
平成２８年度 大学院教育プログラム－スプリングプログラム 参加者募集要項 
 
１． プログラムの趣旨 

国際性豊かな高度技術者、Global IMAGINEER 育成に向けた導入教育 

大学院でのGlobal IMAGINEER（歴史や文化が異なる地域においても、世界の人々と協働して生き生き 

とした暮らしづくりに貢献できる高い専門能力と創造力・実践力を有した技術者）育成に向けた導入教 

育を行います。 

コミュニケーション力及び異文化理解力の向上 

上海理工大学での中国語講座や英語による工学専門教育により、生きた外国語を学び、使う機会が得

られます。また、中国文化に関する授業や上海での日常生活、現地学生との交流を通して、メディアで

は知ることのできない中国を理解し、広い視野で世界を捉えるきっかけとします。 

Global IMAGINEER としての実践的・国際的な思考力の育成 

東アジア経済の中心である上海において、地元の国際企業等担当者による講義聴講や企業訪問を行

うことにより、アジア経済のダイナミズムや世界市場で活躍する企業・企業人の仕事に対する理念等に

触れ、より実践的・国際的な思考力を養います。 

 
２． プログラム概要 

所 管 ：福井大学工学部・工学研究科及び国際センター 

実施期間：２０１７年３月５日（日）～３月１８日（土） 

滞在先 ：上海理工大学（中国・上海市） 

対 象 ：①本学大学院工学研究科博士前期課程への進学を予定する工学部４年生、博士前期課程 

１年生 

②本学大学院工学研究科博士後期課程への進学を予定する博士前期課程２年生、博士後 

期課程１年生 

③本学大学院工学研究科博士前期課程への進学を予定する短期留学プログラム修了生、 

工学部研究生、科目等履修生等 

定 員 ：２０名程度 ※応募者数が定員を上回る場合は、提出書類に基づく選考を行います。 

引 率 ：大学院工学研究科及び国際センターの教員 

参加費 ：約 8～9 万円（往復航空運賃、宿泊費、国内・現地移動費（一部除く）を含む） 

※海外旅行保険料、食事代、娯楽費、パスポート申請手数料等は参加者の負担となります。 

 奨学金 ： 平成２８年度後期福井大学学生海外派遣支援金：５万円 対象  

＜受給条件＞ 

◎ 前年度の成績評価係数（総取得単位数）2.0/3.0以上 

◎ 推薦書及び語学能力を示す書類の提出 など 

＜応募方法＞ 

12月に発表（予定）される募集要項を確認の上、各自が申請すること。 

 

 

 

 



３．カリキュラム 

授業名 単位数 内容 

中国語・文化 

（中国籍の者は履修不要） 
１ 

初心者向け中国語・文化講義 

中国語日常会話や中国文化の講義を通して、中国への理解を深めると

ともに、日本文化との違いや共通点について理解する。 

短期留学工学特別講義 

（学部４年生及び 

博士前期課程１年生対象） 

２ 

英語・日本語による工学系専門講義 

上海理工大学教員による工学分野の講義（英語または日本語）を聴講

し、専門分野に関する知識及び思考力を養う。 

短期留学工学研究 

特別講義・演習 

（博士前期課程２年生 

及び博士後期課程１年生対象） 

２ 

研究室配属 

上海理工大学もしくは上海市内の他大学の研究室に配属され、多様な

視点に触れることを通して自身の研究内容を発展させる。また、英語

でのコミュニケーションを通し、専門分野の英語力向上を図る。 

海外企業経営・技術論 ２ 

企業関係者による経営・技術に関する講義 

海外における企業経営及び技術戦略について学び、Global IMAGINEER

としての幅広い視野や思考力を滋養するとともに、異文化理解力及び

国際社会への適応力を身につける。 

海外インターンシップ １ 

現地企業や上海に進出している福井の企業等への訪問 

福井大学留学生同窓生や福井の企業関係者が上海で展開する会社や工

場を訪問し、国際ビジネスの現場に直接触れることで、将来の企業人・

国際人としての社会的責任や使命感を学ぶ。 

 

※上記カリキュラムに基づいて４科目６単位（中国籍の者は３科目５単位）を履修します。履修した授

業科目は、研修参加における態度・姿勢や所定の課題レポート（様式指定）に基づく成績評価により、

大学院工学研究科博士前期課程または博士後期課程の授業科目として単位を認定します。 

 

