生との交流を通
じて日本の大学と海外の大学との教育研究環境、文化の違
いを学ぶ。

工学部
博士前期課程
1年生、2年生

バイオデバイス、ナノ材料、細胞工学など、敢えて自分の専
門とは異なる分野の研究室に滞在し、現地学生とともに実験
やディスカッションを行う。日々の研究活動や発表会への参
加を通じて、論理的に思考し、発表するプロセスについて学
ぶ。また、異なる研究分野の知識・背景を持つ現地学生との
議論を通して、自分自身の研究への理解を深める。

工学部3年生以上また
は工学研究科博士前期

課程以上
異分野融合がもたらすグローバル人材育成