４．プログラムスケジュール（予定）※変更の可能性があります 

第 1 週 3/5(日) 3/6（月） 3/7（火） 3/8（水） 3/9（木） 3/10（金） 3/11（土） 

午前 
小松空港 

集合 
オリエンテーション 中国語・文化 

終日自由 午後 
小松発 

上海着 
短期留学工学特別講義／短期留学工学研究特別講義・演習 

夜 歓迎会 自由時間 交流会① 自由時間 

第 2 週 3/12（日） 3/13（月） 3/14（火） 3/15（水） 3/16（木） 3/17（金） 3/18（土） 

午前 

終日自由 

 海外企業経営・技術論 上海発 

午後 
海外インターンシップ 

富山空港着 

大学着 夜 自由時間 交流会② 

 

 

 



５．申込方法及び提出書類 

  締切日時： １２月１4日（水）１７：００まで 

  申込方法： 全提出書類を文京キャンパス国際課（大学会館 1階）または敦賀キャンパス事務室（１ 

階）に提出。 

提出書類： ・参加申込書 

・誓約書 ※保証人（保護者）の署名・押印は、代筆・代印を認めません。 

・志望動機書：タイプ打ちでＡ４サイズ用紙１枚程度。以下の点を含むこと。 

「プログラムを通して何を学び、得たいと考えますか。また、そのた

めにどのような心構えをもって事前準備や研修に取組みますか。」 

・学業成績通知表（「不可」・「不受」等を含むもの）の写し 

※福井大学の学部を卒業した博士前期課程 1年生は提出不要 

・平成２８年度健康診断書（学生支援センター２階自動発行機で発行可） 

※大学実施の健康診断を受けていない学生は、国際課に受診可能な施設を問い合わ 

せること。 

・語学能力を証明するスコアの写し（TOEIC、TOEFL、英語検定試験、HSK等） 

・（学部４年生及び博士前期課程２年生のみ）福井大学大学院工学研究科合格通知書 

        ※万一紛失した場合は、他応募書類提出時にその旨お伝えください。 

・パスポート顔写真ページのコピー（白黒可） 

※航空券手配にあたり必要となりますので、パスポートをお持ちでない方は至急申

請してください。申請には必要書類の入手に時間を要するほか、申請後発行まで

に約 1 週間かかります。住民票が県外にある方は特に必要書類の準備等に時間が

かかりますので、早めに情報を確認して手続きを進めてください。 

６．募集からプログラム開始までの流れ（予定） 

   １１月２１日（月）：募集説明会 

１２月１４日（水）：応募申込締切、参加者選考 

１２月２０日（火）：参加者決定連絡 

   １月中旬～下旬  ：参加費（一部）支払い 

プログラムオリエンテーション①（概要説明、顔合わせ、チーム分け等） 

事前オリエンテーション（共通）（危機管理、研修前後課題等について）   

２月中旬     ：プログラムオリエンテーション②（持ち物、発表準備等について） 

   ３月１週目    ：出発前中国語集中講座、研修スケジュール及びＥチケット等配布 

   ３月５日（日）  ：プログラム開始 

７．本件担当・問い合わせ先 

国際課（大学会館１階） 

TEL :  ０７７６-２７-８４０４  

Email:  studyabroad@ml.u-fukui.ac.jp  



＜参考＞ 

 

【上海理工大学について】 

 創立１００余年を数え、学部数１８、学部学生数約１７,０００名、大学院学生数約５,６００名を擁

する中国の国家重点大学。上海市郊外に位置し、市内中心部へは最寄り駅から地下鉄で約３０分です。 

◆上海理工大学キャンパス 

 

 

 

 

 

 

 

【宿泊施設について】 

プログラム期間中は、上海理工大学のゲストハウスに２人一部屋で滞在します。 

部屋の設備：ベッド、机、バス・トイレ、インターネット、タオル、シャンプーリンス、石鹸など 

◆上海理工大学北キャンパスゲストハウス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【食事について】 

滞在中の食費は自己負担になります。大学内の学生食堂は、一食約６-１０元（１元＝約２０円）です。

学外で食事をする場合、一般的な中国料理レストランであれば約５０-１５０元、日本料理レストランで

あれば約１００-２００元です。 

 

◆上海理工大学食堂の様子 



平成 2８年度 大学院教育プログラム－スプリングプログラム 参加申込書 

【提出締切：１２月１４日（水）１７：００】 

氏 名（漢字） （姓） （名） 

氏 名（ふりがな） （姓） （名） 

氏 名（アルファベット） 

※ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ記載（記載予定）と同じ 
（姓） （名） 

学籍番号  写真または学生証顔写真

の写し（3×4cm） 

を貼って下さい。 

（裏に氏名を書い 

てください。） 

所 属（学科・専攻） 工学部・工学研究科・その他（        ） 

学科・専攻 

学 年     

生年月日    年  月  日 性別 男・女 

現住所 〒             

              

携帯電話番号  

メールアドレス 

（４月以降も連絡可能なアドレス

を記入してください） 

(パソコン) 

(携帯電話) 

緊急連絡先 氏 名：                 本人との関係：  

住 所： 

電 話：（自宅）         （携帯） 

特記事項 プログラム参加にあたり、健康面等で担当者や現地関係者が知っておくべきこ

と（アレルギー等）があれば、書いてください。 

申請者署名 私は、プログラムへの参加が認められた場合、福井大学及び関係する機関の

スタッフの指示に従い、全ての研修に参加し、研修の目的を達成するよう努め

ます。また、この参加申込書及び添付書類に虚偽記載がないことを誓います。 

 

               申請者名               印 

保護者の同意 研修の趣旨及び内容を理解し、当プログラムへの参加を認めます。 
 

保護者名               印 

所属専攻長および 

指導教員の承認 
（大学院進学者については、博士

前期・後期課程入学後に所属する

専攻の専攻長及び指導教員から承

認をもらってください。） 

上記の学生の当プログラムへの参加を認めます。 

 

専攻長名              印 

 

指導教員名             印 

 

【添付書類】 

・募集要項を参照して、提出漏れのないようにしてください。 

【この申込書に記載された個人情報は、当プログラムの運営にのみ利用します。運営上の必要性から上海理 

  工大学、保険会社、旅行会社等関係者に氏名・生年月日・連絡先等の情報を提供することもあります。】 

 



福井大学長 
眞弓 光文 殿 

誓 約 書 
 

私、（氏名）           は、平成 28 年度海外研修プログラムへの参加にあたり、下記事項

を守ることを誓います。保証人は、研修参加者に下記事項を守らせることを保証します。 
 

記 
 
１． 事前研修を含むすべての研修日程に参加し、研修の目的を達成するよう努めること。 
２． 福井大学の引率者（いる場合）、研修先大学の教職員他、研修実施に関わる者の指示に従うこと。 
３． 福井大学生として品位を保ち、常に礼儀正しく、責任ある行動をとること。 
４． 滞在先（国、自治体）の法令等、ならびに福井大学、研修先機関の規則を遵守すること。 
５． 研修期間中は、研修先を離れないこと。又、研修終了後は行程どおり帰国すること。研修先機 

関での研修日程前後に、個人旅行等の予定を含めることは不可とします。 
６． 研修期間中は、自己の責任において行動し、万一損害、被害を蒙った場合、本学に損害賠償そ

の他の請求をしないこと。 
７． 研修期間中を含む全渡航期間中、本学が指定する海外旅行傷害保険に加入すること。また保険

で補償されないアクティビティ、危険を伴う活動は行わないこと。 
８． 研修終了後、所定の報告書等を提出し、帰国後オリエンテーション等に参加すること。また、

本学の国際交流及び海外派遣プログラム等に関する各種調査に協力すること。 
９． 研修期間内の参加者に関する画像・動画・文章等の記録を、福井大学ならびに研修先機関が使

用する場合があることを了承すること。 
１０． 連絡先等の個人情報について、運営上の必要性から研修先機関、危機管理会社に情報を提供す

ることがあることを了承すること。 
１１． 危機管理会社のアシスタンスサービスを利用した場合に、危機管理会社に提供された疾病やト

ラブルに関連する個人情報についても、福井大学や危機管理の関係者に共有・利用される場合

があることに同意すること。 
１２． 参加費用その他経費を支払った後、やむを得ない場合を除き、参加辞退はしないこと。また、

自然災害や情勢不安、治安の悪化等により、福井大学がプログラム実施を中止することがあり

得ることを了承し、その決定に従うこと。これらに伴う航空券のキャンセル料金、その他辞退

に伴う費用は参加者本人の負担とすること。 
以上 

 
年   月   日 

（研修参加者）学籍番号：               

所  属：               

氏  名：            印  

 

（保証人）氏  名：            印（続柄     ） 

福井大学学務部国際課 
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